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【第 2部】 

 司会 それでは第 2部、「経営環境の変化と企業の進路」につきまして伊藤忠商事株式

会社取締役会長、小林栄三様にご講演をお願いいたします。小林様のご経歴を簡単にご紹

介させていただきます。昭和 24 年にお生まれになり、昭和 47 年大阪大学基礎工学部をご

卒業の後、伊藤忠商事株式会社にご入社、そして平成 12 年執行役員情報産業部門長、平成

15 年代表取締役常務取締役、平成 16 年代表取締役専務取締役、同年の 16 年代表取締役社

長、そして平成 23 年取締役会長にご就任されました。それでは、小林様よろしいでしょう

か。お願い申し上げます。 

 小林 どうも皆さんこんにちは。ただ今ご案内いただきました伊藤忠商事の小林でござ

います。今日ここにお集まりの皆さんにおかれましては、日頃より弊社ならびに弊社グル

－プが大変お世話になっております。高い席からではございますが、改めて御礼申し上げ

ます。また今日このような機会にお声掛け頂きまして光栄に存じております。ただ、ご案

内の通り私自身は一企業の経営者という立場の人間でございまして、何かを系統だててき

ちんとフォロ－しているというわけではございません。本日は日頃の業務の経験を通じた

いろいろな思いをお話し申し上げたい、そんな気持ちで参っておりますので皆さんのご理

解とは必ずしも一致しないという点も多々あるのではないかと思いますが、この点はご了

解のほどお願い致します。事務局より 初 40 分程度で話しをして、その後Ｑ＆Ａというこ

とでアレンジいただいておりますので、ぜひ皆様方の忌たんのないご意見を賜ればという

ことで期待をしております。 

 私自身は先ほどもご案内いただきましたように大学を大阪で卒業いたしましたので、大

阪には非常な愛着を持っております。また弊社伊藤忠商事自身も登記上の本社は大阪に置

いておりまして、株主総会は実は毎年大阪で開催しておりますので大阪のいろいろな動き

につきまして我々も非常に興味を持ち、また自分の問題としていつもとらえながら見てい

るという状況にございます。私自身は東京に勤務をしておりますけれども、「頑張れ大阪」

という思いでいつもやっておりますので、ぜひ今日は 1時間強お付き合いいただければと

思います。 

 「経営環境の変化と企業の進路」という結構仰々しいタイトルをつけましたが、皆さん

がほとんどご理解されている内容と思います。日本を含む世界経済の現状を改めてお話を

しながら、我々自身が、先ほど触れましたように業務の延長で感じていること、我々とし

てこれからどういう方向で進もうとしているかということもご披露申し上げたいと思いま
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す。 

 ここに簡単に世界経済の現況ということで書いております。まず欧州、これも皆さんに

はご案内の通りですけれども、欧州の景気回復につきましてはやはりまだまだ時間が掛か

りそうだなという感じがいたします。先週の木・金とアメリカへ行き、取引先の皆さんと

話をしましてもほぼ同じ意見でした。 

 特にギリシャあるいはポルトガルなどに対して、EU として財政健全化に向けいろいろな

プレッシャ－を掛けているわけですけれども、それが夫々の国内経済の悪化を招いている

という要因もございまして 2013 年の欧州の成長率はたぶんプラスになるのは難しく、当面

環境が急に改善されるということはまずないという感じがあります。 

 また欧州の一番のリ－ダ－でありますドイツが 9月に選挙を控えているということもご

ざいまして、ドイツから堂々と胸を張ってヨ－ロッパを救うのだというようなメッセ－ジ

は出てきそうもないことからも欧州は当面今のような状況かというふうに見ております。 

 一方アメリカはやはりすごいと思います。シェ－ルガス革命が、－たぶん革命と言って

いいのでしょうけれども－、雇用も生んでおります。2020 年までには世界 大のエネルギ

－の生産国になり、2030 年代には世界 大のエネルギ－の輸出国になるという流れの中で、

日本と相反して毎月貿易赤字が減ってきているアメリカのこのような状況を見ますとこれ

からもどんどん強くなりそうだという気がいたします。 

 しかしながら直近は、今年の上半期を見ますと必ずしもそんなに好調ではないという面

も見えております。やはり一番大きいのは去年の年末から騒いでおりました「財政の崖」

という、大きな内政の問題がいろいろなところでまだ尾を引いているという感じはします。

ただ、今触れましたように、今年の後半から来年に掛けてはまた着実な成長の過程をたど

るのだろうという大きな期待はできます。 

 中国についてはいろいろな見方があって判断は難しいですが、7％から 7.5%という成長

率が高成長なのかどうかという議論があります。強いというのは間違いありませんけれど

も、大きなタ－ニングポイントにきているかなという感じはいたします。 

 日本経済については後ほど我々がどのように感じているか触れてみたいと思いますけれ

ども、経済の持ち直し傾向が具体的現象としていろいろなところで垣間見えてきていると

思います。 

 インドやブラジル、ロシアのいわゆる BRICs は結構、苦戦しているという感じはします。

特にロシアの現状を見ておりますと国家財政の主要な部分はエネルギ－の対ヨ－ロッパ向
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けの輸出です。例えばガスプロムというロシア国営のエネルギ－ガスの供給会社はこれま

