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第15回通常総会 記念講演会開催報告

記 念 講 演 会 挨 拶 日本不動産カウンセラー会副会長 河野

日本再生への戦略的視点 株式会社三井物産戦略研究所所長 寺島　実郎 氏

特 集 2

本日はご多忙のところ、私共の記念講演会に大勢

の方々にお越し頂きまして、誠に有り難うございます。

本日の講演会には、官公庁、友好団体並びに一般

の方々、そしてカウンセラー会の会員にご出席頂い

ております。折角の機会ですので、開会に当たりま

して、ひとことご挨拶申し上げたいと存じます。

私ども不動産カウンセラーは、お手元のパンフレ

ットにありますように、クライアントが抱えている

様々な課題について、クライアントが最善の選択肢

を決定するための方策を提案することを主な業務と

しておりまして、選択すべき方向とそれに至るプロ

セスを個別具体的に提示しております。

例えば、土地の有効活用についてのアドバイス、

不動産事業に関するマーケテイング戦略の提案、不

動産の投資分析、あるいは身近な問題として不動産

の売買・賃貸借に関する各種のカウンセリング業務

等を承っております。

また、私共の日本不動産カウンセラー会は、カウ

ンセリング業務の実務経験を有する全国の不動産鑑

定士約600名で構成されておりまして、今年で創立

15周年を迎えます。 この節目の年を迎える機会に、

これまで蓄積してきたノウハウと実績をベースに、

通常総会開催に併せて、研修委員会主催の記念講演会が開催されました。

株式会社三井物産戦略研究所所長寺島実郎氏を講師にお迎えして、会員、ご招待者、一般の

方々160名のご参加をいただきました。

当日は、江見研修委員長の司会で、河野副会長の挨拶、寺島実郎氏の講演と午後1時30分から午後3

時まで大変有意義な時間を持つことが出来ました。寺島実郎氏の講演は大変興味ある内容でしたので、

ご本人のご了解を得て本紙に掲載することといたしました。

記念講演会挨拶

河野　
日本不動産カウンセラー会副会長



鉄鋼業さえもない
100年前の日本

本日は、今我々がどのような時代の岐路に立って

いるかという「時代認識」と日本の「進路」につい

て話をさせていただきます。

冒頭は日本が将来、必ず遭遇するであろう問題に

ついて考えていきたいと思います。

よくエコノミストなどがする経済予測は、当たる

も八卦、当たらぬも八卦だと言われますが、世の中

には必ず当たってしまうような予測がいくつかあり

ます。

企業の中において、経営戦略やビジネスモデルな

どを考える立場にある人にとって、あらゆる予測の

中で、必ず当たってしまうような問題に対しては、

着実に戦略意志を持って立ち向かっていく気持ちが

重要な点となってきます。

昨年末に『歴史を深く吸い込み、未来を想う』

（新潮社）という本を出版しました。西暦1900年、

今から103年前が舞台です。
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益々複雑化・高度化している不動産の諸問題の解決

に積極的に取り組んで、広く社会のニーズに応えて

参る所存であります。どうぞ、私共の活動に、なお

一層のご理解・ご支援を賜りますようお願い申し上

げます。

さて、本日はご案内の通り、株式会社三井物産戦

略研究所所長の寺島実郎様を講師にお迎えして

「日本再生への戦略的視点」と題してご講演をお願

いしております。

寺島様は、テレビや新聞等マスコミに頻繁に登場

されておりますので、ご経歴については皆さん方ご

承知のことと存じますが、お手元のプロフィールを

ご覧頂きながら、簡単に紹介させて頂きます。

寺島様は、北海道のご出身で、早稲田大学大学院

政治学研究科修士課程を修了されて三井物産株式会

社に入社され、ブルッキング研究所、米国三井物産

ニューヨーク本店、ワシントン事務所に勤務される

等、海外での勤務経験が豊富であります。

その後、1999年に現在の戦略研究所所長に、2003

年に執行役員に就任されております。そのほかにも

財団法人日本総合研究所理事長、早稲田大学大学院

アジア太平洋研究科教授に就任される等、多数の経

歴をお持ちであります。

ところで、我が国の経済は、先行き不透明で非常

に難しい局面を迎えております。そして、まさに長

いトンネルの中にあって出口の見えない状態が続い

ていると言えましょう。

本日の講演会が、皆様方がそれぞれのお立場で日

本再生のシナリオを描くための一助になることを祈

念致しまして、簡単ではございますが、開会に当た

りましてのご挨拶と致します。

どうも有り難うございました。

記念講演会講演録

日本再生への戦略的視点

寺島　実郎 氏
株式会社三井物産戦略研究所所長
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司馬遼太郎氏の小説「坂の上の雲」の主人公で、

