
危機対応と財政をめぐるリーダーシップは国によっ
て様々である。米国のトランプ大統領のようなリー
ダーの登場は日本では考えにくい。その背景にあるの
が、歴史的に形成されてきたリーダーを支える国民意
識の違いである。その違いを認識しておくことは、グ
ローバル化が言われる今日、大切なことと言えよう。
ここで述べる筆者の認識は、主として2年間の米国留
学という限られた経験に基づくものであるが、読者諸
賢の参考になれば幸いである。

1欧米におけるリーダーの育成
欧米におけるリーダー育成の姿は、中西輝政氏＊1によ

れば以下のようなものである。「イェール、プリンスト
ン、ハーバードといった大学では、そこに学ぶ学生には、
自分たちこそ20年後のアメリカをリードする人間とい
う意識をはっきりもたせて教育している。学生の側も、
はっきりそういうエリート意識と使命感を当然のこと
とし、その日に備えて勉学にいそしんでいる。イギリ
スでもオックスフォードやケンブリッジでは20歳そ
こそこの学生が早くから下院議員を目指し、あたかも
すでに次代の国のリーダーとして、ある政策課題をど
う決断すべきかについて厳格な雰囲気の中で自らの人
間性と専門的な知識をもとに、毎週のように活発な議
論を交わしている。（中略）人材育成に対する国家と
してのすさまじい執念と徹底した合理的なものの見方
を、日本はなぜか明治以来、学んでこなかった＊2。」

このような西欧のリーダー育成教育に対して、我が

＊1） 「日本の『敵』」中西輝政、文春文庫、2003
＊2） 明治以来、我が国の教育に受け入れられなかったものに修辞学（弁論術）がある。修辞学は古代ギリシャ・ローマ以来の学問で、多数を相手に、まず

は相手に自分の熱意を感じさせて聞こうという気持ちにさせ、説得につなげていく意思疎通の基本的な技術である。
＊3） 「障害児教育とエリート教育」学士会報No.836
＊4） 教育現場では、平成25年度から実施されている高等学校の新学習指導要領で「読み・書き・聞き・話す」という4技能を別々に学ぶのではなく統合し

て学ぶというコンセプトがこれまで以上に明確に打ち出されており、ディベート教育の重要性が認識されるようになってきている（平山たみ子、「新学
習指導要領の授業」https://bun-eido.co.jp/school/highEnglish/ujournal/uj71/uj710609.pdf）。

国では、明治時代以来の全員一致を良しとする教育
が、江戸時代の全員一致にあったお互いの人格を尊重
するという本来の在り方を忘れた姿で行われて、エ
リート教育が失われてしまっている。そのことを、象
徴しているのが「いじめ」である。星山麻木鳴門教育
大学助教授＊3によれば、それは以下のようなものであ
る。「学生時代、いわゆる有名中学校を受験する小学
生を塾で教えた。ある日、小学五年のクラスに帰国子
女が入ってきた。質問に手を挙げて、すぐ答え、次々
質問し、自分の意見を発表した。そして二日後、必然
的にその生徒を標的にした、いじめが始まった。その
生徒はやがて発言しなくなり、答えをわざと間違え他
の子を安心させては、周囲を笑わせる能力を身に付
け、クラスに適応していった。才能に恵まれた子ども
は自分の能力を発揮することより、人に嫌われぬ努力
をせねば日本ではうまく生きられない。そして、それ
は言うまでもなく子ども社会に限った話ではない。

（中略）公的なエリート教育の試みが少しずつ始まろ
うとしているが、不安感を覚える人は少なくないだろ
う＊4。（中略）秀才、天才と言われた人は、優れたリー
ダーになる素質を持ちながら、子どもの頃、他の友達
と理解度の歩調を合わせること、決して目立ちすぎては
いけないこと、時には教師の好く生徒像を演じることを
学び、わからないふりをして過ごした経験が少なから
ずあるのではないだろうか。（中略）周囲を見渡すと才
能に恵まれた多くの人が海外で伸び伸び活躍しており、
また日本のリーダーの中には海外で教育を受け、その
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背景にあるもの
国家公務員共済組合連合会 理事長　松元  崇
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才能を磨いてきた人が多いように思う」というのである。

