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2大政党政治の限界

第 1 特集

2017 12/ 9

人身事故、不審者が多い 危ない駅ランキング
54
番外
編
57
＂異国文化＂流入 西川口、蕨駅の新たな魅力

104 トヨタ、異例役員人事の焦り
106 ドイツでも露呈した

22

【 表紙から】

102

58
産業
リポート

カシオの大黒柱Ｇショック
世界で売れる巧みな仕掛け

1990年代の大ブームから一転、辛酸をなめた
Ｇショック。Ｖ字回復を果たし累計出荷１億本
を突破した背景には、海外での躍進がある。
本誌の記事は「日経テレコン」
「G-Search」
「ELNET」
「FACTIVA」等のデータベースに収録されており、
フリーキーワードで検索、
購入できます。

61 Ｇショックへの過度な依存を回避する戦略

野本弘文
東京急行電鉄社長

東急は
鉄道会社だが
ベースは街づくり

29
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海老名駅

格差

京急線

多 く の 人 が 毎 日 利 用 す る 駅 は、 社 会 の 縮 図 だ。ど
んな駅に人が集まり、どんな駅から人が離れてい
くのか。広がる駅の＂格差＂は、時代の写し絵とい
える。駅と路線をめぐる最新事情を徹底取材した。
進行管理：中野法子

本誌：許斐 健太 、秦 卓 弥、中山一貴
デザイン：鈴 木 聡 子

もある︒高級住宅街の代名詞であ
る東急東横線・田園調布駅では今︑
空き家問題が深刻で︑富裕層は都
心の高層マンションに移り住む︒
駅は社会の縮図だ︒これまで東
京で人気の住宅エリアといえば︑
％増 ││︒東武鉄道の駅で

人が移ったのか︒工場跡地などに

それがなぜ︑東部の下町エリアに

城西・城南の西部が中心だった︒
過去5年間にこれだけ乗降

高層マンションが林立したことに
丸の内など都心の職場にアクセス

人員数を伸ばした駅がある︒とう
2012年5月に東京スカイツ

しやすい駅を選ぶ傾向が強まって

加え︑
﹁忙しい共働き世帯が増え︑
リーが開業したため利用者増は当

いる﹂といった指摘が挙がる︒

ームに沸く︒住民が増えれば︑駅

江東区は近年︑高層マンションブ

そう話すとおり︑台東区や墨田区︑

る﹂
︒東武鉄道・根津嘉澄社長が

東部が強くなっているのを感じ

見える時代の変化をリポートする︒

最新の実力や鉄道会社の戦略から

44駅の乗降人員数を集計︒駅の

では首都圏︑関西︑東海の主要5

・路線の序列は一変する︒本特集

再開発で新興駅が成り上がり︑駅

かつてのブランド駅が沈む一方︑

前が栄え︑街に活気が生まれる︒

元の駅にとどまらない︒
﹁東京の

然といえるが︑にぎわいはおひざ

きょうスカイツリー駅だ︒

42

一方︑利用者減少で衰退する駅

乗 降 人員 の
増減から見える
経済トレンド
横浜駅

つくば
エクスプレ ス

北千住駅

相

線

田

武

線

小

東

武

東急線

ＪＲ

品川駅

千葉駅
東京駅
渋谷駅
京王線

駅・路線

西

新宿駅
下北沢駅
立川駅
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池袋駅

12/9号̲1特̲駅
路線図
23

第１特集
特集／駅・路線格差

2年後の1983年に初代モデル

を和らげる独自の空中構造を開発︒

精密モジュールを点で支えて衝撃

本以上もの試作品を経て︑内部の

けに開発がスタートした︒200

テムに︒そうした流行が日本の若

リートファッションのマストアイ

ようになり︑やがて西海岸のスト

ア愛好家や消防士などが装着する

その頑丈さから︑現地のアウトド

たカシオは104億円の営業赤字

にまで激減し︑大量の在庫を抱え

度の出荷数量はピークの3分の1

ムは潮が引くように沈静化︒ 年

が︑山高ければ谷深し︒大ブー

はいかにしてＧショックをよみが
えらせたのか││ ︒
復活への大きな転機になったの
時計の大半はデジタル表示だった

は製品改革だ︒それまでカシオの
が︑世界の主流は︑針の向きで時
刻を示すアナログ表示︒ 年︑カ

月9日の米国ニューヨーク︒

スポーツやエンターテイン

メントの聖地︑マディソンスクエ
アガーデンで︑カシオ計算機の主
催する盛大な式典が開かれた︒同
社の顔ともいえる腕時計﹁Ｇ ︱Ｓ
ＨＯＣＫ︵Ｇショック︶
﹂が20
18年に発売 周年を迎えること

