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日本のデフレと物価

実態に迫り、金融政策論議の深化にも貢献

―ＡＥＰＲ編集会議から

　日本経済研究センターは７月１５日、アジアの諸問題を取り上げる政策提言型英文ジャー

ナル「Ａｓｉａｎ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｒｅｖｉｅｗ　（ＡＥＰＲ）」の編

集会議を東京都内で開いた。テーマは「日本の長引くデフレと金融政策」で、センターの岩

田一政理事長、ＡＥＰＲのエディターを務めるセンターの特任研究員、伊藤隆敏・東京大学

教授、コリン・マッケンジー・慶應義塾大学教授、浦田秀次郎・早稲田大学教授のほか、論

文執筆者も含め国内外から２６人が出席、来年１月に発行する第９巻第１号（通巻第１７号）

の掲載予定論文６本について議論した。

日本の物価、多角的な実証分析が六可欠

　ＡＥＰＲ、およびその編集会議ではこれまで２度にわたって、特集テーマとして日本経済

を取り上げて議論してきたが、安倍政権の経済政策「アベノミクス」を軸に、日本がデフレ

から脱却して再び成長軌道に回帰できるかどうかは、アジア各国にとっても大きな関心事で

あるため、今回とくに、「日本のデフレ」に焦点を当てたテーマを設定し、議論を行った。

　金融政策との関連を踏まえながら、会議の冒頭でまず関根敏隆・日本銀行審議役らが「長

引く日本のデフレ」と題した論文を発表した。日本は長期間にわたってデフレに苦しみ、物

価の下落傾向に歯止めがなかなかかけられないが、一口に物価といっても、様々な角度から

の分析が欠かせない。政策議論をする上でも、価格そのものに対する重層的な議論があれば

深みのある議論も期待できるため、今回の編集会議では多角的な実証分析に関する論文が相

次いで報告された。

　例えば、阿部修人・一橋大学教授と塩谷匡介氏（日本銀行）の論文「誰が高い価格に直面

するのか―日本のホームスキャンに基づく実証分析」は、世帯レベルでの物価と消費行動に

ついて議論した。同論文では、ホームスキャンデータ（調査パネラーの消費者が、購入商品

2 



2013年08月号

に付いているバーコードを家庭のスキャナーで読み取った情報。商品の家庭での使用状況が

把握できる）を活用。２００４－０６年における沖縄以外の全国１万２０００世帯から、３

０００万にのぼる購買情報をデータベース化した。

その結果、各世帯が直面する価格水準はかなり異なることが明らかになった。年配の世帯は

買い物によく行くが購入量は少なく、バーゲンの利用も少ない。一方、若い世帯は年配の世

帯よりもバーゲンの利用度が高く、これが世帯ごとの価格水準が異なる一因になっている。

これに対しては、「ホームスキャンデータでは異なるタイプの店舗の情報が混在している」

などの指摘も出た。

　一方、企業が商品の販売価格を変えなくても、商品のサイズや内容量などを変えることで

実質的な価格引き上げ効果が生じることが考えられる。渡辺努・東大教授と今井聡氏（総務

省統計局）は、この点に注目し、「商品の小型化と見えない価格上昇」と題した論文を発表

した。チョコレートやボックス型ティッシュ、洗剤などの日用品では、企業が商品の小型化

を通じて実質的な価格引き上げを狙う戦略をとる場合が少なくないため、渡辺氏らは、「小

型化＋実質的な値上げ」を目指した商品の世代交代に関するデータ、すなわち１万５０００

組にのぼる小型化前と小型化後の新旧世代ペアの商品データをそろえた。サイズや内容量の

変化と、商品単価および販売量の変化を算出。その結果、消費者は（名目）単価よりも、小

型化を踏まえた実質的な価格をもとに購買行動を決めており、価格の変化と同様にサイズや

内容量の変化に対しても敏感であることがわかった。

賃衍カットが主因か？　デフレとの関係を議論

　黒田祥子・早大准教授と山本勲・慶大准教授が共同で発表した「賃金の下方伸縮性が日本

の長引くデフレの主因か」では、バブル経済崩壊後の賃金が大きく変動している点に着目し

た。１９９８年までは賃金の下方硬直性が見られたが、それ以降は賃金カットが労働市場に

広まったことで、マクロレベルでもミクロレベルでも賃金の下方硬直性は見られなくなった

と指摘。マクロレベルでは名目の賃金と物価は連動しているように見えるが、産業別に見る

と連動性は消滅する。すなわち、製造業では価格が継続的に下落する一方で名目賃金は上昇

し、非製造業では価格は下落しないが名目賃金はかなり低下する。もっとも、製造業では名

目賃金は下落しないものの、労働生産性の上昇により単位労働コストは低下する。こうした

点を踏まえ、賃金のデフレは日本の長引くデフレの主因ではなさそうだと結論付けている。

この論文に対しては、労働時間調整の視点や測定誤差などに関する議論をもっと詰めるべき

との意見もあった。
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ＡＥＰＲは「１月・７月」発行に、ワーキングペーパー公開の試
みも

　なお、ＡＥＰＲは国際的な注目度を高めており、ジャーナルとしての評価の尺度となるＡ

ＥＰＲに掲載された論文の国際的な引用機会を増やすため、２０１４年から発行時期を現行

（毎年６月、１２月）より１カ月ずらす（毎年１月、７月に移行）ことにした。学術論文の

引用回数は通常、暦年単位で計算されるため、６月の発行よりは１月の発行の方が、読者が

論文を読んで引用するまでの時間が長くなるため、引用機会の増加が期待される。

　また同様の狙いで、編集会議への提出論文を、ワーキングペーパーとして日経センターの

ウェブ上で紹介する試みを、１３年１２月発行の１６号（第８巻第２号）での掲載論文から

始めている。ＡＥＰＲがジャーナルとして発行される前の段階から、論文に対して読者に関

心を持ってもらい、より多くの引用を目指すのが狙いだ。

　http://www.jcer.or.jp/academic_journal/ＡＥＰＲ/index.html

　今回とりあげた「１７号」の掲載予定論文は８月初めにはワーキングペーパーとして閲覧

可能となり、最終的な論文として掲載されたＡＥＰＲの第１７号が発行されるのは来年１月

となる。

　通常は年２回開いている編集会議だが、上記の発行時期の変更に伴って、例年６月発行の

予定が１月に繰り上がるため、今年は臨時に１回増やすこととなった。これが７月に開いた

第１７号用の会議である。１０月に開催予定の次回の編集会議では、来年７月発行予定の１

８号（テーマ：アジアが世界に与える影響）に向けた論文について議論する。　　　　

（国際・アジア研究グループ）
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物価をテーマに議論したAEPRの編集会議 (日本経済新聞社ビル内)
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斎藤主幹が聞く　暴論？正論？

「高齢者に変動相場制を」

八代尚宏・国際基督教大学客員教授

日本の政治は「果実の配分」を決める時代から「負担の配分」を決める時代に移っている。

しかし、参院選挙を控え多くの政治家は痛みを伴う改革に口をつぐみ、解決の難しさを感じ

取る官僚たちも立ち止まる。その典型が社会保障制度改革、とりわけ年金制度の改革である。

人間には見たいものしか見えない、という特性があるようだ。誰もがあまり知りたくない年

金制度の厳しい実態と改革について日本経済研究センターの齋藤史郎が八代尚宏国際基督教

大学客員教授に聞いた。

斎藤　アベノミクスの裏付けとなる骨太の方針も出ました。参院選挙を控え、野党からの公

約も出そろい、色んな政策論議が交わされています。ところが、そんな中で、大きく欠落し

ているのが社会保障改革の論議のように思えます。

八代　全くその通りです。アベノミクスの「第４の矢」として社会保障改革が不可欠ですが、

与野党ともに国民には厳しいことを言いたがらず、選挙を前に封印しています。しかし、公

表されている最新の２０１０年度の社会保障給付額と保険料の差額は４６兆円で、これは同

年の国債発行額４４兆円と同じ規模にまで膨らんでいます。こうした「借金に依存した社会

保障制度」の下では、万一、国債への信認が崩れれば、直ちに年金や医療給付に響く構造に

なっています。

斎藤　年金は国の特別会計の世界で、国債発行額は一般会計の世界で、一応切断されている

ように見えますが、実質的にはつながっているということですね。

八代　それにもかかわらず、政治家にも厚生労働省にも、これが異常事態であるという認識

がなく、社会保障費の抑制をタブー視しています。
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１００年安心年金の虚像