2スタンフォード大学ビジネス・スクール

掲げさせていただいたのは、1980年、筆者がスタ
ンフォード大学のビジネス・スクールを卒業した時の
読売新聞である。筆者は、卒業にあたって、日本人留
学生として初めて、そのクラスに最も貢献した学生と
して表彰された。それは、本人にとっても意外だった
が、2年間の留学期間中に日本の経営スタイルについ
ての学生の勉強会＊5を主催したことによるものだった。

米国のビジネス・スクールは、世界で通用するビジ
ネスの手法を学生に身に着けさせるところだ。筆者が
留学していた1970年代の終わりは、ジャパン・ア
ズ・ナンバー・ワンといわれていた時代で、日本のビ
ジネスの手法を何とか学びたいという学生が多かっ
た。入学してしばらくたったある日、一人の米国人学
生＊6が日本のビジネスの手法についての勉強会を立ち
上げたいと言ってきた＊7。それに対する筆者の最初の
答えはノーだった。そもそも、自分は役所からの派遣
で民間のビジネスなど知らない。また、日本のビジネ
スの手法などと言っても、当時、日本の企業が海外に
派遣する社員に言っていたのは、一日も早く現地に溶
け込んで現地のやり方を身に着けて成果をあげてほし

＊5） US-Japan Business School Student Association。その後、US-Asia Business School Student Associationとなっている。
＊6） Chris Mead.同氏は、後に米国商工会議所の上級副会長（Senior Vice President）になり、2014年にThe Magicians of Main Street：The 

Story of Chambers of Commerce in America,1768-1945.という本を著している。
＊7） 当時、カリフォルニア大学のビル・オオウチ教授が、米国型の組織と日本型の組織の違いに基づいた経営手法の違いを分析した「セオリーZ」を唱えて

注目されていた。
＊8） ソニーが、大蔵省（当時）から銀行業の免許を得られないので、生命保険会社を創った話。社員が、スパゲティーをゆでる機械を発明したので、独立

させてアルデンテ（イタリア語で「ゆでごろ」という意味）というレストランを銀座に出店させた話なども伺った。

いということで、日本のビジネスの手法を実践しろな
どと言っていた企業はなかった。スタンフォードのビ
ジネス・スクールには、当時10人ほどの日本人留学
生がいたが、そのほとんども米国流の経営手法を身に
着けて来いということで企業から派遣されてきた人た
ちだったのだ。しかしながら、一度くらいノーと言わ
れてもあきらめないのがアメリカ人である。お前は役
所出身でも、民間企業出身の日本人留学生はたくさん
いるではないかというのだ。そこで、企業から派遣さ
れていた同級生に相談したところ、日本の経営者など
を呼んできて話を聞くというのでどうだろうかという
ことになった。

勉強会は、言い出しっぺの米国人学生と私を共同代
表として始まり、米国で活躍している東京銀行（当
時）や日産の現地法人の社長、ソニーの盛田会長など
に来ていただいて話を聞いた。日本で活躍しているコ
カ・コーラやレブロンなどの米国企業の日本法人の代
表にも来ていただいた。特に印象深かったのが、ソ
ニーの盛田会長で、ビジネス・スクールの講堂が満員
という盛況となり、学長との昼食懇談会も大好評だっ
た。筆者も、盛田会長の英語が発音は日本流で文法的
にも必ずしも正確でないが、ジョークもこなす臨機応
変の発言ということに強い感銘を受けた＊8。

