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平成平成平成平成 16161616 年年年年 7777 月月月月 11111111 日日日日    

    

第第第第 10101010回鴨川義塾定例読書会回鴨川義塾定例読書会回鴨川義塾定例読書会回鴨川義塾定例読書会・・・・参考資料参考資料参考資料参考資料    

大久保啓次郎大久保啓次郎大久保啓次郎大久保啓次郎    

    

福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉のののの経済論経済論経済論経済論とととと    

日本経済日本経済日本経済日本経済システムシステムシステムシステム変革変革変革変革のののの意義意義意義意義    

――――――――規制改革規制改革規制改革規制改革（（（（競争競争競争競争））））なくしてなくしてなくしてなくして経済成長経済成長経済成長経済成長なしなしなしなし――――――――    

はじめにはじめにはじめにはじめに    

    英語英語英語英語のののの［［［［competitioncompetitioncompetitioncompetition］］］］というというというという単語単語単語単語をををを、［、［、［、［競争競争競争競争］］］］とととと訳訳訳訳したしたしたした最初最初最初最初のののの日本人日本人日本人日本人はははは、、、、福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉

であるであるであるである、、、、というというというという事実事実事実事実はははは意外意外意外意外とととと知知知知られていないられていないられていないられていない。。。。    

福澤福澤福澤福澤ははははチｴーンバーチｴーンバーチｴーンバーチｴーンバーのののの経済論経済論経済論経済論をををを一冊持一冊持一冊持一冊持っていたっていたっていたっていた。「。「。「。「徳川幕府徳川幕府徳川幕府徳川幕府のののの勘定方勘定方勘定方勘定方でででで有力有力有力有力なななな人人人人がががが、、、、そのそのそのその

目録目録目録目録をををを所望所望所望所望するのでするのでするのでするので、、、、翻訳翻訳翻訳翻訳するうちにするうちにするうちにするうちに、、、、competitioncompetitioncompetitioncompetition というというというという原語原語原語原語にににに出会出会出会出会いいいい、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ考考考考

えたえたえたえた末末末末、、、、競争競争競争競争というというというという訳字訳字訳字訳字をををを作作作作りりりり出出出出してこれにあてはめたしてこれにあてはめたしてこれにあてはめたしてこれにあてはめた」」」」とととと、「、「、「、「福翁自伝福翁自伝福翁自伝福翁自伝」」」」にあるにあるにあるにある。。。。    

    福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉のののの基本命題基本命題基本命題基本命題はははは「「「「一身独立一身独立一身独立一身独立してしてしてして一国独立一国独立一国独立一国独立するするするする」」」」であるがであるがであるがであるが、、、、経済論経済論経済論経済論にもこのにもこのにもこのにもこの考考考考ええええ

方方方方がががが貫貫貫貫かれているかれているかれているかれている。。。。一国一国一国一国のののの経済経済経済経済にににに於於於於けるけるけるける国国国国のののの役割役割役割役割、、、、国民国民国民国民のののの役割役割役割役割をををを明確明確明確明確にににに論論論論じているじているじているじている。。。。国国国国

はははは、、、、国民国民国民国民がががが出来出来出来出来ないないないない事業事業事業事業をををを行行行行いいいい、、、、国民国民国民国民がががが出来出来出来出来るるるる事業事業事業事業にはにはにはには干渉干渉干渉干渉すべきではないとすべきではないとすべきではないとすべきではないと断言断言断言断言してしてしてして

いるいるいるいる。。。。言言言言いいいい換換換換えればえればえればえれば、、、、国民国民国民国民はいつまでもはいつまでもはいつまでもはいつまでも国国国国のののの指導及指導及指導及指導及びびびび保護保護保護保護をををを受受受受けるのではなくけるのではなくけるのではなくけるのではなく、、、、早期早期早期早期にににに

独立独立独立独立してしてしてして事業事業事業事業をををを営営営営むべしというむべしというむべしというむべしという事事事事になるになるになるになる。。。。    

    今今今今やややや、「、「、「、「官官官官からからからから民民民民へへへへ」、「」、「」、「」、「民間民間民間民間でででで出来出来出来出来るるるる事業事業事業事業はははは、、、、国国国国からからからから民間民間民間民間にににに移管移管移管移管すべきすべきすべきすべき」」」」というというというという事事事事はははは、、、、

日本国内日本国内日本国内日本国内でのでのでのでの世論世論世論世論となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

明治維新以来明治維新以来明治維新以来明治維新以来、、、、大正大正大正大正、、、、昭和昭和昭和昭和とととと、、、、戦前戦後戦前戦後戦前戦後戦前戦後をををを通通通通してしてしてして日本日本日本日本のののの大半大半大半大半のののの民間企業民間企業民間企業民間企業はははは、、、、国国国国（（（（政府政府政府政府＆＆＆＆

官僚官僚官僚官僚））））のののの「「「「規制規制規制規制」」」」というというというという保護保護保護保護のもとのもとのもとのもと、、、、外国外国外国外国とはとはとはとは無競争無競争無競争無競争状態状態状態状態のののの中中中中でででで、、、、成長成長成長成長してきたしてきたしてきたしてきた。。。。    

そのそのそのその中中中中ででででトヨタトヨタトヨタトヨタややややホンダホンダホンダホンダ、、、、ソニーソニーソニーソニーのようなのようなのようなのような一部一部一部一部のののの企業企業企業企業はははは、、、、世界市場世界市場世界市場世界市場のののの中中中中でででで厳厳厳厳しいしいしいしい競争競争競争競争にににに

打打打打ちちちち勝勝勝勝ってってってって、、、、世界世界世界世界ののののトップトップトップトップにににに踊踊踊踊りりりり出出出出てきたてきたてきたてきた。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、日本日本日本日本はははは 1980198019801980年代後半年代後半年代後半年代後半にはにはにはには世界世界世界世界

第第第第 2222位位位位のののの経済大国経済大国経済大国経済大国にににに登登登登りつめたがりつめたがりつめたがりつめたが、、、、バブルバブルバブルバブル崩壊後崩壊後崩壊後崩壊後はははは 10101010年間以上年間以上年間以上年間以上、、、、低迷低迷低迷低迷するするするする経済経済経済経済のののの中中中中でででで

発展発展発展発展へのへのへのへの道道道道をををを模索模索模索模索しているしているしているしている。。。。小泉内閣小泉内閣小泉内閣小泉内閣のののの「「「「構造改革構造改革構造改革構造改革」」」」もそのもそのもそのもその一環一環一環一環であるであるであるである。。。。    

「「「「官官官官からからからから民民民民へへへへ」」」」はははは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの経済経済経済経済システムシステムシステムシステムのののの変革変革変革変革（（（（仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを変変変変えるえるえるえる））））をををを意味意味意味意味するするするする。。。。    

    福澤福澤福澤福澤はははは、、、、経済発展経済発展経済発展経済発展のののの原動力原動力原動力原動力をををを「「「「競争競争競争競争」」」」とととと考考考考えていたえていたえていたえていた。。。。国国国国がががが行行行行うううう事業事業事業事業はははは無競争無競争無競争無競争でありでありでありであり、、、、

進歩発展進歩発展進歩発展進歩発展はないはないはないはない。。。。民間民間民間民間がががが行行行行うううう事業事業事業事業はははは、、、、「「「「競争競争競争競争」」」」のののの中中中中でででで行行行行われわれわれわれ、、、、高品質高品質高品質高品質・・・・低価格低価格低価格低価格のののの商品商品商品商品＆＆＆＆

サービスサービスサービスサービスがががが作作作作りりりり出出出出されるされるされるされる。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、福澤福澤福澤福澤はははは政府政府政府政府のののの保護保護保護保護によるによるによるによる民間企業民間企業民間企業民間企業のののの育成育成育成育成をををを望望望望まままま

なかったなかったなかったなかった。。。。そのそのそのその証拠証拠証拠証拠にににに当時当時当時当時としてはとしてはとしてはとしては珍珍珍珍しくしくしくしく、、、、輸出入関税輸出入関税輸出入関税輸出入関税のののの撤廃撤廃撤廃撤廃をををを訴訴訴訴えているえているえているえている。。。。    



 2 

そのそのそのその根拠根拠根拠根拠はははは、、、、外国外国外国外国とのとのとのとの厳厳厳厳しいしいしいしい競争競争競争競争にににに勝勝勝勝ってこそってこそってこそってこそ、、、、企業存続企業存続企業存続企業存続のののの意味意味意味意味がありがありがありがあり、、、、一国一国一国一国のののの経済発経済発経済発経済発

展展展展があるとがあるとがあるとがあると考考考考えていたからであるえていたからであるえていたからであるえていたからである。（。（。（。（尤尤尤尤もももも、、、、福澤福澤福澤福澤がががが「「「「実業論実業論実業論実業論」」」」をををを出版出版出版出版したしたしたした明治明治明治明治 26262626 年頃年頃年頃年頃

にはにはにはには、、、、日本日本日本日本はははは世界世界世界世界をををを相手相手相手相手にににに、、、、輸入輸入輸入輸入をををを上回上回上回上回るるるる輸出実績輸出実績輸出実績輸出実績がががが出来出来出来出来ていたていたていたていた。。。。詳細詳細詳細詳細にににに関関関関してはしてはしてはしては後述後述後述後述

するするするする。）。）。）。）まさにまさにまさにまさに「「「「一身発展一身発展一身発展一身発展してしてしてして一国発展一国発展一国発展一国発展するするするする」」」」であるであるであるである。。。。    

    このようにこのようにこのようにこのように今今今今「「「「官営事業官営事業官営事業官営事業のののの民営化民営化民営化民営化」」」」がががが日常茶飯事日常茶飯事日常茶飯事日常茶飯事のようにのようにのようにのように叫叫叫叫ばれているがばれているがばれているがばれているが、、、、遠遠遠遠くくくく明治明治明治明治

維新維新維新維新のののの時代時代時代時代にあってにあってにあってにあって、、、、福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉がががが同様同様同様同様のののの事事事事をををを主張主張主張主張しているのはしているのはしているのはしているのは、、、、興味深興味深興味深興味深いいいい事事事事であるであるであるである。。。。    

しかもしかもしかもしかも、、、、競争競争競争競争のののの原理原理原理原理のののの中中中中でででで企業企業企業企業がががが生生生生きききき延延延延びびびび、、、、一国一国一国一国のののの経済経済経済経済がががが発展発展発展発展するするするするとととと明言明言明言明言するするするする福澤諭福澤諭福澤諭福澤諭

吉吉吉吉のののの経済論経済論経済論経済論はははは、、、、時代背景時代背景時代背景時代背景とととと当時当時当時当時のののの日本経済事情日本経済事情日本経済事情日本経済事情をををを勘案勘案勘案勘案してもしてもしてもしても、、、、現在現在現在現在にににに通通通通じるものがあるじるものがあるじるものがあるじるものがある。。。。    

    本論本論本論本論のののの進進進進めめめめ方方方方としてはとしてはとしてはとしては、、、、最初最初最初最初にににに福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉のののの著書著書著書著書からからからから福澤福澤福澤福澤のののの経済論経済論経済論経済論（（（（経済発展経済発展経済発展経済発展のののの考考考考ええええ方方方方））））

をををを学習学習学習学習しししし、、、、明明明明治維新当時及治維新当時及治維新当時及治維新当時及びびびび第二次世界大戦後第二次世界大戦後第二次世界大戦後第二次世界大戦後からからからから今日今日今日今日にににに至至至至るまでのるまでのるまでのるまでの、、、、日本経済日本経済日本経済日本経済とととと経済経済経済経済

政策政策政策政策をををを考察考察考察考察しながらしながらしながらしながら、、、、今後今後今後今後のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき日本経済日本経済日本経済日本経済システムシステムシステムシステムをををを議論議論議論議論したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えるえるえるえる。。。。    

本論本論本論本論でででで一貫一貫一貫一貫してしてしてして問題提起問題提起問題提起問題提起されるされるされるされるキーワードキーワードキーワードキーワードはははは、、、、規制改革規制改革規制改革規制改革、、、、競争競争競争競争、、、、官官官官からからからから民民民民へへへへ、、、、であるであるであるである。。。。    

    

福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉のののの経済論経済論経済論経済論    

★★★★    民間経済録民間経済録民間経済録民間経済録（（（（明治明治明治明治 10101010 年年年年 11111111 月月月月 19191919 日日日日））））    

    一般一般一般一般のののの国民向国民向国民向国民向けにけにけにけに易易易易しくしくしくしく経済原論経済原論経済原論経済原論をををを述述述述べているべているべているべている。。。。内容内容内容内容はははは、、、、物物物物のののの価価価価、、、、賃金賃金賃金賃金、、、、貯蓄貯蓄貯蓄貯蓄、、、、貨幣貨幣貨幣貨幣、、、、

物価物価物価物価のののの上昇上昇上昇上昇とととと下落下落下落下落、、、、金利金利金利金利、、、、政府政府政府政府のののの役割役割役割役割、、、、租税租税租税租税、、、、等等等等々々々々であるであるであるである。。。。    

そのそのそのその中中中中でででで「「「「分業分業分業分業のののの効能効能効能効能」」」」についてについてについてについて、、、、アダムアダムアダムアダム・・・・スミススミススミススミスをををを紹介紹介紹介紹介しているしているしているしている。。。。    

「「「「英国英国英国英国のののの経済学者経済学者経済学者経済学者、、、、アダムアダムアダムアダム・・・・スミスミスミスミススススなるなるなるなる者初者初者初者初めてこのめてこのめてこのめてこの事事事事をををを発明発明発明発明してしてしてして之之之之をををを論論論論じてよりじてよりじてよりじてより以来以来以来以来、、、、

世界中世界中世界中世界中にににに於於於於いていていていて経済経済経済経済のののの通論通論通論通論となれりとなれりとなれりとなれり。。。。然然然然りとりとりとりと雖雖雖雖もももも分業分業分業分業のののの法法法法、、、、社会社会社会社会のののの経済経済経済経済にににに便利便利便利便利なるもなるもなるもなるも、、、、

一家一家一家一家のののの経済経済経済経済にににに於於於於いてそのいてそのいてそのいてその宜宜宜宜しきをしきをしきをしきを失失失失えばえばえばえば甚甚甚甚だだだだ不便不便不便不便なるものなるものなるものなるもの多多多多しししし。」。」。」。」    

貨幣貨幣貨幣貨幣とととと物価物価物価物価についてはについてはについてはについては、、、、次次次次のようにのようにのようにのように述述述述べているべているべているべている。。。。    

「「「「一国一国一国一国のののの通用貨幣通用貨幣通用貨幣通用貨幣とととと商売品商売品商売品商売品とはとはとはとは釣釣釣釣りりりり合合合合いあるものにていあるものにていあるものにていあるものにて、、、、そのそのそのその釣釣釣釣りりりり合合合合いにいにいにいに従従従従ってってってって、、、、品物多品物多品物多品物多

ければければければければ品物品物品物品物のののの価下落価下落価下落価下落しししし、、、、貨幣多貨幣多貨幣多貨幣多ければければければければ貨幣貨幣貨幣貨幣のののの価下落価下落価下落価下落するをするをするをするを経済経済経済経済のののの通法通法通法通法とすとすとすとす。」。」。」。」    

政府政府政府政府のののの役割役割役割役割とととと租税租税租税租税についてはについてはについてはについては、、、、次次次次のようにのようにのようにのように述述述述べているべているべているべている。。。。    

「「「「今国今国今国今国にににに政治政治政治政治のののの仕組仕組仕組仕組みなくしてみなくしてみなくしてみなくして、、、、人人人人々々々々のののの自力自力自力自力をををを以以以以ってってってって盗賊盗賊盗賊盗賊そのそのそのその他暴人他暴人他暴人他暴人のののの難難難難をををを防防防防がんがんがんがんとすとすとすとす

るもとてもるもとてもるもとてもるもとても行行行行きききき届届届届くべきことにくべきことにくべきことにくべきことに非非非非ずずずず。。。。僅僅僅僅かにかにかにかに租税租税租税租税をををを払払払払うてうてうてうて一国一国一国一国にににに政治政治政治政治のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを設設設設けけけけ、、、、

幾千万幾千万幾千万幾千万のののの人民人民人民人民がががが日夜出入共日夜出入共日夜出入共日夜出入共にににに身身身身のののの安心安心安心安心をををを買買買買うはうはうはうは、、、、価価価価のののの高高高高きものときものときものときものと云云云云うべからずうべからずうべからずうべからず。」。」。」。」    

    

★★★★    民間経済録民間経済録民間経済録民間経済録    二編二編二編二編（（（（明治明治明治明治 13131313年年年年 6666月月月月 22222222日日日日））））    

    初編初編初編初編をををを学学学学んだんだんだんだ人人人人をををを対象対象対象対象にににに、、、、やややややややや高度高度高度高度なななな経済原論経済原論経済原論経済原論をををを展開展開展開展開しているしているしているしている。。。。内容内容内容内容はははは、、、、財物集散財物集散財物集散財物集散、、、、

保険保険保険保険、、、、銀行銀行銀行銀行、、、、運輸交通運輸交通運輸交通運輸交通、、、、公共事業公共事業公共事業公共事業、、、、国財国財国財国財、、、、のののの６６６６章章章章であるであるであるである。。。。    

財物集散財物集散財物集散財物集散ではではではでは「「「「経済経済経済経済のののの要要要要はははは唯財物唯財物唯財物唯財物をををを集集集集めてめてめてめて之之之之をををを散散散散ずるにずるにずるにずるに在在在在るのみるのみるのみるのみ」」」」とととと述述述述べているべているべているべている。。。。    

保険保険保険保険やややや銀行銀行銀行銀行についてはについてはについてはについては次次次次のようにのようにのようにのように述述述述べているべているべているべている。。。。    

「「「「西洋諸国西洋諸国西洋諸国西洋諸国にににに行行行行われるわれるわれるわれる保険保険保険保険とはとはとはとは、、、、火災火災火災火災なりなりなりなり水難水難水難水難なりなりなりなり凶作凶作凶作凶作なりなりなりなり又又又又はははは死亡死亡死亡死亡なりなりなりなり、、、、すべてすべてすべてすべて人間人間人間人間
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のののの確確確確かにかにかにかに期期期期してしてしてして免免免免かるべからざるかるべからざるかるべからざるかるべからざる所所所所のののの災難災難災難災難をををを衆人衆人衆人衆人にににに平均平均平均平均してしてしてして、、、、独独独独りりりり大大大大にににに不幸不幸不幸不幸をををを蒙蒙蒙蒙ることることることること

無無無無からしむるものなりからしむるものなりからしむるものなりからしむるものなり。。。。又永年又永年又永年又永年にににに平均平均平均平均してしてしてして一事大一事大一事大一事大にににに窮窮窮窮することすることすることすること無無無無らしむるものなりらしむるものなりらしむるものなりらしむるものなり。」。」。」。」    

銀行銀行銀行銀行についてはについてはについてはについては「「「「世世世世にににに信仰信仰信仰信仰をををを取取取取りてりてりてりて大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫とととと呼呼呼呼ばるるばるるばるるばるる人物人物人物人物がががが発起発起発起発起してしてしてして一社一社一社一社をををを設立設立設立設立しししし、、、、普普普普

ねくねくねくねく世人世人世人世人のののの手手手手にありてにありてにありてにありて余余余余るそのるそのるそのるその金金金金をををを一所一所一所一所にににに集集集集めてめてめてめて以以以以ってってってって商工商工商工商工のののの便利便利便利便利をををを達達達達すすすす。。。。之之之之をををを銀行銀行銀行銀行とととと

云云云云うううう。。。。故故故故にににに銀行銀行銀行銀行のののの設立設立設立設立はそのはそのはそのはその銀行銀行銀行銀行よりよりよりより資本金資本金資本金資本金をををを借用借用借用借用するするするする商工商工商工商工のののの為為為為にににに便利便利便利便利なるのみならずなるのみならずなるのみならずなるのみならず、、、、

之之之之にににに有余有余有余有余のののの金金金金をををを出出出出してしてしてして株主株主株主株主となりとなりとなりとなり、、、、又又又又これにこれにこれにこれに金金金金をををを預預預預けたるけたるけたるけたる人人人人のためにものためにものためにものためにも甚甚甚甚だだだだ利益利益利益利益ありありありあり。」。」。」。」    

    運輸交通運輸交通運輸交通運輸交通でででではははは、「、「、「、「郵便郵便郵便郵便、、、、電信電信電信電信のののの仕組仕組仕組仕組みはみはみはみは大大大大いにいにいにいに進歩進歩進歩進歩しししし、、、、汽船汽船汽船汽船のののの数数数数もももも漸漸漸漸くくくく増加増加増加増加するのするのするのするの勢勢勢勢

いにしていにしていにしていにして経済経済経済経済のののの為為為為にににに祝祝祝祝すべきことなれどもすべきことなれどもすべきことなれどもすべきことなれども、、、、独独独独りりりり陸路陸路陸路陸路のののの運輸法運輸法運輸法運輸法にてはにてはにてはにては、、、、不行届不行届不行届不行届もももも亦甚亦甚亦甚亦甚だだだだ

しとしとしとしと云云云云うべしうべしうべしうべし。。。。今今今今このこのこのこの不便利不便利不便利不便利をををを除除除除いていていていて新新新新たにたにたにたに陸路陸路陸路陸路のののの路路路路をををを開開開開くはくはくはくは、、、、唯速唯速唯速唯速やかにやかにやかにやかに鉄道鉄道鉄道鉄道をををを建築建築建築建築

するのするのするのするの一策一策一策一策あるのみあるのみあるのみあるのみ。」。」。」。」としてとしてとしてとして、、、、鉄道建設鉄道建設鉄道建設鉄道建設がががが急務急務急務急務であることをであることをであることをであることを訴訴訴訴えているえているえているえている。。。。    

    

公共公共公共公共のののの事業事業事業事業のののの事事事事    

「「「「一国公共一国公共一国公共一国公共にににに関関関関するするするする事業事業事業事業をををを人民人民人民人民のののの手手手手にににに委委委委ねてねてねてねて自由自由自由自由にににに之之之之をををを行行行行わしむるとわしむるとわしむるとわしむると政府政府政府政府のののの一手一手一手一手にににに任任任任

してしてしてして之之之之をををを専専専専らにするとそのらにするとそのらにするとそのらにするとその利害利害利害利害はははは如何如何如何如何にとのにとのにとのにとの事事事事はははは、、、、国事国事国事国事のののの大大大大なるものはなるものはなるものはなるものは之之之之をををを人民個人民個人民個人民個々々々々のののの

私私私私にににに委委委委ねるよりもねるよりもねるよりもねるよりも、、、、政府政府政府政府のののの公公公公にににに握握握握るるるる方方方方、、、、経済経済経済経済のののの為為為為にににに便便便便利利利利なるものなるものなるものなるもの少少少少なからずなからずなからずなからず。。。。例例例例えばえばえばえば、、、、

＊＊＊＊    鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、電信電信電信電信、、、、ガスガスガスガス、、、、水道等水道等水道等水道等のののの如如如如きききき、、、、広広広広くくくく人民一般人民一般人民一般人民一般のののの為為為為にににに設設設設けてけてけてけて一般一般一般一般のののの便利便利便利便利をををを為為為為すもすもすもすも

のをのをのをのを、、、、人人人人々々々々のののの私私私私にににに任任任任してしてしてして一人又一人又一人又一人又はははは一会社一会社一会社一会社のののの営業営業営業営業とととと為為為為すときはすときはすときはすときは、、、、必必必必ずずずず商売上商売上商売上商売上のののの競争競争競争競争をををを起起起起

こしてこしてこしてこして、、、、此処此処此処此処にににに一社一社一社一社をををを設立設立設立設立すればすればすればすれば他他他他にににに又同業又同業又同業又同業のののの一社一社一社一社をををを結結結結びびびび、、、、共共共共にににに利利利利をををを争争争争いていていていて却却却却ってってってって共共共共にににに

利利利利をををを失失失失いいいい、、、、俗俗俗俗にににに所謂共潰所謂共潰所謂共潰所謂共潰れにれにれにれに至至至至るものるものるものるもの多多多多かるべしかるべしかるべしかるべし。。。。一国一国一国一国のののの全局全局全局全局にににに就就就就いていていていて論論論論ずればずればずればずれば、、、、不経不経不経不経

済済済済のののの甚甚甚甚だしきものとだしきものとだしきものとだしきものと云云云云うべしうべしうべしうべし。。。。・・・・・・・・そのそのそのその事業事業事業事業はははは官官官官かかかか民民民民かかかか・・・・・・・・時勢時勢時勢時勢のののの変遷以変遷以変遷以変遷以ってってってって見見見見るべしるべしるべしるべし。。。。」」」」    

    

＊＊＊＊    現在現在現在現在はははは、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、電信電信電信電信、、、、ガスガスガスガス等等等等のののの事業事業事業事業はははは民間民間民間民間にににに移管移管移管移管されておりされておりされておりされており、、、、まさにまさにまさにまさに「「「「時勢時勢時勢時勢のののの変遷変遷変遷変遷」」」」

をををを見見見見るるるる思思思思いがするいがするいがするいがする。。。。    

    

「「「「又直又直又直又直にににに公共一般公共一般公共一般公共一般にににに関係関係関係関係せざるせざるせざるせざる事事事事にてもにてもにてもにても、、、、そのそのそのその事業事業事業事業のののの極大極大極大極大にしてにしてにしてにして資本資本資本資本をををを要要要要することすることすることすること極極極極めめめめ

てててて多多多多くくくく、、、、之之之之をををを私私私私にににに任任任任ずればずればずればずれば所費所費所費所費、、、、所得所得所得所得、、、、容易容易容易容易にににに相償相償相償相償うべからずうべからずうべからずうべからず、、、、さりとてさりとてさりとてさりとて永遠国永遠国永遠国永遠国のののの大計大計大計大計

