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●日本社会・日本経済の二極化 

 皆さん、こんにちは。いま帝国ホテルで、GE という会社のジャック・ウエル

チさんたちと食事をして、途中で抜け出してきたんですが、そこには日本側か

ら大蔵省の榊原英資さんとか、ソフトバンクの孫正義さんといった方々が何人

か一緒に来られていました。そこで日本経済の将来はどうなるかという話をし

ていましたら、期せずして一致した意見は、「日本社会および日本経済はいよ

いよ本格的に大きく変化する時期を迎えた」ということです。日本社会は規制

などがあってなかなか変わりにくく、変化が非常に遅い。一方、アメリカ経済

は情報革命などでどんどん先に行っている。日本は一体どうなるんだとずっと

言われてきたわけですが、私も 1 年ぐらい前からいろいろな現象を見るにつけ

て、日本社会、日本経済、いよいよ本格的に動きそうだと実感しています。   

 日本経済はバブル崩壊以降、特に不動産なども含めて、非常に苦労してきま

した。不況からなかなか脱出できない。21 世紀の日本はこれで沈没してしまう

んじゃないか、そういう懸念もいろいろささやかれ、10 年近くわれわれは我慢

してきたわけです。しかし、これからたぶんかなりのスピードで変わっていく

でしょう。 

 ただし、日本経済が本格的に回復するとしても、1980 年代までのようなかた

ちで回復するわけではない。1980 年代までの日本経済というのは右肩上がりで、

景気が良い時には、ほとんど全ての業界、ある業界の中のほとんど全ての企業

が同じように成長の果実というものを享受できました。そして景気が悪いと、

皆で少し我慢していれば、1 年か 2 年たつうちに、また景気がよくなる、株も上

がり始める、こういう繰り返しでやってきました。 



 ところが、これからの日本経済、これは世界経済、アメリカ経済もそうです

が、キーワードは二極化です。これは好むと好まざるとにかかわらず、全員が

一致して同じようによくなる世界というのはもうやってこない。時代の変化に

敏感に対応し、社会的ニーズを的確にとらえた企業あるいは人々というのはこ

れまで以上に繁栄しますが、そうでないところはいつまでたっても浮かび上が

れない。こういった二極化の世界というものが 21 世紀にやってくる。しかし全

体としては、この 10 年間のような停滞感は払拭されていくと思っています。 

 ここには不動産関係の方々もたくさんいらっしゃると思いますが、不動産価

格、まだ低迷を続けています。低迷を続けているのは、役に立たない土地を持

っている会社がまだたくさんあるからです。過剰なものを持っていて、そこか

ら生産性が上がらない、役に立たない、使い勝手が悪い、不必要だ、こういう

ものは昔ならそれでも持っていればいずれ値段が上がるからキャピタルゲイン

が得られる、だから維持していようとなっていましたが、これからの社会は土

地も二極化です。 

 本当に役に立つ意味のある土地、マンションだったら駅にすぐ近いとか、ビ

ルであればインターネット対応ができているとか、それぞれ特徴、メリットが

明確に存在するような物件あるいは土地の価格というのはやがて低下しなくな

る、そして値上がりも始める。しかし、昔はとにかく買っておけば得なんだ、

買っておけばもうかるんだということでやっていましたが、これからは明確に

メリットが認識できないようなところは下がっていく。地価も二極化していく、

こういうかたちにならざるを得ないと思います。 

 先進国の経済とはそういうものです。途上国経済は右肩上がりでどんどん経

済が成長していく。アメリカやヨーロッパのまねをしていれば自然に経済が上

向いて、お金ももうかる。こういう恵まれた状況は日本のような先進国には期

待すべくもないということだと思います。なんといっても日本の平均賃金は圧

倒的に高いわけです。アメリカの 1 人あたりの労働者の賃金に比べても日本の

ほうが高い。そういう世界でも有数の高所得の国で所得を上げようとすれば、

どれだけユニークなアイデアを打ち出せるか、どれだけユニークな商品、サー

ビスを供給できるか。これは土地であれ、普通の商品であれ、人材であれ、皆

同じです。そういうことだけが成長の源泉になります。 

 もう誰かのまねをして業界が皆やっているからうちもやってみようかな、こ

ういうことで生き延びることは不可能です。業界でほかの人たちがまだやって

いないけれども、これをやったら非常にもてるかもしれない、売れるかもしれ



ない、そういうものをどうやって見つけてきて探してくるか、これしか所得が

増える方法はないわけです。ですから当然そういう感覚でもって、いままでと

違った業界標準でないユニークなイノベーティブなことをやった人たちには富

が集まります。そうやらない人は富が逃げていきます。こういうことで個人の

所得という面で見ても、これからは二極化が避けられない。 

●グローバル化した競争社会 

 ～町内会運動会からオリンピックへ～ 

 こういうことが起こったのは日本が途上国から先進国経済に移行したという

ことが一つの大きな背景ですが、もう一つ非常に大きいのは経済のグローバル

化、競争がいわゆる大競争の状況になったことです。昔の日本における競争と

いうのは、業界によっても違いますが、多くはいろんな官庁の規制があって、

ある分野での競争はその分野の中の企業だけに限られていた。外からあまり入

ってこられない。たとえば金融は典型的ですね。銀行といっても都市銀行は都

市銀行、信託は信託、長興銀は長興銀、地銀もあれば、信金もあれば、皆垣根

がある。もちろん保険も生保とか損保、第三セクター等々。皆垣根でがっちり

守られて、ほかの企業はそこに参入できない。こういう仕切られた囲いの中で

競争していたわけです。 

 私はこれを、ちょっと口は悪いんですが、町内会運動会と呼んでいます。町

内会運動会というのは、出てくる選手は皆お互いに顔見知りだ。お互いの実力

のほども大体わかっている。もちろん運動会ですから競争はやっていますが、

落ちこぼれはなるべくつくらない。運動会に出て、ビリになっても皆で助け起

こして、参加賞をあげる。そして来年も出てくださいねと、非常に温かいもの

が競争の中にもあったわけです。つまり共存共栄型の護送船団型ビジネスとい

うものが多くの業界で行われていました。ここでは平等というものが一つの志

向になります。共同体ですから、共同体で不平等なんていったらこれは成立し

ない。そういうことで共存共栄型のビジネスでやってきた。皆と大体同じよう

なことをしていれば生き延びられた。逆にそれを無視して突っ走ってしまうと

皆から足を引っ張られる。こういうかたちで日本経済は戦後 40 数年間は奇跡的

な成功を収めてきたわけです。 