斎藤　多くの国民が年金制度は破たんするのではないかと、心配しています。政府は２００

４年に「１００年安心年金」の構想を打ち出しています。どうとらえたらよいのでしょうか

？

八代　厚労省は「１００年安心年金」については、依然、大丈夫だと言っています。しかし

実態は全く違います。今のままでは、給付は高齢化で増え続ける一方で、賃金は伸びず、保

険料は横ばいです。過去の年金の制度設計が高齢化のペースには追いつかず、赤字は誰の目

からみても増え続けます。実際、「１００年安心年金」では少なくとも２０５０年までは増

え続ける筈の社会保障基金（国民経済計算ベース）は、既に２０１０年で２００５年のピー

ク時から２割も減っています。　「１００年安心年金」は残念ながら虚像です。

斎藤　どこが狂ったのでしょうか。

八代　第一に、経済が停滞し続け、保険料が想定したようには伸びなかったことです。それ

と、９０年代から導入されているインフレでもデフレでも給付額をスライドさせるはずの「

物価スライド条項」を、デフレ下ではスライドさせない、つまりカットしないという議員立

法の影響が大きく、これは政治家のポピュリズムによるものです。加えて「１００年安心年

金」を打ち出した時に盛り込んだ「マクロ経済スライド」もデフレ下では適用できなかった。

「マクロ経済スライド」とは、人口の高齢化の下での被保険者の伸び悩みを勘案して、毎年

の年金給付を０．９％だけ抑制しようという制度です。例えばインフレ率が２％なら０．９

％分カットして１．１％に伸びを抑えることにしようという制度です。しかし、インフレ率

が０．９％を下回った時には、年金額が前年より減ってしまうので、全く適用されませんで

した。

　さらに問題なのは、年金制度の設計が狂ったにもかかわらず、つじつまを合わせようと非

現実的な経済の前提を置いた点です。５年に一回の年金財政の点検作業である財政検証では

２００４年に、積立金の運用利回りを３．２％にしました。これ自体が現実的ではない想定

でしたが、次の２００９年の財政検証では、さらに４．１％に引き上げました。デフレ経済

の実態に合わせて運用利回りを引き下げるのではなく、逆に引き上げたということです。こ

れは民間保険なら粉飾決算に近いものです。元々、現在の積立金の水準は、将来の年金給付

支払予定額に比べて大幅な不足です。つまり、年金財政の実態は「債務超過」で、それがい
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っそう拡大しているのです。

斎藤　しかし、厚労省は「債務超過」とは決して言いませんね。厚労省官僚にそんなに悪意

があるとは思えませんが、危機を直視できない経済音痴ということでしょうか。

八代　厚生労働省には年金の数理計算のプロが少なくありません。年金制度はきわめて政治

性の強い分野で、政治が打ち出す方針に逆らえないからでしょう。若手官僚の中には矛盾を

感じている人もいるようですが、過去の先輩官僚がやってきたことを否定することには抵抗

があります。それは政治家が決断しなければならないのですが、国民の嫌がる痛みを伴う改

革を言いたがらないのです。

斎藤　政治家や国民に憎まれることも、言うべき時には言うということでしょうか。国の財

政を運営する財務省とは少し違いますね。官僚が思い込んで暴走するのも問題ですが、財政

危機を叫び続ける財務省には良くも悪くも、憎まれ役を演じる文化がありますね。

八代　それはそうですね。厚労省は、長期的な問題を先送りする傾向があり、それは医療制

度でも同じです。その点、小泉政権では、骨太方針で社会保障費の増加分から５年間で１兆

１０００億円を、党内の激しい抵抗を押し切って抑制する方針を定めました。「社会保障費

の削減は政治的に持たない」と言われますが、国民は決して愚かではありません。年金は減

らされたくはないと誰もが思っていますが、他方で減らさなくても大丈夫なのかと疑問に思

っています。いつまでも「１００年安心年金」に拘っているべきではありません。

斎藤　仮にアベノミクスが成功して、実質成長率２％、名目成長率が３％になれば、年金財

政の赤字問題も相当緩和され、「１００年安心」のシナリオも維持できることにはなりませ

んか。私は、常日ごろ「成長は七難隠す」と思っているのですが・・

八代　仮に、瞬間風速で高い運用利回りが実現しても、今後の高齢化社会で、１００年間も

それが続くという前提を置くことが良い筈はありません。年金計算と言うのは、もっとも保

守的な経済前提で設計しなければならないはずです。
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年金の債務超過とは

斎藤　先ほど、「債務超過」と言われたが、もう少し詳しく説明していただけますか

八代　年金財政をバランスシートで観た資料は、厚生労働省「２００９年財政検証結果レポ

ート」で示されています。厚生年金では、これまでに保険料を支払ってきた被保険者が、そ

れに見合って得る引退後の保険給付請求額（国の債務）は、現在価値ベースで８３０兆円で

す。これに対して約束された将来の国庫負担額（１９０兆円）と積立金（１４０兆円）を除

くと、５００兆円の債務超過（年金純債務）となります。この金額は厚生労働省も「仮に現

行の賦課方式を積立方式に置き換えた場合に生じる『二重の負担』として認めています。

斎藤　年金のバランスシート、とりわけ債務超過の規模をめぐっては激しい論争があるよう

ですね。私も、予想を超える高齢化の進展や経済の低迷による運用利回りの低下などで債務

超過は発生しているとは思いますが、将来の保険料収入をどうカウントするかによって債務

超過の規模は変わるのではないでしょうか。

八代　ここでいう債務超過額５００兆円とは現在の時点までの「過去債務」についてのこと

で、過去の保険料収入は運用収入と合わせて、積立金として蓄積されていた筈でした。同様

に、将来の保険料収入は、それに見合う新たな将来債務を発生させます。ですから既に発生

した過去債務を解消するために必要な「上乗せ保険料」を、今後の勤労世代が負担すれば債

務超過額は減ります。もっとも、その分だけ世代間格差が広がりますが。

斎藤　年金の債務超過と破たんの関係はどう考えればよいでしょうか。厚労省は「破たんし

ている」とは認めませんね。

八代　国には徴税権があるので、債務超過でも破綻しないといわれます。しかし、現にその

徴税権を十分に行使できず、莫大な国債発行に依存しているのが現状で、それ故に、これ以

上借りられなくなるリスクが生じているのです。無理な高運用利回りの想定は、この現実か

らの逃避に過ぎません。厚生労働省は「積立方式ではないから将来債務に見合った積立金を

持つ必要はない」と強弁しますが、財政方式をどう定義しても、現に存在する負債が消える

わけではなく、人口が減り続ける将来世代に負担を先送りすることです。いわば経営が苦し

く、退職金の積み立てを止める中小企業経営者と同じで、支払時期が来れば、その資金をど

こからか調達しなければなりません。
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　この年金の負債超過は、被保険者が年金を受給するまで顕在化しない「簿外債務」です。

仮に、この年金純債務を現在の国債残高に加えるとＧＤＰの３００％を超し、ギリシャより

もはるかに上を行く巨大な債務国になります。

斎藤　年金制度の財務体質の弱さを考えると、国家全体の財政危機は通常言われているより、

もっと深刻だと？

八代　ギリシャの場合は、国債金利の高騰、つまり市場の反乱を受け、欧州中央銀行やＩＭ

Ｆ（国際通貨基金）の力も借りて、財政や年金の改革を行うことになりました。だが、日本

の場合には経済規模が大き過ぎて、ＩＭＦでも助けられません。結局、新規に発行される国

債が消化できなくなるという市場の圧力で、強制的に給付を削減されるリスクが高まります。

そうなる前に、「１００年安心年金は間違っていました」と厚生労働大臣が認めた上で、国

民に年金改革への協力を求めなければだめです。

斎藤　まず、危機を直視すべきだと？

八代　「最悪の事態を想定外として考えない」という点で、「原子力ムラ」と「年金ムラ」

は良く似ていると言われます。しかし、自然災害はいつ来るかわからないのですが、年金危

機は、人口減少と高齢化を背景に、必ず来ることが大きな違いです

斎藤　年金財政が「債務超過」を抱えているということは、年金受給権を持つ国民から見る

と「不良債権」をもたされているということですか。

八代　その通りです。年金改革とは、実は受給者にとっての「不良債権処理」ということで

す。第一にやるべきことは、金融機関の場合と同様に、まず、実態を正確に公表するディス

クローズです。第二に、すでに不良債権化している年金給付のカット率を決めることで、そ

れも早くしなければカット率はどんどん大きくなります。第三に、政府の保険会社としての

年金財政の健全化を確保するための仕組み作りです。

斎藤　具体的なカットの方法は？

八代　ＮＩＲＡ（総合研究開発機構）でまとめた『国債に依存した社会保障からの脱却（２

０１３年２月）』によれば、今なら既存の受給者の年金を平均して２割カットすれば、保守
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的な経済前提の下でも、少なくとも今後５０年間は、積立金を維持できます。もちろん、こ

