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朋友だより
4 月 14 日から続いている熊本地震で被災された方々に
心からお見舞い申し上げます。
今年 2 回目の朋友だよりをお届けします。
テーマは 「グローバル時代の中小企業」。
ご参考になれば幸甚です。

２０１６年４月
(有)コンサルタント朋友
代表取締役 奥 長 弘 三

グローバル時代の中小企業

グローバル企業優先政策の
行き詰まりが各所で見られる
21 世紀に入り、各地でグローバル企業優先
政策の行き詰まりが見られます。
最も象徴的なものは、現在アメリカ大統領予
備選挙が行われていますが、民主党のサンダ
ース候補が格差反対を訴え、国民的支持を得
て善戦していることです。イギリスでも最大野党
労働党のコービン党首が格差反対を主張し、
支持を集めています。 グローバル企業優先
政策の結果、生じた格差に対し、国民的な反
撃が始まっています。
日本でもアベノミクスの失敗が、誰の目にも
明らかとなってきました。第 2 次安倍政権発足
後 3 年半になりますが、不況から脱却出来て
いません。大手企業は最大利潤を上げる一方、
働く人達の賃金アップは実現できていません。
安倍政権が約束したトリクルダウンは見られ
ません。異次元金融緩和路線も実体経済の活
性につながらず、国民にとっては円安による生
活必需品や資材の高騰に苦しめられています。
東日本大震災復興にもグローバル企業優
先政策によるひずみが見られます。インフラ整
備が進捗する一方、地域社会、生活の復興が
遅れていると言われています。

安倍内閣の暴走
第 2 次、第 3 次安倍内閣の暴走ぶりには目
に余るものがあります。国民の大多数の良識と
希望を足蹴にして、安倍政権は憲法に違反す
る安保法制を強行採決し、集団的自衛権に道
をひらきました。参考人に招致した憲法学者 3
人とも憲法違反と主張し、またどの世論調査も
半数以上の反対を報じている中での強行採決
です。国民の声には一切、耳を傾けず、自分
達の意思を通す独裁政治そのものです。国民
主権をうたった憲法を無視した政治手法に恐
怖を感じます。

安倍政権がこれほど安保法制に固執するの
は何故でしょう。固執の背景にあるものを知り
たいと思います。渡辺治著『現代史の中の安
倍政権―憲法・戦争法をめぐる攻防―』（2016
年 1 月 かもがわ出版）がこの間の事情を解明
しています。多少長いですが、ポイントを紹介
します。
集団的自衛権、アメリカの戦争に全面的に
加担する体制をつくれという要請は、決して
安倍首相の思いつきではない。(P.18)
90 年代初頭の冷戦終焉により、世界の政治
経済は激変した。冷戦の間、二つに分かれて
いた経済圏が「自由」市場に統一され、アメ
リカや日本の企業が世界を股にかけて「活躍」
できる市場が世界に拡大し、グローバル経済
の時代に入った。(中略) しかしこの新たな
「世界」はグローバル企業には旨みも大きい
代わりに、危険な「世界」でもあった。
（P.21）
冷戦後のアメリカの新戦略は力によって新
たに拡大した自由な市場を維持･拡大する戦
略となった。
（中略）しかしアメリカは世界の
警察官を単独で引き受けることを拒否し、日
本にも「ともに血を流せ」という圧力をかけ
てきたのである。拡大した世界で日本企業が
甘い汁を吸いたいのなら「ともに血を流せ」
というわけである。
「ただ乗りは許さない」が
合い言葉となった。(P.22)
しかし当時の日本政府はこうしたアメリカ
の要求を受け入れることは出来なかった。
（P.23）憲法の制約があるからである。
第二次安倍政権は不退転の決意で、自衛隊
の海外での武力行使、日米共同作戦態勢の完
成を目指している。（P.24）
安倍首相が求めている大国は、まさにそう
いうアメリカの世界支配に追随協力し、自国
のグローバル企業の分け前を確保することが
できるような大国である。（P.30）
今一つの課題は同じく冷戦終焉を機に登場
した新自由主義改革という課題である。
冷戦終焉と経済のグローバル化の下で多国籍
企業間の世界的規模での「大競争」が激化す
る中、各国政府は自国の大企業の競争力を強
化するために既存の政治、経済システムを大
規模に変える新自由主義改革を本格化させた。

自国経済の発展は自国多国籍企業の競争力強
化による繁栄以外にないと判断したからであ
る。（P.25）
日本でも新自由主義改革が大きな課題とし
て浮上した。しかし改革で犠牲になる、地域
の中小企業や農業、地場産業を支持基盤とし
てきた自民党政権には自ら足を食うような改
革であるため、歴代政権は軍事大国以上に消
極的であった。（P.25）
ここでも第二次安倍政権は「アベノミクス」
を掲げて、新自由主義改革の本格的な再稼働
に踏み切ったのである。この領域で安倍政権
の行っている政治はすさまじいものがある。
（P.26）
安倍首相が新自由主義的改革に力を入れ、
また「地球儀俯瞰外交」と称して、財界人を
引き連れて精力的に外国を回りインフラや原
発の売り込みに精を出しているのは、この課
題の実現のためである（P.31）

