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日本軍の戦い方―日本人・日本社会論―            2016 年 3 月 24 日 
                                 山 本 利 久 
はじめに 

昨年は敗戦 70 年の節目の年であることから、いろいろ関連する書物等の出版、シンポジュ

ーム、TV 討論・ドキュメンタリー報道＊等の開催・放映が行われ、また過去の貴重な書籍・

資料・映像等に触れるよい機会でもあった。そうした中筆者の目に留まった書籍・資料を

中心に、先人達の日本軍・日本人・日本社会に関する考察並びにそれに対する先進国との

パーセプション・ギャップを紹介し、合わせ若干私見を述べてみることにした。 
これまでフィリピンなど南方に於ける戦争末期から敗戦後の混乱した状況に目を向ける機

会の少なかった筆者には大変よい歴史研究の機会ともなった。複雑化する国際社会の中で

日本人・日本社会は、これからどの様に対処すべきか、軍事面に加えて、経済・社会・外

交・政治面など様々な分野で改めて検討する意味がある様に思われる。 
スマイル会では今年 1 月の例会で、梅津氏が｢太平洋戦争への途－どこで日本は間違ったの

か｣を発表、2 月例会では青木氏が｢昭和天皇とポツダム宣言受諾・終戦への動き｣と題しス

ピーチを行った。いずれも大変洞察力のある分析と大局的視点から、先の戦争を豊富で貴

重な資料・データに基づく詳細な考察・論考であった。 
この報告は、それらを補完しながら、身近なところで起きた歴史上の出来事を取り上げ、

今後世界の中で日本人・日本社会は如何にあるべきかの解を求め論考したものである。 
幕末・明治の開国以来、日本は外国との多様な接点を持ち、西洋列強に挑みながら、不平

等条約、戦争、敗戦、平和、高度経済成長、貿易摩擦、海外進出・直接投資、海外 M&A、

途上国支援、国際社会への貢献等を通して学習を繰り返し、世界に認められる国になるべ

く努力を続け、今日に至っている。 
それにも拘らずこの凡そ 150 年間に亘り日本は進化・国際化した面もあるが、全く変わっ

ていない、いや変れない面も多々温存している。問題意識を共有し、日本人・日本社会の

アイデンティティー・エトス・文化を再確認しながら世界に通用する指針・思考・行動・

文化を定着させ尽力しなければ、これまでの様に独り善がりになり、世界の中心から乖離

して同じ過ちを再び繰り返す可能性もある。 
これまで日本企業・社会は様々な分野で世界に追いつき、追い越せと努力を重ね、最先端

技術開発を中心に世界をリードし、国際競争力を謳歌してきた。しかし昨今、その競争力

も一部で陰りが見え、新興国にその座を奪われている。日本の大企業を巡る違法・不正・

反社会的行為が近年相次いで発覚する中、企業統治の観点からも反省し、改善・改革を学

ぶことも多い。 
アジアが国際的な檜舞台に登場する可能性が現実味を帯びてきた今、このレポートが改め

て将来を見据えた日本のあり方を考える際の何がしかのヒントになれば幸甚である。 
構成として｢はじめ｣で背景を概説し、次いで第一章では奥野慎太郎氏の紹介・解説する山

本七平著｢日本はなぜ敗れるのか―敗因 21 カ条｣・小松真一著｢虜人日記｣の要旨の一部を紹
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介・引用、第二章で山中重男氏のノモンハン事件、第三章で同じく山中氏の日本帝国の組

織・気質を紹介、第四章で総括的論考を試みた。 
＊失敗の本質；BS フジ開局 15 周年特別番組(2015/12/24/25)、NHK｢映像の世紀デジタルリマスター編１

集～11 集｣。 

第一章 

ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン奥野慎太郎氏の経営書を読む｢山本七平著日本はな

ぜ敗れるのか｣(日経 2015/9/15①～④)から：企業経営にも参考になるとして紹介されている

山本七平著｢日本はなぜ敗れるのか―敗因 21 カ条｣の要点の一部を抜粋・引用した；尚逐条

は⑤に記載した。 
執筆に当たり山本七平氏が、小松真一氏の｢虜人日記｣を読み解き、引用もしながら自らも

軍人としてフィリピン戦線での貴重な体験を有する立場から示唆に富んだ詳細な報告をさ

れている、と奥野氏は述べている。 
1. ｢精兵不在｣の精兵主義：戦略の前提と実態乖離 

｢精兵主義の軍隊に精兵不在、然るに作戦その他で要求される事は、総て精兵でなけれ

ば出来ない仕事ばかりだった｣ ｢精神的に弱かった(一枚看板の大和魂も戦い不利とな

るとさっぱり威力なし)｣ ｢物量、物質、資源、総て米国に比べ問題にならなかった｣な

ど、4 分の 1 がこの論点に関係しています。 
日本の国力は米国より大きく劣る、開戦後に徴兵された戦力が最初から精兵である筈が

ない、制海権ない海で充分な護衛を付けず旧式の輸送船を出せば撃沈される、と言った

常識を否定。これらを述べる者は｢非国民｣と弾圧し、非常識な前提を｢常識｣として行動

する姿勢は数々の悲劇を生みます。 
一部に精兵がいたことは事実でしょうが、その｢芸｣を絶対化して合理性を怠ることは戦

闘と戦争の区別のつかない指導層の怠慢です。所謂日本軍の強さを、資源や設備の制約

を工夫で打開する中小零細企業的な強みであるとして、｢条件さえ同じなら負けない｣と

現実の条件的違いを無視してしまったことが敗因の大きな要素であると本書は指摘し

ます。 
2. 日本文化 一人よがり；自己を絶対化、反日感情招く 

日本は太平洋戦争の大義名分の一つとして｢大東亜戦争｣構想を掲げました。一方、小松

真一氏は｢虜人日記｣の敗因 21 カ条で｢一人よがりで同情心がないこと｣ ｢日本文化に

普遍性がなき為｣ ｢日本文化の確立なき為｣として、日本の文化的側面の弱さを 3 項目

で指摘しています。 
山本氏も、日本が自己を絶対化するあまり反日感情に鈍感であったことが、アジアの

人々や少数民族などに反日感情を芽生えさせ、強烈な抗日運動やゲリラに悩まされる原

因になったと述べています。 
  他人の文化的基準を認めず自らの文化も説明せず、それを理解・尊重しない者に罵詈

雑言を浴びせるだけでは相手は困惑し反発します。 
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  アジアの人々だけではありません。交戦相手国に対しても｢鬼畜米英｣と罵るだけで、

彼等の文化や考え方を研究・理解する姿勢がないことが、合理的判断の欠如や情報活

動の不足に繋がっていきました。 
  ｢自分は東亜解放の盟主だから、相手は歓迎し全面的に協力してくれる｣と思い込む。

必ずしもそうでない現実に遭遇すると｢裏切られた｣と憎悪する。協力してくれた現地

の人を大切にしない。これらの姿勢も｢一人よがりで同情心がない｣と断じています。

その結果、当初日本に対して特定の感情の無かったフィリピンで反日感情が高まり、

軍人だけでなく、日本の民間人まで攻撃を受けることになります。そうした状況でも、

現地の人々に文化的基準や合理性があることを認めて話し合おうとせず、掃討しよう

としたため、更に状況が悪化したのです。 
3. 思想的基盤の弱さ；虚構の上に議論、具体策出ず 

戦前の思想教育とその巧拙は広く論じられるところです。小松氏は敗因 21 カ条の一つ

に｢思想的に徹底したものがなかった事｣を挙げます。ここで言う｢思想的徹底｣とは、自

らの思想的基盤を徹底的に考え抜き、批判にも正面から向き合い、自ら律するための土

台とすることです 
当時の日本では、標語的な思想はあっても体系化されておらず、批判を許さず、物理的・

社会的暴力で律していました。日本の国内や暴力の及ぶ環境にいれば統率がとれる。 
ところが海外で、責任を自覚しなければ無責任でいられるという地位に置かれると極め

てもろくなった。山本七平氏はそう分析します。 
また陸軍では白兵戦を戦闘の根本に据えつつ、その強みが最大限に発揮できるゲリラ戦

に注力せずに、一大会戦をやろうとしました。自らの本当の強みや寄って立つべきもの

が一体何なのかが組織として徹底されていないことも、各地での惨敗につながっていき

ました。 
思想的不徹底は｢基礎科学の研究をしなかった事｣ ｢兵器の劣悪を自覚し、負け癖がつ

いた事｣と言った他の敗因にも影響しました。思想的基盤や客観的な自己認識がなく、

虚構の上に議論を展開することは、基礎科学への軽視・無関心を生みます。基礎科学に

おけるギャップの認識の弱さが更なる虚構を助長するという悪循環に陥り、米国の様な

兵器・兵力の飛躍的発展を阻害します。 
一方で前線では兵器の劣悪・不足は明らかです。徐々に負け癖がつき、｢大決戦｣などと

銘打っても戦いの端緒で戦意を喪失して敗走する、と言った展開が各地で見られるよう

になります。 
太平洋各地に分散させられた戦力が個別撃破され、兵士は生き残るためジャングルに潜

伏する。後半戦に至ってもなお、日本のエリートが戦争終結の具体的方策を打ち出すこ

とが出来なかったのも、思想的基盤の弱さに起因しているのです。 
4. 反省力なき事；戦後 70 年、現代・日本に警鐘 

小松真一氏の｢虜人日記｣に記された敗因 21 カ条に｢反省力なき事｣があり、一方山本七
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平氏は太平洋戦争と、官軍が西郷隆盛率いる士族軍を破った明治の西南戦争を対比し、

