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原因を日本人の勤勉さに求めると、低い成長率
の国民は、その分怠け者か勤勉さが足りないと言
うことになる。それでは「秘密」は解けない。
経済成長は明治以来の一貫した成長であり、戦
後に起きた事態が高度成長の要因だとの説明も不
十分である。
設備投資について言えば、明治以来一貫して生
産拡大のために多くの設備投資をしてきたのは歴
史的事実である。それが出来たのは、日本社会と
日本国民が経済運営に於いて、総生産の大幅な増
加が、消費を圧迫することなく、他国より多い設
備投資が出来たということなのである。
高度成長を解くための原則に三点を挙げている。
①
戦前戦後とも高度成長であるから、戦
前・戦後を通じ一貫したもの。
②
欧米とは違う発展速度なので、欧米社会
には存在しないか、存在しても大きく作用してい
く要素の作用。
③
今のところは日本の特殊性であり、世界
的普遍性を持っていないが、人間性に合致し、全
世界に適用され普遍性を持つ可能性があること。
日本人だけ出来て、他国人にはできないという
ことでない。簡単でわかりやすく、やろうと思え
ば誰でも出来るような法則性でなければならない。
日本人は、この世界的普遍性を持ちうる法則性を
つかみ、発展を願う他国の人々にもそれを学んで
高まることが出来るようにしなければならない。

１１月例会ご案内
日時

：

１１月１１日
木曜日
18：30 ～ 20：30
場所
： 港区立商工会館
参加費 ： 1000 円
テーマ ： 城野先生の「情況判断の行動学」 の
第四章（1）何が問題なのかと（2）
「秘密」の探求より
演者
：石田 金次郎
(1)「何が問題なのか」
昭和 53～54 年には、「高度成長さようなら」
「安定成長論」など言われ始めているが、日本経
済の急速な成長は、欧米の経済学では説明出来な
い。欧米のみならず、社会主義経済のソ連、中国
などの経験をもってしても説明出来ないのである。
結果、日本の経済をもっぱらクサス姿勢となって
いる。日本のジャーナリズムも同様の姿勢である。
その中で、中国は自らの後れを自覚し、日本の
発展を高く評価し、これに学ぼうという姿勢があ
る。中国は 40 にもなる代表団がやってきて、日
本の経済発展の実情をその目で見て日本に学ぼう
という考えを強めたようである。
学ぶ気のない欧米人は、日本に来て「家が小さ
い」「こせこせと活動」「物価が高い」などクサ
シの日本論をぶっている。
日本に対する発言の情報は、二つの評価がある
が、その出所・立場の点検をして、適切な対処が
必要である。日本のような発展の事実認識は両方
とも一致しているようであるが、その発展の理由
についてはまだ五里霧中のようである。
（2）「秘密の探求」
来日した中国代表団に対し、日本の経済学者が
講義した。財閥解体・農地改革・激しい競争とい
う成長要因を挙げていたようである。
昭和 48 年、イギリスの「ロンドン・エコノミ
スト」の論文では①日本人の勤勉さ②朝鮮戦争③
戦後のゼロから出発した数字的表現の増加の三つ
をあげ、日本の岩波新書では、「設備投資の急
増」、また、向坂正男は、財閥解体・農地改革・
国家の介入・軍事費の減少、朝鮮戦争後の輸出の
増加、豊富な労働力の存在を挙げている。

以上がこの章の要点かと思いますが、様変わりし
てしまった。
現今の日本経済状況、GDP の推移を見るに、
2000 年以降 GDP は一向に増加せず、多額の財政赤
字に苦しみ、早くプライマリーバランスを均衡さ
せるべく諸政策を打ってきたが、依然低成長から
の脱却できず、呻吟している。
これまでの高度成長の経験、城野先生の言われ
る原則に鑑み、死中に活を求めたい。
コロナ禍にあってばらまき論もあり、財政出動
が叫ばれている。
グローバリズムと多様な世界にあって、国家戦略
を立て、情報収集とその立場の評価をして、試行
錯誤の少くし、戦術・政策を遂行を要する状況認
識である。
以 上
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には、成功、失敗の争論の場はない。
戦術の実行においての成果と、欠陥の点検とは、
戦略上の成功、失敗の問題とは、全く別の問題
である。戦術実行の点検には二つある。一つは、
実行の途中で、一歩一歩の動作が、ちゃんと戦
略に従属しているかどうかの点検である。
成果も欠陥と同様、戦略達成の効率上の技術問
題であって、戦略上の成功とは関係ない。
戦術上の効率問題を、成功だ、失敗だと大議論
をし、戦術上の「失敗」を理由にして、戦略変
更をし、戦略変更になるのも知らないで、戦術
上の効率だけを比較しているのである。
（４）公害・自動車・教育
「公害排出」、「自動車事故」、「教育退廃」
等の問題が議論されている。
これらの議論において、戦略上の成功、失敗と、
戦術上の成果と欠陥という二つの問題を区分す
る必要がある。
（５）戦略の成功と欠陥の是正
日本は世界一の長寿健康の国となった。こうい
う立派な成果を出したのは、日本の教育が、基
本的には、立派な人間をたくさん作りだしたか
らである。
「教育の退廃」とは、大成功を収めた日本の教
育の中にある欠陥の是正である。正しく原因を
つかんで、一つ一つ処理すれば、一つ一つ直っ
ていく戦術上の効率性の処理問題であり、教育
の全体的評価とは、本質を異にしている。