 しかし、環境が変わりました。もう町内会運動会は許されない。レーガン、

サッチャー以来の規制緩和、市場開放、グローバリゼーションといった流れの

中で、業界の外の人たちも競技に参加するようになった。町内会運動会はもう

成立しないで、町内でない人もどんどん参加していいということになってきま



した。そしてもっといくと、目の色が違う人も参加してくださいということに

なりました。そうすると、だんだん町内会運動会から究極的にはオリンピック

的な競争のほうに日本社会全体が移行してきたと申し上げていいと思います。 

 先ほどジャック・ウエルチさんの話をしましたが、ジャック・ウエルチさん

が GE という会社のトップになったのは約 20 年前のことでしたが、20 年前の GE

はとにかく日本の企業に押しまくられていたわけです。ご存じのように GE とい

うのは大発明家のエジソンが共同創立者として参加した会社で、伝統があって、

いわゆる家電製品においてはアメリカで圧倒的なシェアを持っていた会社です。

ところが、松下とかシャープ、日立とかいろんな会社がテレビとか VTR とかい

ろんなものを持ってアメリカに入ってきたことから、GE 製品は全然売れなくな

り、瀕死の重傷を負っていた。 

 そこにジャック・ウエルチさんという人がトップに就いたわけです。そして、

その後 20 年を経過して、今日では GE というのは世界で最も利益率が高く、株

価総額が最も大きい会社、そしてジャック・ウエルチさんは 20 世紀で最も偉大

な経営者といわれるようになった。たった 20 年間で GE は世界を制覇するよう

なすばらしい会社に変身した。 

 なぜ日本勢に押しまくられていた GE という会社が 20 年間でこのような状況

に返り咲くことができたのかということですが、これはジャック・ウエルチさ

んという人が立てた経営原則、これを忠実に守ってきたからです。どういう経

営原則かというと、「ナンバーワン・ナンバーツー戦略」と呼ばれているもの

です。彼の「ナンバーワン・ナンバーツー戦略」というのは、GE がいやしくも

手がける事業については必ず事業をスタートしてから 3 年以内にその業界でナ

ンバーワンもしくは悪くてもナンバーツーになりなさい。もし 3 年たってナン

バーツーまでに入れなければ、その事業は撤退する。こういうきわめて厳しい

原則です。これはみごとにあたりました。なぜかというと、20 年ぐらい前から

世界経済はグローバルな競争の時代に突入したからです。 

 そして経営資源を特定の強い分野に集中させないと、町内会運動会ならとも

かく、オリンピックのような競技では絶対に勝てない。町内会運動会だとスタ

ー選手というのは走らせても速いし、逆立ちさせてもうまく逆立ちできるし、

何をやらせてもできるオールラウンドプレーヤーであることが多かった。しか

し、オリンピックになって、まさか 100 メートルのメダリストがマラソンにも

出てメダルを取ったということはありえないでしょう。もしこの人が短距離も

中距離も長距離も、あるいは棒高跳びも全部やっていたら、どれ一つ予選すら



通らない。むしろ 100 メートルなら 100 メートルで徹底的にそれに向いた訓練

をしなければいけない。マラソンをやるなら徹底的にマラソンに合った訓練を

しない限り生き残れない。メダルなんてとても及びもつかない。 

 これが大競争時代のグローバル化した競争社会の基本的な原則ですが、ジャ

ック・ウエルチさんという人は 20 年も前にこのことに気がついた。そしてナン

バーワンかナンバーツーの事業でないとGEではやってはいけない。したがって、

いまGEが持っているビジネスはすべてナンバーワンもしくはナンバーツーです。

そして株主資本に対する利益率も、どの事業部でも 20％以上です。ですから GE

に投資した人は 1 万円投資すれば毎年 2000 円のリターンが戻ってくる、こうい

うことを実現しています。 

 ご存じですか、日本の上場企業の平均資本収益率、これは日経新聞が今年の 3

月期上場している企業の平均値を計算しましたら、なんと 0.2％、1 万円投資し

て 20 円しか戻ってこないんです。これは日本社会、大企業全体が猛烈に資本を

浪費していることを意味しています。1 万円投資しても 20 円しか戻ってこない

世界と、太平洋の向こう側のアメリカ企業に 1 万円投資すると 2000 円戻ってく

る。皆さん方どっちに投資しますか。 

 これでも日本人は非常にお人好しです。自分が財産ができて現金を持ったら、

とにかく銀行に預けておこう。銀行に預けても 0.2％ぐらいしか返ってきません

ね。定期預金の金利は 0.15 とか 0.2 です。日本企業の収益率にぴったり合って

いるわけです。やさしい。だからまだ日本に資本がとどまっています。しかし、

これから金融ビッグバンになります。世界中の高利回りの金融商品が日本の金

融機関の店頭にまもなく並ぶようになります。もうすでに並び始めています。

それでも皆さん方は 0.2％の定期預金に預けますか。もちろん外国通貨建ての資

産は為替リスクがありますから一概には比較できませんが、それでもアメリカ

企業に関連した投資をすれば 20％の平均リターンですよ、日本の企業に関連し

た投資をすれば、つまり日本国内に資本を置いておけば 0.2％ですよ。私はいく

らお人好しの日本人でも、いつまでも 0.2％の資本収益率に満足しているとはと

うてい思えない。 

 そういう意味でも、この資本の壮大なむだ遣いを日本の企業はやめなければ

いけない。やめるためにはどうしたらいいか。オリンピックに対応した、グロ

ーバルな競争に対応した、強い事業というものを構築していく、これしかない。

グローバルに競争しても勝ち残れるような事業を構築するしかない。 



●大競争時代の経営戦略  ～観光旅館と IBM～ 

 こういう話をすると皆さん方、いや、うちは中小企業で、そんなグローバル

な競争なんて関係ないよと考えておられるかもしれませんが、案外そうじゃな

いですね。自分のところは国内向けのローカルなマーケットでやっているから、

別にグローバルなんて関係ないと言っていても、よく考えてみると多くの場合、

グローバルな競争に直面しているんです。そうでないというところはよほど手

厚く政府から保護を受けているところでしょう。 

 たとえば箱根の観光旅館、これはグローバルな競争に直面しているでしょう

か。実はもろに直面していますね。例えば、われわれが 20 万円のお金と 1週間

の休暇があったとします。20 年前、30 年前だと、「じゃあ箱根の温泉に行って

骨休めでもしようか」、ほとんどの人がそう言った。なぜならば、外国に出る

ときにドルの持ち出し制限があったり、国際航空運賃はむちゃくちゃ高かった

り、いろんな障害があって日本国というのは外国からほとんど遮断されていた。