では販売量の 80％をヨ－ロッパにずっと輸出してきていました。しかしここにきて、先ほ

ども触れましたけれどもヨ－ロッパ自身の景気の低迷とアメリカのシェ－ルガスの生産拡

大の余波を受けた中近東勢が輸出先をアメリカからヨ－ロッパにシフトしたことにより、

ガスプロムの対ヨ－ロッパ輸出は大幅に減少してきています。 

 またアメリカでエネルギ－生産に使われてきた石炭も結構余り気味です。それがヨ－ロ

ッパに回されている影響でヨ－ロッパの生産が非常に落ちています。今触れましたように

ロシア国家財政が非常に大きな影響を受けており、ロシア政府はプ－チン大統領以下今非

常に苦労しているであろうと思います。それが経済の状況に如実に現れてきているという

ことだと思います。ブラジル経済も同様に中国を筆頭とした需要の大きな国々の経済がス

ロ－になっていることからいろいろなインパクトが出てきているということだろうと思い

ます。 

 他方我々が一番期待していると言っていい ASEAN はご案内の通り 6億人強の人口を抱え

て既に 2兆 5000 億ドルに近い経済の規模を更に拡大していますが、個々の国を見るとなか

なか苦労しているというのが現状と思います。ほとんどの国が経済成長率 5％前後ですか

ら決して悪くはないという言い方はできるのでしょうが、我々が一番期待しております 2

億 4000 万人の国民を有するインドネシアは非常に苦労をしているという感じがいたしま

す。 

一番の要因はエネルギ－などの対中国輸出が大きく減っているという点です。またベトナ

ムも通貨安で非常に苦労しているという感じがいたします。更にシンガポ－ルについても

中国経済がスロ－になっているということによる影響をうけ、昨年比で今年は結構苦労し

ているなという感じがいたします。 

 21 世紀の前半、 初の 50 年はアジアが世界の経済を引っ張るというのは間違いないで

しょうけれども、それを非常に細かく見ていきますと、各国各様に苦労しているというの

が見られるという現状かなという感じはいたします。 

このように世界経済全般を俯瞰し感じますのは、 近「ニュ－ノ－マル（新しい秩序）」と

いう言葉がよく使われますが、即ち先進国においては非常にステディな堅強な経済だが、

高い成長率はあまり期待できず、押しなべて高齢化という大きな社会構造に変化してゆく

一方で、新興国はどんどん先進国を追い上げてくる。このように新興国と先進国のバリア

がなくなるような世の中がこれから 20～30 年後にはで出てくるだろうという感じがいた
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します。 

