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はじめに

　昨今世界のビジネス・サークルに於いて、「海外駐在員を含む日本人ビジネス

マンの国際ビジネス遂行能力低下」が言われている。欧米人の中には日本の隣国

であり国際ビジネスに於いては歴史的に見ても質量共にわが国より後進的な韓国

や中国のビジネスマンの方が余程ビジネスの相手としてインターナショナルで手

強いと極言する人も少なくない。この両国のビジネスマンは、その独自の価値観

と生活様式に固執するビジネス・スタイルや極度にセルフィッシュなマナーで世

界の顰蹙（ひんしゅく）を買って来たことを記憶されている方も多いと思うのだ

が。欧米に於けるこのような対日低評価は単に最近の日本人ビジネスマンに限定

すべきではなく、日本と言う国や日本人全体がそのような低い評価の対象である

と言う声すら聞かれる。確かに一部の日本人特に若年層に見られる「黒髪を染め

れば直ぐに国際人（国際社会で認められる）」と言った勘違い現象や現代日本の

政財界のリーダー達に見られる社会的使命感の欠如は、それを象徴しているかも

知れない。写真を取られる時に Vサインをするのが世界で一番好きなのは日本

人なのだが、Vサインの「故事来歴」「曰く因縁」を知らず、第二次大戦時にヨー

ロッパでなどと説明しようとしても知りたいと言う好奇心も持っていない。（後

述するが、「追いつき追い越せ時代」には、何故／どうしてと言う好奇心／知識

欲こそ、前進するためのエンジンだったのだが。）このような傾向の責任を若年

層に求めること自体が誤りで、本来指導的立場にいる人々により強く求められる

社会的使命感や人間の条件意識（人は如何に生きるべきか）や国際感覚をわが国

のリーダー達が遺失していることにこそ問題の根源があるのかも知れない。若干
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的外れで皮相的ではあるがルース・ベネデクトに代表される欧米人達が指摘して

来たわが国の特性の一つ「恥の文化」を捨て去った感のある日本のリーダーの昨

今の保身に走った出処進退や責任回避の醜い事例は、今やそのような態度／対応

が日本の社会では許容されていると誤解されかねない。これは本来的には「ソフ

トの国」であったはずの日本が今や単に工業分野だけではなく、幅広く「ハード

のみの国」と揶揄されている現象と無縁ではない。

　戦後に話を限定しても、わが国は「貿易立国」を合言葉に産品の輸出と資源小

国であるわが国に有利な形での原材料輸入に官民上げて努力してきたし、それな

りの成果も上げてきた。近年は国民の海外渡航も恒常的に年率人口比の 10％を

超え、海外渡航自体が日常的なものとなり、学生時代に海外渡航を経験した若者

も著しく増加した。外国語教育も正しい方向／方法がどうかは別にして重点教育

施策の一つとして格段の質的転換が図られ、ネイティブ・スピーカーから外国語

教育を受けるチャンスも増加した。私自身は反対の立場を取るが、小学校に於け

る英語教育すら導入が検討されている。又、街中で外国人と接することも最早珍

しいことではない。このような FAIR WIND（追い風）の中で現在の日本人ビジ

ネスマンは過日に比べ数段上質の社会的基盤に立脚しているはずで、そのビジネ

ス能力や国際競争力は向上こそすれ、低下するとは考え難い。しかし現実問題と

しては国際社会で NEGATIVEな評価を受けている。

　1860年に米艦ボーハタン号に乗船した遣米使節団と護衛艦咸臨丸のクルーや

1867年のパリ万博の際の幕府と薩摩藩のダブル使節団がそのユニークなサムラ

イ・ファッションは別にしても、彼等に接した欧米の人々は立ち振る舞いの格

調の高さや一本筋の通ったビジネス・アティチュードに何か毅然としてものを感

じ、新鮮な畏敬の念を持たれた事とか、1971年の為替の変動相場移行以後の大

きな流れとしての円高トレンドの中で、国際競争力を高めるべく日本の産業界が

取り組んだ合理化や効率アップのための直向な努力が、今更懐かしき良き思い出

として語られるようではいけない。NHKの「プロジェクト X」が高視聴率をと

り、番組の終焉が惜しまれるようではいけない。明治維新から 100年日本は「中

央集権を基本とする途上国型システム」（中央集権と護送船団方式）で欧米に追
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いつけ追い越せをモットーに官民あげて頑張って来た。その結果日本は一時期よ

り多少の陰りは見られるものの世界に於ける位置付けは、1億 2千万強の人口と

約 5兆ドルの GDPを持つ超大国なのである。（世界の総人口 65億人、世界の総

GDP35兆ドル。）日本がその地位に達した時点から「追いつけ追い越せ型国家経

営」ではなく、国家運営のための新たなるシステムを構築する時期が到来してい

る。うんと好意的に言えば、小泉政権の「改革」とか「規制緩和」も新たなるス

キーム／システム構築のための生みの苦しみとも言える。

　このエッセイでは、海外ビジネス歴約 40年／訪問国数 140ヶ国以上／海外駐

在歴約 21年そして幸運なことにもビアフラ戦争・リビアのカダフィのクーデ

ター・湾岸戦争初めいろいろな臨場体験をして来た私が、そのキャリアを通して

構築した私自身の物差しを拠り所として、独断と偏向のそしりを覚悟で、何故「今

更国際ビジネス論を語らなければならないか」と言う命題に取り組み解析を試み、

大学教育の末席にいる自分自身の出来ることは何かを考えて見たい。

　私なりの結論を一言で言うと「確かに、我々は日本人としての IDENTITYを

失いつつある。従い、単に語学力を含む貿易実務能力を上げると言う小手先の対

策では不十分で、様々な角度からこれからの日本の進むべき道に思いを馳せ、宇

宙船地球号の中で真のリーダーシップを持てる国際的競争力を身に付けるための

多面的努力をする必要がある」と言うことになろうか。

　ある現役幹部商社マンは、上記の国際ビジネス・サークルに於ける対日ビジネ

スマン評価を認め、些か自嘲的に「それは日本人全体の心の問題だが、個々人の

自立心不足と企業なり組織の育成システムの内部崩壊にもよる」と言っている。

又ある別の幹部商社マンは、「日本対世界」とか「日本に於けるドメスティック

なコンプライアンス」を考える時代の終焉を日本社会全体が自覚していないこと

に問題があると言う。又日本人全体が日本人としての IDENTITYを失ったこと

によると主張する人もいる。規制緩和の流れの中で、終身雇用制や年功序列制を

捨て去る過程で「規則緩和」までしてしまい、金銭と損得を物差しとした価値観
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が跋扈している現状を嘆く人もいる。現在行われている「改革」とか「規制緩和」

には残念ながら、フィロソフィーやビジョンがなく、「何をどのよう改革するの

か」とか「規制緩和してどうしたいのか」が見えない。郵政改革に於いても、最

大の問題は世界最大の政府金融機関と言うべき「郵貯をどうするのか」のはずだ

が、それについて十分真剣に議論されていないし、議論の対象となっていない。

僻地の郵便局をどうやって存続させるかが最重要課題ではない。日本の「規制緩

和」は「規則緩和」とか「責任感／義務感緩和」と揶揄される所以である。いろ

いろな指摘を RESPECTしつつ、私なりに問題点を下記の様に整理して話を進め

てみたいと思う。

①宇宙船地球号の中で日本と言う国をどのように経営し他国とそして異文化とど

のように共存／共棲して行くかと言うフィロソフィやビジョンが日本社会の

中に存在せず、その善悪は別にしても過って「貿易立国」と言う旗の下に結

集したヤマト・エネルギーがどこかに霧散している。その意味で当然のこと

ながら、そして残念なことにリーダーの中にも国民の中にも他国に対し精神

的にも物質的にも優位に立って競合し共存して行くことを意識した「国際競

争上の愛国心」が見えない。

② IT／ ICTの進歩と地球環境問題そして 21世紀の課題と言われる異文化共棲の

流れの中で、わが国は昔ながらの「古典的な日本対世界と言う世界観や平面的

対米追従外交」でしか物事を考えていない。もはや「日本と世界の関係は卵

の黄身と白身に喩えられます」的発想や「真面目に一生懸命やれば世界は日

本を理解してくれる」的思考では地球上での日本の存在や世界への貢献をアッ

ピール出来ない。正しい自己主張と情報発信を強く意識する必要がある。

③政治の世界だけでなく経済界に於いてもアメリカ型資本主義の合理性や方法

論こそグローバル・スタンダードだと言う錯覚が支配し、その盲目的追従が

主流となっており、この分野に於ける日本固有の伝統や特色所謂日本流が薄

れてきた。世界に於いては必ずしもアメリカ流が通用しないこと／ましてや
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アメリカ流が一流と認知されていないことを認識し、捨て去った日本固有の