日露戦争の天才参謀と言われた秋山真之という人物

がいます。ロンドンの駐在武官であった彼が、パリ

万国博覧会の機会にパリを訪れ、エッフェル塔の上

で同僚の軍人と日本の今後を展望するところから物

語はスタートします。この頃の日本は鉄鋼業さえあ

りませんでした。1901年に官営八幡製鉄の高炉に初

めて火が入ったような時です。先週も板ガラスの歴

史を調べることがありましたが、1900年には板ガラ

スさえもつくれなかった事実を知り、驚きました。

ちなみに板ガラスの生産ができるようになったのは

1907年、旭硝子の会社が誕生してからです。

1900年、日本の輸出の主力品目は1位・生糸、2位・

綿糸、3位・石炭となっています。要するに近代工

業の製品である絹織物とか綿織物ですら、まだ輸出

のトップ品目に来ていなかったということです。

当時、日本の人口は4,400万人でした。現在は1億

2,700万人に迫り、百年前の約3倍になりました。

我々の先輩たちは偉大だったと思います。という

のは、もし自分が今から103年前にタイムスリップ

したとして、全知全能を傾けたとしても、今日の日

本を築きあげる計画や戦略のような事を思い付くか

どうかは疑問です。我々の先輩方は、25年間の戦争

という人口が急減するというときを経ても、なおか

つ人口を3倍にして、アジアの産業大国に押し上げ

てきたわけです。

100年後の日本
人口が5千万人に

ところが、日本の人口がピークアウトするのは

2006年と言われており、あと3年後です。しかも

2006年から、平均60万人ずつ人口が減るサイクルに

入ってきます。2050年には1億人を割るだろうと予

測されています。さらに、新たな人口学のシミュレ

ーションの結果によると、100年後には間違いなく

5,000万人台に落ちていくと言われています。

戦後、日本の50年間を生きてきた人間は、国の人

口が将来、4千数百万人増加することを前提に作り

上げたビジネスモデルの中で飯を食べてきたような

ものです。

ところが、これからの50年間は人口が2,700万人

減るだろうということを前提に、ビジネスモデルを

組み立てなければいけない。つまり、われわれ日本

人にとって、完璧な未体験ゾーンです。

人口の話になると、どうしても触れざるを得ない

のが高齢化の問題です。日本が人口4,400万人だった

100年前に、人口に占める65歳以上の人の比率はわ

ずか5％でした。私の生まれた1947年の段階でも、

日本の人口に占める65歳以上の人の比率は同じく

5％です。ですから20世紀の前半は高齢者の比率は

変わっていませんでした。

そして現代、2000年の人口に占める65歳以上の比

率は18％です。あと10年もたてば、団塊の世代が65

歳以上に差し掛かってきます。こうなると、この国

の人口の構造はドラマチックに変わります。そして、

2025年、人口に占める65歳以上の人の比率は29％、

3割になるだろうと予測されています。

人口が1億人を割ると言われる2050年には65歳以

上の人の比率は、36％に到達しています。つまり人

口のうち4割が60歳以上です。日本は今「4割が60歳

以上の国」になる方向に向かって、ひた走りに走っ

ているのです。

数字を並べてもイメージがわかないという人もい

ますので、一つだけマーケティングの話題で説明し

ましょう。

例えば、少子化になるので、将来玩具が売れなく

なると思う人がいますが、これは大間違いです。玩具

は子どもの数に比例して売れるのではなく、子ども

にまつわりつく大人の数に比例して売れるものです。

今、赤ん坊が1人生まれると、両親や祖父母など

直系親族だけで4、5人まつわりつくと言われていま

す。ですから、毎日が誕生日のように、理由をつけ

てはおもちゃを買い与える構図ができあがります。

人口の36％を65歳以上の人が占めている時代で

は、1人の子が18歳になるまでに、その子を取り巻

く大人は、直系親族だけで8人から9人になります。

「教育論」で言えば、全国に高校生は480万人います。

これが2050年には240万人と、半分になってしまい

ます。大学や教育産業はこれからが大変です。日本



は、教育の制度設計を変えざるを得ないところに追

い込まれると思います。今でさえ一人っ子で大人社

会だけに取り囲まれて育った人間の虚弱性や甘え、

依存症などが言われるわけです。人口の36％を65歳

以上の人が占めて、18歳になるまで8人から9人の直

系親族が取り巻いて育ったような人間がどういう人

間になっているかは想像しただけで背筋が寒くなる

話です。

「教育の制度設計」の話に立ち入る気はありませ

んが、たとえば旧制高校みたいに高校生活の3年間

くらいは親族から切り離して集団教育で鍛えないか

ぎり、日本人という民族は急速に劣化するでしょう。

今、私はある大学院大学の教授として講座を持っ

ていますが、中国からの留学生、韓国からの留学生

と日本の企業派遣などで来ている人間を比べると、

ため息が出ます。逞しさという意味においてぜんぜ

ん違います。こうした意味から考えてみたときに、

どこかで教育の制度設計を変えなければいけなくな

るインパクトが起こるでしょう。

産業論的にも、高齢化社会が来るからシルバー産

業が有望だという表面的な話だけではなく、相当に

インパクトが出てくるだろうという気がします。

あと4、5年経つと日本人は二つの選択肢の前に立

つことになるでしょう。一言で言うと、「移民」か

「ロボット」かということです。高齢化社会では、

3K労働のような分野をいったい誰が担っていくの

か。欧州がまさにそうしているように途上国から安

い労働力を「移民」というかたちで引き寄せていく

方式を取るのか、それとも、日本が得意とするよう

なメカトロニクスや自動制御の技術をもって3Kの

分野に立ち向かう選択肢を取るのか。多分これは二

者択一ではなく、もちろんどちらもやらなければい

けないと思います。

いずれにしても、今、我々は人口構造の成熟化と

いうテーマに直面しているのです。

なぜ人口の話から始めているかと言えば、私の頭

の右側に中国というキーワードが横たわっているか

らです。中国の人口は12億7,000万で、ちょうど日

本の10倍です。つまり1対10の関係です。中国も今、

一人っ子政策で、できるだけ人口を抑えようという

政策をしています。

中国の人口抑制政策がうまくいったとして、50年

後に日本の人口が1億人を割るときに中国の人口は

17億だと予測されています。トレンド延長型に近づ

いてしまうと、20億を超えていくだろうと言われて

います。つまり、いま1対10の中国が1対17から1対

20の中国になってそそり立っている時代を、我々の

子どもたちは生きていかなければいけないのです。

現在でさえ中国の人口の圧倒的パワーを思い知ら

されているわけです。全国どこに行っても、空洞化

という言葉が聞かれないくらい日本の製造業は中国

へと移転を進めています。あまりにも中国に偏り過

ぎて、SARSの騒ぎで一国に偏るのも考えものだと

いう反省期に入るくらいです。

欧州の企業もアメリカのメーカー企業も中国に工

場を立地し、これほどまでに世界中の生産力が中国

に集中していくと、やがて中国の労働コストも高く

なるだろうと予測していました。いま中国の労働コ

ストは日本の20分の1から30分の1だと言われていま

すが、なかなか高くはなりません。なぜかというと、

農村部に9億人がスタンバイしていて、いつでも工

業地帯にリクルートできる人口がいるからです。こ

の先考えなければいけないのは、日本は2,700万人の

人口が減る50年を視界に入れなければいけない。中

国は、少なくとも4億人の人口が増える50年を視界

に入れなければいけない。

これを考えるだけでも、なかなか気が重くなるゲ

ームだとお気づきかと思います。このままいくと、

緩慢なる衰亡になるという意識を、人口ということ

をキーワードに問題提起をしたかったのです。
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サラリーマンの10年
資産家の10年