 次にそういう中で世界の現状と人口・所得の増加、特に人口ですが、ここに書いており

ます通りであります。今世界は 70 億人を超える人口を抱えているわけですけれども、これ

が 2100 年には、－2100 年にはここにいらっしゃる方々はほとんど生きておられないでし

ょうけれども－、100 億人を超えるのです。この 30 億人増える内の 25 億人がアフリカで

の増加です。先ほども触れましたが 21 世紀の前半はたぶんアジアと共に成長、21 世紀の

後半、これは恐らくアフリカを非常に注視した経済政策、戦略を構築する必要があるだろ

うと思います。 

 今年政府主催で TICAD V(ティ－キャド・ファイブ）アフリカ開発会議が日本で開催され

ましたが、アフリカ 54 カ国に在留する日本人の数は今 8000 人ぐらいでしょうか。一方中

国人は公式で 80 万人です。－実際には 500 万という方もおられるのですが－、ともかく日

本の 100 倍はいるということであります。その辺りの中国のパワ－というのでしょうか、

これは我々も非常に注視していかなければいけないと思います。 

 ただ日本から非常に遠いので、アフリカに対する戦略というのは日本が独自ですべてや

るのではなくて、例えばヨ－ロッパの国々とのコラボレ－ションや、あるいは例えばイン

ドと一緒に進めるとかちょっと違った形態や形式の発想が必要ではないかと思います。ど

のような形であれ着実なくさびは打たなければいけないというのが少なくともこれからの

10～20 年のアクションの姿だと思います。 

 ここに記載の所得に関してはご案内の通りであります。ここで言おうとしているのはア

ジアの国々が中所得層になっていくということは、その分購買力がどんどん高まっていく

ということを意味します。したがって次は日本に触れますけれども、日本は人口が減ると

いう中でやはりアジアにきちんと軸足を置いた経営戦略を立てる必要が、恐らく例外なく

ほとんどの企業にあてはまるのではないか、そういう発想でやるべきではないかというこ

とを申し上げたいと思います。 

 さて日本経済の現況について感じていることを少し申し上げます。過去 15 年、経済成長

がほとんどなかったのはご案内の通りですが、やはり人口の減少が怖いです。弊社の創立

は 1858 年、－155 年ほど前でしょうか－当時日本の人口は 3000 万人ちょっとだったので

す。それから 150 年かけて 1億人増えたということです。 

 人口が 1億人増えることで会社はきっちり成長できた。ここにいらっしゃるほとんどの

皆さんはそういう中で今までやってこられたという方でありますが、これからは全然違う



 5

のだということです。これからどんどん人口が減っていく。人口が減ったからといって、

例えば「食事は皆さん 4 食食べますか」といったら食べるわけがありません。そういうこ

とからしますと、このような人口減少の環境の中で、絶対に経済成長できないとは申し上

げませんけれども、経済成長は難易度が高くなるということは確かです。だからもちろん

日本国内での生産性を上げる等いろいろな手立てはするものの、やはりアジアということ

を考えなくてはいけないという感じはいたします。 

 そのために日本の国自体をグロ－バル化ということに向けてかじを切っていく必要があ

りますし、すでに皆さんそういう方向に動いておられると思います。本日私が申し上げた

いのは、グロ－バル化というと日本人の場合、なんとなく日本から外に行くというイメ－

ジでとらえがちなのですけれども、同じように－外から日本に来てもらうという、「内なる

グロ－バル」が非常に大事だといつも感じております。 

 ここに記載した六重苦、－これは 近のアベノミクスで為替が円安に振れていることな

ど良い事象は既に反映されておりますが－世界から見て日本が企業を立地するのに良い国

かどうかということに関してはまだまだです。法人税やエネルギ－コストの問題もあり、

本当に大変だという感じがいたします。 

 ここに記載していますけれども、海外企業の日本離れの一つの象徴的な事例ということ

でいつも感じるのですが、実は 1970 年から 1980 年代にかけて海外の企業に日本の証券取

引所外国部にどんどん上場してくれということで招致した結果、1991 年には 127 社が上場

していました。それがいま新聞を見られたらお分かりの通り 8 社しかありません。1 社減

り 2 社減り、どんどん減っていってこうなったということでありますが、どうしてこの 8

社は残ってくれているのかに非常に興味がありましたので、弊社のスタッフに 2、3社にそ

の理由を聞きに行かせたのです。すると皆さんおっしゃるのは、「まったく上場するメリッ

トはありません。ただ自分のところがデリスト、つまり上場を外れるとあの会社は日本か

らいなくなったと思われるのが困るのです」という話をされたのが印象的でした。これで

は日本の国の活性化にはつながりません。 

 一方で、日本はさっき申し上げた「外へのグロ－バル化」という観点で、ものづくり中

心にどんどん海外に進出しています。その結果製造関連の国内での従事者数が 2001 年に

1250 万人であったものが 10 年ちょっとで 1000 万人を切ってしまったのです。これはよく

中国で日本の企業が 1000 万人雇用をしていると言われることとも多少リンクするのでし

ょうけれども、少なくとも日本国内で 250 万人の雇用が第二次産業で失われたということ
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です。 

 その雇用減をきちんと吸収できるような日本での新しい産業を興せなかった。これは

我々経済界にももちろん大きな責任があるわけですけれども、安倍総理も良くおっしゃっ

ている通り、そのためには日本に来やすいような環境、国際的に非常に競争力のあるよう

な立地条件を創らねばなりません。そういうことを実行しない限りはなかなか海外から人

が日本に来ない。この点がこれからの大きなポイントになるのではないかと思います。 

 人口の件は先ほどから申し上げている通り、少子高齢化という流れです。ある書物を読

んでいましたら、35 年から 40 年ほど前にフランス政府と日本政府が若い女性の意識調査

をしたらしいのです。どちらの国もそのとき出生率は 1.8 人でした。「あなたは一生に何人

の子どもが欲しいですか」という質問をしたら、記憶が間違っていなければフランスは 3.2

人だと言いました。一方日本は 2.6 人と言いました。フランスは「これは大変だ」といっ

てアクションを取った結果ご案内の通り 2人を超えています。一方日本は何もしなかった

ため、1.39～1.40 人という状況になっているわけです。 

 人口が減るという怖さはやはりあります。ちなみに私は昭和 24 年生まれなのですけれど

も、昭和 24 年というのはその年に生まれた新生児の数は 267 万人なのです。その時の統計

を見ていますと 1人の女性が 4.2 人子供を産んでいます。その時の新生児 267 万人が、5％

ないし 7～8％の方が亡くなっているかも分かりませんが、今でも 240 万から 250 万人の人

間が同世代にいるのです。一方去年の新生児は 103 万人です。この違いというのはやはり

大きいものがあります。先ほど申し上げたアメリカが強いというのは毎年200万人から250

万人ずつ人口が増えていることも要素の一つになっています。日本もこのような大きな流

れを作らなくてはいけないという気はいたします。 

 それから日本の国際的地位の推移ですが、これもどのように読むかは難しいのですが例

えば IMD の評価、これはいろいろな評価項目がありますが、少なくとも同じクライテリア

で見たときに 1990 年は日本は 1位だった。今は 27 位ということですから、間違いなく日

本のポジションは下がっていると認めざるを得ません。どのように日本をもう 1 回活性化

させるのかということは、ここにいる皆さん、我々の共通の問題のはずですし、考えてゆ

かなければいけないと思います。 

 日本経済のこれからという観点では、これもいろいろなご意見はあると思いますけれど

も、安倍政権の３本の矢は、１本目、２本目は期待通りあるいは期待以上の成果がいま見

えているのかなという感じがいたします。経済界でいろいろなところでお話をしたり、お
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話しを聞いたりしますけれども、基本的には皆元気になっています。 

