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を一定に保ちつつ，その財を l 単位増加させるのに

必要な最小時間に比例することがわかる.よって，

ÊW)/人(t) は S(t) における i 財と j 財の A(t) (お

よび B(t)) 上の限界代替率を示していることもわ

カミる.

評書

B(t) = {S; S(t) εA(T-t; め}とおくと，関数 fi の

性質を考えると ， A(t) , B(t) は凸集合であり， S(t) 

は A(t) と B(t) の接点である.最適径路の性質か

ら導かれる等式

SI 

S , 

n 
max ~ Pj(t)Sj(t) 

S( t),A(t) j~ 1 

n 
= ~ Pj(t)Sj(t) 

.i~l 

(6) 

=mln EPJ(料(t)
S(t)εB(t) j~l 

により ， P(t) は S(t) における A(t) と B(t) の共通

の法線ベクトルであり ， A(t) の frontier が

t = g(S" . ・・ ， Sn)εC2 と表わされたとすると，

条件(6)よりラグランジュ乗数 μ として

fr 守 A(t)
。

n ^ 
L= ~ Pj(t)Sj一μ[g(S" . . . " Sn) -1] 

で ðL!
, as, 

(有本彰雄〕

図 1Sjニ S(t) ニ 0

ﾊ'j(t) =μ3ζ を得
。Sj

の各成分は他の財ﾊ'(t) より

にしないではいられなくなったからだという.いい

かえれば，世界の将来の可能性を研究領域とするカ

ーンにとって，日本の目をみはるばかりの勃興が，

重要なかずかずの問題を提供しているとみてとった

のである.

著者は1922年に生まれ，数学と物理学を修めて，

米国空軍のシンク・タンクであるランド研究所には

いった.ここでORやシステムズ・アナリシスを使

って核戦略の研究に従事，民間防衛にー領域を確立

するとともに，有名な『熱核戦争論』その他を著わ

し， 1961年にハドソン研究所を設立，今日に至って

いる.邦訳書としては『考えられないことを考え

る.Il (桃井・松本訳，べりかん社)， IF紀元2000年』

(ウィーナーと共著，井上勇訳，時事通信社)， IF 日

本未来論.Il (加瀬英明訳，読売新聞社〉がある.

日本株式会社躍進の世界的影響に焦点

さて，本書は 6 つの部分から成り立っている.第

1 章「日出づる国・日本の展望」は，明治 100 年に

当る 1968年に京都産業大学で行なった講演に手を加

えたもので，いわば包括的な日本未来論といえる.

そして，この章で著者は早くも L、くつかの大駅な予

ハーマン・カーン著，坂本ニ郎・風間禎三郎訳『超

大園田本の挑戦.Il (The Emerging ]apanese SUｭ

perstate ; Challenge and Response) , 864頁， 880円，

ダイヤモンド社.

カーンの関心をとらえた日本の経済発展

ハーマン・カーンといえば，数年まえ í21世紀は

日本の世紀だ」と予言して話題をまいた人物として，

知らない人は少ないだろう.アメリカの未来研究専

門家である.カーンは，日本を知るようになってか

ら，それほど古いわけで、はない.しかし，この 10年

聞はかなりひんぱんに来日し，日本について発言し

たり論文を発表したりしてきた.だが，本格的な日

本論を発表したのは，本書が初めてである.

カーンは多くの仕事をかかえていた.それにもか

かわらず，友人の強いすすめで日本論をまとめる気

になった.その最大の理由は，日本の目ざましい経

済発展が未来専門家としての著者の関心を強力にひ

きつけたからである.つまり，カーンは，この目ざ

ましい発展はまだまだ続くとし、う確信を深めるが，

それにつけても，その事実が， í日本と世界の将来

にとってどういう意味をもつのか」という点を問題
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測を試みる.たとえば，今後とも日本経済は順調に

伸び， 20世紀末か21世紀初頭にはアメリカを追い越

して世界最大のGNP 固になること，独立の気運が

強くなって国力にふさわしい国際的地位を望むよう

になること，アメリカの核保障を拒否して核大国へ

の道を求めるだろうこと，などである.

第 2 章「日本人・この不思議なる国民性」は，日

本人が欧米人ときわめてちがった特性をもっている

点をいろいろ証拠をあげつつ解明し，この特異な性

格を理解することが肝要だとして，日本人との商談

を成功させる方法まで伝授に及んでいる.全体とし

ては，国民的同質性を基盤に，個人よりも多数の利

益や意向を大切にする集団意識が強い点に，大きな

特徴を見いだしている.ここでは，われわれが日ご

ろ欠陥と感じている性格を，むしろ好意的に見てい

るのが興味深い.