次に肝心な話に入っていきたいと思います。

まず第1点に、「失われた10年」と言われ非常に閉

塞感の漂っている日本経済ですが、一番の被害者は

どういう人だったでしょうか。

私は1987年から1997年までの、ちょうど日本がバ

ブル期と言われた時代にアメリカで仕事をしていま

した。

その頃の日本で、一番肩で風を切って生きていた

人たちは土地と株を持っていた“資産家”です。し

かしながら、資産家にとって「失われた10年」は立

ちくらみが起こるような10年だったことをまず確認

したいのです。

この10年間で商業地の地価は6割、住宅地は3割落

ちました。土地を持っていた人は大変でした。株を

持っていた人はもっと悲惨でした。日本の株価がピ

ークだったのは1989年の12月30日。38,915円までい

きました。今、9,000円台が戻ったといって喜んでい

ますが、30,000というのは取れてしまいました。約8

割は落ちたのです。私がいま話しているのは、この

10年間の極端な資産デフレの進行ということです。

私は世田谷に親父の家がありますが、アメリカに

発って10年後に戻ってきたとき浦島太郎みたいな気

持ちになった出来事があります。それは、家の周り

に2軒、地名の由来にまでなっている大地主がいた

のですが、10年経って帰って来てみると、2軒とも

禁治産者になって一家離散していたのです。10数年

前に、世田谷で1万坪や8,000坪の土地を持っている

というと、必ず銀行家が「こんな資産を眠らせてお

く手はない、いくらでも金は貸します」と甘い声で

すり寄ってきました。

大地主のうちの1軒は、奥さんが金を借りて美容

学校のチェーンを展開して大失敗、自殺者まで出し

て一家離散です。もう1軒は金を借りて株を買い、8

割落ちているのですから返しようもなく、一家離散

です。資産家という人にとっては、とんでもない10

年だったということが、まず確認できます。

二点目ですが、これが本日申し上げたい一番の重

要なポイントです。

さしたる土地も株も不動産も持っていないよう

な、ごく普通のサラリーマンにしてみると、この10

年はどんな10年だったのでしょうか。

ついこの間も欧州で日本を専門に分析しているエ

コノミストから大真面目な顔でこういう質問を受け

ました。「日本人は、よほど忍耐強いのか、よほど

バカなのか、どちらなのか」と言うのです。これは、

どういう意味かというと、もし、日本のように、株

が8割落ち失業者が二百数十万人増えるような状態

であったら、ほかの国なら暴動やデモが吹き荒れて

いるだろう。政権の二つや三つは吹っ飛んでいる。

日本人は、痛みに耐えてなどという話をまともに受

け止めてじっと手を見るではないけれども、東京に

行くとサラリーマンはへらへら笑っているではない

か。なぜ日本人は怒らないのかということです。

それはなぜか。いわゆる「虚偽意識」というもの

です。虚偽意識とは、怒りが込み上げてこない構造

です。サラリーマンの平均年収は97年をピークに、

612万6,000円だったのが、今は各企業ともに総人件

費管理だとか年功序列終身雇用の見直しだとかで厳

しく締め始め、575万まで落ちてきています。とこ

ろが10年前、90年に比べるとプラス6.7％となって

います。

また、対比してもらいたいのは、消費者物価です。

物価も98年をピークに下がり始めています。しかし

10年前に比べると5.8％アップです。サラリー、給与、

年間の収入は6.7％アップで物価は5.8％アップとい

うことは、サラリーマンにしてみると、お金の使い

勝手がよくなっているのです。

つまりサラリーが6.7％上がって物価も5.8％上が

っているから、苦しいと言っているけれども、まだ

「ゆでガエル」状態にあるわけです。「ゆでガエル」

というのは、五右衛門風呂に蛙が落ちて下から火を

焚かれてだんだん熱くなっているけれども、お湯も

悪くないかみたいな気分で漂っている。臨界点に達

したら死んでしまうが、「ま、いいか」という気分

でいられる状況を言うわけです。

本当は、現金給与総額6.7％アップといいますが、

サラリーマンの年金負担、失業保険の負担、病気に
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なったときの初診料の値上がりとか介護保険とかを