3米国流の他文化理解
それにしても、そのような勉強会で日本流の経営に

ついて、米国人の学生たちがどこまで理解したのかは
疑問だった。しかしながら、うまくいっているのだか
ら、何かノウハウがあるはずで、それをできるだけ学
ぼうというのが米国流である。日本人の感覚で行け
ば、そうはいっても文化や風習の違いがあるので、本
当のところは理解できないのではないかと思ってしま
う。今日、思い返しても、戦後出来上がった終身雇用
制という日本独特の雇用慣行などを理解していなけれ
ば、日本流の経営についての理解は不十分だったはず
だと思う。しかしながら、理解できないなりに理解し
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ようとするのが米国流なのだ。この点について、春具
氏＊9が以下のような指摘を行っている。「多民族国家
アメリカの素晴らしいところは「みな、違うんだ」と
いう前提で相手を見つめようとするところです。『能
について説明してくれ』といわれ、日本人でさえよく
知らないことを、文化背景の違うアメリカ人に説明し
ても分からないだろうなと思い、『難しいよ』という
と、『それでもいいから』と促されて説明しました。
案の定、よく理解できない。すると『もう一度』と言
います。これが一度でなく、結局数回言い方を変えな
がら説明しました。おそらく、それでもこちらの言語
力もあって、半分も分からなかったと思います。しか
し、未知のものを理解しようという姿勢には頭が下が
ります。日本人同士なら『多分理解できないよ』と
いって、最初から一度も説明せずに終わらせます。こ
れでは、アメリカ人は半分は理解したのに、日本人同
士ではゼロということになります。」そんなアメリカ
流のおかげで、筆者は卒業式の時に表彰されたという
わけである。

4イランの米国大使館占拠事件
日本の経営についての勉強会が軌道にのった留学生

活の2年目の冬に起こったのが、イランの米国大使館
占拠事件（イラン革命）であった。その際、現地の新
聞に、日本の商社がイランの原油を購入して利敵行為
をしているとの報道がなされた。しかしながら、調べ
てみると、イランからの原油輸出が突然止まると世界
の原油市場が混乱するということで、日本の通商産業
省（当時）が米国のエネルギー庁と水面下で調整のう
え、原油の買い付けを行ったということであった。そ
こで、その旨をレポートにして勉強会で発表したが、
興味深かったのは、その時の米国人学生の反応だっ
た。新聞など読んでいる人は少ないから、そんなに気
にすることはないよというのである。また、こちらは
役所出身者として、日本の国をしょっているような気
分でレポートを作成したのだが、個人と国家は違うん
だから気にするなという反応もあった。多数決で物事

＊9） 78年～2010年まで、ニューヨーク、ジュネーヴ、ハーグにて国際連合人事局人事官、国際連合安全保障理事会湾岸戦争賠償委員会法務官、化学兵器
禁止機関訓練人材開発部長兼人事部長。

＊10） 当時、ビジネス・スクールは日本ではあまり知られておらず、人事院の留学でビジネス・スクールに留学したのは、小手川さんが最初だった。
＊11） ビジネス・スクールには、その後ノーベル経済学賞を受賞したウィリアム・シャープ教授や、ニクソン政権で財務長官を務めていたジョージ・シュル

ツ教授（特別講義担当）など、そうそうたる教授陣がそろっていた。

を決めても、少数意見が残るのが当たり前、いちいち
国が行ったことに個人が責任を感じることなく自由に
議論するという欧米流の民主主義の原点を、そこにみ
たような気がした。

5石油価格高騰についての分析
筆者がスタンフォード大学のビジネス・スクールを

選んだのは、1年先輩の小手川さんに勧められたから
である。その際に言われたのは、スタンフォードには
ビジネス・スクールには珍しく公的部門を研究するパ
ブリック・マネジメント・オプションがあるというこ
とだった＊10。そのパブリック・マネジメント・オプ
ションの科目にあったのがエネルギー問題。ワシント
ンの政府高官だったエントーベンという教授が教えて
いた。

