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「脱原発」を考える

省エネ・新エネ推進は原発維持よりコスト安

―原発発電コスト、政府試算の２倍以上の可能性

小林辰男

　当センターは１２月初めに発表した「第３８回中期経済予測　」（文末※１参照）で、福

島第１原発の事故処理を考慮し原発を継続する費用と、送電対策が不要な範囲で太陽光・風

力発電が導入され、２０５０年度に脱原発を図る場合のコストを比較し、双方に絶対的な格

差はないと結論付けた。本稿では、上記予測からさらに踏み込み、太陽光・風力に加え、地

熱、バイオマス、小型水力といった多彩な新エネルギーが普及し、さらに省エネルギー（省

電力）も進む場合の「５０年度脱原発」のコストを算出した。その結果、新エネ・省エネの

双方を推進すれば、原発を継続するよりも安く、経済的に優位になる可能性があることがわ

かった（文末図１参照）。

　政府のエネルギー・環境会議は、福島第１原発の事故を考慮した原発の発電コストを試算

し、１キロワット時（ｋＷｈ）当たり３－４．３円上昇し８．９－１０．２円になるとして

いた。これに対し、本試算では、今後の事故リスクへの対応費用などを考慮すると、発電コ

ストは１ｋＷｈ当たり１６円高い２２円程度と政府試算の約２倍となった。この理由は、事

故の発生確率と電源立地交付金の考え方の違いによるものである。

　既存の水力を含めた新エネルギーの比率（政府の新エネ目標は水力も含む）は５０年度時

点で２７％（既存水力を除くと１７％）と推定。化石燃料価格の上昇を受けて省エネも進む

ことから、消費電力は１０年度比で１７％減る見通しだ。一方、原発を継続する場合には、

国際的な共同管理体制を構築し、事故に備えた費用負担を分散・軽減することが、必要条件

となろう。以下、本稿の試算結果を詳しく紹介する。

＜ポイント＞

１．政府の原発コスト約１０円／ｋＷｈ　→　センター試算は約２０円

２．省エネ、石油危機時ペース　→　年間１．５％の効率向上
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３．新エネ・省エネの代替量　→　福島第一原発事故前の全原発分

４．脱原発、短期にはコスト増　→　長期は利点が上回る可能性

５．原発継続の必要条件　→　事故への対応、国際共同管理で

１．省エネで夨平均１．５％の効率向上、２割弱の省電力可能

　当センターの中期予測では全原発が停止すると、エネルギー供給に制約が生じ、経済成長

の足かせになると指摘した。それでは２０５０年度に向け、省エネを推進すれば、悪影響は

どの程度軽減されるのか？　１９７０年代－８０年代前半の石油危機の際は、資源価格高騰

に対応した省エネ投資や産業構造転換によって電力の効率的な利用が推進された。その結果、

電力原単位（販売電力量／実質ＧＤＰ）は７９－８８年度に１２．７％改善した（年平均で

約１．５％の改善、文末図２参照）。

　国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の最新予測では、現状のままでは２０３５年に原油価格は

１バレル当たり２４７ドル（足元は約１００ドル）まで上昇する。本試算ではこうした原油

価格上昇が続く場合、石油ショック後のような電力原単位の改善（省エネ）が再び実現する

と仮定し、販売（消費）電力量を計算した。人口減が続くことが確実視されるため実質ＧＤ

Ｐの伸びは徐々に低下、４０－５０年度はゼロ成長になると仮定した。その結果、５０年度

の消費電力（販売電力量）は１０年度に比べて１７．５％減少することが分かった（文末図

３参照）。省エネを進めなければ、ＧＤＰの成長に伴い消費電力は２割程度増えると予想さ

れるため、その効果の大きさがうかがえる。

２．新エネ／省エネ、５０夨度には８兆円超える燃料節約

　次に新エネ・省エネにかかるコストをみてみよう。これらには莫大な投資が必要だが、化

石燃料消費が軽減できるメリットもあるため、費用と利益を比べる必要がある。本試算では

新エネ投資（年平均９千億円弱）に加え、化石燃料の値上がりが続く限り、省エネ投資が２

０５０年度までに年平均で３兆円以上、すなわち毎年ＧＤＰの０．６％程度の投資が続くと

想定した。化石燃料の節約金額は当初、投資額の１０分の１程度で、即効性は期待できない。

しかし、投資は年数が経過するにつれ効果を発揮する。５０年度には年間８兆円を超える節

約が見込まれる。原発の火力代替による燃料費増分を差し引いても５０年度には年間３．３

兆円の節約が実現する可能性がある（文末図４参照、ここでは風力や太陽光の普及に伴い送
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電網を強化する必要があるため、日本風力発電協会の試算に基づき、系統安定化対策費用が

３０－５０年度に総額１１兆円発生すると想定した）。

　新エネルギー（太陽光、風力、地熱、バイオマス、小型水力）については、図３で示した

省電力効果を考慮すると、５０年度に消費電力の１７％を供給できる。新エネによる発電量

は約１３００億ｋＷｈ、節電量は１５００億ｋＷｈ。双方を合計すると福島事故前の原発の

発電量２８００億ｋＷｈに相当し、原発分を代替できる計算になる。

３．５０夨度脱原発コスト、原発継続の４分の３

　原発を継続する場合のコストは中期予測の補論１

　http://www.jcer.or.jp/research/middle/detail4255.html

で試算したが、その方法を改めて説明しておく。原発の継続には今後の事故リスクに対応す

るため、保険料を積み立てる必要がある。福島第１原発事故の対応策として必要な除染や賠

償費用、廃炉費用などの推計に基づき、その金額に事故の発生確率をかけ、保険料に相当す

る金額を求めた。事故の発生確率は表（文末参照）に示すが、最大リスクを勘案し、２．０

×１０－３（１／５００）／炉年を使った。また原発立地地域に支出される電源立地交付金

は、原子力安全委員会が防護地域を原発から半径１０ｋｍ→３０ｋｍに拡大したことを考慮

し、４－９倍になると見込んだ（政府のエネルギー・環境会議のコスト等検証委員会では、

原発を継続する場合に電源立地交付金の増額は見込んでいない。また事故の発生確率は１６

００分の１、４０年に一度の事故発生に備えるとしている）

　その結果、除染費用などが重く、原発継続には年間３．３兆－４．６兆円（うち保険料分

は１．４兆－２．２兆円）の費用がかかる。新エネ・省エネを推進する場合は、図１で示し

たように４分の３に軽減される。本試算が中期予測と異なる点は、脱原発の場合でも今後の

事故リスクへ備えるため、原発継続ケースの半額が必要として費用に盛り込んだことである。

それでも新エネ投資の効率が高いことから、２０５０年度に脱原発を目指す場合の費用は大

きく低下する。これも原発継続と５０年度脱原発のコストがほぼ同じとした中期予測の結果

とは異なる理由だ。

　

　森林も１００％除染する場合、電気料金は脱原発ケースで約２０％、原発継続ケースで２

８％の引き上げになる。後者では原発の発電コストが１ｋＷｈ当たり１６円上がる。５－６

円とされていた原発の発電コストは２０円を超え、風力発電や地熱発電と変わらなくなる。
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　ただ電気料金の引き上げは省エネの推進にも寄与するとみられる。石油ショックが起きた

１９７３年度から電力原単位の改善が止まった８８年度までの間、家庭向け電気料金は７７

％上がり、企業向けが４倍程度になった（それぞれ消費者物価指数、国内企業物価指数で比

較）。２－３割程度の値上がりで既述したような省エネが実現できるかどうか、本稿では詳

細な分析を実施していない。この点は今後、中期経済予測のチームを中心に産業連関表やエ

ネルギー・バランス表を使った産出・投入構造の分析を通じて具体的な可能性、実現のため

の方策を探る予定である。

４．原発継続なら事故リスクへの対応、天際共同管理で

　本稿の試算では新エネ・省エネを推進した場合、５０年度脱原発のコストの方が、原発を

継続する場合よりも小さいとの結果になったが、これには原発事故の発生確率を５００分の

１とした仮定も大きく影響している。表で示したように事故の発生確率にはさまざまな考え

方がある。原子力関係者の間では国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の安全基準である１０万の１

にすべきだという声もある。５００分の１では国内に５０基の原発が存在すれば１０年に１

度、発生する計算で「過大評価で現実的ではない」との主張だ。

　原発を継続するケースでは、ＩＡＥＡなどの下に国際的な枠組みで原発事故のリスク管理

を行う場合の費用も検討した。その場合、事故の発生確率の計算に当たり、福島のケースに

加え、米国のスリーマイル事故やウクライナのチェルノブイリ事故も考慮される。表で示し

たように過酷事故の発生確率は３．５×１０－４（国内では５７年に１度の割合で発生）で

ある。この確率をベースに原発継続コストを試算すると４０年間で年平均２．６兆円となり、

最大リスク（５００分の１、１０年に１度の割合で発生）で試算した場合に比べ６割程度に

低減する。それでも原発を継続するケースは立地地域への電源立地交付金の支出が重く、ほ

ぼ同等のコストになる（文末図６参照）。

　今後、新興国などでも原子力発電の利用が拡大していく見通し。自然災害に加え人為的な

ミスやテロなどによる過酷事故の可能性も無視できない。ＩＡＥＡで原発事故に対応する共

同基金の設立を訴えることも有益と考えられる。上記の原発継続コストのうち、今後の事故

対応に備えた保険料の部分は、年間３０００億円程度（その他は、すでに発生した福島原発

事故への対応費用）と想定される。これが、日本が原発を継続し福島原発事故前の水準に発

電量を維持する場合の基金への拠出額となる。基金設立に新興国などの協力を得るため、経
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済力に応じた拠出部分を設けるなどの工夫も必要だ。

５．新エネ普及には大胆な規制緩和を

　本稿では、風力や太陽光の普及が加速するだけでなく、地熱やバイオマス、小型水力とい

う他の新エネルギーの普及も考慮した場合の試算を示した。しかし地熱発電や小型水力の普

及には、国立公園内への設置許可の条件を緩和するなど、大幅な規制緩和が必要になる。ま

た風力や太陽光を普及させるには、大型構造物を自在に輸送できる港湾などの整備、耕作放

棄地や休耕田の活用も不可欠になる。新エネ普及を東日本大震災の被災地の再生に活用する

方法として「無税特区」なども必要だ。

※１　「エネルギー・国際分業、迫られる再構築－除染費用、国民に重い負担」（２０１１

年１２月２日発表）

http://www.jcer.or.jp/research/middle/detail4255.html

※２　日本風力発電協会『オルタナティブ・シナリオ』

※３　経済産業省「再生可能エネルギーの全量買取に関するプロジェクトチーム　第４回会

議資料」参照

【推計に際しての前提】

　原発事故への対応、新エネルギーの導入コストを試算するにあたり以下のような前提条件

をおいた。

＜原発関連の前提＞

①除染費用について

・汚染土壌などの発生量は環境省試算（約１５００万－２８００万立方メートル）

・処理費用の高位推計は低レベル放射性廃棄物の処理費用（６０万立方メートルで１兆２０

００億円）、低位推計は低レベル放射性廃棄物埋設センターの建設費（２０万立方メートル

当たり１６００億円）＋通常のがれき処理費用（２．３万円／立方メートル）

②賠償費用

　東京電力に関する経営・財務調査委員会報告に基づく。２年目以降の単年度賠償額は１０

年で徐々に少なくなりゼロになるケース（２年目が９０００億円で１０年間かけて線形で減

少）と同様に５年でゼロになるケースをおいた。
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③廃炉費用

上記の報告に基づき１兆１５００億円をベースにした。

④電源立地交付金

原子力安全・保安院の原発立地周辺地域の人口推計に基づき試算。防護地域を原発立地点か

ら半径１０ｋｍを３０ｋｍにすれば、人口は４倍になるとしている。

＜新エネ導入量の試算における前提＞

①系統コスト

・電気事業連合会の資料によると、現状で太陽光１０００万ｋＷ、風力５００万ｋＷまで系

統コスト（送電網の整備及び蓄電池の設置等）なしに導入可能であるが、その後の導入に際

して、２０３０年度から５０年度にかけ、日本風力発電協会の試算（５．５兆円）をベース

に総額１１兆円の系統コストがかかるとした。

・上記の前提に際して、年末年始・ＧＷ・春秋の休日を含む３０日間は電力需要の減少から、

買取りを実施しない。

②原子力発電

・原子力発電の代替は基本的に火力発電によって代替される。

③太陽光発電

・太陽光発電は２０１１年度以降、新設住宅着工（持家）・分譲住宅（戸建て）の８５％に

導入される（文末※２参照、２００９年秋に導入された余剰電力買取り制度に伴い、太陽光

発電設置戸数／新設住宅着工（持家）は２００９年度から２０１０年度にかけて４７％から

６８％へ約２０％増加。２０１１年度は導入が同じようなペースで増加すると仮定。２０２

１年度以降はＦＩＴ価格低下の影響から導入スピードは７５％に低下するとしている。）。

・２０２０年度には、約１６００万ｋＷ、２０５０年度には約４６００万ｋＷが導入される。

・習熟率は２２％。

⑤風力発電

・風力発電は２０２０年度まで陸上風力のみを想定し、７００万ｋＷが導入される。２０２

１年以降は洋上風力も考慮し、５０年度までに２５００万ｋｗが導入される　。

⑥太陽光発電

・太陽光発電のシステム設置価格は累積導入量の倍増により２２％低下（システム設置価格

のコスト低下に際して技術的な向上は考慮していない）。

・買取価格はシステム設置価格の低減に比例する。

・ＦＩＴ導入後も家庭用については余剰電力の買取りが継続。一般家庭は発電量の６割を買

取りとする　（※３参照）。

⑦風力発電

・風力発電については、システム設置価格２０万円／ｋＷ及び買取価格２０円／ｋＷｈは当
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初より一定と仮定する。

