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巻 頭 の ご 挨 拶  

関西支部長 大石 哲夫  

 

 7 月に入り、暑さが厳しく感じられる頃となりましたが、今年も局所豪雨が各

所で発生しており、特に九州の地震被災地での水害による重なる被害が気になりま

す。また、英国の EU 離脱のニュースが報道されており、その動向が日本の経済に

どのように影響するかについても気になります。 

 今回のコストの窓の小特集のテーマとして「アベノミクス」を取り上げること

になりました。このテーマは前号の「消費税」、前々号の「財政問題」に関連する

とともに、世界の経済の動きにも関連する総括的な議論が必要なテーマであると思

います。会員の皆さんの幅広いご意見を戴けるものと、期待しております。 
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小特特集集：：  アアベベノノミミククススににつついいてて  

 

アベノミクスについて 

荒木 清士  

 

2012 年 12 月安倍首相は、デフレを脱却し、強い経済を目指すとし、アベノミクスの三

本の矢：①大胆な金融政策、②機動的な財政政策、③民間投資を喚起する成長戦略を発表

した。 

その後 3 年半を経過した現在、振り返ってみると、 

①の金融政策については、日銀による量的緩和という形で実行された。その結果は、大

幅な株高、円安には繋がった。しかし、2%/年インフレ目標は、未達成である。 

2014 年 4 月の消費増税(5～8%)および、円安による輸入品の高騰というマイナス要因に

より、将来に不安を抱く国民は、消費意欲が薄れている。また、融資に対する需要不足か

ら、銀行に貸出できない金が 100 兆円以上も眠っている。一方、減税により恩恵を受けた

大企業も、事業戦略が描けぬ事から、期待されていた設備投資には向かわず、内部留保が

どんどん積み上がるだけで、今や 300 兆円以上となっている。 

②の機動的な財政政策については、道路、鉄道、防災等に関する将来的に必要なインフ

ラ整備や技術への投資として、2013 年には、10 兆円規模であったものが、2014 年以降は、

5 兆円規模の緊縮財政へと転じてしまっている。 

③の成長戦略については、当初は、電力自由化、再生医療、スパコン、宇宙開発等への

投資が挙げられていたが、いずれも、踏み込みが不足しており、即効性も無く、現状では、

経済再生に寄与しているとは、言い難い。 

安倍首相は、就業者数が前年同月比 29 万人増加、完全失業者数が前年同月比 13 万人減

少したという数字を根拠として、アベノミクスは、成功しつつあると強調しているが、円

安と企業減税により企業収益が増えた一方、消費増税や輸入インフレにより、家計の可処

分所得が減ってしまったために、GDP の 6 割強を占める個人消費が大幅（2013 年～2015

年の 3 年間で 4.6%減）に落ち込んでしまい、その結果、GDP は､わずかプラス 0.6%(年平

均)というレベルにある。 

以上のような経済の実態、世論（国民の約 60%以上）の反対、および 2016 年 3 月の米

国の経済学者（ステグリッツ、クルーグマン）による提言を無視できなくなった安倍首相

は、2%の消費追加増税を 2019 年 10 月まで延期せざるを得なくなった。 

アベノミクスの目指している方向は、正しいが、新三本の矢：GDP:600 兆円、希望出生

率：1.8、介護離職：0 等が示す如く、聞こえの良い数値目標をアピールするよりも、具体

策の充実が重要で、社会保障改革、財政再建、選挙制度改革、構造改革等のしつかり腰を

据えて取り組むべき事案がなおざりにされていることが、真に残念である。 
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アベノミクスについて 

大石 哲夫  

 