日本の反省力のなさを浮き彫りにしています。 
鹿児島で決起した西郷軍は相手がどれほど数や火力で勝るかを研究しようとせず、武士

である自分達が負ける筈がない、緒戦の勢いに乗り短期で決着がつく(なので補給は必

要ではない)と言った前提で作戦を立てます。しかし実際には、官軍の圧倒的な火力の

前に敗れ去ります。 
この作戦思想や敗戦に至るパターンが、太平洋戦争の敗戦パターンと驚くほど似ている

と山本氏は分析します。米国は真珠湾での被害を反省し、海軍編成を戦艦中心から航空

機動部隊中心に大転換し、陸海空が連動した用兵術を開発しました。日本も西南戦争を

確り反省していれば、開戦に至らなかった可能性を含め、結果は違っていたかもしれま

せん。 
反省の不足は開戦後も続きます。21カ条で唯一地名が出るものに｢バシー海峡の損失と、

戦意喪失｣があります。制海権のなくなった台湾とフィリピンの間のバシー海峡に兵員

を満載した旧式輸送船を次々と送り出しては沈没され、一戦も交えず大勢の戦死者を出

しながら止めなかった悲劇を指しています。  
戦後 70 年を迎え、私達の置かれた社会的・政治的・経済的環境はかってと全く異なり

ます。しかし本書が分析し警鐘を鳴らした問題点は現代の日本人や日本企業、或いは日

本と言う枠を超えた起業活動一般にも当てはまるものが驚くほど多いように思います。 
5. 山本七平著｢日本はなぜ敗れるのか―敗因 21 カ条の引用した 

―小松真一氏が掲げた敗因 21 カ条； 
１．精兵主義の軍隊に精兵がいなかった事。然るに作戦その他で兵に要求される事は、

総て精兵でなければできない仕事ばかりだった。武器も与えずに。米国は物量にも

の言わせ、未訓練兵でもできる作戦をやってきた。 
２．物量、物資、資源、総て米国に比べ問題にならなかった 
３．日本の不合理性、米国の合理性 
４．将兵の素質低下(精兵は満州、支那事変と緒戦で大部分は死んでしまった) 
５．精神的に弱かった(一枚看板の大和魂も戦い不利となるとさっぱり威力なし) 
６．日本の学問は実用化せず、米国の学問は実用化する 
７．基礎科学の研究をしなかった事 
８．電波兵器の劣等(物理学貧弱) 
９．克己心の欠如 
10．反省力なき事 
11．個人としての修養をしていない事 
12．陸海軍の不協力 
13．一人よがりで同情心が無い事 
14．兵器の劣悪を自覚し、負け癖がついた事 
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15．バシー海峡の損害と、戦意喪失 
16．思想的に徹底したものがなかった事 
17．国民が戦いに厭きていた 
18、日本文化の確立なき為 
19．日本は人命を粗末にし、米国は大切にした 
20．日本文化に普遍性なき為 
21．指導者に生物学的常識がなかった事 
台湾・フィリピン・バシー海峡図：出所｢日本はなぜ敗れるのか｣ 

これは著書の中で多くのページが充てられ、日

本軍が無謀の輸送計画を何の反省もなく、画一

的に繰り返し、多くの犠牲者と多大の損失を出

したバシー海峡、フィリピンのレイテ島等の激

戦地の鳥瞰図。 
筆者注記 
・｢虜人日記｣の著者小松氏は台湾・比島などで

ブタノ―ル生産に携わった技術者で、軍属とし

て日本軍に徴用され先の大戦後半にフィリピン

に赴任、現地で敗戦を迎えた。｢虜人日記｣は誠

に稀有で且つ詳細な生の現地資料であり、技術

者、民間人の視点から日本軍等の行動を詳細に

分析・評価、克明に記録した。随所にイラストが挿入され読者に想像の世界を広げてい

る。山本七平氏の上記著書と共に、読者には並行して｢虜人日記｣も読まれる事をお薦め

したい。 
第二章 ノモンハン事件(1939/5～8)の分析から読み取る日本帝国・陸軍の評価 

  ―アルヴィン・Ｄ・クックス(サンデイゴ大学歴史学教授・日本研究所長)著｢ノホンハ

ン｣から― 第三者機関：行政センター代表 山中重男著｢立身出世主義の限界｣(地方自

治研究 Vol.10.No.2 August 1995)からの再引用 
 ・下級下士官は極めて良く訓練されており、頭の回転もよく、戦闘では狂信的なくらい

断固として戦い、総てを失った場合でも、降伏せず自決するのが一般的であった。こ

れに対して、上級指揮官は、想像力に欠け、頭の回転も悪く、訓練も充分でなく、積

極性に欠け、紋切り型の行動を取る傾向があり、自分の失敗を人に押し付ける破廉恥

漢が多かった。注：山中氏は北鮮雄基小学校昭和 8 年卒の大先輩、10 年ほど前或る学会で初めて

邂逅、以後折に触れお話しを伺い、資料等を頂いた。注記：クックス氏は日ソ両国の資料と、生き残

った数百人からの聞き取りを基に、克明に研究し、大作｢ノモンハン｣を書き上げた。 
 ・中央省庁の行政官であった山中氏のコメント； 
  ノホンハン事件で、第一線の勇戦敢闘にも拘らず、日本軍が大敗を喫したのは、戦略
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の拙劣さに起因し、上級参謀をはじめ上級指揮官の責任と思われるが、大した責任も

取らず、総てを第一線の連隊長以下の下級指揮官の責めに着せ、自決まで強要してい

る。上級指揮官たちの破廉恥ぶりは目に余るものがある。 
  どんな優秀な者であっても、イエスマンであり、平気で責任を人に転嫁する破廉恥漢

でなければ、出世できない傾向が目立つ。 
  ノモンハン事件は日本帝国陸軍も例外でないことを示している。日本帝国海軍も日本

帝国自体も同様である。 
 ・ソ連軍の見方 
  ノモンハン事件後の 1940 年 5 月、スターリンの質問に答えて、ソ連軍総司令官ジュー

コフは次の様に述べている： 
  日本軍は、特に白兵戦で訓練が行き届いており、厳格に規則を守り努力を惜しまず、

粘り強く、特に守勢に立った場合は頑強だ。下級指揮官も極めてよく訓練されており、

戦闘では狂信的な位断固として戦い、総てを失った場合降伏せず、自決るのが一般的

だった。これに反し、上級指揮官は訓練が充分でなく、積極性に欠け紋切り型の行動

をとる傾向があった。 
 ・国家の平均寿命・他 
  日本帝国は明治維新以来、昭和 20 年まで、80 年弱の寿命である。これが大体国家の平

均的な寿命ではないかと思われる。箒星が現れると、何か異変が起きると言われる。

最近やってきたハレー彗星も 70～80 年の周期であり、また近くやってくる関東大震災

の周期も大体 70～80 年、また人の寿命も 70～80 年と言う現象で見ると、何か 70～80
年と言うリズムがあるように思われる。 
日本帝国の場合、野生と公共性を兼ね備えた人材が存在しなかったので、通常の寿命

通り、80 年で滅んでしまったが、イギリスやフランスは元より、アメリカでも 200 年

余りたち、平均の 80 年より長生きしている。 
その様な国には、野生と公共性を兼ね備えた人材を育てる国家的仕組みがある様に思

われる。 
日本でも旧制高等学校は不十分ながらその様な仕組みに近い存在だったと思われるが、

敗戦の結果それもすっかりなくなってしまった 。 
イギリスでは貴族制度がその役目を果たしている。貴族の子弟は、放置しておくと、

所謂お坊ちゃん育ちになりがちであるが、10 歳前後の約 10 年間、パブリック・スクー

ルで鍛錬され、逞しい野性を身につける。 
先ず伸び盛りにも拘わらず、食事は朝食、昼食に３時のオヤツだけで、夕食がない。

これでは腹が減って大変で、寝てみる夢は食べ物の夢ばかりと言う話である。つまり

飢えで鍛える訳である。また若い子供ばかりの寮生活であるから、友逍同志の鍛錬も

当然である。 
午後はスポーツが原則で腹が減っている上に身体を鍛える訳である。教室でも先生は
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非常に厳しくて、今でも鞭が使われている学校があるそうだ。また日本よりも寒いと

ころが多い英本国で、教室にも寄宿舎にも暖房装置がなく、教室など冬でも窓は開け

っ放しである。彼等は貴族の子弟であるから、生まれながらにして特権を有している

が、それは何のためであるかといえば、いざとなったら、国民の先頭に立て、国の為

に働くためだと言う事を、小さい時から教え込まれている。その上にパブリック・ス

クールは、これらの鍛錬によって逞しい野性を付与する訳である。 
第一次大戦の時、連合軍の最高軍司令官ペタン元帥は、イギリスの貴族の青年将校に

ついて感嘆し、次の様に言っている。(注記ペタン元帥：仏の軍人・第三共和政最後の首相) 
｢彼等はまるで自殺しようとしているとしか思えない位勇敢である。｣ 
第一次世界大戦に参戦したイギリスの全将兵の平均死亡率は、８～９％であるのに対

