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【要約】 

本研究の目的は経営戦略の理論で政治の世界の動きを論じること

である。太陽は沈み、また昇るが、沈んでいく帝国、組織やヒーロ

ーの所に朝が来るとは限らない。その代わりに、新たな帝国、組織

やヒーローが登場する。このパワーシフトのシナリオは見えざる手、

創造的破壊、破壊的イノベーションなどの理論に指摘される通りで

ある。この「波乱の時代」には、不確実性が高まり、競争がますま

す激しくなる。民主主義の下では、自由競争の選挙が保障され、マ

ズローの欲求 5 段階説は台米日 3 カ国の選挙結果にも見られた。

“change”は各選挙の魔力あるキーワードになったが、“believe”させる

中には、“lie”が入っている。二大政党化という勝者総取りは自由競

争の成り行きであり、小党は消滅されてしまうのではないかという

警戒感を持ちながら二大政党と戦略提携を組まざるを得ない。そし

て、所属と参加の概念は台湾有権者の本心を分析する有効なツール

なのではないか。  

【キーワード】 

戦略、波乱の時代、欲求、Change、提携  
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一 はじめに 

太陽は必ず西へ沈み、東から昇る。これは人類が存在する前から

の定則である。これから数万年を経てもこの定則がそのまま繰り返

されていくだろう。一方、人類の歴史によると、帝国がいつまでも

続くはずはなく、むしろ続かないことが明らかである。ある帝国が

倒れると、新たな王者が生まれる。人類の歴史は絶えず権力を移転

しているのである1。戦前の日本も西欧帝国主義に対抗して、反英米

新秩序である大東亜共栄圏を打ち出した。これは日本の覇権による

新秩序を構築するという構想であった2。1980 年代、アメリカでは、

経済的な日本脅威論が指摘されていたが、バブル崩壊後、日本は失

われた 10 年と言われる長期低迷に陥ってしまい、ジャパン・パッシ

ング（或いは、ナッシング）と揶揄された。  

一方、経営戦略論の戦略（strategy）はもともと軍事学の用語であ

った。兵法の中で最も優れており、同時に最も古いものは孫子の文

書である。1960 年代ごろから、戦略の概念が経営学に導入された3。

組織論は経営学において重要な分野の一つであるが、組織は寿命と

いう制限を持つ生き物である。政党も組織の一種であることから、

本稿は、経営戦略の諸理論が政治の世界でも通用するか否かを大胆

に試みるものである。  

                                                 
1 ケネディ、ポール（1993）『決定版 大国の興亡―1500 年から 2000 年までの経済の

変遷と軍事闘争（上巻）（下巻）』（鈴木主税訳）草思社。 
2 信田智人（2007）『日米同盟というリアリズム』千倉書房、21-22 ページを参照。 
3 蔡錫勲（2003）『日本企業の経営戦略―どうなる、日本企業！日の出か、日没か？』

致良出版社、84-87 ページを参照。 
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二 「波乱の時代」 

2007 年、米 FRB（連邦準備理事会）前議長アラン・グリーンスパ

ンは The Age of Turbulence: Adventures in a New World（邦訳『波乱の

時代（上）（下）』）という全米でベストセラーとなった話題作を出版

した。『波乱の時代（上）』では以下のように論じている。9.11 の後、

「世界全体に資本主義経済が広がり、25 年前と比較してもはるかに

柔軟で、回復力があり、開放的で、自律的で、急速に変化する新世

界、それがいまの世界なのだ」4。中央計画経済が否定されたが、「市

場資本主義にとって決定的な瞬間になったのは、1989 年のベルリン

の壁の崩壊である」5。台湾、韓国、シンガポール、香港などの東ア

ジアの諸国は先進国の技術を導入して製品を欧米に輸出して台頭し

ている。また、アメリカを中心とする先進国の個人消費の増加によ

って、東アジアなどで急増する輸出の量の大部分が吸収されている。

「過去 25 年の動きを一言で要約するなら、『市場資本主義の力の再

発見』だといえる」6。つまり、起業家精神が世界各地で盛んになっ

た。「これはアダム・スミスのいう『見えざる手』の国際版である」

が、「その結果、国民の日常生活に対する政府の支配は弱まってき

た」 7。「市場の力が政府の力のうちいくつかの重要な部分にとって

代わるようになった」8。  

2008 年、新年早々、原油価格がついに一時 1 バレル＝100 ドルの

                                                 
4 グリーンスパン、アラン（2007a）『波乱の時代（上）』、日本経済新聞社、20 ページ

を参照。 
5 同上書、22 ページを参照。 
6 同上書、25 ページを参照。 
7 同上書、25 ページを参照。 
8 同上書、26 ページを参照。 
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大台を突破したため、東京証券取引所も波乱の幕開けとなった。2007

