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被害者支援都民センターより
ＪＥＰＡに表彰状

警視庁の筋伊知朗総務部長（右から 2人目）より授与された
表彰状を掲げる徳田代表理事

韓国議員団訪日
5 月、日韓議員連盟に所属する韓国与党セヌリ党および民主党議員6 名の方々が来日
された。一行は、JEPA下地会長の仲介により、 「おおさか維新の会」 を訪問、共同代表で
ある片山虎之助参議院議員および下地幹郎衆議院議員と会談された。
訪日メンバーのナ ・ キョンウォン氏（Ms. Na, Kyung Won）は朴槿恵大統領が所属する
与党セヌリ党で国会議員を 3 期務める有力議員であり、日韓議員連盟女性委員長を務め
ている。また、今回の議員 6 人全員は朴槿恵政権が推奨する Future Consensus Club の
メンバーでもある。

6 月 23 日、新宿区戸山の被害者支援都民センターにおい
て「 犯罪被 害者永年 功労賞 」授与式があり 、警 視 庁の
筋伊知朗総 務部長より JEPA 徳田代表理事に感謝状が
授与された。
同センターは犯罪や交通事犯の被害者とその遺族に対し、
精神的支援その他各種支援活動を行うとともに、社会全体
の被害者支援意識の高揚を図り、被害者等の被害の軽減
及び 回 復を目的として設 立された公益 社 団 法 人であり 、
JEPA は長年にわたり同センターの活動を支持している。

今回の来日メンバー ：
○ナ・キョンウォン氏 （Ms. Na, Kyung Won) セヌリ党国会議員
○ナム・ギョンピル氏 （Mr. Nam, Kyung-pil)
セヌリ党国会議員、 京畿道知事
○ウォン・ヒリョン氏 （Mr. Won, Hee-ryong）
セヌリ党国会議員、 済州島知事
○キム・セヨン氏 （Mr. Kim, Seyon） セヌリ党国会議員
○アン・ヒジョン氏（Mr. Ahn, Hee-jung）
民主党国会議員、 忠清南道知事
○キム・ブギョム氏 （Mr. Kim, Boo-kyum） 民主党国会議員

さて、日本は安全だ、平和な国だ、と良く言われるが、
本当にそうなのだろうか？ 昨今、国内ニュースでは、毎日の
様に数多くの凶悪な犯罪が報道されている。ひとたび犯罪
による被害を蒙ると、被害が日常生活に及ぼす影響は大き
く、被害者とその家族は下記に挙げたような様々な問題を
抱える。

１）
２）
３）
４）
５）
６）

日常生活への影響
心身への影響
刑事手続き上の負担
民事、各種手続き上の負担
加害者への対応
身近な人とのかかわり

被害者支援都民センターはこうした問題点について、
被害者の方々に寄り添いながら共に解決を目指している。

アジアの大航海「海のシルクロード」再発見
マジャパヒト号が那覇に到着

写真は議員会館 「おおさか維新の会」事務所にて、ナ ・ キョンウォン議員を中心に
左側が片山議員、 右側は JEPA 下地会長、 左端が下地議員

５月１１日、日本に向けジャカルタを出港した 「スピリット ・ オブ ・ マジャパヒト号」 は １ か月後の６月１２日、
沖縄 ・ 那覇港に到着した。 13～16 世紀にインドネシア （主にジャワ島） で強大な海軍力を持っていた
ヒンドゥー教国家のマジャパヒト王朝時代の遺跡にあるレリーフを元にマジャパヒト ・ コミュニティー事務
局長の高城芳秋氏が中心となり復元された。
船は東ジャワ州マドゥラ島の船職人により造られ。 全長 20 メートル、 幅 4 メートルの帆船は日本 ・ インド
ネシアの友好の象徴としてこの度 6140 キロの航海を経て訪日した。 沖縄、鹿児島、鳥羽を経由して最終
目的地である東京湾に向かう。 JEPA下地会長が代表理事を務めるアセアン協会はマジャパヒト号の
航海を応援している。

ナ ・ キョンウォン議員は現在
5 ２ 歳。 ソウル大学大学院で
学んだ国際法学博士であり、
議員に就任する前は、ソウル、
仁川、 釜山で行政法院裁判
官を歴任。また、李 明博（イ ・
ミョンバク）政権では官房長官
を務めた。

才色兼備の韓国有力議員
ナ・キョンウォン国会議員

ナ議員は現在、党の最高委
員であり、韓国国会の重要ポ
ストである外交統一委員長の
地位にあって、朴槿恵大統領
の後を継ぐ最有力候補と目さ
れている。
ナ ・ キョンウォン議員（左）と徳田代表理事