⑧太陽光・風力共通

・耐用年数（２０年と仮定）をむかえた設備は償却され、設備の９０％が再設置される。

・原油価格は２０２０年度まではＪＣＥＲ予測値を用い、その後、２０３５年度まではＩＥ

ＡのＷＥＯ２０１１の数値（２０３５年度・２４７．２ドル）を線形で補間する。２０３６

年度以降は２０３５年度の水準で横ばい。

・為替レートについては１ドル＝８０円で計算。

⑨地熱

・建設単価は８０万円／ｋＷ、ＦＩＴによる買取費用は２０円／ｋＷｈで一定とする。

・設備利用率は８０％

⑩バイオマス

・石炭混焼のみを考慮、建設費はなしとした。買取費用は２０円／ｋＷｈ

⑪小型水力

・建設費用は８０万円／ｋＷ、買取費用は２０円／ｋＷｈ。

（日本経済研究センター主任研究員）
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「脱原発」を考える

新エネ開発で地域、産業の再生

―産官学で港湾整備、工場用地提供から運営ノウ

ウまで

―ドイツ・風力発電にみる戦略思考

小林辰男

　ドイツは、２０３０年までにエネルギー供給の３０％（電力の５０％）を新エネルギーで

まかなうことを目標にしている。その主力は陸上、洋上を合わせた風力発電だ。同国は「温

暖化防止と脱原発」で環境先進国だが、風力発電への取り組みは構造不況に陥っていた造船

の街の再生を図り、新たな産業を創造するのが真の狙い。インフラ整備から風力発電所運営

のノウハウ提供まで、産官学で推し進め、世界市場にも売り込みをかけようとしている。電

力会社に新エネルギーの買い取りを義務付ける「固定価格買取制度（ＦＩＴ）」は、その投

資資金の源だ。産官学をあげた産業育成という観点が乏しく、新エネに消極的な姿勢を続け

てきた日本とは様相が異なる。新エネ普及を産業育成に結びつける方策をドイツの事例から

探ってみた。

事業所税が５倍増の街も

　１２月１１－１８日まで在日ドイツ商工会議所が主催する風力発電産業の視察団（造船会

社や地方自治体、建設会社、電力会社などの４５人で構成）に参加した。北ドイツの風力発

電産業に関わる街をみて回ったが、港町でかつては造船業で繁栄した都市が風力産業の中心

になっている（文末図１参照）。

　「（日本の事業所税に相当する）税収が５倍以上になった」

風力発電メーカーのエネルコン（ドイツ最大手、世界４位）の主力工場があるアウリッヒ。

市長のホルスト氏は企業誘致の成果を強調した。アウリッヒでは、雇用する従業員数に合わ

せ、工場用地を１平方メートル当たり９－１５ユーロ（１ユーロ＝約１０２円、雇用者数が

12 



2012年01月号

多いほど安価）で企業に提供しているという。

　隣町エムデンのボルネマン市長も「港が富をもたらした。（大型風力発電機の開発を後押

しするため）港湾の拡張を考えている」と風力発電産業を全面的に後押しする姿勢だ。エム

デンの住民は５万人程度だが、同市内にもあるエネルコン関連の工場だけで３０００人を雇

用している。視察団にも「興味ある方は連絡をほしい」と企業誘致に余念がなかった。

　日本ではようやく２０００キロワット（ｋＷ）の風車が主力になってきたが、ドイツでは

６０００ｋＷ、あるいは７５００ｋＷの風車も試作・開発済み。強風が安定して吹くが、建

設コストは高くなる洋上風力では、更なる大型化も必要。そのためには大型構造物を輸送で

きる港湾が工場誘致の決め手となる。水深１４メートル以上の深海港など、日本国内でいえ

ば大型の発電所に備わっている港湾並みの施設が必要だ。訪問した都市では、１００億～２

００億円を投じる港湾に加え、工場用地などのインフラ整備計画が異口同音に語られた。地

方自治体だけでは資金が不足するので、ＥＵ（欧州連合）の補助金や民間の資金の導入を図

ろうとしている。またドイツ政府も大型の洋上風力開発に総額５０億ユーロの公的融資枠を

準備している。

航空機開発のノウハウ生かす

　官のサポートを受けた産学の連携も活発である。エルベ川に港を持つクックスハーフェン

とシュターデでは、今後主力を占める大型の洋上風力発電機の開発を業界横断的に実施して

いた（文末写真参照）。

　大型風力発電に欠かせないのが、風車のブレード（羽根）。高さは２０００ｋＷ級の１．

５倍の６０メートルにも達する。大型旅客機の翼よりも長くなる。軽量化を図り、耐久性な

どを保証する必要がある。シュターデには、エアバスやフラウンホーファー研究機構などが

参加するＣＦＫバレーがあり、ここではガラス繊維と炭素繊維を組み合わせた強化プラスチ

ックのブレード開発に取り組んでいた。軽くて丈夫な羽根の開発は、航空機の翼の技術が応

用できる。素材や接着剤、加工などの生産技術について一貫した研究体制になっている。エ

アバスの技術開発子会社ＣＴＣのロエリッグ最高執行責任者（ＣＯＯ）は「大型風力は魅力

的な市場」と打ち明ける。

　さらに欧州有数の港町、ブレマーハーフェンでは同研究機構の風力エネルギー・エネルギ
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ーシステム研究所が中心になり、大規模な洋上風力実現に向け、①風力発電機②大型構造物

の輸送方法③安定した送配電技術――の研究開発に取り組んでいる。５年計画で総額２００

０万ユーロを投じ、ＥＵから１１００万ユーロの補助を受ける。ドイツだけでなく英仏やス

ウェーデンやスペイン、ノルウェーの企業や大学も参加する。「２０２０年には北海などの

海域で４０００万ｋＷ（１００万ｋＷ級原発８基分に相当）の洋上風力実現を目指している」

と同研究所のバルト教授は話す。同研究機構のプロジェクトに直接参加していないが、市内

のブレード製造会社ＳＧＬロテックではすでに長さ１３０メートルの風車のブレードを生産

できる工場を整えている。

　ハードの研究開発だけでなく、保守点検のやり方まで標準規格化し、そのシステムを売り

込もうという組織もあった。フーズム市にあるＢＺＥＥアカデミーという非営利組織（会員

は大手風力発電機メーカーと中小の教育訓練会社など）で、保守点検のやり方を標準化した

うえで、教育訓練を施し、風力発電技術者の資格を与える。規格はＩＳＯの認証を取ってお

り、訓練システムを世界に売り込む考えだ。すでに全世界で２０００人を訓練したという。

風力発電は、機械の固まりのような装置なので保守・点検が欠かせない。地上１００メート

ルの高さにある発電機のところまで登り、ブレードに亀裂が入っていないかどうかなど、定

期的に点検する必要がある。簡単な故障ならばその場で修理することも求められる。風力発

電が普及するに従って保守点検のニーズも拡大する。すでに欧州だけでなく、北米にも訓練

の拠点を持つ。日本の提携先を探していた。ハードだけでなくソフトまで売り込み、市場を

囲い込むドイツ戦略が透けて見えた。

新エネ支援は将来への投資

　ドイツでは割安な工場用地の提供や港湾整備に加え、新エネルギーで発電した割高な電気

の買い取りを電力会社に義務付ける固定価格買い取り制度を導入している。日本では住宅用

太陽光発電を１ｋＷｈ当たり４０円以上で買い取る制度が始まり、そのコストは、電気料金

として０．０１－０．０７円／ｋＷｈ上乗せされている。一方ドイツは、すでに同３．５円

に達しており、１世帯当たり平均で年間１２０ユーロ（約１万２千円）の負担になるという

（文末図２参照）。ドイツはすでに電力の２０％程度を新エネルギーで供給している。今後

日本でも同様に普及すれば、負担増は避けられない。だから日本でも２０１２年７月からド

イツとほぼ同様の制度が始まることへの反対論は根強い。ドイツでは、反対論はないのだろ

うか？
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　この点についてドイツ連邦・環境自然保護原子力安全省のナイツェル再生可能エネルギー

先進国間連携課専門官は「（成長への）将来への投資で、国民に納得してもらうことが大切」

と話す。訪問したすべての都市で、「ＦＩＴによる負担増をどのように説得したか？」とい

う質問を繰り返したが、返答は同じだった。ただ新エネ育成の議論は１９９０年代初めから

始まっており、２０年近い時間が経過しているという。約１０年前には、「不安定な新エネ

が導入されると停電が起きる。原子力の代わりにはなり得ない」など現在の日本と同様に新

エネに対する賛否が渦巻いたという。ハンブルグ州のホルチ経済・交通・技術革新相は「エ

ネルギーの安定供給、環境負荷の軽減、そして消費者負担をできるだけ少なくする努力を粘

り強く訴えるしかない」と話す。エネルギー多消費産業に対してはＦＩＴコストの負担を軽

減している。そうした措置をしたうえで、ＦＩＴの負担は、新エネの技術開発を促進し、有

望市場をすばやく確保するためでもあり、ドイツの成長を押し上げる可能性が高いことを説

得した。事実、エネルコンの風力発電機の６－７割は海外輸出に回っている。

　訪れたドイツの港町では、１９８０－９０年代に失業率が２０％を超えるときも珍しくな

かったと異口同音で聞かされた。どん底からの再生を風力発電に託したようだ。自動車並み

の部品点数の多さと組み合わせ、すり合わせ技術、保守管理が不可欠な風力は、モノづくり

大国・ドイツ向きでもある。デンマークの世界最大の風力発電機メーカーもドイツ国内に工

場や研究開発拠点を置く。

　日本でも東日本大震災の被災地は、どん底の状況である。日本政府は新エネルギーの育成

・普及を復興の柱にする考えで、まさにピンチをチャンスに変える機会でもある。福島県の

沖合では洋上風力の実証実験も始めようとしている。しかし、ドイツが進めてきたようなイ

ンフラ整備から運営システム開発までを貫く総合的な開発戦略は、議論すら行われておらず、

長期展望が欠落している。逆境をバネにドイツのように新エネルギー戦略を推進できるのか。

日本の構想力・実行力が問われよう。

（日本経済研究センター主任研究員）
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新井淳一の先を読む

「失われる３０年」への懸念

美しく死ぬのは、さほどむずかしいことではない。しかし、美しく老いることは至難の業だ

（フランスの作家アンドレ・ジッド）

　唐突と思われるかもしれないが、先ごろ当センターの中期経済予測（２０１１－２０年度）

の発表を聞いていて、背徳者、狭き門などの小説で知られるジッドのこの言葉を思いだした。

個人にとって美しく老いるのが至難の業なら、国家はもっとむずかしく、仮にそんなケース

があったとしても僥倖の類ではないか、と思ったからだ。事実、中期予測の数値は、美しい

老いとは程遠いものとなっている。

　客観的に見れば、日本は国家としていま老いの過程にあることは否定できない。人口も減

り始めた。経済力もスーパーパワーではなくなった。若者も海外雄飛の夢を語らなくなった。

人間と違って国家の再生は時々見かけるから先々を断定することはできないが、少なくとも

これからの２０年ぐらいは日本の老いは続くと見てよい。どうせ老いるなら、切羽詰った醜

い老いではなく、美しく老いてくれないか、と思うのは当然だろう。

美しく老いる国になれるか

　美しく老いる国家を言葉で表すとしたらどうなるか。キーワードは「安定」、「安心」、

「尊敬」といったところだ。世界に覇を唱える大国でなくてもよいが、それでも国民から見

れば、日々の生活が「安定」し、将来の「安心」が確保される国家でなければならない。加

えて、経済力、安全保障力、文化力の３つのバランスがよくとれていて近隣の諸国などから

一目置かれ、「尊敬」されている国。１０年後、２０年後の日本がそんな国であって欲しい

が、現実は本当に厳しい。

　ともあれ、当センターの描く２０２０年度までの日本経済像はざっとこんなところだ。

18 



2012年01月号

①実質成長率（％）は前半（１１－１５年度）が１．４、後半（１６－２０年度）が０．８。

名目は０．５と０．３。

②消費者物価指数（年率、％）は前半が０．２、後半が０．３。完全失業率は４％前半で期

間中ほほ横ばい。

③消費税を１０％に引き上げても国の債務残高のＧＤＰ（国内総生産）比は上がり続ける。

④１０年代末には経常収支が赤字化。

⑤家計貯蓄率は１８年度からマイナス。

　低成長、財政悪化、デフレ継続。一言で言えば、「失われた２０年」に続く１０年、つま

り「失われた３０年」ということか。「美しい老い」と程遠い数値が並んでいる。

　しかも、見逃せないのは、この程度の低い成長でさえ、近い将来の政策上の格段の努力と

工夫がない限り、とうてい実現しないということである。加えて期間中、ある種の「幸運」

がないと大破綻の可能性が残るということなのだ。たとえば、国の債務残高の累増の問題。

予測によると、消費税を１０％に上げても国の債務残高の対ＧＤＰ比は減らない。それどこ

ろか前半平均の２００．２から後半は２２９．０へ上昇する形だ。果たしてこれをグローバ

ルな金融市場が許してくれるか。低金利が続くとの前提だが、何かの事情で金利が跳ね上が

ったら利払いが増え、債務解消はよりむずかしくなる。中期予測に見る１０年先の日本経済

の姿はどうみても美しい老いとは言いがたいが、その実現さえも市場の女神のお心次第とい

う面があるのである。

四重苦に直面する日本

世界の目で見て日本が失われた１０年を完全に取り戻すには１世代という長い時間が必要か

もしれない

（ピーター・タスカ　日本の大チャンス　講談社）

　外国人も入ったある会合で「経済力のない日本人とかけて何ととく」という連想ゲームを

やったことがある。一人が「強くないアメリカ人」と答えたら、「エスプリのないフランス

人」、「お金のないユダヤ人」、「法を守る中国人」と、次々に回答があり、会場が沸いた。

さすがに「法を守る中国人は言い過ぎだ」という反論もあって回答者が陳謝したが、いずれ

にせよ、外国人は、日本は老いに至る局面でも他国に勝る経済力がなければ国家が成り立た

ない、と見ているということなのである。
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　日本経済はいま四重苦（クアドリレンマ）真只中にある。デフレ脱却、社会保障費増、国

