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日本企業とアジアの挑戦
―コロナ後の復興に向けて―

同志社大学人文科学研究所准教授

同志社大学人文科学研究所第 20 期第 4研究代表

　林　田　秀　樹

第 100 回公開講演会に当たって

ただ今より、同志社大学人文科学研究所第 100 回公開講演会を

開会致します。開演に先立ちまして、主催者としての人文科学研

究所からご参加の皆様にご挨拶を申し上げます。私、人文科学研

究所・研究主任の林田秀樹と申します。本日は、当研究所の小山

隆所長が出席できませんため、代わりにご挨拶をさせていただき

ます。

この公開講演会は、当研究所の日頃の研究活動の成果の一部を、

一般の皆さん、学生の皆さんに還元する催しとして、年 4回開催

しております。研究所には、現在、部門研究会という研究会が 17

組織され、研究活動を展開しております。これは、同志社大学内

の教員が、人文・社会科学分野の学際的な研究テーマについて、

学内外の研究仲間と一緒になって研究を進めていこうという枠組

みです。公開講演会では、これらの部門研究会や、私たち専任研

究員の研究活動の成果などを皆さんに紹介させていただいている

わけですが、こうした取組みは 1977 年から 44 年にわたって行わ

れておりまして、今回でちょうど 100 回を数えることになりまし
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た。長らく、この人文科学研究所の公開講演会という取組みに関

心をもってご参加いただき、様々ご意見をいただいてきましたこ

とに、まず、研究所を代表致しまして厚く御礼申し上げたいと思

います。誠に有難うございました。

この度、その 100 回の節目を記念しまして、「同志社大学人文

科学研究所　公開講演会 100 回の足跡」というリーフレットをつ

くりました。これまでの講演会のテーマ、演者をご覧いただくだ

けでも、この 40 年以上に及ぶ期間に、本学・同志社大学の教員

たちがどのようなテーマで共同研究を組織し推進してきたかをお

わかりいただけることと存じます。この公開講演会は、同志社大

学の人文・社会科学分野の研究と、一般社会とをつなぐ大切な接

点としての役割を果たしてまいりました。私たち研究者が自分た

ちの研究成果を還元するだけでなく、それらがどのように一般社

会に受止められるか、どのようなフィードバックがあるかについ

て学ぶことができる貴重な機会でもありました。今後も、そうし

た役割を変わらず果たしていきたい、同志社大学と地元の京都を

始めとした一般社会とをつなぐ結び目の役割を今後もより一層豊

かに果たしていきたいと考えております。講演会の始まりに際し

てではありますが、今後ともより一層この講演会にご関心をおも

ちいただき、このキャンパスにお越しいただきたいと考えており

ます。どうぞ宜しくお願い致します。
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今回の講演会の趣旨

さて、ここで、今回の講演会の趣旨について説明させていただ

きます。先ほども申し上げましたように、現在私どもの研究所＝

人文研では、17 部門の共同研究プロジェクトが活動を続けており

ます。私も、専任研究員としてそのうちの 1つの部門を担当して

おります。第 4部門研究として、「ASEAN（東南アジア諸国連合）

の連結と亀裂の研究」という研究課題を掲げまして、東南アジア

地域に位置する国々に、どのような経済的求心力がはたらいて互

いの相違を乗越えようとする努力が払われてきているか、あるい

は、日本や中国、米国といった域外の大国が及ぼす作用を含め、

どのような要因が政治・安全保障上の亀裂を ASEANにもたらそ

うとしているか、ということについて、学内外の多くの専門家の

研究を結集して研究活動を続けております。

ASEAN域内の経済的な連結の強まりについては、いわゆる

ASEAN経済共同体を構築する過程で非常に熱心に取組まれてい

る一方、政治的な問題、すなわち域外諸国との外交問題や加盟各

国の内政に関連する事柄では、ASEAN加盟諸国は、互いの間に

亀裂が生じてしまう要因を常に抱えています。今年 2月にクーデ

ターが起きたミャンマーの問題が、そのわかりやすい例です。

ASEANはこれまで、内政不干渉原則、すなわち互いの内政問題

には立入らないという原則を貫いて 1つの組織としての枠組みを

保ってきました。しかし、ミャンマーが 4月の首脳会議で約束し

た ASEANからの特使受入れを拒否したため、8月に「暫定首相」
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に就いたミン・アウン・フライン国軍最高司令官は、つい先だっ

て 10 月 26 日から開催された ASEAN首脳会議及び東アジア首脳

会議には、ミャンマーの代表として招聘されませんでした。ミ

ン・アウン・フライン氏は、これに極めて強い不快感を示して事

務方の代表を送ることさえ拒否しました。

本日は、そのように反対にはたらく力のうち、加盟国が結束・

連結しようとする方向に力がはたらいている東南アジアの「経済」

に関連するお話を、2人の講師による講演を基に展開していきた

い、先ほど申し上げました「人文研第 4研究」の活動の一端を、

そのようにしてご紹介させていただきたいと考えております。実

際、コロナ禍の最中ではありますが、東南アジア、ASEANには、

特に 1980 年代半ば以降、日本から盛んに行われてきた直接投資

が重要な役割を果たして、輸送機械、電気機械等の製造業を中心

に、分厚い産業集積、供給連鎖が形成され加盟国相互の間を、あ

るいは加盟国と日本・中国等の域外諸国とを強く結びつけてきま

した。また、そのようにして製造業や運輸・金融等関連のサービ

ス業が発展してくるなかで、デジタル技術が発展・普及して、

ASEAN加盟国の経済を大きく変えつつあります。そして、この

コロナ禍にあって、デジタル化経済の発展・普及は却って加速し

つつあります。今回の講演会では、この日本企業が東南アジアで

果たしてきた役割と、東南アジアを含む東アジアで起きているデ

ジタル化の波にスポットを当て、日本に住む私たちが、将来アジ

アの経済がどのように変化を遂げていくなかで生活をしていくこ

とになるのかにつきまして、ご来聴の皆様とともに考えていきた
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いと思います。

それでは、講師のお二人をご紹介致します。初めにご講演いた

だきます、株式会社ナベルの南部邦男・取締役会長は 1948 年 1

月、京都市にお生まれで、1964 年、お父様とご一緒に株式会社ナ

ベルの前身である南部電機製作所を創業されました。その後、働

きながら立命館大学に学ばれ、1973 年、同大学をご卒業しておら

れます。株式会社ナベルは、1979 年、国内初の鶏卵の自動選別装

置を開発されたのを始め、その後も世界初の自動ひび卵検査装置、

腐敗卵と発育中止卵を除去する装置を開発されるなど数々の先進

的な事業を展開されてきています。そうした活動を重ねるなかで、

2007 年に経済産業大臣表彰・知財功労賞を、2010 年に近畿地方

発明表彰及び中小企業庁長官奨励賞を受賞され、2011 年には春の

褒章で藍綬褒章を受章されています。そして、2017 年には日本の

産業発展への貢献に対して京都府産業功労者表彰を受賞され、翌

2018 年、ナベル取締役会長に就かれて現在まで活動を継続してこ

られています。このように先端的な事業を展開しながら、2002 年

に東南アジアのマレーシアに拠点を構えて京都とマレーシア、日

本と東南アジアを股にかけてご活躍されています。

次に、二人目の講演者、私たちの研究会メンバーの一人である

亜細亜大学教授・大泉啓一郎先生をご紹介します。大泉先生は、

1963 年、大阪市にお生まれで、1988 年に京都大学大学院農学研

究科修士課程を修了の後、研究のキャリアを積まれ、1990 年、現

在の日本総合研究所である株式会社三井銀行総合研究所で研究職



－6－

に就かれました。その後、人口動態分析等に基づくアジア研究の

第一線で長らく活躍されています。2007 年、『老いてゆくアジア』

（中公新書）、2011 年『消費するアジア』（同）等、広く一般の読

者に迎え入れられた名著を世に出され、2012 年には京都大学から

博士（地域研究）の学位を授与されています。また、『老いてゆ

くアジア』では、JETROアジア経済研究所から発展途上国研究

奨励賞を受賞しておられます。近年も、『新貿易立国論』、共著と

しての『現代アジア経済論』等、活発にアジア経済の分析を続け

ておられます。

お二人のお話から、日本からみたアジア、アジアからみた日本、

そしてコロナ後の日本とアジアを考えていく講演会にしていきた

いと思います。ご講演の後、後半は質疑応答・討論に移らせてい

ただきます。最後までおつき合いのほど、宜しくお願い致します。
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日本企業の誇り
―東南アジア・マレーシアでの経験から―

株式会社ナベル・取締役会長　南　部　邦　男

1　はじめに

ただ今ご紹介いただきました株式会社ナベルの南部でございま

す。私は根っからの商売人でして、小学校は、ここから歩いて御

所の南にある竹間小学校を出ております。団塊の世代で仕事をし

ながら立命館大学二部に通っていた頃、日が沈みますと同志社か

ら角材とか白い工事現場の帽子みたいなものを被った学生たちが

広小路に向かってぞろぞろと歩いてきまして広小路はそれを迎え

撃つべく臨戦態勢に入る。今から思うと「子どもじみたことを

やっていたな」と、そんなふうにも思いますけれども、冷静に振

り返ってみますと白いヘルメットも火炎瓶も、みんな「日本の 5

年後、10 年後、どうあるべきか」を一生懸命考えていたような気

がしてなりません。昨日の衆議院選挙の投票率と比べると昔の学

生の方が、私利私欲なく、公の精神に溢れていたのかなと、その

ことを思うと投票率には悲しい思いがします。

今、紹介にありましたように同志社大学人文科学研究所公開講

演会 100 回目の光栄な場所で私がお話するのがふさわしいかどう

かは別として、2002 年から東南アジアに進出しております企業の

率直な現場の声をお聞きいただければありがたいと思います。
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2　自社紹介と二宮尊徳像

下の写真は、近鉄十条駅すぐ近くにありますナベルの本社です。

本社を入ったところの自動ドアが開きますと、右手に少年が後ろ

に薪を担いだ像があります。若干、年配の方も「ああ、あったな」

と思われる方もいらっしゃるかと思います。卵の選別包装機械を

日本で初めて開発して国内の市場シェアをほとんどもっておりま

すから、世界中からここへお見えになります。「卵の機械をどう

いうふうに工場設置をしたらいいか」と。国内の方もそうです。

インバウンド全盛の頃、世界の卵屋さん連盟の京都観光案内所と

なり、たくさんの方がお見えになりました。残念なのは日本人の

お客様がお見えになって「南部さん、これ、何ですか？」とおっ

しゃることが最近、稀にあるわけです。欧米系の方や東南アジア
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の方もいらっしゃいますけど、「南部さんの若い時ですか？」と