アベノミクスとは、2012 年 12 月に、衆議院選挙に向けて安倍自民党総裁が選挙公約と

して掲げた経済政策のことであり、その実施に際しての次の３本の矢が示された。①大胆

な金融政策（金融緩和）、②機動的な財政政策（財政出動）、③投資を喚起する成長戦略、

の３項目である。 

また昨年の 9 月、アベノミクスの第２ステージとして、新たな３本の矢が示された。①

希望を生み出す強い経済（GDP600 兆円／年）、②夢を紡ぐ子育て支援（出生率 1.8）、③

安心につながる社会保障（介護離職ゼロ）の 3 項目である。 

更に本年 6 月に、日本経済再生本部から「日本再興戦略 2016―第４次経済産業革命に向

けて―」が発表され、第 4 次産業革命を推進していくことが示された。産業革命について

は、第 1 次は蒸気機関の活用、第 2 次は重工業の発展、第 3 次は自動化（IT 利用）であり、

これらについては、我々もいくつかを経験してきている。 

第４次産業革命は、世界全体として、経済産業社会システムを大きく変革することを目

指して、IoT（Internet of things）の活用、ビッグデータの活用、人工知能の適用などを

行うもので、我国としても、実施することを日本経済再生本部が提唱しているが、アベノ

ミクスの深化について、次の各項目があげられている。①サービス産業の生産性向上、②

中堅・中小企業・小規模事業者の革新、③攻めの農林水産業展開と輸出力の強化、④観光

立国。 

我々JSCE のメンバーとして、これらの内容をどのようにとらえ、調査、検討していく

か、不明確な点が多くありますが、生産設備の開発、建設の視点から、長期的かつ幅広い

検討が必要であると思います。 

 

 

アベノミクスについて思うこと 

岡本 政義  

 

私は、安倍政権の経済政策「アベノミクス」の 3 本の矢「金融政策」「財政政策」「成長

戦略」については、大胆な金融政策、機動的な財政政策のもと本丸である成長戦略を推進

している努力を評価している。しかし、最近この成長戦略推進の難しさを実感する出来事

が頻発している。 

その第一の出来事は、6 月 23 日 EU（欧州連合）からの離脱の是非を問うイギリスの国

民投票においてイギリス国民が離脱の意思を表明するや株安・円高が誘発されたことであ

る。日立製作所などロンドンに事業拠点を置く企業は戦略の見直しを迫られている。ユニ

オンジャックが分裂する事態も、おこる可能性がある。国民投票で国論を二分する大問題
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を決めることのリスクは、これが本来の民主主義なのか疑問に思う。 

第２の出来事は、7月 5日志なかば政府専用機で帰国した 7名の日本人のご遺体である。

ラマダンを機に各地で発生した ＩＳ（イスラム国）によるテロ活動、今回のバングラデ

シュの首都ダッカで、強い志のもと交通インフラ事業に参加した日本人 7 名を含む 20 名を

殺害したのはネイテイブ 5 名の若者武装集団である。うち 3 名の良識ある裕福な環境にあ

った彼らを動かす大義とは何か理解できない。海外進出を加速する、建設・エンジニアリ

ング業界にとり頭の痛い出来事であった。このような先行き不透明な不確実性の時代に対

処するスベを再考する必要がある。「個々のプロジエクトにおける問題を常に見えるように

しておく、そして問題が発生してもすぐに解決でき、また発生しにくい環境を実現する戦

略的な見える化の仕組み」の再検討が必要である。 

この２つの出来事は、安部政権の成長戦略「アベノミクス」に貴重なヒントを与えてい

ると思う。イギリスの国民投票は「政権の国民に対する説明責任のあり方」、ダッカのテロ

は「政府開発援助（ＯＤＡ）のあり方の難しさ」である。 

 

 

アベノミクスについて 

佐藤 克朗  

 

このテ－マが決まった時、新聞を賑わす身近な問題で書き易いと思ったのは事実だった。

参院選公示で各党の是非論もエスカレ－ト、与党は、道半ばだが正しいと主張している。

雇用環境の改善、企業収益の増大、株の上昇、中国経済の減速、英国の EU 離脱で株安、

円高に振れたと言っても、発足した 3 年半前に比べれば、株高、円安は実感できるし、日

銀のマイナス金利、法人税のダウンも相まって、景気が上昇傾向にあるのも解る気がする。 

一方野党は、失敗と反論し、アクセルを踏めば踏むほど貧富の差が拡大する（見方によ

っては当たり前の現象）、所得が増えたと言っても実感できないなどと、経済政策の批判は

しているが、具体策が見えてこない。 

各党の意見を見たが、100％年金生活者となった自分の立場で、是非論の自分の判断は、

現状で進んで行く方がいいのではと思える。 

昔から持っている株の時価は 3 年半前に比べれば、（EU 離脱問題で大幅に下がったが）

高くなっているし、企業業績の UP は、年 2 回の配当も楽しみの一つ、働いていた 2014

年までは、頻繁に海外旅行を楽しんでいたが、リタイヤ後、収まりそうもないテロ事件は、

意欲にブレ－キを掛けたのも事実である。 

サ－チャ－ジが無くなり、EU 離脱で円高傾向の昨今、テロさえ沈静化すれば、と思う

が、後期高齢者の仲間入りを目前に、体力が維持できるか否か、アベノミクスより、こち

らの方が気になる今日です。 
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アベノミクス「経済政策としての評価」 