ものを見直し、それも含めた強い方式（スキーム／システム）を構築すべき。

小泉政権の 5年間を失われた 10年に加算し、失われた 15年と言う向きもあ

るが、この政権がアメリカ一辺倒の姿勢を盲目的に取り続けて来た間に、EU

／ ROSIA／ CHINA／ INDIAを DIAMOND-SHAPEの 4つの極とするユーラ

シアこそ 21世紀の世界の中核と言う流れが EUを中心に主張され始めている

ことを認識すべきである。日本が同様の考え方をすべきかどうかは別の角度

からの議論となるが、あのイギリスまで方向転転換を開始する兆しが見え始

めたことにより EU諸国の最近の主張には「アメリカはどうぞ一人で好きなこ

とをおやりなさい、但し我々を巻き込まないで」と言う「離米政策」が明確

に見えて来た。日本は政財界共にもっと現実を見つめ世界の動向をバランス

感覚を持って分析する必要がある。日本はより強く「東アジア共同体」を意

識すべきと思う。

④近年重要視されているコンプラィアンスにしても、日本の政財界ともに何にコ

ンプラィしなければならないかと言うフィロソフィが良く見えない。人間と

して組織として遵守しなければならないものは、遵守の最低のラインを規定

している立法化された法律だけではないはず。又、日本は残念ながら法整備

が遅れていることを認識すべきである。

⑤日本人論／日本国論は大いに議論すべき重要な命題であるが、ここではその現

象面の一つである日本の・日本人の国際ビジネス能力／競争能力低下の問題

について、現象としてどんな問題が見えるか／どのように対処して強い国際

競争力を持つべきかそして大学教育に携わる一個人として何が出来るかに焦

点を絞って議論を進めたい。しかし、私が自分自身の海外経験の中で見聞し

体験してきた欧米では、その幼児教育から大学教育まで一貫している教育理

念「自分のことは自分でする」「他人に迷惑を掛けない」と言う二つの単純な

しかし大切な基礎理念がしっかり根を下ろしている。日本の教育のどの段階

でもどの分野でも、この理念が重要視されていないことに注意を喚起したい。
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かつて私が商社マン時代当時の文部省と国立教育研究所の幹部諸氏にこのお

話をする機会が何度かあったが、頂いた反応は等しく「そんな低次元ものは日

本の教育の理念にはなり得ない、日本ではもっとアカデミックな理念を掲げて

いる、そもそもそんなことは家庭で両親が教える教育以前の人間としての常識

である」であった。私は「その常識に欠けるからこそ問題なのではないか、人

間の基本的指針こそ学校教育で取り上げるべきではないのか」と反論したが、

お前みたいな素人には教育に関して語る資格はないと相手にされなかった。

⑥世界中どんな分野に於いても、その分野の発展のためには本当に意味でのプロ

フェッショナルが必要とされる。セオリーやフィロソフィーやプランニング

面でのプロと実践面でのプロが等しく求められる。世界のどの地域どの国に

於いても実践／実技のプロが尊敬され、実際に貢献度も大きい。ドイツのマ

イスター制度もそのほんの一例である。プロになるためには当然一定期間質

量の伴った基礎訓練／実践訓練が必要だが、日本に於いては残念ながらこの意

識が希薄である。一番顕著な例は芸能界に見ることが出来る。多少素材とし

てのポテンシャリティがあれば、芸能プロダクションや TV局は大した訓練も

せずに商品として売り出す。実際のマーケティングの過程に於いて、OJTで実

践訓練を積ませ、成功者はスターの道を歩み、ダメな者は消えて行く。一般

国民は、自分が応援して育てていると言った馬鹿な錯覚をして、お隣のお兄

ちゃん／お姉ちゃんの素人芸を無批判に受け入れている。まるで競争の激し

い日本のコンビニエンス・ストアの新製品開発と同じ。スペイン人の「動い

てから考える」ではないが、売り出してから訓練すると言う芸能界の厚顔無恥、

又それを無批判に受け入れ、自分も育てる側の一員の感覚の一般大衆、コンビ

ニの新製品開発のケースでも、そこそこの商品を開発し棚に置いてみて短期

間で売れ行きが芳しくなければ、直ぐ引っ込める手法（下手な鉄砲も数打ちゃ

当たる手法）が色濃く見受けられる。コンビニはその新製品開発プランの中

で、日本人の味覚を育てるとか日本の新しい食文化を作ると言った気概があっ

ても良いと思うが、既存の客層が買ってくれるかどうかを短期間に POSシス

テムを使っては計測し商品の寿命を決めてしまう。
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　自信を持って開発した新製品で一定のリードタイムを設定して、新しい顧客を

創造するのも有効なマーケティングの手法のはずだが、その気概は希薄である。

商品の中にはある程度の露出があって初めて商品として顧客に認知されるものも

あるはず。日本のコンビニの命題の一つは、「いかにして中高年層を顧客に取り

込むか」にある筈だが、私の経験では「これは中高年層にも受けそう」と思った

商品ほど商品寿命が短い。これでは「商品による中高年層の取り込みは」出来な

い。ワールド・カップなどのスポーツ中継にも素人の芸能人がにわかコメンテイ

ターとして起用され、得々と素人話をしている。プロの訓練と経験に基づくプロ

の技と専門知識をもっと RESPECTすべき。それがないため、その道のプロがプ

ロである気概を失いつつある。プロ軽視の風潮が「素人ののさばり」や「とんで

もない初歩的なミス」による事故を多発させている。卑近な例でも「中野区の防

災無線誤作動による誤放送」「海上自衛隊の機銃誤操作」を初めとして本来その

道のプロであるべき人々の初歩的な単純ミスが多発している。私は近年増加傾向

にある教職員のセクハラもこの範疇に入ると思っている。

今大学に於いて「あるべき国際ビジネス論」（問題と対応）

　上述の事実とこれから述べる種々の問題を考慮した場合、大学に於いてあるべ

き「国際ビジネス論」は、教授の実体験やサクセス・ストーリーにも基づいた講

義ではなく、「貿易実務」の講義でもない。「国際貿易論をあくまでも「従」とて「国

際関係論」「政治経済の流れに焦点を当てた世界近世史／日本近世史」「異文化理

解―比較文化論」「世界の宗教」「ソーシャル・グレース（立振舞）とプロトコー

ル」「国際コミュニケイション」「国際市場とマーケティング」と言ったテーマを

「主」としたシラバスであるべきと思う。

A）学校及び企業に於ける教育の問題

　先ず多くの家庭に於いて両親による家庭教育に根本的問題があると思う。

　次の例は現実に身近であった事実であり、象徴的な事例と思う。
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　但し、この問題解決は、社会が強い自覚を持って時間とエネルギーをかけて