同氏のファッション ・ センス
とエレガンスは韓国女性たち
の注目の的となっている。
6月12 日、 那覇に到着したマジャパヒ ト号

ナ議員の所属するセヌリ党は 2012 年ハン
ナラ党からセヌリ党へと党名を改称した。
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新時代を切り拓き、企業の発展に貢献する経済団体です。
2016年は日本・ブータン外交関係樹立30周年です

ブータン王子 寄居町を訪問
ブータン王国オリンピック委員会（ＢＯＣ）会長でもあるジゲル・ウゲン・ワン
チュク王子は５月、ＢＯＣ関係者や選手などとともに、埼玉県寄居町を訪ねた。同
町は２０２０年東京五輪・パラリンピックでの同国の事前合宿地の誘致を目指して
おり、王子は施設の視察や町民との交流に務めた。

ワンチュク王子（後列真ん中）一行と寄居町の主な関係者の方々。
後列左から3人目は為末大氏。

寄居町は２０２０年東
京五輪・パラリンピック
でのブータンの事前合
宿地の誘致を目指して
いる。

町の紹介や事前合宿誘致に向けた交流計画の説明、施設の案内な
ど、町を挙げての歓待に、ワンチュク王子は「町の景色や人々の温
かさが母国に似て、親近感を覚えた。スポーツに限らず、末永く交
流していきたい」と話された。また、町立城南中学校を訪問して授
業を見学された際、生徒たちに「国の未来や成功は若い人たちにか
かっている。すべきことをして素晴らしい大人になってほしい」と
呼びかけた。

「ブータンは『幸せの
国』と言われ、自然環境
も似ていて親しみのあ
る国、スポーツだけで
なく、文化交流の面で
も町の活性化につなげ
たい」との思いもあり、
積極的に誘致に取り組
んできた。

スポーツ弱小国のブータン王国は現在、３大会連続（シドニー・
アテネ・北京）で五輪に出場した元陸上選手の為末大氏の指導を仰
ぎ、陸上選手の強化トレーニングに励んでいる。昨年、為末氏が寄
居町役場を訪問した際に、寄居町にブータン王国との交流や事前合
宿誘致を提案したのがきっかけだった。今回の訪問でも東京オリン
ピック出場を目指すブータン陸上選手 3 名が同行、寄居町で為末氏
の指導のもと、熱心にトレーニングを行った。

寄居町で町民の方々から歓迎を受けるワンチュク王子
右は花輪利一郎町長

「ホストタウン」に決定
6 月14 日、遠藤利明五輪担当相は 2020 年東京五輪・
パラリンピックで国が認定するブータンの「ホストタウン」
に、寄居町が登録されたと発表した。ホストタウンは、競技
の事前合宿誘致などを通じ、海外の選手と地域住民が交流
するのが狙い。登録されると、施設改修などで国から費用
補助を受けることができる。

歓迎昼食会
ブータン王子ご一行の東京滞在中に開催された
徳田名誉総領事がホスト役の昼食会には、 長年、
ブータン王国への貢献を地道に続けておられる
方々約 ４０名が会し、ジゲル王子を囲み、心あた
たまる和やかなひとときを過ごした。
ジゲル王子は昼食会に参加した一人一人と挨拶
し言葉を交わすなど、その心優しい人柄と品格あ
る所作に参加者は皆感動した。

選抜されたブータンの高校生5人が来日
国立研究開発法人 ・ 科学技術振興機構主催による平成 28 年度の
「日本 ・ アジア青少年サイエンス交流事業 （さくらサイエンスプラン）」 に
ブータンから５名の高校生が日本に招待された。
この事業は、 産学官の緊密な連携により、 優秀なアジア地域の青少年
が日本を短期に訪問し、 未来を担うアジア地域と日本の青少年が科学技
術の分野で交流を深めることを目指すもので、 アジア地域の青少年が日
本の最先端の科学技術への関心を高め、 さらに日本の大学 ・ 研究機関
や企業が必要とする優秀な人材の育成に貢献することを目的としている。

ブータン学生たちと引率の先生。 左から 2 人目は鈴木ブータン名誉総領事補佐

『本会は、日本とASEAN諸国との相互の文化的理解を
基盤として、経済的社会的発展と国民相互の友好協力に
貢献することを目的とする』

本部： 東京都千代田区神田錦町３－２
電話(03)5280-6123

一行は 7 月 3 日～ 9 日までの 1 週間、 東京大学で世界的な数学者秋山
仁博士の講義を受けたり、 名古屋大学でノーベル物理学賞受賞した益川
俊英博士の講義を受けるなど、 貴重な経験をした。
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中国

