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今、なぜ縄文時代か 

―日本歴史の心髄
しんずい

― 

 

                  グループダイナミックス研究所 所長 栁平 彬 
 

 

 

去る4月2日（木）、駐日各国大使夫人・駐日外国企業代表夫人など200人をメンバーとするCLOSED

－INFORMAL－VOLUNTARYな組織「なでしこ会」において『WHY JOMON JIDAI, NOW―ETHOS 

of Japanese History－』（『今、なぜ縄文時代か一日本歴史の心髄－』）と題して講演いたしました。

この度、この講演原稿（日本語版）が武山泰雄氏が主幹する泰山会（財界人100人の会員に内外特に世

界の情報を提供し、相互啓発を行う非営利組織）の会員向けのニューズレター、TAKEYAMA REPORTに掲載

されました。 

『今、なぜ縄文時代か―日本歴史の心髄―』は、今日本人が失いかけている自信と活力を蘇らすために、我々は

縄文時代から何を学ぶべきかをまとめたものです。 

 

 

今日は撫子
なでしこ

会でお話が出来る機会を作っていただきました武山泰雄・ジャネット夫妻に心より感

謝申し上げます。初めに、なでしこ会という名前を聞きました時は、土の中にある一つの縄文土器

を発見したような驚きでした。と言っても私は考古学者ではないので、多分考古学者ならそう感じ

るだろうと想像したのです。 

 撫子
なでしこ

は、日本の野山に自生し、8～9月頃淡紅色の花を開く、秋の七草の一つと言われていますが、

都合のコンクリートジャングルで、そのような花を見る機会が現代人にはありません。ましてや、

撫子
なでしこ

の前に大和のついた女性となると、太平洋に落とした真珠を探すようなもので、どんな有能な

潜水夫でもあきらめると思います。大和撫子
なでしこ

は、わが日本国の女性に対する美称ですが、最近では

町中で平気でくわえタバコで歩いている日本の若い女性が増え、大和撫子
なでしこ

という言葉も骨董品とな

り、普段は使われなくなってしまいました。もっとも女性の方から見れば、男らしい日本男子もい

なくなってしまったと言うことでしょう。 

 今世紀に入って間もない頃、ラッセル・コンウェル博士が「ダイヤモンド畑」（Acres of Diamonds）

という講演を5,000回以上して有名になりました。その内容は、ペルシャに住んでいた何不自由な

い、豊かな暮らしをしていた農夫が、世の中にはダイヤモンドというものがあり、その鉱脈を持っ

ていると、何でも思い通りになるという話を耳にしました。そこで、自分の畑を売り払って、ダ 

イヤモンド探しの旅に出たのです。最後はスペインの海岸で溺れ死んで、悲惨な生涯を終えたので

す。ところが、皮肉なことに、彼の畑を買い取った男が、ある日、近くの川でラクダに水を飲ませ

ていると、川の底にキラリと光るものがあるのに気づいたのです。手にとって見ると、それはダイ

ヤモンドたったのです。 

 今日は、ここに大和撫子
なでしこ

の「ダイヤモンド畑」があるのではないかと思い期待して参りました。皆様

こそダイヤモンドのように輝く本物の大和撫子と思っております。 

 さて、本題に入りたいと思います。ジャネットさんの今回の案内文を読んでいる時に気づいたこ

とがあります。 

 案内文には、 

Long，Long Ago in JAPAN, before rice was cultivated, before there was miso soup or sake, 

へ 
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before there were samurai warriors, even before there was Tenno, there was Tenno, there was  

the JOMON JIDAI. Come and join us in learning about this fascinating era of Japanese pre- 