だから国内の競争でよかったわけです。せいぜい箱根と熱海の戦いだった。 

 今はどうですか。もし 10 万円でも 20 万円でもお金があって 1 週間休暇とい

ったら、特に若い人たちは、箱根のほうを見ますかね？ 規制緩和で国際航空運

賃は、ものすごく安いディスカウントチケットが売られている時代になりまし

た。10 万円、20 万円あれば、ハワイに行こうか、西海岸に行こうか、オースト

ラリアに行こうか、あるいはヨーロッパだって行ける。まさに箱根の観光旅館

はそういったグローバルな観光地ともろに競争しているわけです。  ですから、

もしそういう人たちの目を箱根に向けさせようと思ったら、箱根の旅館は、ハ

ワイじゃない、西海岸じゃない、どうしても箱根に行きたいんだと思わせる魅

力をそこでつくりださなければいけない。皆がやっている同じようなサービス

をやっていてもそんな魅力は生まれません。ここのサービスはすごいぞ、ぜひ

行ってみたい。誰かが行ったら口づてに友達に「あそこはおもしろいから絶対

よ」と言ってくれるような旅館にしなければいけませんね。こうしてみると、

みごとに箱根の温泉旅館ですらグローバルな競争にもろに直面しているんじゃ

ないですか。ですから「自分のところは関係ない」ということはほとんど言え

ないないと思います。 

 私の知っている箱根の旅館、一の湯さんという老舗の旅館ですが、創業以来

368 年といっていました。名前が一の湯ですから、箱根に温泉を開いた江戸時代

の初めでしょうか、その頃からスタートしている老舗の旅館です。そして、つ

い数年前まで箱根のこの旅館は1泊2万円とか2万5000円でチャージしていた。



ところが気がついてみると、お客さんが全然来なくなってきた。グローバルな

競争ですよ。お客さんが来ない。ウイークデーはがらがらだった。 

 しかし、お客さんが来なくても、温泉の水はどんどん流れていきます。電気

だってつけておかなければいけない。従業員だって必要だ。固定費がかかって

しょうがない。土日は多少は人は来るにしても、それだけではとてもじゃない

けど経営が成り立たない。このままだと来年ぐらいは廃業だな、ここの若い社

長さんはそう思った。なんとかしなければこれは先祖に対して申し訳ない。考

えついたのが、いままで 2 万円、2 万 5000 円で提供していた同じサービスをな

んと 9800 円で提供する、こう決断した。 

 まず反対したのが料理長、とんでもないと。いままで 2 万円、2 万 5000 円の

トータル予算があったから、旬のものをいいところに買い出しに行って、お客

さんにおいしいものを食べてもらったんだ。9800 円では素材代にもならない。

こんなもので料理を作れというのは無理だと反論しました。しかし経営者から

見ると、それはそのとおりだ、大変難しいことはわかっているけれども、この

ままでいったら来年廃業だよ、それでもいいんですか。こう言われてしまうと

料理長も、大変だけど、とにかくやれるだけやってみましょうと言わざるをえ

なかった。それでその社長の熱意に負けて料理長も同意した。 

 次に難敵はだれだったと思いますか？ そういうことをやろうと思ったとき

に絶対反対と言ったのはだれだと思いますか。箱根の旅館組合、業界団体です

よ。つまり、いままで横並びで来たわけです。皆であまり逸脱した突拍子もな

いことをやるのはやめようね、お互いに一定、いわゆる護送船団的に落ちこぼ

れがないようにしようとずっとやってきた。ところが、老舗旅館である一の湯

さんが突然 9800 円と打ち出したから、とんでもないと。そのへんの新興のどう

でもいい旅館がやるんだったらいいけれども、一の湯のような老舗の旅館が価

格破壊をやったら、ほかのところが迷惑だ。そんなとんでもないことは絶対や

めてくれということで非常に反対されたそうですが、今までどおりやっていた

ら生き残れるかということ、生き残れない。じゃあ組合とけんかしてでもやる

しかないということで、一の湯という旅館はそれを強行した。 

 たまたま、そういうことが新聞などにも報じられたということもあったんで

すが、何か変わったことをすると、新聞などはネタを探していますから。私も

大学を辞めるという、これは別に新聞をねらったわけではありませんが、すご

く宣伝してくれて、大学を辞めてからいろんなところから話があって、この宣

伝効果はすごいと思いました。これはジョークとして、一の湯さんも新聞など



に取り上げられて、すぐ満杯になった。そうすると、9800 円ではたしかにきつ

い。あまりもうからない。しかし、湯とか従業員、電気代といった固定費は、

ウイークデー満杯になったために、すべてこれでまかなえるようになった。そ

して土曜、日曜は 1万 2800 円というちょっとだけ高い料金をチャージして、土

曜、日曜も満杯になった。これでもうけさせていただいていますということで

やっているわけです。 

 最近はこの旅館は予約しようと思うと、インターネット経由でないと予約で

きないというふうにした。なぜそうしたかというと、たとえば JTB とかいろん

な代理店を頼むと 20％以上の口銭を取られてしまう。しかし、インターネット

をやると、インターネットができる人であれば、接続すれば無料です。そして、

私も接続してみると、一番初めに、あなたは朝ご飯は和食がいいですか洋食が

いいですかとか、部屋はどのくらいの大きさで、和室がいいか洋室がいいかと

か、いろいろ書いてある。それを順番に選んでいって、最後にお願いしますと

いったら、予約大丈夫です。 

 ただし、これは半年前にやらないと取れません。それぐらいはやっています

から。私もそこに泊まりましたが、やっぱり 9800 円だといいな。とにかく三百

何年前からある温泉ですから、風格がありますし、檜のおふろもいい。こうい

うことで成功している。これも非常に思いきって従来のやり方を根本的に改め

て、新しい発想でスタートした。だから成功したわけです。 

 80 年代までのビジネスというのはほとんど業界の習慣に従って、業界横並び

で、皆がやっているからうちもやってみようか、これでやりましたが、このグ

ローバルな大競争の時代はこれとは正反対に、皆がやっていることからいかに

脱却するか。皆がやっていることをいかに自分のところはやらないか。やらな

いことを決めることがスタートポイントです。そういうことをやってうまく成

功している会社というのがたくさん出てきました。ただ、その割合はまだ 1 割

とか 2 割ということなので、日本経済は苦労しているわけです。もしそれが逆

転して、7割、8割の会社が自分のところは絶対ほかと違うことをやろうと思っ

てしのぎを削れば、それが経済のダイナミズムになって、日本経済は本格回復

することは間違いないですね。 

