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１月例会ご案内

日時  ： １月１３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 ：１．城野先生の「情況判断の行動学」

の第四章（4）日本経済と高度成長

     ２．今後の展開について

演者  ： 松本 友

第四章全体のテーマは「ケーススタディとして

の偉大な日本経済」です。この偉大な日本経済

というのは、1979 年時点でまとめられている

のでいわゆる高度経済成長時代のものになりま

す。

前回、最後まで行かなかったので今回はその続

きとなります。

日本においてなぜこんな経済の発展が実現でき

たのか。日本国民の一人ひとりの活動の集積と

してもたらされたものなので、理論とかそうい

うのではなく、実際やってきたことを並べれば

わかるはずと、とおっしゃいます。

まずは、国からしたら国民を信頼することだっ

たと。ごくシンプルで明確な道理の中から実現

したというのです。毎日仕事に精を出し、約束

を守り、期日にちゃんとお金を払い、信号が赤

なら止まる。統一ができている国民だったから

こそ実現したと。無資源、無外資の中、2 本の

腕だけで築き上げたわけです。自由に活動でき

た土台は階級差別の消滅と教育の普及でした。

ヨーロッパのように上流階級だけが潤うのでは

なく、みんなが教育を受けられるようにした。

これはとても良い政策だったのでしょう。毛沢

東やスターリンのような偉大な指導者がいなか

ったのも逆に良かったとも言えます。だからこ

そ、我々もみんな教育を受ける権利を持ち、学

ぶ習慣を身につけ、いくつになっても学ぶこと

をやめていない、と言えます。

また、意見が違っても逮捕されないという安心

感も大きいとのこと。これは今に生きる我々に

はあまりピンと来ない考えでした。好きなこと

を好きなように基本的に発信できる時代に生き

ていると、人からの反応が気になるとか世間体

とかはあったとしても逮捕されて投獄されても

う出てこられない、というような恐れは全くな

いと言っても良い。こういう日本にしてもらっ

たことは、心から感謝すべきことだと思います。

また、企業は常に国民の需要にマッチするか否

かを考え、努力して倒産にならぬようにする。

日本の銀行はちゃんと約束を守る日本人が作り、

日本人が運営するのである程度安心して運営が

できるし、人々も借りたものをちゃんと返す仕

組みが機能する。ヨーロッパから来た自由経済、

自由競争が日本に来ると、もともとあった組織

力、つまりヨーロッパのような階級差別もない

国民全部フル動員という条件が数倍の成長速度

を生み出す。在庫がない、といえばあちこち連

絡して取り揃えて行く、相互の信頼関係や約束

を守る国民性があるので仕事が止まらない。そ

れも大きい

あと面白いのが、民族としての自信という部分

です。国民の一部には馬鹿な真似をする人もい

るけれど、大部分のものは馬鹿な真似をしない

という国民的な自信があると。なので、多少馬

鹿な人もそのままにしておけるというところで

した。確かに海外に出ると日本の感覚ではいら

れない、そこは民族的な自信という側面だった

のか、と思うと腑に落ちます。

この時代の日本人、また城野さんから学べるこ

とはいったい何なのか。心に残ったのは、原因

と条件を混同しないこと。また、140 億の脳細

胞の組み合わせであらゆる活動計画を組み、脳

の司令で行動する、この基本はどんな制度や組

織を作り、運営し、発展させるための基本であ

ること。国を批判するよりも自分はどうするの

か。日本のため、世界のためにどうすればよい

のか、大きな視点で考えてみたいと思います。
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１１月例会報告

