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タマネギ価格の急騰により、インド政府はタマ

ネギ輸出を緊急停止した。インドのタマネギは

日本のものより小ぶりで赤い。あまり辛味もな

いので、厚くスライスしてそのままカレーのつ

け合せとして食べてもおいしい。©AP 

 
 
                                  松本 恭 

 

政権運営を揺るがすタマネギ危機 

 

 

季節外れの長雨によるタマネギ価格の高騰に 

揺るがされるシン政権。 

インド料理に欠かせないタマネギの値上がりは 

国民の生活を直撃し、 

政府に対する怒りとなって爆発しかねない。 

 

 

＜トップニュースはタマネギの価格＞ 

 

インドの新聞をチェックしはじめたころ、タマネギの価格

についてのヘッドラインが頻繁に流れてくることがとても

不思議だった。さまざまな事件や政局の報道に混じって、「本

日のタマネギの小売価格は…」というニュースが報じられる

のだ。 

タマネギのニュースを目にするたびに、なんとなく違和感

を覚えたものだ。しかしインド人の食生活を知れば知るほど、

タマネギという食材がどれほどインドの食卓に欠かせない

ものなのかよく分かるようになってきた。 

インド食におけるタマネギの地位は、日本で言えば、コメ

に匹敵するのかもしれない…とも思えるが、バラエティーに

富んだ現代日本の食生活におけるコメの地位は、食において

極めて保守的な国インドのタマネギとは比べものにならな

い。 

コメがなくてもパスタがあり、パンやうどんなど主食はい

くらでも選べるのが今の日本だ。中華、イタリアン、アメリ

カ、韓国…という具合にカラフルな選択肢がある現代日本の

食卓では、和食（コメ食）の占める割合がどんどん下がって

きている。 

いっぽうインド人にとっての最高の食事とは、あくまでも家庭の主婦がつくる「おふくろの味」であ

り、スパイスを使った伝統的なインド料理である。これは、食文化の発達が遅れているというよりは、
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一家の健康と胃袋を支えるインドのお母さんたち

©eiichi matsumoto 

 
色とりどりのスパイスの微妙な調合により、イ

ンド料理独特の食欲をそそる香りができあが

る©eiichi matsumoto 

根強いカースト意識によるところが大きい。 

インドでは基本的に、自分より下のカーストの人が

作った食べ物を食べることは、ケガレを体に入れるの

と同じだと考えられている。だから最上位のカースト

であるブラーミンが厨房で料理をつくっているレス

トランが案外多い。しかし料理している人の顔が見え

にくいレストランに比べ、最も安全な（つまりケガレ

の心配がない）食事は、自宅の手作りの食事だ。しか

も、インド人の舌は想像を絶するほど保守的であり、

「おふくろの味」に非常にこだわる。 

 

以前、インド製品の展示会を日本で主催したことが

ある。たくさんのインド人セールスマンがやってくる

のだが、主催者側が毎回最も悩ませられるのが食事で

ある。インド人の間でも「うまいインド料理屋」に関する情報が飛び交っており、お気に入りのインド

人シェフのいる店に日参する人も多い。宗教上の理由か、それともカースト上の理由か分からないが、

外食することができない人もおり、彼らはインドから持参したナッツと果物、クッキーなどで数日やり

過ごす。 

せっかく日本に来たのだから、和食や世界各地のおいしい料理を楽しみたいというインド人にお目に

かかった記憶はほとんどない。インド人の接待は、インド人シェフのいるインド料理店で、というのが

鉄則である。 

 

＜カレーの旨みはタマネギから＞ 

 

どうしてこれほどタマネギが重要なのかということを考えるために、インドの食文化の特徴について

見てみよう。 

日本食のベースは味噌と醤油だが、インドの場合、それがスパイスに該当するだろう。しかし、イン

ド料理の基本をなしている要素はスパイスだけではない。それを生き生きと際だたせるための重要な立

役者がタマネギなのである。 

日本で通常カレーと呼ばれている食べ物は、スパイスを使

ったグレービーの多いインド料理だろう。インドにはカレー

という料理はなく、「じゃがいもとグリーンピース」「バター

チキン」「レンズ豆」など、メニューは食材の名前そのもので

あらわされるのが一般的だ。 

当然ながら、それらのほとんどすべてが「カレー味」であ

る。そのカレー味の作り方だが、実はインドでは、いわゆる

「カレー粉」はほとんど用いられない（日本で売られている

カレー粉はスパイスを調合したミックススパイス）。そのかわ

り、ホール（まるごと）のスパイスや粉末のスパイスを、各

家庭の好みで調合して料理する。 
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インド独立後初の首相ネールの娘であ

るインディラは、その人生で何度も投獄

され、また首相として強引なほどの政治

的リーダーシップを発揮した。そして最

後は銃弾に倒れるという激しい人生だ

った。©Wikipedia 

カレーの作り方だが、熱した油にスパイスを入れ、香りを移してから、その油でたっぷりのタマネギ

を炒めるというのが一般的だ。インド料理の味のベースは、スパイスオイルでじっくり炒めて甘さを引

き出したタマネギである。たとえていえば日本における味噌の役割に当たるといってもいいだろう。こ

のタマネギペーストに、さまざまに好みの材料を加えて料理を作る。 

スパイスなくしてインド料理は成り立たないが、同様にタマネギがなくても成り立たない。これくら

い、タマネギはインドにおける不可欠な食材である。貧乏な人などは、具なしの上記のタマネギペース

トだけで食事をとっていたりするだろう。 

 

＜タマネギ問題で政権が揺らぐ＞ 

 

たとえば戦前の日本の食生活におけるコメの重要さに思いを馳せてみると、インドにおけるタマネギ

の特別さが想像できるかもしれない。大正時代に “米騒動”という庶民の怒りの行動があったが、イ

ンドではタマネギの価格が高騰すると、かつての日本の米騒動のように社会不安が増大し、ひいては政

権を揺るがす大きな要因にもなりかねない。 

事実インドでは、１９９８年に当時の政権与党だったＢＪＰ（インド人民党）が、投機筋の仕掛けに

よるタマネギ価格の高騰が原因となって、デリー、ラジャスタン州、マディヤプラデシュ州の３つの地

域の州議会選挙で敗北している。 

 

Rising onion prices to be poll tearjerker in Maha: BJP-Sena (Mid Day) 

http://tinyurl.com/4okg84k 
 

インドの物価の代表的なバロメーターであるタマネギの価格の推移は、毎日新聞で報じられており、

タマネギ価格が高騰すると、国民の胃袋を満たすことができない政権に対して国民の怒りがぶつけられ

る。インドにおいて、タマネギは非常に“政治的な”野菜なのである。 

世界最大の民主主義国家といわれるだけあって、インド人の政

治に対する関心は非常に強い。道端のチャイ屋が政治論争の場に

なり、数時間も激論を戦わせている人がいたりする（時間がある

のだろうが、それにしても…）。 

国民の気持ちを逆なでした政権はあっという間に権力の座か

ら滑り落ちる。かのインディラ・ガンディーですら、強硬な産児

制限政策によって国民の逆鱗に触れたために失脚している。為政

者の重要な役割は、国民の子作りや食など、本能に関わる欲求を

満たすことなのだと改めて感じる。 

 

＜１週間で価格が倍増＞ 

 

では、タマネギがどのくらい高騰しているのか見てみたい。 

タマネギの小売価格は昨年１２月に入って高騰し始めた。昨年

は、タマネギの収穫期である秋に季節はずれの長雨が降ったため、

新タマネギが不作だったことが大きな要因だとされる。 

１２月第２週目の食料インフレは前年比１２．１３％だが、タ
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汚職問題や食料価格の高騰など、山積する国内問題に

悩まされるシン首相 ©DNA 

マネギ価格だけを見てみると前年比３３％増と急激に高騰している。 

 

Onions, fruits push up food inflation to double digits （Hindu Business Line） 

http://www.thehindubusinessline.com/2010/12/24/stories/2010122451331600.htm 

 

これを重視した政府は、タマネギの価格が３分の１以下のパキスタンから緊急輸入することを決めた。

例年であればタマネギを輸出しているインドが輸出を禁じ、さらにパキスタンから輸入するというのだ

から、尋常ではない。 

 

India imports onion from Pakistan Deccan Herald) 

http://www.deccanherald.com/content/122172/india-imports-onion-pakistan.html 

 

デリーのマーケットの小売価格を見てみると、２０１０年１２月１３日の keshopurマーケットでは

１００キロが２１２５ルピー（１キロが約４２円）。ところが同じマーケットで１２月２１日になると

１００キロ５５００ルピー（１キロ約１１０円）まで上昇している。２０１１年１月１１日現在は４０

００ルピー（１キロ約８０円）とやや価格が戻ってきているが、依然として高値にとどまっている。 

 

Delhi Agricultural Marketing Board 

http://delagrimarket.nic.in/damblmcommb.asp?comName=23 

 

日本人にとっては、１キロ１００円程度のタマネギ

はむしろ安いと感じられるくらいだろう。しかしイン

ドには、１日１ドル程度で暮らしている人たちが数億

人いる。タマネギを買うことができなくなるというこ

とイコール、食事ができなくなるということにほぼ等

しい。 

この膨大な数の人々の意向は、政治に大きな影響を

与えている。彼らに不満を抱かせないということが、

政治家にとっての課題である。 

「タマネギの価格高騰については深く憂慮してい

る」とシン首相も声明を出さざるをえないのだ。 

 

Manmohan Singh expresses concern over onion prices (DNA) 

http://tinyurl.com/45hkend 
 

 

松本 恭 

インドへの留学後、オンラインマガジン編集部を経て、インド政府機関やインド関連コンサルティング

会社に勤務。インドとの付き合いはかれこれ２０年以上。 
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小幡さんより、フランスの新聞（ル･モンド紙、フィガロ紙、レ・ゼコー紙等々）、その他雑誌記事よ