 そういうことで、いわゆるグローバリゼーション、大競争時代に対応した経

営戦略、ものの考え方を取り入れていかなければいけない。こういう発想の転

換ができなければもうおしまいだということです。 



 いま旅館のような小さな会社の話をしました

が、大企業でも同じです。たとえばコンピュ

ータ業界を見ても、IBM というのは 15 年ぐら

い前までは会社として圧倒的に強かった。そ

してIBMは、大型コンピュータもやっている、

パソコンもやっている、半導体もやっている、

ソフトウエアもやっている、何でもかんでも

コンピュータのことをやっていた。この会社

を打ち負かすのはとてもできないと皆思って

いた。実際、アメリカの司法当局は、IBM が強

すぎる、これは独占だ、だから分割しなさいと。本当に十数年前、アメリカの

司法当局は IBM を分割しようとしたんです。それぐらい IBM は強かった。 

 それが 1990 年ごろ、突然、大赤字になった。なぜか、敵はだれかというと、

マイクロソフトとかインテルという会社です。IBM とこういった会社の違いは、

IBM は総合型の会社で、コンピュータに関することはすべてやっていた。ところ

が、マイクロソフトはウインドウズというソフトウエアだけに特化していた。

インテルという会社はマイクロプロセッサ、商品名でいうと、いまペンティア

ムですね。パソコンの中に入っている演算装置であるマイクロプロセッサにす

べての資源を集中した。そうすると、IBM はたしかに全体としてはすごい力を持

っているんだけど、その一点だけをとってみると、マイクロソフトやインテル

のほうがはるかに強い。 

 そして IBM にとって悪いことには、インテルとマイクロソフトが連携して握

手をした。いわゆる世の中でいわれているウインテル連合というものをつくっ

て、インテルのマイクロプロセッサとマイクロソフトのウインドウズを組み合

わせてパソコンの中に入れないと、たいていのアプリケーションソフトは使え

ない、これでどうだ。そしたら IBM は降参と言わざるをえなかった。つまり、

先ほどの町内会運動会、オールラウンドプレーヤーと言いましたが、何でもか

んでも薄くできるという会社よりも、特定のところで圧倒的に強いものを持っ

ている会社のほうがグローバルな競争時代には強いということです。 

  たぶん皆さん方の会社でも、うまくいっている会社なら、自分の会社はこ

れだ、小さな分野だけど、この分野についてはほかの会社に負けない、そうい

うものを持っている会社ですよ。自分の会社のことを考えて、そういうものを

持っていると確信を持って言える人は自信に満ちあふれている、そして利益も

どんどん上がっていると思います。 



 しかし、そういうものがどうもないなと言っているところは、不況だ、不況

だ、経済政策が悪いと、人のせいにしている。だいたいそういう色分けになる

と思うんです。 

●急成長する情報関連企業 

 そういう意味では、ビジネス環境がどんどんシビアになって競争が激化する

ような状況になってきたときには、どうやって強い分野というものをつくりあ

げていくか。これが経営戦略のいろはのいの字です。ここに経営者は全エネル

ギーをつぎ込まなければいけない。そういうことをやっていますかというのが

私の皆さん方への第 1 の問いかけです。 

 第 2 の点は、今日もジャック・ウエルチさんとの会食で話題になりましたが、

情報革命です。もう言い古されつつありますが、情報革命については最近は毎

日の新聞、テレビなどで報道されています。毎日の新聞というと、これは言い

足りないですね。むしろ毎日の新聞のすべてのページに情報関連の記事が載っ

ている。しかも一つのページの中に2件も3件もインターネットがどうだとか、

いろんなコンピュータ関係の記事が載っている。そういう時代になりました。 

 3 年ぐらい前は日本人は情報革命というけれども、ほとんど信用していなかっ

た。インターネット、あんな面倒くさいことで何も起こらないよと言っていま

した。だからソフトバンクの孫さん、彼も 3 年ぐらい前は意気消沈していた。

株価も 2000 円だった。いまソフトバンクの株は 4 万円でしょう。たった 3年で

こんなに変わったわけです。しかも、これは今年に入って加速し始めました。

今年の初めにソフトバンクの株は 8000 円だった。それから 3カ月たった 4月の

初めに、この株は倍になって 1 万 6000 円になりました。 

 そのとき私は彼と会うチャンスがあって、孫さん、すごいですね、たった 3

カ月で株価が 2 倍になっておめでとうと言いましたら、彼は素早く私に言いま

した。中谷さん、いまからでも遅くないですよ。（笑）ところが私は貧乏性で

すね。たった 3 カ月前に半値だったものをいまさら買えるか。もっとも正直に

言うとお金がなかったんですが、そういう過去の安い値段を覚えている人はこ

ういう時に絶対もうけられない。そういう人は株なんかやめた方が良いと思う

んですが、彼が言うには、いや、あと 3 カ月たったら必ず倍になります。そし

たら本当にそうなった。「しまった！」と思っても間に合わない。それぐらい

日本における情報革命あるいは情報関連のビジネスの加速度は上がってきてい

ます。 



 もっとすごいのは、まだ店頭登録株ですが、ヤフー・ジャパンという会社が

あります。ヤフーというのはインターネットに接続した経験のある方ならだれ

でもご存じのとおり、ほとんどの場合ヤフー・ジャパンに接続するわけで、電

話帳みたいなものです。そこから自分の行きたいところを選んでいく。だから

たいていの人はまずヤフーの画面を見る。そうするとそこに広告をのせると、1

日に何百万人、千万人以上の人が見ている。だからすごい広告価値がある。そ

ういうことでヤフーはお金もうけができます。お金はまだたいしてもうけてい

ません。しかし、将来のインターネットビジネスの発展ぶりというものをマー

ケットは予測していますので、ヤフーの株もうなぎ登りに上がりました。 

 実はヤフー・ジャパンというのはわずか 3 年半前に設立された。当時、1株 5

万円の株券を発行しました。ソフトバンクは何とその 30％の株主です。そして

孫さんは、これから若い人にはインセンティブを与えなければいけない、つま

り、やる気、がんばって成績が上がったら、それにふさわしい収入が上がるよ

うにしなければいけないということで、ストックオプションをあげた。1 株 5

万円でとにかく一番若い平社員に 1株あげ、副社長さんは 16 株、社長さんは 32

株のストックオプションを与えた。そして 3 年ちょっとたったとき、つまり今

年の 7 月が行使期限なんです。行使期限ということは、今年の 7 月以降は自分

が売りたければ、5 万円で会社から買ったその株を、その時のマーケットプライ