  鐡橋 吉典  

 

安倍政権は、消費税率 10％への引き上げを 2 年半延期し、参議院選挙に突入した。伊勢

志摩サミットの開催を無事終え、オバマ大統領の広島訪問を実現し、TPP 参加 12 か国の

署名に至る状況まで漕ぎ着けたが、英国の EU 離脱や、参議院選挙結果の勝敗の行方、円

高への展開、株価の大幅な変動と今後の動向が見通せず、非常に厳しい環境である。  

アベノミクスの 3 年間で、有効求人倍率は増加し、雇用全体は増えている。しかし、世

代や男女間、地域的な差が生じ、全ての人が恩恵を受けたとは言えず、世代間や地域間の

格差は拡がって来ている。高齢者雇用安定法の改正があり、55 歳～64 歳の年代は、確実

に増加、上昇している。若い世代の正規雇用者、新卒の内定率も上がり、特に女性の雇用

促進は、追い風となって成果が如実に表れて来ている。 

一方で、厳しい状況世代は、35 歳～44 歳の子育て層で、就職氷河期世代である。男女

を問わず、アベノミクスのネットからこぼれ、地域環境にも恵まれず、大変な思いで生活

を余儀なくされている。輪をかけて、正規雇用と非正規雇用の格差が増大し開くばかりで

ある。日々の生活不安定と育児や、幼児・児童の学習機会損失は格差社会のますます緊急

で重要な課題だと考える。 

一億総活躍プランが看板倒れにならない様、適齢期の結婚支援、経済的弱者支援、確か

な企業への就職促進を支援し、若年層の結婚環境を整備し、少子化への歯止めで、より具

体的な法整備を進め、育児休暇、老いた親の介護休暇・休職、過去に成立した助成法案の

周知広報、誰にでも適用可能な環境の確立を図ることから推進すべきである。 

社会保障制度の改革、雇用制度の改革、規制緩和、法人税の見直し、男女雇用平等法、

同一労働同一賃金制など、身近な行政や就業促進に関係する法制度等の改革や革新、いず

れも我々庶民に波及効果のある事ばかりだと思う。 

より大局的な視点から眺めることも必要だが、名目 GDP（国内総生産）600 兆円達成に

は、海外技術移民受け入れなど、課題がある。トリクルダウンは機能しておらず、時間が

かかり過ぎである。マイナス金利政策も一部の企業への恩恵に留まっている状態である。

もう少し短時間に実効が上がる戦略を練ることが必要だと考えられる。 

望ましくは、内・外乱の大波を、避けて乗り切り、進路を正確に定めて欲しい。 

 

 

アベノミクスについて 

増田 寿男  

 

アベノミクス「3 本の矢」は、第 2 次安倍内閣の経済政策であり、デフレから脱却し持

続的な経済成長を目指している。１：金融政策、２：財政政策、３：成長戦略。 
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これは、経済再生のリフレーション政策であり、金融と財政のマクロ経済政策により景