り集めていただいた貴重な情報です。 

今後不定期ではありますが、随時お届けしたいと思っていますのでお楽しみに。 

 

＜フランス、欧州トピックス＞  ２０１０年１２月 

 

今年もフランスの年末は大晦日夜、恒例の大統領の国民向け新年祝賀メッセージで終わり、後は大部

分の人達は飲み食いの大騒ぎをして夜中 12時に新年を迎えて“ボン・アネー（新年おめでとう）！”

を言いながら誰かれ構わず頬キスを交わし合う。大騒ぎを嫌いな人やクリスマスイブのご馳走で食傷気

味になった人達は音楽でも聞いて静かに過ごす。 

 

11月末から三度にも渡る大寒波の襲撃には皆“参った、参った！！！”と云うのが年末。粘っこい雪

が凍りついて道路、交通機関をすっかり麻痺させてしまった。空のダイヤも大いに乱れ、ロンドン、フ

ランクフルト、パリ等の空港では足止めを食らった何千人の旅行客が空港内で寝泊まり、パリ空港では

何万個もの旅行バゲージが留まったり、旅行者は憤懣やるかたないと云うところ。何時はクリスマス前

に日本から届く賀状も、クリスマスの後に届いたりするくらいはまだ良いとしても、仏全土で150万個

の小包、大部分はクリスマスプレゼント小包が郵便局で滞ってこちらの人達は”大変！大変！“。前年

末はあちこちの小きざみな”意地悪“ストで悩まされたものだが、今年は余り慣れない雪に悩まされた

フランス。それでもようやく家族皆集まって楽しく過ごす事が出来たクリスマス。 

大寒波の原因は地球温暖化のせいだと云う？ある専門家は、温暖化で北極の白クマ達の住かも融ける

位に暖かくなり、その空気が北極海の辺りで大きな“空の池”を作った為、その空の池に押されて冷た

い空気が南下して、北欧、北米を襲ったのだと説明している。 

 

今年は 5月に最高潮に達したギリシア危機と 12月のアイルランド危機で欧州が大騒動、ユーロ危機

が叫ばれ、世界の金融不安を煽りたてられた。「ソブリンリスク」、「デフォルト」、「スプレッド」等と

金融機関か商社等に関係した人ならさっと呑み込める言葉を、一般の人々も漸くその意味を理解し始め

た。アングロサクソン系の文化や言葉に弱いラテン系の国フランスでも、「ソブリンリスク」はポルト

ガル、スペインの後にイタリア、ひょっとして我が国も？と心配して「さあー大変！！」と云う事にな

った2010年。 

百万人単位の人が何回も街に繰り出して反対を叫ぶ年金制度改革や学校、官公庁等の公共部門、社会

保障面、文化的分野での予算切り詰めを伴った政府の財政緊縮政策等に対しても、国を救う為には「仕

方ないのかねー」と溜息をついたり、妙に大人しくなっているのが最近のフランス人だが、ここぞとば

かりに政府は次々と緊縮財政の具体的施策案を発表している。しかし、年が明けてやがて春先になれば

またまた騒ぎを起こすだろう。 

各国の財政緊縮政策はロンドンでは大学の学費の大幅値上げ、ローマでも教育予算削減に抗議する学
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生達を誘発し反対運動が過激化している。ギリシアでは政府の緊縮財政に反対する官民２大労組による

共闘２４時間ストで空港、鉄道などの交通機関が停止し、社会機能が麻痺したりすれば、スペインでも

雇用確保、年金制度改革反対等でデモが頻発、各国政府の緊縮政策に対する国民の反発運動は欧州各国

に拡大して行きそうな気配。 

欧州各国は財政赤字削減の為、やむを得ない緊縮政策の推進に強いられて、一様に国民の厳しい反応

に苦しんでいる中で、優等生のドイツはますます強くなり、欧州各国とのバランスを崩している。以前

は「国家は破産出来るか？」論が持ち上がっていたが、今度はドイツがユーロ圏から離脱して「ドイツ

マルク」に戻るか？あるいはユーロ圏の弱い国がユーロを離脱、その挙句離脱国が「国家破産」を起こ

すか？等と云った記事のタイトルも見られる。しかし、ユーロ分解によるダメージの深刻さを考えれば、

やはり何としてもここはユーロを守るべきと云うのが大勢を占め、ユーロ圏首脳は危機に陥った国を救

済する ESM（欧州安定メカニズム）創設に向けて大きく動いている。財政危機に陥った国を他のユーロ

圏国が救済すると云う事は禁じられている現行のリスボン条約をここでその条項を改正する手続きが

必要となって来た。2010年、“ユーロ騒動、終わって見ればドイツの一人勝ち”と云うのが今年の欧州。

（巻末にル・モンド紙及びル・フィガロ紙のドイツ関係の論説を掲載したので参考まで）。 

  

12月初め ストックホルムでアルカイダによるテロが発生。幸い不発に終わり大過は無かったが、欧

州も確実に狙われていると云う事が判明して欧州各国にショックが走っている。末にもデンマークでテ

ロ不発事件、英国では多数のテロ計画容疑者が逮捕され訴追を受けている。アルカイダの手によって誘

拐され、その安否が気遣われているフランス人は、クリスマス時点で6名に上っている。 

欧州を巡る国際環境では、ロシアの欧米への接近が目立ち、ロシアのNATOとの協力、WTO加盟の具体

的作業が進んでいる。一方新興国パワーはますます強くなった半面、欧州の相対的地位の低下の年でも

あった。名古屋での「世界生き物会議」、メキシコ「地球温暖化世界会議」等に見られるが如く、国際

会議は従来の欧米主導型から、新興国主張型へとはっきり変化してきている。そんな状況の中で危機に

よる分裂・分解ではなく、より一層の団結が望まれている欧州は、今や EU“連合”から EU“連邦”に

向けて一歩踏み進めているかに見える。 

 

1．EU /消費税（VAT）システムの抜本的 改革に向けて 

EUの税制委員会は（日本の消費税に当たる）付加価値税‐以下「VAT」と呼ぶ‐に関する白書を公表

すると共に、EU加盟国におけるVATをより単純で、しっかりした、効果のあるシステムにする為の諮問

を開始すると表明。欧州におけるVATは各国によって異なるが（下記にEU主要国のVAT税率掲載）、大

体 12－25%のレンジにあり、VATはその国によって諸種例外的処置を施したり（サービスに係る VATは

一般 VATより低率であるとか）、その国の国家財政調和の為の政策税制であったり、また、生産物が作

られた国でのVAT課税方式か、それを買って消費する国での課税方式にするかで相対する議論等もあり、

様々に難しいところが有る。VATシステムは欧州で40年来の歴史を持ち、現在EU27カ国の平均税率21.5%、

8620万ユーロの税収は GDPの 7.8%を占めている。何故ここで VATシステムを変えねばならないのか？

それは、此の 40年間でサービス業分野が大きく伸びる等の産業構造、消費構造の大きな変化が有った

事、また、様々のVAT適用方法に絡むVAT脱税が有る事、更に税率や課税免除の対象も国によって異な

る為企業にとっても対応が難しく、域内市場統一の生涯となっている事、等の状況変化に対応し、より

単純かつ明快、効果的なシステムにすべきとの認識に基づくものである。 

何れにしてもここでVATに関する諮問が開始され、来年5月頃に報告書が纏められた後、来年後半に

もEUとしてのVAT改革案の原案準備が整うと云う見通しが立てられている。 
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＜EU主要国一般VAT税率＞  

  スウェーデン  25%    デンマーク 25%   ノルウェー 25% 

  ギリシア    23%    ポーランド 22%   ベルギー  21% 

  アイルランド  21%    リトアニア 21%   イタリア  20% 

  チェコ     20%    エストニア 20%   フランス  19.6% 

  ドイツ     19%    オランダ  19%   スロベニア 19% 

  スペイン    18%    イギリス  17.5%  キプロス  15%  

   

2．ワールドカップ/2018年ロシア、2022年カタールに決定 

12月2日、スイスのチューリッヒで行われた2018年、2022年のワールドカップ開催地を決める国際

サッカー連盟の理事会で、2018年ロシア、2022年カタールと決定。この決定に対してメディアは一様

に、開催国の地理的分散化の思考が、候補国の受け入れインフラ評価より先行した政治色の強い決定で

あると論評。ロシアもカタールもワールドカップ受け入れの為に充分な収容能力のあるスタジアムは殆

どなく、大部分はこれから新たに建設すると云うもので、両候補国が提出した受け入れプロジェクトは、

ほぼ「紙に書いた絵」であり、他の先進国が提示した基本的には既に存在するインフラ施設を利用した

プロジェクトロトとは大きな違いが有る。ロシアの受け入れプロジェクトは総額 38.2億ドル投資で 13

都市にまたがる開催、カタールプロジェクトは総額 30億投資で 7都市での開催となっている。ロシア

誘致にはプーチン首相が自ら水面下で周到なロビイングを行い、カタール誘致にはサッカー界のカリス

マ的存在であるフランスのジダンを立ててロビイングが行われて来た経緯が有り。 

＊今やサッカー他国際的イベント開催地決定は、受け入れ候補国のインフラや全般的な技術的レベル

だけが決定的なクライテリアになるものではないと云うのが今回のワールドカップ候補地決定結果で

も再確認されたといえる。“素晴らしい国、日本”ではあるが、国際的に引きつける魅力は、少なくと

も地政学的には余り無くなっていると云う事が云えるのではないか。日本が今唯一外国の人々の心の

“琴線”に触れる事が出来るのは、”Hiroshima,Nagasaki “である。尤も、近未来に日本の若者が元気

になり、その溌剌とした姿が世界の人達にも届くように成り、更に政治分野でも面白い指導者が登場し、

“別の日本”になればまた話しは違ってくるだろう。こんな事を云っては叱られるかも知れないが、今

の日本ではオリンピックやワールドカップの誘致にいくら頑張っても無理。それよりもどうしたら若者

が元気になり、どうしたら政治が良くなるかと云う事に力を注いだ方がはるかに良いのではないか。 

 