年の米サブプライムローンの焦げ付き問題が震源地となり、投資フ

ァンドなどの投資筋が原油などの先物市場に莫大な投機マネーを振

り向けていることが背景にある。莫大なマネーが世界各地に投機さ

れているが、その投機先は以前より予測しにくくなり、全世界の株

式市場や原油価格は乱高下している。米大手金融機関のシティグル

ープ・メリルリンチ・JP モルガンの 3 社もこの問題で巨額の損失を

被ったため、中国、シンガポール、中東からの出資を受けた。これ

は先進国と途上国のパワーバランスが大きく変わりつつあることを

示しているが、言うまでもなく、戦略国家のアメリカの力を軽視す

ることはできない。  

日本では、これらのファンドの自由競争が行き過ぎ、かえって全

世界の生活者に悪影響を与えてしまうのではないかという批判の声

が高まっている。前回、アメリカのインターネットバブルが崩壊し

た後、住宅ブームがそれを支えたおかげで、そのショックはかなり

和らげられた。しかし、現在のサブプライムローン問題の震撼を支

えられる新たな大黒柱が何であるかはまだ分からない9。世界同時不

況のリスクが相当に高まっていると懸念される。  

1997 年のアジア通貨危機はロシアを襲い、1998 年 8 月、ロシアは

巨額のドル債務不履行に陥った。ロシアにとって、原油は重要な輸

出品目であるため、原油価格の下落は事態を一層悪化させたが 10、

2007 年現在、その至宝-原油の価値が高騰している。プーチン政権の

もとで、ロシアは膨大なオイルマネーの後押しを得て復活しつつあ

る。そして、毎年恒例の Time 誌の“Person of the Year”ではプーチン

                                                 
9 寶来金融集団の白文仁副総裁へのインタビュー、2008 年 1 月 24 日。 
10 グリーンスパン、前掲『波乱の時代（上）』276-277 ページを参照。 
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大統領が選ばれている11。  

よって、「波乱の時代」には、ゲーム理論のロス・ウィンの結果が

顕著になった。つまり、サブプライムローン問題によって巨額の損

失を被った金融機関がある一方、産油国は原油高の追い風に乗って

国際舞台における発言力を高めつつある。  

三 マズローの欲求 5 段階説 

A. H. マズローの欲求 5 段階説によると、人間の欲求の段階は生理

的欲求、安全・安定性欲求、所属・愛情欲求、尊敬欲求、自己実現

の欲求である。この 5 段階はピラミッド型の構造になっており、底

辺から始まり、最初の生理的欲求が満足されると、次の段階を追求

するというものである。また、満たされていない欲求があれば、人

間の内部に心理的な緊張が生じ、人間はこの緊張を解除しようとす

る何らかの行動を取る。  

自由競争の市場資本主義は人類の生活水準と質を未曾有のペース

で向上させ、人間が生理的体系としての自己を維持しようとする欲

求を満たした。しかし、資本主義の最大の原動力である競争が安定

的な状況を希求したり、不確実な状況を回避しようとしたりする人

間の第 2 段階の欲求と衝突している。また、熾烈な競争や変化によ

って、第 4 段階の尊敬欲求の源泉である現在の地位が脅かされるこ

とを心配する人が多くなる。結局、経済成長は、人間に永続する満

足感や幸福を提供することができない12。  

また、自由競争は一人勝ちと勝者総取りの結果を生み出し、格差社

                                                 
11 Time, “Person of the Year,” December 31, 2007/January 7, 2008. 
12 グリーンスパン、前掲『波乱の時代（上）』26-29 ページを参照。 
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会13の問題をもたらした。台湾の郭台銘、アメリカのビル・ゲイツと