気を回復し、2％ぐらいのインフレと 3％ぐらいの経済成長を考えているらしい。 

昨年 10 月改造の第 3 次安倍内閣では、アベノミクスに「一億総活躍」を加えて「新 3

本の矢」の数値目標を発表した。１：GDP600 兆円、２：出生率 1.8、３：介護離職ゼロ。 

先月には「ニッポン 1 億総活躍プラン」を決定し、元のアベノミクス経済政策に、同一

労働同一賃金などの社会政策も加え、国民に拡がる、将来への不安や政治への不満に対応

しようとしている。 

現在のグローバルな経済環境に乗っている日本経済を考えるうえで、アベノミクスの「3

本の矢」として表現するキーワードについて、5 月の伊勢志摩サミットで各国首脳の理解

を得たサミット版 3 本の矢が使いやすい。１：金融政策、２：財政出動、３：構造改革。 

最近の英国の EU 離脱問題で、アベノミクスの出発点である円安が消えて、株価も企業

業績も浮動している。また、米国の大統領選でのトランプ旋風では TPP の雲行きが怪しい。

改めて、日本の立ち位置を見定め、今後の経済運営を考える必要がある。 

経済政策としてのアベノミクスの運営主体について考える。政治家の経済政策は、選挙

の思惑で流されやすい。財務官僚は、利益誘導で無責任になりがちである。国会では、議

論がまともに噛み合わない。経済学者は、はじめは参加したが、現在は黙っている。今回

の特徴は、日本銀行が政府に協力し、異次元金融緩和のため、国債買い入れからマイナス

金利に踏み込んでいることであり、今後の在り方と対応を注視したい。 

なお、最近の政府広報には、選挙公約やスローガンみたいな表現が多い。適切な経済学

や経済論からの解釈や議論が欲しい。 

 

 

アベノミクスを考える 

富阪 泰   

 

この日本経済再生プランが実行に移されてから 3 年半が経過した。折からの参院選を前

にこの政策評価の論戦が、さぞ盛り上がるものと期待されたが、その期待は裏切られた。

都知事の不祥事、英国のＥＵ離脱など予期しないニュースに振り回されて、アベノミクス

はメディアに置き去りにされて参院選に突入してしまったようである。そのようななかに

あって、ＴＶ画面上に登場した数少ないまっとうな論戦のひとつが、竹中平蔵氏と榊原英

資氏のアベノミクス評であった。竹中氏は小泉政権の経済政策を主導した経済学者、榊原

氏は現役時代ミスター円と呼ばれた財務官僚あがりの経済評論家であることはご承知のと

おりである。両氏の過去 3 年半にわたるアベノミクスに対する評価は次のようなものであ

った。 

① 総合評価： 

竹中氏 75 点、榊原氏 70 点とかなり高い評価をしている。 

② 評価ポイント： 
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異次元の金融緩和、インフレターゲットの設定により円安、株高、消費刺激によってデ

フレ脱却を演出した。 

③ 景気の変遷と現状： 

景気の現状は「停滞」または「一進一退」である。当初、順調に回復していた一般消費

は、さきの消費増税によって一挙にシュリンクし、その回復をまたずに中国の景気減退

が表面化したことにより回復を遅らせている。現状、各種指標は回復を示唆しているが、

実感に乏しい。 

④ 課題と展望： 

デフレ脱却を確実なものにするには、強力な第 3 の矢が必要であるが、まだまだその萌

芽はみられない。構造改革、規制緩和に一層の努力が必要。というところまでは両氏の

意見は一致した。しかし、将来を展望した着地点では両者の意見は大きく隔たる。榊原

氏は、「わが国はすでに成熟社会に入っており、もはや高い成長は望めない。低成長を

前提に過去の蓄積を運用する方向への転換」を主張、これに対し竹中氏は、「わが国の

現状は低成長を容認しない」としてあくまで、ものづくりを前提とした高成長を目指す

ことを主張している。 

筆者も生涯をものづくりに献身したものであり、ここは竹中氏に 1 票を投じたい。竹中、

榊原両氏の指摘した第 3 の矢、新成長産業の育成が立ち遅れていることは政府も認めてい

る。ただ、この成長産業における政府の役割は、障害の排除、資金補助などの環境整備で

あって、種まき、育成は民間が担うべきものである。これに対し企業の反応は、現状どの

ようなものであろうか？ 

300 兆円を超える内部留保を抱え、高率の事業減税を獲得しながら、政府与党の要請に

よりささやかな従業員待遇の改善でよしとしているようにみえる。 

かつて、わが国の財界には、国家と企業活動は不可分として企業の社会的責任を強く意

識した「サムライ」経営者が割拠していたが、その再来を願うのは時代錯誤なのであろう。  

 

 

 

 

一般投稿 

ヨーロッパ企業の日本進出 

恩田 隆   

 

中国企業が日本へ進出するとマスコミも比較的大きく扱うことが多い。時には日本を買

い占めるなどとセンセーショナルに書くこともある。しかし欧米系の場合は報じられるこ

とは少ない。アメリカ系の場合はまだしもヨーロッパ系はほとんど報じられない。 

１．日本進出企業はヨーロッパ系が最大である 
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経済産業省は毎年「外資系企業動向調査」を公表している。最新版は平成２６年度（２