3．ユーロ危機、次はイタリアがターゲット？フランス国債も市場で試されている！ 

「イタリアは“ニトログリセリンヌ（爆薬）”になり得る」等とイタリアの経済相が同国の金融・経

済状況に就いてコメントした事もあって、「次はイタリアか？」の論議が俄かに沸騰。1%の低成長率（2010

年予測）、１兆 8600億ユーロ（200億円超）の莫大な負債額にベルルスコーニ政権の政治的末期的症状

が市場をして不安の臨界点に追い込んでいる。11月29日、イタリア国庫が70億ユーロの国債発行に踏

み切ったが、国債スプレッドが 4.7%と対ドイツ国債に対し 212ポイント（2.21%）の過去最高の開きと

なった。同日ミラノ証券市場は2.76%下落、翌日も1.08%の下落を続けた。結局12月に入って伊国債ス

プレッドは対独国債に対して 1.88%に落ち着いたものの、市場は「イタリア不安」を出現させた形とな

った。イタリアの最大の問題は118.5%に達しているGDPに対する国家負債である。これはギリシアに次

いで高い負債率となっている。尤も負債の債権者は大部分がイタリアの銀行や個人投資家であると云う

事は救いになっているものの、本年に760－840億ユーロ（8兆から９兆円台）の返却を行わねばならず、

経済成長率1%と云う状況下、政府国庫は厳しい状況に追い込まれていると云わねばならない。しかもベ
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ルルスコ―ニ首相は12月14日の議会における信任投票を控えており、もし不信任案が可決されるとな

れば財政危機に政治危機が加わる事になりイタリアの行方は不可視状態となる危険性を孕んでいる。一

方フランスの国債も対独国債に対するスプレッドが拡大気味傾向にあり、10年物国債の流通利回りは

11月30日時点で52べ―シスポイントまで拡大、その後やや落ちているものの最近の独仏間の長期金利

スプレッドが拡大しているのは事実だ。市場はフランスの国債の信用度が揺らいでいるかどうか注目し

ている。 

＊ユーロ圏ではドイツ国債（ブンズ）に対する信用度が最も高く、利回りが2.5%前後で安定している。

此のドイツ国債の利回りをベンチマーク（基準利回り）として欧州各国の国債が此のベンチマークに対

してどれ程の差、即ち「スプレッド」が有るかで市場はその国の国債の信用度を判断している。フラン

ス国債のスプレッド、55ポイント（0.55%）は決して危険水域にあると云えないものの、今後そのスプ 

レッドが拡大して行くかどうか市場は注目している。因みにスペイン国債の利回りは 12月初旬時点で

4.4%とドイツ国債とのスプレッドは2%以上になっているが、一時は3%を超えて市場の不安が高まった。

ギリシアの財政危機が最高度に高まった本年5月はスプレッドが6%にも達した。 

＜追記＞年末、クリスマス前にフランスは格付け機関からトリプルAを“戴いて”ホット一安心。今

年はなんとか乗り切ったが来年頑張らないと格下げもあり得るョ！ 

 

4．ドイツ / 移民の雇用窓口緩和 

失業率が 7%に低下、2011年経済成長率3.3%（IMF見通し）と好調なドイツ経済。20万人の熟練工が

不足すると云われるドイツ工業界の現状に対応する為、この程ドイツ労働省は移民に対する雇用窓口を

緩めることを決定した。現在企業は外国の熟練工を雇い入れる場合はドイツ人の熟練工を探したが見つ

からなかったと云う事を“証明”しなければならないことになっているが、こんな手間暇を省いて直接、

外国人雇用が出来る方向に切り替えられることになった。ただし、これは当面機械工、自動車製造部門

でのエンジニア、更に電気工業分野及び医療・医学分野に限るとしている。また一部の企業にとっては

「人出不足」の為生産拠点を外国に移さざるを得ないと云うところも出てきており、政府としても企業

の国内生産拠点確保という観点から、ドイツ国内における移民労働者雇用政策を推進する方が有利と判

断している。尚、此の移民労働者雇用推進に当たっては、カナダ等で採用されている方法、即ち特別に

仕事（職）に対する貢献度が高く、質的にも高い積極的な雇用リストの作成システムを適用しなければ

ならないとしている。 

＊ドイツでは（他の国でも大体そうだが）失業率が5%と云うと、失業者ほぼゼロと見做す。要は諸々、

本当の失業者では無い、即ち真剣に職を求めていない人達が活動人口の中で5%程度いると云う事。 

    

5．フランス－インド /サルコジ大統領一行インド訪問 

仏サルコジ大統領は7人の閣僚（内、国防大臣はコート・ディ・ワ―ル大統領選に伴う内乱状況対応

の為に急遽取りやめで 6人の閣僚）と 70人上る財界人引き連れて12月 4－7日インドを訪問。シラク

前大統領が築き上げた最近の仏印の関係は、2008年サルコジ大統領の訪印、2009年仏革命祭（7月 14

日）時のシン首相特別来賓招待及びインド軍隊のシャンゼリーゼ行進参加と続き両国関係は良好。その

背景にはインドを中国、ブラジルと並ぶ大国と位置付け、国連常任理事国入りの後押しをすると云う政

治的理由がることは勿論の事、フランスが特に狙うのは原子力、防衛分野を始め民間、軍事部門双方分

野でのフランス企業の売り込みである。6日になされた仏大統領官邸よりなされたコミュニケでは、最

終契約署名には至っていないが、民間部門ではアレバ社による新世代原発（EPR）2基の供給（70億ユ

ーロ）、ヘリコプター3機（2400万ユーロ）販売、エアーインディア社向けエアバス A330４機リーシン
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グ（8億ユーロ）、ジェットエアーウェイ社向け同機 10機リーシング（20億ユーロ）、ミッシュランタ

イヤによるタイヤ工場建設投資（6億ユーロ）等関する合意、一方軍事部門ではダッソー、タレス社に

よるインド軍の戦闘機ミラージュ51機の近代化（15億ユーロ）にミサイル（7億ユーロ）、地対空ミサ

イルSR―SAMの共同開発（20億ユーロ）、サフラン社による戦闘機のエンジン共同開発（5－7億ユーロ）

等多くの案件に関する合意がなされたとなっている。11月のオバマ大統領の訪印で米国は150億ドルの

契約にサインしたとされるが、今回のサルコジ訪問はそれに匹敵する規模の契約合意金額とされる。 

以上の契約有力案件に見られるように仏・印間の経済協力案件は原子力、軍事分野が主体の“生々し

い”内容のものが大部分を占めている。インドの原子力事情に就いて云えば、インドのエネルギー消費

の70%は国内の石炭エネルギー、その他20%国内資源エネルギーによって賄われているものの10%のエネ

ルギーは輸入資源に頼らざるを得ない。この 10%の国内エネルギー不足に伴う外国からの輸入が、輸出

入バランスの中で 80%も占めていることが、輸出入の均衡化、国内自給自足エネルギー資源確保を目標

にしているインド政府をして原子力発電志向に踏み切らせていると云うのが現状である。ただ、インド

の原子力分野での事故の場合の責任はオペレーターでは無くサプライヤー（施設建築業者）に帰する事

を法律で決めていることから、仮に事故が 20－30年後に有ったとしてもサプライヤーの責任となる。

これは原子力に関して取り決めのある国際的ウィーン条約のスタンスと異なり、この点が今後の仏印両

国間の原発供給契約に至るまでの難しいハードルとなる事が予想される。  

 

6．欧州ビジネススクールランキング/ 仏のHEC(商業高等学院) 

6日、英「ファイナンシャルタイムス」紙が欧州ビジネススクールのマネジメントマスターコースの

ランキングを発表。5年連続トップの座を守り続けているのはフランスの HEC（商業高等学院）で 2位

ロンドン・ビジネス・スクール、3位仏・シンガポール国籍のINSEADと続く。ランキング付に当たって

の選考基準は、MBA、エクゼクティブMBA、企業トップの為のマスターコース資格取得者数で、他に女性

の資格取得者割合、国際的学校の教授資格者、博士号、ph.D資格者等が補足的基準となっている。因み

に欧州上位のランキングは以下の通り。 

  順位 （括弧内は昨年度順位）   学校名               国 

   １    （１）         HEC              フランス 

   ２    (２）       London  Business School     イギリス  

      3        （３）         Insead                  仏・シンガポール 

    ４     （４）          IMD            スイス 

   5     （５）          IE                         スペイン 

   6     （７）      Rotterdam School of Management  オランダ  

                  （Erasmus University） 

      7         (12)              ESCP EUROPE              仏・英・伊・独・西     

   8     （８）         ESAD             スペイン 

   9     （６）          IESE                    スペイン 

 10      （８）         EM Lyon                 フランス    

＊他にも有名かつ優秀校はたくさんあるが、やがて子弟を欧州に留学と考える読者もいらっしゃるか

も知れないと思って参考まで。尚、仏のHECは日本では一ツ橋大学と提携関係にあり、仏の一方の商業

系大学ESSECは最近ややランキングは落ちているが（本年14位）は慶応義塾大学と提携関係にあり。  

 

7．OECD各国の学力水準 / フランスの生徒の学力低下   
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 7日、経済協力開発機構（OECD)は、2009年に65カ国・地域で行った国際学力テスト「学習到達速度