私は日本商工会議所で、ある委員会の委員長をやっているのですが、「日本再興戦略～JAPAN 

is BACK～」の説明を政府の方にしてもらう機会があり、そのお話しの後で皆さんに聞いた

のです。 

 「どうですか、景気回復の実感はありますか」と言うと、ほとんどの方が「実感はない」

と答えました。それでも「何かあるでしょう」と聞いたらところ北海道のある会長さんが

「そういえば一つあります」と。「何ですか」と聞いたら「新しい建機が 3台 市に入りま

した」というぐらいでまだまだという感じではがあるのですけれども、少なくとも全体的

に期待感、高揚感が感じられるということは、やはりこれからの経済にとって極めていい

ことだろうと思います。 

 ただ鍵は第 3の矢です。過去の政権がたびたび成長戦略というのを書いて、これをやり

ましょうと言ってきたわけですけれども、それがなかなか具現化されていないという観点

からすると、今回こそは絶対に具現化しなくてはいけないと皆思っているわけです。その

ために何をしたらいいのか。一つは明らかに規制緩和ということで、先ほどの六重苦の話

のように本当に企業がそこで戦っていきやすい環境を整えるというのがやはり大事です。 

 しかしもっと大事なのは、我々自身が動かなければならないということです。実は 近

なんとなくム－ドとしてこれはちょっと良くないなと思うのは政府が何かやってくれるの

ではないかと皆さん漠然と感じておられるということです。でも決してそうではありませ

ん。我々がやらなくてはいけない。そうでない限りは絶対に展望は開けないと 近つくづ

く思っております。 

 だからぜひ自分の会社の強み、あるいはもし自分の会社に弱みがあるのであれば、例え

ばほかの会社といろいろな提携等を通じた新しいかたちでこれからを乗り切っていく、あ

るいはそれを率先する、そういう思いで取り組まない限りは政府の施策が実行されてもほ

とんどそのメリットを享受できないということになるのではないか。何かやってもらうの

ではなくてやはり自分たちが率先してやる、そういう思いであるべきと思います。 

 いろいろ政府にお願いしたいことはありますけれども、それは我々ができない範ちゅう

のことであって、実際に経済を引っ張っていかなければいけないのはここにいる皆さんで

あるという自覚が必要であると思います。 

 TPP については経団連で農政問題委員会の委員長をやらせて頂いていることから、農業

問題に非常に関心を持っており、農業関係者の皆さんと常づねお話をしているのですが、
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同じようにやはり農業に実際に携わっておられる当事者の方が自ら取り組んでもらうよう

に持って行く必要があるとつくづく思います。 

 経済規模からいきますと農業は 8兆円前後、実際にやっておられる方々の平均年齢は 66

歳を超えている状況の一方で、担い手として頑張ろうという若い方も結構増えてきており

ますので、彼らを後押しする必要があると思いますし、何といってもやはり農地の集約化、

大型化をしないと農業を一つの産業としてとらえられない。とらえられなければ、政府が

言っているような農業を海外にどんどん輸出するような、－それは皆無とは言いませんけ

れども－規模にまでむすびつきません。 

 TPP への参加は、その点に対してこれからいろいろな手立てを施していくことへの非常

にいいきっかけとなるし、ひいては日本の全体の産業の再構築ができる気がいたします。 

 それと 近一番よく感じていますのはエネルギ－政策です。この数字を見ますと 2010

年度化石燃料輸入が 18 兆円、これが 2012 年度 24 兆円、と 6兆円増えているのです。もち

ろん数量や為替等いろいろな要素の掛け算の結果ですけれどもこれだけ増えました。結果

次のペ－ジですが、2010 年度の貿易収支 5.3 兆円の黒字から、2012 年度は 8兆円の赤字と

なりました。上下 13 兆円、これだけの国富が流出したということは言えると思います。か

といって無秩序に原子力発電所を再稼働するというつもりはありませんけれども、やはり

原子力については安心・安全をきちんとレビュ－した上で、稼働できるものから稼働させ

ていくということだと思います。 

 一方で化石燃料についてさっき触れましたロシアのケ－ス、あるいはアメリカのシェ－

ルガス等、世界のいろいろなエネルギ－事情も変わってきていますので、その意味ではも

う少し安く、もう少し柔軟にいろいろな手立てをしながら、合わせ技で産業界が心配しな

くていいような電力供給体制を敷く必要があると思います。例えば太陽光発電の固定買取

制度は、東京では－今年の 4月からまた値段が変わりますけれども－、今年の 3月までは

1kWh あたり 42 円で 20 年間買い上げるという制度でした。 

 我々が東京で払っているのが 1kWh あたり 20 円前後ですから、これから 20 年誰かがそ

の差額を払い続けなければいけないわけです。ギリシャ、スペイン、アメリカ、ドイツが

苦労している。各国とも再生可能エネルギ－の取組で苦労しているのです。再生可能エネ

ルギ－はこれからもっと技術革新をして、非常に強いエネルギ－ソ－スになれば日本にと

って素晴らしいことではありますが、これに過度に期待をするのはまだ不安です。 

 40 円で買って 20 円で売る、これではエネルギ－コストは下がらない。とすると日本の
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産業の空洞化というのはなかなか止まらない。このようなスパイラルはきちんと変えてい