０１４年）の実績を平成２７年度（平成２８年３月）に公表している。これによれば日本

へ進出している全企業数は３３３２社（実際は約６０００社あるが調査票回収方式で調査

しているため有効回答数は約６０％）でうちヨーロッパは国の数が多いから当然と言えば

それまでだが１４６４社、約４５％で一番多い。 

進出企業の業種は製造業が約２０％、非製造業が８０％である。概ね３００社の製造業

が日本へ進出していることになる。ただその３００社が工場建設を行い日本で物作りをし

ているのかは定かでないが現にコンサル業が成り立つ以上、物作り業を行っていると思わ

れる。 

２．ヨーロッパは一つ 

ヨーロッパを旅行すると良く判るがヨーロッパにはシュンゲン協定がありその協定に参

加している国の人々は自由に移動できる。つまり実質的に国境が無いのである。外国人も

最初の入国地で入国審査を受ければあとは自由に移動できる。国境無き自由な人の往来は

資本、技術の自由な往来にまで行き着き、たとえばヨーロッパの A 国の企業が日本へ進出

する時にＢ国の銀行が融資し C 国の技術者がそれを支援するスタイルはごく当たり前に行

われるようになった。もはや国と言った概念が無い様に見える。見えるのではなく実体と

して存在している。こうなるとヨーロッパ企業恐るべしである。平たく言えばよってたか

って日本へ進出するイメージである。 

３．ヨーロッパ製造業恐るべし 

イギリスのツアーコースはまずスコットランドへ飛びエジンバラ、グラスゴーから湖水

地方を通りイングランド地方へ南下するコースが一般的である。グラスゴーは造船が盛ん

な工業都市でありガイドは日露戦争の旗艦の三笠はイギリスで建造したと誇らしげに説明

する。実際に建造したのはグラスゴーよりもう少し南のイングランド地方北部のバローで

ある。１９世紀イギリスは造船大国であった。イギリスはすでに１８世紀の半ば過ぎ（１

７７０年代）から産業革命が進み最先端の工業技術を有していた。この当時、繊維工業、

鉄鋼、蒸気機関など重要な発明はほとんどイギリスで行われた 

フランス、ドイツはそれより６０年弱遅れ１９世紀の前半から（１８３０年代）、日本は

さらに４０年遅れ明治維新後の１８７０年代からようやく近代工業がスタートする。 

 現在でもヨーロッパが技術の優位性を維持している産業は決して少なくない。たとえば

航空機は英、仏、独、スペインで共同生産しボーイングと市場を競っている。心臓部のジ

ェットエンジンはロールスロイスがアメリカのＰ＆Ｗ、ＧＥと肩を並べている。自動車で

もドイツは特別な地位を有している。その他優位性を有す産業は枚挙にいとまが無い。要

するにヨーロッパの製造業は強いのである。 

４．ＵＫのＥＵ離脱国民投票結果 

本稿の主旨からは逸脱するが法的拘束力は無いものの国民投票でイギリス国民がＥＵ離

脱を選択したことに触れないわけには行かない。ここからは国名をイギリスでは無くＵＫ

（United Kingdom 連合王国）と記す。筆者の見解を述べる見識は無いが気になった二つ

の評論があった。 
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①過度なグローバリズムの是正 

どの様な文脈であったのか定かでないが新自由主義からの脱却的な意見の様である。つ

まり１９８０年代、UK はサッチャー首相の下、いわゆる小さな政府を目指し福祉・公共

サービスの縮小、規制緩和、自由競争の重視など大胆な改革を行い UK 病を治したといわ

れている。がその反面格差拡大を招くこととなる。それに対する反乱と言うわけである。 

②何も大きな変化は無いであろう 

ＥＵの崩壊、ＵＫからスコットランド、ウエールズ、北アイルランドなどの独立による

ＵＫ崩壊などセンセーショナルな報道もあるがスコットランドなどの地域が国家として分

離独立するのには無理がある。現状より多少緩やかな連合あるいは独立国家連合になるか

も知れないがＵＫは存在し続けるであろう。 

また、ＵＫはアジアへ引っ越すわけではない。あくまでもヨーロッパの一員である。Ｅ

Ｕ各国、ＵＫは知恵がある。お互いが必要としており政治、経済関係が疎遠になることは

絶対に有り得ない。つまり懸念するほどの変化は無いと思われる。 

 