のカット率は、低年金者には適用せず、高年金者により多く負担してもらうことになるでし

ょうが。これは受給者にとって受け入れ難いことかもしれませんが、年金財政を支えている

国債への市場の信頼性を守るためには、収支の均衡維持という保険会社としての基本的な原

則を回復しなければなりません。平均寿命の伸長で、過去の保険料支払い額に比べて、多く

なり過ぎた生涯給付の額を調整することが、金融市場のリスクに左右されず、「確実に給付

される年金制度」を守るために不可欠なことを、年金受給者にきちっと説明しなければなり

ません。

"http://www.nira.or.jp/outgoing/report/entry/n130222_696.html"

斎藤　まず大きなテーマになるのが、将来の受給者の支給開始時期の引き上げですね。

八代　そうです。今後の年金保険の収支均衡を維持するためには、年金の支給開始時期の自

動的な引き上げの仕組みが必要です。日本は先進国の中では一番平均寿命が長く、２０１１

年で男性が７９．６歳、女性が８６．４歳となっています。２０２５年に支給開始年齢が報

酬比例部分も含めて６５歳に引き上げられますが、その場合でも、男性について年金の平均

受給期間は１４．６年と、先進国の中で飛びぬけて長く、これでは年金財政が持ちません。

主要な先進国では日本より平均寿命が短いのに、年金開始年齢は６７－６８歳になっていま

す。

斎藤　しかし、抵抗は激しく、政治家はやりたがりませんね

八代　そうです。そこで私は、年金の支給年齢とリンクした「高齢者」の定義を「変動相場

制」にしたらどうかと考えています。年金の支給対象者を現行通り「高齢者」とする、と決

めたうえで、「高齢者」の範囲を状況に応じて変更するということです。日本の高齢者比率

がいずれピーク時には４０％の高水準に達するとよく言われていますが、これは単に国連な

どの国際機関が使っている「６５歳以上を『高齢者』とみなす」という定義を機械的に適用

しているためです。日本人の寿命はこれからも伸びて行きますから、例えば、高齢者数を常

に人口の２０％に固定するように、「高齢者」の定義を弾力的に変動させればどうでしょう

か。この２０％に意味はなく、３０％でも良いのですが、ともかく現役世代と受給者の比率

を、常に一定とすることが大事で、年金財政を安定させる最も合理的な設計になります。２

０％の場合、「高齢者」の年齢は、２００５年の６５歳から、２０１７年では７０歳、２０

３３年では７５歳となります。年金支給開始年齢の引き上げを、その都度、法律改正するの

ではなく、一度定めれば、後は自動的に上がっていくのがミソです。これは一見すれば厳し
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い措置のようにも映りますが、寿命が延びることで生涯の年金受取額が自然に増える分をカ

ットする、つまり「中立化」する仕組みです。そうしないと選挙のたびにポピュリズムの下

で改革が先送りされ、年金財政がいっそう深刻になります。もちろん、先進国では「年齢差

別」とされている定年退職制も廃止し、個人の能力に応じて何歳でも働き続ける「エイジ・

フリー」の労働市場の実現も必要です。

斎藤　変動制になると、人口変動に予想外のことが起きれば、もらえそうだったのにもらえ

なくなった、ということが起きませんか

八代　それに対しては、今でも一部で利用されている制度ですが、生涯に受け取れる年金給

付額を所与として、個人が年金の早期支給や繰り下げ支給を自由に選択できるという仕組み

にすることにすればよいわけです。

斎藤　高齢者には財産権の侵害になりませんか。

八代　それは政府が財産権の内容をきちっと定義すればよいことです。個人の貯蓄と比べて、

若い世代の負担で賄われる年金額が、高齢者の寿命の延びで自動的に増える分まで「財産権」

というなら、その費用を負担する現役世代の財産権はどうなるのかと言うことではないでし

ょうか。年金改革の目的は、財産権の侵害ではなく、放置すれば行き詰ってしまう、高齢者

の年金権を守るためのものであることを訴える必要があります。

斎藤　ほかに破たん防止策は？

八代　専業主婦である第３号被保険者が保険料を負担していないという、共働き世帯と比べ

た優遇の問題です。女性の平均寿命が現在の８６歳からさらに伸びるなかで、基礎年金の支

給開始の６５歳から平均２１年間もらうと、一月の支給額は６万５千円ですから、生涯受給

額は１６００万円を超える。これを現行制度では、個人としての保険料ゼロでもらえるわけ

です。この制度が出来た時はほとんどが専業主婦だったから平等でしたが、今や単身や共働

き世帯の方が多くなっています。これは給付のカットではなく、２０歳以上の学生と同じよ

うに第一号被保険者として保険料を納めてもらうべきです。この結果、給付額は不変ですか

ら年間１兆８０００億円の保険料の増収になります。

　ただこのように年金給付をカットしたり、負担を増やしたりするにはこのままなら必ず行

き詰るということを言わなければ、国民は納得しないでしょう。今の厚労省のやり方は最悪
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です。「１００年安心年金」は維持できます。しかし保険料を上げてくださいとか、支給開

始年齢を引き上げてくださいと言うのでは誰も納得しません。だから、次の２０１４年の財

政検証の際に、「１００年安心年金は間違っていました」、とまず看板を下ろし、徹底した

ディスクローズを行うことが第一歩です。国民も政治家も覚悟が必要です。

斎藤　厳しい作業ですね。

八代　辛いですが、逃避するわけにはいきません。いろいろな反発も招きますが、こうした

点を指摘するのが学者としてのわれわれの役割だとも思っています。もっとも、妻からはあ

なたの言い方には優しさが足りないとよく言われますが・・・（笑）。

－－－－－－－－－－－

◇日本経済が直面する難問の解決には一見、暴論と思える処方箋が必要かもしれません。本

シリーズでは、斎藤史郎・研究主幹が、旬のテーマについて識者をインタビューし、難問解

決のアイデアを引き出します。

八代尚宏（ヤシロナオヒロ）

１９４６年生まれ。旧経済企画庁計画官、上智大学国際関係研究所教授、日本経済研究セン

ター理事長、国際基督教大学教授等を経て、２０１１年から現職。第１次安倍内閣での経済

財政諮問会議議員。最近の著書に「新自由主義の復権（中公新書）」他。

斎藤史郎（サイトウシロウ）

１９４８年生まれ。日本経済新聞社東京本社経済部長、編集局長、専務取締役などを経て２

０１３年４月から日本経済研究センター研究主幹。２００９－２０１１年、日本記者クラブ

理事長。
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岩田一政の万理一空

「フランス・エコノミスト・サークル」

会合に参加して

フランスでの日本のボイス拡旦

　７月５，６，７日にフランスのエクサン・プロヴァンスで開催された「フランス・エコノ

ミスト・サークル」の会合（「時代の衝撃」）にパネリストとして参加した。欧州連合（Ｅ

Ｕ）のシンクタンクとも言うべきブリューゲルの所長であったピサニ・フェリー教授から出

席の依頼を受けたためである。

　フェリー教授は、７月初めにブリューゲルの所長からフランス政府の国家計画委員会の委

員長に転職し、後任にはドイツ人のグンドルフ・ボルフ氏が就任した。フランスの国家計画

委員会は、首相直属の機関である。フェリー教授によれば、新規の職は、内閣府経済社会総

合研究所長に似ているとのことだった。

　日本からの参加者は、浜田宏一・イエール大学名誉教授、伊藤元重・東京大学教授、渡辺

博史・国際協力銀行副総裁、玉木林太郎・経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）事務次長、齋藤泰