ダワちゃん（１７歳）と鈴木ブータン名誉総領事補佐

活 動 内 容
ネットワーク・サービス
アセアン各国諸機関とのネットワーク
国際交流に関する支援活動

教育・研修・研究活動
国際会議・シンポジウムの開催
海外視察団派遣

ビジネス・サポート
企画･開発業務等に関するサポート
海外進出・合弁企業等に関するサポート

出版活動
アセアン時事ニュースの発行
政治・経済・文化資料の提供

集より

東京都公安委員会指定
犯罪被害者等早期援助団体 東京都総合相談窓口
公益社団法人 被害者支援都民センター発行

順一郎

レジの所にある監視カメラに写る姿は直立
できないほどだった。しかも、娘はぶつかっ
た拍子にボンネットにはね上げられ、首の骨
を折り、即死。犯人は、六十 位走って電柱
に 激突し、エアバックが作動し、無傷。

犯人の車は、ノーブレーキ、時速六十五キ
ロの酔っ払い運転の車だった。近くのコンビ
ニに、翌日の朝食を買いに行くところだった。

「もう一度会いたい」（遺族の手記）第
上原

娘が逝って十年
さやか

娘（明香）が逝って十年が経ってしまった。
あと二ヶ月生きていれば、成人の日のお祝
いができたろう。
その時の記念撮影の写真が遺影になろうとは。
人生には、四つの儀式がある。冠・婚・
葬・祭の四つだ。普通はこの順番で来るもの
だ。まさか、葬式が最初に来るとは思わな
かった。本人が一番無念であったろう。上二
人は男の子。やっと三番目に女の子が生まれ
た。ちょっぴり気の強い女の子だった。

娘が血だらけでうずくまっているにもかか
わら ず 救 急 車 も 呼 ば な い 、 の う の う と 煙 草
を 吸っているのだ。これが血の通った人間の
することか。

仕方がないので私一人で霊安室へ向かった。
すると、そこに娘の姿があった。顔の右半分
は、包帯でぐるぐる巻き、左半分は血だらけ
だった。頭の中が真っ白になった。
これが事故といえるだろうか。犯罪ではな
いのか。しかも危険運転致死傷が認められて
も最高刑で懲役二十年。刑務所を出所するこ
とができるのだ。死亡事故を起こしても十年
経てば、免許証が取れるのだ。刃物で人を殺
せば、殺人罪。どうして車で人をひいておい
て殺したのに殺人罪が認められないのだろう。
まして、飲酒運転しておいて。命で償ってほ
しい。交通ルールを守って車道の左側を走っ
ているのに。
次の年、裁判が始まった。最初、業務上過
失致死罪で起訴された。私が、意見書を読み
上げて、危険運転致死罪に変更された。
犯人は、頭も下げず、涙も流さない。
自分の正当性を主張するだけ。

今年新たにがんと診断される人は 101 万 200 人で、
昨年より約 2 万 8000 人増える。 男性は 57 万 6100 人、
女性は 43 万 4100 人。

東京大学の中川恵一准教授は 「死亡数が減らない
のは問題だ。 がん検診の受診率を高めるとともに、 生
活習慣を改善してがんになりにくくすることも大事だ。
学校での啓蒙が重要」 と指摘する。
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（注）※と△は予測値、2013 年の新規患者数はデータなし

この日の夜、十一時三十分頃、成城警察の
署員から電話があった。妻が応対した。

30

やさしい所もある女の子だった。私が糖尿
病だったので、それを治そうと思って管理栄
養士の道を歩もうと、大学も管理栄養士の
コースへ進んだ。それも叶わず、大学二年の
時、死んでしまった。

32

判決は懲役五年。軽すぎる。人の命を奪っ
ておいて。判決が下った後、犯人に謝れと
いっても謝らない。四人のきょうだいがいて
も、頭を下げたのは長女だけ。兄二人は知ら
ん顔。