第 3 章「戦後経済の奇跡」は，国内外の政治的・

経済的条件がプラスに働いた事実に一応万遍なくス

ポットをあてながらも，結局は共同体本位の活力と

献身に発展の最大の原因を求める.そして現在の唯

一の問題は，日本の勃興が世界にどのような影響を

与えるかだという.

そして，第 4 章「日本株式会社の未来に横たわる

もの」で，欧米技術のうわずみをすくいっくした，

成長への関心が薄れつつある，福祉が重大になる，

貿易の前途が多難だ，家族的連帯意識が低下しだし

ているなど， 10の危険信号を検討してみせる.だが，

要するに西欧的物差しは，“日本経済の奇跡"にあて

はまらなかったことを強調し，強気論の根拠とする.

第 5 章「超大国日本の勃興」では，日本の経済発

展が進めば，たとえ世界ーにならなくとも政治的役

割は増大する.カーンは，向こう 30年の日本経済に

ついて 4 つのシナリオをあげ，平均成長率 9.496 の

“中位の展望"をとる.だが， こうして日本人が肥

えれば肥えるほど，中国は精神主義に走り，日本の

物質主義を軽蔑するようになる.で，日本人が自分

の成功を鼻にかけ威張りだせば，世界の反発をくう

こと必定とみる.

最後に，第 6 章「日本の挑戦」でも，ふたたび、日

本の及ぼす影響を考察する.カーンは，日本人が序

列を大切にし，序列に“ふさわしい地位"を重視す

る国民である点に注目する.つまり，超大国にふさ

わしい役割を果たす半面，外国人にもそれにふさわ

しい待遇や尊敬を要求し，諸外国がこの要求に応じ

なければ不測の混乱も生じかねない.著者は，いわ

評

ばこの l 点に日本の経済発展の影響を集約している

かにみえる.

大胆な予測と慎重な記述

日本の経済発展，国際的役割の実行，核武装など

についてかなり思いきった予測を行なっていること

はすでに述べた.著者は，かつて ï21世紀は日本の

世紀」といったことで急にもてはやされるようにな

ったが，当時必ずしもそういったわけではなかった

と弁解しつつも，日本経済の将来にますます確信を

もつにいたったと告白する.

つまり， 2 ， 000 年まえに西欧にi郎、こすことが日

本人の目標だとみなすわけだが，その達成が困難だ

とわかった場合， 日本人はそのためのあらゆる犠牲

と努力を惜しまないにちがし、ないと断じる.また公

害についても，すでに日本人はその解決にのりだし

ているので，やがて世界でもっとも住みやすい国に

なるだろうし自分も，すすめられれば日本に住ん

でもいし、とまでいう.

もっとも，本書は楽観主義で終始しているわけで

はない.核武装や国際的役割についても，日本人の

性格や歴史や周辺の状況からいって，その公算がし、

ちばん大きいと見通したうえで，そうならないこと

を願っている.だから，日本が核武装をすればカー

γの予測が当たり，核武装しなければその忠告がい

れられたことになる.よくいえば客観的な予測にな

るよう慎重に書いたわけだし，悪くいえば一つ一つ

逃げをうったともいえる.

最近，外国人の日本観を書いた本が相ついで出て

いる.日本人の特性や経済成長の秘密については，

われわれの集団意識をとりあげ，政府と財界や会社

同土の“もたれあし、"を力説するものが多い.アベ

グレンの『日本株式会社jJ， ロベーノレ・ギランの

「第 3 の大国日本jJ，ホ{カン・へドバーグ『日本

の挑戦』などがそうである.しかし，日本の進路に

ついては，ヘドバーグが日本の平和主義を称賛し，

ギランは日本の核武装などありえぬことと否定しき

っている.その点，カーンは，日本が核の道をたど

らないことを望みつつも，その公算が大きいとする

わけで，この点対照的である.

出版のねらいは読者に刺滋を与えること

しかし実は，日本が経済発展に続いてどういう政

治的進路をとるかといろ点こそ，最大の挑戦である.

それは，アメリカその他の諸国にとっての挑戦であ

るばかりか，日本自身にとっても挑戦であり試練で

ある.本書が解明しようとした命題の核心もここに
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ある.つまり，経済的に“超大国(スーパー・ス の歴史的パターンとから，超強国を指向するとみる.