history. とありました。 

 気づいた点というのは、この最後の文のJapanese pre-historyという所です。この認識はジャネ

ットさんだけでなく多分、現在の日本人の多くがそう思い込んでいるのではないかと心配になりま

した。私は、縄文時代の8,000年は日本の歴史そのものであり、神髄で、決して歴史前ではないと

信じております。 

 日本の歴史は、ほぼ20,000年前、地球最終氷期から始まったのです。人々は最も寒い時期を迎え

ました。長野の白樺湖周辺に最古の遺跡があります。当時の人はまだ土器を持っていなかったので、

先土器時代と言っています。この前に日本の国土は、中国大陸から離れてできた国ですが、その後

もう一度陸続きになりましたので、その当時、古モンゴロイドと呼ばれる人が、日本に渡って釆た

とも言われています。そして、先土器時代に入ったのです。縄文時代は、10,000年前から始まりま

す。この時代から、人々が土器を使用するようになり縄文時代が始まるのです。土器に縄
なわ

模様があ

るので、縄文土器と呼ばれています。この頃になると、人々は移動生活をやめ定住するようになる

のです。 

 縄文時代は、草創期（10,000～9,500年前）、早期（9,500～6,000年前）、前期（6,000～5,000

年前）、中期（5,000～4,000年前）、後期（4,000～3,000年前）、晩期（3,000～2,000年前）、に

分かれています。 

 縄文時代は約8,000年続いたのです。 

我々が、ここで注目したいのは、縄文中期の時代なのです。なぜなら、縄文中期が、その文化と

芸術性が最高に達した時代だったのです。当時の気候は、現在とほぼ同じと推定されています。 

 皆様に送られた案内文にある写真の火焔土器（土日町笹山遺跡出土）もこの縄文中期の作品です。

この火焔土器は信濃川流域で多く作られています。土器の緑
ふち

の部分が、土器全体をあたためる炎の

ように立体的に装飾されているのです。この写真の実物の高さは46.5cmぐらいです。 

 一昨年（1996年）84歳で亡くなられた芸術家の岡本太郎は、この火焔土器が好きでした。これ

は一切のけちくさい実用性、あるいはもっともらしい具象性を無視したように奔放きわまりない抽

象の芸術だったからです。 

 そのダイナミズムは、岡本太郎が良く愛用した言葉「芸術は爆発だ」をまさしく表現しているか

らです。私は、彼が「芸術は爆発だ」と言い始めたのは、この「火焔土器」を見てからではないか

と思うぐらいです。 

 岡本太郎が、縄文中期の土器の意味を発見したきっかけは、1952年（昭和27年）8月に偶然、上

野の東京国立博物館で石器などと一緒に考古学の資料として展示されている縄文土器を通りがか

りに見て、そこで動けなくなってしまうほど感動したと言っていました。 

 子供の頃から、身の回りには美術史関係の本はたくさんあったようですし、パリではソルボンヌ

大学で民族学を学び、数多くのコレクションや文献を目にしていた訳ですが、縄文土器はそれまで

知らなかったというのです。それから、すぐ考古学の本をひっばり出して縄文土器のことを調べた

のですが、紋様の編年や平面的な標本写真ばかりで、この“すごい”造型はどういうものか、どう

いう人たちが作ったのか、彼の肝心の知りたいことの記述がないのです。「これじゃしょうがない」

と言って、知り合いの大学教授に考古学教室を紹介していただいて、あちこち見に行きました。そ

して“縄文土器論”をまとめ、『みずゑ』（美術雑誌）に発表したのです。その時、日本で初めて、

ということは世界で初めて、縄文土器が芸術として、また文化の問題として取り上げられたのです。

最初のうちは、あまり相手にされなかったのですが、だんだん認められてきまして、“縄文土器論”
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が掲載された『日本の伝統』（角川文庫）はベストセラーになりました。私がここに持って来まし