の債務残高問題、少子化対策。この４つの難題があちら立てればこちら立たず。国の債務削

減に力を入れればデフレが悪化する、成長を高めるため財政刺激をすれば国債発行が増える、

少子化を打開しようとすると、今度は社会保障費が嵩む。４つの課題の同時解決は望むべく

もないが、ひとつの課題を解決しようとするだけで他の課題が悪くなる袋小路状況なのだ。

　残念なのは、いまの永田町の世界がこの四重苦を真正面で受け止めていないことだ。一人

当たりＧＤＰ（国内総生産）が減らないですむのなら無理してＴＰＰ（環太平洋経済連携協

定）に加盟する必要はない、日本の国債は日本人が買ってくれるから消費税を上げなくても

良い、などの主張が政治家からよく聞かれる。世論調査でもこの種の主張が３割から４割を

占め、結構、大きな比率となる。政治の現場から見れば、この数を無視するわけにはいかな

いのだろうが、日常とごく近い将来の意向が強く出る世論調査だけで、将来の日本の大事を

決めていいのか、という問題なのである。政治が最も政治らしい決断を求められているのが

今である、と言えるのではないか。

課題克服へスピード感が肝要

　ピーター・タスカ氏が日本経済の完全治癒には１世代かかるという「予言」をしたのは、

１９９０年代末のことだ。１世代を３０年から４０年と見ると、見事に先を読んでいる。当

センターの予測とも符合する。現実の動きもそうなりかねない。しかし、それでよいのかと

いう疑問が残る。日本という国が今の状況から見て美しい老いを迎えることはむずかしいと

しても極力、それに近づける努力は必要だろう。ＴＰＰで国を開き、海外の企業や人に日本

を使ってもらう。アジアに進出し、アジアの活力を吸い取る。環境分野で技術優位を生かす

グリーン成長。国の借金を減らす抜本策。地方に勢いをもたらす権限委譲、各種の規制緩和。

列挙すれば、また同じことと言われかねないが奇策はない。むしろ、今すぐ、できるだけ早

くというスピード感が重要なのである。

　タスカ氏の「予言」が当たらず、上振れして日本経済が「美しい老い」に一歩でも近づく

のはうれしいことだ。これを願うのは、当センターの中期予測が当たらないことを願うのと

同じだから、私としては内心忸怩たるものがある。しかし、それが「失われた３０年」にな

らないための政治の決断による「上振れ」ならそれもよい。たとえ、その政治決断が想定外

であっても結果がよいなら歓迎しようという思いなのだ。予測発表会で見た夢のような話で
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恐縮だが。

（日本経済研究センター会長）
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岩田一政の万理一空

ユーロ圏の決済不均衡問題

―解消が明示されない限り、ユーロ共同

債導入は困難

銀行危兮、政府債務危兮と決済六均衡問題

　ユーロ圏経済は、銀行危機と政府債務危機に直面している。また、ユーロ圏内部で経常収

支不均衡が拡大している。経常収支黒字国（ドイツ）と赤字国（周辺国）のギャップが拡大

している。ＯＥＣＤによれば、２０１０年にドイツは名目ＧＤＰ比で５．６％の経常黒字を

計上する一方で、ギリシャは１０．４％、ポルトガルは８％、スペインは９．７％、アイル

ランドは０．７％（２００９年は３％の経常赤字であった）の経常赤字を計上すると予測さ

れている。

　ユーロ圏内において、経常収支不均衡のみならず実質為替レートの不均衡が拡大している

ことはよく知られている。賃金コストで名目為替レートをデフレートしたドイツの実質実効

為替レートは、ユーロ発足後、１８％も減価している。一方、周辺国では、実質実効為替レ

ートは大幅に増価している。

　しかし、ユーロ圏内に「決済不均衡問題」が存在することは、専門家を除いて余り知られ

ていない。この決済不均衡問題は、経常収支の不均衡と直接リンクしているわけではない。

しかし、中央銀行間の決済システムにおける債権・債務関係の不均衡拡大が、周辺国の経常

収支赤字をファイナンスしているという意味で、公的資金援助と同様の役割を担っていると

いう事実を見過ごしてはならない。

資本逃避と公的支援

　経常収支の赤字をファイナンスするには、赤字国への民間および公的資本の流入が必要で
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ある。ところが、金融危機が深まり、政府債務危機が深刻になるにつれて、周辺国向け民間

資本の流れは、外国人投資家の周辺国向け債権売却によって急減した。のみならず、周辺国

から民間資本の流出が続いている。とりわけ、ギリシャの民間銀行の預金流出は大規模化し

ている。すでにギリシャの民間銀行預金残高の２０％以上が国外に流出している。ギリシャ

の富裕層は、富の毀損を回避するために自国の預金口座から資金を引き出し、安全な国の銀

行預金に預け替えを行っている（資本逃避）。

　過去の歴史を振り返ると、それまで過剰に流入していた民間資本の流れ（ボナンザ）が、

突然停止（サドン・ストップ）し、大規模な資本流出に転ずることによって金融危機が発生

することが常であった。今回のユーロ危機もその例外ではない。

　資本逃避を含めた民間資本の流出額は、ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、スペイン、

イタリアを合計すると過去１年間で１４５０億ユーロに達している。この民間の資本逃避額

は、過去１年間の経常収支赤字の合計額１３１０億ユーロを上回っている（１２月２１日付

・ニューヨーク連銀ブログ「リバティ・ストリート・エコノミクス」）。

　民間資本の流れの逆転を相殺するために、ＥＵとＩＭＦの連携による融資（公的資金の流

入）が実施された。過去１年間の公的資金援助額は９３０億ユーロである。ギリシャ（一次

および二次支援）、アイルランド、ポルトガルに対する公的支援金額は、３６４０億ユーロ

に上ると予測される。問題は、公的資金の流入があっても、民間の資本逃避として逆流して

しまう可能性があることだ。富裕層は保有する国債や債券を民間銀行に売却し、その売却資

金を外国に逃避させることが可能だ。

公的支援額を上回る決済六均衡

　経常収支赤字と民間資本の流出の合計額（２７６０億ユーロ）に対して、実施された公的

資金援助額（９３０億ユーロ）は明らかに不十分であった。残りは、どのようにしてファイ

ナンスされたのであろうか？

　ユーロ圏に特有の方法として、民間資本の流れを代替してきたのが、ＥＣＢの決済システ

ム（ターゲットⅡ）における、中央銀行間の貸借関係を通じる資金の移転であった。ユーロ

圏経済においては、過去１年間の決済システムの貸借関係の不均衡拡大によって、残りの１

８３０億ユーロをファイナンスしたのである（１２月２１日付ニューヨーク連銀リバティ・
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ストリート・エコノミクス）。この金額は、過去１年間の公的資金援助額（９３０億ドル）

をはるかに上回るものである。

　ユーロ圏の決済システムであるターゲットⅡは、日本では日銀ネットに相当するが、この

決済ネットワークへの市場参加者は日本よりもはるかに幅広く、中小の金融機関も参加して

おり、比較的小さな規模の取引もカバーしている（５万ユーロ以下の取引がターゲットⅡ取

引の６５％を占めている）。

　決済サービスという公共財をどこまで中央銀行が担うかは、国によって大きな相違がある。

アメリカは、民間のイニシアティブを重要視していることもあって、中央銀行の決済システ

ムとしてのフェッド・ワイアの役割は限定的である。ユーロ圏はその反対であり、取引決済

のみならず債券決済まで「ターゲットⅡセキュリティ」に取り込もうとしている。

　ユーロ圏における中央銀行間の貸借関係を通じる資金の移転は、バランスシート上では、

国境を越えた民間銀行間の準備の移転として現れる。ターゲットⅡを通じる中央銀行間の貸

借関係は、国境を越える財サービスの取引や民間資本の流れとともに変化する。

主役はドイツと周辺国

　もちろん、この決済システムを通じたターゲットⅡに対する債権を増加させてきたのは、

ドイツのブンデスバンク（中央銀行）であり、ターゲットⅡに対する債務を拡大してきたの

はギリシャなどの周辺国である。

　ブンデスバンクは、２００７年以来、そのバランスシートの資産の側にターゲットⅡに対

する債権を積み上げてきた。その規模は、２０１１年１１月現在、５０８０億ユーロにも達

している。周辺国の中央銀行のバランスシートの負債の側には、ほぼ同額のターゲットⅡに

対する負債が積み上がっている。

決済リスクの拆担

　危機発生以前には、ユーロ圏内に経常収支不均衡があっても、決済の不均衡が拡大するこ

とはなかった。周辺国は、経常収支が赤字であっても、民間資本の流入を十分確保できたか

24 



2012年01月号

らである。

　ユーロ圏の中央銀行であるＥＣＢは、デフォルト・リスクの高い国債のみならず質の劣る

債券であっても担保として受け入れることを認めることによって、決済不均衡の持続を可能

にしてきた。周辺国の中央銀行は、ＥＣＢの認可の下で、「緊急流動性援助プログラム」を

通じて、質の劣る担保を受け入れて、民間金融機関への資金供給に応じてきた。ＥＣＢは、

担保として受け入れる債券を市場価格で評価し、質の劣る債券についてはヘアカットを行っ

ている。

　決済すべき債務が不払いになった場合に、ブンデスバンクは、発生する損失をすべて負う

わけではなく、ＥＣＢへの資本金拠出の割合（２７％）だけ損失を被ることになる。ただし、

「緊急流動性援助プログラム」による部分は、当該国の中央銀行が損失を負うことになって

いる。

決済六均衡の持続可能性と解消プロセス

　私にとって印象的な出来事は、２０１０年１２月のギリシャ国債金利の高騰であった。Ｅ

ＣＢによる６ヶ月物の無制限の流動性供給プログラムの停止が先行き予想されたため、ギリ

シャの中央銀行は、民間銀行に対してリファイナンシング・プログラムに過度に依存すべき

でないと警告を発した。警告後、ただちに、ギリシャの国債金利は急騰した。その後、予算

計数の粉飾問題が明らかとなり、政府債務危機は泥沼化した。

　ユーロにとって死活の問題は、決済不均衡の持続可能性とその解消プロセスにある。周辺

国の民間金融機関が、中央銀行から資金を借り入れる担保を有する限り、換言すると、ＥＣ

Ｂが周辺国の国債や質の劣る債券を担保として受け入れる限り、周辺国の民間銀行は、中央

銀行からの資金借り入れを継続することが可能である。周辺国の政府が、新たな国債を発行

し、経常収支赤字と民間資本流出が続く限り、公的資金援助が不十分であれば、決済不均衡

はさらに拡大する。

　ブンデスバンクにとっての問題は、ドイツの民間金融機関が、外国からの資金流入によっ

て超過準備を積み上げ、ブンデスバンクからの信用供与に依存する必要がなくなることであ

る。２０１０年半ば以降、ブンデスバンクは、民間金融機関に対してネットの負債者になっ

た。ブンデスバンクの民間金融機関に対する信用供与は、ゼロに向かっている（文末図参照）。
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ドイツの民間金融機関が、ＥＣＢのリファイナンス・プログラムに依存する必要がなくなる

とすれば、金融政策の有効性にも影響が及ぶことになる。

　金融政策の有効性を維持するために、ブンデスバンクは保有する金を売却すべきかどうか

を巡って、２０１０年１０月にユーロ加盟国との間で激しい論争が行われた。

　ほぼ同じ時期に、トリシェ前ＥＣＢ総裁は、財務大臣会合で、欧州安定化基金の倍増と財

政規律の弱い周辺国の国債購入から発生する損失をＥＣＢが負わないでよい措置をとって欲

しいと要望したが、財務大臣らはこの要請を冷たく無視した。

　ジンＩＦＯ研究所長（独）は、決済システムを通じる資金の移転は、ユーロ加盟国が共同

で保証した「ユーロ共同債」であると論じている。コア国は、「ユーロ共同債」を購入し、

周辺国がその購入資金によって財政赤字、経常収支赤字をファイナンスするのみならず、資

本逃避にも利用していることが、決済不均衡問題の本質だとしている。ドイツ政府やブンデ

スバンクが、ユーロ共同債の導入に執拗に反対する根拠は、決済不均衡問題に根ざしている。

決済不均衡の解消が明示されない限り、ユーロ共同債の導入は困難であろう。

　ジン所長は、決済不均衡問題を解決するために、連邦準備制度の地区連銀と連邦準備との

決済慣行に従い、ターゲットⅡに対する債権・債務を市場性のある資産で年１回清算するこ

とを提案している。仮にこの提案が実施された場合、周辺国政府と中央銀行は、財政赤字と

経常収支赤字の縮小を加速するか、決済システムであるターゲットⅡにとどまるのかどうか

の決断を迫られることになる。

（日本経済研究センター　理事長）
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深尾光洋の金融経済を読み解く