以下は私の感想であるが、重要な国家ポリシーを国民投票に掛けるＵＫ政府のポピュリ

ズムの大いなる愚策なのか、あるいは間接民主主義から直接民主主義への大転換なのか、

劇場型興味は尽きない。 

 

 

 

企業のグローバル化 

野口 一彦   

 

１ グローバル化とは 

国内マーケットが飽和状態になり、日本でも海外の市場と人材及び、資金を当てにして、

海外に工場や研究所を作る、所謂グローバル企業が増えて来ている。 

企業のグローバル化の始まりは、多民族国家や多民族と関わりの深い（例えば植民地の

旧宗主国や、神聖ローマ帝国やオスマン帝国などから独立した国々等）国から興っている。

正確には、政治と経済のグローバル化の事である。 

国を跨いで営利事業をすることになり、相手国の国内法と国家間の国際法の二    

通りの法の下での企業経営になる。株式配分問題、税金の問題、利益配分の問題、人員配

置の問題、社内教育の問題、労務管理の問題、資産配分と管理の問題、各種訴訟対応の問

題、製品（商品）配分と関税の問題、等々色々な問題を国を跨いで処理せねばならない。 

単に、単一企業の問題のみならず、国家間としての分業化の問題が横たわる。特にＴＰ

ＰやＦＴＡ等国家間の条約締結等で、互いの国の経済戦略や安全保障戦略に巻き込まれる

ことも、往々にしてある。 

本社機構を日本に置く場合と、海外の事業所を完全に分社化してその国に別本社を置く
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場合で、諸問題への対応も変わってくる。当然株式配分によっても問題処理方法はことな