取り組まなければならない問題である。私が接した数多くの女性保護者が自分

の息子を「あの方は」とか「あの人は」と呼んでいたが、この現象に問題の深

刻さが表れていると思う。我々が大学教育で出来ることは、世の中には学生と

真摯に向き合い師弟関係を築き文字通りの先生である教員も沢山いることを理

解させることか。

　

　中学生が下校時万引きし、警察に補導された。警察が保護者に電話を入れ保

護者に署まで引き取りに来ることを要求。

・保護者 A 今忙しくて行けない。未だ 5時前なんだから、学校の先生が行

くべきだ。そのために授業料払ってんだ。

 学校に電話して担任を呼べ。

・保護者 B 警察の電話で飛んで来た。万引きの被害にあった書店のスタッ

フも同席していたが、先ず息子に「もっとお小遣いあげないか

ら、やったのね。ゴメンね。これからはお小遣い倍にしようね。」

警察の係官が見かねて「お店の人もここに居られますが」と言っ

たら、この母親は「煩いわね。幾ら払えばいいの？お金払えば

それでいいのでしょう。」

　

　私が教育業界の一員となって約 5年間、教え子に私自身が行ったアンケート

の回答（勿論回答はいろいろな思惑が絡んでいる故、そのまま鵜呑みには出来

ないし、統計として偏りがあるかも知れない、しかし確実に何かを物語ってい

る）は、次の通りである。回答総数：618名

　

　「保育園／幼稚園から高校卒業時までに教わった先生で、皆の思い出に残っ

ている先生／お世話になった先生／指導に感謝している先生／尊敬している

先生はいますか。「いるかいないか」と、いる場合には「その理由とその先

生にはいつ教わったか」を保育園／幼稚園、小学校、中学校、高校に分けて
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答えて下さい。（複数回答：可）

回答の集計（複数回答なし）
そんな先生はいない： 78.9％
小学校： 10   ％
中学校： 0   ％
高　校： 0.1％
その他（幼稚園／保育園／海外の学校／学習塾）： 11   ％

　お行儀（立ち振る舞い）を丁寧に指導してくれたり、鉄棒の逆上がりを

一生懸命教えてくれた保育園・幼稚園や小学校の先生／自分と正面から向き

合って指導してくれた先生／自分が困っていることに気付いて手を差し伸べ

てくれた先生／愛情を持って叱ってくれた先生が彼等の記憶に残る先生で、

先生に対する不満は、「責任逃避／見てみぬ振り／おざなり／身勝手／気分

屋／正面から向き合ってくれない／エコヒイキ／オタク／ゴマすり／汚い

（服装ではなく生き方ややり方が）」と言ったものだった。中学高校教師の比

率が非常に低いが、高校の先生で生徒が困った環境に陥った時（両親の離婚

／不良グループに引き込まれそうになった）真剣に真正面から向き合ってく

れた教師が少数ではあるがいたことが僅かな救い。私自身は教鞭をとってか

ら、一貫して立ち振る舞いに関しては男女を問わず厳しく指導して来た。反

発する学生もいなかった訳ではないが、私が叱責し指導した学生ほど、その

後良きラポールを培うことが出来、その関係は彼等の卒業後も続いている。

むしろお利口さん学生とのそれよりラポールの密度が濃いのが実情である。

　今年の初夏に某新聞社が協賛しその新聞社を会場として開催された「英語教

育セミナー」に参加してみた。

　出席者の 99％が在日外国人と少数の彼等の日本人配偶者であった。（大学教

授、中高の先生、英語塾の講師などがその内訳。）

　私はそのセミナーでは大層珍しい存在であった。何故なら純粋の日本人の

老人（自分ではそれほど老人とは自覚していないが）であったため。私は彼

等の取組み姿勢や EFL（English Foreign Language）であり ESL（English Second 

Language）の日本人（幼児から学生そしてシルバーエージまで）に効率的／効
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果的に英語を身に付けてもらうテクニックについての研究と実践を高く評価し

たが、外国人では理解し難い日本人固有の言語上のウイーク・ポイントについ

ては、やはり日本人の参加が不可欠であると感じ、その点を幹部と話してみた。

「いくら誘っても日本人英語教師や教育関係者が参加しない」と言う回答だっ

た。私の印象ではある程度の英語の SPEAKING／ LISTENIG能力がないとこ

のセミナーについて行けない（恥をかくことになる）ため参加しないのが実情

だろうと感じた。（セミナーはすべて英語で行われる。）沢山の日本人がこの種

のセミナーにも積極的に参加し、この会をネイテブの人たちと一緒に仕切るく

らいになるべきで、そうすれば小学校から義務教育で英語を教えると言った馬

鹿げた施策は浮上して来ないのではないかと思う。

B）日本は世界の一流国、従い日本流ビジネスとか生活様式もそのまま世界の競

争社会で通用すると言う錯覚。

　商社マンとして欧米駐在時代に日本からこられた各界（芸能界／政界／官界

／実業界／教育界など）の方から何度次のような発言を聞いたことでしょう。

・ 今井さん、アメリカにも「セブン・イレブン」があるんですね。日本も大

したもんですね。日本のコンビニも海外進出か !

・ 今井さん、ヨーロッパでも F1が盛んになりましたね。日本の自動車産業と

りわけ本田／トヨタの貢献は大きいですね。

・ 最近はイタリーでもパスタをアルデンテに茹でるようになりましたね。

・ ヨーロッパのモータリゼイションは遅れていますね。オートマティックや

エアコンの装着率は 3割にも満たないじゃないですか。日本じゃエアコン

は 100％でしょう。オートマだって 90％は超えますよね。

・ 欧米には何で自動販売機が少ないのですか。コンビニもないですなあ。遅

れてますね。保守的なのでしょうね。それに治安が悪いから自動販売機な

ど外に置けないのでしょうね。

・ 日本の公共交通機関の自動改札機は最高ですね。ヨーロッパではフランス
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が進んでいるようですが、精々 1分間に 30名が良いとこでしょ。JRはじめ

日本の公共交通機関では、1分間に 60名以上通せる自動改札機が普及して

いますよ。

・ ヨーロッパの食事は日本より不味いですね。フランスやイタリーにしたと

ころで、日本のフレンチやイタリアンの方が数段美味しいですよ。飲み物

のセレクションにウーロン茶や日本茶だって入れていますしね。水は無料

（ただ）ですし。

・ パリの超一流ホテルのバーにて　－「今井くん、板わさをオーダーしてくれ」

「ここには板わさはございません、チーズならあると思いますが」「このテー

ブルに乾き物（ナッツ）が出ているじゃないか、これだって元々はおしぼ

りと同じで日本からの習慣なのだろう、日本人客も多いんだから板わさ位

メニューにいれさせるのは駐在員の仕事に一つじゃないのかね。」

・ ヨーロッパの夏はお祭りが多いね。何処に行っても街中にのぼりが沢山立っ

ているよ。世界中どこに行っても夏祭りと言う風習があるんだね。

・ ヨーロッパは貧しいね。自宅に風呂がなくシャワーしかない人が大勢いる。

湯上りのビールも楽しめないのは可哀想ですなあ。

・ 何故欧米にはウォッシュレットが普及しないんだい。又、幾ら土地が広い

と言ったって繁華街では日本にあるような立体駐車場にニーズがあるはず

なのに普及しないね。

　上記はほんの一例ですが、日本流は世界に認知され評価されていると端（はな）

から思い込んでいる発言です。余り目くじらを立てることではないが、井の中の

蛙ではいけません。多少の反論をお許し頂きたいと思います。

・ セブン・イレブンの発祥の地と言うかコンビーニエンス・ストアーの発祥

地は日本ではなくアメリカであることは皆さんご存知のはず。確かにセブ

ン・イレブンの場合本家が逆に日本法人の子会社化されていますが。コン

ビーニエンス・ストアとは、文字通り「便利なお店」のはずですが、欧米

人の考え方の中には、「人間生活にとって物理的な便利は本当の便利ではな
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い」と言う考え方が根強く存在することを認識すべきです。「商品のセレク