ネットで考えると、サラリーマンのお金は苦しくな

っています。しかし一種の虚偽意識なのです。「大

変だ、苦しい」と言いながらも、資産家の人が立ち

くらみが起こるほど失ったものに比べたら、そうで

もない。サラリーマンの被害者意識が盛り上がって

こない理由はここにあるのです。つまりデフレ経済

へのソフトランディングというものです。

衣食住を振り返ってもわかります。例えば、東京

圏のマンションの家賃は、過去10年間に2.3～6.2％

まで下がっている。つまりレントも安くなった。

食べ物も二極分化が起こっています。未だに万円

単位のレストランに食べに行っている人も、いなく

はない。しかし59円ハンバーガーなどに象徴される

ように、この10年間に選択肢が広がっています。

10年前は「1,000円亭主」という言葉がさげすみ

の言葉としてありましたが、いまは「ワンコイン亭

主」といって500円玉一つで1日しのいでいる時代で

す。要するにお金の使い勝手がよくなったのです。

着るものも同じです。イトーヨーカ堂の名誉会長

の伊藤雅俊さんと、月1回の研究会をやっています

が、イトーヨーカ堂で売られている衣料品の単価は、

この2年間で3割下がりました。ユニクロ現象という

言葉がありますが、ブランド志向の高いものを買っ

ている人は依然としているのです。しかし着るもの

を安く済ませようとしたら、それほど高くないユニ

クロあたりで買うという選択肢も増えてきました。

最近ではユニクロでも買わないという現象が出てき

ました。タンスを開ければ、着るものくらい山ほど

入っている。しばらくは何も買わずに着まわしてい

ようということです。

官庁でも企業でも、組織に帰属して月末にサラリ

ーが振り込まれてくるような立場の人、フローの所

得が一定の度合いで確保されている人にしてみれ

ば、爆発的に怒りが込み上げて、小泉内閣が間違っ

ていると絶叫したいような気分にならないのです。

それが、いわゆる「ゆでガエル」現象というものの

根源に横たわっている構図です。

この間、私の親友の宮城県知事である浅野史郎氏

に、シンポジウムの出演者を依頼されました。出演

してみると、佐高信氏と田中秀征氏と僕という不思

議な取り合わせでした。前の二人の話しが、聴衆に

受けていました。

彼らが何を言っているかというと、清貧の思想で

す。つまり、つつましやかに貧しく生きようではな

いかということです。日本は人口も産業も経済も右

肩下がりであり、右肩上がりを望む時代ではない。

だから悔い改めて、右肩下がりの時代を生きる知恵

を出そうということです。庭にスペースが空いてい

る人は、茄子でもトマトでもキュウリでもつくろう。

奥さんも暇そうな顔をしているような人がいてはい

けない。介護でも何でも資格を取って闘えと言って

いるわけです。皆さんは感動の目線でメモを取りな

がら聞いているのです。

何故この話をしているかというと、自分の意見と

の違いをはっきりさせるためにです。個人の生き方

の問題として、清貧の思想などを持って生きている

人は立派な人、尊敬すべき人が多いのです。しかし、

これは“個人の生き方の問題として”は、というこ

とです。経営や産業、経済の構想、戦略、企画に携

わっているような人間が、こぞってじっと手を見る

ような雰囲気になってしまって、清貧の思想で生き

ようみたいなことを言い始めたら、日本全体がその

通りになってしまうものです。

日本の潜在成長力は、1.5％くらいのGDP成長が

できる力を持っていると分析しています。要は1.5％

くらいの成長をしっかり実現できる構想力を展開し

ないと、近隣のアジアの国にとっても迷惑であり、

責任先頭性ということがありますが、半歩前に出て

走るくらいの覚悟がなければいけません。

話は飛びましたが、いずれにせよ、なぜ虚偽意識

が起こっているのかという点を二点目のポイントと

して確認したかったのです。

急増する禁治産者
深刻な社会の荒廃

日本という国はこの10年間で富の分配構造が反転

しました。これはどういう意味か。例えば、現金給

与総額575万8,000円がサラリーマンの平均年収だと
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します。仮にざっくりと年収500万円とします。十

数年前にサラリーマンの願望みたいな話として、こ

ういう言い方がありました。「もし現金で1億円があ

ったなら、左団扇なんだけどな」。

何故ならば当時、貸付信託とかで安定的に金利を

運用したとしても、5％から7％くらいの利息がつい

ていました。一億円あれば利息が年間500万円くら

いは入って来ました。ところがいま500万円のフロ

ーの収入を金融資産から得ようとしたら、60億円が

必要です。

このことは何を意味しているか。つまり500万円

フローの収入を安定的に確保しているサラリーマン

と、60億円の金融資産を持っている資産家が、単純

に切り分けて言うと等価になったということです。

富の分配構造が変わったのだということを考えない

と、この10年間で何が変わったのかということが見

えてこないのです。

ここで言えるのは資産家の没落であり、フローの

収入が安定的に確保されている人が、社会構造的に

相対的に浮上したということです。この国の社会構

造が大きく変わってきています。そんな甘い話なの

でしょうか、というのが三点目のポイントです。

法人企業売上高を見てみると、企業は売上げマイ

ナス6.3％、経常利益マイナス25.9％、設備投資マイ

ナス36.5％となっています。まずこの数字を考えて

おかなければいけないのは、企業は経常利益をマイ

ナス25％も落とすような10年間だったにもかかわら

ず、従業員に対する給与だけは6.7％増やしたという

ことです。

どうしてかというと、いままでの雇用体系を引き

ずっているから、長いこと働いてくれている人をそ

う簡単にクビにはできませんというかたちでひっぱ

っているのです。わかりやすく言うと、労働分配率

を高めるかたちでしのいだということです。しのぎ

きれなくなったから、ここ数年松下がPHP経営をか

なぐり捨てているように、ものすごい勢いで総人件

費管理とか人事制度の見直しということをやり始め

たのです。

三点目の話になります。今まで話していた二点目

の「ゆでガエル」の話題は、企業や組織に帰属して

フローの収入が安定的に守られている人は、という

ことを前提にしています。そのメカニズムからドロ

ップアウトした人は、それどころではないという話

です。

たとえば失業者数は、10数年前は134万人だった

のが、いまは実数で380万人を超え始めています。

東京圏で中高年になって転職した人の平均収入は前

職の3割減だと言われています。ですから、そんな

甘い話ではないのです。

そして、驚くような数字かと思いますが、個人破

産件数をみてみると、十数年前は年間11,000件だっ

たのが、去年は224,000件になってしまいました。

この数字の背景に横たわっているのは、サラ金つま

り消費者金融地獄です。

昨年の春、最後の牙城と言われていた東京テレビ

が、ゴールデンアワーにサラ金のCMを打つことを

許容してしまうのです。前は早朝時間帯と深夜の時

間帯しかサラ金のCMは打たないということでした

が、ついに許容してしまったのです。しかし、やは

り、まずいということでまたゴールデンアワーには

打たない方針を決めたようです。

テレビ局にしても、CMが急速に減ってきて、背

に腹は代えられない状態です。サラ金のCMは干天

の慈雨なのです。加えて広告代理店にとっても、

CMが減っているところにもってきて大変なおいし

い仕事で、もっとも優秀なスタッフをサラ金のCM

づくりに注入するという構図が、当然のことながら

できあがってくるわけです。

たとえばお父さんと娘が犬を見ていて「犬を買っ

て」と言うと「ボーナスまで待て」と言う。すると

チワワが、つぶらな瞳でにらんでいる。じっと見て
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いるうちに、金を借りてでも犬を買ってしまおうと