テート)の現在の日本が，政治的・軍事的な“超強 しかし，日本は経済大国イコール軍事大国で、ない

国" (スーパー・パワー〕になりそうな事実を，日， 道をすでに歩み始めているといえるし 4 次防を発

米，いや世界にとっての大事件として，その意味を 表した程度で軍国主義と批判され，国内の一部が揺

明らかにしようと試みている. れている始末である.高度成長，国際的役割，軍事

そういう点では，訳者も「あとがき」で述べてい 大国のどれについても，本書が執筆されるまでとそ

るように，本書は「日本と日本人に対する期待の書 れ以後の日本人の考えはかなり変わったように思

であり，警告の書」である.そしてカーン自身が「は う.なお本書は，あまり広範な問題をとらえたせい

しがき」で断わっているように，出版の目的は「議 か，論述がやや大味だという印象をうける.

論のきっかけをつくり，読者に刺激を与えることに それでも，日本と日本人が重大な試練に直面して

あって，この問題に決着をつけることではないJ. いるおりから，外国人の日本観を読むことは，自分

すでに指摘したように，楽観主義だけが本書を支 の姿を鏡に映しだしてみるとしづ効用がある.欠陥

配しているとはいえない.だがやはり，著者が日本 を発見したり，あらためて長所をみつけたり，自己

の将来について非常に強気の見方をしていることは を客観的に見直す・・チャンスになる.もっとも，

事実である.だから，本書を読む方のなかには，く 本書は肩をはらないで気軽によんでも結矯おもしろ

すぐったい思いを通りこして抵抗を感じる人もある い.訳もしっかりしている.著者の意図はともかく，

だろう.カーンは，経済大国は軍事大国に進むとい いろいろな読み方，いろいろな受けとり方があって

う国際政治の伝統的通念と，日本人が外人崇拝と排 いし、だろう.それが，著者のねらいでもあるようだ

外主義や独立の気運と低姿勢を繰りかえしてきたそ から・(福島康人〕

デジコン 1 であそぶ

デジコン l は，カタログによれば“世界最初のオールプラスチック製，ディジタノレ・コンピュータ"

である. 1 年くらいまえから日本橋の丸善で実演販売をしていたのでご覧になった方も多いことと思

う.日本での発売元のABC商会が本学会に l セット寄贈してくれたので，早速いじってみた.動力は

手で CLOCK と称する板を左右に動かす.左端に押して右端にもどすのが 1 サイクノレである. 出力は

2 進数が 3 桁出る.プログラムはプラスチックの筒をさしこむことによって組む.昔の IBM のパネル

を思いだす.プラスチックの筒にはクロック・ロッドとロジック・ロッドとの 2 種頒がある. ロジック・

ロッドは36個所にさすことができる.クロック・ロッドをさしこめるところは18個所である.各ロッド

をどこにさしこむべきかを示すにはコーディング・シートを使う.これだけで 2 進数の加減乗除や，簡

単なパズルをとくことができる.プログラムの例が16ばかりあり，それぞれ面向い工夫がこらしてある.

以上のように，デジコン 1 は，まさに小さいけれどもディジタル・コンピュータであり，ディジタル・

コンビュータ以外のなにものでもない.

しかし，これを作ったメーカーのねらいはなんであろうか.第 I に考えられることは，このようなも

のを考案すること自体は非常に面白かったにちが L、ない.デジコン 1 は純粋に機械的な動きをするの

で，計算の途中の各部分の動き，それらの関係をみることは，それ自体でも非常に面白い.このような

メカを考えだした人は，ずいぶん時間もかかったことだろうが，また，たいへん面白かったにちがし、ない.

ふたたび，カタログによれば，メーカーはこれを教育玩具として売りたし、らしいのである.そこで私

は，早速身近にいたコンピュータ入門者に与えてみた.ところが，私の身の回りにいる人間の質が低い

のか，どうも興味が持続しないようで，教育効果はあまりあがらないようである.身近に本物のコンピ

ュータがありすぎるせし、かもしれないし，本物のコンピュータで消化不良を起こしかけているので，ォ j 
モチャであそぶ気持ちのゆとりがないせし、かもしれないが，どうもコンピュータ入門用にはあまり適当 ‘ 
とは思えなかった.その点，これは，やはりすでにある程度計算機を知っている人のためのオモチャで

あるようだ.あまりにも計算機に近すぎるのである.この教育玩具をいちばん楽しんであそんだのは，

結局，私のセンターでは，どうも私であったらしい(原 亨〉
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