おっしゃる方もおられます。

ある時、台湾の年配の養鶏家が来られた時、台湾の団体、5、6

人の方を引率して来られたわけですが、私が「また、説明しない

とあかんやろな」と思っていたら、その引率者の年配のおじさん

が、「あ、二宮尊徳。ちゃんとみなさんにいっておきました」と

おっしゃったのには驚きと少々の感動を覚えました。そうです、

1945 年まで、1895 年から 50 年間、ご存じのように台湾は日本で

した。私は十条の本社工場を設置するとき、「何とか二宮尊徳像

をつくっているところはないかな」と探しますと新潟にありまし

た。探すのにひと手間かかるのも残念ですけど、最近、学校にも

会社にも置いていませんから、経済の原則からすると「売れへん

もんはつくらへん」ということになろうかと思います。

3　会社概要

会社の概要を説明します。売上が約 55 億円です。今年 3 月、

日本国内のナベルジャパンの売上です。現在、社員数は 172 名。

日本国内は拠点が 5ヶ所あります。海外現地法人はマレーシアと

上海とにあります。製品は卵の選別包装装置。後で動画を見てい

ただきますが、卵の非破壊検査装置に世界的に卓越した技術を

もっております。次がマレーシア現地法人の正面の写真です。生

意気にもここは本社の倍ほどの敷地に建物が建っております。

2449 坪、社員数は本社の 6分の 1の 33 名しかおりません。
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4　海外進出マレーシア

2002 年、日系企業のマレーシア現地法人を買収してマレーシア

に進出しました。京都に本社があった松下電機産業の協力企業の

京都の本社が倒産しまして、マレーシアのこの工場は松下のブラ

ウン管の内部設備をつくっていまして、それがなくなると大変な

ことになると、お父さんと息子さんは私の友人なので、「南部さ

ん、何とかこの会社を買い取ってください」と頼まれました。「う

ちは海外進出するなんて危険なことは、ようしません」と申し上

げたのですが、「もし南部さんのところが買い取ってくれなかっ

たら松下が大変なことになる」とおっしゃる。「それは私に関係
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ないと思うんですけど、突然、そんなことをいわれても」と申し

上げたんですが、諸般の事情があって結局は買い取らせていただ

くことになり、今日に至っております。

5　敗戦後教育と東南アジア進出

なぜ私がマレーシアへ進出することに、また東南アジアに現地

法人をつくることに強く躊躇したかを申し上げます。団塊の世代

の方ならわかっていただけるかと思います。それは御所の南側の

竹間小学校の時代から、学校の先生に「日本人は東南アジアで極

悪非道な行いをした。とんでもないことだ」と教えられてきまし

た。「謝罪をせんことにはマレーシアには入国できないかもしれ

ない」という気持ちでした。私の友人で、海外で教員をしていた

古川勝三さんも同じ思いでした。「学校の先生になりたい。海外

の日本人学校に赴任したい。その際、できるだけ日本が戦をした

ことのない国に赴任させてほしい」と彼はいったそうであります。

あにはからんや彼の赴任先は台湾でした。古川さんは「これはえ

らいことになったな。まず、行ったらお詫びから始めないといか

ん」と思ったそうであります。赴任後、予想に反して現地で大歓

迎された古川さん、現在は学校の先生を退職されまして作家とし

て日本と台湾の物語をたくさん書いていらっしゃいます。

ですから私も、マレーシアへも中国へもタイへも進出すること

は、とても躊躇しておりました。笑い話のような話ですが、当時

は海外との通信、インターネットはありませんからビジネス文書
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はテレックス、「そんなん、知らんな」とおっしゃる方もいらっ

しゃるかもしれません。英語がほとんどできない私は専門業者に

日本語を書いて海外へ送ってもらいます。最初に海外に送っても

らった日本語は今でも忘れられません。「私たちは貴国に対して

とんでもない間違いを犯しました。深く強く反省しております。

しかしながら、平和な日本としてこれからやっていきたいと思い

ます」。見積書を 1通送るための前文です。今から思うと、よく

あんなことをいったなと。そんなことを考えていましたから、進

出するのを躊躇したわけであります。

6　マレーシアにおける日本の評価

でも進出をしてみますと、マレーシアの古い物語に「いつか空

から黄色い人たちが降ってきて私たちを救ってくれる」、そんな

昔話があるそうであります。マレーシアは長い間、英国の植民地

だったことはご存じかと思います。車は左側通行で日本人にとっ

ては走りやすいわけです。しかし「黄色い人がマレーシアを解放

してくれる、自分たちの国ができた」と思っている人も少なくあ

りません。覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思います。マ

レーシアは今も、20 年前はことさら強く「Look　East」（東を見

ろ）とマハティール首相が唱えておりました。Eastが日本だと知

ることになるのはマレーシア進出前後のことであります。マレー

シアは 20 年前、2つのスローガンを掲げていました。マハティー

ルさんは「Look　East」、そして現地のマレー語で「ワワサン、
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2020」。2020 年には我々も先進国の仲間入りをしようとマレーシ

ア国民を鼓舞していたわけであります。そんな国へ進出したわけ

ですが、不思議な縁がありまして、10 年間、日系企業として松下

の協力企業として働いていた、そこの社長は私の中学、高校の同

級生でした。「お前、見たことがあるな」と同級生だったとわか

るのは買収をする直前であります。

7　マレーシア現法にも二宮尊徳像

マレーシア工場にも、二宮尊徳の銅像が置いてあります。ただ

し下は英語に書き換えてあります。Be Diligent, Be Honest，Be 

Reflective. 勤勉であること、ウソをつかないこと、反省を忘れな

いこと。もちろん、マレーシアの社員に、「何ですか、これ？」

と聞かれて、「これは昔の日本の Farmerや」ということを毎回

いっていると、毎回像を見ていると、みんなも何となく「そうい

うものなんやな、この会社は」と思ってくれることになります。

いい続けること、情熱を込めて訴え続けること、それが人間とし

て正しいことであれば海外の人にも通用するということを私は信

じていますし、事実、そうでありました。もちろん中には

Diligentでない奴も Honestでない奴もおるんです。社内で不倫

も起こるし、Reflectiveでない奴もおるわけです。でもいい続け

ることで、「会社はこの方向に向かって、こんな会社にしたいん

だ」という情熱を伝えることができます。
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8　ナベル創業時代

弊社・ナベルの歴史を見ていきます。先程、林田先生から

「1964 年、お父様と二人で創業されました」と紹介がありました。

創業の実態はどうだったか？ 御所の南の辺りは中小企業の呉服屋

さんとか、ちょっとお金があったら「川向こうへ行こうか」とい

われます。適当に行っておけばいいんですけど、お金がなくなる

まで川向こうへ行くもんですから、とうとう私が高校 1年のとき、

会社が倒産してしまいました。会社といっても一人なんです。家

業の電気屋さんが倒産してしまいました。ただひっくり返っただ

けでは面白くないので、「この時を創業としてやろう」と私は電

気工事のアルバイトや家庭教師のアルバイトをしながら高校を卒

業することができました。大学へ行くのは諦めていたわけですけ

ど、貧乏人を受け入れてくれる立命の二部とか、当時は同志社に

も夜間がありました。大学へ 4年間通うことになりました。因み

に私の専攻は工学部ではありません。文化人類学で本来、学びた

かったのは哲学であります。それがなぜこうなったのかは、こと

の成り行きでこうなってしまったわけであります。

9　鶏卵業界への参入

1975 年、卵のパックを超音波でピピッと溶着する機械をつくっ

たことから卵業界との縁が始まります。質疑応答で、「南部会長

はなんで卵の分野へ行ったんですか？」という質問が出るのが通
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例であります。先に答えておきます。なんで卵の分野へ入ったか。

食うのにも困っている貧しい時代に、私の友人が「おい、これ

やったら儲かるぞ」と、この一言であります。イノベーションと

か起業とか、カタカナや英語か、わからないことですが、あまり

効果はないと思います。「儲かるぞ」、これに勝る効果はないと思

います。「儲かったら川向こうへ行けるぞ」ということが一つの

動機であります。動機は鋭いほど、その先にエネルギーが集中し

ます。しかし、動機がいつまでも私利私欲のままであると「一緒

にやりましょう」といってくれる社員がいなくなります。それで

も金さえ出せば来てくれるという考え方もあるかもわかりません

が、私どもの会社・ナベルは二宮尊徳像を前に置いているわけで

すから、できるだけみんなで仲良く、情報公開をして一緒に日本

らしい会社をつくろうと、1975 年、最初の切っ先の鋭さが終わっ

た頃から、そういうふうにしてまいりました。その方が楽しいわ

けであります。

10　中国、ブラジルで現法設立

様々な装置を開発してまいりました。マレーシア現地法人開設、

2002 年に買収しますが、営業を始めるのは 2003 年です。2014 年、

中国・上海の現地法人開設をします。もちろんそれまでに中国に

も機械は出ていたわけであります。中国の人に「なんで中国に工

場をつくらないんですか、中国は膨大なマーケットがありますよ」

といわれました。日本企業は、こぞって「Go To China」の時代
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でした。進出した企業はとても利益を上げたそうであります。し

かしその後、いろんなトラブルが現地で発生した時期がありまし

た。「ナベルさん、中国の現地に工場をつくったら絶対、儲かる

よ、なんでつくらへんの？」といわれたとき、私は「いやあ、あ

なた方は大丈夫だと思いますが、時々、日本企業が中国で遭って

いるトラブルのことを聞きます。当面、私たちは中国に工場をつ

くることを躊躇します」と躊躇したまま今日に至っております。

この資料に書いてないことが一つあります。2005 年にブラジル

に進出しています。現地法人をつくっています。ブラジルは日系

2世、3 世を入れると二百万以上の日系人が暮らしています。コ

チア産業組合が初期の日系人の農業組合でした、そして最もブラ

ジルで力をもっていたのが、卵、養鶏産業だったわけです。ブラ

ジルの養鶏産業のトップたちは、時々、やってきて「日本が懐か

しい。日本がすばらしい。日本とつながりをもちたい」というこ

とで、強く我々の会社はブラジル進出の要請を受けました。そし

て、マレーシアで実績を積んでいる我々ならできる、Yes, We 

can、ということですが、進出してみるとまあ、我々の手に負え

ない。今から 15、16 年前のことです。今はよくなっているんで

すよ。まあ、ほうほうのていで尻尾を巻いて逃げて帰りました。

現地でのお話を、一つ二つ紹介致します。

11　ブラジルにおける日本の評価

「ブラジルへ出てこい」といってくれた彼と高速道路を走って
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いたら、後ろから白バイがビュンビュン飛ばしてきて「ああ、ま

ずいな」と思ったら、彼は、「心配せんでいい。じっとしておれ。

しゃべったらアカンで」と、すぐ財布を出して降りていって白バ

イ警官のところにいく。話をして帰ってくる。「行こう、これで

オッケー」、「いいんですか？」、「ええよ」、「そんなことして捕ま

りませんの？」。

彼は私にいいました。「いや、南部さん、これが日系人の警官

だったら通用しないところなんです。それくらいブラジルにおい

て日系人は尊敬されています、信頼されています」と。それがブ

ラジルの日系人が成功した一つの原因かもわかりません。ただ、

「信頼できる日系人」というブランドをつくるために初期移民の

方はどれほどの苦労をされたかを思うと「歴史の中に人は生きて

いるんだな」と、そんな思いを強くします。

12　難しいブラジルでの事業展開

もう一つは、信頼できる日系の養鶏家のところへ行ったときの

ことです。思い余って、「伊藤さん（仮名）、お宅の会社で表のお

金と裏のお金ってどれくらいあるんですか？」。白バイ警官にも

日本人は尊敬されているわけですから、そういう表裏はないと

思っていました。しかし、「多分、テーブルの下が 2割かな、1割

かな？　半分くらいかな」といわれまして、「これはやっとれへ

んな」と思いました。なぜかというと、機械を 1億円で売るとき

に相手が「納品書に 5000 万円と書いてくれ」と。昔の話ですよ！　
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「5000 万円、足りませんやん？」といえば、「今、用意するから