ドイツにとってのユーロ圏維持の利害

欧州におけるドイツの立場

　ＥＵの中核国であるドイツとフランスは、１９世紀以降だけに限っても、何度も大きな戦

争を経験してきた仇敵であった。フランスがドイツを席巻したナポレオン戦争、その仕返し

でフランスが敗れた普仏戦争、さらに２回の世界大戦である。ドイツは第１次、第２次大戦

のいずれにおいても戦争を仕掛け、その両方に敗れている。第１次大戦の後は戦勝国からベ

ルサイユ条約によって巨額の賠償金を課され、支払いが困難になると、フランスにルール地

方を占領され、その後のゼネストでハイパーインフレを経験した。また第２次大戦の敗戦で

は、ドイツは現在のポーランドの相当部分にあたる大きな領土を失い、その土地に住んでい

た多くのドイツ人は大幅に小さくなったドイツに帰ってきた。さらに、ベルリンが陥落する

まで戦ったナチス・ドイツは、国土と首都ベルリンを戦勝国である米、英、仏、ソ連に分割

統治され、冷戦の中で分断国家の悲劇を味わった。

　第２次大戦後のドイツ人は、２度も世界大戦争を起こした国として、周辺国との和解は相

当困難だと考えていた。しかし第１次大戦の時に巨額の賠償金を課すことでドイツを弱体化

しようとして失敗し、むしろナチス・ドイツの台頭を見てしまったフランスのドゴールは、

第２次大戦後は和解を進め経済統合を推進することによって、将来戦争が２度と起きないし

起こせない欧州を作るリーダーシップをとった。フランス、ドイツ、イタリア、ベネルクス

などの６カ国で１９５７年に締結されたローマ条約により設立された欧州経済共同体（ＥＥ

Ｃ）は、その後貿易だけでなく、労働力や資本の自由な移動を実現し、軍事、外交、農業政

策、産業政策などさらに広い範囲で経済統合を推し進めた。１９９１年に首脳会議で合意さ

れ１９９３年に発効したマーストリヒト条約により通貨統合を行い、新通貨ユーロを１９９

９年に導入した。
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政治沼断としてのユーロ導入

　筆者は１９９１年秋から９３年夏までパリのＯＥＣＤエコノミストとしてＧ１０代理レベ

ルの会合に何度も出席した。そうした会議の中で一番印象に残っているのは、言語の違いな

どから国境を越えた人の移動性が低い欧州において単一通貨の導入に伴うマイナス面を強調

する米国財務省の代表、ローレンス・サマーズ氏の批判に対して、当時ドイツ連銀副総裁で

あったティートマイヤー氏が、「単一通貨の導入は経済的な判断ではなく、政治的な判断で

ある」という反論である。単一通貨を導入することは、最適通過圏の理論や実証から考える

と、欧州にとって必ずしもプラスにはならないかもしれない。しかし国家のシンボルともい

える通貨を統合することで、欧州の一体感を強め、将来の国家間の対立を未然に防ぎたいと

いう考え方が、政治的に支持されたといえる。

　何度もハイパーインフレを経験したドイツでは、戦後その中央銀行であるブンデスバンク

に対して高度な独立性を与え、財政赤字の通貨発行によるファイナンスを厳格に禁止し、物

価の安定に専念させる体制をとっていた。このため、共通通貨ユーロの導入に際して、ドイ

ツは新設する欧州中央銀行（ＥＣＢ）にブンデスバンク同様の高度な独立性を与え、財政赤

字のファイナンスを厳格に禁止することを求めた。これが現在のＥＣＢ設立の基礎なってい

るマーストリヒト条約の規定である。

　ＥＣＢは銀行に対しては、銀行が十分な担保を提供すれば「最後の貸し手」として銀行に

対して無制限の資金提供を行う。しかし政府に対しては、国債の発行を直接引き受けたり、

直接政府に貸し出したりすることに対して厳しい制限が設けられている。この意味で、ＥＣ

Ｂは政府に対する「最後の貸し手」としての機能を持っていない。

ユーロ導入によるドイツのメリット・デメリット

　ドイツは、ユーロ導入により大きなメリットを受けてきた。ドイツはユーロ圏の一国とな

ったが、ドイツのインフレ率は他国よりも低く、実質的な固定相場制の中で競争力を強めて

いった。この結果、為替相場を切り上げることなく広大なユーロ圏に対して巨額の経常収支

黒字を出し続けることができた。通貨統合が行われる前であれば、ギリシャ、ポルトガル、

イタリアなどの多くの国は、マルクに対して為替相場の切り下げを行っただろうし、そうな

ればドイツの製造業は現在のような規模を維持することはできず、失業率の改善も限定的に
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とどまったであろう。他方、ドイツは欧州周辺国に対して巨額の貸し出しを行うことになっ

た。金融資産は財・サービスの代金決済の結果、赤字国から黒字国に流れて行く。この結果、

ドイツの民間や政府部門は、欧州周辺国に対する巨額の債権を保有することになった。赤字

を続ける国に対する資金提供は、当然貸倒リスクを伴う（文末図表参照）。

　ドイツが経常黒字を続ける限り、ドイツは周辺国に対する信用供与を避けることはできな

い。逆にユーロ圏周辺国が経常赤字を縮小すれば、ドイツからの輸出は減少に転じ、経済は

打撃を受けることになるだろう。

（日本経済研究センター　研究顧問）
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小島明のＧｌｏｂａｌ　Ｗａｔｃｈ

イノベーションこそ脱デフレへの道：脱

“草食系資本主義”その３

　円高の居座り、高い法人税、電力供給不安など「５重苦」あるいは「６重苦」を抱え、日

本の企業、とりわけ製造業から悲鳴が聞こえる。日本の産業空洞化の「最終章」だといった

議論もある。確かに企業の経営環境は厳しい。だが、企業の悲観主義は行き過ぎてはいない

だろうか。気になるのは企業が現場に近い所では「現場力」を発揮している一方で、トップ

レベルにおける消極姿勢が目立つことである。もちろん、海外の有望企業に買収を仕掛ける

など円高のメリットを活かそうとする積極経営も少なくはない。しかし、全体的な空気はや

はり行き過ぎだと思われる悲観主義と消極経営ではないだろうか。

「国螎の競争優位」

　経営戦略論のマイケル・Ｅ．・ポーター教授が個別企業の競争力だけでなく「国家の競争

優位」について盛んに議論しだしたのは、冷戦が終わってからだ。冷戦後、企業による国境

を越えた直接投資が劇的に増大し、古典的な貿易論では想定していなかった国境を越える生

産要素の大規模な移動が展開しだしたからだ。国家の競争優位は自然に与えられたものから

政策、制度の運営次第で「創り出せる」ものに転換したためである。世界経済フォーラム（

ＷＥＦ）が毎年発表している世界競争力ランキングも、「国の競争力」を、経済成長を生み

出す能力としてとらえている。つまり、次々と新たな競争優位分野を創造する経済全体のダ

イナミズムに注目している。

　個別企業が円高を含む経営環境の変化に対応し生産拠点を海外にシフトするのは、多くの

場合、企業としては合理的な経営判断だろう。問題は、海外移転する事業を埋め合わせて余

りある新規の事業を国内で創造できるかどうかにある。新しい創造はイノベーションの問題

である。イノベーションの主役はもちろん企業である。デフレ克服にも付加価値の高い技術、

商品、あるいは産業分野を開拓することが必要である。政府の政策も、単なる総需要の拡大

だけでなく、イノベーションと高付加価値分野の創出を目指す必要がある。エコカーやエコ
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家電への補助金などは、その対象がすでにある自動車や家電だけなら、企業の在庫整理を国

が支援するだけとなりかねない。重要なのはエネルギー効率がもっと高く、環境に一層優し

い新しい技術・商品の創造を刺激する政策である。

新融資制度の狙い

　２０１１年度の『経済財政白書』が企業の研究開発、企業ブランドなどミクロの分析に力

を入れた理由は、デフレ脱却のためにも成長力確保のためにも単なる総需要政策の発想を超

えなければならないという判断からだと思われる。

　日銀が２０１０年に経済成長促進を目指した新たな貸出制度を創設したのも同様の発想か

らだろう。白川方明総裁は２０１０年５月、日本記者クラブで「日本経済とイノベーション」

と題する講演を行った。それはまさに新融資制度の狙いを解説したものであり、日銀の金融

政策も企業（銀行を含む）の行動がカギを握っていることを強調したものである。

　この講演で白川総裁は次のように述べている。「少子高齢化の進展や、低炭素社会への移

行といった社会構造の大きな変化のなかにも、新たな顧客ニーズが潜んでいる、はっきりと

は見えない需要を見つけ出すのは大変だが、これは現実の需要を転換し、生産性の向上に繋

げていくのが企業のチャレンジ精神であり、イノベーショへの取り組みだと思う」「イノベ

ーションという言葉を最初に使ったシュンペーターは、それを経済発展の原動力として重視

し、新しい商品の創出、新しい生産方式の導入、新しい市場の開拓、新しい資源の獲得、新

しい組織の実現という５つの取り組みに分類した。日本の現状を踏まえると、こうしたイノ

ベーションの本来的な意味を改めて意識する必要がある」。

　全く同感である。だが、現実はどうか。まず日銀の担当である金融の分野だが、金融機関

は預金集めには熱心でも企業の有望なプロジェクトを「発掘」して積極的に支援する意欲は

乏しい。結果として預金は過剰となり、それを国債購入にあてている。国債の利子は１％前

後しかないのに、金融機関が国債を買い増しし続けるのは、日銀のゼロ金利政策により預金

利子も殆どゼロに近い、つまり国債購入に振り向ける資金がゼロコストだからである。金融

機関の本業は集めた預金を企業、個人に融資し、それらの活動を支援する仲介機能であるが、

預金のうち融資に振り向けられる比率（預貸率）は低く、本業がかすみかかっているのが現

状である。
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アニマル・スピリット

　経済全体の成長力底上げを狙った日銀の新貸出制度も、貸出の対象は金融機関でしかない。

その肝心の金融機関にイノベーションに挑戦する企業なり個人を積極的に発掘し支援する気

構えがなければ、この日銀の新制度も機能しない。

　また、事業会社も人件費を圧縮し、手元流動性を高めるばかりで研究開発や事業開拓に積

極的でなければ経済のデフレは止まらない。

　「イノベーション」のみが成長と発展をもたらすということを確認したい。スティーブ・

ジョブズ氏は「人々が本当に欲しているものは、まだ生まれていない」と言っていた。高齢

社会、環境重視の社会、エネルギー・資源制約の社会にはまだ満たされていない需要が潜ん

でおり、企業のアニマル・スピリットが求められている。

（日本経済研究センター研究顧問）
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竹中平蔵のポリシー・スクール

“社会保障・税の一体改革”への大いな

る疑問

　社会保障と税の一体改革をめぐる議論が、いよいよ佳境を迎えている。野田総理は、不退

転の決意で消費税率引き上げに取り組むというが、与党のなかでも選挙を意識した強力な反

対論が渦巻く。「もはや待ったなしの状況」を強調する政府与党執行部と、選挙ゆえの反対

を唱える一部国会議員・・。しかしこの単純化された構図の中で、政策論議の本質的な部分

が見えなくなっているように思える。

なぜ“社会保障・冎の一体改革”なのか？

　社会保障と税の一体改革という言葉に、多くの人は特に疑問を抱くことなく受け入れてい

るようだ。しかし、この言葉が登場したのは比較的最近のことである。以前はずっと、「経

済と財政の一体改革」と呼ばれてきた。その後、「歳出・歳入の一体改革」へと変わり、昨

年秋ごろから「社会保障と税の一体改革」という言葉が表舞台に登場するようになった。経

済のなかに財政があり、財政には歳出と歳入がある。社会保障は歳出の一部に過ぎないし、

税とりわけ消費税はあくまで歳入の一部である。

　消費税を２０１５年までに５％ポイント引き上げる必要があると、総理はしばしば言及す

る。その背後にあるのは、閣議報告された（閣議決定ではない）政府と与党の“成案”と呼

ばれるものの試算である。それによると、社会保障の主要３経費（年金・医療・介護）と消

費税を比較して、２０１５年の時点で約１３兆円の不足が出るとされている。この解消には

消費税を５％引き上げる必要がある、という結論になる。しかし、なぜ社会保障の３項目と

消費税を単純に比べて差額を増税する必要があるのか、意味が不明である。歳出全体がどう

なって、歳入全体がどうなるから、結果的に増税が必要かを示すべきである。

　実はこの点に関して、内閣府はマクロ的な整合性をチェックするための試算を示している。

政策の指針として、２０２０年までに基礎的財政黒字を実現すること、そのため２０１５年
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に基礎的赤字を現状（マイナス６％）の半分にすることを掲げる。その上で、消費税率を５

％引き上げることによる効果を分析しているのだ。それによると、消費税を５％ポイント引

き上げることによって、２０１５年までに基礎的赤字を概ね半減できることを示している。

つまり、社会保障３経費と消費税の差額１３兆円を埋めるための増税に、マクロ的な根拠が

あるとしているのである（ただしこれは、あくまで内閣府の試算とされている）。

　しかし、内閣府のこの試算からは、興味深いことが読み取れる。それは、２０１５年まで

に消費増税を実施したとして、その後日本の財政バランスに何が生じるのか、という点だ。

内閣府試算では、２０２０年時点で依然としてＧＤＰ比３％以上の基礎的財政赤字が残り、

これを解消する為にはさらに７％近い消費税引き上げが必要であることが示唆されている。

つまり、いま議論されている政府の経済財政運営のシナリオに沿えば、２０２０年の消費税

率は１７％でなければならないことになる。ちなみにこれは、いまのドイツの付加価値税率

と同じ水準である。

成長なくして財政再建なし

　さて、最初の“成案”の試算に戻り、政府が描く経済財政運営のシナリオを確認しよう。

　まず歳入だが、消費税収の伸び率は年間１％強と見込まれている。これは、内閣府のマク

ロ試算の慎重シナリオに沿うものである。しかし政府は一方で、実質２％成長、名目３％成

長の実現を掲げていたはずだ。これが、１％強の名目成長（デフレが克服できず、名目成長

は高まらない）というシナリオになっている。因みに、各国ともに財政再建のシナリオを掲

げているが、アメリカの場合、名目で３．５％成長、イギリスは５．３％成長を前提として

いる。日本の場合、経済成長の前提が極端に低くなっており、結果的に要増税額が高く計算

されるようになっている。

　歳出面で、引き上げられた消費税がどのように使われるか、という描写も興味深い。増税

５％の使い道としては、「消費税が引き上げられたために生じる財政全体のコスト増を賄う

ためのもの」「年金の国庫負担増を賄う分」「赤字補填の分」「高齢化による社会保障自然

増を賄う分」が各１％を占める。したがって、残りの社会保障の中身を充実する部分は、５

％中わずか１％分である。しかもその中身の多くは、低所得者対策のためであり、中間所得

層への恩恵はほとんどない。つまり多くの人々にとって社会保障はほぼ現状のままでありな

がら、２０２０年の消費税率はドイツ並みの１７％になる…という姿なのである。
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　日本の年金・医療支出（ＧＤＰ比）はすでにＯＥＣＤ平均を上回っており、それほど低い

ものとは言えない。一方で、年金・医療以外のその他の社会保障支出はＧＤＰ比で見て欧州

諸国の３分の１から４分の１である。日本が充実させるべきは、出産・育児のための支出、

保育園強化、家族手当など、若い世代のための社会保障なのである。

　日本にとって、現状の財政赤字補填や高齢者の支出増をどう賄うか、政策論として重要で

あることは否定できない。しかし、赤字補填のためには名目成長を高めて税収の自然増を確

保すること、さらには一層の歳出削減を行うことが不可欠だ。１％強の名目成長率の下で、

増税を行っても殆ど意味がない。また、リーマン・ショック後の景気対策で、現状でも一般

会計歳出が十数兆円拡大し、それがそのまま維持されている点も忘れてはならない。歳出規

模をリーマン・ショック以前に戻し歳出を正常化すれば、１３兆円の歳入不足は一気になく

なり、消費増税の必要はないという計算になる。

　さらに社会保障支出について、高齢化を反映して毎年１兆円の拡大が避けられないと政府

試算では前提されているが、支出カットの余地は決して小さくない。高額所得の高齢者に対

する年金支出制限、支給開始年齢の大幅な引き上げ、高齢者医療の自己負担増加などを全て

実施すれば、財政計算は大きく変わる。

　政府によって示された消費税引き上げのシナリオは、実に多くの問題点を抱えている。

（日本経済研究センター　研究顧問）
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小峰隆夫の地域から見る日本経済