し、貴族の死亡率は 48％に達する。 
第二次世界大戦でも、ダンケルクの敗退後、一挙にイギリス本土に押し渡ろうとして、

ドイツ空軍が猛爆撃を加えた時、少数ではあったが、イギリス戦闘機隊が勇戦敢闘し

て見事にドイツ空軍を撃墜し、ドイツ軍のイギリス本土上陸の望みを絶った。 
チャーチルも、第二次世界大戦回顧録に｢ブリテンの戦｣と言う一章を設け、その中で

｢イギリスの運命が、かかる少数者の肩にかけられたことは、未だかってなかった｣と

そのイギリス戦闘機隊を絶賛している。 
オックスフォート大にもケンブリッジ大でもその他のパブリック・スクールでも多く

の出身戦死者の名を刻んだ記念碑が大切にされている。 
また街中でもイギリスの貴族は一見して分かる。背が高く、大きくて逞しい、いかに

も喧嘩に強そうなのが貴族である。イギリスではこの様なシステムで公共性と野性を

兼ね備えた人材を育てているのである。 
経済的に一時どうであろうとも、国家として見た場合、日本などとは比較にならぬ強

国だと思われる。 
フランスもまたフランスのやり方で、野生と公共性を兼ね備えた人材を養成している。 
フランスには国家行政院と言われる高度の秀才を集めた学校がある。一学年数十名の

少数で、全国から集めた大秀才を物凄く鍛錬し、それを卒業すると、1 年間の見習い期

間を置いて、公務員であればいきなり課長クラスに、大会社であれば、副社長になる。 
この様に生まれながらの天才が物凄い教育を受け、いきなりそうゆうポストに付くの

で、出世と言う事に自分の能力を使う必要がなく、専らフランス共和国のため、或い

は自分の働いている会社の為に全力投球出来る訳である。 
彼等は天才的な能力の持ち主であるから、放っておけば逞しい野獣になるかも知れな

いが、公共性を備える事は難しいと思われる。そこをフランスでは、この様なシステ

ムで公共性を兼ね備えさせている。非常にうまい方法だと感心する。 
アメリカではプラグマティズムが役所の中にまで浸透しており、効率を挙げない様な

課長は、5 年ごとの業績審査の結果、首になるなど非常に厳しい社会である。動物園の
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動物も安心しておれない。つまり野性を失った人は、アメリカの公務員としては失格

である。 
またアメリカでは、一般企業と役所との間で、人事交流が活発に行われている。アメ

リカではこの様な形で公共性と野性を兼ね備えた人材を育成しようとしているわけで

ある。 
さて日本の現状を見た場合、旧制高等学校はいささかイギリスのパブリック・スクー

ルを見習って公共性と野性を兼ね備えた人間を作るべく努力していたと思うが、それ

が何の惜しげもなくすっかり廃止されたため、今はそうゆう仕掛けは全くない。非常

に心配な時期に来ているわけである。現在の日本は日露戦争直後とよく似ていると言

われている。日本帝国も明治維新以来約 40 年経った日露戦争の後から下り坂になった

と言われ、敗戦を迎えたのがほぼ 40 年後になる。 
今まさに昭和 62 年で、新日本発足以来 40 年余。つまり国家の寿命にあうわけである。

これから下り坂になって、後 40 年ぐらい経ったら、駄目になるのだろうかと永井道雄

先生にお聞きしたところ、｢君、そんなにもつと思うかね｣と言われ、もっと心配して

おられる事がわかった。教育学者として、もっと気がかりな点にお気づきの様であっ

た。 
第三章 日本帝国の組織・気質と他国との比較 

 前述の山中重男氏の研究論文｢体験から見た行政改革と地方自治―国家存続のための必

須条件｣からの引用： 
 ・勝田

しょうだ

龍夫著｢重臣たちの昭和史｣＊は、東条英機によって代表される｢上に弱く、下に強

い人間｣即ち｢イエスマン｣がどんどん出世して国の実権を握り、終に日本帝国を破滅さ

せてしまう経緯が、極めて明瞭に興味深く描かれている、と述べている。 
彼等は上司の機嫌を損じるのを恐れて反対せず御無理ごもっともで、その誤った判断

に従いがちである。 
＊勝田滝夫(元日債銀会長、父君は朝鮮銀行・大蔵大臣を歴任した勝田主計

か ず え

)。梅津氏は

講演で｢重臣たちの昭和史｣と学生時代に出会い感銘、より深く昭和史に関心を持つよ

うになったと述べた。 
これはとりもなおさず自分の出世のために国を売り、自分の属する組織を売ることに

なり、｢イエスマン｣は必然的に売国奴とならざるをえない。 
またこのような人間は上司にとっては｢うい奴｣ではあっても、一般の人にとっては人

気の無い｢いやな奴｣である。 
  山中氏は、更に研究論文｢体験からみた行政改革と地方自治―国家存続のための必須条

件｣の中で、英国の公務員道について、｢上司が白だと言った場合、自分も白だと思っ

ていても、黒ではないでしょうか｣、と一応反論するのが英国流だ、と断じている。 
  更にフランスでも、1811 年、ナポレオン皇帝のモスコウ進撃の意見に対し、ロシア通

の参謀本部ボントン工兵大佐は、敢えて反対意見を具申している。｢広大なロシアが舞
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台では、戦争の条件は全く異なっております。無人の地に進撃してみても、食糧も馬

糧も見付けることは出来ませぬ。冬が到来し、零下 20 度から 30 度の寒気に、兵士等

が耐えられるとも思えませぬ。フランスと陛下御自身の安寧のため、なにとぞこの戦

争は諦められますように・・・｣。 
  情勢を分析したルクレルク大尉参謀はその意見書で、｢ロシアで戦える者は、ロシア人

だけである｣と言い切っている。ナポレオンは両者の正論にかなり迷ったが、結局｢戦

は短期間に終結出来る｣として、開戦に踏み切り、大敗北を喫した。 
第四章 論考 

 上記４者はいずれも、戦争に直接かかわる点だけを記述・強調するのではなく、その行

動を広く社会、行政、ビジネス等にまで広げて考察、大変示唆に富んだ指摘をされてお

られる。当然のことながら我が国には世界に誇れる文化・アイデンティティ・エトスが

ある。これからの人材はその上で、グローバリゼーションが進む中で、異文化を理解し、

地球規模の視点から、事に当たり柔軟に対応する包容力・説得力・先見性を磨かなけれ

ばならない。以下は論考としてそれらの要点をアトランダムに列挙、解説したものであ

る。 
 ○軍事面：日本の特色と米国との比較 
 ・グローバル戦略の欠如と人材育成； 
  貧弱な情報収集・分析・評価から来るグランドデザインの欠落とレヴュー不足； 
  軍の有力若手将校の留学、駐在武官先は、やがて交戦国となる米国(米国派)が少なく、

ドイツ(ドイツ派)など欧州が主体。 
  一方米国は単に軍事面ばかりでなく、交戦国の文化、政治・経済・社会制度等を徹底

的且つ総合的に研究・分析して活用している。尤もその中には誤解や曲解もあった。 
 ・柔軟性に欠ける戦術・作戦； 
  同じ過ちを多大な人的犠牲を払いながら反省も工夫もなく何度でも繰り返す。その上

に何事も Too little, too late。 
  その戦法は、装備・戦術の近代化を軽視し、或いは甘く見て、相も変わらず｢奇襲攻撃｣、

｢夜襲攻撃｣を中心にした白兵戦に傾斜、末期には沖縄戦を中心に、人間軽視の｢特攻、

海軍鹿屋、陸軍知覧基地｣、｢回転魚雷｣へと進んだ。類似の先例は｢爆弾(肉弾)三勇士｣(軍
神)、彼等は第一次上海事変で投入された独立工兵第 18 大隊から選抜された。 

 ・組織、どこまでも縦割り社会・他；大日本帝国憲法・統帥権(軍の私用) 
  ▽飛行隊を含む陸・海軍間(全軍を掌握する統合参謀(幕僚)本部の欠落)、各軍の部局間、

大本営・軍令部間、参謀本部と現地軍・参謀間、職業軍人と徴兵・軍属間、省庁間。

そして官(軍)尊民卑。 
   教育機関；陸軍士官学校(・陸大)、陸軍航空士官学校、海軍兵学校(・海大)、 
   そのためあらゆる必要な情報の収集・分析・判断の共有・有効且つ総括的活用が出

来ず。又誤報も多く、現場対応が混乱。 
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  ▽米国：統合参謀本部(JCS)、国防総省・国防長官(文民)の傘下にある。軍事戦略を立

案、大統領、国防長官、国家安全保障会議(NSC)、国土安全保障省(DHS, 2002 年設

立)に対して、軍事顧問の助言を行う。 
   教育；陸軍士官学校(ウエストポイント)、海軍兵学校(アナポリス)、空軍士官学校。 
  ▽現在の日本：統合幕僚監部(幕僚長)、防衛大学校⇒陸・海・空の幹部学校。 
  ▽皇道派・統制派：陸軍の派閥 
   思想上の差異はないと言われるが、初期皇道派は政財界を｢君側の奸｣として排除し、

天皇親権による国家改造を唱えた(主導者荒木貞夫)。統制派は反共・反ソ。 
 ・＊創造性に欠けるオーガニゼイション・マン社会； 
  個より団体・組織が優先、総てがマニュアル(前例)通り、事態の急変・変化に組織の各

段階で人間力(個人の能力)に基づく柔軟な対応が出来ない組織の硬直化。 
  その為組織と機能を目的達成に向け軍全体をリードする人材が育成されない。要領の

よい人物(茶坊主)の誕生。欠ける One for all, all for one の姿勢。 
  高級幹部の昇進は年功序列、軍閥、学閥、派閥が中心のため、その道の専門的実力者

ではなく、祭り上げ人事。一方実際の戦闘は部隊長・連隊長クラスを中心に行われる。 
 ・＊貧弱なリスク管理；米国ではリスク管理が何処でも最重要課題・研究分野。 
  リスク管理の認識が薄く、リスク分析・対応も単純、都合の悪いことは起きないと、