日本の孫正義は代表的な勝ち組であるが、世界の多くの人々はまだ

貧困層から脱却できていない。2008 年 2 月 7 日に、『読売新聞』は英

BBC 放送と初の共同世論調査の結果を発表し、ここで経済格差に不

満を感じると答えた人は、日本では 83%に達し、サミット参加 8 か

国ではイタリアの 84%に次ぐ高い数値であった14。所得格差の拡大は

民主社会の結束と安定を脅かしている15。  

このロジックはシュンペーター（J. A. Schumpeter）の創造的破壊

という概念の通りではないだろうか。つまり、「市場経済はたえず内

部から再活性化されており、再活性化をもたらす要因として、破綻

した古い企業が解体されて、新しく生産的な企業に資源が再配分さ

れていくというものである」16。さらに、クレイトン・クリステンセ

ンの『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすと

き』は、破壊的イノベーションによって既存のビジネスとそれを支

えた経営手法が次々と破壊されていると指摘している。優れた経営

とされてきたものが、破壊的イノベーションの前では全て効力を失

い、マイナスの価値になってしまう。また、生物学者のダーウィン

は「生き残るのは最強の種ではない。変化に適応できる種だ」の一

言で進化論の真髄を喝破した。恐竜の絶滅はよく使われる事例であ

る。  

                                                 
13 格差社会はＭ字型社会とも言われる。 
14 「経済格差『不満』、日本は 83%･･･BBC・本社世論調査」『読売新聞』2008 年 2 月 7

日 。（ http://www.yomiuri.co.jp/feature/20080116-907457/news/20080207-OYT1T00610. 
htm、2008 年 2 月 8 日確認）。 

15 グリーンスパン、アラン（2007b）『波乱の時代（下）』日本経済新聞社、151 ページ

を参照。 
16 グリーンスパン、前掲『波乱の時代（上）』71 ページを参照。 
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これらの論説の嵐は政治の世界にも吹き込んでいる。2008 年は選

挙の年である。台湾では立法委員（国会議員）選挙と総統選挙が行

われ、アメリカでは大統領選挙が行われた。今回も例外ではなく、

経済問題が取り上げられた。そして、この経済的観点から投票する

有権者は少なくない。  

1992 年の選挙活動の中には、ビル・クリントン候補は「経済がす

べて」と喝破し、「It’s the economy, stupid !（わからないのか、問題

は経済だ）」のスローガンを利用して、アメリカ大統領選挙を勝ち抜

いた。実際にはその年、アメリカの経済成長率は 4.1%という高い水

準にも達成していたが、景気回復が選挙に間に合わなかったたため、

ブッシュ大統領が敗北した17。  

一方、2008 年 1 月 12 日の台湾立法委員（国会議員）選挙には、与

党は第 2 段階の欲求である中国脅威論の安全保障問題で対戦したが、

野党は、第 1 段階の欲求を満たすための経済振興と与党の経済失策

をスローガンとした。この戦い方と選挙の結果は 3 月 22 日の総統選

挙でも繰り返された。与党の連続的な歴史的大敗は、成長実感が乏

しくなりつつあるという経済失速の不安が有権者にあり、また即時

の安全脅威が感じられないことから、経済問題という生理的欲求が

安全・安定性欲求よりも重要視されたことを示している。  

終わったばかりの韓国大統領選挙でも貧富の格差拡大を招いた盧

武鉉（ノ・ムヒョン）政権の経済運営への不満が争点になった。李

明博（イ・ミョンバク）は「経済再生には政権交代が絶対に必要だ」

と訴えて当選した18。そして、李明博大統領は 2008 年 2 月 25 日の就

                                                 
17 同上、166、178 ページ、信田智人（2007）『日米同盟というリアリズム』千倉書房、

125 ページを参照。 
18 「韓国大統領選、李明博氏が優位保つ」『日本経済新聞』2007 年 12 月 20 日。

（http://www.nikkei.co.jp/kaigai/asia/20071218D2M1803A18.html、2007 年 12 月 21 日確
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任式で経済再生を最重要課題に据えた。  