調査」（PISA)の結果を発表。読解力、数学、科学の3分野で15歳の男女生徒（中三または高一の生徒）

を対象に行ったテストであるが、OECD では2000年以降3年に一度にこの様なテストを実施している。 

今回発表された学力テストでは、相対的に韓国、日本が上位を占めているのが目立っているが、欧州で

はフィンランドが科学分野で1位、数学、読解力共に2位となっている（上海や香港等の地域は除く）。

フランスは読解力で 13位、数学 15位、科学 19位と欧州各国の中では平均的な順位ではあるが、傾向

しては下降気味である。2000の悪い結果でショックを受けたドイツはその後、教育改善策を実施してい

ることもあって今回は順位を高めている（読解力 12位、数学 11位、科学 9位）。その後、仏ル・モン

ド紙による各国教育事情レポートでは、韓国、日本の上位は、韓国の「5時間睡眠で失敗、4時間睡眠

で成功」と云われる様に教育に対する社会一般の強い情熱、日本の「塾制度」と云う補足的教育がその

主な理由とされ、フランスの順位が低いのは、移民社会も一つの原因として「出来ると出来ない」生徒

の格差が大きく、フランスの教育制度は出来る子供に有利なものになっており、「出来る」生徒のレベ

ルは高いとしている。フィンランドは小学校、低学年のころから余り点数に拘らず、学力の低い子に対

しては、その努力を認めたり、先生、学校側が一体となって「落ちこぼれ」のないやり方で努力してい

ることが全体として高い学力レベルを維持するものとなっているとしている。何れにしても OECDの学

力テストの結果は、各国に取っての教育方針に関する議論、決定の為の重要な参考データとなっている

ところ。 

   

８．EU / ユーロ圏財相会議 、ユーロ危機対応で不一致 

ギリシア財政危機対処に伴って設立されたEFSF（欧州金融安定ファシリティ）の規模を拡大するかど

うかを検討する為の、ブルッセルのユーロ圏財政相会議は、ストロスカーンIMF専務理事も出席して行

われたが結局物別れに終わった。EFSEはユーロ圏諸国の政府保証を基とした債権を発行による資金調達

を行い、危機に陥ったユーロ圏諸国を救済する目的で、4400億ユーロ（約 48兆円）を限度額として発

足した暫定的組織で、2013年創設予定の恒久的支援機構の仮段階組織だが、早速 11月のアイルランド

支援では支援総額 850億ユーロの内 EFSFは 177億ユーロを負担している。金融市場の不安を鎮静化す

る狙いから、ECB(欧州中銀)やベルギー（2010年佳半期のEU議長国）に加え、IMFも此の支援限度額の

増額を支持しているところだが、独仏やユーログループのユンケル議長等は当面は不必要との考えを明

らかにしている。一方、最近ユンケル議長、伊トレンモンテイ財相が共同で英ファイナンシャルタイム

ス への寄稿で提案した、「EU共通国債（E-Bonds）」の発行に就いても討議がなされた。「EU共通国債」 

はEU加盟国が共同で「欧州債務管理機関」を創設して、EUGDPの40%相当の共通債を発行し、内半分ま

でを EU加盟国の共通国債として、財政危機で市場での資金調達が厳しくなった加盟国が此の国債で借

入を賄う事が出来ると云うもの。この提案に対して独仏墺等は「各国によって格付けが異なる国債をい

っしょくたんにすれば、この共通国債は格下げ対象になり、トリプルAを確保し続ける事が難しくなる」。

また「各国は自国の債務に責任を持つのが原則」として強い反対の姿勢を表明。6日時点での国債利回

りはドイツの 2.84%に対し、スペインのそれは 5.24%となっており、これを共通国債で単純に平均化す

れば共通債の市場格付けが下がる事は容易に想像される。 

 ＊引き続き苦悩するユーロ、しかし色々アイデアを出してユーロ、EUを発展させようとの努力がなさ

れている姿勢が窺われる。ただ「共通国債」は案としてはEUの目指す理想には適っているが、「腐った

リンゴと新鮮リンゴを一緒にすれば全部腐ってしまう」と云う表現する人の現実を踏まえた論は今のと

ころ筋が通っているように思われる。  
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9．国連気候変動枠組み条約国際会議（COP16)/土壇場で決議案採決し「成功」！  

 COP16は 11日、2013年以降、即ち京都議定書の期限切れ後の、地球温暖化対策の骨格を提示した決

議案を採択。11月末より2週間に亘って行われた2013年以降の対策に関する議論は伯仲し、時には決

裂しそうになり、昨年のコペンハーゲン会議（COP15）と同様に失敗に終わる悲観的状況も呈したが、

最後の土壇場でメキシコ提案の決議案がインドの環境相の熱意等に助けられてボリビアを除く各国が

合意。今回の決議案の最大のポイントは、京都議定書で温室効果ガスの削減義務を負っていない米国と

中国やインド等の新興国にも一定の削減を求めるとした事である。これはポスト京都議定書の枠組みを

設定するにあたっての大きなステップとなるもの。ただ、今回の決議案では、はっきりとした法的拘束

力を持たせるものかどうか明確でない事、対策の義務付けへの決定は来年南アで開催されるCOP17に持

ち越されるものとなったと云う不確実なところは否めない。昨年のCOP15 コペンハーゲン合意は、最終

的には米のオバマ大統領が中心になって主要国の首脳の了解を取り付けて形式的な合意に至ったもの

だが、今回は議長国のメキシコが「秘密会議も秘密文書も無い」として全ての参加国に完全な透明度を

持って臨んだ事が、新興国、発展途上国の好感を得た。これで米国も含めた先進国は全て削減目標を掲

げて進む一方、新興国、途上国も経済発展によるCO2排出量が増大する可能性を認めながらも、その抑

制に向けた努力をする事となった事で今回の会議は「成功」といえるものである。2012年で期限切れと

なる京都議定書の後の枠組みは、ここで全ての国を含む新国際体制で新たな議定書が策定、あるいは京

都議定書の拡大延長がなされる見通しが立ったと云うものである。今回は会議の議長を務めたメキシコ

の外相エスピノサ女史、インドの環境相ラメッシュ氏の熱意と活躍が、ブラジル、中国等の新興国に助

けられて、アフリカ、そして先進国を含めた各国代表者達の心を動かした。EU代表のヘッドガード女史

等は、EU諸国内の足並みの乱れで全く影は薄く、オバマの米国は中間選挙の敗北で駆け引きの余地を持

たず、また昨年のCOP15時の積極的、建設的な態度とは打って変わって最初から足を引っ張る様な態度

に終始した日本は、各国代表者から冷ややかな目で見られていた。 

＊地球温暖化は 19世紀の産業化時代以前の温度に対して２度 C以内に留める、これが今回のメキシ

コ国際会議で確認された目標。しかしながら、此の目標到達の為の手段が確定されていない事、またそ

もそも科学は2度Cと云う事を確率性においてはっきり答えることが出来ない。ただ、はっきりしてい

ることは、具体的施策が遅れれば遅れる程2度Cターゲットに到達しにくくなる。また、温暖化が固定

してしまってからでは“遅すぎる”という事である。それにしても今回の会議で見られた新興国の誠実

さに熱意がこもった態度は印象的。何時もは国際舞台となれば“躍動”しがちなフランスは今回妙に大

人しかったのが滑稽なくらいに見えた。 

 

10．イタリア / ベルルスコーニ内閣信任、国民は反発して街に繰り出す 

14日の伊議会は、ベルルスコーニ内閣の信任投票を行ったが、下院で３票差で不信任決議案が否決さ

れ政権崩壊が回避された。ベルルスコーニ首相は 2008年の総選挙で勝利し 3度目の首相の座を続投し

て来たが、収賄や女性に絡む相次ぐスキャンダルの連続に、本年9月首相が率いる最大与党「自由の国

民」（PDL）のナンバー2のフィーニ下院議長が反旗を翻し、30数名の同調者を引き連れて離党した為、

それまで安定多数に安住していた政権に火が付き、急激に政局が流動化。今回の不信任決議案投票では、

離党したフィーニ派に野党の民主党や中道左派も加わった反ベルルスコーニ派が結集した為、追い込ま

れたベルルスコーニは解散総選挙をちらつかせながらの強硬策で臨んで薄氷の勝利を得た。一方、収ま

らないのは反ベルルスコーニを掲げて投票前日まで示威行動をして来た国民。下院での不信任案否決の

結果報道と同時に、5万人の人が街に繰り出し、ベルルスコーニ退陣、政府が成立を目指している教育

予算削減法案の撤回を求めてデモ行動。ローマの観光名所ポポロ広場では投石、車に放火して炎上させ
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る等過激派の一部は警官と衝突し、けが人が出る等の暴動化の様相に発展。 

＊フランスのテレビ報道でも隣国イタリアの政局報道が多いが、ベルルスコーニの往年の“油たぎる”

様な姿がかなり薄れてきているように見える。ブルドーザーの勢いで以前解決したナポリのゴミ処理問

題も、また再発して見れば、往年の勢いをなくした首相はその解決にてこずっている。勿論多すぎる女

性問題にも非難が集中していると云う処はあるが、なんと云っても他国と同様、政府の緊縮財政で国民

の不満が限界点に近づいていると云う背景があり、今回、更にこれからも頻発が予想される学生達を中

心とした国民の過激行動は、教育予算の削減反対等の政府の緊縮政策に対する反対運動として大きく発

展して行く可能性を秘めている。一方にイタリアの国債スプレッドをウォッチしている市場が有り、曲

がりなりにも安定して来たイタリアの政局も今後は予断を許さない状況に突入していると云えよう。 

 