た『日本の伝統』は、岡本太郎から直接もらったものです。 

1989年（平成元年）12月24日、雪の降るクリスマスイブの日、岡本太郎と一緒に茅野市にある

「尖 石
とがりいし

考古館」に縄文土器を見に行ったことがあります。この旅が岡本太郎の信州への最後の旅

になりました。岡本太郎は何度も尖 石
とがりいし

遺跡に来たと言っていました。12月24日蓼科訪問の目的の

一つは、1986年（昭和61年）に出土した「縄文のビーナス」という土偶を見ることにもありまし

た。この土偶は、1989年（平成元年）6月に重要文化財に指定され、1995年（平成7年）6月に国宝

に指定されました。日本で最も古い時代に製作された国宝になったのです。 

 次に古いのは約2,000年前、女王卑弥呼がもらったと言われる金印です。 

 土偶は子孫の繁栄等を願って作られ、必ずと言っていいほど壊れて出土しますが、この「縄文の

ビーナス」はまれにみる大型でかつ完全な形で発掘され、高さ27.9cm、重さ2.14kgです。作られ

た時期は縄文中期の約4,500年前と言われています。 

 土偶については、時間がないので説明は省略しますが、是非見学されることをお勧めします。大

和撫子の原形を発見されること間違いなしです。 

 当時、私はその考古館の近くに、日本で初めてのいわゆるヘルス・スパと呼ばれる健康道場を建

設しておりました。その中に岡本太郎の作品「縄文人」を入れたかったのです。岡本太郎に「縄文

人」を作ってほしいとお願いしたら、「君、縄文人は、私の庭にもう作ってあるよ。縄文人は君を

待っているよ」と言って青山の家の庭先に立っている「縄文人」を見せてくれたのです。現在、そ 

の原型から作った「縄文人」は、蓼科の健康道場に居ます。縄文パワーアップの研修に参加する人々

が、この縄文人のパワーを吸収して、努力精進し、相互啓発と切瑳琢磨するよう期待しております。 

 岡本太郎は、縄文土器の中に日本民族の生命力のオリジンを発見したのです。 

1942年パリに留学し、前衛芸術運動の展開をつぶさに見て帰った岡本太郎は、「当時画壇におい

て神様のような存在であった梅原龍三郎の描く富士山の絵も、彼にとっては八の字髭をはやした田

舎紳士の泥臭い絵に過ぎなかった」と言うのです。「飛鳥・奈良時代の仏像も、彼から見れば同時

代の中国の仏像のこざかしい模倣にしか過ぎなかった」のです。（『人間の美術』1一縄文の神髄）

梅原 猛／渡辺 誠 学習研究社） 

日本においてただ一つすぐれた芸術性と日本のオリジナリティーのあるものは、縄文中期の日本

人によって作られた縄文土器しかないと結論を出したのです。この歴史の事実をだれも消し去るこ

とはできません。 

 縄文土器には、「はげしく追いかぶさり、重なりあい、急降下し、施回する粘土を紐のようにし

て土器の外がわにはりつけた紋様」（『日本の伝統』）があります。 

 「これでもかこれでもかと、執拗
しつよう

にせまる緊張感。しかも純粋に透った神経のするどさ。とくに

欄 熟
らんじゅく

したこの文化の中期の美観のすさまじさは、息がつまるようです。」（『日本の伝統』）と、

岡本太郎は縄文土器を表現しています。 

 激しさと繊細さ、ダイナミズムと単純さ、縄文土器は、日本で、しかも自分たちの生活の中から

生まれた生活者の激しさと力強さがあり、かつ、純粋な素朴さがあるのです。今、瞬間瞬間に失い

つつある人間の根源的な情熱を呼びさます力があるのです。日本民族の生命力を感じると、岡本太

郎は言うのです。そして、一つとして同じものがないのです。 

 この中期縄文人の力強い生命力とオリジナリティーを、私は「縄文パワー」と呼ぶことにしたの

です。 

 最近、日本人のやる気と企業家精神の喪失が問題になっています。しかし、日本人の企業家精神

の源泉は、この縄文パワーの中にあり、5,500年以上前から、日本人の血の中に脈々と流れている
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のです。これをいかにして呼びさますかが、これからの日本が21世紀に向かって繁栄できるか否か

