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２月例会ご案内
２月９日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 私の履歴書 カルロス・ゴーン    

場所  ： 港区商工会館

参加費 ： 1000円

担当  ： 参加者による討論会

私の履歴書は、日本経済新聞朝刊最終面に掲載され

ている連載読み物である。それは、著名人が、出生か

ら連載時に至るまでの半生を描く『履歴書風の自伝』

である。第1回は1956年（昭和31年）3月の第1回

は鈴木茂三郎から始まった。2017 年 1 月の「私の履

歴書」はカルロス・ゴーンである。

カルロス・ゴーン（Carlos Ghosn、1954年3月9日

- ）は、フランスの自動車会社ルノーの取締役会長兼

CEO(PDG)にして、日産自動車の会長兼社長兼最高経営

責任者(CEO)、三菱自動車会長兼最高経営責任者。ま

たルノーと日産は、2010 以降全世界自動車市場の約

10%のシェアを保っているがゴーンは両社の株式の相

互保有を含む戦略的パートナーシップを統括する「ル

ノー・日産アライアンス」の社長兼最高経営責任者

(CEO)をも兼務する、人物である。

最初のページの最後の下りに、カルロス・ゴーンは、

「20 年前なら人間は産まれたところで働くのが普通

だった。だが、これからは世界を舞台に働き、生活す

るようになる。グローバル化には犠牲も伴う。私も

様々な犠牲を払ってきた。それでもグローバル化は人

の限界を取り除き、新たな可能性を気づかせてくれる。

日本人の多くもそんな時代を生きることになる。

私の人生を知っていただけたら､何か参考になるこ

とがあるかもしれない。日本の皆さんにお役に立てる

のならこの上ない喜びである。」と述べている。

以下は、1月19日まで連載されてきたキャチ・コピ

ーである。

① 機内から･･･東京、パリ･･･世界を駆ける･･･多様

性、私のアイデンティティ②誕生･･･アマゾン川

流域で育つ･･･井戸水を飲み生死をさまよう③

少年時代･･･母親を悩ませた問題児･･･祖父の教

え胸に刺さる④パリ大学へ･･･銀行マンの従兄

弟憧れ･･･文系では埋没の助言に落胆⑤ミシュ

ラン･･･ヘッドハンターの電話･･･同期 100人、

26 歳で工場長に抜擢⑥ブラジル赴任･･･巨額負

債を 3 年間で債権･･･ストの組合とも直接対話

⑦同業買収･･･米国流の経営からの刺激･･･コス

トカッターの異名をとる⑧ルノーへ･･･NO2 で

いいのか･･･18 年仕えたミシュランを去る⑨ア

ウトサイダー･･･ルノーの官僚体質にメス･･･ベ

ルギー工場閉鎖、抗議の嵐⑩出資交渉･･･本命は

初めから日産･･･ルノーの 200 億フラン削減計

画説明⑪日産へ･･･異質な人同士 心一つに･･･

ルノーから管理職 溶け込む努力⑫再生計

画･･･2 年で 20％コスト削減 数字に裏付け⑬

ゴーン・ショック･･･系列にメス 取引先半

減･･･計画１年前倒しで V 字回復⑭日産 180･･･

経営計画の名 必ず数字⑮東風汽車再建･･･中

国副首相からの直談判･･･相性が合うか何度も

確認⑯ニッサン・ウェイ･･･理念議論 箱根で缶

詰･･･開発､生産､販売 現場を歩く⑰ルノー会

長兼務･･･経営は別 時間半分づつ･･･多文化こ

そ最大の競争力⑱GT-R･･･名車復活 再生の象

徴に･･･外部デザイナー 社内に新風

この連載を読んで、これからの人間の有り様、生い

立ちと来歴やキャリア形成､パーソナリティなどに

ついて議論して見たいというのが今回の企画の目

的である。
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１２月例会報告
１２月８日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 歓迎、トランプ大統領   

