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自由化を早期に果たした産業ほど、長い目で見れば高い競争力を持つに至っています。農業分野

についても、農家経営の保護を目的とする政策から農業の国際競争力を付ける産業政策に切り替

えていくことを真剣に検討する時期だと思います。日本の農産物には品質が高く、海外において

高値で売れているものも多いと聞きます。既に国際競争力の高い農業への転換にチャレンジして

いる農家もあり、政府としてもこういった動きを積極的にバックアップしてほしいと思います。

　フィリピンとのEPAにおいて看護師、介護福祉士の部分的受け入れが決まりましたが、今後も

看護、介護の分野に限らず人の移動の自由化の論議がますます活発化するでしょう。日本でも、

何らかの仕組みを作って人の移動の自由化を促進することを考えるべき時に来ていると思います。

　また、世界には例外措置の多いFTA・EPAもありますが、今後日本が目指すべきは、自由化

度が高く、貿易手続を含む行政手続の簡素化、投資や知的財産の保護ルールまで広範囲の分野に

わたる、いわゆる「質の高いEPA」です。より高い目標を掲げて官民が一体となって努力する

べきです。

　日本は従来からインドネシアへの投資が多く、実はASEAN諸国の中で累積投資額が一番多い

のがインドネシアです。日本貿易会としては、他のASEAN諸国との交渉が進む中で、インドネ

シアが取り残されていることを懸念していましたが、最近になって交渉開始の動きが出てきたの

は大きな前進です。ASEANとの交渉と平行して、インドネシアとの二国間交渉も積極的に進め

ていただきたいと思います。

　地理的な条件もありアジアとのEPA交渉が優先されるのは自然ではありますが、アジア以外の

国では、チリが注目されます。チリは政治的にも安定し、経済も堅実に成長しています。銅や鉄

鉱石、水産資源の供給国であり、大変な親日国でもあります。また、米国、EU、韓国との間で

EPAを既に締結し、中国やインドとも検討中で、FTA・EPAを通じて国内の構造改革と経済成長

を実現した国として、ラテンアメリカ諸国のモデル国家として各国から評価されています。日智

FTAについては、これまで検討会レベルであったのをステップアップして産官学の共同研究会を

立ち上げることになっていますので、早期締結に向けて検討が進むことを期待しています。

　米国をはじめ、中国などもWTO加盟以降、積極的にFTA・EPAに取り組んでいます。国際競

争力の強化という点で日本が遅れをとらないよう、日本貿易会としても必要に応じて政府に積極

的に提言していこうと思います。

　2004年の進展をバネとして、2005年が日本の通商外交にとってエポックメーキングな年とな

るよう、願っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　新年明けましておめでとうございます。

　昨年は、日本の通商外交にとって一定の成果が上がった年となりました。日本貿易会にとって

も大変喜ばしいことと思っています。

　昨年8月にはWTO新ラウンドの枠組み合意がなされ、また、WTOを補完するという意味で、

FTA・EPAをはじめとする地域統合、二国間協定の締結の動きが世界中で活発化しました。日本

について言えば、昨年3月に、ようやく懸案となっていたメキシコとのEPA締結に合意し、11

月にはフィリピンとのEPA交渉が合意に達しました。また、わが国にとっては初めての地域包

括経済連携の交渉となる、ASEANとのEPA交渉が本年4月から始まることとなりました。

　今年は昨年中に合意に達しなかったタイ、マレーシアとのEPA交渉が続きますし、韓国との政府

間交渉が合意される予定です。年末には香港でWTOの閣僚会議が開催されることになっています。

日本政府には、これら交渉においてぜひリーダーシップを発揮していただきたいと思っています。

　私は昨年の会長就任にあたって「グローバル・フロンティア」というキャッチフレーズを掲げ