原油の価格は、戦後、長らく2ドル程度だったもの
が、1973年の第1次オイルショックで10ドルを超え、
イランの米国大使館占拠事件の原因となったイラン革
命で36ドル台にまで上昇していた。そして、今後は
50ドルにも100ドルにもなっていくという観測がもっ
ぱらだった。その観測について、エントーベン教授
は、原油価格が50ドルになれば、カナダやベネズエ
ラに豊富な埋蔵量があるオイルサンドやオイルシェー
ルが開発されてくるので、長期的にはそんなに上がる
ことはない、むしろ下落の可能性があると分析してい
た。それは、世の中が、原油が上がる一方だとしてい
る中で、データに基づく冷静な分析だった。翌年、帰
国して、その分析を幾人かの知人に話したが、そんな
はずはないという人ばかりだった。果たして、その後
原油価格は15ドル程度にまで下がっていった。米国
においても、エントーベン教授のような分析は少な
かったが、自らの分析に基づいて、学生に講義をする
教授の姿には印象深いものがあった＊11。

6米国人の学生が目指していたもの
米国のビジネス・スクールの学費は高い。米国人の

学生は、3－4年の実務経験があって、キャリア・
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アップするために入学してくる者が多く、卒業すれ
ば、新たな企業に高給で雇われて元を取るのである。
既婚者も多く、中には、奥さんの働きで2年間支えら
れているという学生もいた。筆者も大蔵省（当時）で
の2年間の勤務後の留学で、留学直前に結婚していた。
そんな学生たちが集まってホーム・パーティーをした
ときに、筆者の家内が自分は夫と同じ東京大学の卒業
で弁護士だ、裁判官にでもなれたと自己紹介した＊12

ところ、なぜ、あなたは公務員などと結婚したのかと
問われた。米国の公務員は、安定しているが安月給で
うだつが上がらないというイメージで、そんな公務員
は相手にしないというのが、ビジネス・スクールに来
ていた学生の奥方たちの感覚だったのだ。

筆者は取らなかったが、ビジネス・スクールで人気
があったのは、Small Businessの講座だった。何か
やりたいことが見つかったら、明日にでも退学して
Small Businessを起業したいという学生もいた。起
業は、学業優秀だから成功するとは限らない。スタン
フォード大学のビジネス・スクールには、学業が優秀
だったという学生だけでなく、全米のバスケットボー
ルの選手だったといった学生、美術の展覧会で特選
だったといった学生など様々な学生が集まっていた。
美術の展覧会で特選だったという学生は、数学が苦手
だったようで、企業会計の講義で教室の後方に座って
いた筆者の隣に来ては講義内容についていろいろと聞
いてきたが、ある日から突然来なくなった。企業会計
の数的処理についていけずにドロップ・アウトしたの
だと思われた＊13。そんなスタンフォード大学のビジネ
ス・スクールに、筆者が願書を出すと一月ほどで入学
許可の電報が来た。後で聞いたところ、そんなにすぐ
に、しかも電報で入学許可が来たという日本人の留学
生はいなかった。おそらく、筆者が学生時代に4年間
ボート部に所属し、大学の代表クルーとして全日本選
手権にも出場したことがあるというのが評価されたの
だと思う。

スタンフォード大学からサンフランシスコまでは高
速で1時間ほどであるが、ある時、サンフランシスコ
に出かけての帰り、高速の出口でガス欠になった。幸

＊12） スタンフォードのロー・スクールで聴講していた。
＊13） スタンフォードのビジネス・スクールは、成績が悪くても退学させられることはないが進学が認められないというシステムで、生徒は自分からドロッ