いうことで犬を買ってしまう。ご好評に応えてとい

うことで、第二弾、第三弾が出ています。あのCM

からチワワブームにまでなってしまいました。

金を借りてでもハワイに遊びに行こうとか、もの

を買おうという宣伝が、ものすごい勢いで流れ、日

本という国の文化がじわじわと変わり始めたので

す。日本の文化というのは先憂後楽という言葉のよ

うに、先に憂いて後で楽しもうというものです。

「後楽園」という地名にまでなっています。ところ

がいま完全にこの国は、先楽園の国になってしまった。

しかし世の中は、ゼロ金利などと言われている上

に60億を持っていなければ500万の利息にもならな

いという時代です。お金が不自由だから借りに行っ

ている人が年利27.5％の利息を払っても悠々と返せ

るなどということはあり得ないから、224,000件も

個人破産の国になってしまったのです。

1990年の自殺者は21,000件でした。2001年は

31,000件で年間の自殺者の数は10,000件増えました。

去年は34,000件を超えるだろうと予測されています。

つまりこの国は、1日100人近くの人が自殺する国に

なってしまったのです。

刑法犯の認知件数に至っては、年間発生の刑事犯

は100万件増えたのです。尋常ではありません。外

国人による組織犯罪の増大とか不法滞在とか、特に

関西、大阪などの数字は目も覆うあり様です。いず

れにしても、100万件も刑事犯の発生が増えるよう

な国になってしまったということです。

3番目のポイントは、「ゆでガエル」などと言って

いるうちに実際には社会の底辺で進行していること

は途方もない荒廃が進行している国になってしまっ

たということを認識しなければいけないということ

です。

変わりはじめた
ドルの一極支配

アメリカと日本の国際収支の推移を見てみましょ

う。アメリカという国は過去10年間、2兆3,566億ド

ルの経常収支の赤字を累積した借金大国です。

この経常収支の赤字を補って余りあるお金が、世

界中からアメリカにと流れ込んで、そのお金をテコ

にウォールストリートの株価は10年間で4倍に上が

りました。さらに株価の上昇をテコにして消費も出

るし投資も出るし住宅建設も進むという枠組みの中

で、いわゆる好循環というメカニズムで走ったのが

アメリカの10年でした。株が8割落ちた日本と4倍に

株価を上げたアメリカは、非常に対照的だというこ

とがわかります。

ウォールストリートのエコノミストと議論した時

に、絶えず私が提起してきた話ですが、「あなたの

国の経常収支の赤字もひどい」と言うと、「日本の

不良債権問題は」という玉を投げてくる。「それも

大変な問題の一つであるけれども、アメリカの経常

収支の赤字も尋常ではない。たとえば2兆4,000億ド

ルの赤字を10年間で増やしたということは、2兆

4,000億ドルの借金ということをイメージしたら、ア

メリカの金利水準が平均5％水準だとして年間1,000

億円以上の利息負担というものを抱えて走っている

経済なのだ」ということを指摘しました。

そうすると、「いや、よけいな心配はしないでく

れ。僕に魅力があるから、つまりアメリカ経済に魅

力があるから世界中から僕にお金が流れ込んでいる

のだ。頼んでいるわけでも何でもない。赤字垂れ流

しで下血はばんばん続いているけれども、それを補

って余りあるような輸血で自分の体にフレッシュな

血が入っているから、僕は元気だ。よけいな心配を

しないでくれ」という雰囲気です。

ところが去年、世界中からアメリカに流れ込んだ

資金流入は、前の年に比べて17％減りました。これ

がドル安株安の大きな背景になっているわけです。

アメリカに一方的に向かっていたお金の3分の2は欧

州からのお金、3分の1は日本を中心としたアジアか

らだと言われています。

今までアメリカにお金が回っていた理由の一つ

が、アメリカのほうが金利が高いという点でした。

ちょっとした日本の小金持ちも、ついこの間まで

は外貨預金とかMMFだとか少々の為替リスクを取

ってでもアメリカに金を回したほうが実質金利は

5％高いと言われていました。
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ところが過去2年間にアメリカの連銀は景気浮揚

策で金利を12回、5.25％下げました。今でもアメリ

カのほうが相対的に金利が高い状態にはあります。

しかし為替リスクのことを考えたら、どうかと思う

ところまで金利差が相対化されてしまいました。こ

れがアメリカだけに一方的に金が回らなくなり始め

たことの理由の一つです。

二つ目の理由は、今までアメリカの一極支配だと

か、ドルの一極支配という言い方が盛んに言われて

いましたが、欧州の共通通貨のユーロが昨年1月か

ら現物通貨になって出回り始めた点です。思った以

上に、いまユーロが強くなっています。

構造的に言うとユーロが第二の基軸通貨に育って

いるわけではないですが、投資家の立場からすれば

ドルだけでポジションを取る時代ではないことで

す。今まで2割は欧州通貨で持っていた人が3割に増

やそうとか、相対的にバランスを取るという感覚の

中で、ドルだけに信認が向かう構図ではなくなって

いることが背景にあります。

また、追いうちをかけるように最近起きているこ

とがあります。アメリカが湾岸戦争に勝ったときに

は、当時の欧州の主力通貨のマルクに対して、ドル

はうんと強くなりました。やはりアメリカの力を思

い知らされて、アメリカへの評価がドルに対する評

価にもつながったのです。

しかし、今回のイラク戦争後、ドルは急落してい

るのです。あれだけアメリカが圧倒的な力を見せつ

けて力の論理が吹き荒れているにもかかわらず、ユ

ーロがものすごく強くなっています。

これはなぜか。アメリカは石油のための戦争では

ないと言ったにもかかわらず、実際にはアメリカの

企業がイラクの石油の権益を次々に確保し、アメリ

カへの批判が強くなっているからです。イラク以外

のアラブ産油国が石油の決済通貨をできるだけユー

ロに切り替えて、ドルに対する需要が押し込められ

ている部分があるのです。

最近ではアジアの国であるインドネシアまでが、

プルタミナの石油の決済通貨をユーロにシフトしよ

うという動きを見せてきています。アメリカにして

みると悪夢のシナリオみたいなものです。

この間のエビアンサミットでも、われわれが予測

もつかなかったことが起きました。アメリカのブッ

シュ大統領が、ドル高の容認発言をしたのですが、

これは吹き出してしまうような話です。いまドル安

だから困っているのに、ドル高の容認とは、いった

いどういうことなのかという話です。それは為替と

いう問題に言及せざるを得ないようなところまで構

図が変わってきていることを表しています。

また、サミットを中座してまで中東和平の問題で

中東に飛んだということで、アメリカの傲慢さみた

いなことが批判されています。しかし、真剣に中東

和平に取り組んでいるという姿をアピールしない

と、アラブ諸国からますます「あれはイスラエルの

ための戦争だったのか」とか「石油のための戦争だ

ったのか」と批判されるという警戒心があり、やむ

なく中座せざるを得なかった要素もあるのです。い

ずれにしてもアメリカの思うに任せぬ状況になって

きていて、アメリカにだけ世界の資金が回るという

構図が、じわじわと変わり始めたということなので

す。

そこで話を原点に戻してよく見ていただきたいの

は、アメリカという国は10年間2兆4,000億ドルの赤

字を垂れ流して、いちばん下の対外純資産、つまり

海外に持っているアメリカの資産を1兆8,000億ドル

以上減らしたということです。

ここからが日本の失われた10年とリンクします。

日本は過去10年間にものづくりの人たちが一生懸命

頑張って輸出をして3,947億ドル、つまり通関ベース

ではなく国際収支統計上の数字でも4,000億ドルの輸

出をして3,000億ドルの輸入をしました。食料やエネ

ルギーを買って、お釣りが1,000億ドル近く来て、昨
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年についていえば、それが経常収支の黒字になり、