ました。これまで日本は通商立国として自由貿易体制の恩恵を受けてきています。近年、経済・

社会のグローバル化が急速に進展し、新しい市場や事業領域がますます拡大するなど、世界中で

予想を超えるスピードで変化が進んでいます。こうした中、ヒト・モノ・カネ・サービスのグ

ローバルな自由化の達成は、日本にとってますます重要な課題となっています。われわれ商社の

みならず、多くの日本企業が既にグローバルに事業を展開しており、一つの製品が作られるまで

に素材の生産や加工、部品の製造、そして最終製品の組み立てにいたるまで多数の国が役割を分

担することが当たり前になっています。グローバル化は今後も加速化し、各地域内の産業構造・

分業体制はどんどん変化していくでしょう。特に東アジアにおいては、これから数年がEPAの

ネットワークによる域内経済連携に向かっての助走期間になるでしょう。

　FTA・EPAの推進は、海外取引の多い日本企業にとってメリットがあると同時に、国内の構造

改革を促進し、産業の国際競争力を高めるという視点が大事だと思います。どの産業分野でも、
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　過ぎし2004年は、スポーツに関する話題が盛りだくさんの年だった。アテネ五輪では日本勢が躍

進し、連日のようなメダルラッシュに沸いた。メジャーリーグにおいては、イチロー、松井両外野手

が活躍した。プロゴルフでは19歳の宮里藍が1億円プレイヤーになったり、いろんな快挙があった。

　お陰でずいぶん楽しませてもらったが、つくづく感心したのが「今時の若い者たち」の勝負強

さである。ほんの少し前まで、「日本人選手はプレッシャーに弱い」というのが通説であったが、

今では本番で自己ベストを出すのは当たり前で、勝利のあとのコメントが「チヨー気持ちいい」

だったり、「イェイ、勝っちゃった」であったりする。

　屈託のない彼らのプレー振りを見ていると、組織や過去の重圧をほとんど感じていないように思

える。応援を受けて萎縮するのではなく、応援を素直に自分のモチベーションに転化している。ど

うも日本人の質が変わって、いい意味での新日本人が出て来たのではないかとさえ思えてしまう。

　なにしろ、今の20代といえば1980年代の生まれである。生まれたときにはすでに日本は経済大

国であり、「追いつき追い越せ」といったメンタリティは彼らには皆無であろう。彼らがテイーン

エイジャーとして過ごした90年代は「空白の十年」であり、阪神大震災やオウム真理教事件など

ショッキングな事件が相次いだ。日本社会の未来を見る目も、上の世代に比べればはるかに冷徹

なものかもしれない。いずれにせよ、彼らの心情は旧世代の人間にははかり知れないものがある。

　そんな若い世代は、これからの企業社会の中でどんな役割を担っていくのだろうか。この問い

かけに対し、われわれの「常識」が持つ伝統的な答えは、「なあに、今までとたいした変わりは

ないさ」である。かつて「団魂の世代」や「新人類世代」がそうであったように、彼らもあっさ

りと企業の論理に取り込まれてしまうのではないか。企業というのは、存外にしたたかなもので

あるというのが、われわれの経験則が教えるところである。

　その一方で、逆の思いにも駆られる。若いアスリートたちが輝かしい成果を上げる一方で、受

け皿の側の不備がいろんな面で目につくからだ。たとえばプロ野球の再編問題では、経営陣のお

粗末さが次々に明らかになっていった。アテネ五輪の好成績も、柔道、水泳、体操など、大胆に

指導方法の刷新を行った一部の種目が躍進する一方で、旧態依然とした多くの競技の分野は前宣

伝に反した成績に終わっている。

　企業の側は、若い世代を迎える準備が整っているかどうか。そして彼らの能力を発揮させるこ

とができるかどうか。あるいは旧世代として、彼らに何を伝えていくべきか。馬齢を重ねた商社

マンとして、そんなことが気になっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　昨年も、商社が手掛ける大型プロジェクトのニュースが、いくつも新聞紙上をにぎわせた。当