持続的な成長をいかに実現するか

―東北復興の具体像を再び考える

　前回に引き続き、１０月３１日、仙台で開催されたシンポジウム「東北復興の具体像を考

える」に出席して感じたことを述べていきたい。

産業復興の重要性

　東北地域の経済をマクロ的な視点で眺めてみると、日本経済全体と同じことが起きている。

すなわち、当初の段階では経済活動が大きく落ち込むが、次の段階では、落ち込みからの回

復に復興需要が加わるため、経済活動は急速に活発化するという動きだ。

　現在の東北地域は、この復興需要による成長が実現しつつある時期だと言える。被災地の

建設作業現場には、各地から作業員が大勢集まってきており、関係者なども多いため、宿泊

施設はどこも満杯の状況だ。人が集まり、建設作業が次々に行われれば、地元経済にもそれ

なりの需要拡大効果が現れるはずだ。

　注意しなければならないのは、こうして地域経済活動が拡大することは結構なことではあ

るが、問題はこれが「サステナブルでない」ことだ。つまり、この時現れる需要拡大は、外

的な公共投資やそれに誘発された消費などにとどまるので、復興作業が終わってしまうと、

需要の拡大もそれで終わってしまうだろう。

　すると、外生的な需要で経済活動が維持されている間に、何とかして持続的な成長が可能

な地域経済を作っていくことが必要となる。これが今回のシンポジウムでも大きなテーマと

なった「いかにして産業復興を進めるか」という問題である。その場合も、単に震災前の産

業をそのまま復活させるだけでは足りない。被災地の経済は震災前から厳しい状況にあった

のだから、単に元に戻すだけでは、その厳しい状況を再現するだけに終わってしまう。震災

というピンチをチャンスに変えて、いかに新たな産業発展の端緒を開くのか。これがシンポ
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ジウムにおける問題意識であった。

　産業振興に求められる新たな道具立て

　こうした産業復興という点で出席者から出された考えの中から主要な６つのポイントを紹

介しよう。まず、産業振興全体に関係するものとしては、次の３つがあった。

　第１は、特区の推進を通じた産業振興だ。　宮城県の村井知事は早くから特区による復興

を主張してきたが、基調講演の中でも、工場建設についての用途制限、緑地規制の弾力化、

新規立地を促進するための法人税の特例などを活用して、企業が活動しやすい環境を整えい

くという方針を明らかにしている。

　第２は、大学との連携だ。産業構造の高付加価値化のためには、地域において生み出され

る製品・サービスの知識集約度を高めていく必要があり、大学の知的資源を活用することが

重要となる。

　この点については、井上東北大学学長が、産業復興に向けた東北大学の７つのプロジェク

トを紹介した。これは、①災害科学国際研究推進プロジェクト（災害科学国際研究所の設置、

災害後の被災支援学の創成など）、②地域医療再構築プロジェクト（最新医療技術の再教育、

遺伝子に基づく新しい病気予防・治療技術の確立など）、③環境エネルギープロジェクト（

スマートシティの構築など）、④情報通信再構築プロジェクト（災害に強い無線・光統合型

ディペンダブルＩＴ技術の開発など）、⑤東北マリンサイエンスプロジェクト（水産業復興

のための水産加工システムの研究など）、⑥地域産業復興支援プロジェクト（創造的復興を

産業面から支える人材育成など）、⑦復興産学連携推進プロジェクト（自動車関連、高度電

子機械産業の集積支援など）というものである。

　第３は、産業活動を支えるインフラ整備である。道路、港湾、鉄道、空港などの再建は早

ければ早いほど望ましい。ひょうご震災記念２１世紀研究機構の貝原理事長（元兵庫県知事）

は、９５年の阪神淡路大震災の際には、神戸港を再建したものの、長期間港湾機能が失われ

ていたため、機能を回復したあとも震災前の貨物取扱量を回復することはできなかったとい

う苦い経験を紹介した。

　これに関連して、空港インフラについては、伊藤仙台空港ビル社長が、具体的な２つの課
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題を指摘した。

　１つは、将来にわたる防災機能を踏まえた空港施設の復旧作業である。伊藤氏によると、

ターミナルビルについては、災害対策も含めた復旧を９月２５日で完了しており、たとえば、

災害時の主要電源の安全確保のため、電源設備室の水密性を高め、防災センターを中２階に

移設するといった措置を講じたという。

　また、空港自体については、航空機の運航に支障はないが、将来にわたる津波対策も含め

た復旧計画を進めており、たとえば、滑走路周辺の排水対策、滑走路の嵩上げや、津波対策

エプロンの設置、津波浸水時の避難ルートの再確保などが検討されているという。

　もう１つは、空港経営自体の効率化である。東北の復興のためには、空港経営を効率化し

て競争力のある空港にすることによって、航空路線・便数・空港利用者の拡大、地域の活性

化、雇用の拡大に繋げていくことが必要である。このため、ＰＦＩの活用などを通じて、空

港事業に民間の資金、経営ノウハウを生かしていく必要があるという方向が示された。

　それぞれの産業での新たな工夫

　次に、個々の産業に関係するものとしては、次の３つがあった。

　第１は、ものづくり産業の振興だ。今回の震災時には、サプライチェーンの断絶が日本全

体に影響した。このことは、東北地域が日本のものづくりにおいて重要な地位を占めている

ことを実感させる契機ともなった。まずは、こうしたものづくり拠点を復興させることが必

要になるだろう。宮城県の村井知事は、基調講演の中で、宮城県は、サービス産業のウェイ

トの高い「支店経済」型産業構造から脱するためにも、ものづくりに力を入れていくという

方針を明らかにした。

　第２は、健康・福祉・医療・芸術分野に対する需要に応えるサービス産業の展開だ。シン

ポジウムにおいて貝原元兵庫県知事は、日本が成熟型社会に向かう中で、こうした産業への

ニーズが高まることを強調した。

　また、貝原氏は、阪神大震災から現在までの１６年間、活発に経済活動を行っている企業

を追跡調査した結果を紹介した。それによると、震災を契機に新しい分野へ進出していった
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企業で現在も活発に活動している企業では、震災後も従業員を解雇せず家族的経営を行って

いる場合が多いという。貝原氏は、地方部では第１次産業をはじめとして、家族的経営を行

っている場合が多いが、このような家族経営の場合は定年制がないため、高齢者が社会の重

要な担い手として活躍していくのに適している。そうした点からも、東北地方が高齢化社会

を先導するモデルを提供していけるのではないかと指摘した。

　第３は、第１次産業、特に漁業の再生である。シンポジウムの中で岡本法政大学教授は、

自身が被災地およびノルウェーなどの漁業を実地に調査してきた経験を踏まえて、具体的な

診断と処方箋を示した。

　岡本氏は、水産業は、単なる復旧・復興ではこれから存続していくことができないが、第

１次産業が先進国で成り立たないわけではなく、農業・漁業・林業で高い競争力を有してい

る国があるとして、ノルウェーにおける先進的な取り組みを紹介しながら、日本の漁業が抱

える問題点を指摘した。

　その１つは乱獲である。日本の漁業制度は乱獲を促進する制度になっているという。すな

わち、大量の魚をなるべく早く取ることが所得最大化になるような仕組みになっており、そ

の際に小さな魚まで獲ってしまい、漁業資源の減少へと繋がっているのだという。これに対

してノルウェーでは、各漁業者に漁獲量の上限が個別に割り当てられているため、個々の漁

業者は、できるだけ高い魚、大きな魚を獲ろうとする。そのために、小さな魚を逃がしたり、

網の目を粗くしたりするなどの工夫を行っているという。

　もう一つは、低生産性だ。日本の漁業は生産効率が悪いため、１人当たり所得も低く、こ

のため後継者も現れにくい。これに対してノルウェーの水産業は、１人当たり生産額が日本

の４倍程度であり、高い賃金を払ってもなお競争力がある。このような高所得、高生産性の

産業構造を作っていく鍵は、水産業の知識集約化であり、大学、企業、漁業者が協力して漁

業クラスターを形成しているという。

　

　以上、前回と今回で、震災を一つの契機として、新たな発展のチャンス、新たな発展モデ

ルを生み出していくことが重要ということを指摘してきた。日本経済については、震災後も

多くの課題が現れてきているため、日が経つにつれ震災に対する意識が希薄化しているよう

にも思われる。しかし、復興はこれからが本番である。我々はこれからもこうしたシンポジ

ウムを通して、復興へ向けての社会的関心を喚起し続けることが必要である。
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※「東北復興の具体像を考える」読むゼミ（講演録）

http://www.jcer.or.jp/seminar/sokuho/index.html#20111031

（日本経済研究センター　研究顧問）
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山田剛のＩＮＳＩＤＥ　ＩＮＤＩＡ

揺れる９億件の巨大市場

―インドの携帯電話、利益なき消耗戦か

らの決別

　世界第２位の加入者数を誇り、高度経済成長のシンボルにもなっていたインドの携帯電話

サービス業界が、過当競争によるコスト度外視の料金体系や金利負担の増加などで、深刻な

経営難にあえいでいる。各社は相次いで値下げ競争から離脱、戦略の見直しやビジネスモデ

ルの転換に舵を切り始めた。有力サービスプロバイダーの経営トップはそろってマンモハン

・シン首相に面会して救済策の実施を陳情。長期ビジョンを欠いた拡張政策をとり続け、過

当競争を招いたとして批判の矢面に立った政府・通信ＩＴ（情報技術）省は実に遅まきなが

ら「Ｅｘｉｔ　Ｐｏｌｉｃｙ」すなわち、企業がテレコム事業から撤退するためのルール作

りに着手した。だが、収益性が高く投資効率もよい都市部ではすでに携帯電話の普及は一巡。

今後はブロードバンドや３Ｇ（第３世代）携帯電話サービス、さらには農村・地方都市を開

拓するための設備投資などで営業コストが一段とかさむのは確実。業界が健全経営によって

持続的成長を実現できるかどうかはきわめて不透明だ。

※図表１「インドの主な携帯電話サービスプロバイダー」は会員限定ＰＤＦをご覧ください。

http://www.jcer.or.jp/international/insideindia.html

最安料金で最速の成長を達成

　インド電気通信管理局（ＴＲＡＩ）の月次統計によると、２０１１年１０月末時点での国

内携帯電話の累計加入者数は８億８１４０万件（図表２）。過去５年間でほぼ８倍という驚

異的なスピードで増加した。ＴＲＡＩによるとこのうち実際に稼動しているのは約７０％だ

が、プリペイド方式のＳＩＭカードが使い捨てに近い状況であることを考えると、実際はさ

らに少なく、せいぜい６割といったところだろう。

※図表２「インド携帯電話会社の加入件数シェア（２０１１年１０月）」は会員限定ＰＤＦ
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をご覧ください。

http://www.jcer.or.jp/international/insideindia.html

　昨年前半のような、月間２０００万件前後も加入者が増えるというハイペースからはさす

がに減速したが、それでも１１年１０月の純増数は月間７７９万件に達した。この急増の背

景が、世界一安い通話料金体系だ。１０年には１秒１パイサ（１００分の１ルピー、つまり

１分当たり１円弱）という激安料金が登場。０９年に新規参入したユニノールの場合、１秒

０．４パイサの超格安料金で話題となった。全インド平均の携帯電話通話料金は１９９８年

の１分１５．５ルピーから２０１０年の同０．５ルピーまで、実に約３０分の１に値下がり

しており、文句なしの世界最安料金だ。

　だが、これも１つのサークル（ライセンス発行の対象となる営業区域）当たり、多いとこ

ろで１２－１３社ものサービスプロバイダーがひしめく過当競争の結果だ。隣国パキスタン

でもせいぜい同一サークルに５－６社程度なので、いかに供給過剰に陥っているかがわかる

だろう。

　こうした激しい競争の結果、携帯電話各社の経営指標となるＡＲＰＵ（加入者１人当たり

の平均収入）は減少し続けている。１１年７－９月期決算で前年同期比３８％の減益となっ

た業界首位のバルティ・エアテルの場合、同四半期のＡＲＰＵは同４％減。ユーザーの電話

のかけ方も洗練されてきたためか、平均通話時間も同５％減となるなど収入は完全に頭打ち

だ。

　インフレ抑制を図る中銀の金融引き締めによる高金利や歴史的ルピー安による輸入通信機

材の値上がりも各社の経営に重くのしかかっている。しかも今後は投資効率の悪い地方都市

や農村を舞台に加入者獲得競争を展開しなければならず、利益率の悪化は避けられない。も

はや儲からない市場、という評価が広がったためか、２０１０年度のインドの電気通信部門

への海外直接投資は約１６．６億ドルと、前年度比３５％も減少している。

過当競争招いた政治の暴走

　さらには、０８年に一度に７社へとライセンスを与えて現在の過当競争を決定的にした張

本人のＡ・ラジャ前通信ＩＴ相が、よりによってこの周波数帯を割り当てた入札を巡る汚職

疑惑で逮捕されるなど、この間の電気通信行政には完全にケチがついた格好だ。
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　こうした中、ＮＴＴドコモとタタ・テレサービシズの合弁ブランド「タタ・ドコモ」は６