く必要があると思います。 

 他方で、さっきも触れましたけれども、アメリカのシェ－ルガスの生産本格化という流

れの中でアメリカの貿易赤字が減ってきている。逆に日本は貿易赤字が増えてきている。

この点が為替の問題、あるいは日本の国債にどのような影響を及ぼすかというのは憂慮す

る必要があるだろうと思います。 

 次に日本とアセアンとの関係ですが 今年は日本／アセアン交流開始から 40 周年にあ

たります。私自身アセアンのいろいろな経営者と話していて感じますのは、－実は何人か

にある会合で言われたのですけれども－、 初の 30 年はアセアンが日本を必要とした。し

かしながらこの 10 年はどうなのだろう、あるいはこれからはどうなのだろうかと言う方が

おられました。アセアンは、領土問題などいろいろな問題ありますけれども中国という新

しいパ－トナ－が今どんどん出てきています。そういう中でアセアンにとり日本が今でも

30 年前や 40 年前と同じということではないという感じがします。 

たしか日本政府だったと思いますけれども、アセアン 6カ国の国の方に意識調査をした際、

今日あなたの国が一番頼りにしている国はどこですか、明日以降はどこですかという質問

をしたときに 6カ国のうちタイとマレ－シアとシンガポ－ルが今日現在は中国だし、明日

も中国だと回答。ベトナムとインドネシアは今日は日本、明日も日本だと述べ、フィリピ

ンは今日はアメリカ、明日は日本だと答えた。つまり中国：日本は 3対 3の票分けになる

わけです。 

 これに関連し、日本に来る留学生の数を聞いておりますと、例えば一番典型的なのはマ

レ－シアです。マハティ－ル首相が「ルックイ－スト政策」を提唱、毎年 600 人ぐらいの

研修生を日本にどんどん派遣する方針を約30年継続した結果日本での留学経験者は今や1

万 4000～1 万 5000 人となりました。しかしながら 近は日本に行けといっても 600 人も集

まらないというのです。日本ではなく欧米や中国に行きたいと。 

 一方でアセアンの国々から来て日本の大学で勉強した方というのは国費留学が結構おら

れるのです。卒業生は 7万人ぐらいいるということですがこの 7万人に対して日本政府か

らのアクセスはほとんどないそうです。今日現在海外から日本の大学に来ている留学生の

数は 13 万人ぐらいです。－その内の 7割ぐらいが中国や韓国からきていますが－。 

 でもその内卒業後 10％ぐらいしか日本に残らない現状を見ますと、アセアン、アジア全

体と日本とのコラボレ－ションをどうするのか、先ほど触れましたように日本とアセアン
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の 40 年の歴史の中でやはり 初の 30 年間と 近の 10 年間は違うという感じがします。そ

の観点から日本の期待される役割、これは安倍総理も直近、向こうへいらっしゃっていま

すが、やはり日本は本腰を入れてアジア政策に取組みながらこれからの日本の成長戦略を

立てていくということだと思います。 

 数字はここに書いてある通りです。6 億人強の人間がいてどんどん人口が増えていく。

それに伴って経済も拡大してゆく。大阪は距離的にもアセアン各国にも近く、ぜひアジア・

アセアンに対してもっともっと目を開いていただく必要があるという感じがいたします。 

 かかる環境の中で非常にランダムですけれども、企業としての進路は何かというと、や

はりグロ－バル化です。外へもそうですけれども内なるグロ－バル化も大事です。先般た

またまアメリカ大使とお話しをする機会がありましたときに、どうして日本に来る旅行者

が少ないのだろう、隣国と比べたときに日本にはいわゆる観光資源はいっぱいあるのにど

うして少ないのだろうと質問されていました。 

 やはり海外の旅行者に来て頂けるようなインフラ整備がまだまだなされていないという

ことと思います。それは先ほどの留学生の話もそうですし、全体として日本が海外の人間

から見て住みづらい、生活しづらい、仕事しづらいということだ思いますので、それを断

ち切って真に開かれたかたちにもってかなくてはいけないということだと思います。－ 

 それと 近よく感じますのは地産地消です。これは海外に行ったときに非常によく感じ

るのですけれども、例えば 500 万人とか 1000 万人ぐらいの人口の国でも為政者の方という

のは自分のところで車を作って欲しい、自分のところで家電を作って欲しいと必ずおっし

ゃるのです。その規模では経済原則に合わないではないかと言っても、やはりそれは国の

繁栄のためにどうしても地産地消ということに固執するわけです。 

 では一方で日本の地産地消って何でしょうか。地域の地産地消は結構あります。日本で

「消」はありますけれども「産」がないというのは食べ物やエネルギ－、環境、介護等で

す。地産地消ということに軸足を置いて、地域ブランドの構築とも関連いたしますけれど

も、自分の企業、自分の地域の発展には地産地消という発想が非常に大事だと思います。 

 地産地消に取組みながらその流れの中で内なるグロ－バル化を進める。そういうかたち

がいいと思います。よく言われてきました日本の需給ギャップは、リ－マンショック後 30

兆円の供給過多が今 10 兆円、15 兆円ぐらいになっているのでしょうか。これが今後どん

どん減っていくかというと、やはり供給のほうが下がらない限りは難しい。一方海外で「地

産」にしようと言われると、なかなか国内生産への対応策や解決策が見つからないという
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ことだと思いますので、日本も地産地消ということにきちんと焦点を当てるべきだと思い

ます。 

 加えて自前式にこだわらない、部分 適から全体 適へ。よく感じますのは海外のプラ

ント建設案件等で、我々もいろいろな案件を手掛けているのですけれども、個々のいろい

ろな部品のレベルでは、日本の品質レベルは圧倒的に高くそれがない限りはプラントが完

成しないというケ－スがたくさんあります。でも日本は全体のスキ－ムを作るということ

には慣れていません。 

 例えば全体のボリュ－ムが 100 というビジネスで、部品供給のみの 5とか 10 しか取れな

いというようなケ－スが散見されますので、これからはもちろん部分 適も大事なのです

けれども－全体 適を見極めながらいろいろなプロジェクトを進めてゆく必要があるなと

思います。 

 とにかく全部自分でやろうというのは、決して不可能ではありませんけれども、そのた

めには人も時間もたくさん必要となるので、そのような技術やノウハウを持っているとこ

ろと手を組むというように、レバレッジを利かした成長戦略を採っていくべきではないか

という感じがいたします。 

 それから規制改革、先ほどちょっと話を出しましたけれども、安倍政権のアベノミクス

の 3本目の矢を実現するには規制改革はもちろんどんどんやってもらわなくてはいけませ

んが、それをやはりきちんとビジネスとしてまとめ上げていくということが大事です。 

 また 近つくづく思うのですけれども、若い人といろいろ話をしていてビジョンを共有

する、志を共有する、ということがこれからますます、特に日本人にとっては大事なのか

なという気がいたします。政治とリンクするところがあるのかも分かりませんが去年まで

来られた学生と今年の学生人と違うなと思ったのは、今年の人は自らの志について語られ

る方が結構おられたので非常に感激しました。 

 それでも一般論としてははまだまだです。ある高校生の意識調査にも出ていました。150

カ国ぐらいの高校生に、今の生活レベルの延長で一生生活できたらいいと思うかと聞いた

ところ、日本の高校生は「はい」と大勢が言うのです。一方韓国と中国とアメリカはそう

は言わないです。すってんころりんしてもいいから自分の夢を実現させたいと。日本の高

校生はともかく今の現状のままずっと一生いきたい。高校のときから年金生活したいと言

っているような感じです。おかしいと思いませんか。これはやはり良くない、もっと志を

持とうよと言いたくなります。 
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 そういう意味でビジョンを共有するため、私はいま心していろいろな機会で若い方とお