もって帰ってくれ」といわれる。「もって帰ってくれ」というたっ

て、「税関で見つかったら、どないしますのん」と聞くと、「今ま

で見つかった奴、おらへん」というんです。その話を日本の、あ

る機械屋のオヤジにしますと、「うん、僕もいつも、もって帰っ

ているけど」という。大胆不敵な経営者もいるわけです。正直に

「二宮尊徳翁に恥じない会社でいたい」と社員の前で公言してい

る以上、「こら、あかんわ」ということで撤退しました。撤退に

至る話は、今日は省略します。攻撃よりも守備の方が、はるかに

難しい。それはちょうど、結婚より離婚の方が難しいのに似てい

るかもわかりません。

13　自己紹介、敗戦の空気の中で

会社のことは今、少しお話しました。今度は私自身のことを話

させてください。1948 年生まれ、竹屋町間之町の竹間小学校の卒

業生であります。車屋町押小路にまだ親の実家があります。蕎麦

屋の尾張屋のすぐ近くです。

（パワポ・スライドで紹介しながら）1945 年 3 月中旬、東京の

1枚の写真です。東京大空襲の跡です。敗戦後の 1枚の写真です。

最近、テレビで大食い競争の場面をごらんになることがあるかと

思います。私は大食い競争の場面になるとチャンネルを変えるか、

テレビを消すようにしております。車屋町押小路にいたおばあ

ちゃんが、もし生きていたら、あの大食い競争を見たら、おそら
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く命をかけてでも怒り狂っただろうと思います。ご存じのように

京都は空襲に遭わなかったということで、たくさんの浮浪児が京

都駅に集まってきました。餓死者もたくさん出たそうであります。

日本の 76 年前の写真です。この写真の説明にはこうあります。

「この少年が死んでしまった弟をつれて焼き場にやってきた。直

立不動の姿勢で何の感情も見せず、涙も流さなかった。そばに

いって慰めてやりたいと思ったが、それもできなかった。もし私

がそうすれば、彼の苦痛と悲しみを必死で堪えている力を崩して

しまうだろう。私はなすすべもなく立ち尽くしていた」。1945 年

敗戦後の長崎、カメラマンは米軍の従軍カメラマンのジョー・オ

ダネルであります。これは当時の特別な 1枚の写真ではありませ

ん。日本のそこら中にあった出来事を写した長崎の 1枚でありま

す。ここにいるのは私ではありません。痩せ衰えた成人とともに

いた当時の子どもたちの写真であります。

14　経済戦争には負けたくない

戦後、ずい分と経済復興することになります。1960 年頃に

GDPが 100 兆円を超えて、あとは対数になっていますから、も

のすごい勢いでお金だけはあるようになったわけであります。

2021 年の『日経ビジネス』3月 29 日号で一橋大学名誉教授の野

中郁次郎先生は、こんな一文を載せていらっしゃいます。

「我々は空襲で殺されかけた経験のある最後の世代だ。敗戦経

験に怨念があり、「今に見てろ」という強い思いで研究を続けた。



－20－

経営学をやっていても「欧米を超えてやる」という思いが未だに

ある」。こんな書き出しで野中先生は一文を載せていらっしゃい

ます。団塊の世代は角材とヘルメットだけではありません。団塊

の世代が育ってきた時代、お聞きになっているみなさん方の中に

もいらっしゃるかもしれません、幼いときの敗戦のあの臭い、あ

の空気が私たちの世代の記憶にはあります。そして、野中先生が

おっしゃっているように、「負けるものか、欧米に追いつこう、

追い越そう」、そんな空気の中で戦後復興がなされたのはご承知

のとおりであります。マレーシアでの経営をした経験、ブラジル

で尻尾を巻いて逃げてきた経験、中国での経験、これらを通して

私は「世界は一筋縄ではいかん」というよりも「一色には染めら

れない」と思います。2021 年、今年であります。米軍はアフガン

から撤収、カッコいいことをいっていますけど、「米軍、アフガ

ンで敗退」であります。そして 1975 年、みなさんもテレビのあ

のシーンを覚えておられるかもしれません。「米軍、サイゴンか

ら敗退」であります。その前にまだあります。1948 年、「フラン

ス軍、ビエンディエンフーから撤退」、北ベトナムの港町であり

ます。力で東南アジア、力で他国を支配しようとしたのは悉くう

まくいかない。大変な犠牲を払って敗退をする。これが、この

100 年ほどの歴史、70 年ほどの歴史の真実ではないでしょうか。

15　マレーシア現法 18 年の歴史

我々のマレーシア現地法人の社長は買収後、6年間、私の同級
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生が社長をやっていましたが、6年たって現地の社員に説明をし

て、「このナベル・マレーシアという会社は君たちの会社であり、

マレーシアという国のための会社である。君たちが努力して頑

張ってほしい」と中華系マレーシア人に社長になってもらいまし

た。以来、ずっと彼が社長であります。マレーシアの工場は全社

員に売上が公開されています。利益に対応した決算賞与が分配さ

れています。買収したときは 2003 年、仕事が終わるのが夕方の 5

時、5 時 2 分にはオートバイのエンジン音が鳴り響いて、5 時 5

分には誰もいなくなる。まさにしつけの行き届いた社員でありま

した。「アニュアル・パーティをするから」といいます。年 1回、

社員と社員の家族を呼んで地蔵盆のくじ引き大会のデカイものを

ホテルでやるんですが、「アニュアル・ディナーが 7時から始ま

る」というと現地の日本人社長が「すみません、8 時にきても

らったらまだ早いかな」という。「7時に始まるのと違うの？」と

聞けば、「時間どおりいきませんねん」。始まったのは 9時、そん

な会社でありました。今は時間どおり始まります。今は 5時に仕

事が終わって掃除をして、それからオートバイではなく、四輪車

で帰ります。経済的な発展をしていることがわかります。

16　日本は群を抜く創業 200 年以上の会社数

やはり、日本と欧米の経営手法は違うような気がします。私は

経営を学問しているわけではありません。できるだけ社員諸君に

気持ちよく働いてもらうためにサーバントをやっているようなも
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のであります。

日本：3100 社、ドイツ：800 社、オランダ：200 社、アメリカ：

14 社、中国：9社…。これ、何のことか、おわかりですか。ビー

ル会社の数ではありません。蕎麦屋の数でもありません。創業

200 年以上の会社はこのような数です。おおよそはこんな程度な

のかな。長く続けばいいと申し上げているわけではありません。

「価値観と文化は国によって違うんだ」、ということを申し上げた

いわけであります。東南アジアへの進出、そしてモノ、ヒト、情

報の圧倒的な世界的な流通の増加、今さら鎖国をするわけにはい

きません。21 世紀の世界競争の中で、私たちは歴史の中に生きて

いるわけです。偉そうなことをいっても負けたら終わりでありま

す。占領軍を進駐軍といって心地よい漢語に変えようとしても占

領軍は占領軍であります。負けた側に歴史を残す権利は渡されま

せん。おそらく世界は 20 世紀のような、バーンと手がちぎれた

り、腸が飛び出したりするような、血液がバーンと出るような戦

争は起こらないかもわかりません。しかし、経済戦争も戦争であ

ります。

17　日本の価値観を信じて世界で戦う

様々なスポーツの中継、その時にインタビュアーにスポーツ選

手が答えるとき、「自分が今まで積み重ねてきたものをやるだけ

です。相手にこだわらずに自分のもてるものを自分の得意なとこ

ろを伸ばして闘いたいと思います」。こんなコメントを聞かれた
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ことがあると思います。私は私の会社も含めて日本の中小企業に

同じことをいいたいなと思います。自分の得意なところを伸ばさ

ずして勝てるわけがない。欧米の価値基準は価値基準として参考

にしないと国際化時代にやっていけないと思いますけど、「世界

の大学ランキングベスト 10 に日本は入ってないじゃないか、こ

んなのはダメじゃないか」という人がいる。しかし、どういう基

準で誰がランキングを決めたんですか。「開校 1000 年以上の大学

はお宅、あるんですか？」。そんなものあるわけがない。日本も、

ないじゃないか？　ご存じのように日本には種智院大学もあれ

ば、企業としては金剛組という 1200 年続いている企業もあるわ

けであります。マスコミはいろんなことをいいます。「欧米では、

こんなの、常識ですよ、こんなことをやっているのは日本だけで

すよ」と。そのときにみなさん、一度、心の中でつぶやいてみま

せんか。「日本があってよかったやろ、欧米も日本のこと、うら

やましいと思っているやろう、ほんとは」と。そこから弁証法的

思考が始まると考えてもいいんじゃないでしょうか。何か一方的

にマスコミの押しつける価値観で「あかんな、日本は遅れている

な」と思っている人がいる。マスコミは「日本だけがダメだ、日

本は遅れている」、これが大好きです。

18　大学は疑うことを学ぶところ

しかし、我々は検証なく、それを受け入れることが大嫌いとい

う人生を、これからの経営の中でも送りたい。ぜひ大学生諸君に
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は、「大学は物事を疑うことを学ぶ場所だぞ」ということを私は

強く、強く教えたいなと思います。日本の価値観がすべて世界に

通用すると申し上げているわけではありません。私たちはこの日

本で、先人たちがつくりあげてきた価値観、そのことが 1945 年

から 52 年までの 7年間、占領軍の検閲で、すべて歴史が消され

た時代があります。残念ながら文献も、当時のラジオ放送も

NHKライブラリーにも残っていないのでありますが、一部、「真

相箱」の真相とか、様々なものが発掘されています。日本の歴史

は今も続いていると考えて、あの東京大空襲の中で亡くなった方、

20 歳になる前に特攻隊で逝かれた方のことを思うと「この国を、

よりすばらしい国にして子どもや孫たちに渡していく責任がある

のではないか」と思うのです。私は企業人であります。これを

「産業報国」というのだろうと思います。18 歳のときはどちらか

というと左翼だったような記憶もありますが、今、極めてニュー

トラルな思考をできるようになったなという気がします。

19　最後に

海外への進出で大事にしている言葉があります。「人の思惟（お

もい）は、いずこへも行くことができる、されど　いずこへ赴こ

うとも　人は　おのれより愛しいものを見いだすことはできぬ、

それと同じく他の人々も自己はこの上もなく愛おしい、されば、

おのれの愛しいことを知るものは他の者を害してはならぬ」。お

釈迦さまの言葉だそうであります。私たちのマレーシア進出、そ
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して中国進出、おそらく 5年以内に、またどこかに進出するかと