る。 

２ 国内法と国際法 

国内法は殆どの国は強制法となっており、罰則が伴う。事業所の所在地の国の国内法に

準拠せねばならない。最近は、国際間取引条件も国内法に包含して条約条件交渉しようと

している国や企業も多い。相手国の企業がそれを認めるかどうか、である。 

国際法は１６４８年に締結されたウエスト・フェーリア条約を基礎にしている。国際法

は合意された紳士協定なので、一般的には罰則は、特別な決めごとが無い限り、伴わない。  

もし国際法に違反した場合には、国際裁判所に訴えるか、国連なりなにがしかの条約機

構に評議してもらうか、実力行使しか無い。評議してもらうにしても多数決で非難声明や

経済封鎖等の手段しかない。結局は実力行使になる。実力行使とは企業にとって見ると、

取引停止であり国単位で見ると武力行使である。 

ロシア（ウクライナ・クリミア半島）・中国（南沙諸島・西沙諸島）・韓国（竹島）等、

国際法に従え、と叫んでも結局は力で来いと言う事。 

日本の様に全員一致の「村社会」では評議の前の根回しやロビー活動で後れを取ってし

まうのが落ちである。特に明朗会計を標榜している日本では、武士精神の日本では、賄賂

や、根回しやロビー活動の資金を捻出するだけでも大変である。殆ど不可能に近く、日本

では、日本の国内法違反を犯すか、違反すれすれの事をせねばならない。所謂、企業とし

ての公私混同である。 

実際、多民族間の根回しには、賄賂や袖の下がものを言う事が、悲しいかな、現状なの

である。 

「村社会」の世界では大事な事を決め難い世界なのである。沖縄の基地問題、原発問題、

安保体制の法制化の問題、議員定数削減の身を切る問題、憲法改正の問題等々、どれ一つ

取っても中々決められないでいる。 

３ 国際分業化 

グローバリゼーションが進むと、その国の得意商品が特定されて来る。そうなると、付

加価値の低い商品を宛がわれた国は（例えば、工業原料の輸出を求められ、工業製品を輸

入するよう求められた国）大変で、国家間の貧富の差がどんどん広がって来る。 

そこで、グローバル企業としてはその国に無い商品を作る工場をその国に作ることにな

る。国益と異なる企業活動となる。国と企業はどの様に折り合うことになるのか。その国

がその商品を輸出始めたら、関税問題等で又もめて国家間条件闘争になるのか。 

所謂、国家間格差が出て来ると、単なる、経済収支の格差だけではでは無く、技術格差、

国民の生活格差、教育格差、インフラ格差、等全ての面で人間の生活の格差が出て来る。

国家間で、一人一人の能力にそんなに格差がないのに、次第に、人間の能力の格差も見え

て来るようになる、と考えられる。 

これが、欧米諸国がグローバル化は当然の成り行きで、経済の流れの正義だ、といくら

唱えても、本当の正義の遂行と言えるか、と言う事。 

また、今回のイギリスのＥＵからの離脱の様な事が発生し、特に金融拠点の要のロンド
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ンシティの様な所が、目指しているマーケットから漏れてしまうと、ビジネス戦略そのも

のを見直さねばならない。 

また、基幹産業である鉄鋼・銅・アルミ等を、今の中国の様に、需給バランスも顧みず

に、自国の都合だけで過剰生産してしまうと、全世界に迷惑を及ぼすことになる。今の国

際法では注意しておいて、手をこまねくしか無い。 

各国が、自国の都合だけで勝手な経済活動をしている中で、ネゴシエーションの下手な

日本人は、相当タフであらねばならないし、世界の歴史や民族性等をも相当に勉強し、身

に付けておかねばならない。 

４ 日本人とグローバル化 

日本人、或は日本の社会は、本当にこのままで、グローバル化の世界に進出できるのか、

進出して認められ成功出来るのか。 

日本を人種的に見ると、最近の研究では、スンダランド（インドシナ半島やインドネシ

ア、ボルネオ島、ヒィリッピン等が昔は一つの亜大陸だった）、中国、朝鮮半島、南太平洋、

シベリアから大昔に、竹筏や、船で渡って来た民族で、本質的には多民族国家であった。

それが長い間一つの島群に閉じ込められて今に至っている。 

宗教的に見ると、何でも有りの多神教が大部分の人達で、日々の生活の中に宗教に頼ら

ねば生きて行けない、と言う事は殆ど無いに等しい。 

生活の様から見ると、割と早い海流の海に囲まれ、守られ、食べ物の調達に七転八倒す

ること無く、各群れに分かれて、島々や限りなく多い山襞で比較的に平和裏に過ごしてお

り、ヨーロッパを先進国とすると、彼等の様な、生物的に宗教的に民族的に、熾烈な境遇

には程遠かった。 

情報の取り扱いから見ると、群れの長に対外的な情報を任せて、群れの長の指示のもと

で動けば事は足りていた。よって、情報の取り扱いには、一般的には慣れていない。情報

にはあまり敏感ではない。 

日本人としての社会活動、或は組織活動の面を見ると、機能体組織より共同体組織、共

同体組織（力を合わせて物事を処理）より協同体組織（心を合わせて物事を処理）に向か

うきらいが強い。協同体組織になってしまうと、組織の作られた目的より、組織を守る意

識が強くなるきらいがある。組織目的とか組織の機能目的が曖昧に成り易くなる。機能目

的を逸脱するか、杓子定規になってしまうきらいがある。 

また、「村社会」としても、米中心では無く、山林民族・漁民族の色合いも大きいものが

ある。飛鳥時代に戸籍や租庸調が出来、最近それ等の木簡の出土で明確に成って来た。 

世界の水準から見ると、清潔好き、真面目、好奇心旺盛、勇敢、等の特質が挙げられて

いる。島国なので、唯我独尊に成り易く、他民族・異なる宗教・異なる文化・異なる言葉・

異なる地域の前にはあまり出たがら無い。 

此れから出て行く世界の、歴史・宗教・民族・しきたり・考え方・成文法律を充分に学

び取って事に当たれば、日本民族もグローバル化は出来ると考えるが、並大抵ではないこ

とも忘れてはいけない。 
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今回の小特集のテーマは「アベノミクスについて」。前々号の「財政問題」、前号の「消

費税」に関連する話題として取り上げました。原稿の締め切りが 7 月 6 日であり、参院選

の結果が決まらない状態で、編集しています。 

鐡橋さんと野口さんが JSCE に入会され、初めて投稿されました。 

また、恩田さんには、趣向を少し変えた続編を投稿していただきました。 
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