スで売却してよろしい。これがストックオプションです。 

 今ヤフー・ジャパンの株はいくらになっているかご存じですか。株をやって

いる方だったらご存じなんじゃないかと思うんですが、私もこの二、三日正確

に見ていないんですが、私が先週見たときには 3700 万円でした。いま笑われま

したが、実はこれまでに 2 回株式の分割をしているんです。つまり株価が高く

なりすぎると個人投資家がなかなか買えないので、あるとき株価が上がると、1

株を二つに分けて値段を半分にする。これをすでに 2 回やっている。そうする

と、5 万円の株に対して、いまの金額というのは 3700 万円×4、だいたい 1 億

5000 万円です。たった 3 年半ですよ。ですから当時、意識的にか間違ってかヤ

フーに入社した人は、なんと 20 代でも 1 億 5000 万円もうけたわけです。社長

さんはなんとその 32 倍です。ばかばかしくて計算するのはやめましょう。（笑） 

 しかし、今そういうことがあっちこっちの情報関連で起こり始めているとい

うことです。だから最近は東京都内の一等地などにマンションが建ちますと、4

億、5 億とする値段の張る億ションが、高いところほどすぐ売れてしまう。私は

不動産屋さんに、だれがいったい買っているんですか、この不況の中でと言っ



たら、コンピュータ関連の方です。そういう時代になってきた。それはまだ少

数派です。 

 もちろん孫さんのような人は含み益は数兆円です。4 兆円、5 兆円の資産家に

なった。彼は自分のすべての力、能力、財産、これをインターネット事業にか

けるということを 3 年前、4 年前に宣言して実行していた。3 年前は、あいつは

ばかじゃないか、自分より図体の大きい会社を買収してどうするんだというこ

とで皆危惧していたんですが、いまやマーケットはまったく逆のほうを向き始

めた。 

●危機的状況を脱却した日本経済 

 ところで、小渕総理がやっている産業

競争力会議というのは、経団連の今井

敬さんが主体になってスタートしま

した。しかし、申し訳ないけれども、

今井敬さん、鉄鋼会社というのは伝統

的な従来型産業の代表ですよね。言っ

てみれば当初の産業競争力会議のメ

ンバーは旧勢力、従来型産業分野の代表選手ばかりだった。日本の財界はまだ

ほとんどそうですけれども。私はある新聞に、とんでもないと。昔の従来型産

業の意見を聞くのもいいけれども、情報産業はじめサービス産業、これから猛

烈な勢いで伸びると思われているいろんな産業が全然入っていない、ニューイ

ンダストリーがまったく入っていないじゃないかということを手厳しく書きま

したら、小渕さんがそれを見たために決めたのかどうかわかりませんが、1 週間

ぐらいたったら、孫さんはじめ 3～4 人の新しいビジネス分野の人が委員に追加

されました。 

 私は小渕さんにこのことを直接言ったわけではありません。新聞に書いただ

けです。小渕さんがすごいなと思うのはそういう点なんですよ。なるほどいい

なと思ったらすぐやる。これはいままでの日本の政治家にはなかなかなかった

ことです。実際、私も経済戦略会議というところで毎週のように小渕さんとお

会いしてずっと議論してきましたが、彼はそういう意味で予想とは全然違いま

した。 

 私も経済戦略会議の委員にならないかと言われたとき、正直に言って躊躇し

ました。小渕さんは調整型の政治家で、こちらがどんなにいいアイデアを出し



ても、何だかんだと言ってやらないんじゃないか、やってもしょうがないと思

いました。私の友人たちも、あんなところに参加したら、あなた自身の評判が

落ちるよと言われたりもしました。しかし、堺屋さんが私の高校の先輩で、中

谷さん、絶対やってくれ。とにかくあなたを委員にするのを認めさせるのにす

ごく苦労したんだと言われたんです。 

 つまり私は官庁街ではブラックリストのナンバーワンですから。（笑）実は

その前に細川内閣で平岩研究会というのをやっていて、そこで官僚を敵に回し

て好きなことを言ったので、あいつは絶対に政府の審議会に入れてはいけない、

何を言われるかわからん、危険人物ということでブラックリストにのった。堺

屋さんが私の名前を言ったとたんに、どこのお役所とは言いませんが、徹底的

に反対、絶対だめと言い張ったそうですが、堺屋さんは、いや、これから構造

改革をやろうとしているんだから、あのぐらいの人じゃないとだめだ、と説得

した。説得したんだから、あなたに断られたら困るということであった。たま

たま堺屋さんは私の高校の先輩でもあるので、先輩の言うことは聞かないとし

ょうがないということで引き受けです。初めはほとんど期待していなかった。

ところが、やり始めたら小渕さんは非常に聞く耳を持っている人ですね。 

 われわれはいろんなことを言いました。まず金融システム安定化、これをや

らないと経済はよくならない。それでいろいろ反対もあったんですが、60 兆円

の公的資金。皆さん去年の今頃のことを覚えていらっしゃいますか。あしたに

でも日本経済は崩壊する、日本の金融システムは崩壊するという危機感のさな

かにありました。私は毎日朝起きてテレビのスイッチをひねるのが怖かった。

何が起きているだろう？ それほど危ない状況に現実に日本の社会はあったわ

けです。だから、われわれは金融業界の内部の人の意見とかいろいろ聞いて、

たしかに国民の税金をそういうところへ入れるのは断腸の思いだけれども、今

やらないと間に合わない。もしこれが半年遅れていたら、完全に日本の金融シ

ステムはパニックになっていたと思います。それで、とにかく 60 兆円絶対に必

要です、いろんな推定値からして、60 兆円ぐらいの大規模な公的資金の導入は

不可欠ですと言ったら、彼はなんとすぐやりました。 

 また日本経済は急な下り坂を転げ落ちている、これをなんとかして止めない

とだめだ、恐慌になってしまう。たしかに日本の財政は瀕死の状態にあるけれ

ども、それよりもいま転がり落ちている岩を止めることが絶対必要だというこ

とで、減税と公共事業、いろいろ批判もありましたが、合計 30 兆円に及ぶ大型

景気対策をやってくれということをわれわれは提言しました。そしたらなんと

これもすぐやってしまった。 



 そのほか、たとえばこれから情報革命が来るから、パソコン減税しなさい。

いま事業者がパソコン関連の機器を買って 100 万円以内だったら、単年度償却

です。その結果、パソコンは前年比 30％、40％でいま伸びています。こういう

ことをいろいろやった。 

 最近、もう一つ彼がやろうとしていることは中小企業承継税制の減税、これ

も経済戦略会議の提言に書いてあります。とにかく中小企業は、おやじさんが

頑張って、その会社の業績が良いと企業の価値が上がって、亡くなったときの

相続税がむちゃくちゃ高くなる。ところが、未上場の会社ですと、どうやって