米 FRB 前議長のアラン・グリーンスパンは、「政治家も本心では

アメリカの長期的な繁栄を望んでいるのだろうが、実際にはそのと

きどきの支持者の要求にはるかに敏感に反応する。この点が経済政

策に関する政治家の好みに影響を与えざるをえない。景気が拡大し

ているときには、経済成長率を一層高める政策を望む」19。と論じて

いる。  

三品（2007）も、組織の求心力の源泉は、共通した外敵の存在か、

共有する創業のツールしかないと指摘した20。1996 年の台湾海峡の

危機は共通した外敵の存在を代表する事例である。当時、中国はミ

サイルを発射し、台湾の有権者を恫喝したが、かえって台湾有権者

の団結を促し、李登輝前総統の高い得票率を生んだ。  

2000 年、民進党は政権を握ったが、2006 年ごろから支持基盤を失

いつつある。そのため、民進党政権は故意に米国と中国を刺激し、

外敵の脅威感を高めようとしていると批判されている。当初はその

政策が功を奏したが、最近、その効力は弱まっている。なぜなら、

中国政府は学習する組織になったからである。胡錦濤政権は恫喝の

逆効果を学習し、何らかの発言は台湾側に悪用されると懸念してい

る。近年、中国側は台湾の選挙に極力意見を述べず、選挙期間中要

人は可能な限り台湾を訪れていない。その結果、第 2 段階の欲求を

引き出すための外敵の存在感が弱まってしまい、第 1 段階の欲求で

ある経済力が主に問われているのではないだろうか。  

同様に、2008 年のアメリカ大統領選挙においても、イラクとサブ

                                                                                                         
認）。 

19 グリーンスパン、前掲『波乱の時代（上）』161 ページを参照。 
20 三品和広（2007）『経営戦略を問いなおす』ちくま新書、212 ページを参照。 
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プライムローン問題などの経済的議題が有権者の二大関心事である。

新年に入ってからは、有権者の関心はイラクから経済へと移りつつ

ある。その背景として、ブッシュ大統領の米軍増派が功を奏し、イ

ラク社会の治安が回復し、アメリカ人のイラクへの関心が減少して

いること、その一方で、サブプライムローン問題が雪だるま式に膨

らんでいることなどがあげられる。  

アメリカの景気後退の見通しへの懸念から、2008 年 1 月 18 日、ブ

ッシュ大統領は緊急景気対策を発表した。しかし、力不足であると

市場に受け止められた上、またサブプライム関連の証券化商品の信

用を支えたモノラインと呼ばれる金融保証専門の保険会社の新たな

懸念材料が出てきた。これがまさにモノラインショックである 21。

2008 年 1 月 21、22 日現在、日米欧を含む世界同時株安は依然として

避けることができていなかった。市場が混乱する中、22 日の夜、米

FRB が 0.75%緊急利下げを発表したが、これは待ったなしの危機の

深刻化を示していた。23 日の東京株式市場はこの緊急利下げを好感

し、ようやく少し反発したが、1 月 30 日、米 FRB はさらに 0.5%を

引き下げた。わずか 1 週間余りで合計 1.25%に達する異例の大幅引

き下げは、サブプライムローン問題の波紋の広がりを回避し、景気

後退の瀬戸際にあるアメリカ経済と金融市場の安定に全力を尽くす

姿勢を示した22。しかしながら、経済問題の状況から、アメリカ大統

領選挙では、与党の共和党が不利な状況に立たされた。  

                                                 
21 「NHK ニュース」2008 年 1 月 23 日夜 8 時の番組（台湾時間）。「米国発『モノライ

ン シ ョ ッ ク 』 新 た な 不 安 呼 ぶ 」『 朝 日 新 聞 』 2008 年 1 月 22 日 。

（http://www.asahi.com/business/topics/TKY200801220003.html、2008 年 1 月 23 日確認）。 
22 「米、0.5%追加利下げ・FF 金利 3%に」『日本経済新聞』2008 年 1 月 31 日。

（http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080131AT2M3100J31012008.html、2008 年 2 月 1
日確認）。 
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世界の工場から世界の市場へと変身している中国の上海総合指数

も歴史的な下げ幅を記録してしまった。中国の過熱経済は 2010 年の

上海万博以降、硬着陸するかがずっと懸念されているが、皮肉にも

米サブプライムローン問題が先に発生し、その震撼は非常に大きい。

しかし、中国不動産のバブル化への懸念は伝統的な構造によるもの

であるが、サブプライムローン問題は金融工学によって生じた副作

用である23。米 LTCM（Long-Term Capital Management）とエンロンの

破綻はその典型的なシナリオであった。  

サブプライムローン問題の渦中で、日本経済は主に外需に依存し、

内需があまり期待できないため、日本株の下落が際立っている。つ

まり、海外の景気が悪くなると日本経済も落ち込むという相互依存

の構造である。すばやい対策が有効的であるといわれているこの一

連の問題において、日本政府はその対応の遅さを批判されている。  

四 “change”という聖杯 

では、なぜ時代の寵児はいつしか転落してしまうのか。陳総統、

ブッシュ大統領、安倍前首相は高い支持率で当選したが、低い支持

率で幕を閉じている。この状況は企業側にも見られた。台湾の力覇

グループ、アメリカのエンロン、日本のライブドアも時代の風雲児

として尊敬された時期があったが、惨めな形で破綻し、世間に厳し

く批判された。  

その解明として、「権力を握った人間は心が腐りがちなものだ」と

いった点を指摘するのは簡単であるが、それ以上にビッグヒットや

ロングセラー商品のライフサイクルも導入期、成長期、成熟期、衰

退期に分類され、気まぐれな消費者によって商品の寿命が短縮され

                                                 
23 寶来金融集団の白文仁副総裁へのインタビュー、2008 年 1 月 24 日。 
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ている現状もあげられる。  