ションが限定的であるとは言え、飲食品を中心にいつでも買えると言うの

は、一見便利だか本当の便利ではない。人間を刹那的で無計画にするだけ

である。人間と言うものは計画性を持ち、先を考えなければいけない。ビー

ルを例にとっても週末の予定とか気候によって計画的にビールを買うこと

により、主体性を持った人間らしい生活が送れる。喉が渇きビールを渇望

した際にビールがないことにより、人間は二つの喜びを得られる。一つは

考える＝プランニングの大切さを再認識出来ること、二つ目は次の機会に

ビールを飲んだ時にその美味しさが倍加すること」と言う考え方です。見

習う必要はありませんが、そんな考え方が存在することを認識すべきです。

・ ヨーロッパでも F1が盛んと言ったのはある有名芸能人です。ヨーロッパ人

は自動車発祥の地はヨーロッパであることをとても誇りにしています。（ア

メリカは自動車の大量生産を始めた国と言うのがヨーロッパ人の認識で

す。）因みに現在行われている近代 FORMULA 1は第二次大戦後の 1950年

に始まりました。（FORMULAとは規格の意味です。）

・ アルデンテは日本の専売特許だと思っている人が結構います。イタリーで

も観光客の出入りする店では、パスタをべたべたに茹でてサーブするとこ

ろが沢山あります。何故ならアメリカ及びヨーロッパの大部分の地域では

それが普通のパスタの食べ方なのです。これらの地域の人たちはナイフと

フォークでパスタを食べます。青山の某有名イタリア料理のお店のメトル

ディ（maitre d’hotel＝給仕長）が、お客にこんなことを言っていました。そ

のお客は「スープ」「パスタ」「手長えびのグリル」をオーダーしようとし

たのですが、「お客様、スープとパスタの両方を食べるのはイタリーでは大

変下品なことなのです。スープ／前菜／パスタは同じカテゴリーの料理で

すので、その中から一品お選び頂くのが正しい食事のマナーです。」公式晩

餐会でもあるまいし、TPOをわきまえない発言です。前菜をメイン・ディッ

シュにしても、決してシェフに対してもお店に対しても失礼ではありませ

ん。スープを飲んでパスタを食べても一向に構いません。日本には形式／

方式だけが間違って伝えられ、それがあたかも正式マナーになっている例
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が沢山あります。誰が間違って伝えたのかは知りませんが、フォークの背

に乗せてご飯を食べるとか、フォークとスプーンでパスタを食べるとか。

 スイスの超一流ホテルのダイニング・ルームの売りは「当ホテルの自慢の

前菜の盛り合わせ」をメイン・ディッシュとして供するものです。

 日本で広く信じられている「赤ワインは室温で供する／飲む」にも日本流

の錯覚があります。石作りの家の多いヨーロッパでの室温とは、元来精々

摂氏 15度前後なのです。日本ほど室温は高くないのです。ですから余り高

価ではない日常用のワインを暑い日本の夏に室温にこだわって締まりのな

いまま室温で飲むのは余り賢いやり方ではありません。

 高いワインのブーケを楽しむのでない限り、常温の高い日本では軽く冷や

して飲む方が口当たりが良いのです。

・ エアコンやオートマティック・トランスミッションの装着率でモータリゼ

イションを測ったら、ヨーロッパは永遠に自動車後進国です。ヨーロッパ

の人たちは、自動車がヨーロッパの発明であることに強いプライドを持っ

ています。彼等の認識ではアメリカは自動車の大量生産を始めた国なので

す。又、彼等が自動車に求めるファンクションは日本人のそれとは違います。

勿論同じヨーロッパでも国によって自動車に求めるものは多少違いますが、

基本的には「如何に経済的に A地点から B地点まで移動出来るか」を自動

車に求めるのです。イニシャル・コストが高くつき燃費が悪くなるエアコ

ン／オートマティックは、彼等に言わせれば極めて贅沢な嗜好品の位置づ

けなのです。

・ 確かに日本の公共交通機関の自動券売機や自動改札機は世界的に見ても大

変優れたものだと思います。ご存知だと思いますが JRの幹部がフランス国

鉄の幹部に「わが社が開発した自動改札機の処理能力は 70名／分（数字は

多少うろ覚えです）です」と些か自慢気に話したところ、フランス国鉄幹

部の答えは次のようなものでした。「確かに素晴らしいですね。フランスで

は精々 40名／分です。でも私共は輸送機関ではありますが、自動改札機の

処理能力を上げる努力ではなく、いかにしてそれ以上の乗客を輸送しなく

ても良い都市環境／居住地区環境を作るかに貢献すると共に如何に快適な
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輸送を顧客に提供するかに努力したいと思います。」

・ 確かに食事が口に合うかどうかは、海外旅行の際大きなインパクトのある

命題です。日本人の味覚は確かにいろいろな意味でデリケイトで、世界の

様々な民族の料理を日本人の味覚に合わせることに関しては、素晴らしい

才能を持っています。でも間違ってはいけないのは、「日本人の味覚＝グロー

バル・スタンダード」ではないと言うことです。そして日本で食べる海外

各国の料理は、上手に日本人の味覚に合うようにモディファイされている

と言うことも忘れてはいけません。イギリスの食事は不味いと言われます。

私も同感です。しかしイギリス人は決して不味いと思ってはいません。味

付けは基本的には塩／胡椒／ヴィネガーで、肉は獣の匂いのする肉（特に

ジビエ）を美味しいと感ずる DNAを持っているのです。彼等の食事に対す

る基本的なコンセプトはエネルギーの補給なのです。日本人が自分の日頃

の食事で培った味覚に固執して美味い／不味いを判定する傾向に対し、イ

ギリスを始めとする地元の人たちは「放って置いてくれ」なのです。日本

人が慣れ親しんでいる中華料理にしても、本場の伝統的中華料理の味付け

を日本の中華より美味しいと感じる日本人は非常に少数です。日本人の大

好きな「高価な霜降り牛肉」は、海外の人たちに言わせれば美味しいけど

牛肉ではない別のカテゴリーの肉なのです。牛肉ではないのです。彼等の

牛肉とはもっと脂身が少なく毎日沢山食べてもしつこいと感じないものな

のです。霜降り肉はたまに食べるからお世辞も籠めて美味しいと言うので

す。日本で人気のビール「スーパードライ」もヨーロッパの人は美味しい

けどビールではない、他の種類の飲み物だと言います。彼等の言わせると

ビールとは多少生温くてもそれなりの味がして飲めるものでなければなら

ないのす。「スーパードライ」を室温で試して下さい。彼等の言う意味が分

かります。この辺にも日本流味覚を常に標準・基準とすることは、多くの

場合普遍性はないことが分かります。しかし「お絞り」と「バーでの日本

流の乾き物のつまみ」と「カラオケ」は世界中で受け入れられ本当に各国

で普及しました。

・ 地元のフランス料理やイタリー料理にしても、地元の人々の味覚を対象と
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している訳ですから、日本人の味覚を基準にしますと、多少の違和感を持