過去10年間の累積で言えば1兆896億ドルも黒字を累

積したのです。アメリカと反対です。途上国の経済

企画担当の人と議論をすると、よだれが出るような

国だと言うのです。

しかも、日本は経常収支の黒字の8割を海外に持

ち出している国なのです。したがって、対外純資産

がこの10年間で約1兆ドル増えています。アリとキ

リギリス論というのがありますが、日本はアリンコ

のようにこつこつとものをつくって売ってお金を稼

いで、稼いだお金の8割を海外に、現実にはほとん

どアメリカにそのお金を持ち出しています。

キリギリス国家アメリカはそのお金によって株を

高くして、高くした株価で消費も住宅投資も設備投

資も出るという循環で回っているのです。つまり日

米経済は裏表になっているという構図がよくおわか

りになると思いますが、そういうメカニズムで10年

動いてきたのです。

近代史において海外資産大国になった国は三つあ

ります。イギリス、アメリカ、日本という順番です。

つい先月、財務省が発表した統計ですが、まじめに

ものを考える人は首をかしげたと思います。日本の

対外純資産は資料ではN/Aになっていますが、円建

てベースでいうと175兆円だったという数字が発表

になりました。12年連続、世界一の海外資産大国だ

というわけです。

素朴な疑問が沸き上がってきます。先ほどの失わ

れた10年の話はどうなっているのか。じっと手を見

るだの「ゆでガエル」だとさんざん聞かされたあと

で、日本は世界一の資産大国を12年続けているとい

う話とどう結びつくのかという話になってくるわけ

です。12年連続対外資産大国、第1位です。しかも

第2位のスイス35兆円、第3位がドイツの20兆円とい

うのから見ると、175兆円というのはぶっちぎりの

金持ち国家です。アメリカは、いま申し上げたよう

にマイナスポジションです。

要するに、2兆4,000億ドルも赤字を累積して2兆

ドル近く海外に持っている資産を減らしている国が

隆々としていて、1兆ドルの黒字を積み上げて海外

純資産を1兆ドル近く増やした国が、のたうち回っ

ているというのはどういうことなのかという話です。

海外資産大国で、近代史で超資産大国になった三

つの国がありましたと申し上げましたが、前二つの

国と日本との違いは何かをよく考えるとわかってき

ますが、前二つの国は自分の国の通貨で海外資産を

持ちました。イギリスはポンド、アメリカはドルで

す。日本は、日本円で持っているわけではありませ

ん。ドル建てで持っているわけです。唯一の基軸通

貨ドルというもので海外資産を持っているのです。

過去10年間の円ドルレートがあります。たとえば

10年前は1ドル144円80銭でした。乱高下があって

2002年に125円30銭になりました。10年前に144円換

算で海外に資産を持った人は、いま引き上げてくれ

ば125円で換算し直すので目減りしてしまって引き

上げられないという構図にゆさぶられるという要素

があります。自国通貨建てでないということの意味

が、そういうかたちで出てきます。

いずれにしても、何とも不思議な構図になってい

ます。私の言っている話を一言で総括すれば、日本

は頑張って経常収支の1兆ドル近い黒字を積み上げ

ながら、全部それが外に出ていっているということ

です。ここからが、次の話の展開点です。

日本は、極端な出超国家なのです。人、もの、金

すべてが外に出っ張っているのです。それを国際化

だと思い込んでいる節がある。

日本人出国者数と外国人入国者数を、見ても、昨

年は1,651万人が海外に出ているが、入ってくる人は

571万人ということで、1,100万人近い出超です。も

のも輸出に対して輸入は1,000億円少ないわけです。

金も、過去10年間に日本の企業が海外に持ち出した

金の10分の1もこの国には入ってきていない。人、
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もの、金が全部外に出ていっているわけですから、