を決めるカギになるのです。 

 こうした訳で、縄文時代は、日本のpre－historyではなく、日本の歴史そのものであり、日本文

化の基礎を形成したのです。縄文人は自然環境を巧みに利用し、独特の文化を築き上げました。 

 縄文人は狩猟採集民でした。また、縄文時代から畑作も行っていたことが近年わかってまいりま

した。そこに2,000年前に稲作農業技術を持って渡来する弥生人が加わるのです。この縄文人と弥

生人の対立・同化がどのように行われたかは、まだ、歴史家によって意見が分かれるところですが、

最近ようやく、8～9世紀ぐらいまでは、両勢力は共存していたという説が有力になってきました。 

 「古事記・日本書紀」が、片方の勢力を記述から抹消してしまったため、日本の歴史観が、ゆが

められてしまったと言えるのです。これを記紀神話と言っています。（『縄文人国家＝出雲王朝の

謎』開 祐二 徳間書店） 

 その一方の勢力のリーダーが出雲のスサノウで、彼らは諏訪地方に、その勢力を維持し、いわゆ

る“諏訪王朝”の源を作った創始者と言えます。今年の長野冬季オリンピックの開会式のイベント

で、御柱祭の一部が紹介されましたが、あれは、縄文時代から引き継がれた“諏訪王朝”の祭りで

あり、デモンストレーションなのです。 

 縄文人はまだ生きているのです。私は、生まれたのは東京の杉並・荻窪の天
あま

沼ですが、父母は長

野県出身で、父は諏訪、母は松本、今でも本籍は長野児茅野市豊平においております。私の祖先は、

縄文の里で育ったのです。 

 特に、蓼科・八ヶ岳南面は、今から5,500年前、日本で縄文文化が栄えた頃の中心地で、今の東

京だったと言えるのです。当時日本の人口は、約26万人と推定され、平均寿命は23歳から35歳説

様々、この八ヶ岳山麓に10％以上人口が集中していたとも言われています。 

 第二次世界大戦中、東京が空襲の時に、父は目黒で焼夷弾の雨を眺めていましたが、母と姉と私

は、この縄文の里に疎開して隠れていました。小学生になって東京に住むようになってからも夏休

みになると、必ずこの地に来ました。縄文人のDNAがインプリントされているせいか、山や畑の

中を縄文人のように、飛び歩いていたのです。どんぐりは食べませんでしたが、地蜂を追いかけて、 

その巣をよく取りに行きました。ハチの子のかんろ煮をご飯につけて食べるとおいしいです。今日

少し持ってまいりました。こちらにあるのは親類の人が蓼科にある我々の健康道場の近くで取った

ハチの子から作った自家製のものです。こちらの方は地元のデパートで売っていたものです。キャ

ビアやフォアグラに劣らず珍味で高価なものです。なお、これは地元では長寿の薬として知られて

おり、昭和天皇も定期的に取り寄せて召し上がられていたとも言われています。 

 この諏訪地方で、今年は七年に一度の御柱祭が行われます。日本の三大御柱は、出雲の「大黒柱」

と伊勢の「心の御柱」と諏訪の「おんばしら」です。今でこそ三者三様ですが、はるかルーツをた

どれば、やはり原形は諏訪の“おんばしら”にたどりつくのです。（『縄文に根ざす御柱祭』増澤

光男 あいきゃんNO.216） 

 御柱祭についての話は長くなるので今日は省略しますが、4月3、4、5日と4月10、11、12日の2

回に分けて、アメリカの企業経営者のクラブCEO CLUB／SuperPACのメンバーが蓼科の「縄文パ

ワー・フィットネスプログラム」に参加しますが、主な目的は、御柱祭の「木落し」を見学に行く

ことです。この木落しで、毎回、木の下に巻きこまれて2～6人死にますが、縄文人はあまり気にし

ません。人間はいずれ死ぬと思っているからでしょうか。 

 さて、ここで今なぜ、縄文時代を話題にする真意があるのだろうか、を考えてみましょう。 

歴史からの学び方には2種類あります。一つは、ラーニング・アバウト（…を学ぶ）、そのことに

ついて学ぶ方法。もう一つは、ラーニング・フロム（…から学ぶ）、そのことから学ぶ方法があり
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ます。 