雄・元フランス大使などであった。齋藤元大使は、日本から多くの参加者があり、会議の場

で国際的に発信できたことを喜んでおられた。

中萾階層の没落と台頭

　この会合で最も印象が深かったのは、フランシス・フクヤマ・スタンフォード大学教授の

最初のパネル討論での議論であった。

　フランシス・フクヤマ教授は、最近の世界の潮流を概観し、「先進国においては中流階層

が二極化し、没落しつつある。その結果、貧富の格差が拡大している。他方で、新興国では
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新たに台頭した中流階層が民主化を求めて活発に活動しているが、その最終ゴールは明確で

なく、政治的混乱が続いている」と述べた。

　話を聞いていて、日本における１９６０年代初めの安保闘争は、単に安全保障、外交の問

題であっただけではなく、台頭した中流階層が自らのボイスを主張する民主化運動だったの

ではないかという思いが頭をよぎった。日本は高度成長の波に乗ることによって、中流階層

の要求に応えたのではないか。しかし、現代日本の直面する問題の一つが、「中流階層の先

細り・中細り」であることは間違いない。アベノミクスがこの問題を解決できるかどうか未

知数だ。

　内閣府経済社会総合研究所が企画した５月の国際シンポジウムで、スティグリッツ教授が

「第四の矢」として強調したのは、財政健全化ではなく、ヒューマン・バリューに基づき貧

富格差を是正する公正な経済社会の建設であった。

「経済グローバル・ガバナンス」の議論

　「フランス・エコノミスト・サークル」に集まったフランスの経済学者は、どちらかとい

うとフランス経済学において比較優位のある数理経済学を専門とする人々ではなく、現実の

経済政策、政治経済学、労働経済学、開発問題に関心の強い人々が多かった。

　私の参加したパネルは「経済のグローバル・ガバナンス」であった。座長役は、ボワシエ

・パリ大学教授であり、フランスの経済政策に大きな影響力をもっている。

　ボワシエ教授とは、過去３回程お会いしたことがある。２００６年１１月に欧州中央銀行

（ＥＣＢ）の主催した会議では、ボワシエ教授は、ＥＣＢの保守的な金融政策を強く批判し、

当時のトリシェＥＣＢ総裁が、一生懸命なだめていたことを思い出す。また、２００９年末

に、ボワシエ教授からバーゼル合意Ⅲについて、「英国が高い自己資本比率を要求している

が、日本とフランスでこれを阻止すべきではないか」と相談を受けたこともある。

　今回のパネルでは、ボワシエ教授は、私が日本出発前から予想していた通り、「日本は拡

大的な金融政策を採用することによって通貨戦争に巻き込まれたのではないか」との問題提

起を行った。
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日本への期待

　私は、中国など新興国の台頭によって経済グローバル・ガバナンスの弱体化が生じている

が、２０５０年までの世界経済を展望すると、アメリカは経済覇権を維持し、中国は「中所

得のワナ」に陥り、一人当たり総所得は１．２万ドルに止まるとの日本経済研究センターの

予測（文末※１参照）を紹介した。中国の長期見通しに触れた途端、会場からは、笑いがこ

ぼれた。

　日本の将来については、経済・社会・政治の諸制度の抜本的改革に成功すれば、２０５０

年に一人当たり総所得は８．８万ドルと世界第三位になり、日本は復活すると述べた。また、

通貨戦争に関連した「隣国窮乏化効果」については、日本における過度の円安は、液化天然

ガス（ＬＮＧ）など化石燃料の輸入金額の増加からむしろ「自国窮乏化効果」があることを

指摘した。

　ロシアからのパネル参加者は、女性のロシア政府高官（バロバヤ・マクロ経済・経済統合

担当大臣）であった。ロシアは、旧ソビエト連邦加盟国を中心に国際通貨問題について、国

際通貨危機予防のための国際会議（アスタナ経済フォーラム）を開催している。この会議に

は、世界の著名な学者も参加している。私は他の会議のため、カザフスタンの首都で開催さ

れた会議に出席できなかったが、会議開催後の共同声明などを読むと、ロシアも国際通貨問

題に対して発言権を強めるため、着々と準備を進めているという印象をもった。

　パネルの終了後、米国からのパネリストである『アトランティック』の編集長のクレモン

ス氏が、私に向かって「２％インフレ目標達成は無理だが、日本は強くなってもらわねばな

らない」と強く述べていたことが印象的だった。

　中国からは、人民銀行の政策委員を務めていたファンガン・中国社会科学院教授も別のパ

ネルに出席していた。欧米のエコノミストとの間にある中国経済に関する情報ギャップの大

きさを嘆いていた。今頃中国の不動産バブル崩壊のリスクなど議論しているのは笑止だと述

べていた。私は、現在でも、中国では構造的な不動産バブルが続いているのではないかと考

えているが、残念ながら議論をする機会がなかった。
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旦絍改革への教訓

　「フランス・エコノミスト・サークル」の会合の前に、大学生によるスピーチ・コンテス

トがあった。「２０２０年に向け革新せよ」というテーマで学生がスピーチを行い、審査員

が賞を与えることになっている。学生のスピーチは、時折鋭い洞察があり、フランス的知性

を感じさせるものがあった。日本に不足していると言われている、ディベートの良い訓練に

なるのではないかとの印象をもった。

　また、会合に参加した学生は、外国から招聘されたパネリストの世話をするだけでなく、

各セッションで代表質問を行うことになっていた。日本でも類似した国際的な「日本エコノ

ミスト・サークル会合」を開催することにすれば、大学生のみならず大学全体の意識改革に

もつながるのではなかろうか。

※１　日本経済研究センターグローバル長期予測

http://www.jcer.or.jp/policy/concept2050.html#20130531

（日本経済研究センター　理事長）
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新井淳一の先を読む

自民党１強の時代　敵は内にあり

仕事をしない内閣ほど高い支持率が維持される

（林知己夫　数字が明かす日本人の潜在力　講談社）

　

　参院選挙は自民党の圧勝に終わり、政界は自民党１強時代となった。衆参の「ねじれ」も

解消。安倍首相は６年前、自らの失政で招いた「ねじれ」を自分の手で消滅させた。日本の

「決められない政治」の原因が「ねじれ」とすると、その解消は先行きの不安要因を除去し

たことになる。しかし、本当にこれを手放しで喜んでよいのか。圧勝は往々、「内なる敵」

を生み出し、その力を強める。自民党の歴史には圧勝ゆえの躓きが多い。安倍政権にとって

圧勝が「終わりの始まり」になっては元も子もない。ならないための方策は何か。

　理屈の上では、「ねじれ解消」は「政権安定」に繋がる。両院で同一政党が多数派となる

ことで初めて政策実行がスムーズになる。「ねじれ」の６年間、首相はほぼ１年毎に交替と

なった。目玉の政策が国会を通らず宙に浮いてしまったからだ。その間の首相たちが「ねじ

れ」をどれほど悔しく思っていたかの、気持ちは分からないでもない。しかし、選挙の圧勝

でその後の展開の全てがうまくいくかというと、現実はそう単純ではないのである。

　政治の世界では、「選挙」に勝つために「政権安定」に資する方策をとったら「選挙」に

勝てず、反対に「選挙」に勝つやりかたでは「政権安定」はできないという、一種の「ねじ

れ」が存在する。その理由はこうだ。「選挙」の公約では大ざっぱなものが好まれ、細目を

詰めない方が票を集めやすい。これに対し、「政権安定」に必要なものは絶えざる政策の遂

行で、それには詰めが欠かせない。細目が重要なのだ。その「ねじれ」に「内なる敵」が出

てくるのである。

　「内なる敵」の第一陣は「選挙」の段階で投票してくれた人たちだ。選挙では１票を投じ

たもののいざ政策実施となると、それは違うよ、自分にはマイナスだよという人たちである。

政権の安定には彼らを渋々ながらも納得させることが必要だ。対応を間違えれば、不満が高

まる。政権への批判も増大する。そうなると、今度は党内の不満分子が一斉に細目にけちを
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付け始める。「内なる敵」の第２陣である。世論調査の内閣支持率はほとんどの場合、スタ