かってに決め込み、後は神頼み。挙句の果てには、｢そんな筈ではなかった｣となる。 
  米国ではリスクを徹底分析・評価し、何処までのリスクなら許容できるか判断し行動

する(リスクとアクション)。 
 ・＊真のリーダーの欠如と責任不在；日本は古来和を持って尊とし、となす(十七条憲法

第 1 条以和為貴) 社会。｢和｣はグローバルに見て普遍的・実践的概念？或いは文化？ 
  プロ(個人)・プロ集団を縦横に活用し、社会全体(国益)の為に貢献する真のリーダーが

不在、従って誰も責任を明確にすることなく、取ろうとしない。責任は全員・全体で

負うべきとする。 
  人事のローテイションシステムが生む現状肯定、前例主義の蔓延 
  出る杭は打たれる。リーダー育成の認識が社会に無い(平等・公平の誤認)。出過ぎた杭

は打たれないのに。 
  外国人による或る日本人評：教育はあるが、教養がない。一時期日本でも盛んだった｢教

養主義論争｣ 
  ビスマルクの箴言：愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。 
  参考資料：筆者著｢リーダーシップを考える｣ スマイル会 HP 2012 年 

 ・行き過ぎた精神論の横行； 
  伝統的に日本は、兵器・兵站等の不足を精神力でカバーしようとする姿勢が強い。そ

の為、近代戦では人命が軽視され消耗が激しく長期戦が困難。 
  ▽2.26 についての柳家小さん師匠回顧録から；｢勝てば官軍で、どうしても勝たねばな
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らぬ｣、大尉は涙ながらに訴えたと言う。｢皆の生命をくれ｣。80 年前二等兵だった小

林盛夫青年は、青年将校の反乱に巻き込まれた。腹が減って仕方なかった。一つだ

けの親子丼を 60 人で分けあった。｢親子丼は食うと思うな、精神を食え｣(日経春秋

2016/2/26) 
 ・軍人勅諭、軍人の非選挙権など 
 ・＊多様性の排除； 
  作戦・政策・運営が単純化し、現実・現場に発生する想定外の事態に迅速に対応出来

ない。更に現場の生の声が政策運営(作戦計画)にフィードバックされない。 
 ・プロパガンダの軽視・欠如・無知； 
  特に日本の戦った戦争。米英中などのプロパガンダ戦術はそれに引き替え、巧妙で国

の内外で、交戦相手国の行動を牽制、戦意を喪失させ、国際世論を味方にする上で非

常に効果的だった。 
 ・戦線の拡大と未経験な遠隔地島嶼の攻防戦； 
  ▽満州事変→日中戦争→大東亜戦争。特に日中戦争(前近代的戦争)の泥沼化する中、大

東亜戦争(近代戦・消耗戦)に突入、完全に補給能力(兵站)が延び切ってしまった(多面

戦線・拡大した絶対防衛線の戦闘・死守)。 
   こうした中、陸では米軍との大会戦にも持ち込めないまま、訓練された精鋭日本正

規軍も 43 年以降、兵力の分散化や消耗、加えて徴兵による増員で実際の戦闘能力が

劣化して行った。大東亜戦争中の転機の一つに数えられるガタルカナル島の攻防は、

こうした中で戦われた日本軍の弱点が顕在化した代表例であろう。 
  ▽43 年以降南洋島嶼に在満関東軍の多くを遠路移動させたが(筆者は当時、満州から日

本海の軍港都市羅津に向かうシートなどで覆われた戦車や重火器を満載した長蛇の

軍用列車を頻繁に眺めていた)、戦場に到達する前に海上で制空権・制海権を支配し

た米機動艦隊によって、その多くが兵員・物資共々失われた。 
  ▽その結果、45 年 8 月 9 日のソ連軍の侵攻した満州・北朝鮮にはソ連軍との戦闘に備

えた関東軍・朝鮮軍の主力はいなかった。 
  ▽関東軍；泣く子も黙ると言われた。 
   その実力：大東亜戦争の直前に戦われた大草原の近代戦、ノモンハン事件(対ソ蒙戦) 

で仮想敵国ソ連との戦闘での苦い敗北を経験した。それにも拘らず、反省は事実 
上殆ど行われず、近代戦(大東亜戦争)への対応は兵器ばかりでなくあらゆる軍事面で、 
列強に大きく遅れを取っていた。 

  ▽対米宣戦布告(日本時間 41/12/8)≪これについては青木論文参照≫と軍事行動 
日本の行動は三国同盟の雄ナチスドイツが戦勝国になることを前提としていた。日

本(陸軍)による当時の国際情勢、ファシズム・ナチズム・軍国主義陣営対連合軍陣営

との対峙構図等に関する情報収集・分析・状況判断並びにその後の開戦の是非判断

には、不可思議な面が多い。一方ドイツからは、早く米国との開戦を迫る執拗な要
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請があった。 
  ▽海軍： 
   ①大艦巨砲主義の伝統；時代の変化(航空機・潜水艦等の作戦行動の重要性など)を読 

み切れず。 
   ②陸戦隊；島嶼作戦等に必要なのだが組織上影の薄い存在。 

元々常設の部隊ではなく、艦船の兵員が臨時に組成していた。第一次(1932 年)・ 
第二次上海(1937 年)事変では増強されて海軍上海特別陸戦隊(2400 名、戦車・装甲

車・重火器装備)として初めて上海市街戦に参加、以後一部組織化の動きも見られ

たが、先の大戦における米軍のマリン(海兵隊)との存在の差が歴然となった。 
③ 空母など機動艦隊を装備したが、低い潜水艦の性能・保有・活用(U ボートのドイ

ツ海軍との戦略・情報交換？)。例外は伊 400 型潜水艦(攻撃機晴嵐 3 機搭載)。晴嵐：

折り畳み式、液冷エンジン(ドイツ製 DB601A のライセンス生産)。起死回生策？実

戦に間に合わず。発想の特異性はあったが、その後世界に普遍せず。陸軍の気球爆

弾(ふ号兵器：風船爆弾)の類？ 
④ レイテ島沖海戦(1944 年 10 月)：連合艦隊司令長官豊田則武；｢天祐ヲ確信シ全 

軍突撃セヨ・・・｣、海軍も又｢天祐神助｣の発想。空母 4 隻を保有していたが。 
    日本軍の比島戦死者；ルソン島 27 万、レイテ島 8 万、ミンダナオ島 6 万など全体

で 51 万人。その他に民間人も。一方フィリピン人の犠牲者は 110 万人。 
 ・日中戦争：100 万人規模の兵力を投入、数々の作戦行動(例 44 年大本営、支那派遣軍に

対し 1 号作戦＊下令、4 月作戦実施。同 12 月、朝鮮・満州・中国一貫輸送の為の大陸

鉄道隊編成の展開など)を行ったが、同年 6 月には成都発米軍機が北九州を空襲した。 
  しかしその多くは近代化された戦争とは程遠い前近代戦で、日本は広大な中国大陸に

軍事力を分散・寸断され、飲み込まれていった(中・北支派遣軍、支那派遣軍の増強、

関東軍からの援軍など)。 
＊注記：一号作戦(大陸打通作戦)。 
▽前半は京漢作戦(コ号作戦)、後半は湘桂作戦(ト号作戦)に分かれる。 
▽作戦計画：①華北と華南を結ぶ京漢鉄道の確保②南方資源地帯と日本本土を陸上

交通で結ぶ③中国戦線の皇軍機動力向上④脅威を増す B29 の本土爆撃用空軍基地

建設の阻止。 
▽作戦の立案：大本営陸軍部作戦課長服部卓四郎。異論(首都重慶・成都の攻略を優

先すべし、米空軍基地に傾斜すべしなど)も出たが、押し切り、実施。 
▽投入兵力等；50 万、距離 2,400 ㎞。支那派遣軍指揮下の 25 個師団、11 旅団から

歩兵 17個師団、戦車師団1個、旅団 6で編成。火砲 1,500、戦車800、自動車 12,000、
馬 70,000。大東亜戦争開始以降最大の陸戦。 

▽中国軍(国府軍・八路軍など)：全土で凡そ 300 万と推定、内この戦闘には 39 万人

が参加。 
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▽期間：44 年 4 月～12 月 
▽戦果：作戦は日本軍の勝利で終わったが、戦略上の成果は不十分。 

しかし日本陸軍の兵器の近代化は大幅に遅れる。更に占領・進出した地域の望ましい

民生・治安対策は不十分で、まともな中国人社会の調査・研究・対応も出来ない状態

であった。そして大東亜戦争での東南アジア侵攻時にも同じ過ちを犯すことになる。

その間米英独仏ソの列強は機甲化師団を中心に近代戦に相応しい軍事力を日本の遥か

に及ばない水準にまで構築させた。更に 39 年の第二次大戦の勃発と共に連合国側は未

曾有の激戦の経験を踏み、軍事力と兵器の近代化を加速させていた。 
参考資料； 
・筆者著≪日本とアジア(上)昭和から見たアジア≫2010 年、スマイル会 HP、ここでは

ドナルド・キーン著｢日本人の戦争｣、櫻井充子著｢台湾人生｣、加藤陽子｢それでも、

日本人は戦争を選んだ｣に付いても論じている。 
・火野葦平｢麦と兵隊｣、徐州会戦、南京攻略戦。 

  注記：＊は後述の○共通事項にも該当する。 
当時の国際情勢： 
 日独防共協定(36/11/25) 
日独伊防共協定(37/11/11)：日本は国際的ファシズム・ナチズム・軍国主義国家群へ。 
第一次大戦の戦勝国、伊・日が戦後、経済・社会問題も絡み連合国側を離れファシ