思います。でも大切なのは、「おのれの　愛しいことを知るもの

は　他の者を害してはならぬ」、これこそがダイバーシティであ

り、共存共栄であり、そんな社会を次の世代に伝えていくのが生

きている者の務めなのだと思います。

ご静聴ありがとうございました。
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アジアのデジタル化
―コロナ後を見据えて―

亜細亜大学アジア研究所・教授　大　泉　啓一郎

1　はじめに

ただ今ご紹介いただきました亜細亜大学アジア研究所の大泉啓

一郎でございます。

今日、100 回記念講演でお話をさせていただくこと大変光栄に

存じます。ありがとうございます。

ご紹介いただきましたように、私は大学を出てから少し寄り道

をした後、民間のシンクタンクで 29 年間、アジア経済の研究を

仕事にしてきました。29 年前といえば、日本企業が東南アジアに

本格的に参加するという時期でした。それ以降、日本と東南アジ

アの関係は年々深まっています。現在では、東南アジアの国々は、

日本経済にとって不可欠なパートナーになっています。

勤務のかたわら、いくつかの本を書きました。

たとえば、2007 年には『老いてゆくアジア』のなかで少子高齢

化はアジアでも始まっているということを指摘しました。2011 年

の『消費するアジア』では、アジアの動向を見る上では、国では

なく、都市が重要だということを消費という視点から書いてみま

した。そして 2018 年の『新貿易立国論』では、30 年近く、日本

企業のアジアでの事業展開を見てきた経験を踏まえ、日本経済と

日本企業の復活には何が必要なのかを論じてみました。今日の話



－27－

は、この『新貿易立国論』の延長線上にあります。まだ、読まれ

ていない方はお帰りにどうぞご購入ください（笑）。延長線上に

あるというのは、その後の変化として経済のデジタル化が加速し

ており、日本企業は、これにいかに対処すべきかを加える必要が

あるということです。

さて講演のメッセージを一言でいえばどうなるでしょうか。先

ほどの南部会長の「日本の誇りを大事にしよう」に続けるならば、

私の話は「おごりを捨て、現実を直視しよう」というものになる

と思います。アジアの経済のデジタル化は、おそらく皆さんが想

像する以上に進んでいますし、今後さらに加速すると思います。

そのなかでは、「日本はアジアの中で抜きん出た力を持つ国であ

る」とか「日本は技術立国である」とかという考えは、一度脇へ

置き、冷静な目で今一度私たち（日本）の立ち位置を確認いただ

きたいと思っています。

2　デジタルは南北問題を解消する？

まず図表 1をご覧ください。これは、日本と東アジアの経済規

模の推移を示したものです。

21 世紀に入った当初、日本経済の規模は東アジアの国のそれら

を足したものよりも大きかったのです。ここでいう東アジアとは、

韓国、台湾、香港、中国、ASEAN10 ヶ国の 14 ヶ国・地域です。

これら全部を足したよりも、日本の経済規模は大きかったのです。

それも、たった 20 年前のことです。ところが、2004 年に東アジ
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アは日本の経済規模を超えました。そして 2010 年、中国が一国

として日本の経済規模を超えました。そして、現在は、東アジア

は日本の 4倍の規模を持っています。この差は、今後さらに拡大

していくことは確実です。ですから、かつての日本経済の繁栄が

頭の中にあるなら、それをまずリセットしていただく必要がある

んです（笑）。

でも、これはアジアだけで起こっていることではないのです。

世界的に見ても、先進国と新興国・途上国の経済格差は、21 世紀

図表 1　日本と東アジアの名目GDPの推移
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（注）  東アジアは、韓国、台湾、香港、中国、ASEAN加盟 10カ国
（出所）IMF, World Economic Outlook, Oct. 2021 
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以降縮小に向かっているんです。図表 2をご覧ください。

20 世紀と 21 世紀の動きがまったく異なることがわかります。

20 世紀は、世界人口の 2割程度の先進国が世界の富の 8割を有し

ていました。反対にいえば、新興国・途上国は世界人口の 8割を

占めていたのに、世界の富の 2割しか享受していなかったのです。

これらは南北格差、あるいは南北問題といわれていました。

その格差が 21 世紀以降、一貫して縮小しているのです。

2020 年は、先進国が 6割、途上国が 4割となりましたが、おそ

図表 2　名目GDPのシェア
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らく 2030 年頃には新興国・途上国の経済規模が先進国を上回る

ことになると思います。しかし、新興国・途上国の人口は世界全

体の 8割を占めているんですから、そんなにびっくりすることで

はありませんね。

むしろ、なぜ 20 世紀は先進国が世界の富を独占し続けたのか。

その構造が 21 世紀以降、崩れた理由は何かを考えることが大切

です。

理由は様々ありますが、ここで指摘しておきたいのは技術情報

格差とその縮小です。18 世紀からの産業革命で生まれた生産技術

の情報は、長い間先進国によって独占されてきました。もっとも、

産業革命の波は、時間を経て欧州からアメリカ、そして日本へと

波及してきましたが、新興国・途上国に及ぶには時間がかかった

のです。

先進国の生産技術情報が新興国・途上国まで拡がったのは、経

済のグローバル化が進展するなかで、先進国の多国籍企業が新興

国・途上国に進出するようになったことに原因しています。現在

では、先進国と新興国・途上国が役割分担をしたグローバル・バ

リューチェーンを形成しています。この過程で生産技術だけでな

く、経営ノウハウが新興国・途上国に移転され、技術が地場企業

にもスピルオーバーされたりして、新興国・途上国が急成長する

ようになったのです。つまり、生産技術のグローバル化が加速す

ることで南北格差は縮小に向かっているのです。

そして、今日お話しするデジタル技術がそれを加速させるよう

に作用しているんです。情報の地域的な格差は急速になくなって
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います。現在は、ラオスにいようと、アフガニスタンにいようと、

ケニアにいようと、昨日（10 月 30 日）の衆議院選挙の結果を動

画で知ることができる時代ですね（笑）。生産技術情報の囲い込

みが困難な時代になったのです。昔取った杵柄は、役に立たなく

なっているんです。ですから、そんなおごりは捨てて、現実を直

視していただきたいと思うんです。

以下の 4つの視点からお話したいと思います。まず「デジタル

化の衝撃」です。経済のデジタル化の加速する背景についてお話

します。次いで、「アジアで拡がるデジタル・ビジネス」として、

アリババ、グラブ、ゴジェックを例にその特徴を考えます。そし

てこのデジタル化に「日本企業はどう対処すべきか」、最後に「サ

プライチェーンのデジタル化」について私見を述べてみたいと思

います。

3　デジタル化の衝撃

経済のデジタル化は、「第四次産業革命」と呼ばれることがあ

ります。

恥ずかしながら、私は、産業革命がこれまで 3回もあったこと

を知りませんでした。学んだことを整理すると、第一次産業革命

はイギリスで起こった蒸気機関を活用した機械を用いて大量生産

できるようになったこと。それは知っていました（笑）。第二次

産業革命は、アメリカで起こりました。電力を使い、生産過程を

オートメーション化したことだそうです。たしかに、生産のス
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ピードが格段に速まりました。そして、第三次産業革命は、先進

国全体で起こったコンピュータによる生産制御です。これは製品

の質の向上に貢献しました。そして、現在は第四次産業革命の最

中にあり、その一つは、ビジネスのプロセスのすべてがインター

ネットでつながるスマート化だそうです。

たしかに、IoT（モノのインターネット）、フィンテック、クラ

ウド、ブロックチェーンなど、新しい用語がメディアを賑わして

います。

それでは、今日のデジタル化が産業革命と呼ばれるべき背景と

はどのようなものだったのでしょうか。ここでは、3つ挙げてお

きたいと思います。

第 1は、「ムーアの法則」です。これは半導体の機能が約 2年

に 2 倍になっていくという法則です。2年で 2 倍ですから、4年

で 4 倍、8 年で 16 倍、10 年で 32 倍・・・というように増えていく

のです。

このことを、リチャード・ボールドウィン氏は『グロボティッ

クス』のなかで、次のように述べています。

「2015 年に販売された iPhone6 の情報処理速度は、1969 年、ア

メリカが初めてアポロ 11 号が月面に導いたメインフレームのコ

ンピュータの 1億 2000 倍」なんだそうです。さらに「2007 年に

販売された iPhoneXの処理能力は iPhone6 より 3倍以上速い」ん

です。今、皆さんが持っているスマートフォンはさらに速い。私

たちは、とんでもない処理能力を持つ携帯、いやスマートフォン

をもっているんです。
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第 2は、「5G」で象徴される通信技術の発展です。1980 年代に

も携帯電話はありました。とはいえ、大手会社の社長の車のなか

にあるだけで、庶民の手が届くものではありませんでした。しか

し、1990 年代に 2Gの時代に移りますと、携帯電話が急速に普及

するようになりました。通勤電車のなかで通話が問題になったの

を覚えている人は少なくないでしょう。それが 2000 年代の 3Gの

時代になると、何が起こったか。電車内での通話が見事に減るん

ですね。皆さん、メールの応対に忙しくなる。2010 年代の 4Gの

時代になると、誰も彼もがスマートフォンをずっと見つめている。

動画を見ることができるようになったからですね。そして 2020

年代、5Gになれば、2時間の映画が 3秒でダウンロードできるよ

うになります。この半導体の機能の向上と通信技術の発展により、

スマートフォンは、携帯電話から高性能のコンピュータに姿を変

えたんです。

第 3に、このスマートフォンが、世界中に普及していることで

す。とくにアジアでそれは顕著です。図表 3は、人口 100 人当た

りの携帯電話の契約件数の変化を見たものです。第 1位の香港は

300 件近く、そのほかの国をみても、ラオスを除いて 100 件を超

えているんです。ここでいう契約は法人、個人双方を含んでいる

ので、アジアに住むすべての人が携帯電話を持っていることを示

すわけではありませんが、ほとんどの人の手に携帯電話があると

考えても、そんなに極端な見方ではないでしょう。

なかでもミャンマーの携帯電話の普及速度は驚くべきスピード

です。2010 年、1.2 件しかありませんでしたが、2018 年には 114
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件になっています。これは、おそらく固定電話の普及を経験する

ことなく、携帯電話の時代に突入したということでしょう。この

ミャンマーの携帯電話は、2021 年 2 月以降の国軍と市民との衝突

でも重要な役目を果たしています。市民は、国軍から目の届かな

いところでデモを実施するために、特殊な SNSを使っています。

そして、ミャンマーで起こっていることが、海外にいてもスマホ

からの動画を通じて詳細に把握できるのです。こんなことがあり

ました。ある女性が銃弾に倒れました。それが軍の仕業か、そう

でないのか。それを日本において、ミャンマー市民の携帯電話の

動画とメールを集め、分析することで、「国軍」の仕業だったと

結論づけることができるというのです。

図表 3　東アジアの携帯電話の契約件数（100 人当たり）

（注）＊は 2019 年値、＊＊ 2018 年値
（出所）WB, World Development Indicators.
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このようなことが、経済水準に関係なく、アジア全体で起こっ