ート時点が高く時間の経過と共に右肩下がりで落ちてくる。支持率低下は内なる敵の台頭の

裏返しなのである。

　安倍首相は今回の参院選では重要課題について意図的に突っ込んで語らなかった感がある。

原発問題は福島県での演説を例外に他県ではほとんど触れなかった。ＴＰＰ（環太平洋経済

連携協定）もあえて中味なし。秋に判断時期が迫る来年の消費税率引き上げも首相近辺から

は見送りの声も上がったが、首相自身は「経済成長と財政再建の両方の観点から判断する」

と原則論で終始した。自身の思い入れが深い憲法改正論議も街頭では基本的に封印。熱心に

語ったのはアベノミクスの異次元金融緩和と大胆な財政出動により、円安・株高など日本経

済が上向いてきたことくらいである。

　思惑通りこのやりかたは選挙でプラスに働いた。だが、日本を取り戻すという長期の課題

の実現という点では、良かったのかどうか。選挙の気分はそう長続きするものではない。１

０月の臨時国会を首相は「成長戦略実行国会」と命名する。そこでの首相のリーダーシップ

がとてつもなく重くなることはたしかだろう。自民党の族議員や支持団体は思いがけない選

挙の圧勝によって力を増している。古い自民党の復活という声もある。選挙後の記者会見で

首相は「改革から逃げる古い自民党になってはいけない」と声を高めていたが、これが選挙

後の「内なる敵」の台頭を想定した発言であることは間違いない。秋は波乱含みなのである。

　ところで、統計学者で「日本人の国民性調査」などで「ミスター社会調査」と称された林

さんの「仕事をしない内閣ほど高支持率」という冒頭の言葉。反対は「仕事をすれば支持率

は下がる」である。アベノミクスの内閣を「仕事をしない内閣」と言うのかと安倍首相の信

奉者からはお叱りをこうむるかもしれないが、私なりに解釈すれば、こんなことではないか。

　「選挙」の公約は基本的に構想であり、林さんの定義では「仕事をまだしていない」こと。

半面、「政権の安定」に必要な政策内容の詰めは「仕事をする」ことだ。アベノミクスは第

２弾まで発射済み。これは「終わった仕事」である。しかし、アベノミクスの中心の構造改

革などの第３弾はまだ「仕事」とは言えない構想の段階だ。秋の臨時国会でよほど上手に「

仕事」を進めないと、世論調査の黄金律「仕事をすれば支持率が下がる」が適用されてしま

う。それでは困るでしょうという、林さんからの警告と読むべきなのである。
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大事なのは経済だよ、分かっているかい

（元米国大統領のビル・クリントン）

　

　ノーベル経済賞を受賞したポール・クルーグマン氏によると「米国での選挙を左右する圧

倒的に重要な要因は選挙前の３四半期の経済成長率だ」という。日本でこの「法則」が通用

するのか、調べたことはないが、「大事なのは経済だよ、分かっているかい」の方は日本で

も十分通用することは分かる。「選挙の大勝」を「政権安定」と着実な「政策実行」に繋げ

たい安倍政権が参考にすべきなのは、ビル・クリントンのこの言葉、「大事なのは経済だよ

」路線を明確にすることではないか。外交、防衛、憲法・・・。歴史的大勝利の選挙の後だ

けに安倍内閣が今後、進みうる分野は広く、可能性も大きい。だが、ここはあえて経済再生

に当面は重きを置くべきではないかということなのである。

　憲法改正はご自身の信念でもあり執着が残るだろうが、この際、それを棚上げして当面は

経済に特化する。それが日本のためにも安倍政権の長期化のためにも近道だと思うが、どう

だろうか。幸か不幸か、今回の圧勝でも憲法改正に前向きな自民、維新、みんなの党の議席

は合計しても改正発議に必要な１６２議席には達していない。経済第一路線の選択はむしろ、

現実的な選択といってよい。

　幸い、安倍首相自身も当面の優先課題は「１５年にわたるデフレからの脱却である」と述

べている。正しい選択だろう。それだけに秋の成長戦略の詰めが大事になるのである。成長

戦略の柱は大胆な規制緩和とＴＰＰだろう。規制緩和の対象には混合診療や解雇ルールの緩

和などこれまでの自民党政権の中で改革が難しく岩盤規制といわれたものも含まれ、ＴＰＰ

では農業が焦点だ。参院選では日本医師会や農業団体などの支持もあって比例代表に組織内

候補が多数送り込まれた。規制緩和反対、ＴＰＰ反対を唱えているものもいる。選挙が終わ

ったから支持団体を刺激するテーマへの切り込みが可能になるといってもこうした「内なる

敵」を説き伏せるのは至難のことだ。反対派を抵抗勢力といって切り捨てた小泉元首相のよ

うな荒業も必要になるかもしれない。

　経済優先となると、企業減税は単なる投資減税ではなく法人税の実効税率の引き下げでは

ないか。消費税率の引き上げは予定通り８％からが筋だろう。８％を省略すると、市場から

は財政再建からの逃避と見られる。国債価格の暴落と大幅金利上昇。アベノミクスの崩壊だ。

原発は十分すぎるほどの安全策の確保で再稼働というところか。株高の影響で公的年金は運

用益が大幅改善だが、それで改善の手を抜いたのでは元も子もない。　失われた２０年の脱

却、エネルギー価格の安定と原発の安全性確保、ＴＰＰへの参加と食糧自給、暮らしの安心
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・安定と社会保障制度の持続性。あちら立てればこちら立たず。日本が抱える経済課題の解