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 篠原 昌人

一、ドナルド・トランプという人の特異性

トランプさんという新大統領がユニークな所以は、

反対者からの反発が強いことにあるでしょう。選挙が

終わったあと、大統領とは認めないというデモが起こ

りました。ポールクルーグマンというノーベル経済学

賞の学者はトランプの当選で、「世界は地獄に向かっ

ている」と述べたそうですし、ニューヨークタイムズ

のコラムニストは、「自分の６３年の人生で最も強い

恐れを感じている」と筆にしました。安倍総理との会

談に、自分の奥さんではなく自慢の娘を同席させるト

ランプさんですが、大事なことは明年の就任以降どん

な対日政策を打ち出すかです。ここでは、いささか極

端になりますが、どんなことを言って来るか考えてみ

ることにします。

二、ポストＴＰＰの構築

まずはっきりしたのが、ＴＰＰには加わらないと宣言

したことです。貿易促進のために１２ヶ国（米国含み）

で進められてきた経済協定から脱退するわけです。Ｔ

ＰＰの柱であるアメリカが加わらないわけですから

当初の構想は有名無実化した、と言ってよいでしょう。

かって国際連盟を提唱したアメリカは、連盟には入り

ませんでした。入りませんでしたが、常にそばにいて

密接に関わっていました。今回の場合は全くサヨウナ

ラというわけです。では我が国はどうするかです。

アメリカがいなくなれば次に控えるのは我国ですか

ら、日本主導で残った国で発足する。スケールは小さ

くならざるを得ませんが、我が国主導というところに

大きな意味があります。日本の景気上昇、圏内域国の

経済成長が進めば、ある程度の貢献はできるかもしれ

ない。同時に粘り強くアメリカの再考を求めるのです。

色々言動の変わるトランプさんのことですから、就任

後、脱退ではなく急きょ一転参加というハップニング

もあり得るのです。

次は、アメリカに代わる大国を呼びいれることです。

連れて来る役目はやはり日本が負わねばなりません。

対象国は中国と韓国です。中国の場合はすでに別の経

済圏を作っていますから、どのように調整するかとい

う問題が立ちふさがります。最大の問題は、中国は自

由貿易を採っているといっても、市場メカニズムでは

ない要因で動くという側面があります。肝心な時に政

府の意向、個人の介入で捻じ曲げられるのです。鉄鋼

のダンピング輸出や為替の人的介入です。韓国が参加

すればいいのですが、この国は政治が経済を圧迫する

時があります。政府の要請で政治資金を求められる、

政府の意向で財閥に圧力が加えられるなどです。こ

うしたことがＴＰＰという国際協定に悪影響を及

ぼす恐れがないとは言えません。インドは、どうい

うわけかＴＰＰには挙がっていませんが、アプロー

チの可能性はないのでしょうか。大国ではなくとも、

ミャンマー、ラオスといった有望国を募るのも一考

だと思います。

ＴＰＰ自体をなかったことにする、ご破算にすると

いう手もあります。最大の貢献国が出て行ってしま

ったのですから。ですが、ヤーメタでみんな家に帰

るというわけではありません。仕切り直しで、新た

にアメリカとの間で特恵的な貿易協定を結ぶとい

う方法があります。二国間協定というのは、特に日

米の場合は貿易が不均衡の時に、日本の輸出超過の

時に結ばされるというのが通例でした。繊維交渉が

そうであり自動車問題もありました。貿易摩擦です

ね。貿易摩擦に解決を与えたのが、１９８５年のプ

ラザ合意でありました。今から３０年前、円ドル相

場をぐっと円高に設定したわけです。中曽根内閣で、

大蔵大臣は確か竹下登さんでしたか。３０年後の今

は貿易促進のためなのですが、日米だけで特別な協

定を作るのは困難でしょう。試みに日米シェールオ

イル協定というのを想像してみましょうか。アメリ

カは今や最大の石油輸出国なのです。各国が垂涎の

的としている魔法の油を日本だけが有利な条件で

輸入できるとなれば、ＷＴＯ違反と提訴されかねま

せん。自由貿易原則違反だと。ですから極端に有利

なものは結べないとしても、各国それぞれの利益が

一致すれば複数国で貿易協定を結ぶということが

考えられます。

三、孤立主義対策

新大統領は、アメリカ第一と訴えてきました。自国

優先という意味と、世界一のアメリカを表明したも

のでしょう。この自国優先から、アメリカは孤立主

義に向かうのではないか、という心配が生まれます。

反グローバリズムとも言えるでしょう。

現代社会には二つの大きな流れがあります。一つは、

情報というものをできるだけ自由に、できるだけ公

開していこうというものです。ＩＴ技術そのものが

この流れを促進させています。それに、制度面から

は情報公開法があり、誰だって請求によって完全で

はありませんが情報・資料を目にすることができま

す。もう一つは逆です。情報を極力隠そうという流

れです。個人情報保護法がそれです。まあ公のもの

は公開しろ、プライバシーは隠せ、ということにな

りましょうが、この境界は曖昧な点があります。

トランプさんは、メキシコ国境に壁を作って移民を

阻止すべきだと言いました。ひょっとするとトラン

プ政権は、人の流れに制限をかけるのかもしれませ

ん。個人情報保護が発達して、アメリカ人保護法と
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でも言うべきものが出てくるかもしれません。名目は