ているということを、ご認識いただきたいのです。

スマートフォンはほとんどコンピュータと変わらないと言いま

した。ですからコンピュータがなくても、インターネットにアク

セスできるようになったんです。携帯電話が普及するまでは、イ

ンターネットにアクセスできるようにするために、農村までケー

ブルをいかに引っ張るのかが課題になっていたのですが、携帯電

話の機能の向上と普及、そして通信技術の発達がその課題を解決

したんです。

カンボジアでインターネットにアクセスできる人の割合は、

2015 年は 6.4％に過ぎなかったんですが、たった 5年後の 2000 年

には 78.8％になりました。スマートフォンが普及したということ

ですね。その結果、カンボジアでは「バコン」と呼ばれるデジタ

ル通貨の使用が始まっているんです。アジアでデジタル通貨が、

一人当たり GDP2000 ドルに満たないカンボジアから始まった事

実には、注意してください。

先進国が生産技術を独占できるような時代は終わったんです。

もちろん、デジタル技術というのは先進国で開発されますが、そ

の活用は経済水準に関係なく可能だということです。ここが、こ

れまでの産業革命と大きく異なるところだろうと思います。技術

開発国もうかうかできないということです。

現在は、安全な水にアクセスできない途上国の世帯にも携帯電

話はあるという時代です。だから、ある経済学者はこう言います。

「デジタル化は最早、選択肢ではない、それは必須条件である」。
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また、2016 年の世界銀行の『世界開発報告』のタイトルは「デ

ジタル・ディビデンド」でした。「ディビデンド」とは「配当」

という意味ですから「デジタルの恩恵」とでも訳せるでしょうか。

携帯電話などデジタル・デバイスの利用に期待したわけです。そ

れまでは、「デジタル・デバイド」が問題でした。「デバイド」は

「格差」という意味です。インターネットにアクセスできる人と、

できない人の間には様々な格差が生まれます。しかし現在は、ス

マートフォンの活用によって、それが解決できるのではないかと

いうのが、「デジタル・ディビデンド」の趣旨です。

実際に、スマートフォンを使っていろんな課題が解決可能に

なっていますよね。カンボジアでは、国内通貨リエルが使われず、

ドルが優先される「ドル化」が進んでいました。ところが、デジ

タル通貨によって国内通貨のドル化を是正することができるよう

になったのです。

もちろん新しい「デジタル・デバイド」が出現しています。そ

れには注意が必要です。誰もがインターネットにアクセスできた

としても、その使い方がわからないと、その恩恵には格差が出ま

す。そのためにはデジタル・リテラシーを向上させる必要があり

ます。とくに若者と高齢者という世代格差を生み出すリスクがあ

ります。

4　アジアで拡がるデジタル・ビジネス

次に、「アジアのデジタル化」をビジネスの観点からお話しま
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す。

アジアでは、スマートフォンの普及を背景に、デジタル技術を

駆使したビジネスで急速に成長する「ユニコーン企業」が次々登

場しています。ユニコーン企業とは、創業 10 年以内で企業評価

額が 10 億ドル以上と見なされるようになった未上場企業のこと

を言います。

ここでは、ユニコーン企業として、アリババ（中国）、グラブ

（マレーシアで生まれ、シンガポールで育った）、ゴジェック（イ

ンドネシア）についてその特徴をお話します。

まず中国の「アリババ」です。

ご存じのようにジャック・マー氏が創設した会社です。アマゾ

ンや楽天のように EC（電子商取引）・通販で巨大化した企業です。

「アリババ」が、なぜ成長したか。いろんな見方はありますが、

注目したいのは、中国には社会主義体制下で形成された複雑な小

売りシステムがあった点です。急成長のなか中国の人たちの購買

力が高まったのですが、希望する製品を手にするのは困難だった

のです。たとえば、中国のある家族が、日本の炊飯器がほしいと

思っても、正式な輸入ルートで入手すると複雑な卸・小売りを経

て手元に届いた時の価格は 3倍ほどの値段になったそうです。た

とえば、日本で買えば 1万円の炊飯器が中国では 3万円になるん

です。このような非効率なシステムを回避するため、中国の人た

ちは日本に旅行し、親戚分まで炊飯器を買いに来たのです。「爆

買い」には、このような背景がありました。

このような非効率的なシステムを、アリババはインターネット
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を介したプラットフォームによる通販で打ち砕いたのです。中国

国内からスマートフォンで気軽に注文できる。「アリババ」は国

内に保税倉庫を構え、これに対応したのです。これは国内でビジ

ネスの場合も同様でした。アリババの成功は、複雑で非効率な

卸・小売りシステムという課題をデジタル技術で解決した。それ

が成功要因でした。

次に紹介するのは、マレーシアで生まれ、シンガポールでユニ

コーン企業になった「グラブ」という、配車アプリから成長した

ビジネスです。東南アジアを旅行して困るのは、タクシーの利用

でした。まず、捕まえるのが大変、そして言語の壁、値段の交渉

となることもある。希望した行き先に向かっているのか不安に

なったりします。これが旅行の楽しさでもあるのですが、時間を

争うビジネスマンには面倒な事態です。創始者であるアンソニー・

タンは、これを配車アプリの使用で解決しようとしたのです。配

車アプリを使えば、それでタクシーを呼ぶことができ、行き先に

よって運賃は事前に決まっているし、走行ルートもアプリで確認

できます。決済はアプリのなかで行うので、トラブルも軽減でき

ます。

このようなマッチングはアプリの得意なところですよね。グラ

ブはその後、グラブフードなどの配送ビジネスに進出し、そのア

プリはグラブペイというフィンテックを備えプラットフォーム化

していくのです。彼らは、同じ課題を持つ東南アジア市場で横展

開していきます。タイ、ベトナム、ミャンマーでもグラブは同様

のビジネスを展開し、その過程でアメリカのウーバーの東南アジ



－39－

アのビジネスをも吸収してしまいました。

最後に紹介するのは、インドネシアのゴジェックです。インド

ネシアでは、タクシーよりも庶民の足はバイクです。街角には多

くのバイクタクシードライバーが待機しています。ゴジェックは、

このバイクの配車アプリからスタートしたユニコーン企業なんで

すが、狙いはグラブとは少し違います。グラブの配車アプリは、

顧客の囲い込みを目的としていましたが、グラブの狙いはバイク

ドライバーの囲い込みでした。つまり、バイクドライバーは、顧

客を見つけるのが困難だったのです。しかし、ゴジェックの配車

アプリに登録しておけば、アプリが顧客を見つけ、知らしてくれ

るのです。登録するバイクドライバーが 20 万人に達するのにそ

れほど時間はかかりませんでした。顧客ではなく、働き手側の問

題を解決したわけです。その後ゴジェックもそのアプリをプラッ

トフォーム化して、ユニコーン企業になったのです。

この 3つのデジタル・ビジネスに共通する点は、課題解決型ビ

ジネスだということです。さきほど、デジタル・ディビデンドと

いう言葉を紹介しましたよね。デジタル技術で社会課題を解くこ

とで大きな恩恵は出始めているのです。

5　日本企業はどう対処すべきか

日本の経営者は、デジタル化でどういう付加価値が生み出せる

かを懸命に考えています。それは間違っていませんが、今困って

いることが、デジタル技術で解決できないか、面倒くさいシステ
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ムをデジタル化で打開できないかを考えることも必要です。日本

のユニコーン企業「メルカリ」はそうですよね。ある人の必要な

いと思うものを、ほしいと思う人につなげるビジネスです。

となれば、重要なのはデジタル技術そのものではなく、「課題

の発見能力」です。それが第四次産業革命の特徴だと思うのです。

たとえば、デジタル・ビジネスの寵児である、ビル・ゲイツ、ス

ティーブ・ジョブス、ジャック・マーを比較してみましょう。こ

の 3人は、いずれもデジタル・ビジネスで成功したことでは共通

していますが、その得意分野は異なります。ビル・ゲイツは、産

業革命でいうと第三次産業革命のリーダーですね。コンピュータ

機能を向上させる OSの開発で成功しました。スティーブ・ジョ

ブスは、デジタル技術の向上というよりも、生活のなかに落とし

込める iPhoneなど新しいデバイスを発明しました。そして、

ジャック・マーです。彼はデジタル技術に必ずしも精通していま

せん。英語の先生でした。アメリカで出会ったインターネットで

中国の社会課題を何とか解けないかと考えるアイデア・マンでし

た。

ですから、日本の経営者は、デジタル技術はわからないといっ

て、放り投げてはいけません。問われているのは、デジタル技術

の詳細な理解ではなく、ビジネスを取り巻く課題の発見能力です。

日本がデジタル後進国といわれるのは、この課題発見能力、いや

発見しようという意欲が欠けていることに起因しているのかもし

れません。

また、日本がこれまでの成功にあぐらをかいていることも、デ
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ジタル後進国と呼ばれるようになった原因のひとつです。経営学

者クリステンセンの『イノベーションのジレンマ』を読むと、新

興国でデジタル化が進むのに、なぜ日本が遅れるのかの背景がよ

くわかります。

例としては適切ではありませんが、アナログ技術を真空管、デ

ジタル技術を半導体としてお話をしてみます。日本の会社は真空

管技術に長け、世界シェアの 80％を持っていたとします。その時

に、日本の経営者は、どのような投資を優先するでしょうか。普

通なら、現在の地位をますます強固なものにするために、真空管

の技術向上にさらに投資するでしょう。他方、出遅れた新興国の

会社はどうでしょう。いくら真空管の技術に投資しても利益をあ

げられません。それならば、別の技術を探し、投資するでしょう。

それが半導体だとします。はじめは、半導体の性能も低く、価格

も高く利益を上げられませんが、損益分岐点を突破し、収益が上

げられるようになり、価格も下げられるようになったら、形勢は

一気に逆転するのです。真空管に投資した企業が気づいた時には

挽回の可能性はほとんどありません。これを「破壊的イノベー

ション」と呼びます。

新興国・途上国で発展した「QRコード」を活用したスマホ決

済がこれに当たります。先進国はバーコードの活用を考えていま

した。ところが、新興国・途上国には、そんな高価な設備もない

し、皆が使えるものではない。そこで、新興国・途上国では、誰

でも容易に手に入る「QRコード」を利用したんですね。その結

果、中国では屋台でも「QRコード」での決済ができるようにな
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り、スマホ決済が一気に全土に拡がったんです。それを先進国が

逆輸入し、「QRコード」の活用が普通になってきています。新興

国・途上国ならではの工夫が新しいビジネスを作る。つまり課題

の多い新興国・途上国ほど、デジタル技術を介したビジネスが生

まれる可能性があるんです。先にみたカンボジアのデジタル通貨

もそうですし、地方に病院の少ない国では遠隔診断が実用化され

ています。この点では、日本は遅れていますよね。日本は 2020

年にデジタル庁を開設しましたが、タイでは「デジタル経済社会

省」が 2016 年に設置されているんです。

6　  日本のグローバル・サプライチェーンのデジタル化

つぎに日本の企業の海外拠点のデジタル化について考えたいと

思います。

かつて日本の輸出は、世界全体の二桁を超える「貿易立国」で

した。現在の中国のようにアメリカは「日米貿易摩擦」を通じて

日本に圧力をかけた時代がありました。懐かしいですね。ところ

が、1980 年代半ばをピークに日本の輸出シェアは低下の一途をた

どり、現在は 4％程度でしかありません。

日本はエネルギーをほぼ 100％輸入に頼るため、それをまかな

う外貨が必要ですが、2010 年以降、保有外貨の源となる貿易収支

は黒字と赤字を繰り返すような状況にあります。それでも私たち

が不安なく生活できているのは、経常収支黒字が多いからです。

経常収支は、貿易収支にサービス収支や所得収支などの海外との
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マネーフローを足したものです。つまり貿易以外の収入が多く