『名経営者が、なぜ失敗するのか？』24では、失敗の原因としてよ

く言われる経営者悪党説や無能説が否定されている。シドニー・フ

ィンケルシュタインは、名経営者だからこそ失敗しやすい 7 つの習

慣が隠されていると指摘し、「自分と会社が市場や環境を支配して

いるという勘違い」や「自分と会社の境を見失う公私混同」などの

点から説明している。作者はまた、大失敗の兆候であるトップの暴

走、過度な広大宣伝など 17 のチェック項目を提示した。  

経営者はいつも優良企業を探し、その経営手法を真似しようとし

ている。だが、古典の『エクセレント・カンパニー』25に優良企業と

認定された企業が、次々と経営危機に陥ってしまっている。IBM も

例外ではなく、その PC 事業を中国のレノボ（聯想）グループに売却

した。この本の教訓とは、「特定の企業は特定の時期にしか光り輝か

ず、永遠に光を放ち続ける企業はあり得ない」26という点である。  

最終的には、独占はいつか技術のブレークスルーや新しいパラダ

イムによって取って代わられる。これは創造的破壊や『イノベーシ

ョンのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』が指摘した成

り行きである27。マイケルソフトはパソコンの OS 市場の覇権を握っ

ているが、その独占は絶対的なものではない。マイケルソフトの牙

城はオープン・ソースのリナックスによって侵食されている。  

                                                 
24 フィンケルシュタイン、シドニー（2004）『名経営者が、なぜ失敗するのか？』日経

ビジネス。 
25 ピーターズ、トム・ロバート・ウォータマン（2003）『エクセレント・カンパニー』

英治出版。 
26 三品、前掲『経営戦略を問いなおす』125-127 ページを参照。 
27 クリステンセン、クレイトン（2001）『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大

企業を滅ぼすとき』翔泳社、前掲、グリーンスパン『波乱の時代（下）』319-320 ペ

ージを参照。 
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ローマ帝国が崩壊したのも同様である。ポール・ケネディの『決

定版 大国の興亡―1500 年から 2000 年までの経済の変遷と軍事闘

争（上巻）（下巻）』28は、大国はなぜ没落したのかを膨大な歴史的事

実から検証した名著である。ポール・ケネディは 500 年にわたる覇

権国家盛衰のサイクルを検証し、大国になるためには軍事力と経済

力の二つの力が必要だと指摘した。  

冷戦が終わったとき、アメリカの強い軍事力の意味は突然薄れ、

経済力が国際的な地位を決めるようになった。アメリカ人の物質的

な生活水準は向上し続けるが、豊かさをもたらす経済の成長によっ

て職を失う人々もいる。そのため、市場競争の力から保護を求める

声が強まっている29。  

昨日の信望者が今日の非賛同者になったり、今日の非賛同者が明

日の信望者になったりする。有権者は消費者のように常に新しい特

徴のあるモノを求め続けている。  

2008 年米大統領選挙では、民主、共和両党の候補者たちはそろっ

て“change”を訴えていた。では、何を“change”するのか、“change”が

単なる空虚な選挙用語になるのかが問われたが、“change”はまさに

2008 年米大統領選挙の聖杯となった。  

しかし、人間は徹底的な危機感を感じない限り、徹底的な改革を

覚悟できない。“change”はマズローの第 2 段階の安全・安定性欲求と

衝突し、また第 4 段階の尊敬欲求の源泉である現在の地位が脅かさ

れることから起きる。  

たとえば、1980 年代、アメリカ政府は日本経済の脅威を強く感じ、

ジャパン・バッシング政策を打ち出したが、1990 年代、日本は失わ

                                                 
28 ケネディ、前掲書。 
29 グリーンスパン、前掲『波乱の時代（上）』263、266-267 ページを参照。 
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れた十年に陥り、アメリカはジャパン・パッシング（或いは、ナッ