プ・アウトしていった。
＊14） その際、ワシントンにMead氏を訪れ、自宅に宿泊させてもらって旧交を温めた。

い、出口にさしかかったところだったので惰性で高速
を降り、そこから最寄りのガソリン・スタンドまで車
を押していった。そのことを思い出したのは、筆者が
退官後の2015年にスタンフォードを訪れた時のこと
である。当時、原油価格が100ドルを超える水準にま
で高騰していた。空港からスタンフォードに向かう車
の中で運転手が言っていたのは、最近まで高速道路の
わきで、ガソリンを売る商売が流行っていたとのこ
と。カリフォルニア州でも、そんなことは違法なはず
だが、ガソリンの値段が上がって儲かるとなれば取り
締まられない限りやる人が出てくるのが米国なのだ。
起業のチャンスがあれば、名門のビジネス・スクール
でもいつでもドロップ・アウトしてチャレンジすると
いう学生がいるのが米国なのだ。その時の訪問では、
サンフランシスコのホテルに宿を取ったが、意外だっ
たのは、サンフランシスコに乞食が相変わらずいるこ
とだった。筆者が留学していた35年前のサンフラン
シスコと同じ光景が展開していた。当時と比べて米国
ははるかに豊かになっているはずなのに、極めて豊か
になる人がいる一方で貧しいままの人がいる。それ
が、今日の米国の姿なのだ。

7争いになることを恐れずに議論するの
がグローバル・スタンダード

2015年にスタンフォードを訪れたのは、卒業35周
年の集まりに家内ともども出席するためだった＊14。そ
の際のパーティーで、家内が「タカシ（筆者の留学時
代の呼び名）の英語は難しかった」と言われたとのこ
とで、あなたの英語はよく通じていなかったみたいよ
と面白がっていた。筆者にも、その自覚はあって、2
年たっても、あまり英語が上達したという感覚はな
かった。しかしながら、それでも最優秀学生として表
彰されたのである。自分の関心があることについて
は、当方が内容のあることを言おうとすれば、とにか
く理解しようとするのが米国人である。「タカシの英
語は難しかった」というのは、当方が下手な英語でと
にかく説明に努め、先方が理解しようと一生懸命だっ
たということである。ということで、家内からは面白
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がられたが、筆者としては問われたことに対して相手
が納得するまで説明しようとしたことへの勲章だと
思っている。だから、卒業式で表彰されたのだ。米国
におけるディベートの第一歩は、お互いに相手の言う
ことをよく理解することである。その上で議論するこ
とが大切なのだ。米国の小学校では、Speak outとい
うことで、まずは自分のことをしっかりと相手に説明
することを学ばせられる。そのようなディベート教育
が、小さいころから行われているのだ。カリフォルニ
ア州の公共放送でも、様々な年代の人が登場して、自
らの考えを主張するコーナーが設けられていた＊15。

ところが、日本では小学校から大学にかけて、およ
そそのようなディベート教育は行われていない。そし
て言うべきことを言うことが、下手をすると「喧嘩」
を売ったと見なされる特殊な言語空間が成立してい
る。そのような言語空間で生活している日本人は、組
織の後ろ盾がない限り堂々たる主張を行わず、外国人
からすると常にあいまいな微笑をたたえて何を考えて
いるのかわからないと受け取られることが多い。その
結果が、国際会議において有名な日本人の3S（Smile、
Sleep、Silent）だ。討議の対象になっていることに
ついても、本省から訓令を受けていない限りは発言を
せず（Silent）、自分の責任で発言しようという心構
えもないことが態度に現れ（Sleep）、発言を求めら
れると、その場の雰囲気で多数に迎合してしまう

（Smile）。そのような国際会議での日本人について竹
内靖雄成蹊大学教授＊16は以下のように述べている。

「日本人は、（中略）自分の意思を明確に示して、それ
を相手に押し付けることはイヤなのであり、相手の反
発や反感が恐ろしいのであり＊17、だから今の日本は第
3世界への経済援助を使って政治ゲームを展開する意
欲すらもっていないらしい。しかしお歳暮、お中元な
らともかく、黙ってカネやモノを贈るだけでは政治に
はならない。カネとともに言葉を使って平和主義なら
平和主義を相手に押し付けるのが政治であるが、日本
にはその意思も言葉も欠けているのである。」

同様の指摘を、研究者について行っているのが

＊15） 筆者が留学中に、大学時代の恩師である芦部信義先生が、カリフォルニアの公共放送サービスについて調査に来られ、スタンフォード大学とバーク
レー大学にご案内した。