40

これで法治国家といえるだろうか。
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15

家にいる者全員、すぐ三鷹の杏林大学病院
へ来てくれという内容だった。次男が帰宅し
ていなかったので、長男に留守番させて、妻
と私は病院へ向かった。病院へ着き、来意を
告げると女性の看護婦に、ちょっと待って下
さいと言われた。すると、先程の看護婦と成
城警察の署員が来て、すぐ霊安室へ行って確
認してくださいと言われた。妻はその時点で
腰が抜けて立てなくなってしまった。
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それは、平成十七年十一月一日に起こった。
娘は午前中、相模大野にある自分の大学に
行き、午後は私の母校である東海大学の文化
祭に行き、午後九時三十七分に成城学園前駅
の駐車場に停めてあった自転車に乗って帰る
途中だった。後ろから来た車にひかれてし
まったのだ。

これからも講演活動を通じて、この事を訴
えていきたい。
誰もが加害者、被害者になる可能性がある。
車の性能がアップしても、それを操るのは
人間だ。そのことを肝に銘じて運転してもら
いたい。
そうしないと娘の死が無駄になる。
飲んだら乗るな。

＊危険運転致死罪に救護義務違反が伴う場合、
運転免許の欠格期間は最長十年
この手記は、上原順一郎様および被害者支援都
民センターのご了解のもと、掲載させて頂きました。
日本経営者同友会は、飲酒運転による被害者を
無 くしたいという 上 原 様 の強 い思 いに心 から賛 同
いたします。
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実際の統計がまとまるまでに数年かかることから、 同
センターは毎年春に新規の患者数と死亡者数の予測
を公表している。 人口動態統計や全国がん罹患
（りかん） モニタリング集計などをもとに算出した。

部位別では、大腸、胃、肺、前立腺、乳房の順に多
かった。 死亡者数は 37 万 4000 人で、 昨年より約 3000
人増える。 部位別では肺、大腸、胃、膵臓（すいぞう）、
肝臓の順になった。 今後、 胃が減り、 大腸と肺は増え
続ける見通しだ。

国立がん研究センターは14日、2016 年に新たにがん
と診断される人は 100 万人を初めて突破するとの予測
結果を発表した。 がんで今年亡くなる人は 37 万 4000
人で、 過去最高になる。 高齢化を背景に、 30 年ごろ
までに新たながん患者は増える見通しで、 早急な対策
が求められる。

米国がん協会が昨年公表した資料によると、 米国
では、 死亡者数が過去 20 年間で 22％減った。 1980 年
代にがん検診が普及し、 早期発見されやすくなった
ためとされる。
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※

新規患者数
（左軸）
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死亡も過去最多に

今年、 国立がんセンター予測

万人
100

死亡者数
（右軸）

※

※

万人
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がん新規患者 100 万人超へ

がんの新規患者と死亡者は増加が続く

m

犯罪の被害にあわれた方（主として身体に
傷を負われた方や性被害にあわれた方）や
そのご家族、犯罪により身近な人を亡くさ
れたご遺族へ、様々な支援を行っています。
相談・支援は、全て無料です。
相談内容について秘密は守りますので、安
心してご相談ください。
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新時代を切り拓き、企業の発展に貢献する経済団体です。

日本経済新聞 2016 年 7月15日（朝刊）より
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「モノが売れない時代」と言われて
久しい。だが、そうした状況でも、値下げ競争に陥ら
ず、高額商品を多くの人に売って成功する方法がある。
顧客が「価値」を感じるものを高い値段で売る。
「一通りのモノは持っている」「特に必要と感じる
ものはない」という今の消費者に、何をどう売れば
いいのか。あるマーケットリサーチ会社のトップは
こう言う。「価格競争を脱するためには、高くても
買ってもらえる『価値づくり』というマーケティング
視点を持つ必要があります」。
事例を挙げよう。スーパーや自動販売機では、コー
ラは１本 100 円程度で売られている。ところが高級ホ
テルのザ・リッツ・カールトンは、同じコーラを1000円
で売っている。
ルームサービスでコーラを頼むと、最適な温度に冷
やされたコーラが、シルバーの盆に載って出てくる。
コーラは高級そうなクリスタルのコップに入れられ、
ライムと氷がついている。リッツ・カールトンのコー
ラは 1000円払っても満足するようなおいしい飲み物と
して提供されている。つまり、リッツ・カールトンは
ラグジュアリー（贅沢）な環境で、最高においしく
コーラを飲むという「価値づくり」をしているのだ。
では、マーケティングとは何か。