空洞化するのも当然ですという話になります。

株価がここにきてすっと回復してきているのは、

外人買いだということが言われています。外国から

の金が入ってくると、株はすっと上がっていくとい

う構図になっています。アメリカという国と日本の

違いは、アメリカはすべて海外の人、もの、金を引

き付けるようなかたちで国内を活性化している。日

本はこれから考えなければいけないのは、人、もの、

金を引き付ける力です。そうでなくても冒頭申し上

げたように、人口構造の成熟化みたいなことが進行

しているわけです。

マネーゲームから
ものづくりの日本へ

そこで、最後の話としておきたいのが、これから

どうするという時に見えてくる構図です。日本の輸

出上位10品目をご覧になれば、日本の構図が見えて

きます。2002年、輸出のトップ10は1位自動車、2位

半導体等電子部品という順番になっています。日本

という国は、たった10個の上位品目を海外に売るこ

とによって、外貨の5割を稼いでいます。上位20品

目で7割です。

日本人の産業観には誤解があります。戦後、すべ

ての産業分野が頑張ってきたからこの国は相対的に

競争力がついてきたと思いがちですが、違います。

つまり極端に戦闘力のある分野と極端に戦闘力のな

い分野を併せ持つ、二極構造、二重構造になったの

です。

私がこの国の産業政策の戦略企画マンだったとし

ても、たぶんその道を取っただろうと思いますが、

一つの国がスピードを上げて成長していくためには

どうしたらいいかというと、ターゲットインダスト

リーという外貨を稼げるような戦闘力のある産業を

持たなければ国際収支の天井を突き破れないわけで

す。したがって、輸出の上位品目に出てきているよ

うな分野を戦闘力のある産業として育ててきました。

トヨタは、昨年1社だけで経常利益1兆4,000億で

す。そういう会社からばっちり税金を取って、その

税金で二重構造を埋め合わせる。移転収支型、移転

支出型で調整することでバランスを取ってきたので

す。たとえば、農業分野への補助金とかなどです。

実はたった20品目で外貨の7割を稼いでいるわけで

すが、この20品目が創出している雇用は、就業人口

のわずか7％という事実もあります。7％の就業人口

の分野で7割の外貨を稼いでいるわけですから、生

産性は高いし効率性はいい。

しかしこの国には、たぶん1ドル300円になっても

まったく国際競争とは関係ないだろうという分野が

ばっちり横たわっているのです。戦闘産業で世界に

冠たる産業、トヨタ、ソニーにイメージできるよう

な分野を切り開いて金を稼いで、それで後進産業分

野を補填して埋め合わせるということで今までは走

ってきました。その調整弁が効いていたわけです。

ところが、その調整弁がだんだん働かなくなって

きた。だから日本は苦しくなったのです。どうして

かというと、空洞化というものです。まさに上位10

品目に相当する分野の企業こそ、国際競争の厳しさ

を思い知っているから、海外に生産立地を加速し始

めた。

世界銀行とかIMFのエコノミストの中には、10年

経つと日本は輸出の主力品目を失うのではないかと

指摘する人さえ出てきました。現実に、SARSの騒

ぎでつまずいていますが、今年は輸出のトップ品目

である自動車、第4位の自動車部品というあたりが

本格的に中国に動き始めるエポックの年と言われて

います。そういうかたちで、どんどん中国にと生産

力が移転していく可能性があります。

この12年間、日本の輸出の上位品目の順番は少し

入りくりがあっても、ほとんど変わっていません。

これは新しいプロダクトサイクル、つまり新しい外

貨を稼げるような新産業分野をつくり出していない

のです。これからの日本の最大のキーワードは、エ

ンジニアリング力だと思っています。エンジニアリ

ング力というのは、新しい産業やプロジェクト、事

業を生み出していくものです。

先ほどなぜ国際収支の話をしたのか、要するにこ

の10年、日本がどんどん沈没していっている理由は、

アメリカを発信源とするマネーゲームの潮流の中に
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飲み込まれているのです。10年前私がニューヨーク

からワシントンに回りこんだ頃、日本とアメリカの

間の経済的なテーマといえば、すべて貿易摩擦でし

た。自動車摩擦とか半導体摩擦とか板ガラスとか、

USTRだ、ミッキー・カンターだという言葉が新聞

に登場してくる時代です。

94～95年頃から、「日本発の金融不安は」とか

「日本の不良債権問題は」と、話題が金融へと変わ

り始めたのです。10年前に第一勧銀と富士銀行と興

銀が合併するかもしれないなどということを、考え

た人もいないと思います。三井、住友が合併するか

もしれないなど予想した人もいないと思います。日

本の金融の世界に合従連衡が走りました。なぜかと

いうと、冷戦が終わり、アメリカの産業の基本性格

が90年代の10年を通じて変わったからです。10年前

まで、アメリカの産業の基軸は軍事産業でした。20

兆ドルの軍事予算を半世紀で積み上げて、宇宙航空

産業に代表されるような軍事産業を基軸産業として

育ててきた国でした。冷戦後クリントン政権は軍事

予算を3割カットしました。そこで軍事産業に合従

連衡の嵐が走ったのです。

ボーイングはマクドネルダグラスを吸収。ロッキ

ードとマーチンマリエッタが合併。グラマンはノー

スロップに吸収されるなど、ものすごい勢いで合従

連衡が走ったのです。日本の経営者はこの分野でア

メリカと競合していないから、関心の外だったとい

う部分があります。

いずれにせよ、アメリカの虎の子産業が軍事産業

から金融に変わりました。アメリカの大学の理工科

系の卒業者の8割が、冷戦の時代には軍事産業に雇

われたと言われています。ところが冷戦が終わって、

行き場を失った。それらの人たちが向かったのが金

融、しかも直接金融の世界なのです。

たとえば10年前、いくら研究熱心な人でも、

401K、あるいはデリバティブ、ヘッジファンドな

どという言葉の意味を理解している人など、まずい

なかったでしょう。年金でさえ株式市場で運用する

ようなまったく新しい金融ビジネスモデルです。IT

で武装した金融なのです。オンラインネットワーク

の技術革命が進行しなければ成り立たないような金

融ビジネスモデルが、肥大化したのです。

『「正義の経済学」ふたたび』（日本経済新聞社）

という本にも書きましたが、私の言いたいことを一

言で言うと、アメリカは何で飯を食っている国なの

かということです。10年前までは「軍事産業で飯を

食っている」と言えば、当たらずとも遠からずだっ

たのが、いつのまにか「ウォールストリートで飯を

食っている国」になったのです。アメリカ人の個人

金融資産の5割が株式市場に入っています。日本で

はまだ1割です。自分の持っている金の半分が株に

入っている状況をイメージしたら、株価のことばか

り気になってしょうがないでしょう。つまり金融の

話題ばかりにシフトするのです。

我々日本人の産業観も、この10年間でものすごく

変質しました。10年前ならば、これから経済をどう

する、産業をどうするという議論をしたら、必ず鉱

工業生産や住宅着工、設備投資や消費動向など実体

経済の話をしていたわけです。

ところが今、いったい何の話をしているか。株価

と不良債権の話だけして経済を議論しているつもり

でいるという状況になってしまったのです。ニュー

スショーの最後を思い浮かべるとわかります。ダウ

やナスダック、そして為替はどうなっているかとい

う三点セットのパネルが登場します。日本も金融の

ゲームの中に飲み込まれてきているのです。

ところが、私が言いたい最後の結論は、輸出入の

上位品目をご覧になってもすぐわかるように、日本

はマネーゲームの国ではないということです。この

国の産業の基本性格は、製造業を中核にして建設業

から農林水産業に係わる人たちまで、ものをつくる

ということに対する異常なきまじめさで構築してき
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たものです。僕は世界中を動き回っていますが、日