月、先陣を切って通話料やＳＭＳ料金の値上げに踏み切った。７月には加入者累計１．７億

人を抱える国内首位バルティ・エアテルが２０％の値上げを実施。大手各社がこれに軒並み

追随した。バルティは１１月にも追加値上げを実施。プリペイド料金プランの有効期限を１

年から１８０日に短縮、月９８ルピー（約１５０円）でダウンロードできるデータ容量の上

限を２ギガバイトから１ギガバイトに引き下げるなどの措置を導入。各社が骨身を削ってき

た値下げ競争は過去のものとなりつつある。

　インドの電気通信政策のまずさは、かねて多方面から指摘されていた。２Ｇ（第２世代）

携帯電話のライセンス料はインド全域で営業する場合１６５億ルピー（約２５０億円）にも

達する。１０年４月に鳴り物入りで実施した３Ｇ携帯電話の周波数帯を巡る入札でも、政府

の懐には１３７億ドルもの金が入ってきた。これほど巨額のカネを集める一方で政策には長

期ビジョンが感じられず、政府は「庶民にも電話を普及させるための低料金」を掲げ、ほぼ

無原則な新規参入を認めて各社に利益なき消耗戦を強いることになったのだ。

　しかも、携帯電話サービス事業からの撤退やライセンス返上に関するルールが存在しない

ことが、今になって大問題となっている。０８年に新規参入した会社の中には、営業力や経

営規模の点で他社に大きく見劣りするところもあるが、現状ではこれら経営不振のサービス

プロバイダーでも事業の休止・縮小は容易ではない。払い込んだ巨額のライセンス料などが

返還されるのかどうかもあいまいなままだ。

　そもそも、いままでろくな撤退ルールもないままで各社が自由に営業を続けてこられた、

ということからも、初期においてはだれでも儲かる実に甘い業界だったと言われても仕方な

いだろう。

彔待の３Ｇも普及度いまひとつ

　米プライスウォーターハウスクーパーズ（ＰｗＣ）では、３Ｇ携帯電話の普及を前提に、

インドにおける携帯電話付加価値サービス（ＶＡＳ）市場が今後４年間で５５００億ルピー

（約８３００億円）を超えると予測しているが、鳴り物入りでサービスが始まった頼みの綱

の３Ｇ携帯電話も、魅力的なコンテンツやアプリケーションが追いつかず、都市部でも電波

のカバーエリアに「穴」があり通信速度も思ったより速くないため加入者の出足は鈍く、１
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１月現在でまだ１２００万人程度、レギュラーユーザーはこの４分の１程度とみられている。

今すぐ業界全体を浮揚させるには程遠いボリュームだ。

　１２月２日、バルティのスニル・ミッタル会長やリライアンス・コミュニケーションズの

アニル・アンバニ会長、イデア・セルラーを傘下に持つアディティヤ・ビルラ・グループ会

長のクマール・マンガラム・ビルラ氏ら大手携帯会社５社のトップが首相官邸を訪問。マン

モハン・シン首相と面会して業界の窮状を訴えた。これは、本来規制緩和のおかげで成長し

た携帯電話会社が政府に支援を求めるという異常な光景だった。

　１９６０－７０年代、政府があらゆる産業をコントロールし、免許や認可がなければ企業

は何一つ新しいことができなかった「ライセンス・ラージ（ライセンス王国）」の反動から

か、野放図に新規参入させた結果がこの過当競争と収益悪化だ。規制緩和はもちろん重要だ

が、インドのような新興国では合理的なコントロールや指導によって最低限の業界の秩序を

維持するというのも、政府の大事な仕事なのではないか。

　携帯電話業界の混乱は、インドの産業・市場の成熟度がまだ決して高くないこと、はから

ずも示して見せたといえるだろう。

（日本経済研究センター主任研究員）
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現地発・米国経済を読む　田原健吾

ＴＰＰ交渉、米国側にも多く残る論点

　ＷＴＯ（世界貿易機関）ドーハ・ラウンド交渉の近い将来の包括合意を断念する声明が１

２月１７日に発表される一方で、米国をはじめ９ヵ国が交渉中のＴＰＰ（環太平洋経済連携

協定）には、日本に加えカナダ、メキシコも交渉参加の意向を表明し、求心力が高まってい

る。

　米国では、金融危機後、雇用の低迷が続く中、２０１０年に発表した５年間での輸出倍増

計画でも示されるように、輸出を伸ばすことで景気回復を後押ししたいとの狙いがある。ま

た共和党が議席数を増やし、発言力を高めてきたこともあり、オバマ政権は自由貿易を推進

する方向にシフトしてきた。中国やインド等との主張の溝が深く、合意のめどが立たないＷ

ＴＯドーハ・ラウンド交渉にはさほど力を入れない代わりに、米国は２国間、地域間の貿易

協定には積極的な姿勢を見せてきている。１０月には、これまで棚上げされてきた韓国、コ

ロンビア、パナマとのＦＴＡ（自由貿易協定）の批准案も米国議会で可決され、米韓ＦＴＡ

については２０１２年にも発効する見通しだ。ＴＰＰには、０８年にブッシュ前大統領が米

国の交渉参加を表明してから、現オバマ政権も交渉を推し進めている。

自動車など一部の業界は反対

　日本がＴＰＰ交渉参加に向けて関係国と協議を始める方針を表明したことを、各国首脳は

概ね歓迎している。ＴＰＰがカバーする地域の経済規模が急拡大する上、突出した経済力を

持つ米国が交渉の主導権を握りかねない中で日本が入ればバランスが取れると見る向きもあ

る。

　日本ではＴＰＰ参加を巡り賛否両論が渦巻いたが、米国内でも、ＴＰＰ参加への慎重な意

見や日本のＴＰＰ参加に反対する意見は存在する。例えば砂糖業界は、既に発効している米

豪ＦＴＡ等で例外的な関税割当措置を与えられているが、こうした保護主義的なやり方がＴ

ＰＰでターゲットにされ、砂糖が自由化対象品目として交渉の俎上に乗せられることには反
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対している（文末※１参照）。

　日本の参加については、牛肉、豚肉、酪農といった農業関連団体等は市場拡大が見込める

ため前向きな姿勢を示しているが、逆に自動車メーカーからは反対の声も出ている。米国で

は乗用車に２．５％、さらに軽トラックには２５％の関税をかけており（かつて欧州の鶏肉

に対する関税に対抗して導入されたことから、“ｃｈｉｃｋｅｎ　ｔａｘ”とも呼ばれてい

る）、関税撤廃により日本車に国内市場を奪われるのを米自動車メーカーは危惧していると、

ＷＳＪ紙（※２）は指摘している（米国から日本への自動車輸入関税は既にゼロである）。

米韓ＦＴＡではこの２５％の関税を１０年後に撤廃することで合意したが、今後７年間は維

持するという条件で落ち着いている（※３）。米自動車業界は、日本独自の技術的要件や流

通制度等が、外国車の日本市場への参入を妨げていると主張しているが（※４）、一方で自

国における保護関税を維持したいとの思惑もうかがえる。

　牛肉では、日本における現行の３８．５％の関税率に加え、非関税障壁の撤廃を、関連団

体は期待している。ＢＳＥ問題以降、安全上の理由から日本は米国からの輸入牛肉について

月齢制限を設けている。米国の牛肉関連団体は、それを緩和し、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）

の基準に準拠することを求めてきた。但し、彼らはまず日本がＴＰＰに参加することを望ん

でいる。日本国内からの反発がそもそもの交渉入りを妨げるのを避けるため、最近では日本

への要求のトーンを弱めている。

関税よりも非関税障壁に重点

　ＴＰＰは関税に限らず、投資等を含むビジネス環境全般を相互に改善させるための協定で

あり、関税以外の交渉分野を多く含んでいる。日本については、農産物以外の関税率は既に

低いため、米国の関心の多くは非関税障壁になるだろう。一般に世界全体のＦＴＡもサービ

スの自由化を含むものが主流になりつつある（文末図参照）。ＷＴＯドーハ・ラウンド交渉

への米国の関心が小さかったのも、サービス等における自由化が十分に盛り込まれておらず、

米国へのメリットが相対的に小さかったからとの見方もある（※５）。例えば知的財産権な

どは、米国がより厳格な権利の保護を求め、しばしば他国と主張の分かれる分野である。

　米国は日本に対して、とりわけ牛肉、自動車、郵政の３分野を優先事項として伝えている

と報道されている。牛肉、自動車については、先述したとおり、安全基準等に関連する要求

を含んでおり、郵政については簡保が民間保険業に対して競争上有利になっていることが改
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善すべき点として指摘されている。一般に国際的なルールの策定には、国際取引を円滑にす

るメリットが勿論ある一方で、国による価値観の違いや多様性を捨象して一つの型にはめる

ことになるというトレードオフがあるため、そのバランスを取る交渉が求められる。

　日本の参加が、ＴＰＰの妥結を遅らせることになると懸念する向きもある。今のところ２

０１２年内の妥結が目標とされているが、日本が交渉に参加するまでには、事前協議で全９

ヵ国の同意を得ることが求められる。さらに米国では政府が議会に通告をしてから承認を得

るまで９０日かかる。こうした手続きを経て参加が決まった後、日本からの要求なども新た

に交渉するとなると、２０１２年内の妥結は困難とみられる。仮に２０１２年の目標を守る

とすれば、日本は９ヵ国間で固まった条件を受け入れるか否かの選択を迫られる可能性もあ

る。

　ただ、そもそも米国には、先に挙げた砂糖のような既存ＦＴＡでの扱いを含め、豪州など

他のＴＰＰ参加国と交渉すべき様々な問題がある。また米国は先の韓国等とのＦＴＡ交渉で

は、大統領貿易促進権限（ＴＰＡ）（※６）を議会から付与された上での交渉が可能であっ

たが、財政再建を巡る議論で明白になったように現在の議会は与野党対立が先鋭化しており、

大統領に十分な交渉権限を与えることで合意するかは不透明だ。ＴＰＰ交渉に当たっては野

党・共和党が他国に厳しい自由化を要求する可能性もある。このように米国内の事情だけを

考えても、１２年内の妥結は壁が高そうだ。

※１　例えば、米国砂糖連盟（ＡＳＡ）の提出文書

http://www.usitc.gov/press_room/documents/testimony/131_034_009.pdf

※２　Ｔｈｅ　Ｗａｌｌ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｊｏｕｒｎａｌ，　２０１１年１１月１４日付

※３　Ｕ．Ｓ．－Ｓｏｕｔｈ　Ｋｏｒｅａ　Ｔｒａｄｅ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ

http://www.ustr.gov/uskoreaFTA/autos

※４　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ａｕｔｏｍｏｔｉｖｅ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｃｏｕｎｃｉｌ，　“Ａ

ＡＰＣ　ｓｔａｔｅｍｅｎｔ　ｏｐｐｏｓｉｎｇ　Ｊａｐａｎ’ｓ　ｐａｒｔｉｃｉｐａｔ

ｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ＴＰＰ，”　２０１１年１１月１１日

※５　例えば、Ｃ．Ｆ．　Ｂｅｒｇｓｔｅｎ　“ＵＳ　Ｔｒａｄｅ　Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ

　ｔｈｅ　Ｄｏｈａ　Ｒｏｕｎｄ：　Ａｎ　Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ　Ｖｉｅｗ”
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　http://www.piie.com/publications/opeds/oped.cfm?ResearchID=1832

※６　貿易促進権限とは、行政府が議会から通商協定に関する交渉権限を与えられ、議会に

は、通商協定の実施法案について、その賛否のみを一括して問うことができる仕組み

 http://www.jetro.go.jp/world/n_america/reports/05000596

（ＪＥＴＲＯウェブサイトより）

（日本経済研究センター研究員、米コンファレンスボード派遣）
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研究リポート（サマリー） 
 
 

第 38 回中期経済予測（2011 年度－2020 年度） 

エネルギー・国際分業、迫られる再構築－除染費用、国民に重い負担 

2011 年 12 月 2 日発表 中期予測班 
 

我が国経済は東日本大震災から急速に回復しつつあるが、原発事故を受けてエネルギー供給の構

成について大幅な見直しが迫られており、欧州における信用不安の広がりなどを背景に各国の成長

率の見通しが下方修正されている。そうした中で、我が国経済は着実な成長を続けることができる

だろうか？こうした問いに答えたのが今回の中期予測である。 

 

＜ポイント＞ 

①原子力発電所が 2012 年度初めまでにすべて停止する場合には、電力不足によって供給力が制約

される。一方、既存原発の停止が回避される場合には、電力不足と供給力の制約を火力発電によ

る代替や新エネルギーの導入で補うことが可能であり、着実な成長（10 年間の平均成長率：1.1％）

を見込むことができる。 

②脱原発と継続、両者には絶対的な費用格差はない。2050 年度までに脱原発を進める場合は、新エ

ネ導入や火力代替にコストがかかる一方、継続では今後の事故リスクに備える費用が大きい。新

エネの導入促進を前提にした CO２排出量の削減、長期的なエネルギー供給の見通し、産業育成を

考慮したエネルギー基本計画を作成するべきだ。新エネ普及を後押しするには、東北の被災地や

全国の耕作放棄地、国立公園の活用について無税特区や立地規制の大幅な緩和が必要である。 

③除染を実施すると土地を買い上げるよりも 3－13 倍の費用負担になる。その費用負担を電力料金

の引き上げで賄うとすると民間活動は圧迫される。短期的には、除染費用が政府消費や公共投資

として支出に回るため、実質 GDP 全体では影響がないようにみえる。それでも個人消費や民間設

備投資は下押しされる。除染作業は 終処分を含めると 10 年以上にわたり続くことが確実で、

長期的にはクラウディング・アウト（民間活動の抑制）し、GDP も抑制する恐れが強い。福島県

の具体的な復興計画を作成する際に、除染の優先順位や原発事故の被災者への補償額が現状レベ

ルで十分なのか、合わせて見直すべきである。 

④海外経済の成長により生産拠点の海外移転は着実に増加することが見込まれ、円高が進めば海外

直接投資が一段と加速する。国際競争の中では、海外生産とともに高い技術力を確保するために

ある程度国内生産を維持し、バランスのとれた生産機能と技術革新力を保つことが企業レベルで

も産業レベルでも重要である。それを可能にするためにも、日本企業が新たなグローバルサプラ

イチェーンの再構築をしやすい環境づくりが重要であり、TPP 交渉の場で、生産工程間の国際分
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業を伴う 21 世紀型の貿易・投資・知的財産に関するルールづくりを実現すべきである。 

⑤財政健全化に関しては消費税率を 10％に引き上げるだけでは債務残高 GDP 比の安定化は果たせ

ず、財政破綻のリスクは高まり続ける。10 年代末には経常収支が赤字化する見通しが強まってい

る。これは財政赤字をまかなう国内貯蓄が細ることを意味しており、社会保障費の自然増も含め

歳出入両面について更なる見直しと改革が必要である。 

⑥1％程度の成長率しか期待できない中で、大幅な税率の引き上げは経済にとって大きな負担とな

りうる。消費税率の段階的引き上げについては、実務面では事業者の事務負担に与える影響に留

意する必要があるが、経済へのショックを小さくする観点からは、消費税率の引き上げ幅を 1％

ずつにする方が望ましい。 

図１ 製造業の海外投資比率の予測（10％円高のシミュレーション） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 原発継続と 2050 年度脱原発の追加費用比較 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）環境省、日本原燃 HP、東京電力 HP、原子力・安全保安院、原子力委員会、東京電力に関する経営・財務調査委員