テロ対策です。怪しい人間は入れるな、というわけで

す。反グローバリズムです。しかしあまりに一方的に

なるわけにもいかず、たとえば世界難民会議、仮称で

すが、提案してくるかもしれません。各国が分担して

難民を受け入れようというわけです。日本もシリア難

民を受け入れざるを得なくなる可能性が出てきます。

実際トランプさんが就任後、この点で何を言ってくる

のか今のところわかりません。孤立主義、反グローバ

リズムの余波がやってくることを予想して置くべき

でしょう。

四、ポスト日米安保の構築

そして、まさに衝撃的な、ショックとも言うべきもの

が日米安保破棄、解消でしょう。正式な外交用語で言

えば安保自動延長はなし、とアメリカからアメリカか

らというのが大事ですが、通告されるわけです。これ

は日本の自立、本当の自立を考えるスターティングポ

イントになります。安保がなくなっても日米が断絶す

るわけではありません。力の空白が生じるわけです。

いや日中平和友好条約があるではないか、との声があ

るでしょう。日中条約は同盟条約ではありません。同

盟は不要という考えもあるでしょうが、対処法には三

つあります。

―日本核武装―

これまでは核の傘をアメリカがさしてくれていまし

た。安保がなくなれば周辺国の核兵器に対し日本は無

力となります。じゃあ自分でも持とうというわけです。

核の均衡論からすれば正当な選択で、相手がもてばこ

ちらも持つ、これによってバランスが保たれるという

単純明快な考えです。伝統的な、古典的とも言ってよ

い核戦略論です。トランプさんは、日本の核武装をＯ

Ｋすると発言したそうですから現実味を帯びてきま

す。

ですが全く同じ現実味で世界を見渡し振り返ると、広

島、長崎以後、核兵器は一度も使われていません。危

機はありましたが回避できました。やはり核保有国の

叡智が優った結果でしょう。将来は無論わかりません。

ですがこの７０年間、結局使わなかった、否使えなか

ったという現実は重いと思います。つまり核兵器は使

えないものとなっていること、政治的兵器になってい

るということです。そんなものを持つ必要があるのか

という考えは出てくるわけで、次の手段を模索するこ

とになります。

―第二の同盟国―

アメリカに代わり新たなパートナーを見つけるもの

です。誰しも思いつく国は中国でしょう。中国は核保

有国ですし、日本の最大の貿易相手国ですから。こう

した一国をパートナーに選んだ場合は、対等な両国関

係を求められるでしょう。日本は今や集団的自衛権を

行使する国になりました。具体的な内容は様々でしょ

うが、日米安保のような片務的なものは認められなく

なります。

一国に全面的に頼るのではなく、集団安保を作ると

いう手もあります。複数国が加盟して安全を互いに

保障しあうやり方です。加盟国のどこかが侵略を受

ければ共通して対処する。加盟国同士で紛争が起こ

れば他の加盟国が調停に乗りだす。こういう方法で

集団安全保障条約を結びます。アジア版ＮＡＴＯで

す。かってソ連のブレジネフ書記長がアジア集団安

保を提唱したことがありました。日本にもお声がか

かりました。ブレジネフの目論見は、ソ連、インド、

日本の加盟で中国を包囲しようというのでした。ア

ジアには中露という二大国があり、この二国の利害

を一致させることが集団安保のポイントとなりま

す。アジアには従来から日米安保、米韓安保、南北

朝鮮、米比安保、中露関係、中越関係といった複雑

な要因があり、アジア版ＮＡＴＯの実現を阻んでき

ました。この中の日米安保という大きな要因がなく

なれば、何らかの形が生まれるかもしれません。

―無視策―

無視というと誤解がありますがこういうことです。

じたばたしない、あわてない、正確にはああそうで

すか、という無視する態度をとる。そのうえで、日