11.ウィキリークス 機密漏えい事件  / 編集長（創始者）の逮捕、仮保釈 

ウィキリークス機密漏洩事件で各国政府は情報管理に神経を遣っている。当のウィキリークス編集長

のジュリアン・アサンジュ氏は英国で逮捕されたものの保釈金を払って一旦釈放。ただし、パスポート

の取り上げ、外出時間の制限、毎日警察へ出頭義務付け等が有り、飽くまで仮釈放措置。英国政府によ

る此の保釈に対して、スウェーデン検察は強姦罪等の罪による審議の為身柄の引き渡しを求めているも

のの、英国の治安判事裁判所では、スウェーデンへの身柄引き渡しの為の審議に暫く時間がかかるとし

て、当分英国側で保釈する事を表明。ウィキリークスはこの編集長の捜索、逮捕にも拘わらず、11月末

より米国国務省の公電等の公開を行っている事より、米政府はアサンジュ氏をスパイ防止法違反での訴

追を検討する一方、ウィキリークスが行っているウェブサイト関連サービスの中止、クレジットカード

取引の打ち切り等の措置を取っている。ウィキリークス側やその支持者らは、反ウィキリークスを行う

者（企業等）に対するサイト攻撃で反撃行為に出ているが、今後ウィキリークスのこういった行為の是

非を巡る争いは続くものと見られている。 

 

12．OECD(経済協力開発機構) 設立50周年/「シンクタンク」か「金持ちクラブ」か？ 

パリに本部を置くOECD（経済協力開発機構）は12月14日、設立50周年を迎えた。同日付の仏ル・

モンド紙は、世界「シンクタンク」か「金持ちクラブ」か？と題して紙面3ページ を割いてOECD特集

を掲載しているが、以下はその要旨。 

そもそも OECDは第二次大戦で疲弊したヨーロパの経済の救済、復興の為の米国によるマーシャルプ

ランの受け入れ整備、云わば“受け皿”機関として、先ずは欧州経済協力機構（OEEC）の名で設立。欧

州経済の復興、発展に伴い、1961年米国、カナダが加わり経済協力開発機構（OECD）として再発足。そ

の後日本（1964年）、オーストラリア（1971年）等の先進国が順次加わったが、1990年代にはメキシコ、

東欧諸国、韓国等が加わり大きく発展、2010年時点での加盟国は 34カ国となっている（現在ロシアと

エストニアが申請中。中国、インド、ブラジル、インドネシア、南ア等の加盟が視野に入っている）。

現在のOECD の目的は自由な意見交換、情報交換を通じて1）経済成長、雇用・生活水準の向上2）貿易

自由化、拡大3）途上国支援を 3本柱としこれに貢献するものとしている。此の3目的に準じてテーマ

別に設置された委員会や、下部機関が有り、人の移動（労働力市場の自由化）、教育問題、気候変動・

環境等が取り上げられているが、現事務総長グリア氏（メキシコ）は、現在の優先課題は、気候変動、

貧困対策、国家財政再建、通貨問題としている。OECDは加盟国やその他の国に対する指示権や強制権は

無いが、OECDの閣僚理事会での議論・勧告、政策提言、テーマ別の委員会や共同基準作成等は G7,G8、

G20 等に影響を与えるものとなっている。大きな経済政策では、戦後のケインズ主義、石油ショックを

経て新自由主義、そして現在の「統制された」自由主義等に対し、協議や統計を基にした勧告、影響を
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与えており、これが世界の「シンクタンク」的な役割を担っているともいえる側面である。一方、発展

途上国から見れば、OECDは途上国支援を柱としているものの、飽くまで先進国の利益を前提としたもの

であって、OECDは単なる「金持ちクラブ」、「先進国クラブ」としてしか映らないと云うところである。

ただ、現在の加盟国のメキシコの他に、中国、インド、ブラジル等の新興国が加盟してくるとなると、

OECDの方向もかなり違ったものになり、そうすれば「金持ちクラブ」の批判も当たらなくなって来るだ

ろう。 

＊OECD の本部事務所はパリ。公用語は英語とフランス語。現在34カ国の加盟国で、その職員数は約

760名（日本人50名）。パリのOECD日本政府代表部は吉川元偉大使。  

 

13. ルーブル美術館がクラナッハ（1472‐1553）作の「3美神」の買い取り成功  

12月 17日、パリ、ルーブル美術館はドイツ・ルネッサンスの巨匠クラナッハの作品「3美神」の買

い取りに成功。「3美神」は現在フランス国内の個人所蔵品として大衆公開されておらず、行く行くは競

売を通じて外国に流出する可能性が有るとして、ルーブル美術館が買い取りに動いていたもの。買い取

り値段400万ユーロ（約4億4千万円）の内ルーブル美術館は300万ユーロは確保できたものの、残り

100万ユーロ調達の為に、先月（11月）に専用サイトを設け一般からの募金活動を開始。募集期限を2011

年1月 31日と期限切っていたが、早くも 12月 17日時点で 100万ユーロの募金収集に到達。買い取り

後ルーブル美術館に展示されるのは2011年の春先ごろとされているが、200ユーロ以上の募金提供者に

は特別見学が約束されている。「3美神」は、それぞれ「愛」、「慎み」、「美」を司るというギリシア・ロ

ーマ神話に登場する女神となっているが、ルネッサンス以来の有名な絵画、彫刻の巨匠が、それぞれの

イメージで「3美神」を仕上げている。クラナッハの描く女性の裸像は、奇形の目つきの中でも独特の

優雅さとエロチズムの交差が不思議な宗教観を伴って、不気味な神秘さを漂わせるのが特徴。 

＊ルネッサンスの絵画の大作を一般募金の力も借りて買い取りすると云う発想もさることながら、そ

れが1カ月の間で目標額に達すると云うのは驚き。こういったところは率直にフランス人を褒め称えた

い。筆者は 11月にブルッセルに行ったが、たまたまベルギー王室美術館でクラナッハ特別展をやって

いたので駆け込んで見た。本物の作品を真近に見て圧倒される。「奇にして優雅、エロスにして神秘的

宗教観が漂い、危うく奈落の世界に落ちかけんとしてパラダイスに救われる」ような、また「神を冒涜

して、尚かつ救われる」ような、常人の筆では如何とも書き表しがたい雰囲気を醸し出すクラナッハの

作品は、イタリア、フランスのルネッサンスの潮流から明らかに外れているように見える。 

 

14．アルジェリア高速道路建設契約の工期遅延で日・アルジェリア間の政治問題に発展 

日本のゼネコンが海外で受注した超大型プロジェクトとして、契約当時（2006年）脚光を浴びたアル

ジェリアの高速道路建設プロジェクトが工期遅れ、支払い遅延で問題が明るみになっている。アルジェ

リアの地中海よりやや内陸を、チュニジア国境からモロッコ国境にかけて横断する“夢”の高速道路建

設（約800km）プロジェクトは、2006年に首都アルジェを境に西側半分は中国側グループ、東側半分は

日本側グループが受注。中国側グループによる西側半分は既に昨年度に建設完成したが、東側の日本側

グループが受注した部分（約400km、受注金額5400億円、）は、今年2月完成予定が大幅に遅れ、客先

（アルジェリア高速道路公団）による支払い遅延もあって完成の見通しが立たず、事態は政治問題化し

ている。日本グループは鹿島、大成、西松、ハザマのゼネコンに伊藤忠が参画した共同企業体が受注し

たが、東部地区は山間部が多くトンネルも 14本と、西部の平坦地とは工事内容もかなり異なる。現場

は意外と地盤が脆く、日本勢の得意な耐震性ハイテク施行が余り役に立っていないと云う技術上の問題

に、治安問題（西部に比べ東部は治安が悪い）や商習慣の違いもあって、大幅工事遅れで追加費用がか
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さみ、現状6割程度は完成しているものの、アルジェリア側は工期遅れと、建設工事が契約で交わされ

ている構造と異なると云う理由で支払いを遅らせている。今となれば、もともと日本側は詳細な地質調

査もしないで契約に踏み切ったと云う事が遠因で有るとされる。日本の共同企業体に取って現在１千億

円程度の未払いとなっており、日本政府も異例の仲介に乗り出し、前原外相がアルジェリアのメデルチ

外相と面談し、政府間レベルの解決策を探ると云う事になった。 

＊プラント案件の中でも工事部門の建設は取分けリスクが高い。特に地質調査レポートは客先提供と

いう事だが、発展途上国における客先提出の地質レポートは、往々にして荒っぽく、詳細レポートでは

ない場合が多い。従い基礎の土木工事で大きく狂って来るケースが多く、結局予定外の費用が重なって

失敗すると云う例は数多い。アルジェリアでも首都のアルジェ及び近郊は岩盤が堅いが、地方に出ると

必ずしもそうではなさそう。首都アルジェでは仏企業がやった地下鉄プロジェクトは岩盤が堅く工事に

手間取って大幅遅れ。今回の日本の道路工事建設は逆に地盤脆弱部分が多く適用技術の変更を強いられ

ての遅れ。海外大型工事は大きな夢が有るが、一歩間違えば地獄。念には念を入れて契約すればよいで

はないかと思われるかも知れないが、そうすれば入札に間に合わなかったり、リスクを高く見込みし過

ぎて値段で競合先に負ける等というところもあったり、大型プラント、インフラビジネスの難しさだ。 

それに今回のアルジェリア高速道路プリジェクトは東側での山間部ではテロリストの出没等の安全問

題も大きく影響し（アルジェリア独立戦争時、アルジェリア人民解放戦線は東の山間部を根拠地にして

いた事も忘れてはならない）、日本のゼネコンも充分事前調査出来なかった云うところもあるのではな

いかと想像する。ところで鹿島はドバイの鉄道工事でも赤字、同じくドバイで大成、清水も失敗してい

るが、日本のゼネコンさん、特に日本一のゼネコン鹿島は大丈夫ですかネ？ 

 