ズム化へ走る。それ以前に起きた日露戦争後のポーツマス条約に起因する、満州・

中国利権に絡む日・米利害抗争と不信の醸成。 
独ソ不可侵条約(39/8/23)、 
独軍、対ソ攻撃開始(41/6) 
ソ連軍反撃開始(41/11)、秋以降パルチザン戦展開 
米国、対日・独・伊宣戦(日本時間 41/12/9)、 
英ソ相互援助条約(42/5) 
武器貸与に関する米ソ協定(42/6) 
独軍スターリングラード突入、ソ連軍死守(42/8) 
ソ連軍対独猛反攻開始(42/11) 
独軍スターリングラードの悲劇(43/2) 
独軍レーニングラード猛攻(43/4) 
ソ連軍ポーランド国境突破(44/1)、独軍東部戦線から後退(44/1) 

 ・ミッドウエ－海戦(42/6・7)：太平洋戦争の一大転機となる。 
  日本優勢下の敗北要因；空母・艦船及び艦載機・優秀なパイロットの大半を失う 
  ▽情報収集・分析・判断・対応能力の不足(レーダーなど最先端技術力の欠如) 
  ▽分かれた目標(山本長官、南雲

な ぐ も

機動部隊)：空母を中心とする米機動艦隊の殲滅か、ミ

ッドウエー島の占領か 
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  ▽状況判断が的確にできない中での南雲指揮下の機動艦隊。空母艦載機の爆弾装填の

変更・やり直し 
  ▽日本本土初空襲(ドーリットル空襲：Doolittle Raid) 
     42 年 4 月 18 日早くも米軍は、空母に搭載した陸軍航空部の B-25 16 機を日本本土

に飛来させ、東京、川崎、横須賀、名古屋、四日市、神戸を空襲させた。16 機中 15
機が実際に爆弾を投下被害が出た。このことが山本長官に影響を与えたとする見方

もある。 
  ▽隠密行動のハンデキャップ；艦隊行動中の艦船間の送受信抑制(日本海軍でよく行わ

れた)で、情報の共有が充分できなかった。 
 ・交戦国米国研究の遅れ； 
  ▽大東亜戦争直前まで日本軍の仮想敵国は長きに亘りソ連だった。米国は原則想定さ

れていなかった(但しこれについては、梅津氏の見解とそこで引用された水野広徳氏

の｢文芸春秋 37 年増刊号｣を参照されたい)。その為軍事面での調査・研究は不十分且

つ実践的ではなく、ましてや米国サイドの世界戦略、米欧協調・協力関係、米国の

対日経済・社会・世論工作などは余り問題にされていなかった。 
  ▽こうした状況は戦中・戦後も続いた。現在気になる事象は中国の日本・日本文化研

究の凄さだ。最先端技術、高度経済成長・安定成長、バブルとその崩壊、失われた

20 年、日米関係に始まり大衆文化を含めた日本文化など広範囲な領域を一般市民を

含めて研究・調査・学習しながら理解し良いものは取り入れ、失敗の轍を踏まない

よう取り組んでいることだ。ここでも日本の姿勢には反省の色が見えない。 
   韓国についても同様なことがいえよう。 
   一般論で言えば、両国は日本が好きではないとしながらもである。片や日本・日本

人の両国に対する姿勢はどうであろう。一時的なブームは起こっても、持続しない。

今こそ中国・韓国を広く・深く知り、理解して、アジアで共生する新しい文化の共

有を探る好機であろう。 
 ○米国の戦後の対日軍事・占領政策 
  ▽英語を公用語化しようとした政策(1945) 

▽日本国憲法公布(46/11/3) 
  ▽極東軍事裁判終了(48/11) 
  ▽終戦直後から朝鮮戦争(1950-53 年)に至る間の旧日本軍人の極秘裏の活用 
  ▽サンフランシスコ対日講和条約・日米安全保障条約調印(1951/9/8) 
   ▽日米相互防衛援助協定＜MSA＞(54/3) 

▽東アジア防衛ライン； 
   日米安保、自衛隊、集団的自衛権、沖縄を中心とした大規模な基地存続 
  ▽結果として日本が享受した冷戦下の平和の配当 
 ＊米軍は万全か？ 



15 
 

  日経(15/12/27) ｢海外メディアから｣は米国の有力紙の記事を次の様に紹介している。 
  ▽クリスチャン・サイエンス・モニター(15/12/12)： 
   ｢なぜ米国は戦争に勝てないでいるのか｣と題する記事を掲載した。米軍の作戦を立

てる統合参謀本部が近年肥大化し｢斬新な考え方は封鎖されてしまう｣と問題提起す

る共和党のマケイン上院軍事委員長の発言を引用。 
  ▽米軍事専門紙デェフェンス・ニュース(15/12/8) 
   ｢挑戦国(中国・ロシアなど)は非対称的な手段と素早さをもって動いている。それを 

上回るスピードで技術革新をすることが米国の対抗手段となる｣と語る専門家の言 
葉を紹介。14 日付同紙は、ボブ・ワーク国防副長官が｢米国は挑戦国の革新技術の一 
部を明らかにするが、優位を保つため隠したままにして置く技術もある｣と語ったこ 
とを伝えた。 

   困難に直面した時、組織・技術に目を向けるのは、巨大な組織を効率的に束ねるシ 
ステム工学や、航空機など数々の文明の利器を生み出した米国らしい発想だろう。 
ただ従来型の考え方の延長だけで現在の難局に対処出来ないのではないかとの問題 
提起もある。 

  ▽8 日付ニュースサイト、ハフィントンポストは、紛争やテロの根底にある社会のス 
トレスが｢緩和されずに膨らみ続ければ、いずれ沸点に達し戦争やテロに至る｣と分

析する科学者のインタビューを掲載した。 
 ＊対日戦略に関する米ソ関係とヤルタ会談 
  戦争末期、米大統領ルーズベルトは秘密会談まで持ってスターリンに対日戦の喫緊の

開始を懇願している。沖縄・硫黄島での戦闘で米軍の想定外に上る犠牲者が出たこと

も追い打ちとなった。秘密会談に不参加の老獪な外交のエックスパートでもあったチ

ャーチル首相は、戦後の西陣営にとっての最大の課題はソ連だとルーズベルトに説い

たが、彼は聞く耳を持たなかった、と後に述べている。 
  此の米国の読み違いは、直ぐに明瞭となり、米ソは冷戦へと突入する。 

米国は合理的且つ客観的に情勢を分析、適切な作戦を立て行動するが、どうしてか時

としてこの様な誤認に基づく愚行に出ることもある。イラク戦争もその類だ。 
○ノモンハン事件：日本が航空機・戦車など機甲化師団を中心とする大平原で行う近代戦

を体験する切っ掛けとなった戦闘だったが、惨敗後の反省・改革もなく、その後の戦

闘に貴重な体験がいかされず、合理性と理性を欠く陸軍は益々傲慢・不遜となってゆ

く。ここでも白兵戦(武士道？)に傾斜する姿勢は不変。 
 ・ノモンハン事件の総括：野戦重砲第一連隊長三島大佐の陳述(出所半藤一利著｢ノモンハ

ンの夏｣で引用された楠裕次氏の著作から) 
① ノモンハンで戦わなければならない必然的な理由がなんなのか、結局わからずじま

いに終わった。 
②指揮命令の失態、軍事的失敗は下級部隊ではなく、上層部にある。作戦は余りにも
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煩雑な指揮命令系統と、必要以上に多数の高級将校を経由しなければならなかった。 
③日本軍の装備・組織が不的確であった。とくに輓馬を使うに至っては論外である。

軽傷を負っただけでも輓馬は役をしなくなる。 
(ア) 荒漠たる平原では機動性が決定的に重要である。自動車化が必要である。 

⑤省略 
⑥省略 
⑦ ソ連軍を甘くみた。中国戦の経験は通ぜず、日本軍は｢煉瓦の壁｣に突き当たった。 
⑧ 結論として、武士道精神がノモンハンでは間違って解釈されていた。指揮系統と

言う動脈に血が通っていなかった。何事も公式的、事務的で温かみがなかった。 

 
出所：ノモンハンの夏             同左 

事件の詳細はここでは触れなかったが、1999 年 8 月 17 日付日経記事の要旨を下記に

紹介することにした； 
・満州・モンゴル国境で 1939 年日ソ両国が軍事衝突したノモンハン事件に従軍した日本

兵が家族に宛てた遺書や、ソ連側の尋問に対し関東軍内の激しい部下いじめの実態を答

えた調書が 16 日までに、ロシア軍事公文書館で見つかった。 
同事件を巡っては、一個師団を失った大敗を隠蔽しようとした旧日本陸軍が、捕虜と

なり帰還した将校らを自決に追い込んだとされ、事件の真相に付いては現在も不明な

点が多い。 
尋問調書では、39 年 8 月 25 日に捕虜となった沖縄出身の兵士(当時 22 歳)がソ連側尋

問に対し、関東軍内部で上官による部下の殴打が日常化していたと述べ、営倉送り、

銃殺などの懲罰規定が内部に設けられていたと証言。また｢我々は何の準備も整えない

で急派された｣と無謀な作戦行動を裏付ける認識も示していた。 
 ・辻参謀の戦後の言；出所｢ノモンハンの夏｣ 
  敵がまさかあのような兵力を外蒙の草原に展開できるとは、夢にも思わなかった。作

戦参謀としての判断に誤りがあったことは、何とも不明の致すところ、この不明のた

め散った数千の英霊に対しては、何とも申し訳ない。 
  戦争は指導者相互の意志と意志との戦いである。・・・もう少し日本が頑張っていれば、
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恐らくソ連側から停戦の申し入れがあったであろう。兎に角戦争と言うものは、意志