本を出荷︒今 年度は900万本

年度は世界で過去最高の850万

Ｇショックの販売が好調だ︒昨

に包まれた︒

がライブを行い︑会場は熱狂の渦

で人気のラッパー集団︑Ａ＄ＡＰ

エ イ サ ッ プ

ストが壇上に登場︒最後には全米

イ・ヴィトー氏ら数多くの有名ゲ

たほか︑プロスノーボーダーのル

日本から樫尾和宏社長も駆け付け

ィ ア︑フ ァ ン な ど 約3000人︒

前に招待された流通関係者やメデ

この日︑会場を訪れたのは︑事

を祝う記念イベントだ︒

35

に迫る勢いで︑8月には累計出荷
1億本を突破した︒業績への貢献
度も大きい︒カシオの 年度連結

そこで始めたのが︑電波やソーラ

くの強力なライバルが存在する︒

ーやシチズン︑欧州企業など数多

ただし︑アナログ時計はセイコ

アナログ重視へと路線転換した︒

万〜5万円のゾーンにまで上がっ

のＧショックの売れ筋価格帯は3

路では中高級機種が売れ︑国内で

しずつ増えていった︒これらの販

ら︑時計専門店での取り扱いが少

ム︶といったデジタル技術をアナ
ログ時計に搭載する﹁高機能アナ
戦略を展開すると︑かつてのブー

ログ戦略﹂
︒Ｇショックにもこの
ムで高めた認知度もあって︑販売
が徐々に増え始めた︒
併せて取り組んだのが流通改革
だ︒安価なデジタル時計から高機
能アナログ時計への戦略転換に合

それでもＧショック全体に占め
る国内出荷の割合は ・6％︵数
量ベース︑

年度実績︶
︒上 図 に
示すように︑近年の伸びを牽引し
ているのは海外だ︒
カシオはＧショックの世界販売

頃な値段で個性が強いＧショック

や百貨店の開拓を本格化した︒手

Ｇショックの生みの親である伊部

ールド﹂を 年から開催している︒

ョンイベント﹁ショック・ザ・ワ

戦略として︑大規模なプロモーシ

は高級時計と競合しにくいことか

わせて︑ 年ごろから時計専門店

国内本数は２割弱
成長を牽引する海外

てきた︒

（出所）
カシオ計算機の決算資料を基に本誌作成

術者が出した短い企画書をきっか

計﹂││ ︒Ｇショックは︑若手技

﹁落としても壊れない丈夫な時

半分以上を稼ぎ出す︵左㌻下図︶
︒

む︶は売上高で約半分︑利益では

︵女性用の﹁ＢＡＢＹ ︱Ｇ﹂を含

る時計事業において︑Ｇショック

売上高3212億円の ％を占め

52 16

その他時計

ー︑ Ｇ Ｐ Ｓ︵全 地 球 測 位 シ ス テ

シオは時計事業の再起を図るため︑

3212億円
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米を中心に年間出荷が600万本

200

01

17

（2016年度）

電卓・電子
辞書など

に陥った︒そのどん底から︑同社

700

時計事業
1696億円
連結売上高

本誌：遠山綾乃

者たちにも広がり︑ 年度には日

900
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12/9号̲産業リポート̲Gショック
システム
P2-1̲出荷台数推移 Gショック