話ししようと思っています。そういうことを通じてこれからの日本の立ち位置とか、企業

の立ち位置とか、社会の立ち位置とかいろいろなことを共有できると思うのです。特に弊

社の場合は近江商人の出ですから、「三方よし」とはどういうことかというお話をするので

すけれども、ぜひ人材育成の関連で国としての、企業としての、社会としての将来ビジョ

ンを共有するような機会を皆さん個々に作っていただく必要があるのだと思います。 

 それと人とモノとカネへの関心。これもよく感じるのですけれども、やはり日本の若い

人、社会全体がやはり裕福なのか、人・モノ・カネにあまり関心を持ちませんね。特に人

に対してはもっともっと関心を持たなくてはいけない。人に関心を持たないということは

愛情がない、無関心ということです。無関心、その反語は愛情です。子供をきちんと成長

させるために、間違ったところへ行かせないために、やはりいろいろな場で関心を持つ、

愛情を持つ。これが企業、社会のどちらも大事だと思います。 

 あとコミュニケ－ション能力、コンプライアンス、異業種交流、特に 後の異業種交流

だけはお話しておきたいと思います。20 世紀と 21 世紀の違いは何か。もちろん決定的に

違うところはあると思うのですけれども、21 世紀はネットワ－クが非常に進化した結果、

我々は変化はチャンスだといつも思っているのですけれども、その変化の性格・性質が全

然違ってきているなと感じるのです。変化のスピ－ド、変化のマグニチュ－ド、振れ幅、

変化がグロ－バルに起こる。変化があっという間に異業種に伝播していく。 

 すなわち、その変化に対応するためにはグロ－バルをベ－スにとらえながら、また異業

種に対する理解も持ちながらやっていく必要があるのではないか。そうすることでチャン

スを逃さずにとらえビジネスをきちんとまとめ上げることにつながるという感じがいたし

ます。その意味で特にこういう異業種の集まりは大事だと思います。せっかく来ていただ

いた皆さん同士がお友達になられて、いろいろな情報を交換しながら何かチャンスを探し

ていく。そういうことをすればもっともっとすごい日本になるでしょうし、結果としてす

ごい企業に個々の会社がなられると確信をしております。 

 ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 司会 ありがとうございました。それではここからご質問をお受けさせていただきます。

挙手でぜひ。はい、お願いいたしましょう。 

 質問 人口問題についてご意見をお伺いしたいのですが、私はいつも不思議に思うのは

日本にはなぜ移民をしたいという声が上がってこないのか。先ほども話はありましたけれ
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どもアメリカは非常に国力がこれからも期待できるというのは、40 年後には今 3億人ぐら

いですけれども 4億人になる。そういう調査もあるのです。 

 これは結局、アメリカが移民というのを国是にして発展していっている国ですから、日

本はもう少しつめのあかでもせんじて少し移民を考えたら人口問題というのはだいぶ違っ

てくるのではないか。日本民族というのは非常に世界でもまれな純粋な民族ですけれども、

それはそれでいいのですけれども、やはりいろいろな民族の血を入れて、そしてもっとた

くましくなるほうが日本の国力にとってはプラスになるのではないか。人口問題やいろい

ろな面で…？…が出てきていますけれどもそういう問題も解決されるし、何よりも日本人

はもっとたくましくなっていくのではないか。 

 そういう意味において日本はもっと国策として移民を取り上げていくべきではないかと

思いますけれども、ほとんどそういう声が上がってきません。この辺について小林さんは

どういうふうにお考えでしょうか。 

 小林 はい。細かな数字は記憶が間違っているかも分かりませんが、20 世紀の終わりの

頃に結構そういう議論は経済界でもいろいろあったわけです。そのときにたぶん一番過激

的な、アグレッシブな人は毎年 75 万人ぐらい、平均で議論するとだいたい年間 20 万人ぐ

らい、50 年で 1000 万人の移民受け入れの議論はその頃あったのです。ところがやはり日

本の産業の空洞化の中で特に製造関連の従事者が1240～1250万人から10年で1000万人を

切ってしまう。当然のことながら失業の方が出てくる。そういう中で、失業者も雇用助成

金も増やしてはだめと皆ヒ－ヒ－言っているのだと思います。 

 その一方、日本にいるノンジャパニ－ズというのはたぶん 240～250 万人ぐらいでしょう

か、せいぜい全人口の 2％ぐらいで、本当に少ないと思います。もちろん移民がどんどん

増えるとそれに付随したいろいろな問題が生じるかも分かりませんけれども、経済が定着

して安定をしてゆく流れを考えると移民というのは将来必ず検討のテ－ブルに乗ってくる

と思います。 

 どう考えましても去年生まれの人口は 103 万人しかいませんから、10 年後 10 歳の人が

何人いるかといえば 103 万人ですね。これが 150 万人になることはあり得ないわけです。

従い移民の議論は経済が非常にしっかりして成長戦略がうまく軌道に乗った段階で必ずま

た出てくるものと思います。 

 今はともかく空洞化をどのように解決してゆくか、雇用をどう守るかということにたぶ

ん企業経営者というのは全精力を注いでいるという感じです。先ほどの地産地消という流
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れの中で、日本でやはり地産地消の「消」を作らなくてはいけません。どうしても今海外