をををを目的目的目的目的とすればとすればとすればとすれば、、、、捨捨捨捨てててて置置置置きききき難難難難くしてくしてくしてくして政府政府政府政府のののの手手手手にににに附附附附すべきものありすべきものありすべきものありすべきものあり。。。。例例例例えばえばえばえば今今今今のののの日本日本日本日本にてにてにてにて

云云云云えばえばえばえば鉄山鉄山鉄山鉄山のののの如如如如きききき是是是是なりなりなりなり。」。」。」。」    

        

以上以上以上以上のようにのようにのようにのように、、、、福澤福澤福澤福澤はははは公共事業公共事業公共事業公共事業やややや国国国国のののの大事業大事業大事業大事業をををを一国政府一国政府一国政府一国政府にににに任任任任せるようにせるようにせるようにせるように述述述述べているがべているがべているがべているが、、、、

民間民間民間民間がががが成成成成しししし得得得得るるるる事業事業事業事業にににに国国国国がががが介入介入介入介入するするするする事事事事についてはについてはについてはについては、、、、そのそのそのその非非非非をををを厳厳厳厳しくしくしくしく糾弾糾弾糾弾糾弾しているしているしているしている。。。。    

「「「「政府政府政府政府たるものはたるものはたるものはたるものは富国富国富国富国のののの為為為為なればなればなればなれば何事何事何事何事をををを為為為為すもすもすもすも妨妨妨妨げなきものとげなきものとげなきものとげなきものと思思思思いいいい、、、、人民人民人民人民とととと共共共共にににに尋常尋常尋常尋常一一一一

様様様様のののの事業事業事業事業をををを行行行行いいいい、、、、甚甚甚甚だしきはだしきはだしきはだしきは人民人民人民人民とととと並並並並びびびび立立立立てててて商工商工商工商工のののの成敗成敗成敗成敗をををを競競競競うがうがうがうが如如如如きはきはきはきは、、、、弊害弊害弊害弊害のののの極度極度極度極度とととと

云云云云うべしうべしうべしうべし。。。。元来商工元来商工元来商工元来商工のののの事事事事はははは競争競争競争競争によりてのみによりてのみによりてのみによりてのみ市価市価市価市価のののの平均平均平均平均をををを為為為為しししし当局者当局者当局者当局者のののの勉強勉強勉強勉強をををを促促促促すこすこすこすこ

となれどもとなれどもとなれどもとなれども、、、、若若若若しもしもしもしも此処此処此処此処にににに所費所費所費所費・・・・所得所得所得所得のののの損益如何損益如何損益如何損益如何をををを問問問問わずしてわずしてわずしてわずして只只只只ひたすらひたすらひたすらひたすら一方一方一方一方にににに進進進進みてみてみてみて

事事事事をををを為為為為すすすす者者者者あらばあらばあらばあらば、、、、唯唯唯唯にそのにそのにそのにその本人本人本人本人のののの損亡損亡損亡損亡のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、同業同業同業同業のののの間間間間にににに緊要緊要緊要緊要なるなるなるなる競争競争競争競争のののの刺激刺激刺激刺激
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をををを失失失失うてうてうてうて禍禍禍禍のののの波及波及波及波及するするするする所必所必所必所必ずずずず広広広広しししし。。。。且且且且つつつつ政府政府政府政府のののの資本資本資本資本をををを以以以以ってってってって尋常尋常尋常尋常のののの商売工業商売工業商売工業商売工業をををを行行行行うはうはうはうは、、、、

所謂鶏所謂鶏所謂鶏所謂鶏をををを割割割割くにくにくにくに牛刀牛刀牛刀牛刀をををを用用用用るものにしてるものにしてるものにしてるものにして、、、、そのそのそのその圧力圧力圧力圧力のののの下下下下にににに在在在在てててて私私私私のののの働働働働をををを逞逞逞逞せんとするもせんとするもせんとするもせんとするも決決決決

してしてしてして得得得得べからずべからずべからずべからず。」。」。」。」    

    

    又福澤又福澤又福澤又福澤はははは政府政府政府政府がががが自自自自らららら事業事業事業事業をしないまでもをしないまでもをしないまでもをしないまでも、、、、人民人民人民人民にににに資金資金資金資金をををを供与供与供与供与してしてしてして人民人民人民人民のののの事業事業事業事業をををを援助援助援助援助すすすす

るるるる事事事事にもにもにもにも反対反対反対反対しているしているしているしている。。。。    

「「「「又或又或又或又或いはいはいはいは政府自政府自政府自政府自らららら事事事事をををを為為為為さざるもさざるもさざるもさざるも、、、、商工商工商工商工をををを奨励奨励奨励奨励するするするする為為為為にとてにとてにとてにとて人民人民人民人民にににに資本資本資本資本をををを貸貸貸貸してしてしてして之之之之をををを

保護保護保護保護することありすることありすることありすることあり。。。。是亦是亦是亦是亦そのそのそのその宜宜宜宜しきをしきをしきをしきを得得得得ざればざればざればざれば大大大大なるなるなるなる弊害弊害弊害弊害をををを致致致致すべしすべしすべしすべし。」。」。」。」    

    

国財国財国財国財のののの事事事事    

国国国国のののの財政財政財政財政についてはについてはについてはについては、、、、当時当時当時当時のののの日本国日本国日本国日本国のののの歳入歳入歳入歳入がががが諸外国諸外国諸外国諸外国とととと比比比比べてべてべてべて如何如何如何如何にににに低低低低いかをいかをいかをいかを数字数字数字数字でででで示示示示しししし、、、、

「「「「このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況ではではではでは、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道をををを建設建設建設建設するするするする事事事事もももも出来出来出来出来ないないないない。。。。国財国財国財国財がががが乏乏乏乏しければしければしければしければ国権国権国権国権もももも立立立立たずたずたずたず、、、、

国権国権国権国権がががが立立立立たなければたなければたなければたなければ貿易貿易貿易貿易のののの利利利利もももも亦得亦得亦得亦得られないられないられないられない。」。」。」。」とととと述述述述べているべているべているべている。。。。    

「「「「国権国権国権国権をををを皇張皇張皇張皇張するためにするためにするためにするために国財国財国財国財がががが必要必要必要必要なのはなのはなのはなのは論論論論をををを待待待待たないがたないがたないがたないが、、、、そそそそれではれではれではれでは、、、、どうしてどうしてどうしてどうして国財国財国財国財をををを

集集集集めるかめるかめるかめるか？？？？之之之之をををを租税租税租税租税でまかなうでまかなうでまかなうでまかなう他他他他なしといえどもなしといえどもなしといえどもなしといえども、、、、簡単簡単簡単簡単なななな事事事事ではないではないではないではない。。。。国民国民国民国民はははは皆国皆国皆国皆国のののの為為為為

にににに財財財財をををを費費費費やすやすやすやす必要必要必要必要をををを知知知知っているがっているがっているがっているが、、、、このこのこのこの政府政府政府政府にににに託託託託してしてしてして安心安心安心安心なりとなりとなりとなりと思思思思わなければわなければわなければわなければ散財散財散財散財しなしなしなしな

いいいい。。。。早晩一度早晩一度早晩一度早晩一度はははは我我我我がががが国国国国のののの政体政体政体政体もももも変革変革変革変革すべきすべきすべきすべき景況景況景況景況なればなればなればなれば、、、、立憲政体立憲政体立憲政体立憲政体なりなりなりなり国会開設国会開設国会開設国会開設なりなりなりなり、、、、そそそそ

のののの名名名名はははは何様何様何様何様にてもにてもにてもにても唯国民一般唯国民一般唯国民一般唯国民一般にてこれなればにてこれなればにてこれなればにてこれなれば安心安心安心安心とととと認認認認めるめるめるめる所所所所のののの治風治風治風治風をををを得得得得たるそのたるそのたるそのたるその時時時時にににに

至至至至ってはってはってはっては、、、、人民人民人民人民としてのとしてのとしてのとしての国国国国のためにのためにのためにのために財財財財をををを出出出出すにすにすにすに憚憚憚憚ることなくることなくることなくることなく、、、、豪豪豪豪もももも之之之之にににに吝吝吝吝ならざるんこならざるんこならざるんこならざるんこ

とととと今日今日今日今日よりよりよりより期期期期してしてしてして願願願願うううう所所所所なりなりなりなり。」。」。」。」    

ちなみにちなみにちなみにちなみに諸外国諸外国諸外国諸外国のののの数字数字数字数字をををを列挙列挙列挙列挙するするするする。。。。カッコカッコカッコカッコ内内内内のののの数字数字数字数字はははは、、、、海陸軍費海陸軍費海陸軍費海陸軍費であるであるであるである。。。。    

英英英英国歳入国歳入国歳入国歳入    3333億億億億 98989898百万円百万円百万円百万円（（（（１１１１億億億億 3333千余万円千余万円千余万円千余万円））））    

仏国歳入仏国歳入仏国歳入仏国歳入    5555億億億億 58585858百万円百万円百万円百万円（（（（1111億億億億 46464646百万円百万円百万円百万円））））    

伊国歳入伊国歳入伊国歳入伊国歳入    2222億億億億 77777777百万円百万円百万円百万円（（（（52525252百万円百万円百万円百万円））））    

露国歳入露国歳入露国歳入露国歳入    4444億億億億 27272727百万円百万円百万円百万円（（（（（（（（1111億億億億 52525252百万円百万円百万円百万円））））    

    これにこれにこれにこれに対対対対しししし、、、、日本日本日本日本のののの明治明治明治明治 12121212年度歳入出予算表年度歳入出予算表年度歳入出予算表年度歳入出予算表によればによればによればによれば、、、、歳入歳入歳入歳入 5,5655,5655,5655,565万円万円万円万円とありとありとありとあり、、、、之之之之

はははは英国英国英国英国のののの歳入歳入歳入歳入にににに比比比比すればすればすればすれば七分七分七分七分のののの一一一一、、、、仏国仏国仏国仏国にににに比比比比すればすればすればすれば十分十分十分十分のののの一一一一であるであるであるである。。。。    

陸軍費用陸軍費用陸軍費用陸軍費用    719719719719万円万円万円万円＋＋＋＋海軍費用海軍費用海軍費用海軍費用    263263263263万円万円万円万円＝＝＝＝海陸軍費用海陸軍費用海陸軍費用海陸軍費用    982982982982万円万円万円万円    

海陸軍費海陸軍費海陸軍費海陸軍費がががが、、、、1,0001,0001,0001,000万円以下万円以下万円以下万円以下でありでありでありであり、、、、戦争戦争戦争戦争もももも出来出来出来出来るるるる状態状態状態状態ではなかったではなかったではなかったではなかった。。。。    

    このこのこのこの時期時期時期時期、、、、日本日本日本日本はははは鉄道建設鉄道建設鉄道建設鉄道建設もももも出来出来出来出来ないほどないほどないほどないほど財政財政財政財政がががが逼迫逼迫逼迫逼迫していしていしていしていたたたた事事事事がががが伺伺伺伺えるえるえるえる。。。。    

    

★★★★    通貨論通貨論通貨論通貨論（（（（明治明治明治明治 11111111年年年年 4444月月月月 15151515日日日日））））    

    通貨通貨通貨通貨にはにはにはには、、、、金銀金銀金銀金銀をををを用用用用いるいるいるいる金銀貨金銀貨金銀貨金銀貨とととと、、、、紙紙紙紙をををを用用用用いるいるいるいる紙幣紙幣紙幣紙幣があるががあるががあるががあるが、、、、どちらもどちらもどちらもどちらも通貨通貨通貨通貨のののの価値価値価値価値とととと

してはしてはしてはしては同同同同じであるじであるじであるじである。。。。むしろむしろむしろむしろ紙幣紙幣紙幣紙幣のののの方方方方がががが便利便利便利便利であるであるであるである。。。。理由理由理由理由のののの第一第一第一第一はははは、、、、紙幣紙幣紙幣紙幣はははは運搬運搬運搬運搬にににに便利便利便利便利でででで

あるあるあるある。。。。第二第二第二第二はははは人人人人にににに目立目立目立目立たずたずたずたず盗難盗難盗難盗難のののの心配心配心配心配がががが少少少少ないないないない。。。。第三第三第三第三にににに運搬運搬運搬運搬のののの時時時時にににに落落落落すすすす心配心配心配心配がががが少少少少ないないないない。。。。    

金銀貨金銀貨金銀貨金銀貨のののの方方方方がががが紙幣紙幣紙幣紙幣よりよりよりより優優優優るとするるとするるとするるとする論者論者論者論者はははは、、、、造幣権造幣権造幣権造幣権をををを政府政府政府政府にににに与与与与えたえたえたえた時時時時にににに金銀貨金銀貨金銀貨金銀貨はははは妄妄妄妄りにりにりにりに造造造造
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られないがられないがられないがられないが紙幣紙幣紙幣紙幣はははは際限際限際限際限なくなくなくなく発行発行発行発行されるかもしれずされるかもしれずされるかもしれずされるかもしれず、、、、物価物価物価物価はははは次第次第次第次第にににに沸騰沸騰沸騰沸騰してしてしてして毎年物価高毎年物価高毎年物価高毎年物価高のののの

世世世世のののの中中中中になるになるになるになる危険性危険性危険性危険性があるがあるがあるがある、、、、とととと主張主張主張主張するするするする。。。。    

しかししかししかししかし福澤福澤福澤福澤はははは、、、、一国一国一国一国のののの政府政府政府政府をををを信信信信じてじてじてじて紙幣発行紙幣発行紙幣発行紙幣発行のののの便利便利便利便利にににに味方味方味方味方しようではないかしようではないかしようではないかしようではないか、、、、とととと訴訴訴訴えるえるえるえる。。。。    

「「「「紙幣紙幣紙幣紙幣をををを発行発行発行発行するにそのするにそのするにそのするにその位位位位のののの目安目安目安目安をををを定定定定めるがためにめるがためにめるがためにめるがために一部分一部分一部分一部分のののの金銀貨金銀貨金銀貨金銀貨をををを交交交交ええええ用用用用いいいい、、、、又愚民又愚民又愚民又愚民

のののの情情情情をををを易易易易くするがくするがくするがくするが為為為為にににに多少多少多少多少のののの準備金準備金準備金準備金をををを用意用意用意用意しししし、、、、又非常又非常又非常又非常のののの時時時時にににに外国輸出外国輸出外国輸出外国輸出のののの金銀金銀金銀金銀をををを貯貯貯貯ええええ置置置置くくくく

ときはときはときはときは、、、、更更更更にににに心配心配心配心配あることなしあることなしあることなしあることなし。。。。徒徒徒徒にににに苦痛苦痛苦痛苦痛のののの塊塊塊塊をををを用用用用いるよりもいるよりもいるよりもいるよりも手軽手軽手軽手軽きききき紙紙紙紙をををを通用通用通用通用するこそするこそするこそするこそ

文明世界文明世界文明世界文明世界のののの経済経済経済経済とととと云云云云うべきなれうべきなれうべきなれうべきなれ。」。」。」。」とととと、、、、金銀貨金銀貨金銀貨金銀貨よりもよりもよりもよりも紙幣紙幣紙幣紙幣のののの通用通用通用通用をををを強調強調強調強調しているしているしているしている。。。。    

    

★★★★    通貨論通貨論通貨論通貨論［［［［時事新報時事新報時事新報時事新報］（］（］（］（明治明治明治明治 15151515年年年年 3333月月月月 13131313日日日日～～～～16161616日日日日））））    

    「「「「政府政府政府政府のののの一挙一動一挙一動一挙一動一挙一動、、、、直接直接直接直接にににに国民国民国民国民のののの利害利害利害利害をををを犯犯犯犯すものはすものはすものはすものは、、、、通用貨幣通用貨幣通用貨幣通用貨幣のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、是是是是なりとなりとなりとなりと云云云云

わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ずずずず。。。。徳川政府徳川政府徳川政府徳川政府のののの初初初初よりよりよりより慶應慶應慶應慶應のののの末末末末にににに至至至至るまでるまでるまでるまで 260260260260 余年間余年間余年間余年間のののの貨幣沿革貨幣沿革貨幣沿革貨幣沿革をををを案案案案ずるずるずるずる

にににに、、、、そのそのそのその価格一昂一低価格一昂一低価格一昂一低価格一昂一低のののの際際際際にににに遂遂遂遂にににに大大大大にににに下落下落下落下落したるをしたるをしたるをしたるを見見見見るべしるべしるべしるべし。。。。今大日本貨幣史今大日本貨幣史今大日本貨幣史今大日本貨幣史によりによりによりにより小小小小

判一種判一種判一種判一種のののの沿革沿革沿革沿革をををを記記記記すことすことすことすこと別紙別紙別紙別紙のののの如如如如しししし。」。」。」。」（（（（添付資料添付資料添付資料添付資料をををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい。）。）。）。）    

「「「「別紙別紙別紙別紙にににに掲掲掲掲げたげたげたげた小判価位昂低小判価位昂低小判価位昂低小判価位昂低のののの図表図表図表図表はははは、、、、唯小判唯小判唯小判唯小判のののの昂低昂低昂低昂低をををを示示示示すのみにすのみにすのみにすのみに非非非非ずずずず、、、、徳川政府徳川政府徳川政府徳川政府 15151515

世世世世のののの間間間間にににに政府政府政府政府がががが日本国民日本国民日本国民日本国民にににに対対対対してしてしてして約束約束約束約束をををを守守守守るのるのるのるの厳厳厳厳なるとなるとなるとなると漫漫漫漫なるとをなるとをなるとをなるとを示示示示しししし、、、、そのそのそのその政令綱紀政令綱紀政令綱紀政令綱紀

のののの挙挙挙挙るとるとるとると挙挙挙挙らざるとをらざるとをらざるとをらざるとを示示示示すすすす者者者者にしてにしてにしてにして、、、、或或或或いはいはいはいは之之之之をををを政府政府政府政府のののの徳義昂低徳義昂低徳義昂低徳義昂低のののの図表図表図表図表とととと云云云云うもうもうもうも可可可可なななな

りりりり。」。」。」。」    

    徳川政府徳川政府徳川政府徳川政府のののの一部一部一部一部のののの暴挙暴挙暴挙暴挙（（（（悪貨悪貨悪貨悪貨のののの小判小判小判小判にににに改鋳改鋳改鋳改鋳））））によりによりによりにより、、、、遺産遺産遺産遺産をををを引引引引きききき継継継継いだいだいだいだ明治政府明治政府明治政府明治政府はははは、、、、

通貨政策通貨政策通貨政策通貨政策にににに当当当当たりたりたりたり、、、、国民国民国民国民のののの信頼信頼信頼信頼をををを回復回復回復回復するまでにはするまでにはするまでにはするまでには、、、、大大大大いにいにいにいに苦労苦労苦労苦労するするするするハメハメハメハメになったになったになったになった。。。。    

    

★★★★    実業論実業論実業論実業論（（（（明治明治明治明治 26262626年年年年 4444月月月月））））    

福澤福澤福澤福澤はははは、、、、政府政府政府政府がががが民間民間民間民間のののの事業事業事業事業にににに対対対対してしてしてして援助援助援助援助したりしたりしたりしたり保護保護保護保護したりしてしたりしてしたりしてしたりして干渉干渉干渉干渉するするするする事事事事、、、、いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる    

官主導官主導官主導官主導をををを、、、、好好好好まなかったまなかったまなかったまなかった。。。。    

「「「「およそおよそおよそおよそ民間民間民間民間のののの事業事業事業事業につきにつきにつきにつき、、、、容易容易容易容易にににに条例条例条例条例をををを発布発布発布発布しししし取締法取締法取締法取締法をををを設設設設けるはけるはけるはけるは明治政府明治政府明治政府明治政府のののの慣手段慣手段慣手段慣手段にににに

してしてしてして、、、、運輸交通運輸交通運輸交通運輸交通、、、、家屋家屋家屋家屋のののの建築建築建築建築、、、、・・・・・・・・・・・・等等等等々、々、々、々、人民人民人民人民のののの営業渡世営業渡世営業渡世営業渡世をををを目的目的目的目的としてとしてとしてとして静静静静かにかにかにかに利害利害利害利害をををを

考考考考ええええ、、、、利益利益利益利益たるたるたるたる部分部分部分部分とととと妨害妨害妨害妨害たるべきたるべきたるべきたるべき部分部分部分部分とをとをとをとを差引勘定差引勘定差引勘定差引勘定するときはするときはするときはするときは、、、、民間民間民間民間のののの実業実業実業実業はははは政府政府政府政府のののの

為為為為にににに妨妨妨妨げられてげられてげられてげられて、、、、例例例例のののの入入入入らざるおらざるおらざるおらざるお世話世話世話世話にににに苦苦苦苦しめらしめらしめらしめらるるものるるものるるものるるもの多多多多きをきをきをきを発明発明発明発明することならんすることならんすることならんすることならん。。。。

さればさればさればされば我輩我輩我輩我輩はははは斯斯斯斯かるかるかるかる政府政府政府政府にににに向向向向いてしばらくいてしばらくいてしばらくいてしばらく積極的積極的積極的積極的のののの運動運動運動運動をををを所望所望所望所望せずせずせずせず、、、、唯唯唯唯そのそのそのその人人人人々々々々がががが実業実業実業実業

にににに関関関関してしてしてして勉勉勉勉めてめてめてめて手手手手をををを控控控控ええええ口口口口をををを閉閉閉閉じてじてじてじて之之之之にににに干渉干渉干渉干渉することなくすることなくすることなくすることなく、、、、政府本来政府本来政府本来政府本来のののの分限分限分限分限にににに止止止止まりてまりてまりてまりて

得意得意得意得意なるなるなるなる政事政事政事政事のみをのみをのみをのみを行行行行いいいい、、、、独独独独りりりり自自自自らららら自由自由自由自由ならんことをならんことをならんことをならんことを願願願願うのみうのみうのみうのみ。。。。    

実業実業実業実業はははは政府政府政府政府にににに依頼依頼依頼依頼せずしてせずしてせずしてせずして独立独立独立独立のののの進歩甚進歩甚進歩甚進歩甚だだだだ易易易易しししし。。。。斯斯斯斯くありてこそくありてこそくありてこそくありてこそ政府政府政府政府もももも政治上政治上政治上政治上のののの栄誉栄誉栄誉栄誉をををを

全全全全うしうしうしうし、、、、実業家実業家実業家実業家もももも商業上商業上商業上商業上のののの活動活動活動活動をををを逞逞逞逞しうしてしうしてしうしてしうして、、、、両者相互両者相互両者相互両者相互にににに戻戻戻戻らざるにらざるにらざるにらざるに至至至至るべしるべしるべしるべし。。。。・・・・・・・・・・・・    

・・・・・・・・・・・・民業民業民業民業のののの発達発達発達発達はすべてはすべてはすべてはすべて民力民力民力民力にににに由由由由らざるはなしらざるはなしらざるはなしらざるはなし。。。。」」」」    

    

明治明治明治明治 25252525年年年年にはにはにはには、、、、日本日本日本日本のののの外国貿易外国貿易外国貿易外国貿易はははは旺盛旺盛旺盛旺盛をををを極極極極めめめめ、、、、経済発展経済発展経済発展経済発展のののの原動力原動力原動力原動力になっているになっているになっているになっている。。。。    

「「「「わがわがわがわが実業実業実業実業のののの原動力原動力原動力原動力はははは外国貿易外国貿易外国貿易外国貿易にしてにしてにしてにして貿易進歩貿易進歩貿易進歩貿易進歩のののの影響影響影響影響はははは全国到全国到全国到全国到るるるる所所所所にににに及及及及ばざるはなしばざるはなしばざるはなしばざるはなし。。。。
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年年年年々々々々歳歳歳歳々、々、々、々、輸出入品輸出入品輸出入品輸出入品のののの高高高高をををを増増増増しそのしそのしそのしその種類種類種類種類をををを多多多多くしてくしてくしてくして殆殆殆殆どどどど底止底止底止底止するするするする所所所所をををを知知知知らずらずらずらず。。。。殊殊殊殊にににに内国内国内国内国

製造業製造業製造業製造業のののの次第次第次第次第にににに進歩進歩進歩進歩するとするとするとすると共共共共にににに、、、、人民人民人民人民のののの好嗜需要好嗜需要好嗜需要好嗜需要もももも又次第又次第又次第又次第にににに増加増加増加増加しししし、、、、そのそのそのその製造品製造品製造品製造品、、、、需要需要需要需要

品品品品をををを運搬集散運搬集散運搬集散運搬集散するにはするにはするにはするには汽車汽船汽車汽船汽車汽船汽車汽船のののの便便便便をををを以以以以ってしってしってしってし、、、、国中都会国中都会国中都会国中都会とととと田舎田舎田舎田舎のののの区別区別区別区別なくなくなくなく人民人民人民人民のののの衣食衣食衣食衣食

住住住住をををを一変一変一変一変したりとしたりとしたりとしたりと云云云云うもうもうもうも可可可可なりなりなりなり。」。」。」。」    

    

    下記下記下記下記にににに示示示示すすすす表表表表はははは明治明治明治明治 16161616年年年年からからからから明治明治明治明治 25252525年年年年にににに至至至至るるるる日本日本日本日本のののの輸出入輸出入輸出入輸出入のののの実績実績実績実績であるであるであるである。。。。   (   (   (   (円円円円))))    

    明治明治明治明治 25252525年度年度年度年度    明治明治明治明治 16161616年度年度年度年度    比較増減額比較増減額比較増減額比較増減額    増減割合増減割合増減割合増減割合（％（％（％（％））））    

外国貿易合計外国貿易合計外国貿易合計外国貿易合計    162,428,833162,428,833162,428,833162,428,833    63,667,05363,667,05363,667,05363,667,053    98,761,78098,761,78098,761,78098,761,780    255255255255    

内国産輸出計内国産輸出計内国産輸出計内国産輸出計    90,404,73590,404,73590,404,73590,404,735    35,693,52235,693,52235,693,52235,693,522    54,711,21354,711,21354,711,21354,711,213    253253253253    

外国産輸入計外国産輸入計外国産輸入計外国産輸入計    71,276,94271,276,94271,276,94271,276,942    27,973,53127,973,53127,973,53127,973,531    43,303,41143,303,41143,303,41143,303,411    255255255255    