 今の日本の学校での学び方は、ラーニング・アバウトに偏っているので、記憶が中心になり、思

考能力が低下してしまっているのです。ラーニング・フロムとは、その歴史から何を学ぶかで、物

事を憶えることとは違う学習法です。それでは、我々は、縄文時代から何を学ぶべきなのか。 

 今回は、それを四つの角度からまとめてみました。 

1．縄文インテリジェンス 

 まず、第一に、縄文人の知力から学ぶということです。縄文インテリジェンスから学ぶのです。 

 縄文人は稲作を行っていた弥生人と違って、変化に対して的確に対応しないと生きて行けないの

で、危機管理にすぐれていたと言えます。危機の時に、判断を誤れば直接身に危険が及びます。そ

こで、全体の流れをつかんで、大局的判断をする習慣が身についていたと思われます。また、黒曜

石で作った矢じりを使って、狩りをする時も、チームワークが大切だったし、動作も、判断も迅速

にしなければならなかったのです。現代流に言えば、企業家精神が旺盛だったと言えます。官僚的

な発想では生きられないのです。 

稲作を行っていた弥生人はどちらかと言うと安定思考、サラリーマン気質になりやすいのです。

そして、ピラミッド型の組織を作りやすいのです。日本の縦社会の原理は、むしろ弥生的な発想か

ら生まれたシステムなのです。弥生人は官僚的な組織を作りがちです。弥生人は知軸を一つに固定

してしまいがちになるのです。安定成長している時はそれでも良いのですが、一旦、危機が訪れた

時の行動は、弥生的発想では、対応のチャンスを失ってしまうのです。その点、縄文人は知軸を移

動しながら行動することが上手なのです。 

 戦後50年経って、今日本は怒涛のような変化の中で危機的状態を迎えて、縄文インテリジェンス

が最も必要な時期に入りました。こういう時は、弥生的発想の人は縄文インテリジェンスのある人

に大政奉還すると社会に活力が生まれ、人々は幸福になれるのです。この縄文インテリジェンスは

縄文パワーの大切な一つです。 

 ここで、縄文パワーの定義を簡単に述べさせていただきます。 

 縄文パワーとは縄文知力（Jomon Intelligence）と縄文気力（Jomon Mental Energy）と縄文体

力（Jomon Physical Energy）の三つの総体のことです。ですから、縄文インテリジェンスは縄文

パワーの一つなのです。 

 日本の歴史には、何回かの国家の危機がありました。その時にその危機を乗り切る舵
かじ

取りをした

リーダーは、縄文パワーを持った人々でした。例えば、明治維新には佐久間象山、吉田松陰、西郷

隆盛、高杉晋作、坂本龍馬、勝海舟、福沢諭吉などです。二宮尊徳、渋沢栄一、北一輝も縄文度が

高いと思います。戦国時代をまとめた織田信長、徳川家康も縄文度が高いです。鎌倉時代には源頼 

朝、その前は菅原道真、聖徳太子、更にはスサノウノミコトなどがあげられます。しかし、あまり

縄文インテリジェンスの高い人は、殺されてしまうことがありました。縄文インテリジェンスの度

合を縄文度と呼ぶことにしましょう。私の縄文度は三内丸山遺跡で計った所“74％”でした。この

ぐらいに維持すれば、殺されることはありません。93％を超えると危ないです。縄文度を上手にコ 

ントロールして、長生きした人には、徳川家康、福沢諭吉、二宮尊徳、渋沢栄一、勝海舟などがい

ます。縄文度が高すぎて殺された人には、佐久間象山、吉田松陰、坂本龍馬、北一輝、織田信長が

います。北一輝は96％ぐらいだと思います。（『北一輝と二・二六事件の陰謀』木村時夫 恒文社） 

 武山泰雄先生は、89％ぐらいですので、まだ大丈夫でしょう。本人は弥生人だと言っていますが、

本当は隠れ縄文人なのです。幕末の儒学者、佐藤一斉と似ています。彼は表向きは朱子学者でした

が、実際は王陽明の信奉者（陽朱陰王）だったのです。ところで、この縄文度の数値は、別に科学

的根拠に基づいたものではありません。あくまで私の直観によるものですので、ご了承ください。 
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いずれにせよ、縄文人は創造的混沌（creative chaos）を作り出すのが上手です。問題解決に当た