デジカメ

1990年代の大ブームから一転、辛酸をなめたGショック。V字回復
を果たし累計出荷1億本を突破した背景には、
海外での躍進がある。

の発売にこぎ着けた︒

─Gショックの出荷本数推移─

11

─カシオ計算機の売上高内訳─

カシオの大黒柱Gショック
世界で売れる巧みな仕掛け
（計画）

15

13
11
09
07
93

91

89

87

にまで激増した︒

300

当初︑日本ではまったく売れず︑

500

05
99 2001 03
97
年度
（出所）
カシオ計算機の公表資料を基に本誌作成

1983 85
0

世界各地で大規
模プロモーション
イベントを開始
400

先行して普及したのは米国だった︒

海外がブーム後の復活を牽引

97

初代Gショック
発売
100

アナログ式を中心に
毎年、特徴のある新
製品を発売している
800

高機能アナログ戦略を
Gショックに本格展開
米国や日本で人気に
火がつき、大ブームに
600

累計出荷本数が
1億を突破
■ 海外
■ 国内

全社売上高の4分の1をGショックが占める

米国ニューヨークで開
催されたGショックの
発売35周年イベント
（万本）

1,000

産業リポート
世界で売れる巧みな仕掛け
カシオのGショック

BOOKS & TRENDS

──集団安全保障ではなく。

出動をかけなければ集団的自衛権
行使にならないから︑あくまで正

︶と 日 本 人 の 誰 も が 言 う
defense
のだからしょうがない︑とも︒

︶なのだが︑集団的自衛
security
権︵

一緒にある武器を守るために︑使

分の持っている武器のみならず︑

武器使用に
﹁国家は﹂
とは書いてな

当防衛権になる︒自衛隊法 条の

自衛権と正当防衛権とはそもそ
用してよろしいと書いてある︒そ

本当は集団安全保障
︵ collective

も違うものだ︒自衛権は国際用語
れは英語でユニ

right of collective self-

であるのに対し︑正当防衛権は国
内刑法上の言葉︒実はこの言葉を
英語に加え︑フランス語︑スペイ
ン語︑それにポルトガル語といっ
たラテン系の言葉は同一に扱う︒
ところが︑日本とドイツ︑それに
中国︑ロシアでは国内刑法上の正
当防衛権と国際法上の自衛権の意
味が別々になっている︒
──３月に施行された安保法制で
その内容はもっぱら限定的集団

は？
的自衛権を認めたことだといわれ

い︒﹁自衛官は﹂
とある︒
自衛官は自

ット・セルフデ
ィフェンスとい
う︒集団的自衛
権とは関係ない︒
──国内刑法が
認めている正当
防衛権なのです
ね。
あくまで自衛
官の責任になる︒
そういう整理が
されていない議
論は多い︒ＰＫ