    

福澤福澤福澤福澤はははは、、、、商工業商工業商工業商工業がががが日本国民日本国民日本国民日本国民にににに適適適適していてしていてしていてしていて、、、、他国民他国民他国民他国民とととと競争競争競争競争してもしてもしてもしても、、、、負負負負けないけないけないけない理由理由理由理由をををを次次次次のののの

ようにようにようにように述述述述べているべているべているべている。。。。    

「「「「第一第一第一第一にににに、、、、日本国人日本国人日本国人日本国人はははは性質順良性質順良性質順良性質順良にしてよくにしてよくにしてよくにしてよく長上長上長上長上のののの命命命命にににに服服服服しししし、、、、正直正直正直正直にしてにしてにしてにして盗心少盗心少盗心少盗心少なしなしなしなし。。。。是是是是

はははは数千年来数千年来数千年来数千年来のののの宗旨世教宗旨世教宗旨世教宗旨世教のののの然然然然らしむらしむらしむらしむ所所所所ならんならんならんならん。。。。第二第二第二第二にににに、、、、日本国人日本国人日本国人日本国人がががが清潔清潔清潔清潔をををを重重重重んずるのんずるのんずるのんずるの一事一事一事一事

はははは、、、、商工商工商工商工のののの事業上事業上事業上事業上よりみてよりみてよりみてよりみて容易容易容易容易ならざるものとならざるものとならざるものとならざるものと認認認認めざるをめざるをめざるをめざるを得得得得ずずずず。」。」。」。」    

    第一第一第一第一のののの理由理由理由理由はともかくとしてはともかくとしてはともかくとしてはともかくとして、、、、第二第二第二第二のののの理由理由理由理由はははは、、、、現在現在現在現在のののの ISO9001ISO9001ISO9001ISO9001のののの品質規格品質規格品質規格品質規格がががが、、、、５５５５ＳＳＳＳ

（（（（整理整理整理整理、、、、整頓整頓整頓整頓、、、、清掃清掃清掃清掃、、、、清潔清潔清潔清潔、、、、躾躾躾躾））））をををを品質管理品質管理品質管理品質管理のののの一要素一要素一要素一要素とととと定定定定めておりめておりめておりめており、、、、福澤福澤福澤福澤のののの発言発言発言発言はははは興味興味興味興味

深深深深いところであるいところであるいところであるいところである。。。。    

「「「「・・・・・・・・・・・・英国英国英国英国とととと競争競争競争競争するにするにするにするに困難困難困難困難はなかるべしはなかるべしはなかるべしはなかるべし。。。。多年来多年来多年来多年来、、、、熟練熟練熟練熟練にににに熟練熟練熟練熟練をををを重重重重ねたるねたるねたるねたる英国英国英国英国のののの

事業事業事業事業にににに対対対対してしてしてして新進新進新進新進のののの日本人日本人日本人日本人がががが競争競争競争競争せんとはせんとはせんとはせんとは聊聊聊聊かかかか不審不審不審不審なりとてなりとてなりとてなりとて疑疑疑疑うものもあらんかなれうものもあらんかなれうものもあらんかなれうものもあらんかなれ

どもどもどもども、、、、事事事事のののの実際実際実際実際にににに就就就就いてそのいてそのいてそのいてその情情情情をををを詳詳詳詳らかにしそのらかにしそのらかにしそのらかにしその数数数数をををを計計計計うるときはうるときはうるときはうるときは、、、、果果果果たしてたしてたしてたして疑疑疑疑うべきうべきうべきうべき

のののの点点点点なきをなきをなきをなきを了解了解了解了解すべしすべしすべしすべし。。。。工場工場工場工場のののの秩序事務秩序事務秩序事務秩序事務のののの整理整理整理整理はははは我国人我国人我国人我国人のののの最最最最もももも重重重重んずるんずるんずるんずる所所所所にしてにしてにしてにして、、、、次第次第次第次第

にににに慣慣慣慣るるにるるにるるにるるに従従従従ってってってって次第次第次第次第にににに緒緒緒緒にににに就就就就きききき、、、、之之之之をををを英国英国英国英国のののの工場工場工場工場にににに比比比比してしてしてして大大大大なるなるなるなる相違相違相違相違なきなきなきなき上上上上にににに、、、、我国我国我国我国

特有特有特有特有のののの利益利益利益利益はははは、、、、工場工場工場工場のののの事業事業事業事業にににに昼夜昼夜昼夜昼夜をををを徹徹徹徹してしてしてして機械機械機械機械のののの運転運転運転運転をををを中止中止中止中止することなきとすることなきとすることなきとすることなきと、、、、職工職工職工職工のののの指指指指

端機敏端機敏端機敏端機敏にしてにしてにしてにして能能能能くくくく工事工事工事工事にににに適適適適するとするとするとすると、、、、之之之之にににに加加加加うるにうるにうるにうるに賃金賃金賃金賃金のののの安安安安さとさとさとさと、、、、このこのこのこの三箇条三箇条三箇条三箇条はははは英国英国英国英国のののの日日日日

本本本本にににに及及及及ばざるばざるばざるばざる所所所所なりなりなりなり。」。」。」。」        

    要要要要するにするにするにするに福澤福澤福澤福澤はははは、、、、操業時間操業時間操業時間操業時間がががが長長長長くくくく、、、、技術技術技術技術がががが優優優優れていてれていてれていてれていて、、、、賃金賃金賃金賃金がががが安安安安いいいい事事事事をををを、、、、競争力競争力競争力競争力とととと

考考考考えていたえていたえていたえていた。（。（。（。（操業時間操業時間操業時間操業時間はははは英国英国英国英国がががが 10101010時間時間時間時間でででで、、、、日本日本日本日本はははは 24242424時間時間時間時間であったであったであったであった。）。）。）。）    

各国各国各国各国のののの紡錘一本紡錘一本紡錘一本紡錘一本にににに付付付付きききき一年一年一年一年のののの綿花消費高綿花消費高綿花消費高綿花消費高はははは下記下記下記下記のののの通通通通りりりりであるであるであるである。。。。    （（（（単位単位単位単位：：：：英斤英斤英斤英斤））））    

（（（（国国国国））））    （（（（消費高消費高消費高消費高））））    （（（（国国国国））））    （（（（消費高消費高消費高消費高））））    （（（（国国国国））））    （（（（消費高消費高消費高消費高））））    

日日日日    本本本本    ２２０２２０２２０２２０    欧州諸国欧州諸国欧州諸国欧州諸国    ６８６８６８６８    東東東東    印印印印    度度度度    １３４１３４１３４１３４    

英英英英    国国国国    ３５３５３５３５    米米米米    国国国国    ６８６８６８６８            

    

「「「「又日本又日本又日本又日本とととと諸外国諸外国諸外国諸外国とのとのとのとの職工職工職工職工のののの賃金賃金賃金賃金をををを比較比較比較比較すればすればすればすれば驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき相違相違相違相違ありありありあり。。。。米国及米国及米国及米国及びびびび欧州諸国欧州諸国欧州諸国欧州諸国にににに

てててて紡績紡績紡績紡績またはまたはまたはまたは織物業織物業織物業織物業にににに使役使役使役使役せらるるせらるるせらるるせらるる職工職工職工職工のののの一日分一日分一日分一日分のののの最高賃金最高賃金最高賃金最高賃金はははは下記下記下記下記のののの通通通通りであるりであるりであるりである。」。」。」。」    
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｛｛｛｛単位単位単位単位：：：：志志志志＝＝＝＝シリングシリングシリングシリング、、、、片片片片＝＝＝＝ペニーペニーペニーペニー、（、（、（、（複数形複数形複数形複数形ははははペンスペンスペンスペンス）｝）｝）｝）｝    ［［［［１１１１シリングシリングシリングシリング＝＝＝＝12121212ペンスペンスペンスペンス］］］］    

（（（（アメリカアメリカアメリカアメリカ諸州諸州諸州諸州））））    （（（（賃金賃金賃金賃金））））    （（（（アメリカアメリカアメリカアメリカ諸州諸州諸州諸州））））    （（（（賃金賃金賃金賃金））））    （（（（欧州諸国欧州諸国欧州諸国欧州諸国））））    （（（（賃金賃金賃金賃金））））    

コネチカットコネチカットコネチカットコネチカット男男男男    74.074.074.074.0志志志志    北北北北カロライナカロライナカロライナカロライナ女女女女    11.511.511.511.5志志志志    イギリスイギリスイギリスイギリス男男男男    60.060.060.060.0志志志志    

デラウエアデラウエアデラウエアデラウエア女女女女    36.036.036.036.0志志志志    南南南南カロライナカロライナカロライナカロライナ女女女女    28.528.528.528.5志志志志    イタリアイタリアイタリアイタリア男男男男    30.530.530.530.5志志志志    

メーンメーンメーンメーン男男男男    51.051.051.051.0志志志志    （（（（日本日本日本日本））））        フランスフランスフランスフランス男男男男    40.040.040.040.0志志志志    

ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク男男男男    75.075.075.075.0志志志志    男女平均男女平均男女平均男女平均    ７７７７片片片片    ドイツドイツドイツドイツ男男男男    38.038.038.038.0志志志志    

    

「「「「・・・・・・・・・・・・製造品製造品製造品製造品のののの輸出輸出輸出輸出にににに著著著著しきしきしきしき増加増加増加増加をををを見見見見たるはたるはたるはたるは最最最最もももも喜喜喜喜ぶべきぶべきぶべきぶべき現象現象現象現象にしてにしてにしてにして、、、、我日本我日本我日本我日本のののの製造製造製造製造

国国国国たりたりたりたり貿易国貿易国貿易国貿易国たるべきをたるべきをたるべきをたるべきを保証保証保証保証するものなりするものなりするものなりするものなり。。。。開国開国開国開国のののの初初初初めにはめにはめにはめには我国民我国民我国民我国民もももも一時一時一時一時のののの大変動大変動大変動大変動にににに胆胆胆胆

をををを奪奪奪奪われたるようにしてわれたるようにしてわれたるようにしてわれたるようにして方向方向方向方向にににに迷迷迷迷いいいい、、、、・・・・・・・・・・・・・・・・人心漸人心漸人心漸人心漸くくくく定定定定まりてまりてまりてまりて百事漸百事漸百事漸百事漸くくくく緒緒緒緒につくににつくににつくににつくに従従従従

いいいい、、、、初初初初めてめてめてめて国民国民国民国民のののの本音本音本音本音をををを現現現現してしてしてして今今今今はははは世界文明世界文明世界文明世界文明のののの諸商売国諸商売国諸商売国諸商売国とととと伍伍伍伍をををを為為為為しししし、、、、共共共共にににに世界世界世界世界のののの利益利益利益利益をををを

共共共共にせんとするのにせんとするのにせんとするのにせんとするの端緒端緒端緒端緒をををを見見見見たるがたるがたるがたるが如如如如しししし。。。。既既既既にににに利利利利をををを共共共共にするとあればそのにするとあればそのにするとあればそのにするとあればその間間間間にはにはにはには競争競争競争競争もももも

生生生生ずべしずべしずべしずべし。。。。競争競争競争競争してしてしてして成成成成ることもあらんることもあらんることもあらんることもあらん、、、、敗敗敗敗るることもあらんるることもあらんるることもあらんるることもあらん、、、、・・・・・・・・・・・・・・・・一見或一見或一見或一見或いはいはいはいは危険危険危険危険

なるがなるがなるがなるが如如如如くなれどもくなれどもくなれどもくなれども、、、、人間万事険人間万事険人間万事険人間万事険をををを冒冒冒冒さざればさざればさざればさざれば功功功功をなしをなしをなしをなし難難難難しししし。。。。・・・・・・・・・・・・兎兎兎兎にににに角角角角にににに我製造国我製造国我製造国我製造国

たりたりたりたり貿易国貿易国貿易国貿易国たるべきのたるべきのたるべきのたるべきの事実事実事実事実をををを得得得得てそのてそのてそのてその空想空想空想空想ならざるならざるならざるならざる証証証証するするするする上上上上はははは、、、、国民運動国民運動国民運動国民運動のののの大方針大方針大方針大方針はははは唯唯唯唯

進進進進むのむのむのむの一法一法一法一法あるのみあるのみあるのみあるのみとととと我輩我輩我輩我輩のののの敢敢敢敢えてえてえてえて断言断言断言断言してしてしてして躊躇躊躇躊躇躊躇せざるせざるせざるせざる所所所所なりなりなりなり。」。」。」。」    

    

◎◎◎◎    福澤福澤福澤福澤のののの海関税全廃海関税全廃海関税全廃海関税全廃のののの考考考考ええええ方方方方    

「「「「我輩我輩我輩我輩はははは先先先先ずずずず日本日本日本日本のののの無税港無税港無税港無税港、、、、即即即即ちちちち海関税全廃海関税全廃海関税全廃海関税全廃をををを主張主張主張主張するものなりするものなりするものなりするものなり。」。」。」。」    

福澤福澤福澤福澤のののの主張主張主張主張はははは、、、、我我我我がががが国国国国のののの輸出輸出輸出輸出＆＆＆＆輸入税輸入税輸入税輸入税はははは実質実質実質実質３３３３％％％％でありでありでありであり、、、、これはこれはこれはこれは明治明治明治明治 25252525年度年度年度年度のののの輸出入輸出入輸出入輸出入

総額総額総額総額１１１１億億億億６６６６千千千千２４２２４２２４２２４２万万万万８８８８千余円千余円千余円千余円にににに対対対対してしてしてして、、、、５５５５百百百百６６６６万万万万９９９９千余円千余円千余円千余円にににに過過過過ぎないぎないぎないぎない。。。。税収税収税収税収としてはとしてはとしてはとしては

微微微微々々々々たるものだしたるものだしたるものだしたるものだし、、、、我我我我がががが国国国国のののの製造業製造業製造業製造業をををを保護保護保護保護するするするする目的目的目的目的にもならないにもならないにもならないにもならない。「。「。「。「製造業製造業製造業製造業のののの未未未未だだだだ開開開開けけけけ

ずしてずしてずしてずして外国外国外国外国とととと競争競争競争競争のののの見見見見こみなきこみなきこみなきこみなき国柄国柄国柄国柄にてはにてはにてはにては之之之之をををを保護税保護税保護税保護税とととと名名名名づけづけづけづけ・・・・・・・・・・・・・・・・自国製造自国製造自国製造自国製造のののの発達発達発達発達

をををを助助助助くるものありくるものありくるものありくるものあり。。。。・・・・・・・・・・・・・・・・我日本国我日本国我日本国我日本国のののの製造業製造業製造業製造業はははは前途前途前途前途のののの望望望望みにみにみにみに乏乏乏乏しからずしてしからずしてしからずしてしからずして、、、、保護税保護税保護税保護税

のののの必要必要必要必要なきはなきはなきはなきは実業界実業界実業界実業界のののの実際実際実際実際にににに示示示示すすすす所所所所のみならずのみならずのみならずのみならず・・・・・・・・・・・・」」」」というというというという事事事事であるであるであるである。。。。    

要要要要するにするにするにするに、、、、日本日本日本日本のののの製製製製造業造業造業造業はははは明治明治明治明治 26262626年年年年のののの段階段階段階段階ではではではでは、、、、世界世界世界世界のののの諸国諸国諸国諸国とととと競争競争競争競争してもしてもしてもしても充分太刀充分太刀充分太刀充分太刀

打打打打ちちちち出来出来出来出来るのでるのでるのでるので、、、、保護税保護税保護税保護税のののの必要必要必要必要はないとはないとはないとはないと、、、、主張主張主張主張しているしているしているしている。。。。    

「「「「即即即即ちちちち我諸港我諸港我諸港我諸港をををを開放開放開放開放してしてしてして輸出入輸出入輸出入輸出入のののの関税関税関税関税をををを全廃全廃全廃全廃しししし、、、、外国品外国品外国品外国品のののの出入出入出入出入りをりをりをりを自由自在自由自在自由自在自由自在にしてにしてにしてにして東洋東洋東洋東洋

一種一種一種一種のののの倉庫港倉庫港倉庫港倉庫港とととと為為為為しししし、、、、物品物品物品物品のののの入入入入るをるをるをるを咎咎咎咎めずめずめずめず出出出出るをるをるをるを問問問問わずわずわずわず、、、、そのそのそのその出入出入出入出入りのりのりのりの間間間間にににに我貿易我貿易我貿易我貿易のののの勢勢勢勢

いをいをいをいを進進進進めてめてめてめて我国産物我国産物我国産物我国産物のののの出出出出るをるをるをるを増増増増しししし、、、、我国民我国民我国民我国民のののの利利利利するするするする所所所所はははは殆殆殆殆どどどど底止底止底止底止するするするする所所所所なかるべしなかるべしなかるべしなかるべし。」。」。」。」    

    福澤福澤福澤福澤はははは、、、、無税無税無税無税にすればにすればにすればにすれば今今今今のののの貿易貿易貿易貿易のののの１１１１億億億億６６６６千万円千万円千万円千万円はははは、、、、倍倍倍倍のののの３３３３億億億億２２２２千万円千万円千万円千万円になりになりになりになり、、、、人民人民人民人民がががが

貿易増額貿易増額貿易増額貿易増額のののの１１１１割割割割をををを利利利利するとしてもするとしてもするとしてもするとしても、、、、１６１６１６１６百万円百万円百万円百万円のののの利益増利益増利益増利益増になるになるになるになる。。。。今今今今のののの関税関税関税関税５５５５～～～～６６６６百万円百万円百万円百万円    

はははは物物物物のののの数数数数にならないとにならないとにならないとにならないと主張主張主張主張しているしているしているしている。。。。    

さらにさらにさらにさらに一歩進一歩進一歩進一歩進めてめてめてめて、、、、自由貿易論自由貿易論自由貿易論自由貿易論をををを展開展開展開展開するするするする。。。。自由貿易自由貿易自由貿易自由貿易はははは日本日本日本日本がががが世界世界世界世界とととと競争競争競争競争するするするする事事事事によによによによ

りりりり、、、、益益益益々々々々競争力競争力競争力競争力をををを磨磨磨磨きききき上上上上げげげげ、、、、日本経済日本経済日本経済日本経済のののの発展発展発展発展にににに大大大大きくきくきくきく寄与寄与寄与寄与するするするする事事事事であろうとしてであろうとしてであろうとしてであろうとして、、、、次次次次のののの

ようにようにようにように締締締締めめめめ括括括括っているっているっているっている。。。。    
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「「「「本論本論本論本論にににに主主主主とするとするとするとする無税港無税港無税港無税港のののの案案案案はははは、、、、外国人外国人外国人外国人のののの為為為為にににに非非非非ずしてずしてずしてずして日本日本日本日本のののの利益利益利益利益のののの為為為為にするものなりにするものなりにするものなりにするものなり。。。。

海関税海関税海関税海関税をををを置置置置くのくのくのくの利不利利不利利不利利不利はははは、、、、自国自国自国自国とととと外国外国外国外国とをとをとをとを比較比較比較比較しししし製造事業製造事業製造事業製造事業のののの盛衰如何盛衰如何盛衰如何盛衰如何をををを詳詳詳詳らかにしてらかにしてらかにしてらかにして判判判判

断断断断すべきことなりすべきことなりすべきことなりすべきことなり。。。。然然然然るにるにるにるに近年近年近年近年、、、、我我我我がががが事業事業事業事業はははは唯進唯進唯進唯進むのむのむのむの一方一方一方一方のみにしてのみにしてのみにしてのみにして退退退退くのくのくのくの色色色色をををを見見見見ずずずず。。。。    

製造業又製造業又製造業又製造業又はははは商売法商売法商売法商売法においてにおいてにおいてにおいて、、、、日本日本日本日本のののの小規模小規模小規模小規模はははは固固固固よりよりよりより西欧先進国西欧先進国西欧先進国西欧先進国のののの大組織大組織大組織大組織にににに敵敵敵敵すべきにすべきにすべきにすべきに非非非非

ずずずず。。。。・・・・・・・・・・・・・・・・之之之之をををを我国質我国質我国質我国質にににに訴訴訴訴ええええ我国民我国民我国民我国民のののの気風技量気風技量気風技量気風技量にににに徴徴徴徴しししし、、、、局部局部局部局部とととと局部局部局部局部とととと相対相対相対相対してしてしてして競争競争競争競争恐恐恐恐

るるにるるにるるにるるに足足足足らざるらざるらざるらざるのののの理由又事実理由又事実理由又事実理由又事実をををを得得得得たるたるたるたる上上上上はははは、、、、最早躊躇最早躊躇最早躊躇最早躊躇すべきすべきすべきすべき時節時節時節時節にににに非非非非ずずずず。。。。諸港諸港諸港諸港をををを開放開放開放開放しししし

てててて東洋東洋東洋東洋のののの貿易国貿易国貿易国貿易国とととと為為為為しししし、、、、入入入入るもるもるもるも出出出出るもるもるもるも自由自在自由自在自由自在自由自在にしてにしてにしてにして、、、、国民国民国民国民はただにはただにはただにはただに内内内内にににに運動運動運動運動してしてしてして衣食衣食衣食衣食

をををを安安安安くするのみならずくするのみならずくするのみならずくするのみならず、、、、外外外外にににに羽翼羽翼羽翼羽翼をををを伸伸伸伸ばしてばしてばしてばして生活生活生活生活をををを広広広広くするのくするのくするのくするの道道道道あるべしあるべしあるべしあるべし。。。。兵馬兵馬兵馬兵馬のののの上上上上にににに

おいておいておいておいて外国外国外国外国をををを侵略侵略侵略侵略するがするがするがするが如如如如きはきはきはきは言言言言うべきことにあらざれどもうべきことにあらざれどもうべきことにあらざれどもうべきことにあらざれども、、、、商売上商売上商売上商売上にはにはにはには、、、、海外海外海外海外のののの諸国諸国諸国諸国

をををを侵侵侵侵してしてしてして之之之之をををを領分領分領分領分とするこそとするこそとするこそとするこそ貿易国貿易国貿易国貿易国のののの本意本意本意本意なれなれなれなれ。」。」。」。」    

明治維新期明治維新期明治維新期明治維新期のののの日本経済日本経済日本経済日本経済とととと経済政策経済政策経済政策経済政策        

    明治維新期明治維新期明治維新期明治維新期におけるにおけるにおけるにおける福澤福澤福澤福澤のののの日日日日本経済論本経済論本経済論本経済論はははは、、、、経済経済経済経済（（（（実業実業実業実業））））はははは民間主導民間主導民間主導民間主導であるべきでありであるべきでありであるべきでありであるべきであり、、、、

官官官官（（（（政府政府政府政府））））はははは政事政事政事政事にににに専念専念専念専念しししし経済経済経済経済にににに干渉干渉干渉干渉するべきではないするべきではないするべきではないするべきではない、、、、とととと官主導官主導官主導官主導にににに反対反対反対反対しているしているしているしている。。。。しししし

かもかもかもかも、、、、国内国内国内国内にににに於於於於けるけるけるける企業間企業間企業間企業間のののの競争競争競争競争及及及及びびびび外国外国外国外国とのとのとのとの競争競争競争競争をををを大大大大いにいにいにいに奨励奨励奨励奨励しているしているしているしている。。。。    

しかししかししかししかし、、、、実際実際実際実際のののの維新期維新期維新期維新期におけるにおけるにおけるにおける日本経済日本経済日本経済日本経済とととと経済政策経済政策経済政策経済政策はどうであったかをはどうであったかをはどうであったかをはどうであったかを、、、、斉藤斉藤斉藤斉藤    修氏修氏修氏修氏とととと

西川俊作氏西川俊作氏西川俊作氏西川俊作氏のののの共著論文共著論文共著論文共著論文「「「「大大大大いなるいなるいなるいなる遺産遺産遺産遺産」」」」――――維新期維新期維新期維新期のののの経済経済経済経済とととと経済政策経済政策経済政策経済政策――――（（（（季刊季刊季刊季刊    現代経済現代経済現代経済現代経済    

SPRINGSPRINGSPRINGSPRING    1985198519851985））））のののの重要部分重要部分重要部分重要部分をををを引用引用引用引用させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きききき、、、、考察考察考察考察するするするする事事事事にするにするにするにする。。。。    

    

★★★★    維新期維新期維新期維新期にににに於於於於けるけるけるける日本経済日本経済日本経済日本経済のののの特質特質特質特質    

「「「「1859185918591859 年年年年のののの開港開港開港開港によりによりによりにより日本日本日本日本がががが世界貿易世界貿易世界貿易世界貿易にににに参加参加参加参加ししししたことはたことはたことはたことは、、、、厳密厳密厳密厳密にににに経済的経済的経済的経済的なななな意味意味意味意味におにおにおにお

いていていていて重要重要重要重要なななな事事事事であったであったであったであった。。。。開港場開港場開港場開港場がががが開開開開かれたかれたかれたかれた時時時時、、、、日本日本日本日本のののの貿易商貿易商貿易商貿易商はははは自分達自分達自分達自分達のののの商品商品商品商品にににに広広広広いいいい市場市場市場市場

がががが開開開開かれたかれたかれたかれた事事事事、、、、又交易条件又交易条件又交易条件又交易条件がががが有利有利有利有利にににに働働働働いているいているいているいている事事事事をををを知知知知ったったったった。。。。安場保吉安場保吉安場保吉安場保吉のののの計測計測計測計測によればによればによればによれば、、、、

交易条件交易条件交易条件交易条件のののの改善改善改善改善はははは 1857185718571857年年年年からからからから 1865186518651865年年年年にはにはにはには約約約約 200200200200％、％、％、％、1865186518651865年年年年からからからから 1880188018801880年年年年にはにはにはには約約約約 85858585％％％％

にににに及及及及んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。実際実際実際実際このこのこのこの注目注目注目注目すべきすべきすべきすべき事実事実事実事実にににに基基基基づきづきづきづき、、、、1845184518451845 年年年年からからからから 1879187918791879 年年年年のののの期間期間期間期間においにおいにおいにおい