本民族とは何だということを自分で問い返すと、も

のをつくることに対する異様なこだわりを持ってい

ることが特色だろうと思います。

したがって、うつろなマネーゲームの国ではなか

ったのです。人口3倍の産業国家にのし上げてきた

100年などという話を冒頭にしましたが、われわれ

が気がつかなければいけないのは、そろそろ正気に

返らなければいけないということです。金融の話を

ほどほどにして産業のプラットホームをどうする

か、事業やプロジェクトといった話に戻らなければ

いけないのです。

大移動時代に
新産業の可能性

アメリカのワシントンの郊外にある町に、ラン

ド・コーポレーションというランドの本社がありま

す。ランドとは、インターネットの基盤技術をつく

った会社です。そのランドの連中に、「これから日

本はどうしていくのか。虎の子産業の自動車も何も

かも海外に生産移転してしまったら、1億2,000万人

の日本人はどうやって飯を食っていくのか」と言わ

れました。

私は、この2年くらい非常にこだわっているプロ

ジェクトがあります。それは中型ジェット旅客機の

生産です。空港基盤の整備と中型ジェット旅客機の

生産は、車の両輪みたいなものだということを盛ん

に主張しています。具体的な一つのプロジェクトと

して、これをトータルにイメージしていただきたい

のです。

「日本が新しい産業のプロダクトサイクルを見出

すために、戦後集積してきた産業技術、そして世界

に海外純資産を175兆円も持っている資金力、さら

にエンジニアリング力を結集して、中型以下のジェ

ット旅客機の生産に立ち向かうという構想を発表し

たら、あなたたちはどう思うか」と、ランドの連中

にプレゼンテーションをしました。

そうすると「あなたはもう少し利口な人だと思っ

ていたけれども、そういうばかな話は二度としない

ほうがいい」と言われたのです。「日本はアメリカ

のジェット旅客機を買っていればいいのだ。自分で

つくろうなんて余計なことを考えないほうがいい。

今さらボーイングに勝てるわけはない」という反応

が返ってきたのです。

しかし、本当にそうなのでしょうか。日本で、誰

かが外貨を稼いでこなければ、日本に金は回らない。

自動車産業が起きたときにも、同じような議論があ

りました。アメリカは勧告書まで出しました。「日

本なんかで自動車を生産する必要はない。アメリカ

の車を買っていればいい」と。ところが当時の経済

産業省は国民車構想を掲げ、トヨタもホンダも日産

も我々の先輩たちは立ち向かったわけです。それで

今日、1位自動車、4位自動車部品という産業部門を

起こすことができ、われわれが飯を食っていられる

のです。

ジェット旅客機と言っても、ジャンボ旅客機の話

をしているわけではありません。日本は空港基盤が

弱いから、国内便にさえジャンボを飛ばし、500人

を一度に運ばざるをえない。本当は東京－大阪くら

いの近いところなら、100人乗り前後のシャトル便

という形で15分とか30分置きにつなぐのが効率的な

のです。

アジア大移動時代というのが迫っています。今、

私は沖縄の空港基盤とか、首都圏の第三空港の整備

に係わっています。たとえば沖縄で2千数百メート

ルの滑走路が増えたら、台湾、上海、ソウル、香港

あたりに1日1便の100人乗りくらいの飛行機をピス

トンで動かすようなこともできます。大移動時代を

支えるニーズは横たわっています。

中型ジェット旅客機の潜在需要は、大変大きなも

のがあります。20年後には、ニューヨーク－成田間

を超音速航空機が5時間でつなぐと言われています。

ところが成田にニューヨークから5時間で飛んで帰

って来た人が、成田から新潟に行こうとか、富山に

戻ろうとか、静岡に行こうという時にどういう動線

になるのか。東京に出てきて、羽田に行って、羽田

から乗り換えてということをしている間に一泊した

ほうがいいということになり、せっかく5時間でニ

ューヨークから飛んできた時間価値というものがな
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くなってしまいます。

網の目のように細かく運行するというネットワーク

型の潜在需要が横たわっています。こうした需要を

支える中小型ジェット旅客機の生産に、もし日本が

立ち向かったらということを、仮説法的に言ってい

るのです。

この間、ANAの大橋社長と話していたら、空港

基盤が整ってくればANAだけでも300機くらいの中

型旅客機の潜在需要はありますと言っていました。

ジェット旅客機というのは完成体の機械であり、IT

やバイオの塊です。現実問題として、ネットワーク

の需要が動いてきたら、ここに産業技術の集結点を

つくっていけるのです。

何故このような話しをしているかと言えば、ジェ

ット旅客機さえつくれば問題解決するという単純な

話をしているわけではありません。一つひとつプロ

ジェクトをつくりあげていく意欲が重要だというこ

とです。日本人の良くないところは公共投資批判な

どをメディアがやると、自家中毒みたいになって、

まなじりを決して公共投資こそ罪悪だみたいな話に

反転していってしまうのです。

この間、本四架橋を渡ってみました。本四架橋を

とっても、日本の論調は、「どこのばかが四国に3本

も橋を渡したのだ」という話になってしまうわけで

す。たしかに明石海峡大橋も、交通量が少ないとか

料金が高過ぎて使われないとかいろいろな批判があ

ります。

しかし、大橋をつくるうえで、日本が蓄積した技

術がどれだけ生かされているかを考えてみてくださ

い。渦巻き海峡の上に、あれほどの架橋技術を支え

た人たちというのは、NHKで言えば「プロジェク

トX」の世界です。例えば香港の新空港とダウンタ

ウンをつなぐ橋などは、日本の技術でつくったもの

ですし、青函海峡のトンネルを掘る技術も英仏海峡

トンネルに生かされています。

要するに、公共投資の優先順位を吟味しなければ

いけないというところまでは正しいですが、それに

蓄積してきた技術基盤をすべてかなぐり捨てて、一

切の公共投資は罪悪だみたいな議論になるところに

この国のおかしさがあります。

投資した意義、技術基盤を生かすという発想や、

投資したものを生かし切るという発想がもう少し柔

らかく設計されたならば、新しいシナジーが生まれ

るだろうと思うことがいろいろとあります。

例えば、東京湾架橋というのを1兆4,000億円かけ

て渡しました。東京湾架橋は川崎側の出口が羽田空

港の数百メートルのところにあります。上から見る

とわかりますが、沖合に空港基盤整備のために滑走

路をつくったりしていくときに、どこに立地すると

かいろいろ綱引きになっています。橋をアクセスす

る道として再利用する発想を持ったならば、1兆

4,000億円の先行投資が生きる発想もあるのです。ま

た、成田－羽田を30分以内でつなぐ高速交通インフ

ラをつくって、羽田を拡張して沖合にも展開するな

ど、成田と羽田をリンクさせるような構想も考えら

れます。

アジアの国々が4,000メートルの滑走路を四、五本

持った大空港を準備し、アジア大移動時代を迎えよ

うとしていますが、日本もその方向に持っていくこ

ともできます。

最近、中国の精華大学との提携があり、北京に行

く機会も多くあります。10年くらい経つと中国は自

前のジェット旅客機の開発に立ち向かっているでし

ょう。また我々がカーナビで使っているGPSの衛星

がありますが、日本はアメリカの軍事衛星をただで

使わせてもらっていますが、中国は自前で衛星を打

ち上げようともしています。

10年後、中国のビジネスマンとラウンドテーブル

を囲んでいたら「日本というのは自動車までの産業

国家だったのですね。ジェット旅客機もつくれない

国なのですね。GPSの衛星を自分で打ち上げること
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もできない国なのですね」という目線にさらされな

がら議論しなければいけない国になってしまうかも

しれません。潜在力や人も金も技術もありながらに

です。総合戦略に欠けるという一点においてずり落

ちていかなくてはなりません。こうした日本の体質

をどこかで立ち直らせないといけない時になってい

ることに気がついていただきたいと思います。

（文責　事務局）
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