つのは当然です。三ツ星レストラン「ツール・ダルジャン」の鴨料理をや

せ我慢で美味しい振りをする日本人の何と多いことでしょう。不味くはあ

りませんが、日本の金沢や京都の鴨料理の方がずっと口に合う筈です。で

もサーブされる鴨 1羽ごとに番号がついていて、ロゴ入りの灰皿なども売っ

ているなどは心憎い演出です。

・ 欧米の一流ホテルのバーでは早い時間にお客様サービスとしてトレイに各

種のカナッペを乗せて無料でサービスしているところも結構あります。そ

の中には日本風に味付けした串の短い焼き鳥が含まれていることも時々あ

ります。欧米人もしょうゆ味の焼き鳥を美味しいと思うのでしょう。KFC

の隠し味は醤油と言う噂もあります。でも欧米人はフィッシュケーキを余

り好みませんから板わさは多分永遠にバーのメニューには乗らないでしょ

うね。欧米ではお昼にバーを利用してビジネスマンが食べるビジネス・ラ

ンチは結構充実していて値段も手頃ですが。

・ これも日本の習慣で他地域を推し量る典型ですが、日本の神社の祭礼や大

相撲や歌舞伎の興行でも幟（のぼり）が立ちます。欧米では特にゲルマン

系の国に幟が多いと私は思っていますが、夏には街中にカラフルな幟を立

てます。歴史的な由来は知りませんが、「夏を楽しむ→街を飾る」と言う考

えだと理解しています。日本人の中にはキリスト系の教会で夏祭りをやっ

ていると誤解している人も多いようです。（確かにカナダのプリンス・エ

ドワード島の教会では教会の運営資金稼ぎのために夏にロブスター祭りを

やっていますが。）「幟→お祭り」のコメントは某一流銀行の頭取のご発言

です。

・ 「ヨーロッパとお風呂」とか「ヨーロッパのトイレ」の話をするとそれだけで、

最低でも 30枚くらいの物語になります。ここではお風呂／シャワーに話を

限定してさわりの部分だけ述べてみます。欧米人のお風呂に対するニーズ

とか入浴の生活の中での位置付けが日本と余りに異なることに驚いてしま

います。古代ローマでは入浴は日常生活の大切な一部でした。特に上流階

級では日常生活の中で欠くことの出来ないものでした。或るヨーロッパの
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書物によると最盛期のローマでは市民 1日 1人当たり 300ガロン（英ガロ

ン換算約 1,364リッター）の水を消費したそうです。そしてその消費の高い

パーセンテージが入浴のために使われたと言われています。この場合市民

と言う概念には数多くいた奴隷は含まれておらず、分母となる人口は相当

水増しして考える必要があります。現在のヨーロッパ主要都市の水消費量

は 1日 1人当り 51ガロン（232リッター）（但し商工業用を除くと 34ガロ

ン＝ 155リッター）の由でこの数字とローマ時代の消費量のギャップには

驚かされます。中世になるとローマ時代にはポピュラーだった都市の水道

管（水道橋）の多くは無くなってしまい、人々はめったに入浴しなくなり

ました。食物を手づかみで食べたので手は洗いましたが入浴は殆どしなかっ

たのです。宗教上の拘束もあったのでしょうが、次のような迷信も広く行

き渡っていました。「水は有害。人間の皮膚は透水性があり、お湯は特に毛

穴を開き有害物質が体内に入り込むことを助長する」「汗が人間の自浄作用

であり、入浴や水浴びは身体を危険にさらすことに他ならない」と言う主

張が広く信じられていました。イギリスのエリザベス 1世は月に 1度しか

入浴しなかったとか、入浴をしないフランスのアンリ 4世の体臭が余りに

も酷く、イタリーのメディチ家から来た婚約者は、余りの臭さに気絶した

と言った逸話も多く伝えられています。この傾向は近世まで続き、ヨーロッ

パの平均的家庭にシャワーが備え付けられるようになったのは、1960年代

も後半のことに過ぎません。それまでは台所に盥（たらい）置き身体を洗っ

ていました。欧米人は入浴ないしシャワーに日本人のようなに一日の汗を

流し、気持をさっぱりさせると言ったことを期待していません。従って日

本より住宅事情は良いにも拘わらず、彼等の住居に於ける風呂／シャワー

の設備は相対的に貧弱なものとなっています。一般家庭では「ギザ」と呼

ばれる湯沸し器が設備されていますが、そのキャパは家族構成から見て小

さく、かろうじて家族が身体を洗える程度のものですが、彼等はそれに不

便を感じていません。日本人の学生がこのような欧米人の住居にホームス

ティした場合、1人の日本人の学生が日本の習慣のままに風呂ないしシャ

ワーを使うと、ギザを空っぽにしてしまい、他の家族が使えるようにお湯
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が沸くまで数時間待たなければならないと言った事態が発生します。

・ 確かにウオッシュレットの普及は日本が群を抜いていますし、立体駐車場

の普及度も繁華街だけでなくマンションなどの居住用アパートメントにも

広く設置されています。私が海外暮らしで欲しい日本製品の NO.1はウオッ

シュレットです。何故海外で普及しないかについて明確な答えを持ってい

ませんが、概ね海外の水道水は硬質でこの種の機器を使うと目詰まりして

しまうことが主因であると思います。食生活の違いから糞便の質と量が日

本人のそれとは異なり、必要度が低いことも普及しない原因の一つだと思

われます。立体駐車場に関しては私のビジネス・キャリアの中で日本メー

カーと共にヨーロッパで市場開拓に取組み不成功に終わりました。ヨーロッ

パの人たちの「自分の住む街の景観は自分の人生の晴れ舞台」と考える美

観意識と街の景観保持のために市町村が独自に立法化している「ミニュシ

パル・バイ・ロウ（自治体の条例）」による規制がネックになっていると思

います。少なくともその街の歴史的景観にそぐわない建物を建てたり、既

存の建物の外観を変えてはいけないのです。

C）世界中の「異」の存在を知り、何故に「異」なのかを理解し、賛同はしない

ものの最低でもそれを RESPECTすると言う意識の欠如。

 「追いつき追い越せ」時代の逆に振り子が振れており、「敵を知り味方を知ら

ば一戦危うからず」の気持がなく、日本流が通用すると思い込んでいる。そ

のくせ相手が日本人と同じように（自分達が期待したように）反応しないと

苛立ち焦るだけ。歴史／文化／価値観が違い味覚も美意識も違えば色々なこ

とに対する反応もおのずから違うことは今までの永年の国際関係の中で十分

学習し、日本のいろいろな組織の中にエクスパティーズとして蓄積されている

はず。この「異の理解」については、既にいろいろ説明してきた故これ以上

詳述しないが、「一生懸命やっても、きちっと自己主張をしない限り理解され

ないこと」「欧米人は気持の切り替えが早く、いつまでも余韻に浸っているメ

ンタリティは持ち合わせていないこと」「現象面が日本と同じだからその国の

人も日本人と同じように考え同じように反応すると錯覚しないこと」（日本の
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マスコミは欧米の若者が日曜日に教会に行かなくなったことを取り上げ、「日

本の若者と同じ宗教離れ」と報じているが、日曜に教会に礼拝に行くと言う

形で宗教心を表現しなくなったと言うのが正解。

 世界中何処に行っても所謂「建前と本音」は存在するのだが、その存在の仕

方が日本とは大変違う。日本では例えば公共交通機関で見られるように「優

先席」を作ったり、駅構内の階段などに左側通行の「→」を表示すれば責任

は果たしたと考え、駐車場に「障害者用パーキング」の表示さえ出せば同じ

く責任は果たしたと考えている。例えそのように機能していなくても、それ

は利用者が悪いと言うスタンスである。従い「何のためにやるのか」とか「そ

れが機能しているのか」は余り意味をもたない。

 物理的に誰にも責められないから、多くの心無い人たちはこのような表示を完

全に無視し良心の呵責を感じない。このような次元の著しく低い「建前と本音」

意識は世界では通用しないことに気付いていない。公共秩序の無視は、ルー

ルを守らない自分は人間ではないことを自ら証明していることになるのだが、

多くの日本人はそう感じていない。

D）能動的持続性知的好奇心がなく、物事を浅い自分の知識で一方的に決め付け

る若者。ビジネスの世界でもプライベート・ライフでも小田実的「何でもみて

やろう」「何でも経験しよう」の気持がない。物事に正面から向き合う姿勢に

乏しく、「どうして」とか「どうすれば」に欠ける。ちょっと出来れば自分を

凄いと過信し、出来なければそれは自分には向いていないと簡単にエクスキュ

ウーズし自分を納得させる。

 “Learning with curiosity is weightless, a treasure as well as a weapon you can always 

carry easily.”