「モノが売れない時代」
に
100円のコーラを
1000円で売る？！
経営学者のドラッカーは言う。『マーケティングと
は自然に売れていく仕組みを作ることなのだ』と。
顧客が価値を感じるものを提供できれば高くても100万
人に売れる。そのノウハウを考えてみよう。
売り上げを伸ばすには、値下げして販売数量を伸ば
すのが手っ取り早いと考える人も多いだろう。しかし、
これこそが典型的な失敗パターンだ。たしかに値下げ
をすれば、一時的に販売数量が伸びる可能性はある。
しかし、価格は安いほうに引っ張られやすく、いずれ
は競合も安売りを始めて値下げの効果がなくなる。そ
の先に待っているのは、身を切る価格競争だ。
価格は「信じてもらう理由」の一つ
値下げをするのがいけないのは、「ブランド」が毀
損（きそん）されてしまうからだ。ブランドという資
産は、認知度やロイヤルティなどの複数の要素で構成
されている。その構成要素の一つがパーシーブド・バ
リュー（知覚価値）。わかりやすくいえば、見た目の
価値である。
では、どうすれば見た目の価値を顧客に感じてもら
うことができるのか。それには何かしらの「信じても
らう理由」が必要だ。じつは価格も「信じてもらう理
由」の一つだ。消費者は、安い価格のものは価値が

低いと考えやすく、逆に価格の高いものは、それだけ
で価値が高いと考える傾向がある。つまり価格が高い
ことが、消費者に「この商品は品質がいい」と信じさ
せる根拠の一つになるのである。
もちろん、価格が高いからといって本当に品質がい
いとはかぎらない。しかし、人はある際立った特徴に
影響を受けて、本来なら関係のない他の要素まで高く
評価してしまうことがある。このことを心理学用語で
「ハロー効果」という。
ハロー効果は、ネガティブな面でも表れる。値下げ
が危険だというのも、「安いのだから価値も低いはず
だ」という逆のハロー効果が働きやすいからだ。
たくさん売りたければ、むしろ価格を高めに設定す
べきである。東京・新宿に「ケンズカフェ東京」とい
う洋菓子店がある。
この店のガトーショコラは贈答品として人気で、た
びたびメディアでも取り上げられている。ただ、開店
当初はまったく売れず、頭を悩ませていた。
売れるようになったのは値上げをしてから。当初は
500 グラム 1500 円で販売していたが、何度か試行錯誤
をしたのち 280 グラム 3000 円で売り出したら、飛ぶ
ように売れ始めた。これぞまさにハロー効果。
もともとおいしい商品であることが大きいが、それ
に相応しい値付けをしたことでブランド価値も高まり、
売り上げ増につながった。
ただ、ハロー効果は、効きやすい分野と効きにくい
分野がある点に要注意だ。購入時に一生懸命検討する
商品を「高関与商品」、そうでもない商品を「低関与
商品」というが、ハロー効果は高関与商品のほうが効
きやすい。これは高関与商品ほどニーズよりウォンツ
で買う、つまり感情が判断に影響するからだと考えら
れる。高関与商品を扱っている場合は、なおさら値下
げは厳禁である。

Sankei Biz – President Online より

日本経営者同友会は、新時代を切り拓き、企業の発展に貢献する経済団体です
■ ご挨拶
企業を取り巻く環境が目まぐるしく変化する今日、 その変化への迅速な対応が企業経営者の
最大の課題と言えます。 こうした状況の中で、 中小企業経営者たちは自らを守りぬくために、
本質的な情報や真に価値ある知識によって、 新しい事態に生き抜く方策を見出し、 即時実
現していかなければなりません。 経営者同友会は、 国際的な視野を持ち、 国内外のシンク
タンクと共に常に最新情報が入手できる人脈ネットワーク作りをしており、 そのネットワークを
活用することで、 より多くのニーズに応え、 より充実した経済活動の展開を目指しております。
会員の皆様のお役に立てれば幸甚に存じます。
『人 脈』
人脈は企業競争を生き抜く強力な武器です。
● 御社の発展に必要な専門知識は充分ですか？
● 御社の事業活動の幅を大きく広げませんか？
● 地理的な制約を超え、 さらに海外への進出を
検討しませんか？

会

長

下地常雄
Tsuneo Shimoji ,
Chairman

日本経営者同友会では、 豊富な経験と知識を備えた多くの
スタッフによるサポート及び、 会員企業様が相互に発展でき
るようなチャンスをご提供いたします。 また、 長年に亘り築い
てきた強力な海外の人脈を活かし、 グローバルな企業展開
のサポートをいたします。

下記ホームページをご参照ください。
日本経営者同友会
http://www.jepa-net.com
在東京ブータン名誉総領事館
http://bhutan-consulate.org
特定非営利活動法人国連友好協会
http://japan-un-friendship-association.org