シング）へと政策を転換した。日本は、2004 年ごろからようやく回

復の軌道に乗ったが、バブル崩壊の初期において、日本企業に成功

への復讐という状況が見られた。本論文なりに表現すると、失敗は

成功の母だが、逆に成功は失敗の父である。当時、多くの日本企業

の経営トップは過去の成功体験に酩酊し、問題の深刻さを自覚して

いなかった30。  

また、リーダーに求められるのは正しい時代認識である。三品

（2007）31によると、戦略は組織や文書ではなく、リーダーの頭の中

に宿る。戦略とは、本質的に不確定な未来に立ち向かうための方策

である。戦略の本質は「なす」ではなく、「読む」にあり、リーダー

が持つ時代認識こそ、戦略の根源をなすものである。リーダーの仕

事は皆が心の中で思い描いたり感じたりしている欲求を明らかにし、

実現させることであるが、リーダーには集めた断片的な情報から世

の中の変化と隠れている本音をとらえる判断力が問われている。  

五 自由競争による二大政党化の勝者総取り 

自由競争の功罪を議論するとき、その功が罪を上回るということ

を疑う余地はない。政治の世界では、民主主義に基づく自由競争は

二大政党化の成り行きをもたらしている。アメリカはすでに共和党

と民主党の二大政党になった。2008 年 1 月 12 日の台湾立法委員（国

会議員）選挙の結果は民進党と国民党の二大政党化を示した。また、

2007 年 7 月 29 日の日本参議院選挙によって、自民党と民主党の二大

                                                 
30 蔡、前掲『日本企業の経営戦略―どうなる、日本企業！日の出か、日没か？』3 ペー

ジを参照。 
31 三品、前掲『経営戦略を問いなおす』第三章を参照。 



 

－182－ 

問題と研究 第 38 巻 2 号 

 

政党化は加速化しているようである。結局、小党の生存空間は狭く

なり、これらは経営戦略論の主張する勝者総取りの結果である。  

2007 年 7 月 29 日、自民党は参議院選挙で 37 議席という歴史的な

惨敗を喫した。連立政権を組んでいる公明党も不振し、9 議席しか取

れなかったため、与党は過半数を大きく割り込んでしまった。逆に、

野党の民主党は 60 議席まで大幅に議席を伸ばし、第 1 党に躍り出た。

その結果、参議院の与野党の議席数が逆転し、自民党と民主党の二

大政党化が鮮明になった。  

日本のメディアによると、与党の惨敗は年金記録漏れ・閣僚の軽

率な問題発言・社会格差の問題・不明朗な事務所費処理・政治と金

などの多様な要因が複合した逆風の結果である。これまで金城湯池

とされた多くの選挙区も敗北した。通常国会の終盤で、当時の安倍

政権が多数派優勢で強行採用をしたことも国民に反発された。これ

はまさに前回衆議院選挙の大勝への復讐である。  

一方、民主党の大勝は与党の敵失の恩恵でもある。つまり、自民

党の年金記録漏れ・閣僚の問題発言などの失点があったため、有権

者は自民党の政策に呆れ返って民主党に票を入れただけである。民

主党の支持者が大幅に増加したわけではなく、その支持基盤はまだ

不安定なものであり、衆議院選挙まで自民党は頭を冷やし反省する

時間がある。  

参議院選挙の結果は日本有権者の厳しい審判結果でもあり、自民

党を痛撃した。この審判の結果が外交政策の決定に与える影響には

関心を払わざるを得ない。自民党は今度の衆議院選挙で挽回する可

能性がある一方、民主党は単なる第一野党ではなく、責任野党にな

ると自負している。民主党は政権交代を実現しようと意気込んでい

る。  

日本の国会運営は過去に経験したことない局面に直面している。
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自民党は揺れているが、民主党は政権交代実現のため更に力強く攻