15．アフリカ / コートジボワールで大統領が二人 

 アフリカのコートジボワ―ルは 11月末の大統領選挙の結果を巡って混乱が続いている。1960，1970

年代に「イボワールの軌跡」と云われる程、独立後の混乱時期にあってアフリカ諸国の中では政治的に

安定しアフリカの“優等生”とされていたが、1990年代から政治的動揺期に入り 1999年のクーデタで

政権を握ったローラン・バクボが翌年大統領に選出されて以来、内政不安定の理由で選挙がなされてい

なかった。漸く 10年ぶりの行われた大統領選の結果、現職のバクボ大統領がワタラ元首相に敗れると

云う結果になったが、バクボ氏は選挙に不正があったとして、選挙管理委員会発表の結果を覆して憲法

評議会議長（バクボ氏子飼い）をして逆転当選を発表させる。ここから両氏がそれぞれ大統領就任を宣

言し“内閣”を組閣した為、大統領が二人と云う異常事態になった。国連等の国際社会はバクボ氏に引

きさがるよう求める一方、旧宗主国のフランス、サルコジ大統領は12月19日と云う期限を切ってバク

ボ氏に対し選挙結果を認めて大統領を辞任するよう勧告したが、バクボ氏はかえって国連駐留軍、仏駐

留軍の国外撤退を求める強硬姿勢を示して国際社会に挑戦的姿勢を示す。国内では主に北部地帯を地盤

としたワタラ勢力と首都も含む南部に強い支持基盤を持つバクボ勢力が衝突し、内戦状況に突入。クリ

スマス時点では既に200人の死者が出ている。 

 ＊コートジボワ―ルは 15世紀にはポルトガル、オランダを相手に奴隷、象牙の売買で知られていた

が（一時日本語では“象牙海岸”国と呼ばれていた）、その後フランスが植民地化する。戦後の1958年

に独立し、1960、70年代の繁栄期を迎える。一時はアビジャンにアフリカ開発銀行の本部が置かれたり

日本の商社各社もアビジャンに事務所を持って同国や近郊国ビジネスの拠点としていたものだ。バクボ

氏は 10年の間に独裁的な政治体制を築き上げているものの、首都の貧民街の人々や若者の間では人気

もありバクボ氏擁護のデモも頻繁に行われているところ。アフリカ諸国で民主的選挙を行うのは難しい。

まともな選挙を出来るのは南アぐらい。ムバラクのエジプトも、一応選挙は行われるものの民衆的選挙
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から程遠く、アルジェリア、チュニジア等と同様、「ソ連型」か「官制」選挙の域を出ていない。アフ

リカではある程度の「独裁」を国の統一の為の必要悪として認めざるを得ないところか。15世紀にはポ

ルトガル、オランダ向けの奴隷と象牙の取引の中継地であったコートジボワ―ル、現在は輸出ではココ

ア（世界 1位）、コーヒー（13位）、綿花（26位）で知られるコートジボワールの民主化の道のりは遠

い。 

 

16．EU27カ国首脳会議 

12月 16‐17日の両日、ブルッセルで本年 7度目、今年最後となる EU首脳会議が開催。此の会議で

EU27カ国は、2013年のESM（欧州安定メカニズム）創設を見越したリスボン条約の改定に関する合意に

達した。今春のギリシア財政危機に直面したEUは、IMFと共同で最高7500億ユーロの支援機構EFSM（欧

州金融安定メカニズム）を創設し、この枠内で4400億ドルを上限とする融資制度EFSF(欧州金融安定化

ファシリテー)を2013年半ばまでの時限的措置として設けた。ただこれには、ユーロ圏の加盟国が債務

危機に陥った場合に、これを他の加盟国が救済すると云う事が禁じられているリスボン条約を改正する

必要が有る。今回のEU27カ国首脳会議ではリスボン条約を改正し、「ユーロ圏諸国が安定メカニズムを

創設し、ユーロ圏全体の安定の為に不可欠であることが明らかになった場合、此のメカニズムの発動が

許される」とした条項を盛り込むこととした。制度化されるESMの金額的な規模については今回明確な

数値の提示はなかったものの、独メルケル宰相は「来年 3月をめどに詳細を詰め、ESMの規模は危機発

生の場合に充分対処できる規模とする」と明言していることが注目される。また同宰相は今回の首脳会

議で、特にユーロ圏では共通のアプローチを持った経済政策の推進が必要であり、財政の安的化はもと

より、共通の経済政策の確立の重要性を強調、これに対して仏サルコジ大統領も、財政規律の他に、税

制、社会保障、年金制度、教育等幅広い分野における協調を推し進めるべきであることを表明し、独仏

両首脳は「ユーロが破壊されれば欧州全体に大異変が及ぶ事になり、堅固なるユーロの為に最大限の努

力を惜しまず」の姿勢で完全に一致を見たといえる。又、これに先立つユーロ圏の財政相会議でも否定

された（上述項目 8．参照）Eボンド構想は、各国の財政が完全に調和され、経済政策の行動歩調が確

立されない限り、現実的ではないとしてあらためて否定された。尚、首脳会議の枠外で、英国キャメロ

ン首相のイニシアティブで英独仏蘭にフィンランドの5カ国首脳による欧州委員会バローゾ委員長に宛

てた共同書簡と云う形でなされた「向こう10年間のEU予算の支出をインフレ率以上に増額しない」と

云う提案がなされたが、これに対しては一部の加盟国からの反発が出て全会一致のコンセンサスが得ら

れなかった。 

 ＊今年最後の EU27カ国首脳会議は取分けドイツとフランスの協調姿勢が目立ったものとなった。今

までは独仏が牽制し合う舞台が展開されるのが普通であったが、ここに来て独仏はユーロを救うために

は“小異”を捨て“大同“に向かう事を決意した感が有る。 

 

17．ベラルーシ / 「ソ連型」独裁者、ルカシェンコ大統領4選 

「旧ソ連型独裁者」、「欧州最後の独裁者」等と呼ばれるルカシェンコ大統領（56）が 19日の大統領選

挙で4選。71.8%の支持率で、残りは対立候補10人で分け合っているが何れも1.5%以下でルカシェンコ

大統領の圧勝。表面的にはこうだが、同大統領は国内では独裁体制を敷いており、政権批判勢力を弾圧

している為、欧米諸国はもとより、ロシアも「鼻をつまんで」付き合っている国。19日の夕方、選挙結

果が発表されるや否や、首都ミンスクに3－4万の人々が大規模集会（人口960万で3－4万のデモは大

きい）を開き抗議運動に出たが、警察と衝突して多数の負傷者が出た。野党指導者達も監視され、9人

の大統領選候補者の内7人が逮捕され、内一人は重傷を負って病院に収容される等、厳しい弾圧の状況
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が窺われる。欧州各国は一斉に今回の「不正」選挙と政権によるデモ弾圧を非難。当地の「ユーロニュ

ース」報道ではルカシェンコとのインタヴューを放映していたが、同大統領は「ベラルーシでは革命は

起こらない」、「今回のデモ参加者達の一部は政府機関の建物に暴力的に入り込んだりしたため、やむな

い措置を取らざるを得なかった」等と終始高姿勢な弁明を繰り返していた。尚、独立系の調査機関が行

った世論調査ではルカシェンコ支持率は 40%程度だと云う。ベラルーシも何れ一時のウクライナの様に

革命派（西欧流の体制派）と反革命派がぶつかり合う社会騒動になる可能性が予想される。反体制派も

現在のところ9人もの“指導者”がいて共通したストラテジーも、財政的基盤も持たないが、今後どの

ように運動が一本化されて行くかがベラルーシの行方を見通す鍵とされる。22日付け仏ル・モンド紙は

その社説で、野蛮で官僚的、偏執病的な専制政治体制のベラルーシに対して、EU（欧州連合）としてど

のように付き合うべきかと自問し、もし突き離すとすればベラルーシをしてそのままロシアのブロック

に追い入れる事になり、公正選挙と引き換えに30億ユーロの援助を約束しているEUの今までの努力も

台無しになってしまう。結局EUの立場を決めるのは今後のル―シェンコ反対勢力の伸長次第であろう、

と論評している。 

＊筆者はこんな国に 10年ほど前に食品加工会社向けに小型プラントの売り込みに何度か行った事が

有るが、仕事関係者以外はロシア語（及び同族語のベラルーシ語）しか通じないので苦労させられる。

首都ミンスクからポーランド国境にあるブレストと云うちょっとした街まで客先手配の車で半日以上

も時間を掛けて走ってやや心細い思いもしたものだが、余り危険感を感じさせられることはなかった。

現地では客先の社長が一日社長秘書を付けて呉れブレストの街と近郊のサイト見学をさせて貰った。第

二次大戦中はナチスの侵攻に戦ったベラルーシ人の勇気と奮闘振りは歴史にも綴られていると云うが、

ナチス本隊がモスクワを攻めている間にも、なおも此のブレストの街でベラルーシ軍が降伏せずにナチ

の軍隊と戦っており、四方完全に取り囲まれた兵士たちは、地面の湿気で水分を取って凌いだと云う話

等を聞かされて感動したものだ。首都ミンスクでは日本人の年配女性一団に遭った。1989に起きたウク

ライナ国の北部のチェルノブルイ原子力発電所の事故は、事故当時の風向きの関係でベラルーシ国の南

部一帯に甚大な放射性物資の被害を及ぼした。その折の被災者の子供たちを日本で受け入れて、被爆国

日本の経験を生かして治療活動をしている女性達が、今度被爆者子弟家族（両親）に報告の為にやって

来たのだと云う。此の事にもいたく感心、感動！ 

 