なっているのです。2000 年頃までは、経常収支の大部分は貿易収

支によって決まっていました。しかし 21 世紀に入って、貿易収

支と経常収支は異なった動きをするようになっています。

日本企業がアジアへの進出を加速させ、海外から配当やロイヤ

リティなどで利益を還流させているのですね。日本の生産ライン

がアジア地域に拡張し、その利益が日本に入ってきているという

ことです。このような国境をまたぐ生産ラインは、バリュー

チェーンとか、サプライチェーンとか呼ばれたりします。たとえ

ば、世界の 9割以上のコンピュータは中国から輸出されますが、

その多くの部品は、日本やアジア各国にある日本企業の生産拠点

から調達されているのです。中国の輸出拡大は、日本企業の利益

につながっているのですね。日本が貿易立国として輝き続けるた

めには、日本から世界がほしがる製品を輸出し続けることに加え、

サプライチェーンからの利益を持続的に上げられるように管理し

ていくことが大事なんです。サプライチェーンを構成する海外に

ある生産拠点が競争力を持ち続けないといけないのです。

これらサプライチェーンの生産拠点が位置するのは、アジアの

都市近郊です。ここで注意していただきたいのは、これら都市は

急速に先進国化していることです。

この点では、中国への対処は、より注意しなければなりません。

たとえば中国は国レベルで見れば、一人当たり GDPが 1万ドル

をようやく超えた中所得国ですが、上海市のそれは 2万ドルを超

えて、台湾とほぼ同じレベルなんです。台湾の人口は 2400 万人。
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上海の人口は 2600 万人です。

広東省の深圳の一人当たり GDPも 2 万ドルを超えています。

深圳の人口は 1800 万人ですが、15 ～ 64 歳は 1491 万人、なんと

全体の 85％に達しています。世界中どこを探しても 1800 万人規

模の都市で、その 85％が生産年齢人口だという場所はありませ

ん。ですから、深圳で世界的なイノベーションが次から次へと出

てくるのは不思議ではないのです。テンセント、ファーウェイ、

DJIなど新興企業の勢いは目覚ましいものがあります。

若い人たちが懸命に働く深圳は、日本企業のライバルですか、

パートナーでしょうか。

パートナーですよ。ですから新興国・途上国の都市の力をサプ

ライチェーンの中に組み入れないといけない。中国だけでなくア

ジア新興国・途上国の都市は、サプライチェーンのなかで単なる

下請けをする地域ではなくなりつつあるんです。サプライチェー

ンを持続的なものとするためには、これら都市の成長に沿って生

産拠点をつくり変えていかないといけないんです。

ですから、日本の生産拠点が集積するタイのバンコク、インド

ネシアのジャカルタなどに支店を構える大手の企業には、中国語

のできるスタッフを置き、中国企業をサプライチェーンに巻き込

んでいくような戦略が必要なんです。また、中国企業のサプライ

チェーンに食い込む努力も必要です。かつて韓国の企業、台湾の

企業は日本のサプライチェーンに食い込むために努力してきまし

た。今度は私たちが努力する番なんですよ。中国企業のサプライ

チェーンに限りません。すべての新興国・途上国企業が形成する
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サプライチェーンへの参加に向けた、努力が必要なのです。

しかし、それができないんです。たとえば、実際に聞いた話。

インドネシアで開催された部品の見本市に参加した日本企業のこ

となんですが、インドネシアのバイヤーが「値段引きしてくれな

いか？」というオファーに、日本企業担当者は「まけられません」

と即答したそうです。これこそが「おごり」だと思います。

今や、いずれのアジア諸国も産業のデジタル化を推進していま

す。経営者の意識が急速に変わっているんです。たとえば、アジ

ア開発銀行は、インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナムの経

営者にインタビュー調査をしました。その結果、インタビューを

受けた半分以上の経営者が「自分の会社のデジタル化」に関心を

持っていることが判明したのです。

さて、それでは、日本企業は、どのようにグローバル・サプラ

イチェーンのデジタル化を進めればよいでしょうか。ここでは私

見として 3つの視点を提示しておきたいと思います。

図表 4をご覧ください。

まずは、現場の工場のデジタル化です。現在の工場の作業を、

デジタル・デバイスを活用したものに変えていく。いまだ FAX

を使っているなんて論外ですよ（笑）。さらに、現場にある不都

合をデジタル技術で解決できるかどうかを検討する。ここで求め

られるのは、繰り返しますが、問題発見能力です。生産現場だけ

でなく、人事（たとえば採用）や会計（たとえば納税）でもでき

ることはたくさんあります。本社からの指示を待っているのでは

なく、現場の管理者が考える問題です。
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その次がパートナーを含めた「グローバル・サプライチェーン

の中でのデジタル化」。パートナーとの関係のデジタル化、国境

を越えた遠隔管理などもその一つですが、最近浮上してきた問題

は、新型コロナ感染拡大による影響や、人権問題や環境問題への

対処としてサプライチェーンの「見える化」などが含まれます。

足下では、出張と遠隔会議の使いわけなども考えるべきでしょう。

これは本社と現場でともに考える問題です。

第三は、「現地のアナログ化に応じたデジタル化」です。各国

の「デジタル化」の方向は同じではないんです。デジタル化の加

速には各国の社会事情が反映されている。マレーシアでグラブが

なぜ成功したかというと、マレーシアは多民族国家だったからで

す。アリババがなぜ成功したかといえば、中国では社会主義下で

図表 4　日本企業のサプライチェーンのデジタル化

DX

（出所）大泉作成。
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の卸・小売システムが複雑過ぎたからです。その意味では、植民

地にならず、比較的均一的な社会を維持してきたタイではデジタ

ル化が遅れるのかもしれません。社会課題が多い国・地域とそう

でない国・地域ではデジタルの進む速度、そして方向が少し違う

のです。ですから、マレーシアの成功例が必ずしもタイでは通用

しないというところが出てきます。日本企業は現地のデジタル化

をそういう目で観察し、適切なデジタル化を展開していく必要が

あります。

「すべてをデジタル化できるか？」というと、かならず不具合

がでてきます。それをどうするかという問題がでてきます。

この点について中国の「アリババ」の対処法をお話します。

中国ではスマホ・アプリを通じた通販が一般的になったものの、

それを自宅まで届ける運送会社はそんなに多くありませんでし

た。デジタル化の進展は、その拡大に追いつかないインフラとの

間で問題が生じます。日本でもそんなことがありました。日本よ

り物流システムの整備が遅れている中国ではどう対処しているの

でしょうか。

伊藤亜聖氏の『デジタル化する新興国』（中公新書）によれば、

「菜鳥ステーション」という共同倉庫を設置し、そこに顧客が取

りに来るシステムで対処しているそうです。品物が近くの倉庫に

着けば、顧客にメールが届く。同氏は、これを「割り切りのアプ

ローチ」と読んでいます。そこからの教訓は、「すべてデジタル

でやろうと思うな、できるところから始め、問題は既存の制度を

工夫して補え」、というところでしょうか。
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こう考えれば、日本のデジタル化に、明るい道がみえるのでは

ないでしょうか。

最後に、日本が、デジタル化が遅れる原因のひとつにアナログ

技術やデジタルを使わなくても効率的な制度を整備してしまった

ことがあります。たとえば、トヨタ自動車は、デジタル技術を使

わずに、IoTを活用したスマート工場に匹敵する工場を作ってし

まったんです。「ジャストインタイム」のカンバン方式ですね。

これは、これですごいことなんです。

どうもご静聴ありがとうございました。
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日本企業とアジアの挑戦（質疑応答）
南　部　邦　男
大　泉　啓一郎

司会　林　田　秀　樹

林田　それでは、質疑応答と討論を始めます。皆さんからお寄せ

いただきました質問に、講演者のお二人からお答えをいただき

たいと思います。その後、3人で議論をできればと考えており

ます。まず、南部会長への質問です。「社名のナベルの意味す

ることについてお聞かせください」ということです。ご紹介い

ただければと思います。

南部　NAMBU ELECTRIC…NABEL（ナベル）というわかりや

すい話です。

林田　次も、南部会長への質問です。「ご自身の大学時代の思い

出に触れておられましたが、現代において大学が社会に果たす

役割はどのようなものだとお考えですか？」ということです。

新人を採用されるとき、学生の気質が昔と比べて今は変わって

きているなとか、こう変わっていくべきではないかとか、学生

の参加者もいますので、大学や学生に期待すること、あるいは

大学教員に期待すること、お叱りも含めてお聞かせいただけれ

ばと思います。

南部　世の中が変わってきています。世の中に大学が存在してい

るわけですから、一概に大学がいかんとか、そういう問題では
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ないと思います。ただ、大学が就職のための予備校化している

のは少々、残念な思いがします。いろんな大学でお話をすると

き、「大学に入ったのは自分で物事を考えるために入ってきた

んだぞ。ものを考える力を身につけるために大学にきているん

だ、がんばれよ」と話をします。採用面接の際に、「何を学ん

できたか」を一応、聞きます。本人はそれをいいたいと思って

いますから。しかし、本当に聞きたいのは「何を悩んできたか」

ということで、それ聞こうと努力をします。親との葛藤、失恋、

生きることの意味とか、様々な悩みをそう簡単には話をしてく

れませんから、「好きな女の子、いるの？」とか、いろんなと

ころから悩みを引き出そうとします。真剣に悩んだ子は生きる

力がきっとついているだろうと、そんなことを期待するからで

す。

林田　今日のお話と関わって、私から質問させていただきます。

「日本企業の誇り」というタイトルのご講演でしたが、「次の世

代の若い学生たち、大学や高校を出た方たちに、伝えたいこと

をちゃんと伝えていけるという感覚をおもちだろうか」と考え

ながらお話を聞かせていただいていました。「彼らを信頼でき

る、彼らには彼らの未来がある。任せていける」と感じておら

れるのか、もし足りないところがあるとすればどういうところ

か、この間、若い方と接してのご感想がありましたらお願いし

ます。

南部　こういうときは一応、「今の若い方はしっかりしています

よ。全然ダメなことはないですよ」といわれる方がいますけど、
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私は正直にいいますと「お前ら、何、考えて生きてきたんや」