会の資料より推計 

 

詳細は http://www.jcer.or.jp/research/middle/detail4255.html をご参照ください。 
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セミナーリポート 
 
 

2012 年の米国政治経済展望     
2011 年 12 月 6 日開催 

今村 卓・丸紅米国会社ワシントン事務所長 

 

他律的で不確実な米国の情勢―緩慢な景気回復と混戦模様の再選レース 
 
＜要旨＞ 

①（経済）11 年前半から夏にかけて企業・家計の景況感が急速に悪化、市場の景気見通しも下方修正

が続き景気の後退懸念が浮上した。減速の要因として、1）エネルギー価格上昇による購買力低下、

2）東日本大震災によるサプライチェーンの寸断、と言われているが、本質的には 1）2）程度の要

因で個人消費や設備投資が抑制される家計と企業の脆弱性が問題だ。金融危機の傷跡が依然として

残っていることが影響している。12 年前半は年率１％台、後半は 2％強へとやや弾みがつくが最大

のリスク要因は欧州債務危機である。 

 

②（政治）有権者の主な関心は雇用、景気問題だが、現政権の 3 年間を考慮しても、景気や雇用が低

迷している責任は共和党や金融機関とみる有権者は多い。12 年の大統領選に向け、直近の世論調査

ではごく僅かな差でオバマ大統領がリードしている。それは「共和党より多少まし」の消極的選択

の結果であり、新たな失点があれば再選できない可能性は容易に高まる。今後の情勢は予断を許さ

ない。 

 

※詳細は http://www.jcer.or.jp/seminar/sokuho/index.html#20111206-1 をご参照くだ

さい。 
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最近掲載のセミナーリポート  

 開催日 タ イ ト ル 講 師 HP 掲載項目

12 月8 日 
≪大阪昼食会≫これからの日本    
「経済・社会モデルの再構築を―財政再
建・環境対応が重要課題」 

福井俊彦・キヤノングローバル
戦略研究所理事長 

 

12 月8 日 
世界経済の潮流 2011 Ⅱ      
「世界経済の見通しは曇り模様―欧州は
雨、または土砂降りの可能性も」 

嶋田裕光・内閣府参事官（海外
担当） 

 

 
12 月7 日 
 
 

≪東京昼食会≫グローバル化と日本のも
のづくりの課題         
「長期全体最適の競争力維持を最優先に
―強い現場、日本に残せ」 

藤本隆宏・東京大学大学院経済
学研究科教授、東京大学ものづ
くり経営研究センター長 

 
 
 
 

12 月6 日 
未来を切り拓く非正規雇用改革    
「有期雇用改革が必要－中期雇用の創
出で労働の質向上も」 

鶴 光太郎・経済産業研究所上
席研究員兼プログラムディレクタ
ー 

 

12 月6 日 
2012 年の米国政治経済展望  
「他律的で不確実な米国の情勢―緩慢な
景気回復と混戦模様の再選レース」 

今村 卓・丸紅米国会社ワシント
ン事務所長 

 

11 月28 日 
消費重視の経済成長戦略 
「サービス消費で経済成長は可能 
―過剰設備投資が国民所得を圧迫」 

櫨 浩一・ニッセイ基礎研究所
研究理事、チーフエコノミスト 

 

11 月17 日 
韓国の FTA 戦略と経済動向         
「果敢な同時多発的展開で成果―輸出ド
ライブに拍車かかる」 

奥田 聡・日本貿易振興機構ア
ジア経済研究所動向分析研究
グループ長 

 
 
 

11 月14 日 

≪東京昼食会≫高齢化とグローバル化
のもとでの震災復興 
「経済建て直しに向け、付加価値生産性
を高めよ」 

清家 篤・慶應義塾大学商学部
教授、慶應義塾長 

 
 
 

11 月9 日 
 

＜シリーズ＞新興国と日本⑦ 
インド進出企業のための税務・会計  
「特殊・複雑な制度を理解し、有効活用を
インド事業―源泉所得税と PE 課税には
要注意」  

岩瀬 雄一・Fair Consulting India
マネージングディレクター、公認
会計士、税理士 

 
 
 
 

10 月31 日 

《日本経済研究センター・仙台日経懇話会共催シンポジウム》東北復興の具体像を考える    
「一次産業、インフラ復興に企業の力を－特区で投資呼び込む」 
■特別講演「宮城県の復興計画と今後の課題」 
村井 嘉浩・宮城県知事 
■パネルディスカッション「東北の産業復興の方策を探る」 
<パネリスト> 
井上 明久・東北大学総長（宮城県震災復興会議副議長） 
伊藤 克彦・仙台空港ビル社長(元宮城県副知事） 
貝原 俊民・ひょうご震災記念 21 世紀研究機構理事長（前兵庫県知事） 
岡本 義行・法政大学大学院教授、日経センター地域創造研究会副主査 
<モデレーター> 
小峰 隆夫・日経センター研究顧問、地域創造研究会主査、法政大学大学院教授 

 （注）タイトル欄の上段はセミナータイトル、「 」内太字は抄録の大見出し。 
詳細は以下のサイトをご覧下さい。 

（聴くゼミ：音声）http://www.jcer.or.jp/seminar/kikusemi/index.html 
       （読むゼミ：抄録）http://www.jcer.or.jp/seminar/sokuho/index.html 
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〒100-8066　東京都千代田区大手町１－３－７　日本経済新聞社東京本社ビル11階

総務・事業本部 研究本部
　総　務　グ　ル　ー　プ 03（6256）7710
　経　理　グ　ル　ー　プ 03（6256）7708
　会　員　グ　ル　ー　プ 03（6256）7718
　事業グループ（セミナー） 03（6256）7720

　予 測・研 修 グ ル ー プ 03（6256）7730
　研 究 開 発 グ ル ー プ 03（6256）7740
　国際・アジア研究グループ 03（6256）7750
　広 報・企 画 グ ル ー プ 03（6256）7713

グローバル研究室 03（6256）7732
中 国 研 究 室 03（6256）7744

ライブラリー（茅場町支所）　〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町２－６－１　日経茅場町別館２階　03（3639）2825
大阪支所　〒540-8588　大阪府大阪市中央区大手前１－１－１　日本経済新聞社大阪本社８階　06（6946）4257

公益社団法人 日本経済研究センター

ピックアップセミナーピッ

2月24日金 12:00～13:30  
＊会費：3000円（当日ご持参ください）　
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

会員会社・部長昼食会
パワーシフトで変貌する
国際金融と日本
行
ぎょうてん

天　豊
とよ お 

雄・ 国際通貨研究所理事長

2月6日月 12:30～14:00  
＊会費：3000円（当日ご持参ください）
＊会場：ホテルニューオータニ大阪・地階 「ウィステリアの間」（大阪市中央区城見１‒４‒１）
＊定員になり次第締め切ります

大阪

日経センター・大阪昼食会
円高下の国際競争力と雇用

大
おおつぼ

坪　清
きよし

・レンゴー代表取締役社長



1月18日水 13:30～15:00
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

株価座談会
ソブリンリスクと日本株
―2012年の株式相場展望
　欧州債務危機をきっかけとしたグローバルな景気悪化が、
東日本大震災後の回復途上にある日本の株式相場の新たな
懸念材料に浮上してきました。欧州債務危機の行方は、世
界的にソブリンリスクが高まる中、日本経済はどうなるの
か、専門家おふたりに議論していただき、さらに2012年の
株式相場の見通しを解説していただきます。

岩
いわさわ

澤　誠
せいいちろう

一郎・野村証券チーフ・ストラテジスト
　1987年早稲田大学政治経済学部卒、野村総合研究所入社。96
年ハーバード大学留学、2002年金融研究所投資技術研究部（現
金融工学研究センター）を経て、04年から現職

関
せきざき

崎　司
つかさ

・ドイチェ・アセット・マネジメント代表取締役社長
　1985年ワシントン大学財務学部卒、信越化学工業入社。メリ
ルリンチ証券（現メリルリンチ日本証券）、フィデリティ投信、
ドイチェ信託銀行社長などを経て、2005年から現職

司会）中
なか の 

野　義
よしかず

一・日本経済新聞社証券部長

1月20日金 15:30～17:00
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

日本経済再生への道
―グローバル化と産業集積
　大震災前から、既にさまざまな構造問題を抱えていた日
本経済を立て直すにはどうすればよいでしょうか。経済発
展の源泉は技術進歩です。そのために、本来持っている力
を発揮することができていない「臥龍企業」が活躍するた
めの方策を、戸堂氏に最新の経済学的アプローチと具体的
事例を交えて論じていただきます。

戸
 と どう

堂　康
やすゆき

之・東京大学大学院新領域創成科学研究科教授
　1991年東京大学教養学部卒、2000年スタンフォード大学経済
学部博士課程修了（経済学Ph.D.）。青山学院大学助教授、東京
大学准教授などを経て、10年から現職

1月16日月 12:00～13:30  
＊会費：3000円（当日ご持参ください）　
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

1月18日水 14:00～15:30
＊会場：日経大阪本社ビル８階・日経センター会議室

大阪

揺れる世界秩序と日本経済
　欧米は金融危機や景気後退への対応に追われ、中国では
インフレ懸念があり、中東諸国で政権崩壊が進むなど世界
経済は不安定化しています。2012年は米国、ロシア、フラ
ンスなどの大統領選挙や中国の指導者が替わる党大会が予
定されています。世界経済・政治の動向と、日本が取るべ
き成長戦略について展望します。
　東京は会員会社・部長昼食会として、大阪ではセミナー
として開催いたします。

小
 こ じま

島　明
あきら

・ 日本経済研究センター研究顧問

1月18日水 15:30～17:00
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

中国・人民元制度改革の意図と戦略
　人民元の柔軟性拡大は米中経済関係の大きな争点となっ
ています。中国政府は、国内の経済・社会の安定を優先す
るために、これまで為替制度の自由化を慎重に進めてきま
したが、近年人民元国際化の試みには積極的です。これら
の動きをいかに理解すればよいか。人民元制度改革の意図
を探り、中国の通貨戦略を俯瞰します。

曽
そ ね

根　康
やす お 

雄・日本大学経済学部准教授
　1987年東京外国語大学大学院地域研究研究科修了、野村総合
研究所入社。91年野村総合研究所（香港）、99年野村アセット
マネジメント、2004年野村インターナショナル（香港）などを
経て、07年から現職

参加ご希望の皆様へ

　会場の席数に限りがございますので、当センターホームページ（http://www.jcer.or.jp/）または裏面のFAX申込書
で事前お申し込みをお願いします。
　セミナーの日時は講師の都合などで変更する場合もありますので、当センターホームページでご確認ください。
　■会費 会員無料（会員証をご提示ください）　一般は１回8,000円
　■場所 東京：日本経済新聞社東京本社（東京都千代田区大手町1‒3‒7）
 　　　日経茅場町カンファレンスルーム（東京都中央区日本橋茅場町2‒6‒1）
 大阪：日本経済新聞社大阪本社８階・日経センター会議室（大阪府大阪市中央区大手前1‒1‒1）
 （地図はホームページをご覧ください）
　■入場 先着順（セミナー開始の30分前より受付を始めます）
　■お問い合わせ（電話）　東京：（03）6256－7720／大阪：（06）6946－4257



1月25日水 15:30～17:00
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

アラブ社会の未来図
　アラブ諸国で起きた「大規模デモ」は各国政権を崩壊に
まで追い込み、湾岸産油国の不安定化も懸念されます。各
国特有の事情に、相互に連動した動きが加わって展開する
動きはどのように収束し、今後アラブ社会の秩序はどう変
わるのでしょうか。エジプトに滞在されていた池内氏に解
説していただきます。

池
いけうち

内　恵
さとし

・東京大学先端科学技術研究センター准教授
　2001年東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。
日本貿易振興会アジア経済研究所、国際日本文化研究センター
などを経て、08年から現職

1月25日水 14:00～15:30
＊会場：日経大阪本社ビル８階・日経センター会議室

大阪

関西経済の成長戦略
　東日本大震災後、全国に占める輸出シェアを阪神淡路大
震災以前の水準に戻すなど、関西経済が一定の使命を果た
してきました。しかし、円高や電力供給制約が輸出依存の
強い関西に打撃を与えました。“スピード”と“イノベーシ
ョン”をキーワードに、今後の再浮上策（成長戦略）を関
西産業政策に詳しい稲田教授にお話ししていただきます。

稲
いな だ 

田　義
よしひさ

久・ 甲南大学経済学部教授、
アジア太平洋研究所理事・研究統括

　1981年神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程単位取得。
立命館大学助教授を経て、95年から甲南大学教授。2011年３月
関西社会経済研究所長、12月同研究所名称変更に伴い、アジア
太平洋研究所理事･研究統括。経済学博士

1月27日金 14:00～15:30
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

≪日経センター「アジア研究」報告≫
インドと世界
―経済・実利重視で世界に接近
　インドは対外取引が大幅に増大するなど、世界経済への
統合が急速に進展しています。本報告では、新興国の雄と
して存在感を高めるインドと日本、中国、欧米など各国・
地域との関係を再検証します。浦田座長と研究会メンバー
が、今後の展望や問題点をわかりやすく説明し、日本企業
や政策担当者に対する提言をします。

浦
うら た 

田　秀
しゅうじろう

次郎・ 日本経済研究センター特任研究員、
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授

朱
しゅ

　　炎
えん

・拓殖大学政経学部教授
　上海復旦大学卒、一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了
（経済学修士）。1990年富士通総合研究所入所、2009年から現職

司会）山
やま だ 

田　剛
ごう

・日本経済研究センター主任研究員

2月6日月 12:30～14:00  
＊会費：3000円（当日ご持参ください）
＊会場：ホテルニューオータニ大阪・地階 「ウィステリアの間」（大阪市中央区城見１‒４‒１）
＊定員になり次第締め切ります