決にはあきらかに「ねじれ現象」と見られるものが存在する。政治の「ねじれ」はなくなっ

ても経済分野での「ねじれ」はまだ解消していない。それを上手にバランスをとって成功さ

せることが参院選圧勝に託された安倍政権の役割なのである。

　自民党の経験則から言えば、選挙での圧勝は必ずしも政権の安定に連結していない。過去

２０年を例にとると、国政選挙で自民党が歴史的大勝したのは、１９８６年の中曽根内閣に

よる衆参同日選挙と２００５年の小泉内閣による郵政民営化をめぐる衆院選挙の二つであろ

う。この二つのケースとも圧勝が政権の安定に寄与したわけでなく、むしろ、不安定化して、

勝利から１年余でともに首相は退陣を余儀なくされている。中曽根政権の場合、同日選以降、

行革の目玉だった国鉄分割民営化だけは実現したが、売上税の導入や教育改革に失敗、党内

には中曽根降ろしが吹き荒れた。小泉政権の場合も同様。郵政改革の是か非かで造反した議

員の選挙区に刺客候補を送る劇場型選挙だったが、勝利後は郵政民営化が実現したものの、

レイムダック化し、０６年秋、任期満了で首相辞任となった。

　大勝利の安倍政権が先輩たちと同じ道をたどるかどうか、これは誰にも分からない。元々、

前二つの政権は大勝利の時点で既に長期間政権を続けていた。２度目の首相就任と言っても

発足後１年にもなっていない安倍政権とは、勢いも置かれた立場も違う。しかし、ちょっと

かじ取りを間違えれば、どんな政権だって大勝利が政権の「終わりの始まり」になる危険性

あるということなのである。

　安倍政権は世論を追い風にコトを運ぶことが大切だ。追い風を利用できる絶好のポジショ

ンにある。支持率という神の手との勝負だから簡単ではないが、「勢いは力」で「内なる敵」

を粉砕する手がある。安倍内閣は前回もスタート時点では７割を超す支持率を集めたが、半

年あまりで５０％割れ。今回は円安・株高もあって発足８カ月、高い水準を維持している。

しかし、これだけは正直に言って水もの。支持率を落とさない方策は秋の「成長政策実行国

会」で首相自身の本気度を国民にきちんと見せること、つまりは「大事なのは経済だ、分か

っているかい」の徹底なのである。成長戦略の全貌が今年中に見えるように仕上げる。これ

が最低ラインではないか。それが可能ならば、次の参院選までの政権持続の道が見えてくる。

その期間は３年、憲法改正はそこで勝負するがよいと思う。

（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

あらためて「参議院」を考える

　去る７月２１日、第２３回参院選が行われた。結果は大方の予想通り自民・公明の与党圧

勝となった。これに対し民主党は獲得議席わずか１７と歴史的な惨敗。その他の野党も、共

産党を除いて精彩を欠いた。最大のポイントは、これで参院でも与党が多数を占めることと

なり、衆参の「ねじれ」が解消することだ。それによる新しい政局の動きが注目される。し

かしそうした議論の前に、改めて「参議院」というものが抱える基本的な問題を考えておく

必要があるのではないか。筆者も２００４年の参院選を戦い、２年間だけではあるが参院議

員を務めたことがある。こうした経験も踏まえ、この際参院のそもそも論を考えたい。

参院の存在意義とは

　まず、今回の選挙結果の概要を整理しておこう。改選議席１２１（選挙区７３、比例区４

８）のうち、自民は６５、公明は１１を確保し、結果的に非改選を合わせて、全２４２議席

中与党が１３５議席（自民１１５、公明２０）を占めることとなった。これは、全常任委員

会の委員長と委員の過半数を確保できる、いわゆる「絶対安定多数」を確保するものだ。選

挙戦でとりわけ注目されたのは、選挙区（いわゆる地方区）のなかで３１ある「一人区」の

結果だった。３１のうち、自民党は２９選挙区で勝利した。さらに今回の参院改選では比例

区（いわゆる全国区）の議席が４８あるが、このうち自民は１８議席、公明は７議席を得た。

もっとも比例区における自民党の得票率は３４．７％であり、この数値自体は２００１年の

小泉旋風時の３８．６％などと比較して決して高い訳ではなかった。ただ選挙結果を見る限

り、国民は衆参のねじれを解消して安定した政策運営をできるような体制を望み、それを与

党に与えたことになる。

　さて、選挙はこのような結果になったが、参院そのものの問題点としてどのような問題が

あるだろうか。以下では二つの視点から検討したい。第一は、衆院という一つの議会が存在

する中で、さらに参院を設けることの意味は何か、という基本問題だ。この点はメディアで

もしばしば取り上げられるが、実はそれ以上に参院における議論のなかで話題になる問題だ。
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衆院のように解散がなく、任期も６年と長いことから、じっくり腰を据えて政策と立法に専

念できるはず…だから「良識の府」といった表現が参院関係者自身からなされることも多い。

問題は、現状でそうした役割が果たされているかどうかだ。（予算ではなく一般の）法律は、

衆院から議論しても参院から議論してもよい。しかし現実問題として、多くの法律は衆院か

ら議論された後に参院に送付され、かつ審議時間は参院の方が圧倒的に短い。政策に特化し

て専門的な議論をするなら、むしろ衆院より長くてもおかしくないはずだが、現実は全く逆

だ。質的にも、衆院での議論をさらに深めた内容になっているかと問われると、極めて厳し

い評価をせざるをえないだろう。

　唯一参院らしい特徴を見出だすとすれば、衆院が予算員会での審議を重視するのに対し、

参院は決算委員会での議論を重視する、ということだ。しかし現実問題として、これから税

金をどう使うかという予算の議論に比べ、すでに使ってしまった税金の使い道に関する議論

は、政治的な盛り上がりを欠く。決算の重要性は確かに大きいが、現状の決算審議で参院の

存在感が充分示されているとは言い難い。二院制そのものの意義が問われている。

専門性をどう確保するか

　第二の視点は、第一の参院の存在意義とも絡むが、参院議員の専門性をいかに確保するか、

である。現状の参院選は、都道府県という行政空間を単位とした選挙区（地方区）と、比例

区（全国区）の２種類について行われる。しかし、このような行政単位での選出は政策専門

家を選び出すために適切なものかどうか、大いに疑問がある。現実に、衆院選で落選したた

めに参院選に立候補したという人材が、少なからず存在している。これは、衆院選と参院選

地方区とは、選挙活動の単位が重なることによっている。

　一方で比例区は、日本全体という広い範囲が選挙区になる。そのため、ここで有利になる

候補者は次の二通りに限られる。一つは、全国的な支持基盤を持つ組織に支えられた候補、

もう一つはテレビなどで顔が知られた有名人タイプの候補者だ。残念ながら、前者はどうし

ても特定の利益を代表する「族議員」的な要素を帯び、後者は「タレント議員」的な色彩を

帯びる。どう考えてもこれでは、政策の専門性を有する人材を参院に集めるということが難

しくなる。

　この解決策について理論上は、いくつかの考え方が存在する。例えば、都道府県といった

物理空間による選挙区ではなく、経済専門家の枠で１０人、社会保障の専門家の枠で１０人、
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といった具合に専門家の「バーチャルな選挙区」を設定することだ。現状から考えると突拍

子もない主張かも知れないが、そもそも衆院とは別に参院を設けるのであれば、そうした大

胆な発想があってよい。人口構造の変化を念頭に置くなら、年齢別の選挙区（たとえば３０

代で１０人、４０代で１０人、……６０代で１５人など）もありうる。そうすれば、世代間

で投票率が異なることによって政策にバイアスがかかる、という批判にも応えられる。

　参院の問題、とりわけ選挙の問題点としてもう一点注目されるのは、被選挙権が３０歳か

らという高い年齢になっていることだろう。衆院の２５歳より高く設定されている。この点

は、アメリカ大統領の被選挙権３５歳、おなじく上院議員３０歳と比較して大きな差はない。

しかし、衆院と参院の役割分担が不明確な日本において、参院選の被選挙権年齢についても、

議論の余地はある。

　いずれにしても、参院の役割を明確にしたうえで、それにふさわしい議員を選ぶことが求

められる。今後とも二院制をとるかぎり、衆参のねじれは起こりうる。そうした時にもそれ

なりの国会運営ができるよう、参院の根本的な制度設計と改革を進める必要がある。以前の

このコラムでも述べたが、日本の場合参院を徹底して「第二院」として位置づけ、あくまで

も衆院の補完的な役割に徹することが必要かも知れない。例えば衆院と参院の意見が異なる

場合は参院を明確に優先させること……。イギリスの“ソルズベリーの合意”なども参考に

なる。一方で専門的な議論を通してその存在感を社会が認知するような環境を作ることが必

要である。

　参院選は終わったが、参院改革はまだ始まってもいない。

（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

成長産業としての農林水産業を考える―

「６次産業化」の概念を明確にせよ

彔待を集める農林水産業

　地域の再生にとって、農林水産業が重要な役割を果たすことは間違いない。これには二つ

の理由がある。一つは、農林水産業は地域密着型だということだ。農業を営むには農地が必

要であり、林業には森林が必要であり、漁業には海が必要である。製造業のように、どこか

で集中して生産して、それをばらまくというわけにはいかないし、サービス業のように需要

者の方が集まってくるというわけにもいかない。ほとんど必然的に農林水産業は地域資源活

用型の産業となるのだ。

　もう一つは、農林水産業は成長の余地が大きいと考えられていることだ。この点は、私が

主査を務めた日本経済研究センターの『地域から考える成長戦略研究分科会２０１２年報告

書』に収められた、岡本義行法政大学教授の「農林水産業の知識・技術利用で地域再生・活

性化を」（同報告第１章）に詳しいが、特にヨーロッパの先進諸国では、日本以上の高賃金

を払いながら農林水産業が高い国際競争力を保持し、有力な産業となっている。それだけ高

い付加価値水準を実現しているからである。同じことが日本でも可能だとすれば、日本の農

林水産業の成長余力はかなり大きいということになる。

　６月に発表された安倍政権の「成長戦略」（日本再興戦略）でも農林水産業は成長産業と

して大きく位置づけられている。具体的には「日本は、優良な農地や豊富な森林・海洋資源

に恵まれ、多くの面で比較優位にある」とした上で、今後は「農林水産業を成長産業にする」

と述べ「今後１０年間で６次産業化を進める中で、農業・農林全体の所得を倍増させる」「

２０２０年に６次産業の市場規模を１０兆円とする」といった目標を掲げている。

　意欲的な書きぶりであり、その通り実現すればいいとは思うが、本当に大丈夫だろうか。

私は、かねてから、日本の農林水産業の議論には経済論理的な視点が欠けており、それが「
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立派な計画を作ってはみるものの、いつまでも農林水産業が衰退産業であり続ける」一つの