てててて、、、、日本日本日本日本はははは世界貿易世界貿易世界貿易世界貿易のおのおのおのお陰陰陰陰でででで国民所得国民所得国民所得国民所得をををを 65656565％％％％増増増増やしたとやしたとやしたとやしたと言言言言うううう思思思思いいいい切切切切ったったったった意見意見意見意見をををを述述述述べてべてべてべて

いるいるいるいる研究者研究者研究者研究者もいるもいるもいるもいる。。。。（（（（Huber,J.R.,Huber,J.R.,Huber,J.R.,Huber,J.R.,““““Effect on PricEffect on PricEffect on PricEffect on Price of Japane of Japane of Japane of Japan’’’’s entry into world commerce s entry into world commerce s entry into world commerce s entry into world commerce 

after 1858after 1858after 1858after 1858””””, , , , Journal of political economyJournal of political economyJournal of political economyJournal of political economy,1XXiX,no.3  1971,1XXiX,no.3  1971,1XXiX,no.3  1971,1XXiX,no.3  1971））））    

勿論勿論勿論勿論このこのこのこの数値数値数値数値がががが、、、、信頼信頼信頼信頼にににに値値値値するにするにするにするに足足足足るものかどうかはるものかどうかはるものかどうかはるものかどうかは、、、、議論議論議論議論のところであるのところであるのところであるのところである。。。。しかししかししかししかし

1860186018601860 年代年代年代年代、、、、及及及及びそれびそれびそれびそれ以降以降以降以降にににに日本経済日本経済日本経済日本経済がががが「「「「成長成長成長成長」」」」したことはしたことはしたことはしたことは明明明明らかであるらかであるらかであるらかである。」。」。」。」    

    「「「「大川大川大川大川ととととロソスキーロソスキーロソスキーロソスキーによればによればによればによれば、、、、日本日本日本日本のののの近代経済成長近代経済成長近代経済成長近代経済成長はははは 1880188018801880 年代年代年代年代なかばをなかばをなかばをなかばを過過過過ぎたぎたぎたぎた頃頃頃頃かかかか

らららら始始始始まりまりまりまり、、、、そのそのそのその後後後後のののの 15151515 年間年間年間年間はははは、、、、近代産業近代産業近代産業近代産業のののの文字通文字通文字通文字通りりりり絶絶絶絶ええええ間間間間ないないないない発展発展発展発展のののの時代時代時代時代であったであったであったであった。。。。

製糸業製糸業製糸業製糸業とととと綿紡績業綿紡績業綿紡績業綿紡績業はははは主主主主にににに民間部門民間部門民間部門民間部門でででで展開展開展開展開しししし、、、、道路建設道路建設道路建設道路建設、、、、鉄道鉄道鉄道鉄道、、、、一般一般一般一般のののの公共施設公共施設公共施設公共施設はははは政府政府政府政府

のののの手手手手でででで建設建設建設建設されたされたされたされた。。。。1901190119011901 年年年年までにまでにまでにまでに工場生産工場生産工場生産工場生産はははは、ＮＮＰ、ＮＮＰ、ＮＮＰ、ＮＮＰのののの 10101010％％％％近近近近くになりくになりくになりくになり、、、、粗国内固定粗国内固定粗国内固定粗国内固定

資本形成資本形成資本形成資本形成はははは、ＧＮＰ、ＧＮＰ、ＧＮＰ、ＧＮＰのののの 10101010％％％％をををを超超超超えたえたえたえた。。。。さらにさらにさらにさらに輸出輸出輸出輸出ははははＧＮＰＧＮＰＧＮＰＧＮＰのののの 10101010％％％％以上以上以上以上になっていたになっていたになっていたになっていた。。。。

これらのこれらのこれらのこれらの指標指標指標指標はすべてはすべてはすべてはすべて持続的持続的持続的持続的にににに増大増大増大増大しておりしておりしておりしており、、、、過去数過去数過去数過去数 10101010 年間年間年間年間をををを上回上回上回上回っていたっていたっていたっていた。」。」。」。」    
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(Ohkawa,K.,and Rosovsky,H.,(Ohkawa,K.,and Rosovsky,H.,(Ohkawa,K.,and Rosovsky,H.,(Ohkawa,K.,and Rosovsky,H.,““““Capital formation in JapanCapital formation in JapanCapital formation in JapanCapital formation in Japan””””,,,,The Cambridge economicThe Cambridge economicThe Cambridge economicThe Cambridge economic    

history of Europehistory of Europehistory of Europehistory of Europe,vii,p,vii,p,vii,p,vii,pt.2. 1978  pp.143t.2. 1978  pp.143t.2. 1978  pp.143t.2. 1978  pp.143----144)144)144)144)    

    

「「「「維新期維新期維新期維新期はははは改革改革改革改革のののの時代時代時代時代であったであったであったであった。。。。明治政府明治政府明治政府明治政府はははは国国国国のののの諸制度諸制度諸制度諸制度のののの西欧化西欧化西欧化西欧化をををを図図図図ったったったった。。。。租税租税租税租税、、、、通通通通

貨体系貨体系貨体系貨体系、、、、銀行銀行銀行銀行、、、、株式取引所株式取引所株式取引所株式取引所、、、、通信網通信網通信網通信網、、、、教育教育教育教育、、、、陸海軍陸海軍陸海軍陸海軍――――――――これらすべてはこれらすべてはこれらすべてはこれらすべては「「「「西欧西欧西欧西欧」」」」モデルモデルモデルモデル

をををを導入導入導入導入したしたしたした分野分野分野分野であるであるであるである。。。。最後最後最後最後にににに、、、、前時代前時代前時代前時代のののの体制体制体制体制、、、、つまりつまりつまりつまり幕藩体制幕藩体制幕藩体制幕藩体制それそれそれそれ自体自体自体自体をををを解体解体解体解体したこしたこしたこしたこ

とであるとであるとであるとである。。。。このこのこのこの変革変革変革変革はははは二二二二つのつのつのつの側面側面側面側面をもつをもつをもつをもつ。。。。一一一一つはつはつはつは「「「「封建封建封建封建」」」」をををを「「「「郡県郡県郡県郡県」」」」にににに置置置置きききき換換換換えたえたえたえた事事事事、、、、

二二二二つはつはつはつは、、、、大名大名大名大名とととと武士武士武士武士のののの秩禄処分秩禄処分秩禄処分秩禄処分であるであるであるである。。。。これによってこれによってこれによってこれによって国民国家国民国家国民国家国民国家がががが形成形成形成形成されされされされ、、、、そのそのそのその結果結果結果結果、、、、

統合統合統合統合されたされたされたされた国民経済国民経済国民経済国民経済もももも生生生生まれたまれたまれたまれた。。。。又経済政策又経済政策又経済政策又経済政策にににに関関関関するするするする意思決定主体意思決定主体意思決定主体意思決定主体がががが変変変変わるわるわるわる事事事事にもなにもなにもなにもなっっっっ

たたたた。。。。多多多多くのくのくのくの藩藩藩藩がががが個別個別個別個別のののの経済計画経済計画経済計画経済計画をををを立立立立てるのではなくてるのではなくてるのではなくてるのではなく、、、、中央中央中央中央のののの明治政府明治政府明治政府明治政府がががが――――――――必必必必ずしもずしもずしもずしも実実実実

行可能行可能行可能行可能ではなかったとしてもとにかくではなかったとしてもとにかくではなかったとしてもとにかくではなかったとしてもとにかく――――――――統合統合統合統合されたされたされたされた体系的体系的体系的体系的なななな計画計画計画計画をををを立案出来立案出来立案出来立案出来たたたた。。。。言言言言いいいい

換換換換えるとえるとえるとえると、、、、このこのこのこの制度的変革制度的変革制度的変革制度的変革によってによってによってによって富国強兵富国強兵富国強兵富国強兵のののの実現実現実現実現がいっそうがいっそうがいっそうがいっそう容易容易容易容易になったのであるになったのであるになったのであるになったのである。」。」。」。」    

        

「「「「維新期維新期維新期維新期のののの経済成長経済成長経済成長経済成長はははは輸出主導型輸出主導型輸出主導型輸出主導型のののの成長成長成長成長であったであったであったであった。。。。・・・・・・・・・・・・確確確確かにかにかにかに外国貿易外国貿易外国貿易外国貿易によってによってによってによって綿作綿作綿作綿作

地域地域地域地域はははは打撃打撃打撃打撃をををを受受受受けたけたけたけた。。。。日本日本日本日本のののの綿花綿花綿花綿花・・・・綿糸綿糸綿糸綿糸はははは世界市場世界市場世界市場世界市場でのでのでのでの競争力競争力競争力競争力をををを全全全全くくくく持持持持っていなかったっていなかったっていなかったっていなかった。。。。

それゆえにそれゆえにそれゆえにそれゆえに国内生産国内生産国内生産国内生産はははは外国製品外国製品外国製品外国製品のののの流入流入流入流入によってによってによってによって大打撃大打撃大打撃大打撃をををを蒙蒙蒙蒙ったのであるったのであるったのであるったのである。。。。そのそのそのその結果結果結果結果としとしとしとし

てててて、、、、紡糸工程紡糸工程紡糸工程紡糸工程はははは 1880188018801880年代年代年代年代にににに工場工場工場工場産業産業産業産業としてとしてとしてとして再建再建再建再建されねばならなかったされねばならなかったされねばならなかったされねばならなかった。。。。しかししかししかししかし綿織物綿織物綿織物綿織物

業者業者業者業者のののの多多多多くはくはくはくは輸入綿糸輸入綿糸輸入綿糸輸入綿糸にににに――――――――後後後後にににに国内紡績糸国内紡績糸国内紡績糸国内紡績糸にににに――――――――切切切切りりりり替替替替えることによってえることによってえることによってえることによって生生生生きききき残残残残っっっっ

たたたた。。。。結局結局結局結局のところのところのところのところ、、、、日本日本日本日本のののの地方経済地方経済地方経済地方経済はははは世界貿易世界貿易世界貿易世界貿易へのへのへのへの参加参加参加参加でででで利益利益利益利益をををを得得得得たとたとたとたと言言言言ってよいであってよいであってよいであってよいであ

ろうろうろうろう。。。。維新期維新期維新期維新期のののの輸出主導型輸出主導型輸出主導型輸出主導型のののの経済成長経済成長経済成長経済成長はははは農村農村農村農村がががが中心中心中心中心だったのでありだったのでありだったのでありだったのであり、、、、このこのこのこの点点点点においてにおいてにおいてにおいて徳徳徳徳

川時代川時代川時代川時代からからからから明治時代明治時代明治時代明治時代へのへのへのへの経済的連続性経済的連続性経済的連続性経済的連続性をみることができるをみることができるをみることができるをみることができる。」。」。」。」    

    

★★★★    幕藩体制幕藩体制幕藩体制幕藩体制のののの遺産遺産遺産遺産とととと維新期維新期維新期維新期のののの経済政策経済政策経済政策経済政策    

「「「「維新期維新期維新期維新期のののの経済成長経済成長経済成長経済成長はははは、、、、決決決決してしてしてして何何何何のののの困難困難困難困難もなくもなくもなくもなく実現実現実現実現したのではないしたのではないしたのではないしたのではない。。。。明治政府明治政府明治政府明治政府はははは経済経済経済経済

運営運営運営運営のののの上上上上でででで数多数多数多数多くのくのくのくの困難困難困難困難にににに直面直面直面直面していたしていたしていたしていた。「。「。「。「通貨政策通貨政策通貨政策通貨政策」」」」とととと「「「「殖産殖産殖産殖産興業興業興業興業」」」」のののの二二二二つがつがつがつが大問題大問題大問題大問題

でありでありでありであり、、、、明治政府明治政府明治政府明治政府のののの経済戦略経済戦略経済戦略経済戦略はこれにかかっていたはこれにかかっていたはこれにかかっていたはこれにかかっていた。。。。そしてこのそしてこのそしてこのそしてこの二二二二つのつのつのつの問題問題問題問題にこそにこそにこそにこそ、、、、徳徳徳徳

川時代川時代川時代川時代からのからのからのからの「「「「遺産遺産遺産遺産」」」」があったのであるがあったのであるがあったのであるがあったのである。。。。    

幕藩体制幕藩体制幕藩体制幕藩体制のもとではのもとではのもとではのもとでは、、、、通貨供給通貨供給通貨供給通貨供給はははは幕府幕府幕府幕府とととと藩藩藩藩によってによってによってによって統制統制統制統制されていたされていたされていたされていた。。。。金銀貨金銀貨金銀貨金銀貨はははは幕府幕府幕府幕府のののの

直接統制下直接統制下直接統制下直接統制下にあったがにあったがにあったがにあったが、、、、各藩各藩各藩各藩もももも領国内領国内領国内領国内でででで独自独自独自独自のののの紙幣紙幣紙幣紙幣（（（（藩札藩札藩札藩札））））をををを発行発行発行発行するするするする事事事事がががが許許許許されていされていされていされてい

たたたた。「。「。「。「紙幣経済紙幣経済紙幣経済紙幣経済」」」」のののの安定化安定化安定化安定化についてはについてはについてはについては、、、、多多多多くのくのくのくの藩藩藩藩がががが藩札危機藩札危機藩札危機藩札危機をををを経験経験経験経験しながらもしながらもしながらもしながらも、、、、それをそれをそれをそれを

回避回避回避回避してしてしてして通貨供給通貨供給通貨供給通貨供給をををを正常正常正常正常にににに戻戻戻戻したというしたというしたというしたという事実事実事実事実があるがあるがあるがある。。。。    

「「「「紙幣経済紙幣経済紙幣経済紙幣経済」」」」運営運営運営運営ののののノウハウノウハウノウハウノウハウがががが徳川時代徳川時代徳川時代徳川時代のののの重要重要重要重要なななな遺産遺産遺産遺産であったであったであったであった事事事事はははは確確確確かであるかであるかであるかである。。。。    

    1877187718771877 年以来年以来年以来年以来、、、、通貨量通貨量通貨量通貨量はははは急速急速急速急速にににに増大増大増大増大していたしていたしていたしていた。。。。そのそのそのその理由理由理由理由のののの一一一一つはつはつはつは、、、、国立銀行国立銀行国立銀行国立銀行がががが大量大量大量大量のののの

紙幣紙幣紙幣紙幣をををを発行発行発行発行したからであるしたからであるしたからであるしたからである。。。。いまいまいまいま一一一一つのつのつのつの理由理由理由理由はははは、、、、西南戦争西南戦争西南戦争西南戦争によるによるによるによる巨額巨額巨額巨額のののの出費出費出費出費をををを賄賄賄賄うためうためうためうため

にににに、、、、政府自身政府自身政府自身政府自身がががが多数多数多数多数のののの紙幣紙幣紙幣紙幣をををを追加発行追加発行追加発行追加発行したことであるしたことであるしたことであるしたことである。。。。このこのこのこの時時時時のののの大蔵卿大蔵卿大蔵卿大蔵卿はははは大隈重信大隈重信大隈重信大隈重信であであであであ

ったったったった。。。。通貨政策通貨政策通貨政策通貨政策にににに関関関関するするするする大隈大隈大隈大隈のののの立場立場立場立場はははは、、、、彼彼彼彼がががが「「「「殖産興業殖産興業殖産興業殖産興業」」」」のためにのためにのためにのために行行行行ったったったった事事事事とととと密接密接密接密接なななな関関関関
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係係係係があるがあるがあるがある。。。。このこのこのこの点点点点についてについてについてについて福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉がががが大隈大隈大隈大隈のののの紙幣供給紙幣供給紙幣供給紙幣供給をををを支持支持支持支持したしたしたしたというというというという事実事実事実事実はははは興味深興味深興味深興味深いいいい。。。。

大隈大隈大隈大隈とととと福澤福澤福澤福澤はははは、、、、通貨政策通貨政策通貨政策通貨政策におけるにおけるにおけるにおける藩藩藩藩のののの役割役割役割役割についてについてについてについて、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに多多多多くのくのくのくの点点点点でででで共通共通共通共通のののの認識認識認識認識をををを

持持持持っていたっていたっていたっていた。。。。藩札藩札藩札藩札のののの流通流通流通流通がががが人口人口人口人口やややや石高石高石高石高にににに密接密接密接密接なななな関連関連関連関連をををを持持持持っていたっていたっていたっていたというというというという事実事実事実事実からみてからみてからみてからみて、、、、

国立銀行券国立銀行券国立銀行券国立銀行券のののの発行高発行高発行高発行高のののの各県各県各県各県へのへのへのへの割割割割りりりり当当当当てをてをてをてを決決決決めるめるめるめる際際際際にににに、、、、大隈大隈大隈大隈がががが県県県県のののの人口人口人口人口とととと徴税額徴税額徴税額徴税額をををを算定算定算定算定

のののの基礎基礎基礎基礎にしたのはにしたのはにしたのはにしたのは当然当然当然当然であったであったであったであった。。。。    

大隈重信大隈重信大隈重信大隈重信のののの後後後後をををを引引引引きききき継継継継いだいだいだいだ松方正義松方正義松方正義松方正義はははは、、、、1881188118811881 年年年年 10101010 月以来月以来月以来月以来、、、、大蔵卿大蔵卿大蔵卿大蔵卿としてこのとしてこのとしてこのとしてこの混乱混乱混乱混乱

のののの修復修復修復修復にににに成功成功成功成功しししし、、、、近代通貨体系近代通貨体系近代通貨体系近代通貨体系のののの基礎基礎基礎基礎となるとなるとなるとなる中央銀行中央銀行中央銀行中央銀行、、、、即即即即ちちちち日本銀行日本銀行日本銀行日本銀行をををを 1882188218821882年設置年設置年設置年設置しししし

たたたた。。。。    

    大久保利通大久保利通大久保利通大久保利通（（（（首相首相首相首相））））とととと大隈重信大隈重信大隈重信大隈重信（（（（大蔵卿大蔵卿大蔵卿大蔵卿））））はははは、、、、1879187918791879 年以来工部省年以来工部省年以来工部省年以来工部省によってによってによってによって行行行行われてわれてわれてわれて

いたいたいたいた殖産興業殖産興業殖産興業殖産興業にににに、、、、新新新新しいしいしいしい刺激刺激刺激刺激をををを与与与与えたえたえたえた。。。。大久保大久保大久保大久保・・・・大隈大隈大隈大隈のののの殖産興業殖産興業殖産興業殖産興業プログラムプログラムプログラムプログラムはははは、、、、国家国家国家国家のののの

主導権主導権主導権主導権がががが全面全面全面全面にににに出出出出ていたていたていたていた従来従来従来従来のそれののそれののそれののそれの単単単単なるなるなるなる拡張拡張拡張拡張ではなかったではなかったではなかったではなかった。。。。確確確確かにかにかにかに大久保大久保大久保大久保とととと大隈大隈大隈大隈はははは、、、、

繊維工場繊維工場繊維工場繊維工場、、、、タイルタイルタイルタイル・・・・セメントセメントセメントセメント工場工場工場工場といったといったといったといった政府直営事業政府直営事業政府直営事業政府直営事業のののの多多多多くをくをくをくを実施実施実施実施したしたしたした。。。。しかしながしかしながしかしながしかしなが

らららら、、、、鉄道建設鉄道建設鉄道建設鉄道建設にににに対対対対するするするする工部省工部省工部省工部省のののの支出支出支出支出はははは 1875187518751875年以降大幅年以降大幅年以降大幅年以降大幅にににに削減削減削減削減されたされたされたされた。。。。これはこれはこれはこれは鉄道建設鉄道建設鉄道建設鉄道建設

のののの大部分大部分大部分大部分がががが民間民間民間民間のののの手手手手にににに委委委委ねられたねられたねられたねられた事事事事をををを意味意味意味意味するするするする。。。。    大久保大久保大久保大久保とととと大隈大隈大隈大隈はははは民業民業民業民業のののの役割役割役割役割をををを極極極極めてめてめてめて

重視重視重視重視していたのであるしていたのであるしていたのであるしていたのである。。。。政府政府政府政府はははは資金資金資金資金をををを工場工場工場工場、、、、造船所造船所造船所造船所、、、、試験場等試験場等試験場等試験場等々々々々にににに注注注注ぎぎぎぎ込込込込むだけでなくむだけでなくむだけでなくむだけでなく、、、、

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな基金基金基金基金からいろいろなからいろいろなからいろいろなからいろいろな資金資金資金資金をそのをそのをそのをその都度都度都度都度、、、、会社会社会社会社やややや個人企業個人企業個人企業個人企業にににに貸貸貸貸しししし出出出出したしたしたした。。。。借借借借りりりり手手手手

にはにはにはには三井三菱三井三菱三井三菱三井三菱やややや、、、、後後後後にににに財閥財閥財閥財閥となったとなったとなったとなった企業家企業家企業家企業家がががが含含含含まれていたまれていたまれていたまれていた。＊＊。＊＊。＊＊。＊＊        

しかししかししかししかし 1873187318731873年以降年以降年以降年以降のののの時期時期時期時期にににに於於於於けるけるけるける殖殖殖殖産興業産興業産興業産興業のののの顕著顕著顕著顕著なななな特徴特徴特徴特徴はははは、、、、大久保大久保大久保大久保とととと大隈大隈大隈大隈がががが、、、、政策政策政策政策

目標目標目標目標のののの達成達成達成達成のためにのためにのためにのために三井三井三井三井やややや三菱三菱三菱三菱などのなどのなどのなどのビッグビッグビッグビッグ・・・・ビジネスビジネスビジネスビジネスのみならずのみならずのみならずのみならず、、、、地方地方地方地方のののの工業工業工業工業とととと商業商業商業商業

にににに期待期待期待期待をかけていたをかけていたをかけていたをかけていた点点点点にあるにあるにあるにある。。。。理由理由理由理由のののの第一第一第一第一はははは、、、、農村工業農村工業農村工業農村工業、、、、特特特特にににに輸出指向型輸出指向型輸出指向型輸出指向型のののの製糸業製糸業製糸業製糸業はははは、、、、

このこのこのこの時期時期時期時期にまさしくにまさしくにまさしくにまさしく成長成長成長成長していたからであるしていたからであるしていたからであるしていたからである。。。。第二第二第二第二はははは、、、、政府政府政府政府はははは 1870187018701870年代年代年代年代のののの輸入超過輸入超過輸入超過輸入超過をををを

次第次第次第次第にににに憂慮憂慮憂慮憂慮しししし始始始始めていためていためていためていた。。。。輸出輸出輸出輸出はははは依然依然依然依然としてとしてとしてとして増大増大増大増大をををを続続続続けていたがけていたがけていたがけていたが、、、、輸入輸入輸入輸入もももも――――――――主主主主にににに綿製綿製綿製綿製

品品品品、、、、砂糖砂糖砂糖砂糖、、、、灯油灯油灯油灯油などのなどのなどのなどの消費財消費財消費財消費財であったであったであったであった――――――――急激急激急激急激にににに増加増加増加増加していたしていたしていたしていた。。。。政府政府政府政府がががが地方工業地方工業地方工業地方工業のののの発展発展発展発展

をををを望望望望んだのはんだのはんだのはんだのは、、、、そこでそこでそこでそこで輸出品輸出品輸出品輸出品がががが生産生産生産生産されるからだけではなくされるからだけではなくされるからだけではなくされるからだけではなく、、、、農村部門農村部門農村部門農村部門のののの生産物生産物生産物生産物がががが輸入輸入輸入輸入

にににに代替代替代替代替しししし得得得得るからでもあったるからでもあったるからでもあったるからでもあった。」。」。」。」    

    

＊＊＊＊＊＊＊＊    福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉のののの（（（（経済論経済論経済論経済論のののの））））影響影響影響影響がががが多分多分多分多分にあるとにあるとにあるとにあると思思思思われるわれるわれるわれる。。。。    

●●●●    なぜならばなぜならばなぜならばなぜならば、、、、福澤福澤福澤福澤とととと大隈大隈大隈大隈のののの関係関係関係関係はははは極極極極めてめてめてめて緊密緊密緊密緊密でありでありでありであり、、、、福澤福澤福澤福澤はははは大隈大隈大隈大隈のののの通貨政策通貨政策通貨政策通貨政策やややや経済経済経済経済

政策政策政策政策をををを積極的積極的積極的積極的にににに支持支持支持支持していたからであるしていたからであるしていたからであるしていたからである。。。。    

    

    「「「「天保期以降天保期以降天保期以降天保期以降、、、、多多多多くのくのくのくの藩藩藩藩がががが藩政改革藩政改革藩政改革藩政改革をををを行行行行ったったったった。。。。よくよくよくよく知知知知られているのはられているのはられているのはられているのは、、、、後後後後にににに倒幕運動倒幕運動倒幕運動倒幕運動

へとへとへとへと向向向向うううう西南雄藩西南雄藩西南雄藩西南雄藩のののの 1840184018401840 年代年代年代年代のののの改革改革改革改革であるがであるがであるがであるが、、、、このようなこのようなこのようなこのような改革改革改革改革はははは開港開港開港開港にににに先立先立先立先立つことつことつことつこと

10101010 年年年年のののの間間間間にににに次第次第次第次第にににに増加増加増加増加していたのであるしていたのであるしていたのであるしていたのである。。。。これはこれはこれはこれは重要重要重要重要なななな意味意味意味意味をををを持持持持つつつつ。。。。というのもというのもというのもというのも、、、、天天天天

保改革保改革保改革保改革のののの諸藩指導者達諸藩指導者達諸藩指導者達諸藩指導者達のののの提案提案提案提案したしたしたした手段手段手段手段やややや救済策救済策救済策救済策はははは、、、、明治明治明治明治のののの指導者達指導者達指導者達指導者達のののの採用採用採用採用したものとしたものとしたものとしたものと全全全全

くくくく同同同同じであったからであるじであったからであるじであったからであるじであったからである。。。。言言言言いいいい換換換換えればえればえればえれば、「、「、「、「富国強兵富国強兵富国強兵富国強兵」」」」がががが諸藩諸藩諸藩諸藩のののの政策目標政策目標政策目標政策目標になりになりになりになり、、、、彼彼彼彼