っては、平面的でなく、立体的・バーチャルに状況を把握して行動します。混乱した状態でも問題

の所在を明確につきとめ対処し、またその場の“空気”（『空気の研究』山本七平 文芸春秋）に

流されることもありません。危機に強い特性を持っているのが縄文人です。今の日本に一番必要な

人財こそが縄文的発想のできる人なのです。日本の歴史における危機は全部縄文人によって救われ

てきたのです。それはあたり前です。縄文人にとっては、日本は10,000年前から自分の母であり子

であり父だったのです。だから命がけで守るのです。 

 次のテーマに移ります。 

2．民主主義の原点 

 縄文人はリーダーを選ぶ時に、みんなで集まって、その仕事が一番上手な人をリーダーに選んだ

と言われています。猪狩りの時は、猪狩りの上手なリーダーを選ぶ。鹿狩りの時は、鹿狩りの上手

なリーダーを選ぶ。そして、そのリーダーの命令に従う。猪狩りや鹿狩りが終わると、そのリーダ

ーは村人の一人に戻る。いつまでも、やることがないのにリーダーでいることはないのです。 

 そして獲物は、みんなで分けるのです。組織はフラットで、柔構造です。縄文人は適財適所の判

断を適格性（eligibility）ではなくて、適切性（suitablility）によって、行った最初の人類と言え

るのかも知れません。そうした発想の中から、民主的な組織運営の方法を編み出して行ったのです。

このことに関して、哲学者の梅原 猛が「日本の民主主義は、明治以降、単なる西洋から輸入され

たイデオロギーとは考えない。」（『将たる所以』梅原 猛 光文社）と言っています。縄文時代

に日本の基礎文化に組み込まれた民主的リーダーの条件が、日本のデモクラーシーを理解する上で

大切なことを指摘しているのは興味深いです。 

 日本は外国の文明・技術を取り入れるのが上手だと言われていますが、これも縄文時代からの縄

文人の知恵なのです。8,000年の間、敵と遭遇したことのない縄文人は、2,000年前に大きな試練に

遭遇したのです。その時に取った戦略が縄文的発想で、自然と共存するように弥生人を上手に取り

入れ同化し、支配統治（governance）は一時的にあきらめたかも知れませんが、共生する方法を発

見したのです。統治せずに統治する、まさしく大和撫子の戦略は縄文人の知恵なのです。弥生人も、

その縄文人の知恵を学び始めたと言えます。そして、日本人固有の精神文化を形成して行ったので

す。民主主義の話から脱線したように思われるかも知れませんが、実はこの縄文人の知恵が日本的

民主主義と関係があるのです。それについては、皆様も考えていただきたいのです。 

3．グローバルな環境問題解決の知恵 

 今、世界は人間中心文明の限界点に達しつつあります。人類の文明は動物を家畜化し、自然を破

壊して発展してきたとも言えます。そして、人間が行っていることの総量が、地球自然・資源の容

量の限界に達しつつあるのです。部分的には、その限界を超える具体的な現象がすでに現れ始めて

いるのです。 

 狂牛病が騒がれ、森の伐採から、大気汚染、温暖化、オゾン層の破壊と、ストレスによる生殖機

能の低下など、人間の生命力を 脅
おびや

かし、潜在能力を疲弊させる出来事が次から次へと起きており

ます。特に日本では、人間の思考力のみならず、知覚機能、五感、六j感も低下している兆候が子供

たちにも現れています。 

1992年6月のブラジル・サミット「環境と開発に関する国連会議」リオデジャネイロ宣言の中で、

「生活の基盤となる生態系の継続的な悪化」を問題に取り上げているのも、自然生態系の乱れがグ

ローバル化したことによるのです。また、昨年12月の「気候変動枠組み条約第三回締結国会議（温

暖化防止京都会議）」京都議定書では、「先進国全体と国ごとの温室効果ガスの削減目標を、全体
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で少なくとも5％削減」という数値目標を掲げています。それは、「1990年以降の植林、再植林、