でその国での「消」を求められ現地での「産」になってしまうという、こんなル－プです

から。でもご指摘の通り、私はやはり移民受け入れというのは将来は考えるべきであると

思います。 

 司会 よろしいでしょうか。ありがとうございました。続いて、１番前から２列目です

ね。お願いいたします。 

 ワシオ 恐縮です。ワシオと申します。 後のところで若者に夢を語れといったところ

は、私も団塊の世代でその感覚は非常によく分かっております。学校の先生をやっている

のですが、なんとなく微笑ましく感じさせていただいたのです。そういう前提でちょっと

質問を一つだけ許してください。 

 １カ月ぐらい前にアメリカのバロンズという投資の雑誌を読んでいますと、日本の企業

はいま手元に潤沢なキャッシュがあって、その割に配当に力を入れているとも思えない。

おそらくこれはとその本に書いてあったのは、世界がいま非常に激変している状況で、例

えば技術進歩がすごく早い。あるいは経営環境ががらがら変わる。あるいはエネルギ－環

境も変わる。こういう状況の中に潤沢な資本を経営者の方が積極的に投資するというより

は、どちらかというと手元キャッシュキングで手元保険的に取っているというか、そうい

うメンタリティ－が大きく働いているのではないかと実は書いてありました。 

 そういう見方について商社は違うのかもしれませんけれども、日本の企業全般としてそ

の記事の指摘についてどういうふうに、全く違うというのか、いや、そういう要素もある

というのか、それは先ほど言われたように企業が投資をしていない、そういうところにも

つながってきます。 

 他方、労働分配率というのはどんどんどんどん下がっていっている状況の中で、安倍政

権は要するに賃金を上げろというようなことを言っておられますけれども、本当にそんな

感じで労働分配率が改善すると思いませんし、これが改善されなければそんなに消費に火

が付くのかなという感じもあります。 

 要はこの 2 点、つまりバロンズの指摘する日本の経営者のある種のアニマルスピリット

的な感覚というのがやはり衰えているのではないかということにつながる指摘と、それか

ら構造的に見ていくと労働分配率がどんどん下がっていく状況の中で、これが下がれば本

当に消費に火がつかないのではないかという、この 2点をどうお考えになるか教えていた

だければと思います。 
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 小林 まず、日本の企業が配当する、しないでいろいろなことを言われますが、実はア

メリカの企業は直近までほとんど配当していませんでした。それがいろいろなプレッシャ

－がかかり配当をするようになってきたわけです。一方日本の企業はと言うといいのか悪

いのかの判断は難しいところですけれども、そこそこやはり配当はしていると思います。

別に内部留保だけをしているという感じはしません。 

 ただ、たぶん日本企業にとって残念だったのは過去に過剰な設備投資をしたためにずっ

と調整局面が続いてきました。だからそれがなかなか特に海外のそういう機関投資家の皆

さんにきちんと理解がしてもらえなかったということがあるのかもしれません。 

 ただ、例えば直近でもどうでしょうか、アセアンに対する投資で 1兆 5000 億円ぐらいし

ているわけです。中国にも 1兆円弱しているわけです。それだけでも 2兆 5000 億円という

と全体のどうでしょう、新聞でよく言われますように企業が 250 兆円強内部留保を持って

いるとするとそれの少なくともアジアだけでも 1％強を使っているということです。 

 企業の経営としては非常にはっきりしていますのは、やはり株主に対してきちんと説明

できるような成長戦略を作りながらそれを具現化するしかないのです。我々も成長戦略を

立てます。成長戦略を立てるときにお金を使わないというオプションはありません。ほと

んどの企業は投資をそれなりにしていると思います。 

 日本では、人口減少という中で、それがイコ－ル市場が縮小するとは言いませんけれど

も、成長は難しい。そういうときに投資をしたことに対してのいろいろな見直しがあった。

だから新規投資が日本ではなかなかできなかった。それが結果的に海外に、例えば中国に

2万 3000 社進出したという流れになっているということだと思います。 

 それと 近の企業従業員所得に関しては、ほとんど実は業績にリンクさせているのです。

企業業績が良くなればほとんどの企業は従業員に対するペイが良くなるはずです。逆に言

うと、そのロジックから離れたところではなかなかできないです。だからその意味では、

すぐ賃金を上げるようなことにはならず、組合とのいろいろな協議も必要ですし、そんな

に簡単ではないです。ただ業績が良くなれば間違いなく給料は良くなるというご理解で構

わないと思います。 

 司会 ありがとうございました。では女性の方で挙がりました。お願いいたします。前

から５列目です。 

 質問 貴重なお話をどうもありがとうございました。先ほどの若者の志のお話がござい

ましたが、これからの日本を担っていく人材の育成という点についてお伺いしたいと思い
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ます。御社のイメ－ジというと野武士集団ですとか、非常にチャレンジングというような