と。小学校の時に何を教えてもらってきたのか、みなさん感じ

られたことはありませんか。地下鉄や阪急で立っていると後ろ

で友だち同士が「ほんでどうしたんや？」と。パッと後ろを見

たら親子やったという経験が一度ならずあります。それまずい

のではないか。小学校の先生は児童と話すとき、教師と児童と

いうことではなく、兄貴と妹、姉と弟でもなく、膝を折って目

線を同じくした友だち同士。私の世代ではこれはダメだと思い

ます。「昔とは違う価値観でいい」というのが台頭してくるか

もしれませんが、ただ私はガンコ のごとく「俺は気に入らん」

といったまま棺桶に足を突っ込みたいと考えております。

林田　今度は、大泉先生のお話に対する質問です。ご講演の終わ

りの方で、「そんなに無理してデジタル化しなくても」という

主旨のお話をされました。デジタル化が話題に上る度に、何か

デジタル化にせっつかれているというか、「自分の生き方をデ

ジタル化に合わせて考えていかないと、どうもこれから暮らし

にくくなっていくのではないか」というイメージを受けられる

人は多いのではないか。正直、私もそういう感覚をもつわけで

すが、「乗り遅れるぞ」といわれて前にのめっていくとマイナ

スのことが出てこないのかなとも思います。そういう主旨のご

質問をいただいています。「デジタル化が進むことで営業マン

はいなくなってしまうのではないでしょうか」とういうことで

す。今、携わる仕事がなくなり、また新しいスキルを身につけ

てやっていかなければならないというようなご時勢になるのか
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どうか。「デジタル化にのめることでマイナスの側面に直面す

ることはないだろうか？」ということについて、お話しいただ

ければと思います。

大泉　経済のデジタル化は、プラスばかりではありません。マイ

ナス面もあります。

たとえば、デジタル化によるビジネス活動の自動化には、雇

用を縮小させてしまうリスクがあることが議論されています。

たとえば、アジアではありませんが、2013 年のカール・フレイ

とマイケル・オズボーンが、アメリカの 47％が今後 10 ～ 20 年

で自動化される可能性が高いと指摘した論文は、世界から注目

を集めました。アジアでも、そのような動きが起こるかもしれ

ません。とくにグローバル・バリューチェーンに参加する企業

の動きには注意が必要です。

ただし、経済社会のデジタル化は始まったばかりであり、そ

の行方は定かではありません。デジタル化は不可逆的なトレン

ドとはいえ、そのスピードは国によって異なりますし、その方

向も今後各国によって異なったものになることでしょう。

私が危惧しているのは、経済社会のデジタル化をやみくもに

進めることで、それまでの経済社会のアナログのよさがなくな

ることです。もっといえば、新しい技術が入ったことで、壊さ

れる社会に注意すべきだということです。また、デジタル技術

を使える人と、そうでない人の間に溝ができないか、なども気

になっています。

林田　これは、お二人の話を聞かせていただいて浮かんだ私から
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の疑問ですが、南部会長のお話については、チームワークを大

事にする、進出先のマレーシアの様々な国情・国民感情を大切

にした経営をしていくというお話、そして、大泉先生がいわれ

た「デジタル化によって失われてはいけない大切なアナログ」

というお話に関連しての質問です。今まで経営に携わってこら

れて、デジタル化の波の中で、あるいはその他の社会現象でア

ナログの良さが何らかの契機で失われてきている、実際なく

なってきている、残念だなと思われたこと、なくさないで大切

に保っていくべきことは何かについて考えておられること、企

業人としてそうしたことに役割を果たしていきたいということ

があれば、お聞かせいただければと思います。

南部　パネリストも司会者も当たり障りのないことをいってシャ

ンシャンと終わるのが普通ですが、パネリストが二人ですから、

まだいいんですけど、3人、5人とかで 5分しゃべったら 25 分

ですわ。議論がまとまらない。みんなが消化不良になる。賑や

かしのために、あえて本心でないことをいいますので、冗談や

と思って真面目に聞いてください。

大泉先生への質問の中で、「今のスキル、せっかくもってい

るスキルが役に立たなくなることがあるのでしょうか？」。そ

んなの、あるのが当たり前で、我々の採用試験のときは、「算

盤何級ですか？」「2段です」とかいっていましたが、時代とと

もに必要な能力が変化していくわけです。必要な能力が変わる

のは当たり前です。それに合わせて大学も高校も教育をしよう

とする。また不足しているところを専門学校が補おうとする。
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それは社会全体として極めて健康な話であって、当然、それに

乗れない奴は淘汰される。当たり前の話であって「新しいイノ

ベーションをしろ」「失敗したら、どないするねん、下にセー

フティネットを張っておけ」と、そんなもんで起業ができるも

のではないのであって、「ハングリー精神の中でやっていかな

いと、あかんのにな」と。

右に文句をいって左に文句をいうと大泉先生がおっしゃるよ

うに本心じゃないんですよ、わかってくださいね。「あえて」

という、選挙に若い人が行かないのは必要性を感じないから行

かないのであって、それを何とかしようといったって永遠に無

理だろうと思います。「政治を変えないと、世の中を変えない

と我々もうたいへんや」と若い人が思うようになったら、きっ

と変わるやろうと思います。若干、そのお手伝いをする。「こ

んなことをしておったらあかんぞ」と、いわないといかんので

すけど、ちょっと何かをいうたら「パワハラ」といわれますし、

会社で「おい、今日は飲みに行くぞ」というと「すみません、

ちょっと家に電話してみます」「ここは小学校か」と。もっと

気の利いた人は「今日は妻の誕生日ですので」と。ほほえまし

い話ですけど、今の日本の社会が極めて豊かになって、これは

喜ばしいことだということを、まず理解したうえで、喜ばしい

ことがもたらす反作用、副作用が、こういうことなんだと理解

した方が、次のステップへ進めるかなと思うわけです。

みなさん、新しい発明をするのに、「必要は発明の母」（Need 

is the mother of innovation）という。母だけで子どもができな
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いのは知っていらっしゃいますね。父がいるわけですね。必要

が母だとしたら父は何なのでしょう。かの有名なガリレオがこ

ういっています。「Doubt is the father of innovation」、疑うとい

うことと必要性が相まって新しいイノベーションが生まれる。

いかにすばらしい研究所をつくり、金を思い切りぶち込んでホ

テルと見紛うばかりのアプローチがあって階段があって、こう

いうところで新しいイノベーションが生まれるべくして誘導し

ているわけですけど、器＋心構え、それをアナログとデジタル

とは思いませんけど、デジタル化の波がアナログのよさ、大切

なところ、すばらしい同志社の今出川キャンパスという、デジ

タルと、そこに流れている新島襄先生以来の志、スピリッツ、

生きることに対する情熱と相まって、アナログとデジタルは対

峙するべきではなく、自転車の前輪と後輪、人間の足と手と、

というふうに大事なものやと思います。本心じゃないんですけ

ど。

林田　ありがとうございます。大泉先生への質問ですが、どちら

にもお答えいただければと思います。「不便さを解決する技術

革新がデジタル化を進める一面があると考察されると思いま

す。そういう意味で社会基盤が充実した日本では技術革新やデ

ジタル化が遅れたといえるのではないでしょうか？」という質

問です。これは一部、大泉先生がおっしゃったことかと思いま

す。「しかし、欧米先進国はそうではありません。なぜ日本だ

けが取り残されているとお考えですか？」とも聞かれています。
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東南アジア、南米で事業を展開してこられた南部会長には、彼

の地で日本企業との違いをデジタル化に関係してもしなくても

感じられことがありましたらお聞かせいただきたいと思いま

す。

大泉　日本のデジタル化が遅れる原因のひとつは、ご質問ですで

に指摘されたように、明治から昭和まで、日本ではアナログ技

術で不都合の少ない社会基盤を作り込んできたことがあると

思っています。それは欧米以上のものだと思うのです。また日

本全土で同じような価値観を共有していたことも大きいでしょ

う。トヨタ自動車のカンバン方式のように、日本社会には、時

間をかけてつくり上げてきた安定的かつ効率的な制度や慣習が

あるように思います。

日本ではキャッシュレス決済が遅れていますが、別に現金決

済でも面倒は少ないですよね。これが、海外で買い物をした際

のように、店員がお札を一枚一枚、偽札かどうかチェックする

ことになれば、状況は変わります。

もっとも、日本にはすぐれたデジタル技術があったにもかか

わらず、使われなかったのです。スマートフォンを介した決済

技術はずい分昔から実現していたんです。でも、社会が要求し

なかった。イノベーションのジレンマの例でお話したように、

アナログ技術・制度での工夫をどんどん深めることで対処して

いったのです。キャッシュレスが進む世界で、最新の技術を

使ったお札がまもなく登場しますよね（笑）。

だから、政府はともかく、私たちは、自分の足下をよく見て、
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そこにある不都合をデジタル技術で解決できないかを考える。

ここから始めるのがよいような気がするのです。デジタル技術

への置き換えばかりを考えるのではなく、アナログ技術・制度

の強みを強化するためにデジタル技術を使うんです。

南部　今度は本心からいいますけど、今の大泉先生の話には

120％賛成します。全くその通りです。大泉先生と同じことを

中国がいっています。日本が強い理由について、中国のメディ

アが今年 4月 24 日にこんなことをいっています。「日本が戦後

に奇跡的な復興を果たすことができたのは、ひとえに日本人の

性格のおかげ」と主張する記事を掲載しました。「日本の戦後

の復興が、いかにありえないことだったか」を振り返った上で

「同じく近代化改革を成功させた明治維新と重なる部分がある」

と分析しています。「これらの成功は日本人の性格によるとこ

ろが大きかった」と。「その主なものは達観主義だ」という。

「開国による鎖国の終わりも第二次世界大戦の敗戦も、日本人

にとってショッキングな出来事であったことに変わりはない。

しかし、日本人は特有の達観主義により敗北や変化を潔く認め、

自暴自棄になることなく、前向きに仕事に打ち込んだ」と尊敬

を込めて中国のメディアは伝えている。案外、我々は「我々が

もっているものの価値をわかってない」のかもしれません。大

泉先生がいわれる日本人のきめ細かいところの気質、お話をそ

こまでされたことに対して、まるで中国人みたいだなと。

これも大泉先生の意見に大賛成ですが、トヨタのカンバン方

式もデジタル化なしでやるという諸外国からするとぶったまげ
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た国ですから、向こうは何もないからデジタル化するので、偽

札も日本はほんどない。ほんまにないですか？　見つからない

ことには偽札といえないわけですが、世界中から見て日本はほ

ぼ偽札がないだろうという。必要性があるから何かが起こる。

しかし、意図してデジタル化の波に乗り遅れないようにしない

ことには日本の産業も衰退するという気はします。

林田　次は、南部会長への質問です。「マレーシアの工場のロケー

ションはどこですか。コロナ禍で何が起こっていたのか、問題

があったとしたら、それへの対応はどのようにされたのかにつ

いて教えていただきたい」とのことです。

南部　ニュースでも報道されていましたが、マレーシアはこの間

までロックダウンをやりました。当然、工場も企業も、従業員

は全く出勤できずです。ただ、卵という食品に直接関わる企業

だから、政府から特例の措置で「一定の人数の従業員だけは出

勤してもよろしい」という許可を得て操業は続けましたが、赤

字のたいへんな期間を経験しました。全面解除されたのが 3週

間前で今は全員出勤しています。いくら二宮尊徳像を置いてい

ても、こちらの意図することはできませんので、社員は自宅で

「ヤッタあ、休みだ」と喜んでいるだろうという、イライラし

た時間を過ごしました。工場のロケーションは、クアラルン

プールの国際空港から車で 30 分のところです。

林田　私からの質問です。ある若手の研究者とやりとりしながら
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その人が出した原稿について二人で検討したときのことです