の強い方が勝つのだ。 
  戦争は始めたい時に始められるが、終わらせたい時に終わらせられない(マキュアベリ)。 
○張鼓峰事件(1938/8)：日ソ間の軍事衝突 
 ・ノモンハン事件(1939)勃発の丁度 1 年前、日ソ両軍は豆満江(ソ連・満州・北朝鮮国境

を日本海に向け流れる大河)を挟む領域で軍事衝突を起こした。その詳細については触

れないが、ここでも近代化の進んだソ連軍の力を日本軍は習得した筈だが、ノモンハ

ンにも、大東亜戦争でも活かされず、敵国を甘く見て、自分勝手で傲慢・怠惰な状況

に陥ってしまった。軍中枢と関東軍・現地派遣軍(朝鮮軍)間のコミュニケーションはお

粗末で、日本軍の全体行動の弱点・悪いところばかりが顕在化した。 
  なぜ張鼓峰事件、ノモンハン事件の苦い体験が以後の戦闘に活かされなかったのか？

日本には軍事衝突(戦争)を事件、事変などと称して正視せず、原因究明や反省・改善・

改革をしようとしなばかりか、そんな筈はなかった、と言訳する悪弊がある。正に敗

因 21 カ条にある敗因の一つである。 
  張鼓峰・ノモンハン事件は日中戦争中に起きたが、続く大東亜戦争における日本陸軍

の行動様式(敗戦パターン)を理解する上で極めて重要な前例となった。参考までに前述

の山本七平氏は、この日本軍の敗戦パターンを西郷隆盛の戦った西南戦争と対比して

いる。 
 ・余談になるが筆者は戦時中、張鼓峰近くの日本海の港町にあった雄基国民学校に在校

中で、この地を遠足で訪ねたことがある。人気のない山岳地帯にひっそり建つ、満鉄

の小さな木造の駅舎には当時の砲弾の痕跡や血痕があったことを覚えている。 
  後年西独滞在中、チェコや東独国境近くをドライブしたことがあるが、国境には常に

緊張感と不安を醸し出す異常な雰囲気がある。 
○企業経営面：軍事・国政との違いを認識した上で 
 ・海外での競争不足；ガラパゴス化現象(大きな国内市場を持っていたが) 
  競争は国内、業界内でのマーケット・シェア―・勢力争いで、企業はエネルギーを消

耗、対外競争力に欠ける。気が付けばガラパゴス化の進行。80 年代の輸出攻勢で起き

たジャパン・バッシングの後遺症として、輸出抑制の姿勢を強要された反動も。 
 ・生産性、効率性、費用対効果等への配慮不足；収益より売上高・マーケット・シェア 
 ー優先 

 ・情報収集・分析・評価・対応能力の欠如； 
  相手方・市場・ユーザー・消費者の事情・ニーズ等が充分掌握されず、海外の競争相

手に後れを取る(マーケティング力の理解が遅れた)。 
 ・産業政策：官主導、護送船団方式(遅い船に船団がスピードを合わせる、連帯責任)、規

制。高度成長をリードしたが、市場開放・グローバル化で失速 
 ・経済合理性を欠くプロジェクトの立案、参加者・機能の構成・責任体制； 
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コスト分析、評価・反省・対応；特に目的・生産・技術・財務・リスクマネージメン

トを司るリーダーシップ(総括責任者)の欠如。組織は時の経過と共に劣化する。見直

し・改革が常に必要。 
 ・遅れた経営改革：選択と集中、生産性向上、先行投資(基礎・応用研究)、企業統治、マ

ーケティング、グローバル化、権限と責任、情報収集・分析・反省・改革のシステム。 
 ・多様性の排除、ニーズの変化に対応しない； 
  対応・運営が単純化し、現実・現場に発生する想定外の事態(ニーズの変化など)に迅速

に対応出来ない。更に現場の生の声が経営戦略・運営にフィードバックされない。我

が国は伝統的にマーケティング概念がなく、あっても軽視され、実践的でないことが

多い(消費者・ユーザー軽視、メーカーリードの販売政策)。昨今のエレクトロニックス

産業の衰退が象徴的(拙文｢エレクトロニクス産業の謎－スマイル会 HP 参照｣。 
 ・ハード・ウエア―(モノ作り)には強いがソフト(情報産業)に弱い体質； 
  IT 革命に躓き、今 FT, IoT、AI にチャレンジするが。 
 ・定着しないコーポレート・ガヴァナンス：法規の軽視、秘密主義(不十分な情報公開)、

経営者至上主義、横並び主義。 
  ▽株主・投資家軽視：企業は誰の為に 
  ▽社外関係者の権限・権能軽視(形式だけ)、機密保持、少ない内部告発(有名無実な公

益通報者保護法)、；昨今の一連の企業不祥事、米欧で活用の進む司法取引(Plea 
Bargaining)。 

  ▽問題解決のためにワークしない第三者委員会(多くが中立性に欠ける) 
   －同じ過ちを繰り返す 
  ▽軽い罰則規定；欧米との違い(昨今の米国の自動車・部品メーカー等に対する厳罰) 
 ・交渉・折衝記録(情報)の不備と活用不足； 
  各部門の記録は存在するが、方式・様式がまちまち。決定的な問題はセントラル・フ

ァイルの不備。これでは全社的・長期的なトップ外交・折衝が行えないし、トップ会

談が形骸化し相手に軽視される。勢い会談に臨み、何か土産を持参する儀礼外交にな 
りかねない。 
＊公式外交・折衝を裏で支える信頼のおける、太い国際的人脈網が主要国と比べ劣る(上
記の情報関連事項を参照)。 

 ・不明確な責任体制； 
  ▽日本企業に定着しない CEO, CFO, COO など。裏腹に日本の社長は薄給で且つスト

ックオプションが波及しない(直接責任の回避？)。 
  ▽責任は全員・全社で；全社一丸となって、連帯責任・・直近例：新国立競技場建設。 
 ＊米国の戦後の対日経済戦略 
  ▽日米貿易摩擦(経済戦争)；緒戦の勝利と敗戦 
   ―玩具→繊維から自動車まで― 



19 
 

   輸出依存型経済成長→Japan as number one→バブルの発生と崩壊 
   米国の戦略；メイド・イン・アメリカ(拙文｢エレクトロニクスの謎｣参照(スマイル会

HP)。 
  ▽円ドル委員会：為替政策； 
   プラザ合意(1985 年) 
  ▽失われた 20 年 
 ○共通事項 
 ・組織：特性等 

▽組織は出来上がった時点がベスト、時の経過と共に劣化する 
▽重層構造より、シンプルでフラットがベター 
▽計画・執行・検証、改革の効果的連鎖が必要 
▽組織に巣くう妖怪； 
組織・人間を食い物にして増殖する悪性な輩(奸) 

 ・人事： 
▽不必要な統括的人事部と同時一括採用、本部乃至部局に個々の人事課を設置、現場

の長のニーズに常時臨機応変に応える人事行政が必要 
  ▽リーダーの育成等；専門プラス教養、適材・適所、適切な成果主義(ストック・オプ

ションの拡大など)。 
  ▽グローバルで多様な交渉力を備えた人材構成： 
   海外の同盟国(仲間)に NO と言えない日本人。 
  ▽組織を乱す名誉・地位・権力・ボス志向型人間の牽制 
 ・希薄な不易流行観(松尾芭蕉) 
 ・察しの文化；日本文化の美徳？ 
  相手の置かれた状況・事情を察し(気を使う)、確かめもせず自分なりに勝手に解釈、よ

かれと思い込み、一方的に行動する(交渉・折衝ごとで)。 
 ・玉虫色文化 
  日本人は事に当たり、白黒を明白にすることを好まず、玉虫色(曖昧)を通したがる(交

渉・折衝ごとで)。報告書までも玉虫色。 
 ・本当に日本文化に確立はなく、普遍性もないのか？：それは外国文化・文明との交流

の際、日本・日本人が日本文化・文明の本質・歴史の多くを忘れてしまったか、或い

は充分に理解せずそれらを否定し、代わって外国文化・文明を取り込んでしまったこ

とに起因する認識から出たものの様に思える。企業体との絡みで一例を挙げると、京

都の｢俵屋｣旅館、(粟津温泉の｢法師旅館｣)がある。 
そこでは時代を超越して企業が今日でも秀でたリーダー(当主)の下、目標・ヴィジョン

を明確にしてそれぞれの主要分野に専門職を配置、顧客・現場(調理場・仲居・庭師な

ど宿の各種管理担当)間の有機的融合(コミュニケーション)を計りながら日本文化の真
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髄を演出する近代経営が行われている。今様に言えば日本文化の知恵が既に IoT を長

きに亘り実践しているのだ。それが海外からも多くの客人を招くのだろう。 
 ・スポーツ感覚 
  欧米では交渉・折衝等で、まるでスポーツ・ゲームを行うように、相手構わず難題、

厳しい要求を突き付ける。相手が引けば、更に何処までも要求してくる。そこには相

手を察する様な気持は微塵もない。相手がそれを飲めば｢よし｣、仮に飲まなければ、

戦法を変え、スポーツ競技の様に執拗に勝負を仕掛けてくる。日本側が身銭を切って

までも事態を穏便に纏めようとしている等は彼等には想定外のこと。 
  日本人はディスカッションはするが、ディベートに慣れていない。ましてや相手をパ

スエイド(説得する)する根気も勇気もない。 
 ・社会風土；保守的、現状肯定・維持型、変化・改革アレルギー、既得権益固持の為の

規則・規制の壁、一種社会主義的、いい意味での個人主義が未発達。 
 ・責任回避社会；批判はするが自らは実践しない(評論家型)、責任回避乃至転嫁、取る時

は上から下まで集団で、連帯保証制。 
 ・国際化・グローバル化への工夫・努力不足 
 ・組織はあるが、個が存在しない乃至は認知されない半民主的社会； 
  欧米では組織の前提として、責任を持って事に当たる個(人)がいる。個々人の社会的尊