E）語学センスに問題があり、米語（特にアメリカ西海岸の米語）こそ日本人が

お手本とすべき世界をリードする NO.1国際共通語であるとの錯覚している。

FM東京の帰国子女アナの”Hi! Everybody ・・・・・・・・”のトーンやイ

ントネイションに無批判にあこがれている。Listening／ Hearing能力や理解力
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は、一生懸命さに欠ける分だけ昔より落ちると思う。今の若者は日本語の文章

力にも問題があるが、それは外国語にもそのまま当てはまり、多少カッコウ

つけて話せても、文章が書けない。日英両国語で敬語が使えないばかりでなく、

英語の「冠詞や前置詞の遣い方」「時制の一致」など日本語に無い決まりを努

力して習得しようと言う姿勢がない。或る有名若手俳優が、アメリカの世界

的トップ・アスリーツに以前一回だけ SAY HELLOしたことがあるだけなのに、

次のように話掛けたのは、些か象徴的である。“Hi! ○○○（first name）can 

you remember me ?”

F）日系企業や組織が長年相当の費用を掛け汗と涙で蓄積して来たエクスパ

ティーズ（専門的知識）が組織内で死蔵されているかシュレッダーにかけら

れて廃棄されてしまい、次世代に受け継がれていない。（リストラ／団塊の世

代／若者の泥臭い汗臭い物に対する低い評価と拒絶反応）これはある意味で日

本のプロ軽視と同根であり、汗と涙で蓄積した物を軽視する傾向がある。医

療費の高い海外に出張する際には、海外旅行保険を付保すること、駐在する

場合にはその国の公的ないし私的健康保険のどちらか或いはその両方に加入

することは必要経費として常識なのだが、最近海外出張の場合には自分は旅

行慣れしていると言う安全に対する慢心からか付保しないで渡航し、巨額の

医療費を払う羽目に陥ったと言うケースもあとを絶たないと聞いている。盲

腸の手術はいくら掛かるか知っているのだろうか。アフリカで手術が出来る

医療水準になく自然治癒しか対応策のない国で急性盲腸炎になったり、マラ

リヤになったり、破傷風に感染し右腕切断の危機を経験した私は事前準備不

足の風潮を危惧する。

 私の破傷風体験以降、日本では各企業・組織が渡航前に破傷風の予防注射

を義務付けるようになった。（ヨーロッパの土壌にも破傷風菌が沢山生息し

ています。）

海外での盲腸手術の総費用（AIU調べ、2000年度調査）

（総費用には手術代の他入院費などを含む。比較的単純な盲腸手術を平均的

病院でした場合。）
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 順位 都市 平均費用
 1 ニューヨーク ¥2,439,000
 2 ロサンジェルス 1,939,000
 3 サンフランシスコ 1,929,000
 4 ボストン 1,690,000
 5 香港 1,526,000
 6 ロンドン 1,142,000
 7 台北 642,000
 8 マドリッド 573,000
 9 バンクーバー 546,000
 10 トロント 546,000
 11 グアム 546,000
 12 ジュネーブ 521,000
 13 ソウル 512,000
 14 シンガポール 509,000
 15 北京 478,000
 16 パリ 477,000

［因みに東京は、同じ条件で ¥383,700．－］

G）若者の勘違い。大学卒業段階までに、海外渡航を経験し、外国人とも接触し、

英検／ TOEIC／ TOEFLなどである程度の得点を取ったことにより、自分達

はすべての面に於いて十分世界に通用すると錯覚し、謙虚に学ぼうと言う気

持を遺失している。

H）日系企業の海外進出に基づく社員派遣に於いて「地方から海外へダイレクト」

と言うケースが増加し、企業や組織の本社／本部には存在する筈のエクスパ

ティーズが全く活用されていない。JETROが数年前に発刊した「まさか in 海外」

と言う書籍に接する機会が最近あったが、今頃この手の書籍が JETRO発行販

売書籍リストに載っていて結構需要があることに正直なところびっくりして

いる。この書籍の内容は概ね 1980年代には国際ビジネスに携わる企業にとっ

ては、企業内の一般常識に過ぎないものばかり。この書籍は JETROの各国駐

在員が座談会形式で話し合ったものを、犯罪／事故／健康／政情／災害／日

常生活と言った項目に分けて記載しており、それなりに上手く整理されては

いるのだが。

 その昔イギリスのオックスフォードに「インド・ハウス」なるものが存在し、
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インドを訪問する或いは同国に居住する人／インド・ビジネスに携わる人

は、官も民もここが蓄積してきたインドに関するエクスパティーズを先ず

ここで学んだと聞いている。日本では海外旅行が盛んになる過程で、日系

旅行業者が日本の生活様式や行動パターンをそのまま海外に持ち込んだ内

容のツアーを開発し、海外でも日本式で十分生きられると言う錯覚を日本

人旅行者に与えた轍をここでも踏んでいるのは真に残念である。

 古今東西、「旅」は苦しい物で、旅を意味する英語の”Travel”もノルマン・

コンクェスト時に英語の中に入り込んだフランス語”Travail”に由来し、

その意味は”Make a painful efforts”なのである。

I）ビジネスの世界に於いても IT／ ICT化が進めば進む程、「どのような人間が、

どのような考えで、どのようにビジネスをするか」と言うヒューマン・ファ

クターがより重要性を持ち、IT業界ではそれを「ハイタッチ」などと表現し、「イ

スタンブールのグラン・バザールの商店の親父のビジネス・スタイルに学べ」

などとも言われているが、本来伝統的に日本ビジネスの特色の一つでもあっ

たこの原点を現代日本は無視し軽視する傾向にある。

J）日本の政財界の「アメリカ一辺倒」は若者を含む国民の中に「アメリカ流＝

GLOBAL STANDARD＝世界一流」と言う錯覚を生み、言葉狩りなどに象徴

されるアメリカの若く青い文化がヨーロッパを含む世界の他地域でどのよう

に評価されているかに思いが及んでいない。1980年代のアメリカで行われた

DEREGULATIONを真似した日本流規制緩和は本来ビジネスの効率向上と言

う経済原則に基づいた諸規則の緩和であるはずが、焦点が明確でないため、本

来人間社会で大切に保持すべき規律／道徳／倫理の緩和（軽視）へと進んで

しまっている感すらある。

K）残念ながら日本の商社やマスコミの海外活動の多くは、未だに現場から遠距

離にあり現場を知らない（知ろうとしない）本社が何を求めているか（日本

では何が受けるか）がその活動の中心的価値観となっている。世界の歴史的
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／宗教的／文化的背景を理解し宇宙船地球号の軌道を意識した活動となって

いない。商社では「三国貿易を含む外／外のビジネスの推進― 21世紀には本

社機構は日本の外に」と言う掛け声は未だ消えてはいないが、お題目だけで

日本の市場が関与しない純粋海外ビジネスは商社活動のささやかなサプルメ

ントの域を出ていない。又、マスコミの世界は、ちょっと活躍しただけで「世

界の藍ちゃん／愛ちゃん」と言ったレベルの報道で、世界の動向／世界のレ

ベル／世界各国の目指すものなどに対する認識が貧弱で、各国に当然存在す

る自国第一と言うエゴを無視したミスリーディングな報道をするスタンスか

ら脱却していない。本学の高山正之教授のスタンスや見識を日本のジャーナ

リズムはお手本にして欲しい。同氏は帝京大学の大学案内に次の様に述べて

いる。「学生時代にこそ、日本人としての常識や世界に目を向けた幅広い知識

を身につける努力をすべきだと言うことです。情報が氾濫する社会に於いて

は、すべての情報をそのまま受け入れるだけでは、誤った見識に踊らされる

ことにもなりかねません。時には、受け取った情報に疑いの目を向け、真実

はなにかと追求する態度が、今後益々重要になってくると思うのです。」これ

は私が商社マン時代常に心掛け、私が主として担当してきた自動車ビジネス

で数多くの実績を上げることが出来た行動原理の一つであり、大学教育に携

わるようになってからは「比較文化論―異文化理解」「欧州史」「経済学」「キャ

リア開発論」「英語」などの講義を通じて学生諸君に説いてきたことでもある。

私は学生諸君に「好奇心を持って情報に接し、情報の中に存在する様々なエゴ

を見つけろ。そして自分自身で物事を判断するための自分オリジナルの物差し

を作れ。」“Learning with curiosity is weight-less, a treasure as well as a weapon you 

can always carry easily.”と説いています。

世界と日本の関係を示す若干の統計

　本邦の国際化の進展を示すデータは多岐に渡るが、ここでは次の 3つの統計か

ら、若干の考察を試みたい。
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a）日本人海外旅行者数（日本人出国者数）推移（日本国統計）