18．“追われの身”キリスト教徒 / 世界各地で起こるキリスト教徒迫害事件 

クリスマスを迎えて世界各地の教会では厳粛なミサが行われる。カトリックのローマ法王もヴァチカ

ン広場での前夜の祝福ミサの後、翌日のクリスマス当日には世界に向けてクリスマスメッセージを発し

た。当地のマスコミも一斉に世界のクリスマスの模様を報道しているが、今年は特に世界各地で起こっ

たテロによるキリスト教達の犠牲、各地で弾圧を受けているキリスト教徒達の実態に関する報道が多い。

取分け今年の10月バクダットで起こったイスラム過激派による教会襲撃、殺害事件に象徴される様に、

イスラム教国で多発するキリスト教徒襲撃や迫害事件が後を絶たない。ナイジェリア、アルジェリアし

かり、エジプトでもコプト教徒（キリスト教の一派）達が迫害に遭っている。アジアでもインドやフィ

リピン等で迫害事件が多く報道されているが、特に中国では政府当局によるバチカン公認の司教始め、

中国国内のカトリック教徒たちが迫害と差別に苦しんでいるとして、ローマ法王はメッセージの中で

「信教と良心の自由が制限されているところでも勇気を失うなかれ！」と激励している一方、世界の指

導者達に対しては「積極的な連帯」を求めている。 

＊確かに今年はキリスト教徒に対するテロや迫害事件が目立った。特にイスラム教国ではキリスト教

徒たちがアルカイダのテロのターゲットにされており、危険を逃れて欧州等に移住するものが増えてい
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る。アフリカ諸国、特にサハラ砂漠以南の国では部族間の対立にキリスト教とイスラム教徒の対立が加

わって、紛争が絶えない状況は近年余り変わっていない。イスラム国家では極少数派のキリスト教徒が

身の危険に晒され、アフリカ諸国の一部では両勢力がぶつかって紛争が絶えず、西欧の先進国ではイス

ラム教徒の移民とその子孫の定着で社会、文化構造にすら変化を来している今日の状況は、ひょっとし

て我々は「現代版の宗教戦争」の世界に生きているのではないだろうか？キリスト教側から見れば受難

の時代だと云う感覚かも知れないが、イスラム、特に過激派から見れば、欧米キリスト教社会はイラク

を潰した後今度はアフガニスタンを制覇しようと多くのイスラムの人々たちを殺害し、更にはイランを

封じ込めている。一方、欧米諸国ではそこに住むイスラム教徒達に対して、預言者マホメットを揶揄し

たり、ブルカ（女性の全身を覆う着衣）を禁止したり、雇用面でイスラム人を不採用にする等、イスラ

ムの人達を何かに付け差別、迫害しているではないか、受難を受けているのはイスラム教徒達側である

と主張して止まない。 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

巻頭で言及しましたドイツに関する新聞記事を二つ抄訳しましたので参考にしてください。 

 

 

＜“Made in Germany”(メイド・イン・ジェーマニィ)に触れるなかれ！＞ 

   －12月7日付けル・モンド紙、フレデリック・レメットル「ドイツ便り」― 

 

オバマ氏が仮にメルケル宰相にアメリカの民間最高勲位の自由の勲章を与えたとして も、宰相の態

度は頑として変わらないだろう。数か月前のクリスチャン・ラガルド（仏財相）も空しく叫んで見たが、

米大統領も過剰なドイツの輸出に関する誠の議論にドイツを引っ張り出すことは出来なかった。12月

10日に予定されている仏独の閣僚会議でも、此の議題は取り上げられる事すらないだろう。ドイツにお

いては、輸出は国民的アイデンティティを成すもので、自殺志向でも持つ宰相でも無い限り、“Made in 

Germany”を問題にする指導者はいない。 

ソウル G20の数日後、メルケル宰相の CDU（独政権党）集会での、米国の利益をも犠牲にした同女史

の発言態度は完全なる成功を刻んだ。「我々は“Made in Germany”の良い製品を世界に輸出すると云う

事を問題化させることはない。他国がそれを出来ると云うなら、我々に追いついて見せる事だろう。我々

は競合の世界にあり、良いものを作る我々を懲罰する事が許されるものではない」と云う宰相の演説は

拍手喝采の中で行われた。2011年にドイツの輸出累計額は1兆ユーロ（約110兆円）を超える。しかし

中国は、これから更に多くを売りドイツは今年その第一輸出国の座を失う事になる筈である。此の事は

ドイツに取って極めてセンシティブな問題であり、今やドイツは更なる高度な技術に掛けている。バ

デ・ヴィルテンブルグ（独西部州）で開催された党集会ではメルケル宰相が同州の大学で設計されたロ

ボットによって迎え入れられたが、大変愛想の良いロボットは 1輪の薔薇を差し出し歓迎したと云う。

此の（技術に対する）向上心を示す例は他にもある。ランクフルト・アルゲマイネ・ツァティイング紙

は“技術とモーター（エンジン）”と云うタイトルの週刊紙の中で、ポルシェ（最高級車）の最新車の

紹介と同時に、数十万キロの走行に耐える頑丈で一般住宅並みの暖房付きの自転車の紹介を行っている。 

かくの如く技術に対するドイツ人の愛着は古いもので、実はこれは多少フランス人のせいでもあるか

も知れない。と云うのは、1806年プロイセンのウィリアム III 世がナポレオンに敗れた時、彼は「我

が国は物質力では負けたところのものを知能力で補わねばならない」として、後にドイツの科学・技術



 18/22 
                                                                

“DEEP INSIDE/WORLD” January 2011                                                                        
       ©Wild Investors Inc. http://www.wildinvestors.com/ 

研究センターの一つとなるベルリン大学を創立したのである。歴史と云うのはまた面白いもので、ドイ

ツ人の神話的な「Made in Germany」はイギリスに負うところもまたあるのだ。ドイツ製品の輸入ラッ

シュに脅威を感じたイギリスは、1887年の商品マーク条例によってイギリスで売られる全てのドイツ製

品は「Made in Germany」のラベルを付けねばならないとした。此の条例の目的は、当時のイギリス人

の消費者をしてドイツ産品を低品質、二流品として差別する事にあった。ところが効果は瞬く間に反対

の方向になり、刷新を重ねるドイツは品質面でイギリスを凌駕することになった。多くの技術者、エン

ジニアの養成のお陰で 1879年にはベルリン工科大学はケルンの大聖堂に次いで最も大きな建物となっ

ていたのである。かくしてドイツはイギリスより多くの特許申請を行う様になった。「ドイツの回想録」

の中で歴史家のマイケン・ユンバッハは“1900年頃には既に”Made in Germany”の方がより売れると

云う事でイギリス人は彼等の製品の貼り札を誤魔化していた“と語っている。 

勿論フランス人もこういった流れの外にいたのではない。“1900から1910年の間、我々（フランス）

の輸出は63%しか伸びなかったのに比べドイツは102%も伸長した”と当時の雑誌が第一次戦争前に書い

ている。続いて同雑誌は“ドイツは結局のところ大きな野望国家となり、その情熱たるや人口増加にも

増して高揚し、世界の市場でひたすら絶対的優越性を志向するものとなった。10数年前、最初に巨大な

蒸気船ドイッチェランド及びカイザー・ウィルヘルムがそれまで不倒の 22－23ノットの速度で、船上

に「Made in Germany」を靡かせながら大西洋を横切った時には、ドイツ製品の販路を容易にせんが為

に何と云う大きく、徹底したドイツ国家発揚の時代が開かれたものかと云う事を人々は悟ったものだ” 

一世紀経った今日、何も、あるいは殆ど変わっていないのではないか。アルストームがシーメンスを

不誠実な競争と非難（注；ユーロスターTGV向け車両納入で、それまでの仏アルストーム社の独占体制

が崩れ次回の車両納入が独シーメンス社に決定された事に対する非難）している状況、フランスの対ド

イツ輸出入バランスが一年間で約160億ユーロ（約1兆76000億円）のマイナスと云う現状は一世紀前

と同じではないか？ （以上抄訳） 

         

                           

           ＜仏独協調の裏面＞ 

             －12月17日付けフィガロ紙― 

 

ドイツに対するフランスの戦闘的で厳しい批判を知っている。それはそんな前の話ではない。リーマ

ン・ブラザーズが破産した 2008年の秋、ニコラ・サルコジはアンゲラ・メルケルに対して“ドイツは

考え込んでいるが、フランスは行動する、、、、、“等と吐いてドイツの神経を苛立たせたものだ。2010年

春のギリシア危機の際にも、エリーゼ宮（大統領）は宰相の市場に対する理解の”欠如“に驚いていた。

同時期にクリスチャン・ラガルド（仏経済相）はドイツがその輸出で持って隣国の入超を拡大させて行

く危険なドイツ型経済を敢えて問題にした。 

 

今日、エリーゼ宮は“公式”にも“非公式”にも誰もドイツ型経済や、ユーロ危機における宰相の態

度、ベルリンが目指す安定協約に就いて批判しようとしない。フランスとドイツがかくも一体化した事

はなかった。パリはユンカー（ユーロ圏議長）やトレモンティ（伊経済相）が唱えるユーロ共通債の考

えを支える事が出来たかも知れないが、ニコラ・サルコジは、ドイツの考えを直輸入でもしたかのよう

にこれに反対している。専門家は仏独関係の曲がり角を 2010年の夏としている。如何なる場合でも、

ドイツ流のやり方やアンゲラ・メルケルを批判するのは止めよ、という指令はエリーゼ宮から発せられ

ているものと思われる。10月 18日のドーヴィル首脳会議で仏独は戦略的合意に達したようだ。この日
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以来欧州は、他のメンバー国に相談する訳でもなくドーヴィルで決定された歩調で進んでいる。ユンケ