＊16） 「正義と嫉妬の経済学」講談社、1992
＊17） 日本では、国民の間に最終的にコンセンサスを得なければならないという思いが強く、それが国際社会で孤児になったらどうするという世論を生み出

して交渉当事者の行動を縛っている面があると考えられる。
＊18） 経済財政諮問会議「経済活性化戦略会合」平成14年3月29日
＊19） 以上に述べた点は、最近、外務省を中心に、かなり変わってきているように思われる。

2002年にノーベル化学賞を受賞した田中耕一氏であ
る。同氏によると、「欧米の研究者は成果を自信を
もって発表するし、すごいことを発表しているように
聞こえる。子供の頃から利点をアピールする訓練をし
ているためだ。（日本経済新聞2002.10.11）」という。
なお、このような姿勢は、日本におけるベンチャーが
育ちにくい土壌の背景にもなっている。思いついたア
イデアが他者と違うからこそものになるのではと確信
して突き進むところにベンチャー精神があり、ベン
チャーが生まれるのである。ところが、日本流のディ
ベートを避ける教育を受けてきた人々は、議論して自
分の考えが他者と違う場面に遭遇すると、強い不安心
理を持つようになる。坂村健東京大学情報学環教
授＊18は、日本人は「不安になった時パニックに陥り、
冷静な判断が出来ない。（中略）米国人は怒り、戦う。
日本人は、本当に駄目になってしまう。苦境にジョー
クが言えるようでないと駄目。日本ではこれは不謹慎
で、死ぬしかない。笑いがない。「ビル・ゲイツ」を
探せと言うが、そんな人は日本にいない」と述べてい
る。今日の日本人は、組織に支えられていないとその
能力を十分に発揮できない者ばかりになってしまって
いるのである。組織のためなら滅私奉公となるが、自
らの考えで新しい企業（ベンチャー）を起こしていこ
うといった人はなかなかいないのである。そんな日本
人は、組織の後ろ盾を得ている（本省から訓令を受け
ている）ような場合には、会議の流れ如何にかかわら
ず頑強に自説を主張して周囲を辟易とさせることにな
る。しかも、主張する本人も、言葉で相手を納得させ
ようとは思っていないのである。しかしながら、それ
では、相手を納得させることはできない＊19。

言葉で相手を納得させようとしない日本人の行動の
背景には、我が国においては言葉が、論理によって相
手を説得するための道具、すなわちディベート（討
論）のための道具ではなく、言葉自体として相手をい
たわったり、また、ものの「あはれ」をあらわしたり
する道具になっていることがあるというのが筆者の考
えである。伝統的な日本型のリーダーは、合意形成プ
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ロセスを円滑に進めるために、利害関係者を傷つけな
いように余計な言葉は発せず、発したとしても「言語
明瞭、意味不明」な「玉虫色の表現」に徹するという
のが一つの形になっている。下手に言葉を使うと、

「言葉の一人歩き」や「言葉狩り」につながるという
ので、十分な政策論争が行なわれないままに「空気の
支配」が生じたりする。この状況は、日本語という言
葉の背景にある日本文化からもたらされているところ
があることから、その良しあしをあげつらうことは必
ずしも生産的ではないであろう＊20。しかしながら、日
本以外ではそれが通用しないことを自覚しておくこと
が、グローバル化が進んでいる今日、日本の国益を
守っていくためには必要といえよう。

8米国人の交渉スタイル
筆者が証券局の業務課（当時）補佐時代に関与した

日米構造協議＊21で、米国側は日本の金融慣行を無視
した議論を展開してきた＊22。米国にも、カリフォルニ
ア州のユニタリー・タックスのように、日本から見れ
ば極めて不合理な制度があったのに、それらについて
は米国における州の特殊な位置づけから交渉対象にな
らないといった論理で当方からの議論を受け付けずに
一方的な議論を展開してきたのである。同様に、乱暴
な議論を展開したのが、筆者が主計局の調査課長だっ
た時のサマーズ財務長官＊23だった。同長官は、クリ
ントン政権の一員として、自国では財政健全化へ強力
に舵を切っておきながら、財政状況のより悪い日本に
対しては米国の貿易赤字削減のためにということで
I-Sバランス論に基づく大幅な赤字財政を求めてきた。
それは、当方から見れば、自分のことは棚に上げた、
とんでもない「ダブル・スタンダード」の議論だっ
た。