 年 旅行者数 年 旅行者数
1964 127,749 pax 1985 4,948,366 pax

1970 663,467  1990 10,997,431

1972 1,392,045  1995 15,298,125

1973 2,288,966  2000 17,818,590

1977 3,151,431  2005 17,403,565

1980 3,909,333

b）日本人目的地別海外旅行者数推移（受入国統計）（単位：1,000pax）

  年 米州 東アジア／大洋州 ヨーロッパ その他 合計
2000 5,719 12,934 5,270 498 24,421

2001 4,641 12,483 4,510 409 22,043

2002 4,199 13,060 4,471 383 22,113

2003 3,572 9,941 3,731 423 17,667

2004 4,322 13,141 3,240 420 21,123

c）某商社駐在員数推移（単位：人）

  年 米州 東アジア／大洋州 ヨーロッパ その他 合計
1977     793

1980     974

1985     1,058

1990 362 388 198 120 1,068

1995 298 470 208 105 1,081

2000 238 413 140 70 861

2005 129 311 85 51 576

2006 128 310 86 51 575

これらの統計資料から次のことが読み取れる。

①　日本人海外旅行者数

日本の対人口比海外旅行者数は、1994年以降恒常的に 10％を超え、2005年

には 13.6％となった。これはアメリカの 12％、フランスの 16％に略匹敵し

一応世界水準に達したと言える。島国で太陽に飢えるイギリスの 39％や国内

のバカンス地域にバライティがないドイツの 35％はむしろ例外と捉えたい。
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②　日本人目的国別海外旅行者数

これは受入国統計によらざるを得ず、各国の入国管理統計にかなりの温度差

があるため、飽くまでも参考資料に過ぎないが、中国を含む東アジアと大洋

州（含むオーストラリア）地域の合計がここ 5年程コンスタントに 70％台

を占めていることからも、単なる地理的な要因だけではなくこの地域と日本

のツーリズムを含む経済や人間関係の密度の濃さを伺うことが出来る。この

トレンドは某商社の海外駐在員数推移にも読み取ることが出来る。

③　某商社の海外駐在員数推移は、「失われた 10年（15年？）」を象徴するかの

如く、1995年を頂点として大幅に減少し、最盛時の約半分になっている。

④　海外駐在員数の大幅現象は、IT／ ICTの進歩による駐在員の FUNCTIONの

低下とも解釈出来るが、この現象と日本人ビジネスマンのビジネス能力低下

と言う国際評価には何らかの相関関係が存在すると思う。本来日本人が海外

で担うべき役割を外国人が担っているケースも多い。勿論日本人駐在員のコ

ストの問題を無視することは出来ないが。

イギリスの某自動車メーカーは、イギリス人が主要ポストを占め、日本人駐

在員は所謂各部門のコミュニケイション・コーディネイターである。現地化

が推進されていると表面的には見えるが、私はこれでよいとは思えない。現

地法人は独立経営と言えども、単に経営計画を本社の承認の下に推進し利益

を上げるだけではなく、当然のことながらグループの一員として本社の世界

戦略や経営理念を理解し／賛同し／遵守すべきである。しかし次のケースに

象徴されるような事例が多々ある。「日本からイギリスに語学研修に来た中

学生グループに、日本の企業はイギリスのビジネス手法を尊重しつつ、イギ

リス人と協力してトップレベルのクオリティの自動車をイギリスで生産して

いる現場を見せたいので是非工場見学させて頂き見せたい、そして貴社のブ

ランドに対する良い印象を育てたい」とこのイギリス法人に申し込んだ。こ

の企業のトップ曰く、「彼等は日本人で成人してもイギリス法人が製造した

車の顧客にはなり得ない。面倒なのでお断りする。」

⑤　海外のビジネス・サークルで日本人ビジネスマンのビジネス能力低下が言わ

れている現実を、1年前まで駐在していたイギリスにて数多く見聞したが、
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若干の具体例を述べたい。

 a） 在英駐在員の話。語学力（SPEAKING）は恐らく昔よりは多少向上している

ようだが、目的意識とか向上心／好奇心希薄。自分はすでに世界で通用する

一流ビジネスマンだと錯覚しているが、ビジネスマン以前の人間としての立

ち振る舞い（イギリスが言う”Social Grace”）が出来ていない。（公共の場

所でのマナーが悪い。例えば障害者用パーキングに平気で駐車する。）地元

でビジネスをするための土地勘（文化／歴史／宗教／価値観に対する興味）

希薄。立ち振る舞い／ビジネスに対する取組み姿勢が一元的で表面的（薄っ

ぺら）。日本人としての IDENTITYがない。MBA的知ったかぶり。これで

はイギリスのビジネス・マンに軽蔑され、軽んじられるのも無理ないとイギ

リス駐在三回合計 17年と言う日本人オールド・ビジネスマンが嘆いていた。

この光景は日系企業のロンドン支店内でも、日本人駐在員の諸会合でも、街

中のレストランでも、ゴルフ場でも頻繁に目撃される。当人達は非常に格好

良く振舞っているつもりなのだが、私の古いイギリス人の友人たちに言わせ

ると「昔のアグリー・アメリカンが”Ugly Americanized Japanese”になった」

と言うことらしい。

 b） イギリスの地方都市には日系企業のイギリス生産工場が散在しているがこの

ようなビジネス拠点の日本人駐在は日本の本社工場や地方工場などから直接

赴任しているケースが多い。彼等の工場と本社は必ずしも太い情報パイプで

繋がれておらず、且つ本社の然るべき部門は適切な海外駐在研修をする訳で

もない。従い、日本の地方文化とか工場文化をそのまま持ち込んでいるため、

まるで 40～ 50年まえの日系駐在員を見る感がある。ランゲージ・バリアは

勿論、生活習慣の違いに対する無知、立ち振る舞い（まともに地元の人たち

と挨拶もしない／出来ない）と言った現象が多々見受けられる。その一例と

しては地元ゴルフ場の会員の中から「満足に他の会員と挨拶もしない日本人

会員はクラブの一員たる資格ない」と言った排斥の動きすら出てくる。日系

駐在員の礼を失する立ち振る舞いだけではなく、逆に日系駐在員のイギリス
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人に対する過度の遠慮の姿勢／物腰に乗じて他のアジア人が日系駐在員を手