らはそのためにはらはそのためにはらはそのためにはらはそのためには「「「「殖産興業殖産興業殖産興業殖産興業」」」」がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとであると考考考考えたのであるえたのであるえたのであるえたのである。」。」。」。」    
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★★★★    維新期維新期維新期維新期にににに於於於於けるけるけるける経済成長経済成長経済成長経済成長はははは、、、、官主導官主導官主導官主導によりによりによりにより達成達成達成達成されたものかされたものかされたものかされたものか？？？？    

    「「「「維新期維新期維新期維新期にににに於於於於けるけるけるける日本日本日本日本のののの成長成長成長成長がどのがどのがどのがどの程度程度程度程度までまでまでまで政府主導政府主導政府主導政府主導によるものかによるものかによるものかによるものか、、、、というというというという議論議論議論議論がががが

あるあるあるある。。。。政府政府政府政府のののの役割役割役割役割はははは不可欠不可欠不可欠不可欠であったというであったというであったというであったという議論議論議論議論もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、そのそのそのその一方一方一方一方でででで現実現実現実現実のののの発展過程発展過程発展過程発展過程にににに

於於於於けるけるけるける民間民間民間民間のののの力力力力をよりをよりをよりをより重要重要重要重要とするとするとするとする見方見方見方見方もあるもあるもあるもある。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、当時当時当時当時のののの人人人人々々々々にとってはにとってはにとってはにとっては――――

――――政府政府政府政府のののの指導者指導者指導者指導者であれであれであれであれ、、、、実業実業実業実業のののの指導者指導者指導者指導者であれであれであれであれ――――――――政府政府政府政府    対対対対    民間部門民間部門民間部門民間部門とととといういういういう問題問題問題問題はははは、、、、取取取取

るにるにるにるに足足足足らないらないらないらない事事事事であったようにであったようにであったようにであったように思思思思われるわれるわれるわれる。。。。たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、福井藩福井藩福井藩福井藩がががが取引組織取引組織取引組織取引組織をををを作作作作ったったったった時時時時、、、、そそそそ

のののの運営運営運営運営はははは城下城下城下城下のののの商人商人商人商人にににに任任任任されたされたされたされた。。。。渋沢渋沢渋沢渋沢もももも静岡静岡静岡静岡のののの重立重立重立重立ったったったった商人商人商人商人 10101010人人人人をををを用達用達用達用達にににに加加加加えているえているえているえている。。。。

またまたまたまた遠大遠大遠大遠大なななな計画計画計画計画をををを持持持持っていたっていたっていたっていた山梨山梨山梨山梨のののの企業家企業家企業家企業家はははは、、、、政府政府政府政府からのからのからのからの借借借借りりりり入入入入れをれをれをれを求求求求めめめめ、、、、県令県令県令県令にににに中央中央中央中央

政府政府政府政府からからからから資金資金資金資金をををを抽抽抽抽きききき出出出出すようすようすようすよう求求求求めたのであるめたのであるめたのであるめたのである。。。。    

当時当時当時当時のののの人人人人々々々々のののの意識意識意識意識のののの上上上上ではではではでは、、、、（（（（中央中央中央中央））））集権主義集権主義集権主義集権主義    対対対対（（（（地方地方地方地方））））分権主義分権主義分権主義分権主義というというというという問題問題問題問題のののの方方方方がががが、、、、

重要重要重要重要であったとであったとであったとであったと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。郡県制郡県制郡県制郡県制はははは集権主義集権主義集権主義集権主義をををを意味意味意味意味するするするする。。。。しかししかししかししかし実際上実際上実際上実際上、、、、1870187018701870 年代年代年代年代のののの

政府指導者達政府指導者達政府指導者達政府指導者達はははは集権主義集権主義集権主義集権主義をををを強制的強制的強制的強制的にににに押押押押しししし付付付付けはしなけはしなけはしなけはしなかったしかったしかったしかったし、、、、又多分又多分又多分又多分それはそれはそれはそれは不可能不可能不可能不可能であであであであ

ったろうったろうったろうったろう。。。。廃藩置県後廃藩置県後廃藩置県後廃藩置県後、、、、彼彼彼彼らはすぐにらはすぐにらはすぐにらはすぐに「「「「たてまえたてまえたてまえたてまえ」」」」とととと過去過去過去過去のののの「「「「遺産遺産遺産遺産」」」」とのとのとのとのバランスバランスバランスバランスをうをうをうをう

まくまくまくまく保保保保つつつつ要領要領要領要領をををを――――――――少少少少なくともなくともなくともなくとも経済経済経済経済のののの分野分野分野分野においてはにおいてはにおいてはにおいては――――――――会得会得会得会得したしたしたした。。。。しかししかししかししかし松方松方松方松方デフレデフレデフレデフレ

によってこのようなによってこのようなによってこのようなによってこのような状況状況状況状況はははは終終終終わるわるわるわる。。。。分権主義分権主義分権主義分権主義はもはやはもはやはもはやはもはや影響力影響力影響力影響力をををを行使行使行使行使できなくなったできなくなったできなくなったできなくなった。。。。必必必必

ずしもずしもずしもずしも直接的直接的直接的直接的なものではないにせよなものではないにせよなものではないにせよなものではないにせよ、、、、中央政府中央政府中央政府中央政府のののの官僚官僚官僚官僚によるによるによるによる統制統制統制統制がががが地方行政地方行政地方行政地方行政とととと地方経済地方経済地方経済地方経済

にににに浸透浸透浸透浸透したしたしたした。」。」。」。」    

    

日本経済日本経済日本経済日本経済システムシステムシステムシステム変革変革変革変革のののの意義意義意義意義    

★★★★    戦後型日本経済戦後型日本経済戦後型日本経済戦後型日本経済システムシステムシステムシステム崩壊崩壊崩壊崩壊へのへのへのへの足跡足跡足跡足跡    

    

◎◎◎◎    戦後戦後戦後戦後のののの「「「「日本型経済発展日本型経済発展日本型経済発展日本型経済発展」」」」をををを支支支支えたえたえたえた““““環境的要件環境的要件環境的要件環境的要件””””    

１１１１．．．．日本経済日本経済日本経済日本経済のののの潜在成長力潜在成長力潜在成長力潜在成長力    

    標準的経済理論標準的経済理論標準的経済理論標準的経済理論がががが教教教教えているようにえているようにえているようにえているように、、、、経済成長経済成長経済成長経済成長のののの源泉源泉源泉源泉はははは、、、、次次次次のののの二二二二つであるつであるつであるつである。。。。    

①①①①    労働労働労働労働やややや資本資本資本資本などのなどのなどのなどの「「「「生産要素投入生産要素投入生産要素投入生産要素投入（（（（インプットインプットインプットインプット））））のののの拡大拡大拡大拡大」」」」    

②②②②    イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション（（（（技術革新技術革新技術革新技術革新によるによるによるによる生産性生産性生産性生産性のののの向上向上向上向上））））    

●●●●    日本日本日本日本のののの 65656565年代年代年代年代からからからから 90909090年代年代年代年代にかけてのにかけてのにかけてのにかけての高度成長高度成長高度成長高度成長はははは、、、、インプットインプットインプットインプットのののの拡大拡大拡大拡大だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、    

イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション（（（（技術進歩技術進歩技術進歩技術進歩））））によるによるによるによる生産性上昇生産性上昇生産性上昇生産性上昇もももも、、、、大大大大きくきくきくきく寄与寄与寄与寄与したしたしたした。。。。    

（（（（資料資料資料資料――――００００    及及及及びびびび、、、、資料資料資料資料――――５５５５をををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい。）。）。）。）    

添付資料添付資料添付資料添付資料にもあるようににもあるようににもあるようににもあるように、、、、石油石油石油石油ショックショックショックショック直前直前直前直前のののの高度成長時代高度成長時代高度成長時代高度成長時代にににに日本日本日本日本ではではではでは、、、、すでにすでにすでにすでに労働投労働投労働投労働投

入入入入のののの成長寄与度成長寄与度成長寄与度成長寄与度はははは小小小小さくなっておりさくなっておりさくなっておりさくなっており、、、、旺盛旺盛旺盛旺盛なななな設備投資設備投資設備投資設備投資とととと技術進歩技術進歩技術進歩技術進歩がががが成成成成長長長長のののの原動力原動力原動力原動力であっであっであっであっ

たたたた。。。。技術進歩率技術進歩率技術進歩率技術進歩率はははは石油石油石油石油ショックショックショックショック後後後後はははは低下低下低下低下するがするがするがするが、、、、それでもそれでもそれでもそれでも 1965196519651965 年年年年からからからから 90909090 年年年年のののの期間中期間中期間中期間中

のののの技術進歩率技術進歩率技術進歩率技術進歩率はははは、、、、1.85%1.85%1.85%1.85%    にににに達達達達しているしているしているしている。。。。日本日本日本日本はこのはこのはこのはこの期間期間期間期間にににに「「「「奇跡的成長奇跡的成長奇跡的成長奇跡的成長」」」」をををを続続続続けてきけてきけてきけてき

たたたた。。。。    
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２２２２．．．．日本型社会経済日本型社会経済日本型社会経済日本型社会経済システムシステムシステムシステム（（（（欧米欧米欧米欧米にににに対対対対するするするするキャッチアップキャッチアップキャッチアップキャッチアップ体制体制体制体制））））    

①①①①    官主導官主導官主導官主導によるによるによるによる官民官民官民官民のののの密接密接密接密接なななな協力関係協力関係協力関係協力関係（（（（官民協調型司令塔体制官民協調型司令塔体制官民協調型司令塔体制官民協調型司令塔体制））））    

●●●●    政府政府政府政府のののの業界団体業界団体業界団体業界団体にににに対対対対するするするする産業体制産業体制産業体制産業体制がががが、、、、戦後戦後戦後戦後のののの日本日本日本日本のののの驚異的経済発展驚異的経済発展驚異的経済発展驚異的経済発展をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす原動原動原動原動

力力力力となったとなったとなったとなった。（。（。（。（旧通産省旧通産省旧通産省旧通産省のののの重化学工業化重化学工業化重化学工業化重化学工業化のののの産業構造政策産業構造政策産業構造政策産業構造政策））））    

●●●●    日本経済日本経済日本経済日本経済がががが、、、、間接金融中心間接金融中心間接金融中心間接金融中心のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ、、、、社内社内社内社内のののの配分配分配分配分のののの平等平等平等平等、、、、終身雇用終身雇用終身雇用終身雇用、、、、年功年功年功年功序列制序列制序列制序列制なななな

どをどをどをどを重視重視重視重視したのはしたのはしたのはしたのは、、、、日本経済発展日本経済発展日本経済発展日本経済発展のののの段階段階段階段階がががが典型的典型的典型的典型的ななななキャッチアップキャッチアップキャッチアップキャッチアップ段階段階段階段階にあったからでにあったからでにあったからでにあったからで

あるあるあるある。。。。    

②②②②    メインバンクメインバンクメインバンクメインバンク制制制制（（（（護送船団型金融護送船団型金融護送船団型金融護送船団型金融システムシステムシステムシステム＆＆＆＆リスクリスクリスクリスク吸収装置吸収装置吸収装置吸収装置））））    

●●●●    メインバンクメインバンクメインバンクメインバンク制制制制はははは、、、、旧大蔵省旧大蔵省旧大蔵省旧大蔵省のののの厳密厳密厳密厳密なななな規制規制規制規制（（（（護送船団方式護送船団方式護送船団方式護送船団方式））））のののの枠組枠組枠組枠組みのもとでみのもとでみのもとでみのもとで成立成立成立成立

したしたしたした。。。。企業企業企業企業ははははメインバンクメインバンクメインバンクメインバンクにににに資金供給資金供給資金供給資金供給のののの大部分大部分大部分大部分をををを依存依存依存依存せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないないないない仕組仕組仕組仕組みであったみであったみであったみであった。。。。

メインバンクメインバンクメインバンクメインバンクがががが果果果果たしてきたたしてきたたしてきたたしてきた本質的本質的本質的本質的なななな機能機能機能機能はははは、、、、企業企業企業企業にににに対対対対するするするする融資融資融資融資のののの審査審査審査審査からからからから始始始始まってまってまってまって、、、、

経営監視経営監視経営監視経営監視、、、、事後的事後的事後的事後的なななな清算清算清算清算・・・・救済処理救済処理救済処理救済処理までまでまでまで、、、、総合的総合的総合的総合的にににに企業経営企業経営企業経営企業経営をををを外部外部外部外部からからからから監督監督監督監督するというするというするというするという

重要重要重要重要なななな仕事仕事仕事仕事をををを担担担担ってきたってきたってきたってきた。。。。    

●●●●    このようにこのようにこのようにこのように、、、、メインメインメインメインバンクバンクバンクバンクはははは、、、、戦後戦後戦後戦後のののの日本経済日本経済日本経済日本経済のののの発展発展発展発展にににに、、、、極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要なななな社会的役割社会的役割社会的役割社会的役割

をををを果果果果たしてきたたしてきたたしてきたたしてきた。（。（。（。（企業企業企業企業がががが安心安心安心安心してしてしてして事業事業事業事業をををを展開展開展開展開できたできたできたできた。）。）。）。）    

    ③③③③    系列的取引関係系列的取引関係系列的取引関係系列的取引関係（（（（リスクリスクリスクリスク管理体制管理体制管理体制管理体制））））    

●●●●    大手企業大手企業大手企業大手企業をををを中心中心中心中心にににに、、、、関連取引企業関連取引企業関連取引企業関連取引企業がががが恒常的恒常的恒常的恒常的なななな取引関係取引関係取引関係取引関係をををを維持維持維持維持するするするする仕組仕組仕組仕組みであるみであるみであるみである。。。。親親親親

会社会社会社会社がががが信用度信用度信用度信用度のののの低低低低いいいい中小中小中小中小のののの関連企業関連企業関連企業関連企業やややや取引企業取引企業取引企業取引企業ののののリスクリスクリスクリスクをををを引引引引きききき受受受受けるけるけるける一種一種一種一種のののの日本型日本型日本型日本型リリリリ

スクスクスクスク管理管理管理管理ネットワークネットワークネットワークネットワークなのであるなのであるなのであるなのである。。。。このこのこのこの「「「「系列関係系列関係系列関係系列関係」」」」ののののリスクリスクリスクリスク・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワークにににに入入入入ればればればれば、、、、

企業企業企業企業はははは一定一定一定一定のののの信用度信用度信用度信用度をををを確保確保確保確保することになるからすることになるからすることになるからすることになるから、、、、事業取引事業取引事業取引事業取引やややや銀行取引銀行取引銀行取引銀行取引もやりもやりもやりもやり易易易易くなるくなるくなるくなる。。。。    

    

３３３３．．．．思想基盤思想基盤思想基盤思想基盤としてのとしてのとしてのとしての「「「「平等主義平等主義平等主義平等主義」（」（」（」（協調型企業協調型企業協調型企業協調型企業シシシシステムステムステムステム））））    

    ①①①①    戦後戦後戦後戦後のののの思想基盤思想基盤思想基盤思想基盤    

●●●●    戦後日本戦後日本戦後日本戦後日本のののの基本的思想基盤基本的思想基盤基本的思想基盤基本的思想基盤はははは「「「「平等主義平等主義平等主義平等主義」」」」であったであったであったであった。。。。会社会社会社会社のののの中中中中ではではではでは平等平等平等平等ということということということということ

がががが最最最最もももも重要重要重要重要なななな価値基準価値基準価値基準価値基準となったとなったとなったとなった。。。。    

（（（（日本日本日本日本でででで遅遅遅遅々々々々としてとしてとしてとして規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和がががが進進進進まなかったのもまなかったのもまなかったのもまなかったのも、、、、またまたまたまた規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和にににに対対対対するするするする反対論反対論反対論反対論がががが強強強強かかかか

ったのもったのもったのもったのも、「、「、「、「平等平等平等平等」」」」のののの概念概念概念概念がががが強強強強くくくく、、、、差差差差のつくのつくのつくのつく「「「「競争競争競争競争」」」」というというというという概念概念概念概念にににに警戒心警戒心警戒心警戒心がががが強強強強かったかかったかかったかかったか

らであるらであるらであるらである。。。。政治家政治家政治家政治家がががが口先口先口先口先ではではではでは規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和をををを叫叫叫叫びながらびながらびながらびながら、、、、あるあるあるある程度以上程度以上程度以上程度以上のののの具体論具体論具体論具体論になかなかになかなかになかなかになかなか

踏踏踏踏みみみみ込込込込めないのはめないのはめないのはめないのは、、、、日本的日本的日本的日本的なななな「「「「平等主義平等主義平等主義平等主義」」」」がががが支持支持支持支持をををを受受受受けけけけ易易易易いいいい土壌土壌土壌土壌がががが存在存在存在存在するからであるするからであるするからであるするからである。）。）。）。）    

    ②②②②    税制税制税制税制におけるにおけるにおけるにおける「「「「平等主義平等主義平等主義平等主義」」」」のののの痕跡痕跡痕跡痕跡    

●●●●    所得税制所得税制所得税制所得税制でででではははは、、、、最低課税限度額最低課税限度額最低課税限度額最低課税限度額がががが外国外国外国外国にににに比比比比べてべてべてべて、、、、著著著著しくしくしくしく高高高高くくくく設定設定設定設定されているだけでされているだけでされているだけでされているだけで

なくなくなくなく、、、、累進度累進度累進度累進度がががが極極極極めてめてめてめて高高高高いのがいのがいのがいのが日本日本日本日本のののの著著著著しいしいしいしい特徴特徴特徴特徴であるであるであるである。。。。    

最近最近最近最近でこそでこそでこそでこそ、、、、最高限界税率最高限界税率最高限界税率最高限界税率はははは、、、、50%50%50%50%（？）（？）（？）（？）にににに下下下下がっているががっているががっているががっているが、（、（、（、（それでもそれでもそれでもそれでも世界最高世界最高世界最高世界最高のののの水水水水

準準準準だがだがだがだが？）、？）、？）、？）、98989898年度年度年度年度までまでまでまで（？）（？）（？）（？）はははは 65%65%65%65%でででで、、、、それそれそれそれ以前以前以前以前のののの最悪最悪最悪最悪のののの年度年度年度年度でででで 96%96%96%96%のののの時時時時もあったもあったもあったもあった。。。。    

    ③③③③    金融行政金融行政金融行政金融行政におけるにおけるにおけるにおける「「「「護送船団方式護送船団方式護送船団方式護送船団方式」」」」    
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● 破綻破綻破綻破綻するするするする金融機関金融機関金融機関金融機関をををを出出出出さないさないさないさない事事事事をををを前提前提前提前提にしてきたにしてきたにしてきたにしてきた。。。。    

④④④④    競争競争競争競争否定否定否定否定のののの日本日本日本日本のののの学校学校学校学校    

●●●●    平均的平均的平均的平均的なななな生徒生徒生徒生徒をひたすらをひたすらをひたすらをひたすら大事大事大事大事にするにするにするにする、、、、落落落落ちこぼれをちこぼれをちこぼれをちこぼれを出出出出さないといったさないといったさないといったさないといった「「「「平等主義的平等主義的平等主義的平等主義的

なななな教育思想教育思想教育思想教育思想」」」」にににに価値価値価値価値をををを認認認認めていためていためていためていた。。。。    

    ⑤⑤⑤⑤    企業企業企業企業とととと従業員従業員従業員従業員のののの関係関係関係関係    

●●●●    労使協調労使協調労使協調労使協調、、、、職場職場職場職場ののののチームワークチームワークチームワークチームワーク、、、、経営者経営者経営者経営者とととと従業員従業員従業員従業員のののの一体感一体感一体感一体感。。。。    

    

４４４４．．．．ケインズケインズケインズケインズ的的的的なななな景気対策景気対策景気対策景気対策としてのとしてのとしてのとしての金融金融金融金融・・・・財政政策財政政策財政政策財政政策のののの出動出動出動出動    

（「（「（「（「ケインズケインズケインズケインズのののの理論理論理論理論」」」」のののの詳細詳細詳細詳細にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、添付資料添付資料添付資料添付資料をををを参照参照参照参照してしてしてして下下下下さいさいさいさい。）。）。）。）    

●●●●    政府政府政府政府はははは景気景気景気景気がががが悪悪悪悪くなるとくなるとくなるとくなると（（（（不況不況不況不況になるとになるとになるとになると）、）、）、）、ケインズケインズケインズケインズのののの理論理論理論理論にににに基基基基づきづきづきづき、、、、景気対策景気対策景気対策景気対策とととと

してのしてのしてのしての金融金融金融金融・・・・財政政策財政政策財政政策財政政策をををを出動出動出動出動させてきたさせてきたさせてきたさせてきた。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、金利金利金利金利をををを下下下下げてげてげてげて民間民間民間民間のののの設備投資設備投資設備投資設備投資をををを誘発誘発誘発誘発

したしたしたした。。。。又又又又、、、、減税減税減税減税をををを行行行行いいいい国民国民国民国民のののの消費消費消費消費のののの増大増大増大増大をををを画策画策画策画策したしたしたした。。。。さらにさらにさらにさらに公共事業公共事業公共事業公共事業をををを行行行行いいいい雇用雇用雇用雇用のののの増大増大増大増大

をををを図図図図りりりり、、、、それをそれをそれをそれを消費消費消費消費のののの増大増大増大増大にににに結結結結びつけたびつけたびつけたびつけた。。。。これらのこれらのこれらのこれらの処方箋処方箋処方箋処方箋でででで、、、、景気景気景気景気はははは回復回復回復回復してしてしてしてきたきたきたきた。。。。    

    

◎◎◎◎    「「「「４５４５４５４５年年年年～～～～８５８５８５８５年年年年」」」」経済的経済的経済的経済的にににに奇跡的大発展奇跡的大発展奇跡的大発展奇跡的大発展をしたをしたをしたをした時代時代時代時代のまとめのまとめのまとめのまとめ    

◆◆◆◆    資本資本資本資本（（（（高高高高いいいい貯蓄率貯蓄率貯蓄率貯蓄率）、）、）、）、若若若若くくくく質質質質のののの高高高高いいいい労働力労働力労働力労働力、、、、優秀優秀優秀優秀なななな生産技術生産技術生産技術生産技術、、、、ととととバランスバランスバランスバランスのとれたのとれたのとれたのとれた

経済成長経済成長経済成長経済成長のののの３３３３要素要素要素要素をををを持持持持ちちちち合合合合わせわせわせわせ、、、、戦後戦後戦後戦後しばらくのしばらくのしばらくのしばらくの間間間間はははは、、、、経済復興経済復興経済復興経済復興にににに官主導官主導官主導官主導でででで官民官民官民官民がががが一体一体一体一体

となってとなってとなってとなって邁進邁進邁進邁進してきたしてきたしてきたしてきた。。。。    

◆◆◆◆    またまたまたまた日本日本日本日本はははは、、、、明治時代明治時代明治時代明治時代のののの一時期一時期一時期一時期、、、、第一次大戦中第一次大戦中第一次大戦中第一次大戦中のののの４４４４,,,,５５５５年年年年をををを除除除除きききき、、、、明治以来一貫明治以来一貫明治以来一貫明治以来一貫しししし

てててて貿易収支貿易収支貿易収支貿易収支のののの赤字赤字赤字赤字にににに悩悩悩悩まされてきたまされてきたまされてきたまされてきた。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、政府政府政府政府はははは規制規制規制規制をををを厳厳厳厳しくしくしくしく行行行行いいいい、、、、国内産業国内産業国内産業国内産業

をををを保護保護保護保護しししし、、、、業界業界業界業界ををををリードリードリードリードしてきたしてきたしてきたしてきた。。。。上記上記上記上記のようなのようなのようなのような「「「「環境的要件環境的要件環境的要件環境的要件」」」」がががが整備整備整備整備されていたことされていたことされていたことされていたこと

もありもありもありもあり、、、、６５６５６５６５年頃年頃年頃年頃になるとよになるとよになるとよになるとようやくうやくうやくうやく日本日本日本日本のののの国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力がががが幾幾幾幾つかのつかのつかのつかの工業分野工業分野工業分野工業分野でででで確立確立確立確立されるされるされるされる

ようになりようになりようになりようになり、、、、６７６７６７６７年年年年をををを境境境境にににに日本日本日本日本はははは貿易黒字国貿易黒字国貿易黒字国貿易黒字国にににに転換転換転換転換したしたしたした。。。。日本日本日本日本のののの貿易収支黒字転換貿易収支黒字転換貿易収支黒字転換貿易収支黒字転換のののの立立立立

役者役者役者役者のひとつはのひとつはのひとつはのひとつは、、、、自動車産業自動車産業自動車産業自動車産業であったであったであったであった。。。。ちなみにちなみにちなみにちなみに６５６５６５６５年年年年～～～～７２７２７２７２年年年年のののの日本日本日本日本のののの経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率はははは、、、、

年平均年平均年平均年平均でででで９９９９％％％％とととと極極極極めてめてめてめて高高高高かったかったかったかった。。。。    

◆◆◆◆    このこのこのこの頃頃頃頃のののの自動車自動車自動車自動車はははは、、、、品質品質品質品質ではではではではアメリカアメリカアメリカアメリカ車車車車やややや欧州車欧州車欧州車欧州車よりよりよりより劣劣劣劣っていたがっていたがっていたがっていたが、、、、コストコストコストコスト的的的的にはにはにはには

圧倒的圧倒的圧倒的圧倒的にににに優優優優っていたっていたっていたっていた。。。。しかししかししかししかし、、、、時間時間時間時間とととと共共共共にににに日本車日本車日本車日本車のののの性能性能性能性能はははは飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに向上向上向上向上しししし、、、、急速急速急速急速にににに世界世界世界世界