ここで、我が国においては「ダブル・スタンダー
ド」は悪という印象が強いが、欧米では必ずしもそう
でないことを理解しておく必要がある。各国の利害が

＊20） 日本語のこの特性については、今後、探求していきたいと考えている。
＊21） 1984年2月から6回の協議が行われた。証券局長は佐藤徹氏だった。
＊22） 米国は、グローバル・スタンダードの名の下に日本等には規制緩和を求めて政府の力を弱めながら米国自身は強い国家を実現して自国の利益を守って

いるとの指摘がある（「成長経済の終焉」佐伯啓思、ダイヤモンド社、2003）。
＊23） サマーズは、米国人の中でも乱暴な議論で知られているとのことである（"The Comprehensive Case Against Larry Summers"（The Atlantic 

Journal,Sep.13,2013））。
＊24） 戦前「英国は自国内でのみ民主主義を実行している」とされていた。最近の例では、米国がかつては日本に対して極東軍事裁判を行ったのに、オラン

ダが同様のことをより体系的に行おうとしたことには強く反対し、また国際刑事裁判所の設立に対しても自国の兵士が裁かれないという保障がない限
り参加しないとしていることがあげられよう。

＊25） 我が国の近代史についての英国や米国の学者の分析に、我が国では見られないような複眼的な視座があるのも、過去に行われたことについての健全な
「ダブル・スタンダード」の感覚を踏まえた分析が行われているからであろう。

厳しく対立する国際社会においては、ある国が国内で
行っている原理と外国へ求める原理が違う「ダブル・
スタンダード」が当たり前なのである＊24。江戸幕府が
諸外国に治外法権を認めた安政5年のいわゆる不平等
条約について、我が国ではそれが不当なものだったと
しか教えないが、諸外国から見れば商慣習の違う日本
と取引をする以上、自国民を保護する上で当然のダブ
ル・スタンダードに基づく取り決めだった（日本は、
訴えられると弁護士もつかず、拷問によって断罪され
るかもしれない国だった）。ちなみに、明治政府は、
自ら不平等条約の改正に苦心惨憺しながら、李氏朝鮮

（当時）に対しては同様の不平等条約を「押し付けた」
が、それは明治政府が「ダブル・スタンダード」を理
解していたからとも考えられるのである（朝鮮にも、
日本では考えられないようなとんでもない刑罰が存在
していた）。

ちなみに、英国においては、社会のリーダーを目指
す多くの学生は経済や法律ではなく歴史や哲学を学ぶ
とされているが、それは矛盾した人間の織り成す歴史
や哲学を学ぶことを通じて、健全なダブル・スタン
ダードの感覚を身につけることが一国のリーダーとし
ての資質を高めると考えられているからであろう＊25。
実は、軍事力を背景としての力の外交を否定している
今日のわが国こそ、諸外国と対等に渡り合っていくた
めには、そのようなリーダーが必要なはずである。な
お、諸外国の中では米国の国民がダブル・スタンダー
ドを理解しない傾向が強く、いくぶん我が国との類似
性を持っており、時として外交べた（力による外交に
傾きがち）といわれる原因になっているように思われ
るが、いかがであろうか。