暴走をとめる力
１．2000 万名署名運動
昨年 11 月から「戦争させない･9 条壊すな！
総がかり行動実行委員会」の呼びかけで、戦
争法の廃止を求める統一署名運動が展開さ
れています。2000 万名の署名を今年 5 月 3 日
の憲法記念日までに集めようという壮大な運動
です。
主権者である私たち国民が声をあげ、暴走
する安倍政権にストップをかける絶好の運動で
す。一人でも多くの国民が参加することを呼び
かけたいと思います。
今年は日本国憲法が成立して丁度 70 年に
なります。成立直後からその実施を阻もうとす
る権力を握った勢力と完全実施を求める大多
数の国民の声との戦いの渦中の置かれた憲
法ですが、はじめて全国的レベルで展開され
る運動です。
今年 7 月開催の参議院選挙と合わせて、安
倍政権の暴走をストップさせましょう。
２．グローバル企業崇拝主義の克服
グローバル企業は経済的に大きな力を持っ
ています。その影響力も絶大です。日本で企
業優先政策が明治以来、一貫して進められて
きました。その結果、大企業に重きを置く風潮

や価値観が形成されてきました。グローバル企
業崇拝主義といって良いでしょう。
しかし、最近になってグルーバル企業優先
政策のほころびが随所に見られるようになりま
した。最大の原因は、海外市場獲得を優先し、
国内市場を育てることを放棄した結果、国内の
格差が広がり、許容限度を超えたことによりま
す。地域が崩壊し、人間らしく生活することが
保障されなくなってしまいました。
グローバル企業だけが企業ではありません。
各地には地域に根を下 ろしたローカル企業
（中小企業）が存在しています。働く人達の 7
割がローカル企業で働いています。ローカル
企業にはローカル企業の良さがあります。それ
を守り、発展させることが大切です。最大の利
点は雇用を確保し、人間らしく働くことが出来
ることです。また地域の人達の豊かな生活を支
えるのもローカル企業です。
今こそ、グローバル企業崇拝を克服して、ロ
ーカル企業に目をむけ、それを守り育てること
が大切です。
ローカル企業には①国内市場の縮小、②地
域が疲弊し、地域経済が自立的に回っていな
いという大きな困難を抱えています。自助努力
だけでは限界があります。中小企業振興基本
条例を制定し、地域全体でローカル企業を育
てる観点が必要であると共に、ローカル企業自
身も自ら変革していくことが求められます。新し
い経済を地域から創造する、その原動力とな
るのが中小企業振興条例です。
慶応義塾大学の植田浩史教授は条例制定
運動とは、現代版「三方良し」に対する評価を
高め、支援を拡げることと主張されておられま
す。
現代版「三方良し」とは
1.お客様、地域にとって無くてはならない企業
2.従業員にとって大切な企業
3.企業自身が発展する
けだし名言です。21 世紀のローカル企業のあ
り方を示しています。
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株式会社 坂本貴金属
（東京都台東区：代表取締役 坂本 勝 氏）
創業 40 年を迎える宝石･貴金属のデザイン、製造、卸売業を営む老舗企業です。
従業員 24 名。
創業以来、順調に業績を拡大してきた同社は、2008 年、リーマンショック以降の業界の激変
を受け、新しい体制を整えつつあるところです。
創業社長の御子息が常務取締役として、現在、経営の勉強中です。
カラーストーンを使った「天空」ブランドが同社の自慢の商品であり、羽翼、朝露、星合、
夢現、時空などのシリーズがあります。それ以外に「ピーチェ」
、
「プル･ド･ヴレ」など独自の
ブランドを持っています。
同社の最大の強味はメーカーであり、彩りとデザインにこだわり、お客様一人ひとりを輝か
せることを指命と心得ていることです。直販店を待っている強味に加え、近年ショップ･チャネ
ル通販を開始し、新しい時代に備えています。
今後の展開が期待される会社です。

経営理念
１．私たちは、創造力あふれるジュエリーを製作し、すべての人達に感動を伝えます。
２．彩りとデザインにこだわり、あなたを輝かせることが私たちの使命です。
お問い合わせ ： 株式会社 坂本貴金属
〒110-0016 東京都台東区台東 4-20-10
TEL．03-3831-6441
FAX．03-3831-6807
http://sk-gem.co.jp/
～＊～ あとがき ～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～
朋友だより 139 号をお届けいたします。
4/14 日から続いている熊本地震は 20 日現在、
「活動が収まる兆候が見られず過去の経験則が
当てはまらない。震度 7 が 2 回、6 や 5 の強い余震が続き震度 1 以上が 700 回を超えている。
これまでに例を見ない活動が広域で続いている。南西側へ広がらないか厳重に警戒したい」と
気象庁が発表している。ニュース上で震源の地図を見、今回改めて知った中央構造線の断層の
延長線上に川内原発や伊方原発を見てしまう。自然災害のたびに心配される原発。稼働中の
川内原発はせめて安全が検証されるまで即時停止する判断を選択すべきだと思います。被災さ
れた方々が安心して眠れる夜が 1 日でも早く来ますことをお祈りします。
（野上）

有限会社 コンサルタント朋友

朋友

〒113-0022 東京都文京区千駄木 3-36-11
千駄木センチュリー21 602 号
TEL．03-5815-3021 FAX．03-5815-3022

e-mail foryou91@tokyo.email.ne.jp
URL:http://www.consultant-hoyu.co.jp