厳・育成。個人が組織を作る、組織が個人を支配しない社会。組織の行動様式は総て

人(間)・リーダー次第。 
 ○ジョークに見る国民性：早坂隆｢世界の日本人ジョーク集｣から 
  ①軍隊比較； 
   世界最強の軍隊とは？ 
   アメリカ人の将軍 
   ドイツ人の参謀 
   日本人の兵 
   では世界最弱の軍隊とは？ 
   中国人の将軍 
   日本人の参謀 
   イタリア人の兵 
  ②巨大な官僚機構 
   マルクスとケインズがあの世で出会い、そして激しい議論を始めた。相反する思想

を持った二人、やはり意見は合わなかったが、たった一つだけ結論の一致を見た話

題があった。それは｢自分の理想を体現した国家はどこだろうか？｣という問いであ

った。二人とも｢日本｣と答えたのである。 
  ③青いキリンの話 
   或る酔狂な大富豪が言った；｢もしも青いキリンを私に見せてくれたら、莫大な賞金
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を出そう｣。 
   イギリス人は、そんな生物が本当にいるのかどうか、徹底的に議論を重ねた。 
   ドイツ人は、そんな生物が本当にいるのかどうか、図書館へ行って文献を調べた。 
   アメリカ人は、軍を出動させ、世界中に派遣して探し回った。 
   日本人は、品質改良の研究を昼夜を問わず重ねて、青いキリンを作った。 
   中国人は、青いペンキを買いに行った。 
 ○米国の対日観・戦略等 
  ・何故米国世論は対日戦に熱狂したのか 
  ・戦費調達の為の国債発行と熱狂的購入 
  ・原爆投下と米国の大義名分等； 
   非人道的大量破壊・殲滅兵器の使用が多くの一般市民を巻き込んだ殺戮・損傷を引

き起こした。米国の大義名分は不条理。詳細は後述｢広島原爆投下への道｣参照。 
   犠牲者：米国(第二次世界大戦)29 万人対日本(大東亜戦争)軍 230 万、民間 80 万計 310

万人。参考までに南北戦争での戦死者は 62 万人。対する独立戦争～ベトナム戦争間

の 8 度の対外戦争による米軍の犠牲者 58 万人。 
  ・当時の戦況等： 
   ＊硫黄島の戦；1945 年 2 月 19 日～3 月 26 日 
   ＊沖縄戦；同年 3 月 26 日～6 月 23 日(組織的戦闘の終了)。 

目的：大本営；米軍に大打撃を与え戦争継続を断念させること。 
  現地第 32 軍(牛島満中将、自決)；当時から想定されていた本土決戦に向けた

時間稼ぎ(持久作戦) 
     日本軍陸上兵力：沖縄本島に 116,400 人、関東軍からの転用第 24 師団など。戦 

闘能力は高かった。 
     米軍総兵力：54 万８千 
    ＊ドイツ降伏：45 年 5 月 7 日 
    ＊日本の終戦交渉への動き：沖縄戦末期頃から本格化 

＊ポツダム宣言：45 年 7 月 26 日。米英中による｢全日本軍の無条件降伏｣を求め

た 13 カ条からなる宣言。遅くともこの時点までに日本の敗戦は米国をはじめと

する連合国側では歴然となっていた。そうしたことから、米国でも原爆投下に

疑問の声も上がっていた。米国世論調査に見る変化の推移。 
・広島原爆投下への道 Part 1： 

1945 年 7 月 16 日；サンフランシスコで重巡洋艦インディアナポリスに積載、 
テニアン島へ向け出港。 

7 月 25 日；トルーマン大統領、日本への原爆投下を決定。 
7 月 26 日；テニアン島到着 
7 月 31 日；リトルボーイ組み立て完了 
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8 月 5 日；爆撃機(B29、エノラ・ゲイ)への搭載完了。 
・同 Part 2: 

1941 年 10 月；ルーズベルト大統領原子爆弾開発を決断。 
1942 年 6 月；マンハッタン計画を秘密裏に開発。 
1943 年 4 月；ロスアラモス研究所(ニューメキシコ州)設置。 
1944 年 5 月；ルーズベルトは原爆を最初から日本に投下するつもりはなく、日本

への無条件降伏を取り下げ、国務省極東局長を対日強硬策を取るスタンリー・

クール・ホーンベックから駐日大使を勤めたジョセフ・グルーに交代、日本へ

の和平工作を行っていた。 
 ところがこれらの米国の動きを日本側は、米軍が消耗を最小限にするため行っ

ていると言う認識だった。 
1944 年 6 月；高濃度ウラン製造に目途 
同年 9 月；ルーズベルト・チャーチル首脳会談。核に関する秘密協定(ハイドパ 
ーク協定)。日本への原爆投下確認。何故独ではなく日か？日・独系と米国社会。 

1944 年 5 月以降；デンマークの理論物理学者ニールス・ボーア(英国に亡命中)、
原子力国際管理協定の必要性を米英首脳に訴えた。 

同年 11 月；｢ニュークレオニクス要綱｣、原子力は平和利用の開発に注力すべきで、 
原爆として都市破壊を行う事を目的とすべきでないと提言。 

1945 年 5 月 18 日；原爆投下実行部隊テニアン島に移動。 
同年 6 月 11 日；｢フランクレポート｣、米国に核開発を進言したレオ・シラードを

含む 7 名の科学者が連名で大統領諮問委員会の暫定委員会に提出。その中で社

会倫理的に都市への原爆投下に反対し、砂漠か無人島でその威力を各国にデモ

ンストレーションすることにより、戦争終結の目的が果たせると提案したが、 
 委員会の決定を覆すことは出来なかった。 
同年 7 月 20 日；アイゼンハワー将軍、対日戦には最早原爆の使用は不要とトルー

マン大統領に進言。 
 同じころ米太平洋艦隊司令長官チェスター・ミニッツ提督も、都市への投下に

消極的でロス島(南極)への爆撃を示唆している。更に政府側にもラルフ・バード

の様に原爆を使用するとしても、事前警告なしに投下することに反対者もいた。 
・同 Part3：ヘレン・ミアーズ著｢アメリカの鏡・日本｣から窺う米国の本音 
＊7 月 26 日のポツダム宣言は日本民族が絶滅を免れる最後のチャンスとして、不

定期の占領に服さなければならない、占領は日本の文明と経済の徹底的｢改革｣

を伴うが、もしこれに服さなければ、日本は｢即時かつ完全な壊滅｣を受け入れ

なければならない、と言うものだった。 
＊この厳しい条件は日本の態度を硬化させた。そして宣言発表から 11 日後、私達

は一発の原子爆弾を投下して、この条件が単なるこけおどしではないこと、日
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本を文字通り地球上から消し去ることが出来ることを証明してみせた。私達は

もし日本が直ぐ様惨めにひれ伏して降伏しなければ、本気で日本を消滅させる

つもりだったのだ。 
＊世論はこの方針を支持していた様だ。1945 年にフォーチュン誌が行った世論調

査がその証明と言えるなら、アメリカ国民の大多数は、どんなに高くついても

いいから和平案を出してきても拒否すべきだという意見が 84％に上り、占領抜

き降伏を支持した人は 10％にすぎない。戦時中のアメリカ人がいかに日本人を

怖れ、憎んでいたか、よくわかる。 
＊米国の日本占領の目的：｢奴らを倒せ、そして倒れたままにしておけ｣。せいぜ

い、日本人が二度と戦争を起こさぬよう｢民主化｣しよう、ぐらいのものだった。

米国民の考え方はカイロ・ポツダム宣言から占領後のホワイト・ハウス声明、

ポーリー報告、マッカーサー他の軍・政府首脳が出した数多くの通達に至るま

でに表記された戦争目的と見事に一致している。総ての文書が、断固として日

本を｢懲罰し、拘束する｣といっていた。懲罰によって｢野蛮な｣人間どもの戦争

好き根性を叩き直し、金輪際戦争出来ないようにする。以上いずれも原文の引

用。 
注記：ヘレン・ミアーズ、著書の帯紙から 
・20 年代から日米開戦直前まで 2 度に亘り、日本、中国を訪問、東洋学を研究。

戦中はミシガン大、ノースウエスタン大などで日本社会について講演。46 年

GHQ の諮問機関｢11 人委員会｣のメンバーとして来日、戦後日本の労働基本法策

定に携わった。 
・日本研究者の彼女にとって､｢軍事大国日本｣は西欧列強が自ら作り上げた誇張で

あった。ペリーによる開国を境に平和主義であった日本がどう変化し、戦争へ

の道を突き進んだのか、日本を西欧文明の鏡と捉え、満州事変を軸に中国・韓

国との関係を分析しながら、アメリカが変えようとするその未来に警鐘を鳴ら

す。マッカーサーが邦訳を禁じた日本論の名著。 
    ＊広島への原爆投下；1945 年 8 月 6 日午前 8 時 15 分 
    ＊長崎への原爆投下；1945 年 8 月 9 日 
    ＊ソ連侵攻；同上 
  ・時代は違うが朝鮮戦争・ヴェトナム戦争：原爆投下の可能性はなかったのか？ 
   米軍犠牲者；朝鮮戦争(約 14 万)、ヴェトナム戦争(不祥、50 万以上の派兵) 
  ・マッカーサーの日本人 12 歳論 
  ・米国に見る戦中の日本人強制キャンプ収容と謝罪； 