9ダブル・スタンダードと情報機関
筆者に、外交におけるダブル・スタンダードを理解

することの重要性を教えてくれたのは、岡崎久彦さん
だった。高橋是清を中心とした戦前の財政史の背景を
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知りたいということで、博報堂の会長をしておられた
磯邊律夫さんからご紹介いただいて、お話を伺ったの
が最初である。各国間で利害が厳しく対立する世界
で、各国がダブル・スタンダードを駆使して国益を追
求し自国の安全と平和の維持を図るのが外交であると
すれば、国際会議の前には他国の本音が何かをつかむ
情報戦略が極めて重要となる。そのために、日本以外
の各国（かつての大戦の敗戦国であるドイツやイタリ
アも含む）は、強力な情報機関を持っている。米国の
情報機関であるCIA（その前身のOSS（戦略情報局））
には、戦後の全米歴史学界の会長となった人物のうち
6名、経済学会会長のうち5名（2名のノーベル経済
学賞の受賞者を含む）が関与している＊26。

ところが、ダブル・スタンダードを当然とする国際
関係の厳しさが理解されていない我が国においては情
報機関不要論さえ根強いのが現状である。憲法9条の
下に戦争を放棄している我が国は、誤解による摩擦か
ら戦争に到るようなことが生じないように、より強力
な諜報機関が必要なはずなのにである。平和を求める
からこそ強力な諜報機関が必要ということについて
は、国連に関しての春具氏の以下の指摘が興味深い。

「国際機関は平和組織だから諜報活動のようなインテ
リジェンスは必要はないということはありません。政
策決定のための情報収集、その分析をおろそかにして
は国家同様、組織も成り立たない（中略）。はやい話
がカトリックの総本山であるヴァチカンの情報収集力
はずば抜けて凄い。いつか南米のカトリックの坊さん
とラテン・アメリカについて話したことがあります
が、彼の南米のゲリラ、たとえばメキシコのサバティ
スタ、ペルーのトパク・アマルなどが最近はどこで何
をしている、などと仔細かつ正確に話してくれたのに
は魂消ました＊27」。国連の情報重視の背景には、これ
まで国連がその活動で多くの犠牲者を出している現実
がある。「1945年の創立以来、（中略）その最初の
ケースは、1948年のパレスチナ戦争の際に国連の調
停官として赴任していたスエーデンのベルナドッテ伯

＊26） 米国では、機密費に基づく「非合法」な情報収集活動（例えば、国による産業スパイともいえるエシュロンによる世界的な電子情報の把握）の実態等
については、上院の特別な秘密会（一生涯厳格な守秘義務を課せられる）が報告を受けてチェックを行っている。

＊27） Japan Mail MediaNo.181 Friday Edition2002.8.30
＊28） Japan Mail Media No.233 Extra-Edition2003.8.27
＊29） 2008年に朝日新聞出版から出された［岡本行夫　現場主義を貫いた外交官］が、2020年12月に文庫版として出版されている。同書（p337）で、

岡本さんは「お題目だけ唱えて、泥仕事とリスクは全て他の国に押し付ける。（中略）いつからこんな国になっちゃったんでしょうか」と述べて、日
本の現状を憂いていた。

爵が暗殺された事件であります。実行したのはイスラ
エルの秘密警察で、イスラエルはのちに謝罪し、賠償
に応じて決着をみた。（中略）1993年にクメール・
ルージュによる攻撃で6人死亡（カンボジア）、PKO
部隊が襲われて25人が死亡（ソマリア）、1994年に
はローカル・オフィスの現地職員の60人あまりが殺
傷（ルワンダ）、（中略）……と書きつづけるのが嫌に
なるくらい、多くの犠牲者がでています＊28」というの
である。

なお、外務省の関係では、2020年の春に新型コロ
ナウィルスで亡くなられた岡本行夫さんからも長年に
わたりご指導いただいた。岡本さんとは、退官後、三
菱マテリアルで社外取締役をご一緒させていただい
た。三菱マテリアルは、高島炭鉱における戦時中の強
制労働問題を抱えており、岡本さんからは、実に様々
な話をうかがった。亡くなられた時には、日米の若者
へのメッセージを込めた自伝を執筆中だった＊29。ご冥
福をお祈りしたい。
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