言葉があるかと思うのです。そういった意味で非常に優秀で素晴らしい人材をたくさんお

持ちだと思いますが、日本全体で見ると先ほどのお話にもありましたようにそうではない

というところで、もう一度強い日本を作っていくという観点から、人材の育成についての

お考えをもう少し詳しくお聞かせいただけたらと思います。 

 小林 たぶん若い方を見るときに我々が一つ反省しなければいけないと思うのは一律の

物差しで見ない、一律ということから脱しなくてはいけないなとよく思うのです。 近も

やっているかどうかは分かりませんが、例えば小学校などでも 100 メ－トル競走で 90 メ－

トルまで行くと皆止まって、手をつないで 100 メ－トルにドンと入るというような具合は

良くない。 

 私はこれもよく申し上げるのですけれども、特徴のある人間というのは結構いるのです。

例えば「それ何？」と言うかも分かりませんが、弊社で日本シリ－ズの野球の勝敗を全部

知っているという者がいるのです。レコ－ド大賞の曲とあれを全部知っている。アニメの

タイトルを全部知っている。プロレスの名イベントを全部知っている。約 1900 の JR の駅

の名前を全部知っている。例えばそういう人たちがいるのです。 

 そういう人を見ると、彼は確かに陸上はできないかもわからないけれども水泳はできる

かもわからないなという発想になるではないですか。あるいはテニスはできないけれども

サッカ－はできるとか。だからサッカ－ができるから全てサッカ－をベ－スにして人を見

たらだめです。 

 言いたいのはともかく良いところは伸ばしたらいいではないか、悪いところは皆で補お

う。会社でもよく申し上げているのですけれども、人の良いところはどんどん伸ばし、悪

いところは組織で補う。そうすればその人が何にチャレンジするか、麻雀がものすごく強

いでもいいと思います。酒を飲ませたらむちゃくちゃすごい。合コンさせたらむちゃくち

ゃ仕切りがうまいとか、何でもいいと思うのです。何か特徴を持たせると一番良いのは例

えば、メンタルで問題が何か起こったときに自分が帰れる場所があるのです。そのような

社員はほとんどメンタルで大きな問題にならない。だからとにかく自分の特徴、けんかが

ものすごく強いでもよいのです。それで人を傷を付けたらいけませんけれども、ともかく

何か特徴のある人間を育てる。そうすることによって精神的にもどんどん良くなるのでは

ないかなという気がして、いつもそんなことばかり言っています。 

 それとなるほどと思ったのは、皆さんお聞きになったかことがあるかも分かりませんが
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東京のある区立小学校だったと思います。小学校の校長先生が来られて、いま１週間に２

時間ぐらい自由な科目を設定して何をやってもいいという時間があると話されていました。

その校長先生はいろいろ考えた末何をやったかというと、駅前のパン屋さんとか八百屋さ

んのおじさん・おばさんを講師に呼んだそうです。そして全校の生徒に 1時間話をしても

らうのです。例えば「あそこのおじいちゃんはうるさい人でなあ」とか「いや、あのおば

あさんは本当に怖かった」とかそういうことを言いながらするのです。 

 何がその後で違うかという話がありまして、集団登下校でそれまでは子ども達とは行き

も帰りも商店街とまったく会話がなかったのです。それがその授業の直後から「おじさん、

おはよう」って言うのです。帰りは「おばさん、ご苦労様」と皆が言うのです。このよう

な血の通ったコミュニケ－ションが出来れば、個々の特徴はそのままで良いと思うのです。

野菜は野菜でいいではないですか。八百屋が肉屋にはならないのです。何か特徴のあるよ

うなことをどんどんやっていく。 

 どう考えても平均的なレベルでは日本人はものすごくいいと思います。負けるわけがな

いと本当にいつも思うのです。ここは皆歯を食いしばって皆で次の世代を育てるのだとい

うことでいいと思います。育てましょう。絶対いい国になります。 

 質問 ありがとうございます。 

 司会 ありがとうございました。それではお時間も押して参りましたが後おひとりいき

ましょうか。いかがでしょうか。ではお願いします。 

 質問 すみません。経営の戦略ですとかグロ－バルという点で一つ質問させて下さい。

日本が人口減少していき今後 21 世紀を通してアジア・アフリカというのが人口増加してい

くという状況の中で、経営の戦略を考える上ではグロ－バルな視点を持たないと、そうい

うところに戦略を打っていかないといけないということだと思うのですが、具体的に今注

目されている国ですとか、そこの国に注目されている理由というのを教えて下さい。 

 小林 さっきあまり触れませんでしたけれども、やはりアジアの国でしかも人口が多い

国です。一番はやはりインドネシアだと思います。それにフィリピン。インドネシアは 2

億 4000 万人ですし、フィリピンももう 1億人近くになっています。しかも親日的です。こ

ういうところにきちんとくさびを打つというのは大事だと思います。そのためにはやはり

人材です。特に海外人材、各国の人材をどう確保するか。 

 この観点では先ほどもちょっと触れましたけれども、それこそ今日現在 13 万人の留学生

が日本に来ているわけです。ほとんどがアジアからですから、特に大阪の場合は産学共同
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と言われていますようにぜひ産学で一緒になりながら全体の人材戦略までを含めて考えて

いく。そうすれば結構日本のことも分かっていて日本のファンでありながら、例えば自分

の国に帰ってやろうというときに大きな力になる。 

 まず人口の多い国で、しかもきちんと政治が安定している、加えて日本に対していい思

いを持っている、そういうところに対して人材を自分のところで作れば一番いいでしょう。

そうではなくても少なくともいろいろなチャンスがあるわけですから、それを確保・活用

し、自社のノウハウを教え人材を育成していく。そういうことではないかと思います。 

 司会 よろしいでしょうか。ありがとうございました。それではお時間も押してまいり

ましたので、まだご質問がおありの方は財団を通じてご連絡賜りますようにお願い申し上

げます。それでは今一度、壇上におられます小林様に大きな拍手をお送り下さいませ。あ

りがとうございました。 

 小林 どうもありがとうございました。（拍手） 

 司会 それではこれをもちまして本日のセミナ－を終了させていただきます。ご出席を

賜りましてまことにありがとうございました。お帰りの際にはお忘れ物をなさいませんよ

うにご準備を整えていただきましてお進み下さいませ。また、いま黄色のアンケ－ト用紙

にご記載頂いているかと思いますが、こちらを出られましたところにアンケ－トボックス

がございますので、そちらにお入れ下さいませ。 

 

 