めの行動に出ている。民主党は参議院の第一党になり、自民党は衆

議院の過半数の議席を保有しているため、衆・参ねじれ国会の現象

を呈している。選挙前には、各政党は党利党略の戦術を打ち出した

が、選挙後は国民の視線を配慮し、合理的な行動を取る必要がある。 

空気は読めないものだが、感じられるものである。流動的な民意

の下では、自民党は前回の衆議院選挙で大勝をおさめたにもかかわ

らず、今回の参議院選挙で惨敗した。単なる反対のために反対する

のでは国民の反感を招き、今度の衆議院選挙に負けてしまう可能性

が考えられる。有権者が選挙を通して二大政党化への流れを決める

ため、政治の世界においても市場の力が決定的な役割を果たすこと

は確かであり、競争がカギとなる。アダム・スミスはこの因果関係

を有名な言葉「見えざる手」で説明した。つまり、「われわれが食事

ができるのは、肉屋や酒屋やパン屋の主人が博愛心を発揮するから

でなく、自分の利益を追求するからである」32。  

六 提携か、消滅か 

二大政党化の流れに伴い、提携の理論を論ぜざるを得ない。主導

権や生き残りのために、自らの力が足りなければ、他の政党や国と

提携することはよく見られる。三国志は歴史上の有名なケースであ

るが、日米同盟は近代的なケースである。企業経営ではデファクト・

スタンダードを達成するために、ファミリーづくりの成否が決定的

な要因となる33。昔の VHS とベータマックスの争い、現在のブルー

レイと HD-DVD の次世代 DVD の戦いは典型的な規格競争である。  

                                                 
32 グリーンスパン、前掲『波乱の時代（下）』19 ページ参照。 
33 山田英夫（2004）『デファクト・スタンダードの競争戦略』白桃書房。 
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日本型系列構造では、中小企業は大企業の下請けとして大企業に

大切な部品を提供して生き残っている。同様に、小党は二大政党の

下請けになり、発言権が制限されてしまうのではないだろうか。も

し、小党が二大政党に何らかの価値を提供できないならば、その存

続が危惧される。結局、日本では自民党と公明党、民主党と社民党

および共産党という提携関係が見られる。まさに、台湾における民

進党と台聯、国民党と親民党および新党の関係である。  

経営戦略論では、戦略的提携を組む時、自らと相手の戦略的意図

を確認することが基本中の基本である。また、同床異夢もよく見ら

れる現状である。競争相手と提携関係を結ぶことはよくあることだ

が、提携相手が、必ずしも友とは限らない。友か、敵かという区別

は難しい。たとえば、1996 年の中国のミサイル発射は当時の李前総

統の総統選挙の追い風となった。  

『コーペティション経営―ゲーム論がビジネスを変える』34は競争

（competition）と協調（cooperation）が入り交じった経営手法をコー

ペティション経営（co-opetition）と名づけている。これは、ビジネ

スのゲームでは相手を負かすのみではなく、ゲームそのものを自分

に有利なものに変えることができるという概念である。また、企業

の提携関係と同じように、パイを作り出す時は協力するが、そのパ

イを分配する時にはお互いに競争するというものである。  

日本の選挙や台湾の選挙においても同じ現象が見られる。つまり、

日本の公明党、社民党、共産党、台湾の台聯、親民党、新党などの

小党は合併されるか、消滅されるかと懸念している。そして選挙期

間中、これらの政党は全面的に協力するのではなく、やはり協力し

                                                 
34 ネイルバフ、B. J.・A. M. ブランデンバーガー（1997）『コーペティション経営―ゲ

ーム論がビジネスを変える』日本経済新聞社。 
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ながら競争する。このような政党間関係はまさに「與狼共舞（狼と

踊る）」の通りではなかろうか。  

七 日本式所属か、アメリカ型参加か 

台湾の政界にとって、中国投資に関する政策は大きな論争であ

る。しかし、「金」は英語よりグローバル化しており、また、「水は

低いところへ流れるが、人は金のあるところへ這い込んでいく。」

「政府には政策があるが、企業には対策がある。」といわれるように、

政府がいくら制限や勧告をしても、台湾企業は依然として中国に多

くの資金、人材、技術を投資し続けている。ここでは、所属か、参

加かという概念でこの現状を分析していく。  

台湾では、多くの人々が日本の安定的な経済政策や企業成長を羨

望のまなざしで見ているが、日本式成長戦略を真似しようとしても

限界がある。台湾の経営者はよく事前勧告をせずに工場閉鎖や従業

員解雇、工場の中国移転などを行い、従業員は解雇に対して常にス

トライキや抗議行動を行っている。また、従業員は気軽に自社株を

売却するなど、台湾の労使関係は経済利益に基づいている。  

一方、日本の労使関係は長期的な信頼関係の上に築かれている。

塩漬35は日本の株主がよく取る行動である。主要先進国の中で、日本

は最も文化が均一な社会であろう。高齢化社会は先進国が直面する

共通の課題であるが、日本では、2007 年を契機とした団塊世代の大

量定年退職による技術継承の問題が注目されている。この問題を解

決する方法の一つは高スキルを持つ外国移民を受け入れることであ

                                                 
35 『有斐閣 経済辞典 第 3 版』（1998）によると、塩漬とは「株式で、値上がりの期

待がはずれて、やむなく長期保有の形となること。最初から意図的に値上がりを見

込んで長期保有する場合をもいう」。 
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る。現実では今日でも日本における国際結婚や日系人以外の移民は