だ︒外交の背景になる軍事を誤解

の軍事がほとんど︒国際的な問題

だったが︑今は外交の背景として

昔の軍事は相手を撃滅すること

00人いると100とおりの答え

集団的自衛権の意味を聞くと︑1

官︶が皮肉交じりに︑
﹁日本人に

兼ジャパンチェア︑元大統領補佐

戦略国際問題研究所の上級副所長

なったマイケル・グリーン氏︵米

年 月から上智大学の特任教授に

たとえば﹁集団的自衛権﹂
︒今

れたら自衛艦も撃ち返していいの

走しているときに︑向こうが撃た

米国の海軍と日本の自衛艦が並

いました。

──議論の主要テーマにもなって

権という言葉はある︒

くなった場合の限定的集団的自衛

定に基づいた︑日本の存在が危う

の前提として︑2年半前の閣議決

則・法律と︑現場における行動と

きちんと分けないといけない︒規

行使と正当防衛権に基づく行為は

的な問題として︑集団的自衛権の

に大いに問題になる︒極めて常識

なくてもいいが︑何かあった場合

の戦争をしない間は整理されてい

的自衛権とは関係ない︒国際法上

る武器使用も駆け付け警護も集団

Ｏ︵国連平和維

されずにしっかり確立しなければ
が返ってくる﹂と書いていたこと
かという話だ︒最高責任者が防衛

米兵1万人に加え4000人をア

的自衛権という言葉はない︒法律

いけない︒そのためには国際条理
がある︒

マスター大統領補佐官︑マティス

フガン兵の教育のために新たに出

振り返れば第1次安倍晋三内閣
によると︑北朝鮮だけでなく中東

米国から最近帰ってきた人の話

スター氏は現役の陸軍中将で国家

リー氏は退役海兵隊大将︒マクマ

ともアフガンでの経験がある︒ケ

ると︒

政府とでタリバンとの和解を進め

す︒そして教育したアフガン兵と

持活動︶におけ

に通じる軍事的常識を知らなけれ

から意見を拾っていくが︑今の時

国防長官の3人の新旧将軍︒3人

のときに安保法制懇談会ができ︑

安全保障問題担当︑

年代初頭に湾岸戦争で装甲騎

価が高いですね。

── 中でもマクマスター中将の評

問題を含めてトランプ大統領は何

ティス国防長官も退役海兵隊大将

将来︑大将に当然なるだろう︒マ

兵の中隊長として活躍︑銀星章と

政権はアフガン増

会合で︑トランプ

プデービッドでの

今年夏のキャン

間がいる︑味方がおり敵がいる︑

片付くものではない︒そこには人

治の延長である︒テクノロジーで

ィッツの言ったとおり︑戦争は政

有名な論文を書く︒
﹁クラウゼヴ

︵聞き手・本誌 塚田紀史︶

に動いている︒

って具体的戦略は大小の波のよう

当分変わらない︒そういう中にあ

になってしまうから︑米国一極は

んかを始めたら米国の経済もだめ

れをいちばん持つのは中国だ︒け

ぎり米ドル札をたくさん刷り︑そ

で動いている︒金融中心であるか

し出してくる︒米国の経済は金融

ストになれば米国中心の秩序を押

トと言っているが︑本当にファー

トランプ大統領は米国ファース

い見方をしているとか。

── 中国に対しては海軍系が厳し

さに政治であり人間である﹂と︒

住民がおり友人がいる︒それはま

派を認めた︒現存

きん し

だ︒これに加え元大物実業家のテ

いう日本の戦前の金鵄勲章相当を

代と若い︒

そのときに4事例が出てきた︒そ
識派がついているのには希望が持

をやるかわからないが︑3人の良
てるとのことだ︒

の中に北朝鮮から米国に向かって
と問題になるのではないかとの質

ィラーソン国務長官︑ペンス副大

受けている︒その後︑大学に行き

90
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統領にも期待できると︒

国際条理に通じる
軍事的常識を養おう

ケリー大統領首席補佐官︑マク

──
「軍人トリオ」
ですか。

よ うげ き

意見を出し︑政府はその中

る︒戦略家たちがいろんな

略家と称する学者たちがい

米国には日本と違って戦

略も定まっていない？

──もともと米国の軍事戦

はできないと感じている︒

敵地攻撃で完璧を期すこと

目標情報さえつかめない︒

いる︒米軍でさえ手こずり︑

地攻撃をやろうと言う人も

自民党の国防族の中には敵

ったので専門家ではないが︑

身は陸上自衛隊の戦車兵だ

も問題がありすぎる︒私自

ミサイル防御にはあまりに

ろんなケースがありえて︑

頭が分かれたらどうかなどと︑い

ったら︑飽和攻撃を受けたら︑弾

に違いないが︑ロフテッド軌道だ

ある条件が整えば邀撃はできる

──できるのですか。

を出すかどうかの法律上の問題︒

問があった︒これも実は破壊命令

いるミサイルを日本が落とさない

いのですか。

があいまいな形のままだと︑とん
点で方向性が確立しているとは思

──日本人は軍事の基礎を知らな

95

でもないことになりかねない︒

自衛権と正当防衛権は
そもそも違う

えない︒

撮影：尾形文繁

──ミサイル迎撃ではどうですか。

あるのではないか︒

ばならない︒おそらく日本と米国

軍事のリアル

代 の 軍 隊 は﹁戦 争 の 道 具﹂

新潮新書
760円＋税／223ページ

ているが︑法律そのものには集団

元陸上幕僚長（93～95 年）
。 東京
都立日比谷高校、防衛大学校（応
用物理）を卒業後、陸上自衛隊に
入隊。師団長
（東京）
、方面総監
（北
海道）などの指揮官職を経て、陸
上自衛隊トップの幕僚長に。父は
芥川賞作家の冨澤有為男。

の関係においてもいろんな誤解が

著者 とみさわ・あきら●1938年生まれ。

ではなく︑世界の繁栄と平

東洋学園大学名誉教授・理事、元陸上幕僚長

和を守るための基盤︑が持論︒

現

冨澤 暉氏に聞く
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『軍事のリアル』を書いた