が、「ここで使っている用語は別のこの用語の方がいいんじゃ

ないか？」というような議論をしました。私は、自分の考えを

説明したところ、彼は電話の向こうで何をしていたかというと、

グーグルで自分が使った用語と私が「こっちの方がいい」と

いった用語のヒット件数を比べていた。「先生のいわれた用語

よりも、こっちの方が、ヒット件数が多いです。こういう文脈

で使うのは私の使う用語でいいんじゃないでしょうか」という

のです。私は自分の考えを説明して聞いたにもかかわらず、そ

ういう答えが返ってきた。私の古い頭が、そう思わせることか

もしれませんが、スマホでピッと検索して「どっちかが多かっ

たら、そっちをとろう」という「考えない選択行動」をとる習

慣が私たちに入ってきているのだと思います。何を買うかにつ

いての選択だけではなく、口コミがどうだった、そういう選択

とつながってくるのかもしれませんが、ものごとを考える上で

言葉を使うべきだということと、すごく矛盾する思考をする人

が増えているように思いますが。

大泉　「ヒット件数が多いから使う」という姿勢からはイノベー

ションは起こらないのではないでしょうか。イノベーションは、

これまでなかったことを生み出すことだからです。むしろ議論

して「新しい用語をつくる」ということが、大切ではないかと

思います。

南部「ヒット件数はヒット件数以上でも以下でもない。正しいか

正しくないかの証左にはならない」といわないといけない。
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大泉　AIに頼らず、ときに OIが必要だと思います。

南部　それは何ですか？

大泉　「おっさんインテリジェンス」です。AIは仰山のデータ

（ビッグデータ）から答えを出す。OIは違います。数少ない

データから自由そして勝手に創造する。独断ですが、そこから

イノベーションが起こる可能性もある。それは自分の経験が背

景になっているから、推進力もある。ヒット件数の多いものを

選んだってイノベーションは起こらない。ときには OIも必要

だと思います。OI、どうぞ、お持ち帰りください。

南部　もって帰ります（笑）。

林田　世間の受け止めとしては、今尊重されるべきは、すぐに比

較をしてくれる、すぐに答えが出てくることであって、デジタ

ルとはそういう機能をもった検索マシーンに代表されるものだ

と、一般社会が受け止めてしまっているところがあるのではな

いでしょうか。「自分なりに考えて」ということをいっても、

「自分なりに比較しているだけなんだ」といわれて終わりとい

う残念な傾向があるように思います。学生と話をしていても、

そういうことがあったりするんです。

南部　それはね、逃がしたらあきません。「自分なりに比較して

いるだけなんだ」ということで終わらず、「比較してどうなん

や。こっちが多いからこっちが正しいと思うのか、お前は。お

前はそういう人生を送るのか」といわないと、しゃあない。

林田　おっしゃる通りですが、先に紹介したケースでは相手が書

いた原稿なので強くはいえなかったこともあり、「ああ、そう
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か」で終わりました。反省すべきですね。

大泉　私は、ビッグデータによる AIが出した結果を否定するつ

もりはまったくありません。使えるところはどんどん使えばい

い。私の研究室では、YouTubeが「おすすめ」する音楽を流し

続けていますが、問題を感じたことはありません。それによっ

て私の人生が変わることがないからだと思います。ただし、人

生が決まることは、AIに決めてもらってはいけない。当たり前

の話です。なのに自分に合った就職を AIで見つけてもらって

いる学生がいるとか（笑）。

林田　ありがとうございます。ほぼいただいた質問は出尽くして

いるかと思いますが、大泉先生の議論の中で「1990 年代まで貿

易収支の黒字が経常収支の黒字のほとんどを説明した時期が

あったが、今は所得収支の黒字で経常収支が黒字になっている

から、日本経済はまだもっている」という議論をされていたと

思います。だからまだいいんだというお話です。

南部　私の理解では大泉先生は「それでいいんだ」とはおっ

しゃってないと思いますが。

林田　「いい」というか、問題になっていないという見方だと受

け止めました。所得収支の黒字には、さらによくみるべき国際

収支上の問題があって、今では、本国の日本に送金されてきた

収益とほぼ同じ規模の収益が、企業の進出先で留保されている

のです。すなわち、海外で活動する日系企業が上げる収益の約

半分は日本には実際還流していない。貿易は赤字基調になって
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きているが、経常収支は黒字だから問題ないとされていいのか

どうか。

これと関連して南部会長もコロナ禍を脱して事業が復調して

いけば、以前にも増して広く事業展開し、成功を収めていかれ

ると思いますが、向こうで上げた収益は、さらに向こうでの事

業拡張に再投資されるか、あるいは日本に何らかのかたちで

フィードバックしていった方がいいとお考えになるのか、デジ

タル化とも関連してアジアで活躍されている日本企業全体が、

日本に対して一定のフィードバックがあるから問題ないとして

いいのかどうかという問題です。

大泉　すでにお話したように日本の経常黒字は貿易収支ではな

く、配当やロイヤリティなどの海外からの利益の移転で支えら

れています。日本の外貨保有を維持する意味では、海外からの

所得移転はいいことですが、少し気になることをお話します。

東南アジア経済を研究するかたわら、ずい分たくさんの日系

の工場を見学する機会がありました。人材育成にどれだけお金

を使われているかということが気になっていました。東南アジ

アに進出する日系の工場では、採用時に「高技術者がほしい」

といって専門学校から優先的に採用されました。しかし、たい

した研修もなく 20 年間同じ作業に従事している場合も少なく

ないように見受けました。なぜ、日本の工場と同じような研修

や昇進システムがなかったのか。また、なぜ多くの現地の工場

が発展して現地法人になっていくという質的変化がみられな

かったのか、ということです。利益は上がっていたんですから、
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お金がなかったわけではありません。

経常収支黒字は、サプライチェーンからの利益と言いました

が、韓国、台湾、中国企業のサプライチェーンとの競争に打ち

勝つ準備に使うことが必要です。これに対応するためには、現

地の工場の人材育成や独自に動ける制度づくりを実現するよう

な経営者を送り込むべきなんです。

なのに、2000 年以降は、赴任の 3年間を無難にこなせばよい

だろうという人の派遣が増えたような気がします。たとえば、

インドネシアに 3年赴任した日本人はたくさんおられると思い

ますが、赴任された人でインドネシア語ができるようになった

人はどのくらいいるんでしょうか？　現場を強くするには現地

語が不可欠です。生産現場が競争力を持たないと、海外のサプ

ライチェーンとの競争に遅れを取り、それは将来的には経常収

支の悪化につながらないともいえません。もっと真剣になるべ

きです。

南部　全く私も大泉先生のお考えに同感です。続いて大泉先生の

疑問にお答えします。なぜそういうふうに日本の会社はやって

いるのか。それはタイ、マレーシアへ進出するのは「自分のと

ころの会社の利益を最大限にするため」であります。「その会

社はタイの社員のものであり、タイの国家のものである」とい

う考えの方に「南部さん、何考えているの、そんな甘いことで

やっていけるか？」といわれるのが通例であります。3年で大

手の企業の駐在員は交代します。ナベルは一人目の駐在員は

15、16 年、彼は毎朝、一番に会社の門を開けます。掃除もして
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いました。二人目の駐在員は行ったまま、まだ帰ってきません。

大企業に特に目立つのかもしれませんが、東南アジアに出張す

るのはいつ出発するかご存じですか。金曜日に出発するのが一

番いいわけです。現地の駐在員が飛行場まで迎えに来てくれま

す。大手を振って歓楽街に行って食事をします。ホテルに泊

まって目を覚ますと土曜日です。ゴルフにいくことになってい

ます。好きな人は日曜日もいきますが、1日ゴルフをして、1

日ショッピングをする。月曜日に仕事をして、火曜日の飛行機

で帰ってくる。「そういう人があるらしい」と聞いていただい

た方がいいかと思います。

我々の会社がマレーシアに進出するときの笑い話をします。

滋賀県にある中小企業の会社が進出していまして、そこの社長

と友人で「どないして、お金もって帰るの？」と聞いたことが

あります。彼の案内でマレーシアにも何回か行って、駐在員に

も世話になりました。さて、「儲かったお金、どないしてもっ

て帰るのん？」。彼はなんていったと思いますか？　「南部さん、

ポケット入れて持って帰ってくるのや」というのです。それは

結構な会社です。今から 22、23 年前の話ですから、そんな乱

暴が、まだまかり通っていたのかなと思います。

ナベルのマレーシア工場、営業も技術、サービスもあります。

一応、一人前の会社です。マレーシア政府の要請で進出したと

いうかたちですから、9年間は「パイオニア・ステータス」と

いう地位を与えていただいて、日本の会社へ配当できるわけで

す。配当は課税された後の配当をするんですが、「9年間税金は
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要りません」というウェルカムのご褒美です。9年過ぎたら日

本の経済産業大臣がお礼に来ましたけど、「絶対帰らないでく

ださい、ここで食い逃げしないでください」といわれました。

今、最大の問題はマレーシアに利益を移転価格することです。

部品はマレーシア工場に輸出しますから、値段は勝手に決めら

れます。よそで売っていない部品です。安い値段で売ると日本

のナベルは儲かりません。マレーシアの方に利益が移ります。

高い値段で売るとマレーシアのナベルは利益が少ない。最近は

マレーシア徴税庁と日本の税務署で、「あっちを立てれば、こ

ちらが立たず」が現実です。時々摘発されている会社もありま

す。うちはそんなことはしていませんので、念のため。以上で

す。

林田　そろそろ時間がきましたので、最後にお二人から一言ずつ

今回の演題と関わらせて、聴衆の皆さんにメッセージをいただ

ければと思います。大泉先生からお願いします。

大泉　今日の講演の冒頭でお話した通り、「おごりを捨てて現実

を見る」ことですね。変化をまず客観的に見る。

南部　100 回という記念すべき場でお話をさせてもらったこと、

ほんとに心からありがたくうれしく思います。73 歳ですので、

がんばって現役で、あと 2、3 年、粘って 5、6 年、だんだんや

ることがいい加減になる年齢になってきますので、今のうちに

次の世代の方、若い方に「戦争のこと、君たちの未来のために

死んでいった人たちがいること」を、年配の方は私といっしょ
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に伝えていただきたいなと、中年の方は、ちょっとそのお手伝

いをしてほしいなと思います。今日は、ほんとにありがとうご

ざいました。

林田　ありがとうございました。お二人の講演者の方に、もう一

度、みなさんから拍手をいただけましたら幸いに存じます。あ

りがとうございました。

これで第 100 回公開講演会を閉会とさせていただきます。ご

来場の方もオンライン参加の方も、本日は長時間、ご参加いた

だきましてありがとうございました。
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