開戦後間もなく、ロスアンゼルス港の一角にあるターミナル島の缶詰工場で働く日

系人 3000 人程の内、一世男子の指導者たちが、大勢の FBR 捜査官によって次々に

強制収容所に連行された。翌年 2 月 25 日、ルーズベルト大統領の命を受け、米海軍
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は 48 時間以内に総ての日系人がターミナル島を立ち退くよう命令した。彼等は凡そ

12 万人の他の日系人と共に、全米 10 カ所(一説では 12 カ所)の強制収容所へ移動さ

せられた。 
1988 年ドナルド・レーガン大統領は彼等に謝罪、現存者に一人当たり 2 万ドルの損

害賠償金を支給した。これに先立ち、1978 年に日系アメリカ人市民同盟が謝罪と賠

償を求め立ち上がった。その内容は：①一人当たり 2 万 5 千ドルの賠償②連邦議会

による謝罪③強制収容についての正しい歴史教育を行うための基金の設立であった。

1992 年にはジョージ・H・W・ブッシュ大統領も同様なことを行い、現存した日系

アメリカ人若しくはその子孫 82,210 人に対し、11 年間に総額 16 億ドルの賠償を支

払った(最後の支払いは 1999 年)。 
尚ヨーロッパ戦線に派遣され、その功績を高く評価された日系人部隊｢第 442 連隊戦

闘団｣は彼等の中から構成されていた。 
日経(15/12/17)によると、オバマ大統領はワシントンで 15 日、米国に帰化した移民

らの会合で挨拶した。第二次大戦中に｢日本人移民と日系人を強制収容所に監禁した

のは米国の最も暗い歴史の一つだと表明。その上で、間違いを繰り返さないとの決

意を新たにする必要がある｣と訴えた。 
何故ドイツ人・イタリア人は同様の収容を免れたのか。 

  ・ビキニ事件 
   ▽1954年3月1日米国がマーシャル諸島ビキニ環礁で水爆｢ブラボー｣の実験を行い。

放射性物質｢死の灰｣が広範囲に降った。焼津市のマグロ漁船第五福竜丸の乗組員

23 人が被ばく、半年後に無線員の久保山愛吉さんが死亡。少なくとも延べ約千艘

の日本漁船が被災した。 
   ▽米国の謝罪・補償：  
    日米政府間交渉；①日本は米国の責任を追及しない②見舞金(ex gratia)として二百

万ドル(当時の約７億 2 千万円)の支払いで合意。 
    その後も謝罪請求、補償金支払いの請求陳情が関係団体から直接米国大統領など

に行われた。 
    同様なことが現地の住民の間でも繰り返されている。 
  ・誤解・曲解された価値観：恩義、恥の文化(名こそ惜しけれ)、武士道(公の倫理)、北

条早雲(四公六民、早雲寺殿廿一箇条)など。片や西欧の｢騎士道,Chivalry｣。  ・

米軍の日本占領政策・行政： 
▽日本国レジューム(軍国主義・国家主義など)の解体と米国流統治機構の導入； 
新憲法、教育制度改革(特に日本史・倫理等の軽視、英語公用化政策)等。 

▽反共・対ソ戦略上のフロントラインの位置づけと民主化、同盟国化。 
▽復興・再建の為の大規模な経済支援 
▽対独(西独)戦後政策との違い(西独は自国の制度改革を最小限に留め、後に大幅な
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基地縮小を行った) 
  ＊参考資料(ビジネス関連)；いずれも筆者の拙文で、スマイル会 HP 掲載 
   外国のビジネスマンから見た日本社会① 2008 年、同上② 2008 年 
 ○日本の対米観 
  ・総ては占領軍である米国(形式的には連合軍)のなすがまま・言われるままに(稀有な

優等生)。 
  ・日本の制度・慣習・文化までも自ら否定、米国流を無批判に許容し戦後の国家建設

をスタート(押し付け・誤解の民主主義)。 
  ・戦後の復興期に米国の経済的・防衛的支援を全面的に受けたので、指導層に定着し

た｢米国には追随すべし｣と言う強い考え方。 
  ・外国は即戦勝国米国であり、国際戦略上、欧州諸国などの動向を斟酌しないバラン

スを欠く国際戦略・国内統治(敗戦を経験したことのない国家の宿命)。 
  ＊参考資料(一般事項関連)；いずれも筆者の拙文でスマイル会 HP 掲載 
   体験的日本人・日本社会論 2007 年 
   日本とアジア(上)昭和から現代 2010 年 
   2012 年大統領選を通して見る米国の民主政治 2013 年 
   エレクトロニクス産業の謎 2014 年 
   米・欧 FTA 交渉の現状 2014 年 
   “オバマ・ケアー”(米医療改革法)の考察 2014 年 
   雑感第一次世界大戦 2014 年 
   M&A の考察 2015 年 
参考文献・資料等 
山本七平  日本はなぜ敗れるのか―敗因 21 カ条 角川書店 2004 年 
小松真一  虜人日記 筑摩書房 1975 年  
佐藤元英  外務官僚たちの太平洋戦争 NHK 出版 2015 年 
岡本隆司  日中関係史 PHP 新書 2015 年 
大谷 正  日清戦争 中公新書 2015 年 
半藤一利  ソ連が満州に侵攻した夏 文芸春秋 1999 年 
同上    ノモンハンの夏 同上 1998 年 
同上    指揮官と参謀 同上 1988 年 
同上    戦士の遺書 文春ネスコ 1995 年 
同上    日本海軍の興亡 PHP 1999 年 
同上    ドキュメント太平洋戦争への 同上 1999 年 
栗原俊雄  シベリア抑留 岩波新書 2009 年 
長勢了治  シベリア抑留全史 原書房 2013 年 
井出孫六  中国残留邦人 岩波新書 2008 年 
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外村 大  朝鮮人強制連行 岩波新書 2012 年 
岩畔豪雄  昭和陸軍謀略秘話 日経出版 2015 年 
西浦 進  日本陸軍終焉の真実―昭和戦争史の証言 日経出版 2015 年 
半藤一利・保利正康・井上亮 ｢東京裁判｣を読む 日経出版 2015 年 
小熊英二  生きて帰ってきた男 岩波新書 2015 年 
井上寿一  終戦後史 1945－1955 講談社 2015 年 
杉之尾宣生 大東亜戦争敗北の本質 ちくま新書 2015 
川田 稔  昭和陸軍の軌跡 中公新書 2015 年 
林 千勝  日米開戦陸軍の勝算 祥伝社新書 2015 年 
佐藤 優  官僚階級論  モノド新書 2015 年 
奈良岡聡智 対華 21 カ条とは何だったのか 名古屋大出版会 2015 年 
橋川文三  ナショナリズム ちくま学芸文庫 2015 年 
チャンドロ・ボース 東京ボーイズ インド国民軍(第二次大戦末期) 
吉田 茂  回想 10 年(全 3 巻) 中公文庫 2015 年 
小林英夫  満鉄調査部 懇談社学術文庫 2015 年 
鳥居英晴  国策通信社｢同盟｣の興亡 花伝社 2015 年 
同上    日本陸軍の通信諜報戦  
会田雄次  アーロン収容所 中公文庫  1973 
森嶋通夫  血にコクリコの花咲けば 朝日文庫 2007 
芦田 均  第二次世界大戦外交史上・下 岩波文庫 
ジョン・G.ストウシンガー なぜ国々は戦争をするのか 
アントニー・ビーヴァー・平賀秀明訳 第二次世界大戦 1939-45(上下) 2015 年 
河出書房新社編集部 戦争はどのように語られてきたか 河出書房新社 2015 年 
乃南アサ  水曜日の凱歌 新潮社 2015 年 
ドナルド・キーン 日本人の戦争―作家の日記を読む 文芸春秋 2009 
司馬遼太郎 日本人を考える(対談集) 文春文庫 1978 
小笠原 泰 なんとなく、日本人 PHP 新書 2006 
山岸俊男・メアリー・Ｃ・ブリントン リスクに背を向ける日本人 講談社現代新書、2010 
戸井昌造 戦争案内 平凡社ライブラリー 1999 
全国四系列教育会議編 外国人教授が見たニッポンの大学教育 中央経済社 2003 
早坂 隆 世界の日本人ジョーク集 中公新書ラクレ 2006 
新渡戸稲造 武士道(Bushido：The Soul of Japan) 英語版 1900 
岡倉天心 茶の本(The Book of Tea) 英語版 1906 
ルース・ベネディクト 菊と刀 英語版 1946 年 
ヘレン・ミアーズ アメリカの鏡・日本(Mirror for Americans：Japan)、英語版 1948 

完全版 邦訳(伊藤延司) 角川ソフィア文庫 2015 
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司馬遼太郎・ドナルド・キーン 日本人と日本文化(対談集) 中公新書 1972 
Mark  Gayn  Japan diary   Charles E. Company  1981 
清水 勲 絵で書いた日本人論―ジョルジュ・ピゴーの世界 中央公論 1981 
三浦英之 五色の虹 集英社 2015 
加藤幹雄 ロックフェラー家と日本 岩波書店 2015 
山本利久  リーダーシップを考える スマイル会 HP 2012 年 
同上    外国のビジネスマンから見た日本社会① スマイル会 HP 2008 年 
同上    同上②                スマイル会 HP 2008 年  
(了) 