社でもプロジェクト担当の営業部隊は、海外のさまざまな国で数多くの案件を進めている。暑

い国で、寒い国で、乾いた土地で、大雨の中で、彼らは商習慣の異なる客先とのタフな契約交

渉や、銀行団からの資金調達、そしてインフラの不足した現場での工程管理など、厳しい仕事

を続けている。

　そうしたプロジェクトは、最初のアイデアからプラントの竣工・稼動まで数年、時には数十

年を要するものも多い。プラントが完成すれば華々しくオープニング・セレモニーが行われ、稼

動すれば会社の業績に目に見えて貢献する。案件の担当者は、当然脚光を浴びることになる。し

かし、そうした「ヒーロー」の陰に、「こんな荒唐無稽なプロジェクトが実現するわけがない」

「こんな生産規模のプラントを作って、どこに製品の需要があるのか」などと言われながら、粘

り強く社内を説得し、国内外のパートナーに声を掛け、文字通り一からプロジェクトを作って

いった人たちが数多くいるのが、商社のビジネスの常である。

　こうした「無名の先人たち」は、どのように評価されてきただろうか。プロジェクトの竣工

までに担当者が何代も入れ替わり、いざ完成したときには、当初からの関係者は既に会社を離

れていることがよくある。そうした中には、成果を生まない案件のせいで不本意な人事評価を

受けたまま、プロジェクトの先行きを案じつつ去っていった人も多いのではないだろうか。

　昨今主流となっている成果主義では、過去に成功案件の種をまいた人ではなく、現在その果

実を収穫する人だけが評価の対象となるのが普通である。会社人生の評価は給料の多寡や出世

の早さだけで量られるものではないと言ってしまえばそれまでだが、それだけで済むものでも

ない。だから当社では、「現在」の成果の中には先人たちの数字では表せない汗と涙が詰まって

いることを十分に認識した上で、総合的に個人の業績評価を行なうよう、指導している。

　評価システムの中に「くじけず、あきらめなかった先人たち」の処遇を再評価する仕組みが

あれば理想的だが、これは実際問題として不可能である。ならば、いささか精神論的になるが、

現在の成果の陰に多くの無名の先人たちがいたこと、自分たちも先人たちのような「こころざ

し」を持って将来の礎を築き、後輩たちに引き継いでいくんだということを、先輩が後輩に長

く語り継ぐような企業文化、風土を育てていくことが大切であると思う。　　　　　　　　
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　明けましておめでとうございます。