にににに於於於於けるけるけるけるシェアシェアシェアシェアをををを伸伸伸伸ばしていったのであるばしていったのであるばしていったのであるばしていったのである。。。。    

◆◆◆◆    自動車自動車自動車自動車にににに限限限限らずらずらずらず、、、、電機産業電機産業電機産業電機産業についてもについてもについてもについても同同同同じようなじようなじようなじようなプロセスプロセスプロセスプロセスがががが進行進行進行進行していたしていたしていたしていた。。。。欧米欧米欧米欧米のののの

基礎技術基礎技術基礎技術基礎技術ををををベースベースベースベースにににに、、、、多多多多くのくのくのくの家電製品家電製品家電製品家電製品がががが開発開発開発開発されされされされ、、、、安安安安いいいい価格価格価格価格でででで世界市場世界市場世界市場世界市場にににに大量大量大量大量にににに販売販売販売販売ささささ

れるようになったのはこのれるようになったのはこのれるようになったのはこのれるようになったのはこの頃頃頃頃であるであるであるである。。。。自動車自動車自動車自動車やややや家電製品家電製品家電製品家電製品はははは、、、、石油危機石油危機石油危機石油危機をををを経経経経ていっそうていっそうていっそうていっそう国国国国

際競争力際競争力際競争力際競争力をををを高高高高めめめめ、、、、世界市場世界市場世界市場世界市場でででで不動不動不動不動のののの立場立場立場立場をををを享受享受享受享受するまでになったするまでになったするまでになったするまでになった。。。。またそのまたそのまたそのまたその結果結果結果結果、、、、日本日本日本日本

のののの貿易収支貿易収支貿易収支貿易収支はははは巨額巨額巨額巨額のののの黒字黒字黒字黒字をををを計上計上計上計上するようになりするようになりするようになりするようになり、、、、貿易摩擦貿易摩擦貿易摩擦貿易摩擦のののの原因原因原因原因になっていったになっていったになっていったになっていった。。。。    

◆◆◆◆    ７３７３７３７３年年年年～～～～８０８０８０８０年年年年のののの経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率はははは、、、、年平均年平均年平均年平均でででで４４４４％％％％前後前後前後前後であったであったであったであった。。。。    

しかししかししかししかし８０８０８０８０年代年代年代年代にににに入入入入ってってってって、、、、日本日本日本日本のののの自動車自動車自動車自動車やややや電機電機電機電機、、、、半導体半導体半導体半導体などのなどのなどのなどの品質面品質面品質面品質面でのでのでのでの競争力競争力競争力競争力がががが飛躍飛躍飛躍飛躍

的的的的にににに向上向上向上向上するするするする一方一方一方一方、、、、これらのこれらのこれらのこれらの産業産業産業産業のののの「「「「コストコストコストコスト条件条件条件条件」」」」はははは着実着実着実着実にににに悪悪悪悪化化化化していったしていったしていったしていった。。。。日本日本日本日本のののの製製製製
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造業造業造業造業におけるにおけるにおけるにおける単位労働単位労働単位労働単位労働コストコストコストコストがががが欧米欧米欧米欧米にににに比比比比べてべてべてべて高高高高くなったのはくなったのはくなったのはくなったのは、、、、８５８５８５８５年年年年からからからから８６８６８６８６年年年年にかけにかけにかけにかけ

てであったてであったてであったてであった。。。。（（（（添付資料添付資料添付資料添付資料――――６６６６））））をををを参照参照参照参照されるとおされるとおされるとおされるとお分分分分かりかりかりかり頂頂頂頂けるがけるがけるがけるが、、、、このこのこのこの頃頃頃頃をををを境境境境にしてにしてにしてにして日日日日

本本本本ののののコストコストコストコスト条件条件条件条件にににに「「「「歴史的歴史的歴史的歴史的なななな逆転逆転逆転逆転」」」」があったがあったがあったがあった事事事事はははは間違間違間違間違いないいないいないいない。。。。    

◆◆◆◆    このことがこのことがこのことがこのことが、、、、それそれそれそれ以降以降以降以降のののの日本日本日本日本のののの産業構造産業構造産業構造産業構造やややや貿易構造貿易構造貿易構造貿易構造、、、、そしてそしてそしてそして日本経済日本経済日本経済日本経済のののの成長力成長力成長力成長力などなどなどなど

にににに極極極極めてめてめてめて重大重大重大重大なななな影響影響影響影響をををを与与与与えたえたえたえた。。。。    

◆◆◆◆    第一第一第一第一はははは、、、、製造業製造業製造業製造業のののの一部一部一部一部でででで「「「「産業集積産業集積産業集積産業集積のののの海外移転海外移転海外移転海外移転」」」」がががが加速加速加速加速しししし、、、、それがそれがそれがそれが日本国内日本国内日本国内日本国内のののの産業産業産業産業

構造構造構造構造、、、、貿易構造貿易構造貿易構造貿易構造にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与ええええ始始始始めたことであるめたことであるめたことであるめたことである。。。。第二第二第二第二はははは、、、、そのそのそのその結果結果結果結果、、、、日本経済日本経済日本経済日本経済をををを

支支支支えてきたえてきたえてきたえてきた「「「「系列系列系列系列」」」」がががが崩壊崩壊崩壊崩壊をををを始始始始めめめめ、、、、企業企業企業企業ががががグローバルグローバルグローバルグローバルなななな事業展開事業展開事業展開事業展開にににに活路活路活路活路をををを見出見出見出見出すようにすようにすようにすように

なったことであるなったことであるなったことであるなったことである。。。。    

◆◆◆◆    発展途上国発展途上国発展途上国発展途上国のののの典型的典型的典型的典型的なななな産業発展産業発展産業発展産業発展ののののパターンパターンパターンパターンはははは、、、、先進国先進国先進国先進国からからからから利用可能利用可能利用可能利用可能なななな技術技術技術技術をををを吸収吸収吸収吸収しししし、、、、

それをそれをそれをそれをローカルローカルローカルローカルなななな事情事情事情事情にににに合合合合わせるようにわせるようにわせるようにわせるように調整調整調整調整したしたしたした後後後後、、、、低低低低いいいいコストコストコストコストでででで生産生産生産生産しししし、、、、国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力

をををを獲得獲得獲得獲得していくというしていくというしていくというしていくというプロセスプロセスプロセスプロセスでほぼでほぼでほぼでほぼ説明出来説明出来説明出来説明出来るるるる。。。。    

◆◆◆◆    日本日本日本日本のののの自動車産業自動車産業自動車産業自動車産業やややや電機産業電機産業電機産業電機産業のののの国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力がががが強化強化強化強化されていくされていくされていくされていくパターンパターンパターンパターンはははは、、、、まさにこまさにこまさにこまさにこ

ういうういうういうういうプロセスプロセスプロセスプロセスであったであったであったであった。。。。    

◆◆◆◆    戦後戦後戦後戦後４０４０４０４０年間年間年間年間をををを通通通通してしてしてして言言言言えるえるえるえる事事事事はははは、、、、このこのこのこの間間間間にににに好好好好・・・・不況不況不況不況のののの山山山山・・・・谷谷谷谷がががが何度何度何度何度かあったがかあったがかあったがかあったが、、、、

景気対策景気対策景気対策景気対策としてはとしてはとしてはとしては、、、、上記上記上記上記のようなのようなのようなのような「「「「ケインケインケインケインズズズズ的景気対策的景気対策的景気対策的景気対策」」」」がががが一般的一般的一般的一般的であったであったであったであった。。。。要要要要するにするにするにするに、、、、

アダムアダムアダムアダム・・・・スミススミススミススミスのののの言言言言うううう「「「「市場市場市場市場」」」」というというというという「「「「神神神神のののの見見見見えざるえざるえざるえざる手手手手」」」」にににに任任任任せるのではなくせるのではなくせるのではなくせるのではなく、「、「、「、「政府政府政府政府」」」」

というというというという「「「「見見見見えるえるえるえる手手手手」」」」がががが介入介入介入介入しししし、「、「、「、「金利引下金利引下金利引下金利引下げげげげ」「」「」「」「減税減税減税減税」「」「」「」「公共事業公共事業公共事業公共事業」」」」などをなどをなどをなどを行行行行ったのでるったのでるったのでるったのでる。。。。    

◆◆◆◆    １９８５１９８５１９８５１９８５年年年年！！！！    それはそれはそれはそれは日本経済日本経済日本経済日本経済がががが「「「「歴史的転換点歴史的転換点歴史的転換点歴史的転換点」」」」にににに立立立立ったったったった年年年年であったであったであったであった。。。。    

このこのこのこの年年年年にににに「「「「日米逆転日米逆転日米逆転日米逆転」」」」がががが起起起起こったのであるこったのであるこったのであるこったのである。。。。日本日本日本日本ががががアメリカアメリカアメリカアメリカにににに代代代代わってわってわってわって世界最大世界最大世界最大世界最大のののの債権債権債権債権

大国大国大国大国にににに成成成成りりりり上上上上がりがりがりがり、、、、一方一方一方一方、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカはははは世界最大世界最大世界最大世界最大のののの債務大国債務大国債務大国債務大国にににに成成成成りりりり下下下下がったがったがったがった。。。。第一次世界第一次世界第一次世界第一次世界

大戦直後大戦直後大戦直後大戦直後のののの１９１８１９１８１９１８１９１８年年年年ににににアメリカアメリカアメリカアメリカははははイギリスイギリスイギリスイギリスにににに代代代代わってわってわってわって債権大国債権大国債権大国債権大国にににに転転転転じじじじ、、、、それそれそれそれ以降世界以降世界以降世界以降世界

経済経済経済経済・・・・国際金融国際金融国際金融国際金融にににに君臨君臨君臨君臨してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、８５８５８５８５年年年年にににに約約約約７０７０７０７０年年年年ぶりにぶりにぶりにぶりに国際金融覇権国際金融覇権国際金融覇権国際金融覇権のののの交代交代交代交代がががが起起起起ここここ

ったったったった。（。（。（。（但但但但しししし、、、、日本日本日本日本はははは通貨覇権通貨覇権通貨覇権通貨覇権をををを握握握握れなかったれなかったれなかったれなかった。）。）。）。）    

又又又又、、、、一人当一人当一人当一人当たりたりたりたりＧＤＰＧＤＰＧＤＰＧＤＰもももも、、、、８０８０８０８０年中頃年中頃年中頃年中頃にはにはにはには、、、、日本日本日本日本ははははアメリカアメリカアメリカアメリカにほぼにほぼにほぼにほぼ肩肩肩肩をををを並並並並べるところべるところべるところべるところ

にまでにまでにまでにまで到達到達到達到達したしたしたした。。。。    

戦後戦後戦後戦後のののの、、、、もっともっともっともっと言言言言えばえばえばえば明治以来明治以来明治以来明治以来のののの、、、、日本人日本人日本人日本人のののの悲願悲願悲願悲願であったであったであったであった欧米先進経済欧米先進経済欧米先進経済欧米先進経済へへへへ““““追追追追いつきいつきいつきいつき、、、、

追追追追いいいい越越越越せせせせ！！！！””””（（（（キャッチアップキャッチアップキャッチアップキャッチアップ達成達成達成達成！）！）！）！）というというというという国家目標国家目標国家目標国家目標がががが８５８５８５８５年年年年にににに達成達成達成達成をみたのだったをみたのだったをみたのだったをみたのだった。。。。

しかししかししかししかし、、、、日本日本日本日本のののの当局当局当局当局にもにもにもにも、、、、エコノミストエコノミストエコノミストエコノミストにもにもにもにも、、、、ましてましてましてまして一般国民一般国民一般国民一般国民にはにはにはには、、、、そのそのそのその実感実感実感実感やややや感慨感慨感慨感慨はははは

全全全全くなかったくなかったくなかったくなかった。。。。    

    

◎◎◎◎    バブルバブルバブルバブル崩壊後崩壊後崩壊後崩壊後のののの日本経済日本経済日本経済日本経済（（（（誤誤誤誤りりりり続続続続けたけたけたけた政府政府政府政府のののの景気診断景気診断景気診断景気診断とととと経済政策経済政策経済政策経済政策））））    

１１１１．．．．戦後最大戦後最大戦後最大戦後最大ののののケインズケインズケインズケインズ政策政策政策政策    

    日本経済日本経済日本経済日本経済はははは、、、、1990199019901990年代年代年代年代にににに入入入入ってからってからってからってから長長長長いいいい低迷状態低迷状態低迷状態低迷状態でさまよいでさまよいでさまよいでさまよい続続続続けてきたけてきたけてきたけてきた。。。。    

91919191 年度年度年度年度からからからから景気景気景気景気はははは後退局面後退局面後退局面後退局面にににに入入入入ったったったった。。。。いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる「「「「平成不況平成不況平成不況平成不況」」」」であるであるであるである。。。。経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率をををを見見見見

ればればればれば、、、、90909090年代年代年代年代、、、、特特特特にそのにそのにそのにその前半前半前半前半のののの低調低調低調低調ぶりはぶりはぶりはぶりは一目瞭然一目瞭然一目瞭然一目瞭然であるであるであるである。。。。実質経済成長率実質経済成長率実質経済成長率実質経済成長率はははは 91919191年度年度年度年度
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にににに（（（（90909090 年度年度年度年度のののの 5.5%5.5%5.5%5.5%からからからから））））2.9%2.9%2.9%2.9%にににに大大大大きくきくきくきく低下低下低下低下したしたしたした後後後後、、、、戦後初戦後初戦後初戦後初めてのめてのめてのめての３３３３年連続年連続年連続年連続ののののゼロゼロゼロゼロ成成成成

長長長長にににに落落落落ちちちち込込込込んだんだんだんだ。。。。92929292年度年度年度年度がががが 0.4%0.4%0.4%0.4%、、、、93939393年度年度年度年度がががが 0.5%0.5%0.5%0.5%、、、、そしてそしてそしてそして 94949494年度年度年度年度がががが 0.7%0.7%0.7%0.7%であったであったであったであった。。。。    

３３３３年連続年連続年連続年連続ののののゼロゼロゼロゼロ成長成長成長成長はははは、、、、戦後初戦後初戦後初戦後初めてだっただけでなくめてだっただけでなくめてだっただけでなくめてだっただけでなく、、、、先進諸国先進諸国先進諸国先進諸国のののの中中中中でもでもでもでも初初初初めてのめてのめてのめての現現現現

象象象象だっただけにだっただけにだっただけにだっただけに、、、、世界中世界中世界中世界中がががが日本経済日本経済日本経済日本経済のののの停滞停滞停滞停滞にににに耳目耳目耳目耳目をををを集集集集めるめるめるめる結果結果結果結果となったとなったとなったとなった。。。。    

    だがだがだがだが、、、、95959595年度年度年度年度にはにはにはには実質成長力実質成長力実質成長力実質成長力はははは 2.4%2.4%2.4%2.4%とととと、、、、ゼロゼロゼロゼロ成長軌道成長軌道成長軌道成長軌道をををを脱脱脱脱しししし 96969696年度年度年度年度はははは 2.9%2.9%2.9%2.9%とととと、、、、長長長長

かったかったかったかった不況不況不況不況からからからから脱却脱却脱却脱却したかにしたかにしたかにしたかに見見見見えたえたえたえた。。。。    

◆◆◆◆    このこのこのこの間間間間、、、、政府政府政府政府とととと日銀日銀日銀日銀はそれぞれのはそれぞれのはそれぞれのはそれぞれの役割役割役割役割をををを演演演演じてきたじてきたじてきたじてきた。。。。    

        まずまずまずまず日銀日銀日銀日銀はははは、、、、91919191年年年年 7777月月月月にににに景気減速景気減速景気減速景気減速をみてをみてをみてをみて、、、、公定歩合公定歩合公定歩合公定歩合のののの引引引引きききき下下下下げげげげ（（（（年年年年 6%6%6%6%からからからから年年年年 5.5%5.5%5.5%5.5%

へへへへ））））にににに踏踏踏踏みみみみ切切切切ったがったがったがったが、、、、そのそのそのその後後後後 95959595年年年年 9999月月月月までまでまでまで 8888回回回回のののの利下利下利下利下げをげをげをげを行行行行いいいい、、、、公定歩合公定歩合公定歩合公定歩合はははは、、、、年年年年

0.5%0.5%0.5%0.5%というというというという、、、、歴史的歴史的歴史的歴史的なななな世界世界世界世界にもにもにもにも類類類類をををを見見見見ないないないない超低金利水準超低金利水準超低金利水準超低金利水準にまでにまでにまでにまで低下低下低下低下しているしているしているしている。。。。    

◆◆◆◆    財財財財政当局政当局政当局政当局はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、景気浮揚景気浮揚景気浮揚景気浮揚のためののためののためののための、、、、これまたこれまたこれまたこれまた記録的記録的記録的記録的なななな大盤振大盤振大盤振大盤振るるるる舞舞舞舞いのいのいのいの財政出動財政出動財政出動財政出動

をををを繰繰繰繰りりりり広広広広げたげたげたげた。。。。    

92929292年年年年 8888月月月月のののの総合経済対策総合経済対策総合経済対策総合経済対策をををを皮切皮切皮切皮切りにりにりにりに、、、、95959595年年年年までまでまでまで事業費事業費事業費事業費ベースベースベースベースでででで総額総額総額総額 65656565兆円余兆円余兆円余兆円余りりりり

のののの公共事業公共事業公共事業公共事業をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした財政大出動財政大出動財政大出動財政大出動がががが行行行行われたわれたわれたわれた。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ 95959595 年年年年 9999 月月月月のののの総額総額総額総額 14141414 兆兆兆兆

円円円円にのぼるにのぼるにのぼるにのぼる追加財政出動追加財政出動追加財政出動追加財政出動（（（（内内内内８８８８兆円兆円兆円兆円はははは公共事業公共事業公共事業公共事業））））はははは、、、、戦後最大規模戦後最大規模戦後最大規模戦後最大規模のものであったのものであったのものであったのものであった。。。。    

◆◆◆◆    以上以上以上以上のようにのようにのようにのように、、、、90909090 年代前半年代前半年代前半年代前半にはにはにはには「「「「ケインズケインズケインズケインズ的的的的なななな景気対策景気対策景気対策景気対策」」」」としてのとしてのとしてのとしての金融及金融及金融及金融及びびびび財政財政財政財政

政策政策政策政策がががが、、、、まさにまさにまさにまさに「「「「教科書教科書教科書教科書」」」」どおりどおりどおりどおり全開全開全開全開したとしたとしたとしたと言言言言ってよいってよいってよいってよい。。。。    

前代未聞前代未聞前代未聞前代未聞のののの超低金利政策超低金利政策超低金利政策超低金利政策やややや、、、、巨額巨額巨額巨額なななな公共投資拡大公共投資拡大公共投資拡大公共投資拡大はははは、、、、あきらかにあきらかにあきらかにあきらかに従来従来従来従来のののの腰腰腰腰のののの引引引引けたけたけたけた    

「「「「マクロマクロマクロマクロ経済運営経済運営経済運営経済運営」」」」からからからから一歩一歩一歩一歩もももも二歩二歩二歩二歩もももも踏踏踏踏みみみみ出出出出したものでしたものでしたものでしたもので、、、、それはそれはそれはそれは「「「「慎重慎重慎重慎重なななな政府政府政府政府」」」」かかかか

らのらのらのらの大変身大変身大変身大変身をををを思思思思わせたわせたわせたわせた。。。。    

だからだからだからだから、、、、これらのこれらのこれらのこれらの意表意表意表意表をををを衝衝衝衝くくくく総需要政策総需要政策総需要政策総需要政策によってによってによってによって景気景気景気景気はははは回復回復回復回復するとするとするとすると、、、、専門家専門家専門家専門家ならずならずならずならず

ともともともとも誰誰誰誰もがもがもがもが考考考考えたのはえたのはえたのはえたのは当然当然当然当然だっただっただっただった。。。。    

    

２２２２．．．．景気判断景気判断景気判断景気判断とそのとそのとそのとその対策対策対策対策にににに基本的欠陥基本的欠陥基本的欠陥基本的欠陥ありありありあり！！！！    

◆◆◆◆    だがだがだがだが、、、、実際実際実際実際はどうだったかはどうだったかはどうだったかはどうだったか？？？？これらこれらこれらこれら拡張的拡張的拡張的拡張的なななな金融金融金融金融・・・・財政政策財政政策財政政策財政政策はははは、、、、一時的一時的一時的一時的にはにはにはには景気浮景気浮景気浮景気浮

揚揚揚揚がががが見見見見られたもののられたもののられたもののられたものの、、、、結局結局結局結局はははは景気景気景気景気のののの自立的自立的自立的自立的なななな立立立立ちちちち直直直直りにはりにはりにはりには殆殆殆殆どどどど効果効果効果効果をををを上上上上げなかったげなかったげなかったげなかった。。。。    

◆ 偏見偏見偏見偏見のないのないのないのない素直素直素直素直なななな目目目目でででで、、、、1990199019901990 年代年代年代年代、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも 90909090～～～～97979797 年年年年のののの日本経済日本経済日本経済日本経済のののの運営状況運営状況運営状況運営状況をををを

評価評価評価評価すればすればすればすれば、、、、伝伝伝伝統的統的統的統的ななななケインズケインズケインズケインズ的金融的金融的金融的金融・・・・財政政策財政政策財政政策財政政策はははは、「、「、「、「カンフルカンフルカンフルカンフル効果効果効果効果」」」」あるいはあるいはあるいはあるいは「「「「モモモモ

ルヒネルヒネルヒネルヒネ効果効果効果効果」」」」としてはともかくとしてはともかくとしてはともかくとしてはともかく、、、、日本経済日本経済日本経済日本経済のののの内部内部内部内部にににに巣食巣食巣食巣食うううう「「「「病根病根病根病根」」」」をををを退治退治退治退治しししし、、、、脆脆脆脆

弱化弱化弱化弱化したしたしたした体力体力体力体力をををを「「「「完癒完癒完癒完癒」」」」するにはするにはするにはするには不充分不充分不充分不充分だったとだったとだったとだったと結論出来結論出来結論出来結論出来るるるる。。。。    

◆◆◆◆    そしてそしてそしてそして、、、、戦後型日本経済戦後型日本経済戦後型日本経済戦後型日本経済システムシステムシステムシステムをををを変革変革変革変革するするするする事事事事がががが、、、、政府政府政府政府のののの急務急務急務急務となったのであるとなったのであるとなったのであるとなったのである。。。。    

    

★★★★    新新新新しいしいしいしい日本経済日本経済日本経済日本経済システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築    

    

1990199019901990年代後半年代後半年代後半年代後半～～～～2000200020002000年代初年代初年代初年代初めにかけてめにかけてめにかけてめにかけて、、、、政府政府政府政府やややや民間民間民間民間のののの経済首脳経済首脳経済首脳経済首脳からからからから日本経済日本経済日本経済日本経済シスシスシスシス

テムテムテムテムのののの変革変革変革変革がががが叫叫叫叫ばればればればれ、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに様様様様々々々々なななな改革改革改革改革がががが断行断行断行断行されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。    
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◆ 先先先先ずずずず、「、「、「、「小小小小さなさなさなさな政府政府政府政府」」」」をををを目指目指目指目指してしてしてして中央省庁中央省庁中央省庁中央省庁のののの再編再編再編再編がががが行行行行われわれわれわれ、、、、従来従来従来従来のののの 22222222 省庁省庁省庁省庁がががが１１１１府府府府

12121212 省庁省庁省庁省庁になったになったになったになった。。。。特特特特にににに民間民間民間民間のののの銀行銀行銀行銀行にににに対対対対するするするする官主導官主導官主導官主導がががが顕著顕著顕著顕著だっただっただっただった旧大蔵省旧大蔵省旧大蔵省旧大蔵省のののの機能機能機能機能はははは、、、、

財政財政財政財政とととと金融行政金融行政金融行政金融行政にににに分離分離分離分離されされされされ、、、、国内金融行政国内金融行政国内金融行政国内金融行政はははは、、、、新設新設新設新設のののの金融監督庁金融監督庁金融監督庁金融監督庁にににに移管移管移管移管されたされたされたされた。。。。    

◆ 旧大蔵省旧大蔵省旧大蔵省旧大蔵省によるによるによるによる厳密厳密厳密厳密なななな規制規制規制規制（（（（護送船団方式護送船団方式護送船団方式護送船団方式））））もなくなりもなくなりもなくなりもなくなり、、、、メインバンクメインバンクメインバンクメインバンク制制制制もももも実質実質実質実質

的的的的にはにはにはには解消解消解消解消したしたしたした。。。。このこのこのこの結果結果結果結果、、、、多多多多くのくのくのくの銀行銀行銀行銀行ははははバブルバブルバブルバブル期期期期のののの不良債権処理不良債権処理不良債権処理不良債権処理にににに追追追追われわれわれわれ、、、、海海海海

外外外外のののの銀行銀行銀行銀行とのとのとのとの競争競争競争競争のののの中中中中でででで生生生生きききき残残残残りをりをりをりを賭賭賭賭けけけけ、、、、次次次次々々々々とととと相手相手相手相手をををを探探探探してしてしてして大型合併大型合併大型合併大型合併をををを行行行行ったったったった。。。。    

日銀日銀日銀日銀のののの機能機能機能機能はははは旧大蔵省旧大蔵省旧大蔵省旧大蔵省からからからから独立独立独立独立しししし、、、、自自自自らのらのらのらの判断判断判断判断でででで金融政策金融政策金融政策金融政策をををを行行行行えるえるえるえる立場立場立場立場になったになったになったになった。。。。    

◆ 今今今今、、、、小泉内閣小泉内閣小泉内閣小泉内閣のののの下下下下でででで、「、「、「、「小小小小さなさなさなさな政府政府政府政府」」」」作作作作りのりのりのりの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、「、「、「、「中央中央中央中央（（（（政府政府政府政府））））からからからから地方地方地方地方

（（（（政府政府政府政府））））へへへへ」」」」とととと地方分権地方分権地方分権地方分権がががが進進進進められているめられているめられているめられている。。。。又又又又「「「「官官官官からからからから民民民民へへへへ」」」」とととと政府政府政府政府＆＆＆＆官僚官僚官僚官僚のののの仕仕仕仕