現金を集めてくるのか方法がないわけです。おやじさんが頑張れば頑張るほど

相続税が高くなりますが、これが上場している会社だったら一部を売れば現金

化できますから、税金は払えますね。もしおやじさんがぼんくらで頑張らなか

ったらどうなるか。これは企業価値はほとんどありませんから、相続税ゼロ。

だから、頑張らなかったおやじさんを持っている人の方が楽なんです。すごく

頑張って、良い会社に育てたおやじさんの息子は大変苦労する。 

 これはおかしいでしょう。これからは必死になって頑張ってベンチャービジ

ネス、小さな会社をどんどん大きくしてもらわなければ困るときに、がんばっ

て企業をよくしたらペナルティがくる。ぶらぶらしていたら何の苦しいことも

起こらない。これはどう考えてもおかしいということを私は言い続けました。

しばらく彼もそのことについては反応しなかったんですが、7 月ごろになって突

然この対応策をぶち上げられた。今度の国会あるいは税調でこれが議論されて、

たぶん通りますよ。私が驚いたのは、彼のような調整型の政治家で何もやらな

いと思った人が、良いと思ったことはパッパッパッとやる。 

 こういうことで日本経済は 1 年前の状況に比べるとはるかによくなった。も

ちろん不動産関係をはじめとして、まだまだ悪いところも多い。これは事実で

す。たしかに日銀の短観を見ても、景気が悪いと言う人のほうが景気が良いと

言う人よりも 22％も多い。たしかにまだ景気は全面回復はしていません。しか

し、危機的な状況を脱却したことは事実です。 

●情報革命に対応した消費・企業活動 

 これからどうなるでしょうかという問題ですが、ここでまた情報革命の話に

戻ります。先ほど申し上げたように、私は情報革命というのはまず第 1 に産業

革命始まって以来のきわめて大きな歴史的事件だという認識を持っています。

その理由はあとで申し上げます。そして、その大きな情報革命の波はまずアメ



リカで花咲こうとしています。ご存じのようにアメリカ経済は、8年間、9 年間

連続して景気上昇という歴史始まって以来の繁栄を示しています。このベース

にあるのは情報革命です。 

 日本は、NTT のインターネット接続料が高いとか、いろんな規制がある、ある

いはバブル崩壊で不況だということで、なかなか情報革命のほうに行かなかっ

た。しかし、アメリカでの成功を見て、多くの若い人たちがいま立ち上がり始

めた。孫さんはその代表選手でしょうが、多くの人が、まだ統計に出てきてい

ませんが、この半年、あるいは二、三カ月と言ってもいいかもしれませんが、

ものすごい勢いで動き始めました。これも 1 年ぐらいたったらはっきり見える

ようになってくると思います。これはがらっと雰囲気が変わってきました。そ

して日本の国土の波打ち際まで情報革命のきわめて大きな波が接近しています。

これが来年、再来年にかけて怒濤のごとく日本社会に浸透し始める。いまこう

いう状況にあると認識すべきだと思っています。 

 先ほど新聞の毎ページに出ていると言いましたが、それはその前兆です。そ

して株価が天文学的に上昇しているというのは、マーケットはそういう動きを

予測しているということです。ですから、情報革命とかインターネットとかパ

ソコンとか、そんな面倒くさい、勘弁してくれ、それはそれで選択です。もっ

と牧歌的なコンピュータのない世界に住みたい人は、そういうところに住むこ

とは可能でしょう。しかし、そこから利益を上げるとか、そこで大もうけをす

るということはありえない。 

 アメリカでも去年、経済成長率 3.9％でした。今年も 4％ぐらいいくと思いま

すが、ある統計によると、このすべては情報関連の産業、あるいは情報技術を

使ったビジネスによって生まれています。そして従来型のビジネスというのは

どちらかというとマイナス成長です。だからアメリカ全体として見ると 4％成長

の国ですが、アメリカ経済はしばしばシマウマ経済だといわれています。白い

ところ、これは情報関連で、ものすごく光っている。希望に満ちあふれていま

す。大もうけをする人がいっぱい出てきている。黒いところを見ると、従来型

の伝統的なビジネスで、そこはマイナス成長だ、もうからない。あまりにも白

い部分が強く光っているので、遠く離れてそのシマウマを見ると、全体的には

ぼやっと白く見えているから、アメリカは景気がいいんだな。近づくと白黒非

常にはっきりしています。ここでも二極化が起こっています。 

 これは従来型のビジネスを情報革命をやっているところが食い込んでいって

いる、代替していっているわけです。どういうかたちで代替していっているか



というと、このエッセンスは、商売するときに取引コストがかかりますね。た

とえば製造業者が何かモノをつくって、それを消費者に届けるときに、間にい

っぱい中間業者が必要でしょう。問屋さんから小売店から代理店からいろいろ

いります。これは取引コストです。取引コストというのはその中身は何かとい

うと、消費者と企業を結びつけるときのコストです。情報がないと、だれに売

っていいかわからない。企業は一生懸命何か製品を開発して出す。しかし、だ

れが買ってくれるかわからない。だからリスクがある。企業がもうかるのはリ

スクを取って、それがたまたまあたったときだ。これが従来型のいままでのビ

ジネスです。 

 ところが、情報革命が来ると何が起こるかというと、取引コストが劇的に下

がる。つまり、消費者と生産者が直結するようになるということです。これは

インターネットを使った販売をとればすぐにわかります。たとえば 10 月 1 日か

ら株式取引手数料が自由化されました。それと同時に日本でも 40 社、50 社とい

うインターネット株式取引会社が生まれました。なぜか。 

 たとえば、いま従来型の支店を使った株式販売をやると、もし皆さん方が 1

億円の株を買おうと思って店頭に行ってお願いしますと、手数料はたぶん 50～

60 万円ですね。数十万かかりますよ。ところが、これをインターネットでやり

ますと、これは会社によって違いますが、2万円とか 3 万円です。どっちを選び

ますか。自分はパソコンできない、インターネットもいやだ。しかし、一方は

60 万円、他方は 2 万円。しょっちゅう株を取り引きしていたらどっちを選びま

すか。自分ができなかったら、息子にやらせればいいじゃないですか。あるい

は会社の若いやつに、おまえおれの代わりにやれと言うでしょう。もしこれが

20％ぐらいしか手数料が安くならないというんだったら、そんな面倒くさいこ

とはしないかもしれない。しかし、20 倍、30 倍になったら、これはやらざるを

えない。革命というのはそういうものです。 

 昔、オートメーションというものが開発されたとき、労働者はすごく反発し

ました。オートメーションをやられたら俺らはクビになってしまうということ