　昨年を振り返りますと、日本経済は輸出と設備投資に牽引され、順調に景気回復を続けてまい

りましたが、夏の猛暑や高温、台風の多発、あるいは地震など、天候や自然現象が、例年にも増

してプラス、マイナス両面で少なからず経済に影響を与えました。天候、自然現象と経済活動の

関係について、考えさせられる年でもありました。

　世界的にも、熱波や豪雨などの異常気象がいわれる中、昨年11月にはロシアが京都議定書の

批准を行い、本年2月に発効することとなりました。京都議定書自体、米国、豪州の議定書から

の離脱や、中国やインドなど将来的に温室効果ガスの排出量増加が予想される国々が排出量削減

義務を負わないことなど、大きな問題を抱えておりますが、我が国として、温室効果ガス排出量

の1990年比6%削減義務の達成に向けて、官民を挙げて本格的に温暖化対策に努力していかな

ければなりません。

　しかしながら、現在既に排出量は1990年比で約8%増加しており、削減義務達成のためには

約14%の排出量削減が必要であり、省エネ対策が進み既に世界最高水準のエネルギー効率を達

成している我が国で、この削減義務を達成するのは至難と言わざるを得ません。一方で、温暖化

対策の強化は、活発な企業活動を阻害し、また削減義務を負わない諸外国との比較において、日

本産業の競争力を低下させるなど経済活動の制約要因となる面もあります。

　そうした中、「京都メカニズム」に基づいた排出権取引の取り組みが進められていますが、世

界に広くネットワークを有する我々商社の存在が注目されています。日本が誇る環境技術、省エ

ネ・新エネ技術の発展途上国への移転や、再生可能エネルギー、リサイクルなど環境配慮型の事

業への取り組みについて、商社の役割が期待されるところです。

　もちろんこういったビジネスを通じての環境問題や温暖化対策への取り組みは、商社の重要な

役割であり、積極的に取り組んでいく必要がありますが、同時に、オフィスにおける省電力や廃

棄物削減など環境負荷の低減活動、環境関連法規の遵守、従業員の環境保全意識の向上といった

日常の地道な活動を通じて、一企業として、あるいは一企業市民として環境保護に貢献していく

ことが大変重要だと考えます。住友商事グループもその「行動指針」の中に、「地球環境の保全
うた

に十分配慮する」ことを謳い、これを具体化するために「環境方針」を定めるとともに、ISO14001

環境マネジメントシステムを推進しています。こういった地道な活動が、社会・経済の発展と地

球環境の維持との調和を実現することの第一歩だと考えます。　　　　　　　　　　　　　

おか もとゆき

岡 素之
社団法人日本貿易会 副会長
住友商事株式会社 社長
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　今年は米国経済が調整局面に入りそうである。ブッシュ政権1期目もITバブル崩壊で始まっ

たが、2期目もシリコンサイクルの下降局面で始まることになりそうである。世界経済は直接、

間接に米国経済に依存しており、米国景気の減速は、そのまま世界経済の減速を意味する。つま

り中国の過熱経済も沈静化し、スローダウンする可能性が高いということである。但し、原油価

格は高めに推移し、ドル安顕在化の懸念もある。

　米国では対テロ戦争、本土防衛という大義があり、国民が引き続き戦時大統領としてブッシュ

大統領を再選した。その陰に隠れた感はあるが、実は米国企業にとっては不正会計が頻発して、

コーポレート・ガバナンスが大いに揺らいでおり、企業の社会的責任が問われるという状況にあ

る。

　日本ではバブル崩壊後、企業不祥事が続発しており、最近でもカリスマ的オーナー経営者が何

人もリタイアする事件が起こっている。過去10年以上、日本企業は経営再建に追われて、本来

の経営理念や企業の社会的責任を考える余裕がなかったし、産業の統合・再編が進む一方、銀行

の株式持合いの解消が進み、株価の下落で時価総額が減額して、絶えず敵対的な買収の危険性が

存在していた。まず生き残ることで精一杯であったといえる。

　市場で株主あるいは機関投資家が企業を評価した結果が株価として現れる。しかし、いまや日

本でもコーポレートガバナンスの問題は株価至上主義から、CSR（企業の社会的責任）という、

企業活動を多面的に評価し、チェックしようという方向になっている。また、企業の長期的利益

という観点から、企業ブランドというものも、株主利益、従業員利益、顧客満足を増進するもの

として、企業価値を高めるものと考えられている。

　つまり、企業は利益を上げ、株価を高めることが至上命題ではあっても、企業の価値はもっと

多面的に計られるべきものであり、企業にとって最も価値ある資産は、ブランドや人材などの無

形資産である。その多面的価値が社会的に認知されることがより重要であると認識されるように

なっている。

　日本経済のグローバル化に伴って、敵対的買収の危険は常に存在しているわけであり、株主や

従業員、顧客に敬愛されるコーポレート・ブランドを確立し、安定的に高収益を上げるという状

況を維持しなければならない。株主、従業員、顧客や総てのステークホルダーにとって、なくて

はならない唯一無二の会社となる。それが企業経営の原点であり、これからの企業経営の課題で

あると確信している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

― 原点への回帰 ―

これからの企業経営の課題
こばやし えいぞう

小林　栄三
社団法人日本貿易会　副会長
伊藤忠商事株式会社 社長
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