事事事事をををを民間民間民間民間にににに移管移管移管移管するするするする事事事事もももも進進進進められているめられているめられているめられている。。。。    

（「（「（「（「官官官官からからからから民民民民へへへへ」」」」にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、本論本論本論本論のののの主要主要主要主要テーマテーマテーマテーマであるのでであるのでであるのでであるので、、、、別途議論別途議論別途議論別途議論したいしたいしたいしたい。）。）。）。）    

◆◆◆◆    税制改革税制改革税制改革税制改革にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、高額所得者高額所得者高額所得者高額所得者にににに厳厳厳厳しくしくしくしく低額所得者低額所得者低額所得者低額所得者にににに甘甘甘甘いいいい日本日本日本日本のののの所得税所得税所得税所得税についてについてについてについて、、、、

これまでにこれまでにこれまでにこれまでに政府税制調査会政府税制調査会政府税制調査会政府税制調査会でででで本格的本格的本格的本格的なななな検討検討検討検討がががが進進進進められてきておりめられてきておりめられてきておりめられてきており、、、、国際水準国際水準国際水準国際水準にににに合合合合わわわわ

せるべくせるべくせるべくせるべく、、、、段階的段階的段階的段階的にににに税率引税率引税率引税率引きききき下下下下げがげがげがげが、、、、実施実施実施実施されてきているされてきているされてきているされてきている。。。。法人税法人税法人税法人税にににに関関関関してもしてもしてもしても同様同様同様同様

であるであるであるである。。。。    

◆◆◆◆    公共事業公共事業公共事業公共事業についてはについてはについてはについては、、、、景気対策景気対策景気対策景気対策のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして造造造造られたられたられたられたムダムダムダムダなななな道路道路道路道路、、、、ムムムムダダダダなななな橋橋橋橋などがなどがなどがなどが

議論議論議論議論のののの中心中心中心中心となりとなりとなりとなり、、、、社会資本整備社会資本整備社会資本整備社会資本整備とのとのとのとの関連関連関連関連でででで、、、、公共事業公共事業公共事業公共事業のののの見直見直見直見直しがしがしがしが叫叫叫叫ばれているばれているばれているばれている。。。。    

◆ ベンチャービジネスベンチャービジネスベンチャービジネスベンチャービジネスをををを支援支援支援支援するするするする制度改革制度改革制度改革制度改革がががが急速急速急速急速にににに進進進進められてきためられてきためられてきためられてきた。。。。    

今今今今までまでまでまで、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカとととと違違違違ってってってって、、、、日本日本日本日本ににににベンチャービジネスベンチャービジネスベンチャービジネスベンチャービジネスがががが育育育育たないたないたないたない最大最大最大最大のののの課題課題課題課題はははは、、、、

資金調達資金調達資金調達資金調達だっただっただっただった。。。。それがそれがそれがそれが、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカののののナスダックナスダックナスダックナスダックのようなのようなのようなのような、、、、ベンチャービジネスベンチャービジネスベンチャービジネスベンチャービジネス

向向向向けのけのけのけの株式市場株式市場株式市場株式市場（（（（マザーズマザーズマザーズマザーズ、、、、ヘラクレスヘラクレスヘラクレスヘラクレスなどなどなどなど））））がががが日本日本日本日本にもにもにもにも出来出来出来出来てててて、、、、早期早期早期早期にににに株式株式株式株式をををを

公開公開公開公開するするするする事事事事がががが可能可能可能可能になったになったになったになった。。。。    

したがってこれからはしたがってこれからはしたがってこれからはしたがってこれからは、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカののののマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフト、、、、アップルコンピュータアップルコンピュータアップルコンピュータアップルコンピュータ、、、、イイイイ

ンテルンテルンテルンテル、、、、ネットスケープネットスケープネットスケープネットスケープなどのなどのなどのなどの、、、、今今今今ではではではでは世界的世界的世界的世界的なななな企業企業企業企業になりになりになりになりアメリカアメリカアメリカアメリカ経済経済経済経済のののの活性活性活性活性

化化化化にににに貢献貢献貢献貢献しているしているしているしているベンチャービジネスベンチャービジネスベンチャービジネスベンチャービジネスがががが、、、、日本日本日本日本にもにもにもにも雨後雨後雨後雨後のののの竹竹竹竹のののの子子子子のようにのようにのようにのように、、、、続続続続々々々々

とととと出出出出てててて来来来来るるるる事事事事がががが期待期待期待期待されるされるされるされる。。。。    

    

★★★★    規制改革規制改革規制改革規制改革へのへのへのへの歴史的挑戦歴史的挑戦歴史的挑戦歴史的挑戦    

    

１１１１．．．．規制改革規制改革規制改革規制改革はなぜはなぜはなぜはなぜ必要必要必要必要かかかか？？？？    

●     さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな政府規制政府規制政府規制政府規制のののの制度改革制度改革制度改革制度改革がががが、、、、経済経済経済経済をををを活性化活性化活性化活性化するためのするためのするためのするための重要重要重要重要なななな手段手段手段手段であるであるであるである、、、、

というというというという認識認識認識認識がががが、、、、日本社会日本社会日本社会日本社会でもでもでもでも広広広広くくくく受受受受けけけけ入入入入れられるようになってきたれられるようになってきたれられるようになってきたれられるようになってきた。。。。    

            何何何何のためにのためにのためにのために規制改革規制改革規制改革規制改革がががが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか？？？？    

        規制改革規制改革規制改革規制改革はははは経済経済経済経済をををを活性化活性化活性化活性化させるさせるさせるさせる。。。。それがそれがそれがそれが改革改革改革改革のののの必要性必要性必要性必要性のののの最最最最ももももシンプルシンプルシンプルシンプルなななな表現表現表現表現であであであであ

るるるる。。。。しかししかししかししかし、、、、単純単純単純単純ににににプラスプラスプラスプラスのののの側面側面側面側面だけからだけからだけからだけから必要性必要性必要性必要性をををを断断断断じるじるじるじる事事事事がががが出来出来出来出来るかるかるかるか？？？？    規規規規制改制改制改制改

革革革革はははは結果結果結果結果としてとしてとしてとして、、、、企業企業企業企業のののの倒産倒産倒産倒産、、、、労働者労働者労働者労働者のののの失業失業失業失業をもたらすのではないかをもたらすのではないかをもたらすのではないかをもたらすのではないか？？？？    
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            規制改革規制改革規制改革規制改革によるによるによるによる価格価格価格価格のののの低下低下低下低下、、、、生産生産生産生産のののの拡大拡大拡大拡大によるによるによるによる経済的利益経済的利益経済的利益経済的利益がががが、、、、こうしたこうしたこうしたこうしたマイナスマイナスマイナスマイナス    

をををを上回上回上回上回ることはることはることはることは「「「「経済学経済学経済学経済学のののの基本的定理基本的定理基本的定理基本的定理」」」」がががが教教教教えるところであるえるところであるえるところであるえるところである。。。。    

それだけではないそれだけではないそれだけではないそれだけではない。。。。    過去過去過去過去のののの規制改革規制改革規制改革規制改革のののの実証研究実証研究実証研究実証研究によればによればによればによれば、、、、実際実際実際実際にににに生生生生じたじたじたじた経済的経済的経済的経済的なななな

利益利益利益利益はははは、、、、経済学者経済学者経済学者経済学者のののの予想予想予想予想をををを上回上回上回上回ったったったった。。。。    

    企業企業企業企業がががが新新新新たなたなたなたな競争環境競争環境競争環境競争環境にににに適応適応適応適応するためするためするためするため、、、、技術技術技術技術のののの悴悴悴悴をををを尽尽尽尽くしくしくしくし、、、、知恵知恵知恵知恵のののの限限限限りをりをりをりを絞絞絞絞りりりり、、、、

誰誰誰誰もがもがもがもが予想予想予想予想しなかったしなかったしなかったしなかった新新新新しいしいしいしいビジネスビジネスビジネスビジネス手法手法手法手法をををを生生生生みみみみ出出出出したためであるしたためであるしたためであるしたためである。。。。    

    航空運賃航空運賃航空運賃航空運賃などのなどのなどのなどのサービスサービスサービスサービス価格価格価格価格のののの低下低下低下低下やややや、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話などなどなどなど新商新商新商新商品品品品・・・・サービスサービスサービスサービスのののの出現出現出現出現はははは、、、、

新新新新しいしいしいしい市場市場市場市場をををを創創創創りりりり出出出出しししし、、、、実際実際実際実際にはにはにはには雇用雇用雇用雇用もももも増大増大増大増大したしたしたしたケースケースケースケースがががが多多多多かったかったかったかった。。。。    

●●●●        規制制度改革規制制度改革規制制度改革規制制度改革のののの正否正否正否正否ののののカギカギカギカギはははは、、、、改革改革改革改革によってによってによってによって市場競争市場競争市場競争市場競争がががが実現実現実現実現されるかどうかにされるかどうかにされるかどうかにされるかどうかに、、、、

かかっているかかっているかかっているかかっている。。。。    

        日本日本日本日本のののの現在現在現在現在のののの改革改革改革改革はははは、、、、次第次第次第次第にににに競争強化競争強化競争強化競争強化のののの方向方向方向方向にににに向向向向っているがっているがっているがっているが、「、「、「、「競争競争競争競争がががが実現実現実現実現されなされなされなされな

いいいい改革改革改革改革にはにはにはには意味意味意味意味がないがないがないがない」」」」というというというという認識認識認識認識にはまだにはまだにはまだにはまだ至至至至っていないっていないっていないっていない。。。。    

            競争競争競争競争こそがこそがこそがこそが規制改革規制改革規制改革規制改革のののの最最最最もももも重要重要重要重要なななな評価基準評価基準評価基準評価基準なのであるなのであるなのであるなのである。。。。    

アメリカアメリカアメリカアメリカでのでのでのでの 1970197019701970 年代年代年代年代のののの改革開始期改革開始期改革開始期改革開始期のののの用語用語用語用語をををを踏襲踏襲踏襲踏襲しししし、、、、日本日本日本日本でもこれまででもこれまででもこれまででもこれまで、「、「、「、「規制規制規制規制

緩和緩和緩和緩和」」」」というというというという言葉言葉言葉言葉がががが使使使使われてきたわれてきたわれてきたわれてきた。。。。しかししかししかししかし「「「「規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和」」」」というというというという語語語語のののの欠点欠点欠点欠点はははは、、、、規制規制規制規制のののの

レベルレベルレベルレベルがががが低低低低くなればすべてくなればすべてくなればすべてくなればすべて規制規制規制規制のののの「「「「緩和緩和緩和緩和」」」」にににに該当該当該当該当しししし、、、、市場競争市場競争市場競争市場競争がががが実現実現実現実現されたかどうされたかどうされたかどうされたかどう

かというかというかというかという肝心肝心肝心肝心のののの点点点点がががが焦点焦点焦点焦点にならないにならないにならないにならない事事事事であるであるであるである。。。。    

            規制制度規制制度規制制度規制制度のののの全体的全体的全体的全体的なななな「「「「質質質質」（」（」（」（クオリティクオリティクオリティクオリティ））））をををを問問問問うううう「「「「規制改革規制改革規制改革規制改革」」」」というというというという語語語語がががが、、、、現在現在現在現在

ではではではではＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤＯＥＣＤやややや欧米諸国欧米諸国欧米諸国欧米諸国でででで一般化一般化一般化一般化しているのもこうしたしているのもこうしたしているのもこうしたしているのもこうした事情事情事情事情によるによるによるによる。。。。    

            規制制度規制制度規制制度規制制度のののの「「「「質質質質」」」」としてとしてとしてとして最最最最もももも重要視重要視重要視重要視されるのがされるのがされるのがされるのが、、、、競争競争競争競争のののの実現実現実現実現であるであるであるである。。。。    

    

２２２２．「．「．「．「規制規制規制規制があったからがあったからがあったからがあったから」」」」ではなくではなくではなくではなく、「、「、「、「規制規制規制規制があったにもがあったにもがあったにもがあったにも拘拘拘拘らずらずらずらず」、」、」、」、    

日本経済日本経済日本経済日本経済はははは成長成長成長成長したのであるしたのであるしたのであるしたのである！！！！    

●●●●    「「「「戦後経済体制戦後経済体制戦後経済体制戦後経済体制のののの終焉終焉終焉終焉」」」」説説説説はははは、「、「、「、「日本日本日本日本のののの戦後戦後戦後戦後のののの経済経済経済経済システムシステムシステムシステムはははは、、、、人口構成人口構成人口構成人口構成がががが若若若若くくくく、、、、

技術的技術的技術的技術的・・・・経済的経済的経済的経済的キャッチアップキャッチアップキャッチアップキャッチアップのののの時代時代時代時代にはうまくにはうまくにはうまくにはうまく機能機能機能機能したがしたがしたがしたが、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル化化化化しししし創造創造創造創造

性性性性のののの必要必要必要必要なななな現在現在現在現在、、、、根本的根本的根本的根本的なななな変革変革変革変革がががが求求求求められているめられているめられているめられている」」」」とととと説説説説くくくく。。。。    

        規制改革規制改革規制改革規制改革とのとのとのとの関連関連関連関連でででで言言言言えばえばえばえば、「、「、「、「過去過去過去過去、、、、日本日本日本日本のののの規制規制規制規制はうまくはうまくはうまくはうまく機能機能機能機能してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、今今今今はははは、、、、

改革改革改革改革のののの必要必要必要必要があるがあるがあるがある」」」」というというというという表現表現表現表現になるになるになるになる。。。。    

            しかししかししかししかし、、、、規制規制規制規制にににに関関関関するするするする限限限限りりりり、、、、現実現実現実現実にににに過去過去過去過去のののの日本日本日本日本のののの規制規制規制規制、、、、特特特特にににに競争競争競争競争をををを制限制限制限制限したしたしたした規制規制規制規制

がががが、、、、日本日本日本日本のののの経済発展経済発展経済発展経済発展にににに貢献貢献貢献貢献してきたしてきたしてきたしてきた、、、、というというというという議論議論議論議論のののの実証的裏付実証的裏付実証的裏付実証的裏付けはけはけはけは乏乏乏乏しいしいしいしい。。。。    

        むしろむしろむしろむしろ規制規制規制規制がなされてきたがなされてきたがなされてきたがなされてきた分野分野分野分野のののの生産性生産性生産性生産性はははは、、、、国際的国際的国際的国際的レベルレベルレベルレベルからからからから取取取取りりりり残残残残されているされているされているされている、、、、

というというというというデータデータデータデータのののの方方方方がががが多多多多いいいい。。。。規制規制規制規制ゆえにゆえにゆえにゆえに日本日本日本日本経済経済経済経済はははは成長成長成長成長してきたというしてきたというしてきたというしてきたという議論議論議論議論はははは、、、、日本日本日本日本

人人人人がががが今乗今乗今乗今乗りりりり越越越越えなければならないえなければならないえなければならないえなければならない「「「「成功体験成功体験成功体験成功体験のののの呪縛呪縛呪縛呪縛」」」」のひとつといえるのひとつといえるのひとつといえるのひとつといえる。。。。    

            日本経済日本経済日本経済日本経済はははは、、、、規制規制規制規制ゆえにゆえにゆえにゆえに成長出来成長出来成長出来成長出来たのではなくたのではなくたのではなくたのではなく、、、、規制規制規制規制にもにもにもにも拘拘拘拘らずらずらずらず成長出来成長出来成長出来成長出来たのだたのだたのだたのだ、、、、

というというというという事事事事をををを、、、、よくよくよくよく認識認識認識認識しておくしておくしておくしておく必要必要必要必要があるがあるがあるがある。。。。    

●  官主導官主導官主導官主導のののの日本産業政策日本産業政策日本産業政策日本産業政策がががが、、、、過去日本過去日本過去日本過去日本のののの産業競争力産業競争力産業競争力産業競争力をををを高高高高めるのにめるのにめるのにめるのに貢献貢献貢献貢献したとすればしたとすればしたとすればしたとすれば、、、、    
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        そのそのそのその最大最大最大最大のののの要因要因要因要因はははは、、、、国際競争国際競争国際競争国際競争へのへのへのへの開放開放開放開放をををを早期早期早期早期にににに決定決定決定決定しししし、、、、そのそのそのそのスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールをををを明確化明確化明確化明確化

したしたしたした点点点点にあるにあるにあるにある。。。。    

            経済経済経済経済のののの競争力競争力競争力競争力のののの強化強化強化強化にににに王道王道王道王道はないはないはないはない。。。。それはそれはそれはそれは競争競争競争競争をををを通通通通じてのみじてのみじてのみじてのみ可能可能可能可能となるとなるとなるとなる。。。。    

        そのそのそのその意味意味意味意味でででで、、、、日本日本日本日本のののの過去過去過去過去のののの成功成功成功成功にはにはにはには大大大大きなきなきなきな秘密秘密秘密秘密はなくはなくはなくはなく、、、、このこのこのこの原則原則原則原則にににに忠実忠実忠実忠実であったであったであったであった、、、、

というというというという事事事事にほかならないにほかならないにほかならないにほかならない。。。。    

◆◆◆◆        多多多多くのくのくのくの製造業製造業製造業製造業についてはについてはについてはについては、、、、国際競争国際競争国際競争国際競争のののの導入導入導入導入ををををバネバネバネバネにしてにしてにしてにして、、、、企業企業企業企業のののの創造力創造力創造力創造力がががが解解解解きききき放放放放

たれたれたれたれ、、、、グローバルグローバルグローバルグローバル・・・・スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードにににに限限限限りなくりなくりなくりなく接近接近接近接近するするするする事事事事がががが出来出来出来出来たのであるたのであるたのであるたのである。。。。    

        他方他方他方他方、、、、国際競争力国際競争力国際競争力国際競争力からからからから遮断遮断遮断遮断されされされされ、、、、国内国内国内国内のののの競争競争競争競争にもにもにもにも制限制限制限制限をををを受受受受けたけたけたけた産業部門産業部門産業部門産業部門（（（（金融金融金融金融、、、、運運運運

輸輸輸輸、、、、通信通信通信通信、、、、建設建設建設建設、、、、等等等等々々々々のののの非製造業非製造業非製造業非製造業））））がががが多多多多くくくく残残残残ったったったった事事事事はははは、、、、日本日本日本日本のののの成功成功成功成功もももも全面的全面的全面的全面的なものなものなものなもの

ではなかったではなかったではなかったではなかった、、、、というというというという事事事事をををを意味意味意味意味しているしているしているしている。。。。    

◆◆◆◆        非製造業非製造業非製造業非製造業はははは、、、、規制改革規制改革規制改革規制改革をををを通通通通じたじたじたじた市場競争市場競争市場競争市場競争のののの強化強化強化強化をををを恐恐恐恐れるべきではないれるべきではないれるべきではないれるべきではない。。。。製造業製造業製造業製造業のののの

経験経験経験経験にににに倣倣倣倣いいいい、、、、自自自自らのらのらのらの経済力経済力経済力経済力をををを強強強強めるためのめるためのめるためのめるための唯一唯一唯一唯一のののの手段手段手段手段としてとしてとしてとして、、、、「「「「競争競争競争競争」」」」をををを積極的積極的積極的積極的にににに

受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる事事事事がががが大事大事大事大事であろうであろうであろうであろう。。。。    

●●●●        戦後戦後戦後戦後のののの日本日本日本日本のののの産業政策産業政策産業政策産業政策ばかりでなくばかりでなくばかりでなくばかりでなく、、、、明治維新明治維新明治維新明治維新のののの究極究極究極究極ののののテーマテーマテーマテーマであったであったであったであった開国開国開国開国（（（（国国国国

際競争際競争際競争際競争））））にににに、、、、明治政府明治政府明治政府明治政府とととと民間実業者民間実業者民間実業者民間実業者がががが果敢果敢果敢果敢にににに取取取取りりりり組組組組んだんだんだんだ事事事事もももも想起想起想起想起されるされるされるされる。。。。    

        明治政府明治政府明治政府明治政府やややや民間実業者民間実業者民間実業者民間実業者たちはたちはたちはたちは、「、「、「、「開国開国開国開国」」」」即即即即ちちちち「「「「国際競争国際競争国際競争国際競争」」」」をををを恐恐恐恐れずにれずにれずにれずに、、、、むしろむしろむしろむしろ競争競争競争競争

をををを通通通通じてじてじてじて日本日本日本日本のののの国力国力国力国力をををを高高高高めるめるめるめる道道道道をををを選選選選んだのであるんだのであるんだのであるんだのである。。。。    

        こうしてこうしてこうしてこうして過去過去過去過去のののの事例事例事例事例をををを振振振振りりりり返返返返ってみるとってみるとってみるとってみると、、、、本当本当本当本当のののの日本日本日本日本のののの美質美質美質美質とはとはとはとは、、、、競争競争競争競争をををを恐恐恐恐れずれずれずれず、、、、

国際競争国際競争国際競争国際競争をををを通通通通じてじてじてじて、、、、優優優優れたれたれたれた他人他人他人他人からからからから学学学学ぶぶぶぶ事事事事をためらわなかったをためらわなかったをためらわなかったをためらわなかった、、、、謙虚謙虚謙虚謙虚さであるさであるさであるさである気気気気がががが

してならなしてならなしてならなしてならないいいい。。。。    

◆     明治維新明治維新明治維新明治維新とととと第二次世界大戦後第二次世界大戦後第二次世界大戦後第二次世界大戦後のののの経済復興経済復興経済復興経済復興というというというという、、、、日本日本日本日本のののの近代化近代化近代化近代化のののの重大局面重大局面重大局面重大局面でででで、、、、    

日本人日本人日本人日本人はこうしたはこうしたはこうしたはこうした本来本来本来本来のののの美質美質美質美質をををを発揮発揮発揮発揮するするするする事事事事がががが出来出来出来出来たたたた。。。。    

            三度目三度目三度目三度目のののの歴史的挑戦歴史的挑戦歴史的挑戦歴史的挑戦にににに果敢果敢果敢果敢にににに対応出来対応出来対応出来対応出来るかるかるかるか、、、、それがそれがそれがそれが現在現在現在現在にににに生生生生きるきるきるきる世代世代世代世代にとってのにとってのにとってのにとっての、、、、

大大大大きなきなきなきな課題課題課題課題であるであるであるである。。。。    

    

★★★★    官主導官主導官主導官主導のののの仕組仕組仕組仕組みからみからみからみから、、、、民主導民主導民主導民主導のののの仕組仕組仕組仕組みへみへみへみへ    

    

１１１１．．．．なぜなぜなぜなぜ官主導官主導官主導官主導のののの仕組仕組仕組仕組みではいけないのかみではいけないのかみではいけないのかみではいけないのか？？？？    

既既既既にににに見見見見てきたようにてきたようにてきたようにてきたように、、、、戦後型日本経済戦後型日本経済戦後型日本経済戦後型日本経済システムシステムシステムシステムはははは、、、、官主導官主導官主導官主導であったであったであったであった。。。。    

旧大蔵省旧大蔵省旧大蔵省旧大蔵省はははは、、、、民間民間民間民間のののの銀行銀行銀行銀行をををを統轄管理統轄管理統轄管理統轄管理しししし、、、、銀行銀行銀行銀行ははははメインバンクメインバンクメインバンクメインバンク制制制制のののの下下下下、、、、管轄管轄管轄管轄するするするする民間企民間企民間企民間企

業業業業をををを管理管理管理管理してきたしてきたしてきたしてきた。。。。又旧通産省他又旧通産省他又旧通産省他又旧通産省他のののの省庁省庁省庁省庁はははは、、、、各業界団体各業界団体各業界団体各業界団体にににに対対対対してしてしてして産業政策産業政策産業政策産業政策なりなりなりなり、、、、それそれそれそれ

ぞれのぞれのぞれのぞれの役所役所役所役所のののの指針指針指針指針をををを明示明示明示明示してしてしてして、、、、各業界各業界各業界各業界をををを指導指導指導指導してきたしてきたしてきたしてきた。。。。したがってしたがってしたがってしたがって、、、、大半大半大半大半のののの民間企業民間企業民間企業民間企業

はははは、、、、ぬるまぬるまぬるまぬるま湯状態湯状態湯状態湯状態にありにありにありにあり、、、、競争意識競争意識競争意識競争意識はははは皆無皆無皆無皆無であったであったであったであった。。。。業界業界業界業界はははは談合談合談合談合でででで価格価格価格価格をををを取取取取りりりり決決決決めめめめ、、、、

おおおお互互互互いにいにいにいに持持持持たれたれたれたれ合合合合いながらいながらいながらいながら生存生存生存生存してきたしてきたしてきたしてきた。。。。そのそのそのその事事事事にににに、、、、役所役所役所役所もももも暗黙暗黙暗黙暗黙のののの了解了解了解了解をしていたをしていたをしていたをしていた。。。。    

しかししかししかししかし、、、、市場競争市場競争市場競争市場競争がなければがなければがなければがなければ、、、、超高品質超高品質超高品質超高品質・・・・超低価格超低価格超低価格超低価格のののの商品商品商品商品ややややサービスサービスサービスサービスはははは、、、、生生生生まれなまれなまれなまれな

いいいい。。。。当然当然当然当然のののの事事事事であるがであるがであるがであるが、、、、市場市場市場市場ががががグローバルグローバルグローバルグローバル化化化化したしたしたした現在現在現在現在ではではではでは、、、、外国外国外国外国のののの優良商品優良商品優良商品優良商品ややややサービサービサービサービ
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ススススがががが国内国内国内国内にににに流入流入流入流入してしてしてして来来来来るのでるのでるのでるので、、、、国内品国内品国内品国内品はははは市場市場市場市場でのでのでのでの競争競争競争競争にににに太刀打太刀打太刀打太刀打ちちちち出来出来出来出来なくなったなくなったなくなったなくなった。。。。    

これがこれがこれがこれが日本経済日本経済日本経済日本経済システムシステムシステムシステムをををを、、、、官主導官主導官主導官主導のののの仕組仕組仕組仕組みからみからみからみから、、、、民主導民主導民主導民主導のののの仕組仕組仕組仕組みへみへみへみへ変革変革変革変革すべきすべきすべきすべき、、、、