で、20 世紀初めに機械打ち壊し運動がイギリスで始まりました。そして労働者

が結託して工場に入ってオートメーションの機械を壊した。それを見た経営者

が同情して、たしかに労働者はかわいそうだ、うちはしばらくオートメーショ

ンの機械を入れるのをやめる。こう言った会社はどうなったかというと、すぐ

に倒産しました。なぜかというと、そんなしがらみを持っていない会社が出て

きて、オートメーションの機械でどーんとやると、生産コストが何十分の一に

なったわけです。だから同情でやっているとビジネスは成立しないということ



です。いま情報革命を通じて起こっていることはまったくその当時と同じこと

です、何十分の一になるんですから。消費者にとってもきわめて便利がいい。 

 たとえば自動車を買うというのも同じですね。いまアメリカでは 30％ぐらい

インターネットで車が売れています、あんな高いものが。そんな高いものを見

ないで買えるのということになりますが、たとえばインターネットの端末に座

って、予算はいくら、家族構成はこう、自分の年齢はこうだ、どういうタイプ

の車がほしい、いろいろオプションはこうだとチェックしてやりますと、世界

中の車からあなたの望んでいる車はこれとこれとこれじゃないですかとすぐ二、

三分で選んでくれる。  もしこれを使わないで自分で土曜、日曜お休みだから

車をちょっと見に行ってくるわといってやると、たとえばトヨタのディーラー

に見に行っても、トヨタでも 4 系列、5系列ある。トヨタの車さえ 1 日では見ら

れません。日産も見なければいけない、ホンダも見なければいけない、外車も

見たい。そうすると、土、日ずっとつぶして半年ぐらいかかるんじゃないでし

ょうか。 

 インターネットを使うと、わずか 5 分でその仕事をやってくれる。そして、

これとこれとこれだ。じゃあ中をもうちょっと見せてくださいというと、いま

や 3 次元コンピュータグラフィックスで形を後ろから前から全部見せてくれま

す。ドアを開けて乗り込むときの雰囲気、中のパネルがどうなっているかとか、

計器がどうなっているか、全部立体的に見られる。かなりの感触を得ることが

できます。その三つの車の中から、私はＡでいきますといったら、今度はイン

ターネット業者は、あなたの住所の近くのディーラー5 軒、値段交渉してあげま

す。そして結局、一番安いところはここです、2 番目に安いところはここですと

いうふうに、順序をつけて教えてくれる。 

 わかりました、この 1 番目の安いところに行ってみますといって行ってみる

と、成約率はきわめて高いそうです。というのは、全部を見ているから。疑う

余地がない。しかも一番安いところということも確定しているわけで、成約率

が大変高い。そういうビジネスがなんとアメリカの自動車販売では 30 パーセン

トを占めている。そうすると既存のディーラーはどうなります？ おそらくセ

ールスマンの数は半分になってもいいんじゃないでしょうか。もうセールスし

なくていいんです、インターネット上に情報が全部あるわけですから。 

 皆さん方の顔を見ると、おれはそんな面倒くさいことをしたくないという顔

も見えますが、（笑）これは自分がなさらなくていいんですよ。皆さん子供さ

んがいらっしゃるでしょう。子供はインターネットオタクの人が多いわけで、



こんなのだれでもできますよ、非常に簡単なことですから。重ねて言えば、こ

れで 20％しか時間節約にならない、コスト節約にならないというんだったらた

いして進まない。しかし、時間で見ても、コストで見ても、非常に安いよ、速

いよということになると、やらざるをえないですね。実はこれが革命の革命た

るゆえんです。 

  私はいま消費者同士のことを言いましたが、ビジネスとビジネス、BtoB とい

っていますが、会社同士の取引などもどんどんインターネットでつながるよう

になってきました。そして、インターネットでつながらない会社はもう取引し

ないという状況も生まれてきました。 

 たとえば不動産の物件探しということを考えても、インターネットは最適で

すよ。これをきちっと整備しておいて、たとえば東京都内全部の物件が住所を

言えばすぐにばっと出てくる。値段帯で全部区分けして出てくる。中の設計図、

立体画面が出てくる。それでも最後の最後は高い買物ですから見に行くという

ことはやらなければいけないでしょう。しかし、そこまでいくプロセスが、不

動産をお買いになった方はどなたもご存じのとおり、大変手間暇かかるもので

す。そういうことを考えると、情報コストが低下するというのは非常に大きな

ことなんです。  

●これからの日本 

 そういうことで情報革命というのはこれからいよいよ日本社会に本格的に上

陸してくる。そして意欲のある人、能力のある人、若い人たちは、はっきり認

識し始めました。マーケットもそれがわかり始めました。そのように人的資源、

資本といったものが急速に従来型の産業から、そういった新しい成長産業のほ

うにシフトを始めつつあるというのがいまの日本経済の状況です。私は初めに、

ジャック・ウエルナさんや孫さんたちと話をしていて日本経済は再生しますと、

皆同じ意見だったと申し上げたんですが、その根拠は、そういった新しいうね

りというものが、今まで動きの遅かった日本社会の中でいよいよ本格的に動き

始めたということを申し上げたいからです。 

 特に私は学生を持っていますから、若い人たちがどのように変わってきたか

をつぶさに時系列的に見ていますが、この二、三年の変化はすごいですね。最

近は財閥系伝統的大企業に就職するなんて言いだすと、クラスの仲間の人が、

「えーっ、お前そんなところにいまさら就職して大丈夫？」こうなるんですよ。

つい最近も、某財閥系大商社に就職が内定した人がいて、クラスに帰ってきて、



おお決まったよと自慢げに言ったら、皆がけげんな顔をして、「えーっなんで？」

そしたら彼がすかさず言ったのは、いや、さっきおふくろに電話したら、すご

く喜んでくれた。つまり、ジェネレーションギャップがいまあるんです。（笑）

そして別の女性の学生は某財閥系大銀行に就職内定をもらったのに、結局、日

本コカコーラに就職しました。10 年前には、考えられなかったことです。 

 つまり、いままでのように「終身雇用で一生の生活を保障してくれる大企業

にさえ入っていれば良い生活が一生できる」、こんなことは誰も信用しなくな

った。そして、もっと新しい伸びるところがあるということを皆直感的にわか

っています。 

 実は、自分の教え子で、4 年生で就職しなかった子がいるんです。お前就職し

ないんだと尋ねると、いや、私はいろいろ考えるところがあってと答えていた。

今日でがけに私は自分の E メールを開いたら、すごくうれしそうな調子で、先