難しい。また、終身雇用やセーフティ・ネットが重視されているこ

とから、日本の社会では創造的破壊はある程度抑えられている36。  

移民政策に関しては、アメリカはいつもモデルとして取り上げら

れる。9.11 以後、アメリカはビザの発行や税関の手続きが厳しくな

ったと批判されてはいるが、建国時代から、アメリカは開かれた国

として発展してきた。アメリカでは、企業側は業績が悪化するとす

ぐ従業員をレイオフするが、従業員もよくジョブ・ホッピングして

おり、従業員は主に経済的報酬を求めて企業活動に参加している。

トーマス・フリードマンの『フラット化する世界』37が指摘したよう

に、アメリカ企業は台湾・中国・インドへのアウトソーシングをよ

く活用しているが、日本企業は技術深耕の姿勢を示しながら慎重な

行動を取っている。  

大部分の日本人にとっては、日本という国は生まれたときから所

属している国である。2008 年 1 月 24 日に『読売新聞』が発表した調

査結果によると、日本国民であることを誇りに思う日本人は 93%に

達している38。従って、この数値に現れているように、企業への所属

感覚も自然に育まれている39のである。  

日本では人種の問題は比較的に少なく、せいぜい在日韓国人の摩

擦だけではなかろうか。一方、今回のアメリカ大統領選挙では、人

種における議論が見られた。民主党のバラク・オバマ上院議員は黒

                                                 
36 グリーンスパン、前掲『波乱の時代（下）』55-57、327 ページを参照。 
37 フリードマン、トーマス（2006）『フラット化する世界（上）（下）』日本経済新聞社。 
38 「『日本国民に誇り』93%で過去最高･･･読売調査」『読売新聞』2008 年 1 月 24 日。

（http://www.yomiuri.co.jp/feature/20080116-907457/news/20080124-OYT1T00522.htm,20
08 年 1 月 25 日確認）。 

39 伊丹敬之編著（2006）『日米企業の利益率格差』有斐閣、218-221 ページを参照。 
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人初の大統領になれるかが注目されていた。台湾の各選挙では醜い

歴史に起因した本省人と外省人の区別が頻繁にメディアに取り上げ

られている。  

台湾の歴史において、オランダ人、日本人、中国からの外省人、

最近の中国や東南アジア出身の配偶者および外国人労働者など、多

くの外国から来た人々が台湾社会に参加してきた。これらの新台湾

人は希望を持って台湾社会に入ってくる。同時に、台湾社会から退

出し、アメリカ、日本、カナダ、オーストラリアなどの市民権を取

って、二重国籍や多重国籍を持っている台湾人も少なくない。80 年

代には、「来来来、来台大、去去去、去美国（台湾大学に入り、アメ

リカへ行こう）」という表現が流行した。そして、これらの人々は台

湾と他国の間で行ったり来たりしている。  

日本は所属、アメリカは参加という構造がある。日本では、参入

の入口と退出の出口は比較的閉ざされているが、アメリカの入口と

出口は常にオープンになっている。一方、台湾の入口と出口は日本

以上、アメリカ以下の程度でオープンしている。従って、アメリカ

がアメリカンドリームによって世界の人々の心を惹きつけているよ

うに、台湾における台湾ドリームも台湾発展に欠かせない盤石とな

るのではないだろうか。  

八 むすびに 

沈む夕日は必ず昇る朝日になる。しかし、ローマ帝国でさえ崩壊

してしまった。沈む帝国、組織、ヒーローが再び栄光を手に入れる

ことができるかどうかは分からない。だからといって地球の回転が

止まることはなく、他に何らかの新たな時代の寵児が必ず出てくる。

パワーシフトのプロセスが絶えず動いている。アダム・スミスの見

えざる手の理論は政治の世界をも動かしており、政党モデルも創造
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的破壊の対象になりうる。  

自由競争は社会を改善するパワーを持っているが、勝者総取りこ

そが努力と活力の源泉であると信じられているため、勝ち組と負け

組が必ず出てくる。ビル・ゲイツなどの億万長者のように、富が集

中することによって所得格差が拡大し、この新世界では格差社会の

衝突問題が浮上している。政治の世界でも二極化の流れが形成され

つつあり、小党の生存空間は狭くなってきている。この二極化の構

造は民主社会における自由競争の成り行きであり、この流れに伴っ

て、主導権や生き残りのために戦略的提携の関係が構築されている。

従って、経営学で議論される日本式所属か、アメリカ型参加かとい

う問題は、台湾有権者の本心を分析する有効的なツールなのではな

いか。  
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