大大大大きなきなきなきな理由理由理由理由であるであるであるである。。。。    

もはやもはやもはやもはや、、、、官官官官（（（（政府政府政府政府＆＆＆＆官僚官僚官僚官僚））））がががが民間企業民間企業民間企業民間企業にににに対対対対してしてしてして、、、、干渉干渉干渉干渉するするするする時代時代時代時代はははは終終終終わったのであるわったのであるわったのであるわったのである。。。。

アダムアダムアダムアダム・・・・スミススミススミススミスのののの言言言言うううう「「「「市場市場市場市場」」」」というというというという、「、「、「、「神神神神のののの見見見見えざるえざるえざるえざる手手手手」」」」にににに民間企業民間企業民間企業民間企業をををを任任任任せせせせ、、、、自由自由自由自由

競争競争競争競争というというというという洗礼洗礼洗礼洗礼をををを受受受受けさせるけさせるけさせるけさせる事事事事によりによりによりにより、、、、民間企業民間企業民間企業民間企業にににに自力自力自力自力でででで活路活路活路活路をををを見出見出見出見出させるべきであさせるべきであさせるべきであさせるべきであ

るるるる。。。。トヨタトヨタトヨタトヨタややややホンダホンダホンダホンダ、、、、ソニーソニーソニーソニーなどはなどはなどはなどは、、、、戦後戦後戦後戦後からからからから今日今日今日今日までまでまでまで、、、、世界世界世界世界のののの優秀優秀優秀優秀なななな企業企業企業企業とのとのとのとの厳厳厳厳しししし

いいいい競争競争競争競争のののの中中中中でででで生生生生きききき残残残残りりりり、、、、世界世界世界世界ののののビッグビッグビッグビッグ・・・・カンパニーカンパニーカンパニーカンパニーにににに、、、、のしのしのしのし上上上上がってがってがってがって来来来来たのであるたのであるたのであるたのである。。。。    

◆◆◆◆        戦後型日本経済戦後型日本経済戦後型日本経済戦後型日本経済システムシステムシステムシステムにににに於於於於いていていていて、、、、官官官官（（（（政府政府政府政府＆＆＆＆官僚官僚官僚官僚））））はははは民間企業保護民間企業保護民間企業保護民間企業保護のののの名目名目名目名目でででで、、、、

あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる規制規制規制規制をををを設設設設けてきたけてきたけてきたけてきた。。。。各省庁各省庁各省庁各省庁はははは現在現在現在現在でもでもでもでも、、、、数多数多数多数多くのくのくのくの「「「「規制規制規制規制」」」」のののの網網網網をををを張張張張ってってってって民民民民

間企業間企業間企業間企業のののの行動行動行動行動をををを監視監視監視監視・・・・監督監督監督監督しているしているしているしている。。。。輸出入規制輸出入規制輸出入規制輸出入規制としてのとしてのとしてのとしての関税関税関税関税もそのもそのもそのもその一一一一つであるつであるつであるつである。。。。    

    今今今今のののの政府政府政府政府はははは、、、、特特特特にににに構造改革構造改革構造改革構造改革にににに力力力力をををを入入入入れておりれておりれておりれており、、、、新新新新しいしいしいしい日本経済日本経済日本経済日本経済システムシステムシステムシステム構築構築構築構築のののの一環一環一環一環

としてとしてとしてとして、、、、一部一部一部一部のののの例外例外例外例外をををを除除除除きききき、、、、全全全全てのてのてのての規制規制規制規制をををを撤廃撤廃撤廃撤廃するぐらいのするぐらいのするぐらいのするぐらいの規制改革規制改革規制改革規制改革をををを、、、、検討検討検討検討しししし

てはてはてはては如何如何如何如何なものかなものかなものかなものか？？？？要要要要するにするにするにするに、、、、現在現在現在現在にににに於於於於いてそのいてそのいてそのいてその「「「「規制規制規制規制」」」」がががが、、、、民間企業民間企業民間企業民間企業にいかなるにいかなるにいかなるにいかなる

利益利益利益利益をもたらすのかをもたらすのかをもたらすのかをもたらすのか、、、、をををを検討検討検討検討してしてしてして、、、、「「「「競争競争競争競争」」」」のののの重要性重要性重要性重要性をををを認識認識認識認識してしてしてして欲欲欲欲しいのであるしいのであるしいのであるしいのである。。。。    

    

◎◎◎◎    福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉はははは明治明治明治明治 26262626年年年年にににに「「「「実業論実業論実業論実業論」」」」でででで「「「「政府政府政府政府のののの民間企業民間企業民間企業民間企業へのへのへのへの干渉廃止干渉廃止干渉廃止干渉廃止」」」」とととと「「「「民間民間民間民間

のののの競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化ににににマイナスマイナスマイナスマイナスとなるとなるとなるとなる海関税撤廃海関税撤廃海関税撤廃海関税撤廃」」」」をををを政府政府政府政府やややや実業界実業界実業界実業界にににに強強強強くくくく主張主張主張主張しているしているしているしている。。。。    

    

２２２２．．．．官営事業官営事業官営事業官営事業のののの民営化民営化民営化民営化についてについてについてについて    

            なぜなぜなぜなぜ民営化民営化民営化民営化がががが良良良良いのかいのかいのかいのか？？？？    

        政府政府政府政府がががが行行行行うううう事業事業事業事業はははは、、、、独占独占独占独占であるのでであるのでであるのでであるので競争相手競争相手競争相手競争相手がいないがいないがいないがいない。（。（。（。（何度何度何度何度もももも述述述述べてきたべてきたべてきたべてきた事事事事であであであであ

るがるがるがるが、）、）、）、）競争競争競争競争がなければがなければがなければがなければ、、、、そのそのそのその事業事業事業事業がががが造造造造りりりり出出出出すすすす商品商品商品商品ややややサービスサービスサービスサービスのののの「「「「品質品質品質品質」」」」はははは、、、、向上向上向上向上

しないしないしないしない。（「。（「。（「。（「品質品質品質品質」」」」のののの中中中中にはにはにはには価格価格価格価格もももも含含含含まれるまれるまれるまれる。）。）。）。）要要要要するにするにするにするに、、、、競争相手競争相手競争相手競争相手がいないのでがいないのでがいないのでがいないので、、、、

顧客顧客顧客顧客がががが要求要求要求要求するするするする低価格低価格低価格低価格・・・・高品質高品質高品質高品質のののの商品商品商品商品ややややサービスサービスサービスサービスをををを、、、、供給者供給者供給者供給者はははは提供提供提供提供しなくてすむしなくてすむしなくてすむしなくてすむ。。。。

企業間企業間企業間企業間「「「「競争競争競争競争」」」」があるとがあるとがあるとがあると、、、、各企業各企業各企業各企業はははは競競競競ってってってって「「「「よりよりよりより安安安安くよくよくよくよりりりり良良良良いいいい商品商品商品商品ややややサービスサービスサービスサービス」」」」をををを、、、、

顧客顧客顧客顧客にににに提供提供提供提供しようとしようとしようとしようと努力努力努力努力するのでするのでするのでするので、「、「、「、「品質品質品質品質」」」」はははは向上向上向上向上（（（（低価格高品質低価格高品質低価格高品質低価格高品質））））するのであるするのであるするのであるするのである。。。。    

            以上述以上述以上述以上述べたべたべたべた事事事事はははは、、、、過去過去過去過去のののの民営化民営化民営化民営化のののの事例事例事例事例をををを見見見見ればればればれば、、、、おおおお分分分分かりかりかりかり頂頂頂頂けるであろうけるであろうけるであろうけるであろう。。。。    

        旧国鉄旧国鉄旧国鉄旧国鉄ががががＪＲＪＲＪＲＪＲになりになりになりになり、、、、日本専売公社日本専売公社日本専売公社日本専売公社ががががタバコタバコタバコタバコ産業産業産業産業になりになりになりになり、、、、電信電話公社電信電話公社電信電話公社電信電話公社ががががＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴにににに

なったなったなったなった。ＪＲ。ＪＲ。ＪＲ。ＪＲのののの運賃運賃運賃運賃はははは下下下下がりがりがりがり、、、、しかもしかもしかもしかもサービスサービスサービスサービスはははは以前以前以前以前よりもよりもよりもよりも良良良良くなったくなったくなったくなった。。。。タバコタバコタバコタバコもももも

同様同様同様同様であるであるであるである。。。。電話電話電話電話にににに至至至至ってはってはってはっては、、、、今今今今やややや携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの時代時代時代時代になりになりになりになり、ＮＴＴ、ＮＴＴ、ＮＴＴ、ＮＴＴ以外以外以外以外でもでもでもでも、、、、

VodafoneVodafoneVodafoneVodafone，ａｕ，Ｔｕ－Ｋａ，ａｕ，Ｔｕ－Ｋａ，ａｕ，Ｔｕ－Ｋａ，ａｕ，Ｔｕ－Ｋａなどがありなどがありなどがありなどがあり、、、、競競競競いいいい合合合合ってってってって、、、、高品質高品質高品質高品質・・・・低価格低価格低価格低価格のののの商品商品商品商品やややや

サービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供しているしているしているしている。。。。    

            小泉内閣小泉内閣小泉内閣小泉内閣のののの下下下下でででで今今今今、、、、郵政事業郵政事業郵政事業郵政事業のののの民営化民営化民営化民営化、、、、道路公団他道路公団他道路公団他道路公団他のののの特殊法人特殊法人特殊法人特殊法人のののの民営化民営化民営化民営化がががが進進進進めらめらめらめら

れているれているれているれている。。。。道路公団民営化道路公団民営化道路公団民営化道路公団民営化のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況についてはについてはについてはについては、、、、国民国民国民国民からのからのからのからの批判批判批判批判がががが多多多多いがいがいがいが、、、、このこのこのこの

場場場場でででで議論議論議論議論するするするする議題議題議題議題ではないのでではないのでではないのでではないので、、、、コメントコメントコメントコメントをををを差差差差しししし控控控控えるがえるがえるがえるが、「、「、「、「市場競争市場競争市場競争市場競争がががが実現実現実現実現されされされされ
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るるるる事事事事」」」」というというというという「「「「規制改革規制改革規制改革規制改革」」」」のののの評価基準評価基準評価基準評価基準からするとからするとからするとからすると、「、「、「、「民営化民営化民営化民営化にはまだにはまだにはまだにはまだ程遠程遠程遠程遠いいいい状態状態状態状態でででで

であるであるであるである」」」」とととと言言言言わざるをわざるをわざるをわざるを得得得得ないないないない。。。。    

            ４４４４月月月月１１１１日日日日にににに、、、、成田国際空港事業成田国際空港事業成田国際空港事業成田国際空港事業がががが、、、、空港公団空港公団空港公団空港公団からからからから民間民間民間民間にににに移管移管移管移管されたされたされたされた。。。。羽田国際空羽田国際空羽田国際空羽田国際空

港事業港事業港事業港事業はははは、、、、既既既既にににに民営化民営化民営化民営化されておりされておりされておりされており、、、、今後今後今後今後はははは、、、、羽田並羽田並羽田並羽田並みのみのみのみの「「「「品質品質品質品質」」」」のののの向上向上向上向上（（（（低価格低価格低価格低価格でででで

ハイハイハイハイ・・・・クオリティクオリティクオリティクオリティののののサービスサービスサービスサービス））））がががが、、、、期期期期待待待待されるされるされるされる事事事事になるになるになるになる。。。。    

◆ 道路公団道路公団道路公団道路公団やややや空港公団空港公団空港公団空港公団のようなのようなのようなのような特殊法人特殊法人特殊法人特殊法人のののの民営化民営化民営化民営化についてはについてはについてはについては、、、、今後今後今後今後どのどのどのどの程度民営化程度民営化程度民営化程度民営化

されるのかされるのかされるのかされるのか？？？？もうもうもうもう既既既既にににに民営化民営化民営化民営化されたされたされたされた特殊法人特殊法人特殊法人特殊法人もあるがもあるがもあるがもあるが、＊＊、＊＊、＊＊、＊＊公団公団公団公団やややや＊＊＊＊＊＊＊＊公社公社公社公社などなどなどなど

特殊法人特殊法人特殊法人特殊法人はははは、、、、各省庁各省庁各省庁各省庁のののの利権利権利権利権がががが伴伴伴伴っておりっておりっておりっており、、、、そうそうそうそう簡単簡単簡単簡単にににに民営化民営化民営化民営化がががが進進進進むとはむとはむとはむとは思思思思えないえないえないえない。。。。    

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの特殊法人特殊法人特殊法人特殊法人がががが管理管理管理管理しているしているしているしている事業事業事業事業のののの「「「「品質品質品質品質」」」」をよくをよくをよくをよく検討検討検討検討してしてしてして、、、、市場市場市場市場のののの競争競争競争競争

にににに晒晒晒晒したしたしたした方方方方がががが、、、、高高高高「「「「品質品質品質品質」」」」をををを望望望望めるめるめるめる事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、、、、積極的積極的積極的積極的にににに民営化民営化民営化民営化をををを進進進進めてめてめてめて欲欲欲欲しししし

いといといといと願願願願うううう。。。。    

    

★★★★    ２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの日本経済日本経済日本経済日本経済・・・・成長成長成長成長のののの鍵鍵鍵鍵になるのはになるのはになるのはになるのは、「、「、「、「技術革新技術革新技術革新技術革新」！」！」！」！    

    

            経済成長要因経済成長要因経済成長要因経済成長要因はははは、、、、    ①①①①    資本資本資本資本ストックストックストックストック    ②②②②    労働労働労働労働投入力投入力投入力投入力    ③③③③    技術革新技術革新技術革新技術革新    

        であることはであることはであることはであることは、、、、既既既既にににに述述述述べたところであるべたところであるべたところであるべたところである。。。。    

◆◆◆◆    「「「「労働力労働力労働力労働力」」」」はははは、、、、第一第一第一第一にににに、、、、労働人口労働人口労働人口労働人口がががが 96969696年頃年頃年頃年頃からかなりのからかなりのからかなりのからかなりの速度速度速度速度でででで減少減少減少減少しししし始始始始めているめているめているめている。。。。    

        第二第二第二第二にににに、、、、労働人口労働人口労働人口労働人口のののの中中中中でのでのでのでの高齢化高齢化高齢化高齢化がががが進進進進むことによるむことによるむことによるむことによる実質的実質的実質的実質的なななな労働投入労働投入労働投入労働投入のののの減少減少減少減少がががが見込見込見込見込

まれるまれるまれるまれる。。。。第三第三第三第三にににに、、、、自然失業率自然失業率自然失業率自然失業率のののの上昇上昇上昇上昇によってによってによってによって労働労働労働労働にににに従事従事従事従事するするするする人数人数人数人数（（（（就業者数就業者数就業者数就業者数））））がががが減減減減

るるるる。。。。最後最後最後最後にににに、、、、年間労働時間年間労働時間年間労働時間年間労働時間がががが減少減少減少減少するするするする可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いいいい。。。。    

            これらのこれらのこれらのこれらの要因要因要因要因がががが複合複合複合複合されるとされるとされるとされると、、、、労働投入労働投入労働投入労働投入のののの減少減少減少減少がががが経済成長経済成長経済成長経済成長にににに及及及及ぼすぼすぼすぼすマイナスマイナスマイナスマイナスのののの影影影影

響響響響はははは、、、、かなりかなりかなりかなり深刻深刻深刻深刻であるであるであるである。。。。    

◆◆◆◆    「「「「資本資本資本資本ストックストックストックストック」」」」はははは、、、、第一第一第一第一にににに、、、、日本経済日本経済日本経済日本経済におけるにおけるにおけるにおける資本効率資本効率資本効率資本効率がががが、、、、長期的長期的長期的長期的にににに着実着実着実着実にににに低下低下低下低下

してきていることしてきていることしてきていることしてきていること、、、、したがってしたがってしたがってしたがって１１１１％％％％のののの経済成長経済成長経済成長経済成長をををを達成達成達成達成するにするにするにするに必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる資本資本資本資本ストストストスト

ックックックックのののの増加率増加率増加率増加率はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで以上以上以上以上にににに高高高高くなりつつあるということくなりつつあるということくなりつつあるということくなりつつあるということ、、、、第二第二第二第二にににに、、、、高齢化社高齢化社高齢化社高齢化社

会会会会のののの到来到来到来到来がががが、、、、日本日本日本日本のののの貯蓄率貯蓄率貯蓄率貯蓄率をををを引引引引きききき下下下下げげげげ、、、、それがそれがそれがそれが資本蓄積資本蓄積資本蓄積資本蓄積のののの速度速度速度速度をををを鈍化鈍化鈍化鈍化させるというさせるというさせるというさせるという

ことことことこと、、、、等等等等々々々々であるであるであるである。。。。    

◆ 結局結局結局結局、、、、２１２１２１２１世紀世紀世紀世紀のののの早早早早いいいい段階段階段階段階でででで、、、、労働労働労働労働インプットインプットインプットインプットがががが減少減少減少減少しししし、、、、資本資本資本資本インプットインプットインプットインプットのののの増加増加増加増加

がががが鈍化鈍化鈍化鈍化していくであろうことはしていくであろうことはしていくであろうことはしていくであろうことは、、、、間違間違間違間違いないいないいないいない。。。。    

◆ これまでこれまでこれまでこれまで日本経済日本経済日本経済日本経済のののの成長成長成長成長をををを支支支支えてきたえてきたえてきたえてきた３３３３要因要因要因要因のののの内内内内、、、、労働労働労働労働とととと資本資本資本資本というというというという二二二二つのつのつのつの要因要因要因要因

についてについてについてについて、、、、今後期待出来今後期待出来今後期待出来今後期待出来ないとすればないとすればないとすればないとすれば、、、、残残残残りのりのりのりの「「「「技術革新技術革新技術革新技術革新」」」」がががが成長成長成長成長ののののカギカギカギカギになるになるになるになる。。。。    

    

◎◎◎◎        したがってしたがってしたがってしたがって、、、、政府政府政府政府はははは、、、、規制改革規制改革規制改革規制改革によってによってによってによって日本経済日本経済日本経済日本経済システムシステムシステムシステムをををを変革変革変革変革しししし、、、、民間企業民間企業民間企業民間企業はははは、、、、

厳厳厳厳しいしいしいしい競争競争競争競争のののの中中中中でででで切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨切磋琢磨しししし、「、「、「、「革新的革新的革新的革新的なななな技術技術技術技術」」」」がががが次次次次々々々々とととと開発開発開発開発されるようなされるようなされるようなされるような体制体制体制体制をををを、、、、

早急早急早急早急にににに整備整備整備整備しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    
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おわりにおわりにおわりにおわりに    

    福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉福澤諭吉のののの経済原論経済原論経済原論経済原論をををを読読読読んでんでんでんで、、、、先人先人先人先人のののの偉大偉大偉大偉大さにさにさにさに感動感動感動感動したしたしたした。。。。1859185918591859年開港年開港年開港年開港からからからから 2004200420042004年年年年    

までまでまでまで、、、、約約約約 150150150150年年年年になるになるになるになる。。。。150150150150年前年前年前年前にににに福澤福澤福澤福澤はははは、「、「、「、「民間企業民間企業民間企業民間企業のののの発展発展発展発展そしてそしてそしてそして一国一国一国一国のののの経済成長経済成長経済成長経済成長のののの

原動力原動力原動力原動力はははは、、、、競争競争競争競争であるであるであるである」」」」というというというという事事事事をををを、、、、大胆大胆大胆大胆にににに明言明言明言明言していたしていたしていたしていた。。。。    

    明治維新期及明治維新期及明治維新期及明治維新期及びびびび第二次世界大戦後第二次世界大戦後第二次世界大戦後第二次世界大戦後とととと、、、、日本日本日本日本はははは過去過去過去過去２２２２回回回回のののの歴史的転換期歴史的転換期歴史的転換期歴史的転換期にににに直面直面直面直面したしたしたした。。。。    

「「「「そのそのそのその時歴史時歴史時歴史時歴史はははは動動動動いたいたいたいた！」！」！」！」のであるのであるのであるのである。。。。日本日本日本日本はははは海外海外海外海外とのとのとのとの熾烈熾烈熾烈熾烈なななな競争競争競争競争にににに、、、、果敢果敢果敢果敢にににに挑戦挑戦挑戦挑戦したしたしたした。。。。

そのそのそのその結果結果結果結果、、、、明治維新期明治維新期明治維新期明治維新期にはにはにはには「「「「富国強兵富国強兵富国強兵富国強兵」「」「」「」「殖産興業殖産興業殖産興業殖産興業」」」」などのなどのなどのなどの政策政策政策政策によりによりによりにより、、、、短期間短期間短期間短期間でででで欧米欧米欧米欧米

諸国諸国諸国諸国とととと対等対等対等対等にににに肩肩肩肩をををを並並並並べるまでにべるまでにべるまでにべるまでに至至至至ったったったった。。。。そしてそしてそしてそして第二次世界大戦後第二次世界大戦後第二次世界大戦後第二次世界大戦後にもにもにもにも、、、、官主導官主導官主導官主導でのでのでのでの経済経済経済経済

復興復興復興復興にににに成功成功成功成功しししし、、、、世界第世界第世界第世界第２２２２位位位位のののの経済大国経済大国経済大国経済大国にまでにまでにまでにまで登登登登りつめたりつめたりつめたりつめた。。。。そしてそしてそしてそして今今今今、、、、日本日本日本日本はははは３３３３度目度目度目度目のののの歴歴歴歴

史的挑戦史的挑戦史的挑戦史的挑戦をををを迫迫迫迫られているのであるられているのであるられているのであるられているのである。。。。    

    「「「「規制改革規制改革規制改革規制改革（（（（競争競争競争競争））））なくしてなくしてなくしてなくして経済成長経済成長経済成長経済成長なしなしなしなし」」」」がががが、、、、本論文本論文本論文本論文のののの主題主題主題主題であったであったであったであった。。。。    

幸幸幸幸いにもいにもいにもいにも、、、、小泉内閣小泉内閣小泉内閣小泉内閣はははは「「「「構造改革構造改革構造改革構造改革なくしてなくしてなくしてなくして景気回復景気回復景気回復景気回復なしなしなしなし」」」」ををををスローガンスローガンスローガンスローガンにににに登場登場登場登場しししし、、、、利権利権利権利権

のののの既得者既得者既得者既得者からからからから必必必必死死死死のののの抵抗抵抗抵抗抵抗をされながらもをされながらもをされながらもをされながらも、、、、規制改革規制改革規制改革規制改革にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。歴史的挑戦歴史的挑戦歴史的挑戦歴史的挑戦へのへのへのへの

第一歩第一歩第一歩第一歩をををを踏踏踏踏みみみみ出出出出したしたしたした段階段階段階段階であるとであるとであるとであると言言言言えるえるえるえる。。。。    

残念残念残念残念なのはなのはなのはなのは、、、、1990199019901990年代年代年代年代、、、、20202020世紀最後世紀最後世紀最後世紀最後のののの 10101010年間年間年間年間にににに、、、、橋本橋本橋本橋本、、、、小渕小渕小渕小渕、、、、森森森森、、、、とそれぞれのとそれぞれのとそれぞれのとそれぞれの内内内内

閣閣閣閣のののの時代時代時代時代にににに、、、、誤誤誤誤ったったったった景気判断景気判断景気判断景気判断とととと対策対策対策対策がががが行行行行われわれわれわれ、、、、旧態依然旧態依然旧態依然旧態依然としたとしたとしたとした経済経済経済経済システムシステムシステムシステムのののの変革変革変革変革にににに、、、、    

誰誰誰誰もももも積極的積極的積極的積極的にににに取取取取りりりり組組組組まなかったまなかったまなかったまなかった事事事事であるであるであるである。。。。まさにまさにまさにまさに失失失失われたわれたわれたわれた 10101010年年年年であったであったであったであった。。。。    

    2003200320032003 年度年度年度年度はははは景気指標景気指標景気指標景気指標によればによればによればによれば、、、、景気景気景気景気がががが少少少少しししし回復回復回復回復したしたしたした年年年年であったであったであったであった。。。。主要因主要因主要因主要因はははは民間企業民間企業民間企業民間企業

のののの設備投資設備投資設備投資設備投資とととと輸出輸出輸出輸出であったであったであったであった。。。。従来従来従来従来であればであればであればであれば、、、、政府政府政府政府がががが行行行行うううう公共事業公共事業公共事業公共事業とととと減税減税減税減税がががが、、、、景気回復景気回復景気回復景気回復のののの

主要因主要因主要因主要因となるとなるとなるとなる事事事事がががが多多多多かったかったかったかった。。。。そういうそういうそういうそういう観点観点観点観点からすればからすればからすればからすれば、、、、景気回復景気回復景気回復景気回復のののの原動力原動力原動力原動力がががが、、、、官主導官主導官主導官主導かかかか

らららら民主導民主導民主導民主導へへへへとととと代代代代わったわったわったわった、、、、歴史的歴史的歴史的歴史的なななな１１１１年年年年であったとであったとであったとであったと言言言言えるえるえるえる。。。。    

    規制改革規制改革規制改革規制改革へのへのへのへの歴史的挑戦歴史的挑戦歴史的挑戦歴史的挑戦はははは、、、、まだまだまだまだ始始始始まったばかりであるまったばかりであるまったばかりであるまったばかりである。。。。小泉内閣小泉内閣小泉内閣小泉内閣のののの代代代代がががが終終終終わったわったわったわった後後後後

もももも、、、、次次次次のののの内閣内閣内閣内閣がががが引引引引きききき継継継継いでいでいでいで果敢果敢果敢果敢にににに取取取取りりりり組組組組みみみみ、「、「、「、「規制改革規制改革規制改革規制改革のののの灯灯灯灯」」」」をををを絶絶絶絶やさないでやさないでやさないでやさないで欲欲欲欲しいしいしいしい、、、、

とととと念願念願念願念願するするするする。。。。    

以上以上以上以上    
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