ルユーロ圏議長が渋い顔をしているのはこういったことで説明される。フランス側では何が起こってい

るか？まずユーロが、次に欧州そのものが危険に晒されている、そんな中で唯一ドイツが欧州と云う船

を救える充分なる力があると云う事の認識。実際、2010年の成長率はドイツ 3.5%、フランス 1.6%、ド

イツの経済回復は他のユーロ圏諸国の中でも最も強い。失業率は低下し、政府の国庫は満たされている。

2010年時点でドイツは財政赤字 3%で既に安定協約を尊守出来る。輸出と競争力をベースとしたドイツ

モデルはそんなに悪くはないのだ。少なくとも市場から攻撃に遭うものではない。経済は外交と同様、

強いものが支配するのである。ドイツは経済的にはユーロ圏の中で経済的には遥かに強いのである。ド

イツモデルは危機を通して強くなったとさえいえる。ユーロ存続の為にはドイツの支援がかってなかっ

た程に不可欠なものになっている。かくしてフランスは仏独のカップルを維持する為に、そのキ―ロー

ル（決定的役割）、即ちドイツが信頼おける唯一の調整役としての役割を認識したのである。（以上抄訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小幡 佳 （おばた このむ） 

 

フランス滞在歴 37年以上、その間アルジェリアにてプラントビジネスに携わるなど某日本大手商社の

商社マンとして、欧州と日本の架け橋となるべく奮闘の後、現在悠々自適の生活をめざしながらも毎日、

新聞、雑誌、本などを読み世の中の動きに一喜一憂しながらのリタイアメントライフを過している。 
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                松本 並子 

 

『学問のすすめ』に学ぶこと 

 

変革期に生まれた指南書 

 新年になり2011年になりました。2001年にニューヨークでテロに遭遇して今年で10年目になるな

あと、この 10年を振り返ってみました。テレビも買い換えなきゃと値段を見れば、薄型テレビが発売

された頃に比べてだいぶ安くなっており、物価も多少ですが変動しているなあとか、パソコンのハード

ディスクの容量などをみれば、この 10年ほどで桁違いに大きくなっていて、技術なども進歩している

なあなどとつらつら思っていました。 

その中で最も変化しているのは、「価値観」でしょうか。 

たとえば、就職・・・。少し前にはあこがれの就職先だった航空会社がつぶれてしまいました。格好

いい高収入の職業も路頭に迷いかねない時代に突入したのだなと印象が強く残ったものです。 

今の時代は、ここにいれば安泰だ、こういう商売の方法をしていればずっと儲かるということのない

時代になっていると思います。 

長い歴史を振り返っても、こうした天地がひっくり返るほどの変革期は、大きくは戦国時代と明治維

新でした。第二次世界大戦後も自然発生というよりは外からの強制力での変革期になっていましたが、

この場合はちょっと例外になると思います。 

そうなると現代から最も近い変革期は明治維新と

いうことで、この時代が人々の共感を呼ぶというのは、

大河ドラマで「篤姫」や「龍馬伝」が人気だったこと

からもよくわかります（残念ながら「龍馬伝」は個人

的にはあまり好みではなかったのですが・・・）。 

 

この維新時には様々な思想家が生まれましたが、倒

幕維新への影響を及ぼした吉田松陰などと同じ時代

に活躍し、かつその新しい価値観が今になっても古び

ていない啓蒙思想家・教育家がいました。 

「福澤諭吉」です。 

明治維新に対しては肯定的でありながら、吉田松陰のように倒幕志士たちへの思想影響はほとんどな

く、もっと先を見据えていたともいえる民衆への啓蒙を実践しました。 

 

その実績の一つは慶應義塾の創設ですが、教育家であると同時に著述家としても優れ、著書『学問の

すすめ』は1872(明治5）年に初編が刊行されてから17編まで書かれ、全発行部数が370万といわれた
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ほどの当時（明治期）の大ベストセラーでした。 

 

天は人の上に人を造らず 

この『学問のすすめ』を文語体から口語体に翻訳したものが『現代語訳 学問のすすめ』（福澤諭吉

著 齋藤孝訳 ちくま新書刊）です。2009年に出版され、2010年の7月には15刷りにまでなっている

ほど、また多くの人に読まれています。（以下、すべての引用部分はこの現代語訳版によります。） 

『学問のすすめ』は、慶應義塾の小・中・高・大学のいずれかを受験するのでなければ読む必要性の

ないような書籍という印象が強かったのですが、手に取ってみれば、目次の「学問には目的がある」、「国

民の気風が国を作る」、「美しいタテマエに潜む害悪」、「怨望は最大の悪徳」「判断力の鍛え方」などの

章タイトルから表れる、現代にも通用するような内容に思わず惹かれました。 

  

冒頭は有名(?!)な「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」という文章で始まります。「つ

まり天が人を生み出すに当たっては、人はみな同じ権理（権利）を持ち、生まれによる身分の上下はな

く、万物の霊長たる人としての身体と心を働かせて、この世界のいろいろなものを利用し、衣食住の必

要を満たし、自由自在に、また互いに人の邪魔をしないで、それぞれが安楽にこの世を過ごしていける

ようにしてくれているということだ」と続きます。 

そうした平等な条件の下に生まれながら、学問をするかしないで職業や

それに伴う地位の違いが生ずるというのです。しかも、この「学問」とい

うのは「わかりにくい昔の小説」を読んだり、和歌や詩を作ったりするこ

とではなく、「普通の生活に役に立つ実学」を学ぶことだというのです。 

実学とは、「たとえば、いろは四十七文字を習って、手紙の言葉や帳簿の付け方、算盤の稽古や天秤

の取り扱いなどを身につけることをはじめとして、学ぶべきことは非常に多い」と断じます。 

  

同時に「天は人の上に人を造らず、人の下に人を造らず」と自由を唱いながらも、その自由は「わが

まま」とは違うものであることも言及しています。自由とわがままとの境目は「人の迷惑になることを

するかしないか」で分かれると。 

  

自由を妨げる空威張り 

こうした他人への迷惑に言及するところが、江戸幕府時代の過ぎ去った悪習につ

いてのくだりです。 

「旧幕府の時代には、東海道に『御茶壺』が通るときには、みなその前に土下座

した。将軍の鷹は人よりも大事にされた。幕府が使う馬には、往来の人も道を譲っ

た。すべて『御用』という二字をつければ、石でも瓦でもおそろしく尊いものに見

えてしまっていた。」 

つまり本当はこうした茶壺が尊いなどという馬鹿げたことをみんなは嫌っていたけれども、その馬鹿

げたしきたりに慣れてしまっていたということです。単に政府の威光で人をおどして、人々の自由を妨

げようとする卑怯なやり方は内容のないただの空いばりで無意味なものであったとしています。 

明治期に入り、そのような因習から解放され、人々はみな安心して、仮に政府に対して不安があった

ら、それを抑えて政府をうらむより、それに対する抗議の手段をきちんととって遠慮なく議論をするの

が筋であり、また天の道理や人の当たり前の上にきちんと合っていることだったら、自分の一命をかけ

て争うのが当然だ。これが国民のなすべき義務というものであると福澤諭吉ははっきりと主張していま
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す。 

正々堂々かつ真剣に国のあり方を一個人が常に問うべきだと。これはそれだけ個人（一人一人の国民）

が重要な責任を負っているという意味でもあり、一人一人がそれゆえに大切な存在であるという福澤諭

吉の考え方の表れでもあると思います。 

 

だからこそ、きちんとした教育を国民一人一人が受け、節度ある生活

態度で日々を営むことさえできれば、そうした良い民にはよい政治がな

され、国は豊かに強くなると説いています。 

江戸時代のように前述した空威張りが横行する時代ならともかく、明

治期の世に生まれ、国をよくしようと志す者にはそれほど苦悩する

な・・・とも書いています。 

「大事なことは、人として当然の感情に基づいて、自分の行動を正し

くし、熱心に勉強し、広く知識を得て、それぞれの社会的役割にふさわ

しい知識人や人間性を備えることだ。そうすれば、政府は政治をしやす

くなり、国民は苦しむことがなくなり、お互いに責任を果たすことができる。そうやってこの国の平和

と安定を守ることが大切なのだ。私がすすめている学問というのも、ひたすらこれを目的としている」

というのが、初編の結びとなります。 

 

変革期の根底に流れる思想  

福澤諭吉が提唱しているのは、目先の小さな価値観、つまり武士であれば、大きな店の跡取りだから

もう一生安泰だ・・・（現代では少し前までまかり通っていた、○○大学や○○学校に行って○○企業

に入れば一生が安泰だ・・・）というようなことは重要なことではなく、「自分の行動を正しくし、熱

心に勉強し、広く知識を得て、それぞれの社会的役割にふさわしい知識人や人間性を備え」れば、個人

も国家も正しく廻っていくのだということです。 

  

最近では、社会的な現象や事件で嘆かわしい風潮があれば、それはすぐ今の政治やマスコミが悪いか

らだ・・・ということになります。もちろん、そうした事実は大いにあるだろうと推察はできますが、

『学問のすすめ』を読んで、やはり個人の意識をどう持つのかが重要だと改めて思うのでした。 

 

変革期の根底に流れている主義主張というものは、たとえば、戦国時代ならば誰もが闘わずに暮らせ

る太平の世とか、明治維新では身分にしばられない生活・・・といった「あたりまえ」なことを実現さ

せることではないかしら。だとすれば、この変革の時代に求められているのもまた人々の平和で安らか

な生活かもしれないと思うのでした。 

それを実現させるための手段として、実学を身につけ、正しい行動を伴った生活をし、「良き民」に

なれば「良き世」になるということを『学問のすすめ』から学んだのでした。 

 

 

 

 松本 並子 （まつもと なみこ）         

出版社勤務を経て、フリーの編集者として、主に書籍、電子書籍の編集に携わる。海外在住経験より、

「マイブームは『ニッポン』」と題して、日本の良い点を積極的に探求している。 