生、ついに私はすばらしいインターネット関係のベンチャービジネスのアイデ

アを思いつきました。就職活動をしなかったのは、就職活動に行って人事部の

おじさんたちと話していると、まったく感覚が合わない。とてもじゃないけど

こんな会社に行けないと途中で感じたから、就職活動をやめたんです。彼はず

っと考えていて、ぜひ相談にのってくれとそのメールに書いてきました。この

ように若い人でやる気のある人、世の中を一生懸命見ている人は、なかなか動

かなかったけれども、新しいことをついに始めました。21 世紀に入るころから

には、そういう動きが誰の目にもはっきりわかるような状況にだんだんなって

くると思います。 

 それまでは日本経済はまだ従来型の伝統的産業分野の清算というのが待って

います。バブルの清算と言っていいんでしょうか、もうバブルの清算に 10 年か

かっているんですが、まだ過剰設備があり、過剰雇用があり、過剰債務がある。

その従来型の清算のために、失業率が増えたり、不況感が出てきたりというこ

とで、一方では小渕内閣が景気対策をやって、とにかく 1 年ぐらいは日本の経

済をサポートする。しかし、2 年先、3年先になってくると、情報革命の波が日

本社会に浸透してきて、おそらくかなりの速度で動くようになる。 

 ですから 1 番目はグローバルな大競争、二極化だよ、絶対自分が強いと思う

ものを持ちなさいということを申し上げましたが、2番目は情報革命に対するア

ンテナをちゃんと張ってくださいということです。たしかに私の年あるいはそ

れ以上になってくると、そんな面倒くさいことを俺はやりたくないよという人

が多い。しかし、やりたくなかったら引退してくださいと言うしかないですね。



（笑）それでも、いやおもしろいからやりたいというんだったら、若くてやる

気のある者にちゃんとインセンティブを与えて、おまえ本気になって一回やっ

てみろ、自分のビジネスを情報技術を使って抜本的に変える方法はあるか考え

てみろと、やらせればいいんです。 

 それなのに日本の会社というのはこれまで多くの場合、若い者はどっちみち

何もわかっていないんだから使い走りでいいよ」ということで、入社してから 3

年、4 年、どんなにおもしろい感覚を持っている人間でも、とにかくお辞儀の仕

方がどうだとか、銀行に行ったらお札の勘定の仕方をどうするかとか、丁稚奉

公的な訓練しかしていない。これは間違いです。右肩上がりで経済が上昇して

いるときはそれでも間に合った。今は若い者といっても千差万別です。本当に

すごいことを考える人もいれば、まったくだめな人、これは年寄りも同じです

けどね、（笑）それをちゃんと峻別しなければいけない。それを見分けるのが

経営者の仕事だということです。 

 そのようにメリハリをつけて、同期生で入ったから皆同じ給料、こんなのは

世界的に見るときわめて非常識なことで、あり得ないことです。なぜかという

と、新入生といっても能力に大きな差があるわけで、そういう取扱をするとい

うことは会社が個人、個人を見ていないということです。だから皆同じ給料に

する、これではやる気にならないですよね。やっぱりすごいことをやったらど

ーんとお金が行く。お金だけではないかもしれませんが、何らかのかたちで報

いる。こういう制度を会社の中になんとかして作り上げる。そういうことをや

らないとおもしろい会社にはならないと思うわけです。 

 そういう意味で、整理しますと、グローバルな大競争時代に対応した会社、

情報革命に対応した会社、そして個人を本気になってやらせるようなインセン

ティブシステムがきちっとできている会社、この三つの条件を満たす会社にな

れば、21 世紀の勝ち組になれる。もしやれなければ負け組になる。これらの 3

条件がおそらく 21 世紀の日本経済の課題となるでしょう。そして、できるだけ

多くの会社がそういった三つの条件を満たしてくれれば、財政赤字を積み上げ

なくても日本経済は十分元気になります。若い人たちは動き始めました。あと

はわれわれの世代の仕事です。ということで時間がまいりましたので、これで

終わらせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 



あとがき 

講演録の掲載にあたって 

研修委員会委員長 河野 壙 

 

我々の日本不動産カウンセラー会は、平成 11 年 10 月をもって満 10 周年を迎え、これを記念し

て講演会を開催しました。私どもの研修委員会はこの講演会の開催担当を委ねられて僅か半年の

間に、委員各位と事務局の協力を得て企画・運営の諸準備を進めました。 

 今回の講演会のキーポイントは、10 周年という記念すべき節目のイベントに当たることから、

まず、1.どのようなテーマを選び、2.講師をどなたにお願いし、そして 3.講演会参加者をどの

範囲に広げて呼びかけるかという点でした。 

 第 1 の講演会テーマについては、我が国の社会・経済構造が大きな転換期を迎えていることに

鑑みてマクロなテーマとして「これからの日本＝日本の再生と企業変革＝」と題することにしま

した。第 2 の講師については、小渕内閣の「経済戦略会議」の議長代理として参画され、日本経

済再生のための構造改革政策を提言されている中谷巌先生に是非にとお願いしたところ、幸いに

して先生よりご快諾を頂きました。それから第 3の講演会参加者については、本会の公益活動の

一環としてカウンセラー会の会員だけでなく、広く社会一般に門戸を開放することとし、国土庁

をはじめ関係諸官庁の方々、鑑定協会会員等にご案内するとともに、日本経済新聞のマンデーニ

ッケイに開催案内を掲載して一般の方々の参加を募りました。 

 講演会当日の 10 月 7 日（木）は好天にも恵まれ、会場の東証ホールに約 550 名の聴講者が参

集され、講師の中谷巌先生には最新の話題を織り込んで熱弁をふるって頂き、おかげさまで記念

講演会は盛会裡に終了致しました。なお、講演会参加者の内訳は不動産カウンセラー・不動産鑑

定士が約 200 名、官庁ほか一般の方々が約 350 名でした。 

 中谷巌先生の講演は、高い視点から将来を見据えた鋭い切り口でグローバルに展開され、我々

が今後不動産のカウンセリング業務を実践するうえでも大きな示唆を与えてくれるものでした。

私見ではありますが、中谷先生のお話の中で、特に日本社会・日本経済の二極化、グローバルな

大競争時代に対応した経営戦略、これからの日本を支える企業の 3条件等々は実に興味深いもの

でした。 



 我が日本不動産カウンセラー会の設立 10 周年記念講演会の開催にあたって、ご理解とご支援

を頂いた多くの方々に感謝の意を表して、この機関誌に中谷巌先生の講演録を掲載させていただ

きました。 
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