森林伐採により、人間の活動で変化した温室効果ガスの排出および吸収のネット（正味の）変化は、

削減目標に含めることができる」という主旨に基づいております。 

 ここで、我々は発想の転換が必要なのです。すなわち、「人間は地球自然という器に入れるべき

内容物ではない。地球は『宇宙船地球号』ではない」と最近言われていますが、その意味は、人間

は地球自然の一系であると言う謙虚さを自覚する必要があるのです。 

 「我思う、故に我在り」（デカルト）ではなく、「我在り、故に我思う」への発想の転換が必要

なのです。（『知軸が変わる』宅間 克 地湧社） 

 実は、縄文人こそが、地球自然・資源と上手に共生することをやってのけた人類なのです。縄文

人はまた、お互いを殺し合うということをしませんでした。考古学者によると、8,000年の内で「全

国ですでに何千体もみつかっている縄文人骨のうち、殺されたとみなされる人骨は10例もない」と

言っています。そして「大切なことは、縄文人は人を殺傷するための道具、真正の武器は持たな 

かった」という事実です。（『考古学の散歩道』田中 琢／佐原 真 岩波新書） 

 世界では現在、アフリカだけでも17ヵ所で大きな民族紛争が起きていますが、縄文人の知恵をこ

こで再認識する必要があるのです。 

4．企業家精神の原点 

 最後にそれでは、これからの日本を救う縄文パワーとは何でしょうか。それは、まさに日本人の

企業家精神度にかかっているのです。権利だけ主張して義務を果たさない、いわゆる“サラリーマ

ン”的根性が強くなれば、企業も組織も日本もよりかかり人間ばかり増え、創造力と生命力を失い、

活力が衰えます。縄文人は一軒の家にだいたい5人が1組、5軒ぐらいが1単位になって生活しており

ました。中小企業の連合体と言えたのです。最近の中小企業の創業率はすっかり落ちて、むしろ廃

業率の方が高いくらいです。これでは社会の活力が失われます。日本の労働人口の内、従業員300

人以下の中小企業で働く人の割合は68％です。そこでのモラルが低下すれば、日本は衰退します。 

 今日本の社会は23年前の石油危機につぐ戦後二度目のマイナス経済成長率に転落して、自信を喪

失しております。ただ23年前の不況時には、働く人の構成はサラリーマン50％、自営業50％のバ

ランスで、まだ人々に活力がありました。今回はサラリーマンが70％を超えている中での恐慌で、

日本の社会は、ほぼ完全なサラリーマン社会に入ってしまったのです。そのため、今から86年前 

（1912年）の4月、イギリスのサザンプトンからニューヨークヘの処女航海を続けた豪華客船タイ

タニック号に乗っているような状態で、危機意識が希薄になってしまったのです。従って、対策が

どうしても遅れてしまうのです。それではどうしたらよいのでしょうか。それにはまず、あわてず

に、プロの登山家がやるようにここで基本、すなわち来た道に戻る必要があるのです。BACK TO 

THE BASICSです。 

 この基本に戻るという意味は、サラリーマンと自営業の比率を50／50のバランスに戻すというよ

うな現象に対する考え方もあれば、また大企業のビジネスリーダーもここで企業家魂を再認識する

必要があるということも指しています。さらにもっと本質的な哲学的考察、現代社会のやっかいな

問題の原因になっている「存在と価値」の混乱した関係を問い直し、思考を正すという意味も含ま

れます。皆様にも皆様なりの基本があると思います。 

 しかし、今私がこの場を借りて皆様にお伝えしたいことは、縄文人の基本的な心の姿勢、すなわ

ち心構えをここで確認することなのです。中期縄文土器には、今瞬間舜間に失いつつある人間の根

源的な情熱を呼び覚ます日本民族の生命力があり、かつ一つとして同じ土器はなかったことを思い

出すのです。日本人の企業家精神の原点は、縄文時代から脈々と流れている“縄文パワー”にある

のです。 
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 日本人一人ひとりが、これから、個人個人の長所と強みを生かして、潜在能力（Human Potential）

を引き出し、企業家精神を発揮するのです。そのために、知力と気力と体力を回復させるのです。

縄文パワーを爆発させるのです。どんな難問に直面しても、力強く、しなやかに、問題解決に向か

う情熱と忍耐力の積極的心構えを持ち続けるスタンスを明確にするのです。そして、我々は小手先

の対策や目先の利益ばかりにとらわれることなく、大局観と日本のリーダーの指針である志・ここ

ろざしを持って21世紀に向けて前進すべきなのです。そうすることが縄文文化を継承する本来の日

本人の姿なのです。それでこそ、世界の人々から尊敬される国民になるのではないでしょうか。そ

の時に再び、大和撫子は蘇るのです。 

 
 

 

 

 

＊平成10年4月2日、スイス大使館産業・科学担当参事官ジャン・マリー・レルさん宅で英語で講演 

したものの日本語版です。 

 

 

 

 

 

 

 