玉に取る言った現象も出現している。

⑥　これは日本で耳にする事例だが、ある東京キー局の朝のラジオ番組で、コメ

ンテイターが、NEWYORK駐在の日系金融駐在員に現地の為替と株の動向

を聞くコーナーがある。その際の日系○○銀行とか△△証券の NEWYORK

駐在員の報告は毎日概ね次のようなものである。

‐連邦準備銀行（FRB）のバーナンキ長官が次のようにのべた。

　○○指数／△△統計の政府発表があった。

‐それを反映して市場が□□に動いた。

‐その結果を反映して為替はこうなり、株価はこう動いた。

非常に断定的で、人間はある情報に対して同じ反応しかしないかの如きロ

ジックである。ヘッジ・ファンドやオイル・マネーの市場への介入とその影

響をどのように推測し分析するかと言った説明も希薄。少なくとも「当行／

当社はこのように分析し解釈している」とか出来れば「今後このように動く

可能性がある」と言ったコメントがあっても良いと思うが、為替や株の動向

の結果論をさもプロのコメントの如く解説しているだけ。又、米国の為替や

株価だけが経済指標の全てでもないはず。それに対し番組のキャスターもし

たり顔に「そうでしょうね、今後どのように動くか予想もつきませんね。心

配ですね」と反応。これはまるで先のワール・カップで「日本予選通過確実」

と言う無責任に報道に踊らされて、世間はそれに浮かれ、戦う当事者である

選手はそうありたい／そうかも知れないと言う安易な気持になり、見事本当

の予想通り予選敗退したケースと同じである。今回の予選敗退はむしろ予想

を裏切って善戦したと評価すべきでだと思うのだが。
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最後に

　以上縷々述べて来たように、「日本人の国際ビジネス能力低下」と言う問題の

所在は、「日本と言う国のあり様、別の言い方をすると日本人全体の生き方」の

中にあると思う。我々日本人が今後宇宙船地球号の中で日本をどのようにして更

なる発展的存在（Going Concern）とし、世界の他国との共棲の中でリーダーシッ

プをとれる国にして行くかを考えることなく、国際ビジネスのテクニックのレベ

ルアップを図ったところで、問題の解決にはならない。

　追いつき追い越せ時代の勢いはないとしても世界の第二位の総合経済力を持っ

た国が「国際的貢ぐ君」であってはならず、「騙される国」「問題を先送りする国」

であってはならない。世界の Global Standardは「騙す方より騙される奴（国）が

悪い」であることを肝に銘じたい。世界の何処にでも存在する「建前と本音（表

と裏）」の問題も、今までのように曖昧化による受動的解消を図るのではなく、

能動的に矛盾の合理化を図るべきである。「建前によって本音を抑制」「建前と本

音の自覚的使い分け」「原則の中に例外規定設定」と言った能動的な解消を心が

けるべきである。皆さんも先刻ご承知の様に欧米人は矛盾を合理化出来ない場合、

実用的／実利的（Pragmatic）な理由付け（国家的利益／民族的利益）により原

則の中に例外思考を取り入れ、二重基準（Double Standard）の設定によって自己

得心している。

　最後に私が今から 10数年前にある雑誌に書いた文章の一部をここに記して、

このエッセイを締め括りたい。

　「・・・・・・・・プロ野球の選手は、未だ無名であれば、その野球の技量そ

のものが評価の対象となります。しかし一旦有名選手になると野球の技術に留ま

らず、全人格が評価の対象となるのです。来世紀（21世紀）の世界のキーワー

ドは共棲だそうです。世界の中に存在する異質を理解し、自分達の異についても

世界に情報発信し、双方の異をどこでハーモナイズさせるかを真剣に模索しな

ければなりません。第二次大戦後日本は「貿易立国」と言う旗印の下、幾多の先

輩達が海外で筆舌に尽くしがたい苦労を重ねて来ました。勿論先輩と同じ苦労を
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我々がするのでは、進歩がありません。もっと高次元の苦労に挑戦すべきです。

皆様に対する私のささやかな問題提起として私が昔経験したエピソードを書いて

みます。

　時は約 20年前、舞台はアフリカ大陸です。「風邪は日曜日に引け」「家庭とは

遠くにありて思うもの」「夫の幸せは妻の幸せ」を社訓とする商社で日本の自動

車の輸出に携わっていました。アフリカは私にとって思い出深い大陸でその殆

どの国に足を踏み入れました。マグレブの某国で国王親衛隊に柔道を教えたり、

西アフリカの某国では 1チャンネルしかない国営 TVで毎週木曜日午後 7時から

30分の柔道番組を持っていたこともあります。盲腸の手術の出来ない国で急性

盲腸炎になったり、マラリアに感染したり、破傷風にもなった懐かしの大陸です。

ビアフラ戦争の真只中にもカダフィのリビア革命の中にもおり数々の貴重な経験

もしました。

　このアフリカ某国には、当時日本大使館もありませんでした。その国に一つし

かない外国人が泊まれるホテルに投宿した際、一人の日本人に会いました。

　彼は長期出張と言う名目で既に 2年以上この地域で捺染織物を売っている商社

マンでした。アフリカ焼けした顔から私は初対面の時は日本人だとは認識出来ま

せんでした。当時はこの地域から日本へは国際電話も殆ど繋がらず、1語￥300

も取られる国際電報だけが使える通信手段でした。彼の部屋に呼ばれ貴重なス

コッチ・ウイスキーをご馳走になった時、彼はおもむろに 1本の紐を取り出しま

した「今井君、これ何だか分かる？」「いいえ」「これ俺の息子なんだよ」「えっ？」

「何ヶ月か毎に、家内が息子の身長の長さに切った紐を送ってくれるんだ。そりゃ

写真も来るよ。だけどこの紐を床にたらすと息子の成長を実感出来るんだよ。マ

ア俺の一番のお守りさ。」私はこの先輩が帰国し留守家族と感激の再会をするシー

ンを思い浮かべました。そして定期的に紐を送ってくれる彼の奥さんの機知と愛

情に心を打たれました。

　それは急性盲腸炎になりブラック・マジックの祈祷師に祈ってもらうしかない
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国で、盲腸の手術も未経験で自信もない現地人の医師に Try no harmと言うポジ

ティブなオプティミスティックな気持ちで、15CMの切腹をしてもらい、体力が

低下したため潜伏していたマラリアが併発し、人生で一度だけスリムな体型に

なった時のことです。1週間前の盲腸炎の手術と併発したマラリアで弱りきった

身体でしたが、その地にいる 10名余の日本人の端くれとして、ヤマト・オノコ

なら生きてる限りは駆けつけなければならない集まりに、痛みを堪えて自分で車

を転がして参加しました。ある日本人のお宅に伺ったのです。

　その日の朝、2週間前に国家反逆罪と言う濡れ衣で秘密警察に逮捕され、死刑

（銃殺）の判決が予想されていた日本人の仲間（当時の私からは大先輩にあたる

方でした）が釈放されたお祝いの会でした。日本人ビジネスマンは国家反逆罪と

は一番縁遠い存在なのですが、彼の使用人がおかしな動きをしていたようです。

正直な話、昔も今も何が起きてもおかしくないのがアフリカと言う大陸なのです。

その地にいた日本人が全員集まりました。全員単身赴任ないし独身ですから男だ

けのむさくるしいスタッグ・パーティでした。皆取って置きのスコッチやコニャッ

クを「お前どこに隠していたんだ」と軽口を言い合いながら取り出し、アルコー

ルが回り酔うにつれ、日頃はライバルとしてしのぎを削っている面々が、己の所

属する組織を忘れ、一人の日本人として、明日はわが身かと不安を抱きつつ、同

じ境遇のライバルたちに何か心が通うもの（戦友意識？）を感じ、カラオケと言

う文明の利器の無かった時代のこと、今で言うアカペラで演歌／軍歌／故郷の民

謡／童謡を歌い、詩吟が出（・・・・・・せんば、死すとも帰らじ）と言った夜

でした。外はアフリカ大陸の漆黒の闇、時々停電する屋内の薄暗い照明の下、全

員の目に涙涙涙が・・・・・・・・。明日からは又この仲間で限られたパイの取

り合いをするのだと言うことを、全員いやと言う程知っているのに。この中で一

番の若造であった私とって忘れられない集いでした。その後、この集まりのメン

バーだった方がお二人、この地で殉職されました。（お一人は交通事故、もう一

人は自宅に強盗が入ったのです。）

終わり
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