原因ではないかと考えてきた。そこで、今回の成長戦略を経済的な視点でチェックしてみよ

う。

成楮戦略を経済論理で吟味すると

　前述の成長戦略の記述について、私には次のような疑問がある。

　第１は、「比較優位」という考え方についてである。戦略は、日本の農林水産業には比較

優位があるのだが、それが十分発揮できなかったと認識しているようだ。確かに、日本の美

しい農村、緑豊かな森、海に囲まれた島国といったことを思い浮かべるととそう言いたくな

る気持ちはよく分かる。

　しかし、ここで言う比較優位は「物理的な環境」に偏している。国際競争の中で農林水産

業が成長産業になるためには、技術革新、機械化などの合理化が不可欠であり、農地・森林

・漁場があるから比較優位を発揮できるわけではない。むしろ、戦後一貫して日本の農林水

産業が産業構造上の地位を低下させてきたことは、「日本の農林水産業には比較優位がなか

った」といった方がいいだろう。

　農林水産業が歩む道は厳しい。簡単に「比較優位があるはずだ」と考えるのは、かえって

これから必要な血の滲むような努力の必要性を認識することを難しくしてしまうのではない

か。

　第２は、「農業・農林全体の所得を１０年間で倍増する」という目標である。これについ

ては、「何を倍増しようとしているのか」が曖昧である。仮に農林水産業全体の所得だとす

ると、この目標を実現するためには毎年所得が８％成長する必要がある。日本全体の成長目

標が名目３％なのだから、率直に言えば、誰もが高すぎて到底実現は不可能だと考えるだろ

う。

　「農林漁業従事世帯当たり」または「従業者一人当たり」であればまだ分かる（それでも

厳しいが）。農林水産業を大規模化、合理化、機械化することによって、農林漁業に従事す

る世帯、従事者数を減らすことができれば、世帯当たり、一人当たりの所得は全体の成長率

以上に伸びる可能性が出てくるからだ。
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　いずれにせよ、あまりにも夢のような目標を示すことは、かえって戦略の信頼性を損なう

ことになるのではないか。

　第３は「６次産業化」という概念をどう考えるかである。私が理解するところでは、「６

次産業化」というのは、例えば、農業の場合、農家（または農村地域）が加工・販売に乗り

出すというイメージである。農業（第１次産業）、加工部門（第２次産業）、販売（第３次

産業）を足すと６次産業になるというわけである。

本当に重要なことは付氵価値を高めること

　これについては、私自身も宮城県石巻市で、漁業者が共同で設立した「ＯＨガッツ」とい

う企業のメンバーの方から話を聞いたことがある。この企業は、メンバーが生産するホタテ、

カキ、ホヤ、ワカメなどを、年会費を納めたオーナーに直送するという仕組みを作って成功

している。海産物を採取するだけでは漁業者に落ちる付加価値は小さいが、最終販売まで手

掛けることによってより大きな付加価値を手にすることができる。

　ただし、ここで注意しなければならないのは、単に、それまで市場や加工業者が担ってい

た機能を漁業者が担うだけでは、単なるパイの取り合いになってしまうことだ。取り合いど

ころか、パイそのものが減る可能性さえある。農林水産業と製造業、小売業はそれぞれの専

門性を生かした分業なのであり、その分業を崩せば、効率が低下してしまう可能性があるか

らだ。

　石巻の場合は、単なるパイの奪い合いではなく、産地直送という形態を取ることによって、

石巻にとっての新たな需要を開拓したからこそ成功したのである。

　要は、農林水産業及びその関連分野で付加価値を増やせばいいのであり、それを達成する

には、現在の分業をそのまま生かして、より海外販売に力を入れる（１次産業特化型）、農

村での加工部門に力を入れる（１次産業プラス２次産業型）、ネットを通じて消費者と生産

者を結ぶことによって販売を促進する（１次産業プラス３次産業型）など多様な形態がある

はずだ。

　「６次産業化」というスローガンは、分かったようで分からない部分が多く、多くの人が
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ばらばらのイメージを持っている可能性がある。その概念が曖昧なままで、「市場規模を１

０兆円にする」といった目標を掲げるのは、あまり経済論理に即しているとは言えないよう

に思われる。

（日本経済研究センター　研究顧問）
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大竹文雄の経済脳を鍛える

大卒者は過剰なのか？

技術衔新で大卒者の需要が増えるのか

　大学や大学生が多すぎるという議論が、しばしばなされる。本コラムでも、この問題を２

０１２年１１月　「大学（生）が多すぎる」で取り上げた（文末注１参照）。そのコラムで

は、労働経済学者の多くは、高卒者よりも大卒者を必要とするような技術革新が発生したと

考えている。そのような技術革新が大卒労働者に対する需要を増やしたが、大卒者の増加が

それほどでなかったアメリカでは学歴間賃金格差が拡大した。一方、同時期に大卒者が増加

した日本では学歴間賃金格差が拡大しなかった。それが、労働経済学者の標準的な理解であ

る。

　しかし、それでも、大卒者が多すぎるのではないか、という意見が多い。世界各国でも、

かつて高卒者がしていた職業に大卒者が就くようになってきている。一つの理由は、高卒者

がしていた仕事であっても内容が高度になって大卒者でないとできないからだ、というもの

だろう。ところが、仕事の内容が本質的に変化していないような場合でも、大卒者が高卒者

の仕事に就く場合もある。

　その典型的な例が、学歴限定の公務員採用の事例だ。２００４年から２００７年にかけて、

青森市、尼崎市、大阪市、横浜市などの地方自治体で、高卒者枠の公務員募集に、大卒者が

高卒であると学歴を詐称して応募し、採用されていたことが問題になった。そのような職員

に対しては、停職や懲戒免職といった処分がなされた。また、最近、韓国でも大企業や国有

企業の高卒枠の求人に大卒者が応募し採用されていることが、２０１３年７月１５日の朝鮮

日報で報道されている。この事例は、高卒という学歴で十分だと判断される仕事であっても、

大卒者が就くという事例が増えていることを意味している。

　このような事態は、日本や韓国に限られた話ではない。アメリカでも問題になっている。

このような大卒者が高卒向けの仕事をすることが増えてきたというのは、技術革新が大卒者
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への需要を増やしてきたというトレンドが変化したのだろうか。

２０００夨代アメリカでは高学歴人材の需要が減少

　このような疑問に答えているのが、ブリティッシュ・コロンビア大学のＢｅａｕｄｒｙ教

授らの研究である（文末注２参照）。彼らはコンピューターの発達によって必要となった高

学歴者に対する需要は、フローというよりもストックとしての側面が大きかったと指摘する。

コンピューター関連のシステムを設計する際には、そのための人的資本が急激に必要となる。

しかし、一度、コンピューター関連のシステムが出来上がれば、その後、必要になってくる

人材は、システムを維持するための人数しか必要ではなくなる。ＩＴ革命が一段落した後、

高学歴者に対する需要はＩＴ革命の前より増えるが、システム構築の投資時期に比べると減

少することになる。アメリカでは２０００年代に入って、高学歴人材に対する需要が減少す

る局面に入っていると彼らは指摘する。

　高学歴者の需要増に応じて増えてきた高学歴者の供給は、必要なストックが満たされたの

で、２０００年代に入ってから過剰となった。過剰になった高学歴者は、それまでより低学

歴の人がしていた仕事に就くようになった。押し出された低学歴の人たちは、より低い学歴

の人たちが就いていた仕事に就くようになった。そのため、一番低い学歴の人たちは、労働

市場から退出を余儀なくされたという。このような調整は、高学歴者の供給が減少するか、

新たな技術革新で再度、高学歴者が必要になることが発生するまで続くことになる。

　確かに、そういう側面はあるかもしれない。アメリカのように急激なＩＴ革命を経験し、

ＩＴ技術者・認知能力の高い労働者の不足、それにともなう急激な賃金格差の上昇が発生、

高学歴者の供給増と供給超過が後に続くというＢｅａｕｄｒｙ教授らの説明はシンプルであ

るとともに説得的である。

大卒者が高卒者の仕事をする理由

　しかし、大卒者が高卒者の仕事をするようになってきたという現象は、著者たちも指摘し

ているが、他の説明も可能なように思える。

　第一は、かつて中卒者・高卒者がしていた仕事であっても、仕事の中身が変化してきてい
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る可能性である。理容師、美容師やタクシー運転手という仕事は、技術的には何も変化して