本を守ってくれていたアメリカがいなくなるので

すから、日本自体で考えねばなりません。たとえば

核武装はしない、同盟関係も作らない、自国の国防

政策を考える、一種の自主防衛です。

自主防衛というと即軍備増強ととらえがちですが、

必ずしもそうではありません。何よりも国民の意識

改革が大事です。自主防衛はそのきっかけとなるで

しょう。これまでは、アメリカが守ってくれると思

われていました。そうではないのです。アメリカは

応援に来てくれるのです。侵略を受けた時は、何よ

りも日本が主体とならなければなりません。これま

ででもそうあるべきだったんです。例を挙げますと、

朝鮮戦争の時、崩れゆく韓国をマッカーサーが視察

しました。ハンガン（漢江）の岸辺に立って一人の

住民に尋ねました。「おたくの国はもうダメかい」と。

相手は「そんなことはない、押し返せばいいんだ」

との答え。これでマッカーサーは韓国支援を本気で

決意しました。要は国民の気ですね。自主国防であ

れば、日本国民の堅固な国防意識が大事になります。

国家の体制としてはこれまで通り防勢を執るとい

うことになりましょう。しかし武力は、必要最大限

でなければなりません。相手によって様々ですが、

必要最大限の武力を用い早期に終わらせるのです。

単に最大限ではありません。必要な範囲での最大限

です。日米安保解消によって、アメリカだって日本

の仮想敵国になります。そういう意識を持つことが、

自主国防の基礎といえましょう。

                   了。
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例会予定

2017年

３月９日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 未定

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 未定

４月１３日 木曜日  18;30 ～ 21;00
テーマ ： 未定

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 未定

開催場所：港区商工会館

港区商工会館へのご案内地図

東京都港区海岸1-4-28  TEL03-3433-0862
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩６分、
ＪＲ浜松町駅北口から徒歩およそ７分 、
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅B２出口からおよ
そ徒歩10分

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 会誌発送は、E-mail です。

※ 年会費はありません。

※ 「じょうはん」発送のお申込は、

E-mail： info@iki2life.com
まで、Mailでご連絡下さい。

※ 興味のありそうな方にも積極的に転送してあ

げて下さい。

※ ホームページもご確認下さい。

   http://www.jouhan.com
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

編集後記

今全世界で注目されているアメリカのトランプ

新大統領について、１２月には篠原様より、１月

には石田様よりお話をいただきました。

今回は、石田様からのご提案で、現在日経新聞

に連載されているカルロス・ゴーン氏の「私の履

歴書」を題材にして参加者で論議をしようという

ことになりました。

皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古川)