９月例会報告
日時

：

９月９日
木曜日
18：00 ～ 20：00
場所
： 港区立商工会館
テーマ ：城野先生の「情況判断の行動学」 の
第三章（7）成果と欠陥の点検より
演者
：古川 彰久
7 成果と欠陥の点検
（１）新たな条件に、いかに対応するか
戦術は、実行可能な具体的プロセスだから、一
歩一歩と実現していくうちに、はじめは予定し
なかった条件が、絶えず加わってくる。
戦略目的が達成できたかどうかが問題であり、
戦術面での条件の変化に対しては対応方法を検
討する必要があるのに、これまでの条件で達成
出来ないことを失敗だと思うことは、戦略を変
えることにもなり、問題である。
（２）戦術によって戦略を変更するな
戦略は、二つに一つの選択である。甲と乙とに、
同時に行くことはできぬ。乙に行かなければ甲
に、甲に行かなければ、乙なのである。しかし、
戦術は無数にあり、どれをとってもよいのであ
り、二つに一つではない。
戦術実行の途中で現れてくる新しい条件は、新
しい戦術上の対処をすれば、ちゃんと解決でき
るものである。そうした条件を、戦略と対立し
た解決不可能なものと思い込む必要はない。こ
ういう新条件は、いくら事前の調査を十分にや
っても、やはり出現してくるというのが現実の
世界である。全部お見通しということは、でき
るものではない。世界は常に動いており、固定
してはいない。
新条件の出現を予期しなかったから失敗だ、と
いう人もあるかもしれない。予期できないのが
新条件であって、予期できることは新条件では
なく、旧条件である。旧条件とは、処理の方法
が慣習化されており、新しく処理反応を引き出
す必要がなくなっているのである。予期されて
いないからこそ、新しい反応を出さなければな
らない。
それが人間が生きていく不断の活動であり、脳
は、常に新しい反応を、自己保全を核にして作
り出せるようになっている。だからこそ、生き
ていけるのである。旧条件にしか反応できず、
新条件への対応力がなければ、その生物は死ん
でしまう。
（３）戦術に失敗はない
戦術の実行には、戦略を変えぬ限り、失敗とか、
成功とかの評価はできない。
成功、失敗は、戦略上の評価であり、戦術実行

参加者の意見交換
1. 戦略内容と条件についての意見
（1）戦略を実行する戦術レベルで条件の変動
に対応すればよいとのことですが、戦略内容の
決定にあたって、だれがどのような条件に基づ
いて決めたのかによっては、その条件の変動が
戦略の変更につながる恐れがあるのではないか。
（2）戦略を決定する際の前提となる条件を事
前に精査した上で戦略を決定し、実行に移すこ
とが必要ではないか。前提となる条件が簡単に
覆ってしまうと戦略を実践していく意味がなく
なってしまわないだろうか。
（3）国家とか企業とか、組織として戦略を実
践していく場合に、その組織の責任者が変わっ
た場合に、これまでの戦略を実践していく条件
が変化して、戦略内容に影響を与えることも生
じるのではないか。
米国のアフガニスタン支援戦略について、アフ
ガニスタンの支配体制が親米者から敵対者に変
われば、当然のことながら支援戦略を継続でき
ずに撤退せざるを得なくなります。
また、米国の国家戦略であっても、戦略を遂行
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する責任者が変われば、その人の考え方によっ
て変わることもあろうかと思います。例えば、
トランプ前大統領からバイデン大統領に代わる
ことによって、戦略内容の変更は否めないであ
ろう。
2. 日本の環境変化について
「戦略の成功と欠陥の是正」の中で、「日本は、
世界一の成果を上げたのだといえる」とのこと
ですが、城野先生がこの本を書かれた昭和５０
年ごろはそうだったでしょうが、その後、日本
の経済成長は停滞しているようである。
戦後、日本の貧しさからの脱却に国を挙げて取
り組み大いに成果を上げたといえる。
ただ、成果を上げたらそれに満足してしまい、
そこからの新しいステップが踏み出されていな
いのではなかろうか。
その点を解明していく意味で、次の
第四章<ケース・スタディ>偉大なる日本経済
を学んでいこう。
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例会予定
2021 年
１２月９日
テーマ ：
場所
：
担当
：

木曜日 18;30 ～ 21;00
未定
港区商工会館
未定

2022 年
１月１３日
テーマ ：
場所
：
担当
：

木曜日 18;30 ～ 21;00
未定
港区商工会館
未定

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
※ 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
前回で第３章「情況判断の行動学」を終えま
したので、今回は第４章＜ケーススタデイ＞「偉
大なる日本経済」について、論議を進めていくこ
とにし、まず前半を石田氏にお願いします。
皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古
川)

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
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