大阪

日経センター・大阪昼食会
円高下の国際競争力と雇用
　日本企業は円高という大波が襲いかかる中で、その技術
力を高めながら海外生産に比重を移し、国際競争力を高め
ようとしています。海外生産によって得た利益を国内に還
流し、どのように新しい産業と雇用の場を創出したらいい
のかについてお話しいただきます。

大
おおつぼ

坪　清
きよし

・レンゴー代表取締役社長
　1962年神戸大学経済学部卒、住友商事入社。欧州住友商事会
社社長、住友商事取締役副社長などを経て、2000年から現職。
関西生産性本部会長、関西経済連合会副会長などを兼務

2月15日水 14：00～16：00
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

TPPと日本のアジア太平洋経済戦略
　TPP交渉参加を巡って賛成派と反対派で国を二分するよ
うな議論が行われています。TPPは日本経済・社会の将来
に大きな影響を及ぼす可能性が高く、重要な政策課題であ
りますが、誤った情報・認識に基づく議論が少なくありま
せん。本セミナーでは日本にとってのTPPの意義を検討
し、日本のアジア太平洋経済戦略を考えます。

浦
うら た 

田　秀
しゅうじろう

次郎・ 日本経済研究センター特任研究員、
早稲田大学大学院アジア太平洋研究科教授

山
やました

下　一
かずひと

仁・ キヤノングローバル戦略研究所研究主幹、
経済産業研究所上席研究員

　1977年東京大学法学部卒、農林省（現農林水産省）入省。農
林水産省農村振興局次長などを経て現職。農学博士

2月17日金 14:00～15:30
＊会場：日経大阪本社ビル８階・日経センター会議室

大阪

≪日経センター「アジア研究」報告≫
インドと世界
―経済・実利重視で世界に接近
　インドは対外取引が大幅に増大するなど、世界経済への
統合が急速に進展しています。本報告では、新興国の雄と
して存在感を高めるインドと日本、中国、欧米など各国・
地域との関係を再検証します。

小
 こ じま

島　眞
まこと

・拓殖大学国際学部教授
　慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程修了。千葉商科大
学専任講師、助教授、教授を経て、2000年から現職。経済学博士

山田　剛・日本経済研究センター主任研究員



2月21日火 14:00～15:30  
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

2月22日水 14:00～15:30  
＊会場：日経大阪本社ビル８階・日経センター会議室

大阪

日経センター短期経済予測説明会
予測期間：2012年1－3月期～2014年1－3月期

愛
あた ご 

宕　伸
のぶやす

康・ 日本経済研究センター短期経済予測主査

2月24日金 12:00～13:30  
＊会費：3000円（当日ご持参ください）　
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

会員会社・部長昼食会
パワーシフトで変貌する国際金融と日本
　2007年以降の世界経済の混乱と通貨変動は、新たな世界
秩序が構築される先触れかもしれません。その底流にある
構造変化－経済成長パターンの変化、金融と情報のグロー
バリゼーション、米国から中国へのパワーシフト－が何を
もたらすか、また日本はどう対処すべきか、国際金融の第
一人者である行天氏に解説していただきます。

行
ぎょうてん

天　豊
とよ お 

雄・ 国際通貨研究所理事長
　1955年東京大学経済学部卒、大蔵省（現財務省）入省。プリ
ンストン大学留学。国際金融局長、財務官、東京銀行（現三菱
東京UFJ銀行）会長などを歴任。95年から現職

2月16日木 14：00～17：00 
＊参加無料
＊定員200名（応募多数の場合は抽選とさせていただきます。）
＊申込締切り：2012年１月27日金
＊会場：日経東京本社ビル６階・カンファレンスルーム

東京

日本経済研究センター・野村総合研究所･
北浜法律事務所共催インドセミナー
M&Aによるインド進出の現状と留意点
　インドへの進出がいよいよ本格化してきた日本企業にと
って、現地でのM&A（企業買収）による市場開拓は有効
な選択肢の一つとなりつつあります。セミナーではインド
企業の実態や経営風土、企業買収で留意すべき法律問題や
規制、そしてM&A実施に必要な戦略やシナジーなどにつ
いて、豊富な実務経験を持つ専門家が実例をもとにわかり
やすく解説します。

【ご挨拶】「インドの企業・財閥の動向」
　マイケル・チャンディ・ Nomura Research Institute India

グループマネジャー

【第1部】「インド進出の法務」
　酒井　大輔・北浜法律事務所 弁護士/ＮＹ州弁護士

【第２部】「 インドにおけるＭ＆Ａ成功の秘訣
―ケーススタディを元に」

　又木　毅正・野村総合研究所上級コンサルタント

【第3部】パネルディスカッション
（パネリスト）
　又木　毅正・野村総合研究所上級コンサルタント
　酒井　大輔・北浜法律事務所 弁護士/ＮＹ州弁護士
　マイケル・チャンディ・ Nomura Research Institute India

グループマネジャー
（コーディネーター）
　山田　剛・日本経済研究センター主任研究員

＊お申し込み： 北浜法律事務所のウェブサイト
（http://www.kitahama.or.jp/japanese/index.html）
からお申し込み下さい。
（ユーザー名：Kitahama／パスワード：1088）
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　発展著しいインドへの進出を考えている、或いは現地へ駐在員派遣を予定している日本企業を対象
とした講座を開催します。インドビジネス展開のための政治・経済・社会の概況から、法律・税務・
会計・労務管理等の特質、さらには企業経営上の注意点、実践課題、インド文化、日常生活上の留意
点等を現地情報をベースに集中的に提供します。

◆主　催：日本経済研究センター、サン・アンド・サンズ アドバイザーズ　 ◆協力：三菱地所　 ◆後援：日印協会
◆日　時：全６回／2012年１月25日㈬、２月１日㈬、２月８日㈬、２月15日㈬、２月22日㈬、２月29日㈬
　　　　　午前８時30分～10時（８時開場、お飲物をご用意しております）。
◆会　場：東京21cクラブ コラボレーションスペース（千代田区丸の内１－５－１ 新丸の内ビルディング10階）
◆対　象：駐在員教育を含めて、インド進出を考える日本企業
◆定　員：50名
◆受講料：全６回受講を原則として、企業単位で下記のとおり申し受けます。

１名参加 ２名参加 ３名参加 ４名参加 ● １社複数名ご参加の場合は割引となります。
但し、割引が適用されるのは、同時にお申し
込み頂いた場合に限ります。
● 日経センター会員は、１社３名以上参加の場
合、２万円割引いたします。

日経センター会員 ５万円 ８万円 ８万円 10万円

非会員 ５万円 ８万円 10万円 12万円

＊受講登録された方がご欠席の場合、代理出席も可能です。
＊お申し込み後、請求書をお送りいたします。
＊個別受講の場合は、１回の受講につき、１名１万２千円とします。（複数名参加の割引は適用されません）

◆その他：全日程終了後、日を改めて、講師・ゲストを交えての懇親会開催を予定しております。

講義内容　＊内容詳細はホームページ（http://www.jcer.or.jp/seminar/renzoku/index.html）をご覧ください。
開催日 タイトル 講　　師
第１回
１月25日 インド経済と将来展望 榎　泰邦／ サン・アンド・サンズ アドバイザーズ副会長、元駐印日本大使

山田　剛／日本経済研究センター主任研究員

第２回
２月１日 インド政治 広瀬崇子／専修大学法学部政治学科教授（予定）

第３回
２月８日 日印関係 梅田邦夫／外務省南部アジア部部長（予定）

第４回
２月15日

インドへの進出の
注意点とインド文化

野口直良／日本貿易振興機構総務課長、前ニューデリー所長
山田真美／作家、日印芸術研究所言語センター長、日印協会理事（予定）

第５回
２月22日

インドビジネスの
実践課題

斉藤暢子／ 税理士法人トーマツJSGグローバルタックス・インド室マネージャー（予定）
サンジーヴ スィンハ／サン・アンド・サンズ アドバイザーズ社長

第６回
２月29日 インド生活の実際 津田直樹／前丸紅ニューデリー社長（予定）

西田淳一／前三井物産南インド代表（予定）　ほか
＊講師・テーマは変更になる可能性があります。

◆問い合わせ先：サン・アンド・サンズ アドバイザーズ　TEL：03－3287－7360　FAX：03－3287－7359
◆ お申し込み方法：下記の必要事項をご記入のうえ、FAX(03－3287－7359)またはメール(admin@sunandsands.
com)にてお申込ください。

サン・アンド・サンズ アドバイザーズ行き　FAX申込書 （03－3287－7359）
会社名 （日経センター会員　・　非会員）

①氏名 所属・役職 E-mail

②氏名 所属・役職 E-mail

③氏名 所属・役職 E-mail

住　所　〒

TEL FAX

＊会員の皆様の個人情報は上記講座に関する確認のほか、日本経済研究センターの事業のご案内のみに使用します。

参加者募集

「丸の内インドビジネス講座」



日本経済研究センター
Japan Center for Economic Research

1 •2月のセミナー参加申込

＊ 皆様の個人情報は上記セミナーに関する確認のほか、
日経センターの事業のみに使用いたします。

会　社　名

所属・役職

氏　　　名

ＴＥＬ ＦＡＸ

Ma i l

東京のセミナーは… 03(6256)7925
大阪のセミナーは… 06(6947)5414
　ホームページまたはFAXでお申し込みください。

ホームページ  http://www.jcer.or.jp/
FAX  ご希望のセミナーに○をしていただき、必要事項を
ご記入のうえ、このページをお送りください。

TOKYO
月 日 曜日 開催時間 セミナー名 参加希望

1

16 月 12:00～13:30
会員会社・部長昼食会
揺れる世界秩序と日本経済 小島　明

18 水 13:30～15:00
株価座談会
ソブリンリスクと日本株―2012年の株式相場展望
 岩澤誠一郎 氏、関崎　司 氏、中野義一 氏

18 水 15:30～17:00 中国・人民元制度改革の意図と戦略 曽根康雄 氏

20 金 15:30～17:00 日本経済再生への道―グローバル化と産業集積 戸堂康之 氏

25 水 15:30～17:00 アラブ社会の未来図 池内　恵 氏

27 金 14:00～15:30
≪日経センター「アジア研究」報告≫
インドと世界―経済・実利重視で世界に接近 浦田秀次郎、朱　炎 氏、山田　剛

2

15 水 14:00～16:00 TPPと日本のアジア太平洋経済戦略 浦田秀次郎、山下一仁 氏

21 火 14:00～15:30 日経センター短期経済予測説明会予測期間：2012年1－3月期～2014年1－3月期 愛宕伸康

24 金 12:00～13:30
会員会社・部長昼食会
パワーシフトで変貌する国際金融と日本 行天豊雄 氏

＊詳細はホームページをご参照ください。＊■は会員限定セミナーです。　ご希望のセミナーに○をしてください。

OSAKA
月 日 曜日 開催時間 セミナー名 参加希望

1
18 水 14:00～15:30 揺れる世界秩序と日本経済 小島　明

25 水 14:00～15:30 関西経済の成長戦略 稲田義久 氏

2

6 月 12:30～14:00
日経センター・大阪昼食会
円高下の国際競争力と雇用 大坪　清 氏

17 金 14:00～15:30
≪日経センター「アジア研究」報告≫
インドと世界―経済・実利重視で世界に接近 小島　眞 氏、山田　剛

22 水 14:00～15:30 日経センター短期経済予測説明会予測期間：2012年1－3月期～2014年1－3月期 愛宕伸康

＊詳細はホームページをご参照ください。＊■は会員限定セミナーです。　ご希望のセミナーに○をしてください。

2012年1 •2月の催し



日本経済研究センター
公益社団法人

設立

目的

事業

会員

運営

喜多 恒雄
杉田 亮毅
長谷川 閑史
深尾 光洋
御手洗 冨士夫
南 直哉
八代 尚宏
吉川 洋

金子 豊

石塚 慎司

猿山 純夫

牛山 隆一

府川 浩
長坂 秀子

新井 淳一

岩田 一政

大竹 文雄
小島 明
小峰 隆夫
竹中 平蔵
深尾 光洋

金森 久雄
香西 泰

田村 達也
本田 敬吉

代表理事
会長

代表理事
理事長

理事

監事

研究顧問

所在地

東京・大手町

〒100-8066

東京都千代田区大手町1-3-7
日本経済新聞社11階

03(6256)7710
03(6256)7924

TEL:

FAX:

TEL:

FAX:

TEL:

FAX:
03(3639)2825
03(3639)2879

06(6946)4257
06(6947)5414

東京都中央区日本橋茅場町2-6-1
日経茅場町別館2階

大阪府大阪市中央区大手前1-1-1
日本経済新聞社8階

〒103-0025 〒540-8588

茅場町支所 (ライブラリー） 大阪支所

総務グループ
　役員秘書
経理グループ
会員グループ
事業グループ

予測・研修グループ
研究開発グループ

国際・アジア研究グループ
広報・企画グループ

　会報編集

研究本部

グローバル研究室

中国研究室

茅場町支所
ライブラリー

大阪支所

総務事業本部

名誉顧問

事務局長
事務局長補佐

兼総務
事業本部長
研究本部長

大阪支所長

茅場町支所長

会報編集長

2010年(平成22年)4月1日(公益社団法人としての登記日) 
事業開始 1963年12月23日

内外の財政、金融、経済、産業、経営等の諸問題に関する調
査、研究を行い、あわせて会員相互の研修を図り、日本経済
の発展に寄与することを目的としています。

上記の目的に沿って、主に次のような事業を展開しています。

内外の財政、金融、経済、産業、経営等の諸問題に関する調査、研究

経済予測・分析・研修

セミナー・討論会・研究会等の開催

ライブラリー・情報サービス

研究奨励金の交付

普通会員、アカデミー会員(自治体、大学)、特別会員、名誉
会員で構成してい ます。

会費、寄付金などで運営しています。

Japan Center for Economic Research

http://www.jcer.or.jp

03(6256)7710
03(6256)7700
03(6256)7708
03(6256)7718
03(6256)7720

03(6256)7732

03(6256)7744

03(6256)7730
03(6256)7740
03(6256)7750
03(6256)7713
03(6256)7713

03(3639)2825

06(6946)4257

役 員

1

2

3

4

5

事 務 局

日本経済研究センター 直通電話番号

日本経済研究センターでは、経済予測
や研究レポート、会報などの情報を
ホームページで公開しています。

www.jcer.or.jp

JCER 検索する