日時  ： １１月１１日  木曜日

      18：30 ～ 20：30
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

日本経済は明治以来欧米社会が経験したこと

のない急速な成長を遂げた。（１）何が問題な

のかであるが、欧米の経済学は､欧米社会の経

済経験を材料にしてつくられたものだから説明

がつかない。日本の経済学者も判断の基準を欧

米の経済学から出してくる。自分たちが正常で

日本は異常、専らクサス姿勢である。

一方、中国をはじめ新興国は自国の遅れを自

覚して、日本の実績を高く評価し､これを学ん

で高い発展を目指す姿勢がある。

このように日本の経済発展に対してはクサシ

とホメの二つの反応が世界的に存在していた。

（２）秘密の探究よりでは、日本の経済発展

秘密の解明を求める声について、それに対して、

財閥解体､農地改革、朝鮮戦争、日本人の勤勉

さ、国家の介入、軍事費の減少、豊富な労働力

の存在､設備投資の急増などの内容が並べられ

ていた。

設備投資について、日本は､明治以来一貫し

て次の生産拡大のために､他国より多くの比率

を設備投資に割いてきたのは歴史的事実である。

多くの著名な経済学者の立場を点検してみる

と､日本の発展をクサシ、発展をやり遂げた時

代の政府を非難するという立場であった。日本

は設備投資を他国より多い比率でやってきたの

は､国民生活を犠牲にして成長だけやったので

あり、成長率は高く､国民生活は下がった、自

民党政権は大資本に儲けさせて､国民の生活を

悪くした。高度成長は戦略的失敗であると、結

論づけていた。

投資と個人消費を､戦前＝昭和９年～11 年と

戦後＝昭和 44 年を比較してみよう。

戦前の総生産は 210 億円、昭和 44 年の総生

産は 69 兆円。物価水準は凡そ 300 倍として、

総生産は 210 億円→2,300 億円で 10 倍弱増。

個人消費は戦前には53％109億円→戦後46％
1058 億円となり、10 倍弱増。投資は戦前には

12％25.2 億円→33％759 億円で 30 倍ある。

事の実相は戦前に比し戦後の昭和 44 年は投

資は 30 倍に増やしたが、個人消費も 10 倍増や

したのである。人口がそう増えるものでないか

ら,それだけ豊かになったのである。

日本が投資にこれだけ割けるのは総生産の大

幅な増加があるからであり、個人消費を減少さ

せたからではないのである。

秘密を解くためには,全面的材料を集めて,国
民の立場から原因を明らかにする原則がある。

① 戦前、戦後の高度成長の要因は,一貫して

作用するものであること。

② 日本経済に存在する特殊性だとしても、

日本社会としての普遍性の要素であるこ

と。

③ 今のところは日本の特殊性といっても、

人間性に合致し,全世界に適用され普遍性

を持つ可能性があり、他国民も日本のよ

うな高度成長をやり遂げる法則性を持っ

ていること。

日本人だけに出来て,他国民には出来ない

というのではない。日本人はこの世界的普遍

性を持ちうる法則性をつかみ,日本も更に発

展させると共に発展をねがう他国の人にもそ

れを学んで高まることが出来るようにしなけ

ればならいない。

「城野先生の高い識見」に感服するばかり

である。

現今の日本の置かれている状況を GDP の推

移、その構成要素別推移、一人当たり GDP の

ランキング、世界の主要市場の株価指数の推移

などを見て、城野先生のこの本を書かれた時代

と様変わりしていたのをみて、その状況にみな

慨嘆した。

2021 年の IMF のデータから「上位 5 カ国名

目 GDP の推移」を見ると、日本は 1995 年以降

一向に GDP が増加していない。失われた何十

年である。日本だけが歩みを止めている。アメ

リカ、中国の急伸、インドやドイツも伸びてき

ている。日本の停滞が目につく。

GDP の構成要素であるが、民間消費支出、

民間資本形成,公的資本形成、輸入が増え,純輸

出が殆ど増えていない。

株式市場に至っては米国株式、世界株式の指

数,グルーバル債券の指数は、IT バブル崩壊、

リーマンショック、コロナショックをこなして

伸びており、日本株式（TOPIX）は 1989 年か

ら殆ど横ばいである。

日本は衰退の道を辿っているのであろうか。

（参加者の意見交換から挙げてみよう）

日本が高度成長できた要因は,江戸時代から

藩校や寺子屋などが盛んで教育水準が高く、幕

末の日本に来た外国人が、その識字率は世界一

である驚いていると記していること、また、武

士道精神というか清潔、金銭感覚にもきれいで

あると述べている。
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こういったものが近代技術をいち早く使いこ

なせた要因でなかろうか。そういう意味では,
勤勉さや豊富な労働力が江戸時代から用意でき

ており、これが素早くテイクオフ出来た理由で

ないか。明治 6 年には,学校制度が確立され、早

くから義務教育が開始されたのも、教育に対す

るリーダーの意識は文明開化に向き合ったとい

えるのでないかと。

私見ではあるが、日本は韓国・台湾などに関

与したが、教育行政の面では、制度や施設の整

備の面では評価されるものがあり、今日両国と

も発展が著しいのはそれが貢献しているのでな

いかと思う。

中国も共産党は教育に精力をかたむけたのは,
既に学んだが、その影響があるのでないかと思

う。

韓国については,日本クサシの姿勢はやむを

得ぬにしても、教育や身分制度などを変革し, 
60校程度しかなかった小学校には、国家予算を

投入し敗戦時には 4200 校余まで増やし、文盲

率 80～90％を大幅に改善した。

先日、一橋大学の名誉教授が、全国の大学の水

準と情報化度というタイトルで、日本の大学は

「情報化度」で韓国にも完敗、低成長を招く大問題、と

いう論を載せていた。

世界のトップ 100 大学の「機械工学、ビジネ

スと経営とコンピューターサイエンス」という

分野で、物作りは良いものの情報化度が一番劣

るといって、世の中のニーズに対応できていな

いのでないかと論じていた。グローバルな世界

で、教育に問題を投げかけていた。

衆議院選挙に絡んで、政策が論議された。成

長か分配かの主張があったが、GDP の状況を

見るに成長を加速するような政策が必要でない

かと思う。

城野先生の問題提起と今日はいかなる乖離を

生じているのか、戦略の方向と意思決定の仕組

みをもう一度しっかり考え直す必要があるよう

に思う。

思い切って若返りを計ったらと思う昨今であ

る。

完
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例会予定

2022 年

２月１０日 木曜日  18:30 ～ 20:30
テーマ ： 未定

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 未定

３月１０日 木曜日  18:30 ～ 20:30
テーマ ： 未定

場所  ： 港区商工会館

担当  ： 未定

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

今回は、「情況判断の行動学」の輪読を提案

いただいた松本氏に最終章を担当していただき、

締めくくりをしていただきます。また、今後の展

開内容についても意見交換をしていただきます。

皆様の積極的な参画を期待申し上げます。(古
川)