いなくても、お客さんの学歴が高くなれば、接客にあたってより高い学歴がないと会話がな

りたちにくいかもしれない。また、同じように見える仕事であっても、より高度な知識が要

求されるようになっているかもしれない。

　第二に、技術革新で新たに必要となった能力は、ＩＴスキルの高さというよりも、対人サ

ービス能力やビジネスのアイデアを考える能力といったＩＴと補完的な能力一般である。し

かし、現在の大学教育によって育成される学生が、こうした能力をもった学生ではなく、Ｉ

Ｔと代替的な能力をもった学生が多いのだとすれば、大卒者が現在不足している仕事に就け

ず、かつて高卒者がしていた仕事に就くということも説明できる。この点が、「人間力」や

「人間性」の育成を教育において重視すべきだという意見の背景にあると想像できる。

　第三に、技術革新によって本来もっと高学歴者に対する需要が伸びると予想されて、その

分供給が増えたにも関わらず、社会や企業におけるＩＴに対応した組織改革が遅れているた

めに、一時的に高学歴者の供給が過剰になっているという可能性もある。

「課題先進天」で必要な人材

　私自身は、日本では、技術革新が一段落して、決まりきった仕事をする人たちの需要が復

活するというよりも、普段とは違う事態に対応できるタイプの人材が不足しているように思

う。というのは、ＩＴ革命に加えて、先進国の事例や企業の前例を学んで、それを応用する

という仕事の方法では対応できない、「課題先進国」になってきたという日本の特性がある。

長期間続いているデフレにしても、少子高齢化にしても、外国で参考になるような事例はな

い。既にあるものを学んで応用するという姿勢だけでは、対応できないのである。このよう

な時代には、課題に対して、自ら解決策を考えていくという研究者の能力に似た能力が多く

の人に望まれているのではないだろうか。アメリカは、以前から課題先進国という側面をも

っていたので、この部分の人材の必要性は変わらず、ＩＴ革命の影響が重要であるかもしれ

ない。しかし、日本は、ＩＴ革命の影響に加えて、課題先進国に入ってきたという影響も大

きいはずだ。

注１：　「大学（生）が多すぎる？」（２０１２年１１月２０日）

http://www.jcer.or.jp/column/otake/index517.html

注２：　Ｐａｕｌ　Ｂｅａｕｄｒｙ，　Ｄａｖｉｄ　Ａ．　Ｇｒｅｅｎｙ　＆　Ｂｅｎ　Ｓ
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ａｎｄ　“Ｔｈｅ　ｇｒｅａｔ　ｒｅｖｅｒｓａｌ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｄｅｍａｎｄ　ｆｏｒ

　ｓｋｉｌｌ　ａｎｄ　ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ　ｔａｓｋｓ，”　ＮＢＥＲ　ＷＰ　＃１８９

０１，　２０１３

（日本経済研究センター　研究顧問）
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齋藤潤の経済バーズアイ

金融緩和の波及状況を点検する

【長期金利上昇に対する考え寿】

　長期金利の先行きについて関心が高まっています。昨年末以来低下していた長期金利が５

月に急上昇を示したのがきっかけです。このまま長期金利の上昇が続くと、せっかく改善の

動きが見えてきた景気に水をさすのではないかという懸念が生じてきたのです。

　ある見方からすると、長期金利の上昇は日銀によってある程度コントロールができるはず

なので、上昇を抑え込むべきだということになります。例えば、金利上昇をみせたゾーンの

国債をもっと購入すれば抑えられるのではないかというわけです。このような見方は、国債

市場は年限ごとの市場に分断されており、その市場ごとに形成される金利は需給で決まると

いう「市場分断仮説」に基づいていると考えられます。

　しかし、別の見方からすると、長期金利は、裁定によって同じ期間内に予想される短期金

利の平均によって決まります。したがって、長期金利に対して国債の売買を通じて影響を及

ぼすことはできないことになります。もし影響を及ぼせるとすれば、それは短期金利の先行

きに関する予想を変更させたときに限られます。このような見方は、「期待理論」と呼ばれ

ています。

　また、後者の見方によれば、年限が長くなれば長くなるほど、長期金利は均衡金利に収斂

していくことになります。この場合の均衡金利は、均衡実質利子率と均衡インフレ率とリス

クプレミアムの和に等しく、定常状態における名目成長率とも密接な関係を有すると考えら

れます。このことからすると、５月の長期金利の上昇も、期待インフレ率の上昇によっても

たらされたという可能性もあることになります。

【イールドカーブとインプライド・フォワード・レート】
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　そこで、実際の長期金利の動きを見てみましょう。図表１（文末参照）は、国債の年限ご

との金利水準をイールドカーブとして示したものです。また図表２（文末参照）は、それか

ら求められる１年物金利（インプライド・フォワード・レート；ＩＦＲ）の動向（横軸の年

後の１年物金利の水準の予想）を示しています。さらに、図表３（文末参照）は、１０年後

までのＩＦＲが、昨年１１月末を基点にしたとき、その後どれだけ変化したかを表していま

す。これらを見ると、次のようなことが言えます。

【トランスミッション・メカニズムの点検】

　イールドカーブをみる限り、マーケットは緩やかな回復を見込んでいるようですが、果た

して経済はそうした方向に向かっていくのでしょうか。ここでは、金融政策の効果を確認す

る観点から、トランスミッション・メカニズム（金融政策の効果を経済に伝播させる仕組み）

を点検してみましょう。一般に、量的・質的金融緩和のトランスミッション・メカニズムと

しては、①長期金利の低下効果、②ポートフォリオ・リバランシング効果（リスク資産の取

得促進効果）、③期待の転換効果、が考えられていますが、以下では特に②のポートフォリ

オ・リバランシング効果に着目して、点検してみたいと思います。

　日本銀行は、現在、大量の長期国債の購入を実施していますが、その大部分は銀行からと

思われます。したがって、ポートフォリオ・リバランシング効果の発現も銀行が起点となる

はずです。そこで、民間金融機関のバランスシートを、図表４（文末参照）で見てみましょ

う。

　これをみると、量的・質的金融緩和によって現金預け金（日銀当座預金を含む）が増加し

ていますが、それと並行して確認できる主な変化は、長期国債の減少だけです。貸し出しや

外国証券も増えていますが、それは以前からのトレンドの延長線上にあり、特に質的・量的

金融緩和を境に大きく変わったようには見受けられません。これをみる限り、銀行自身にお

いてポートフォリオ・リバランシング効果が発現したようには見えません。

　日銀当座預金残高が増加していることは、日銀がマネタリーベースの増加幅に目標を置く

ようになった以上、当座預金残高の増加をどこかの銀行が保有しなければならないので、当

然の結果と言えます。同時に、日銀当座預金に付利がされるようになっており、利子を稼げ

ることになっていることも大きいように思います。
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　他方、長期国債の保有を減少させたのは、政府債務残高が増加を続けるなかで、金利上昇

リスクを軽減する必要があったからだと考えられます。その意味では、国際通貨基金（ＩＭ

Ｆ）の言うように、銀行は日銀による長期国債の買い入れというチャンスを活かしてリスク

を軽減し、「三本の矢を放つ弓」としての金融システム（ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ｓｅｃｔｏ

ｒ　ａｓ　ａ　ｂｏｗ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　“Ｔｈｒｅｅ　Ａｒｒｏｗｓ”）の強化を図って

いると言えます。

【マネーストックの動向】

　貸し出しが増加しないということは、信用創造を通じてマネーが増加するようなメカニズ

ムは働きにくいことを意味します。実際、マネーストックの動向を図表５（文末参照）でみ

ると、Ｍ３の伸びは緩やかに伸びてきてはいますが、まだ前年比３％程度に止まっており、

大きな伸びとはなっていません。

　この背景には、金利が低下したことによって企業が貸し出しに代えて株式や社債による資

金調達にシフトしたことの影響もあると考えられます。これは、その限りでは、金融緩和の

効果の一環として歓迎すべきことです。しかし、金融緩和に通常期待されるように、資金の

供給によって経済活動が活発化していると言うのには、まだ伸びが低いというのが現状です。

【ポートフォリオ・リバランシング効果を強化するためには】

　銀行の長期国債の保有額は、３月から５月（データが取れる直近）にかけておよそ１５兆

円減少しましたが、同時期の日銀による長期国債購入額もほぼ同額でした。このことは、日

銀は、直接（日銀がマーケットから）・間接（日銀が銀行から購入するが、銀行がそれを補

てんするためにマーケットから購入する）のいずれの面においても、マーケットから国債を

購入していないことを意味します。言い換えますと、金融緩和の効果が銀行外にはあまり波

及しないような結果になっているのです。このことは、銀行を起点にした金融緩和の限界を

表しているように思えます。

　もしポートフォリオ・リバランシング効果を高めるのであれば、国債を主に銀行から買い

入れるのではなく、もっと市中から買い入れるようにすべきではないでしょうか。そうすれ
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ば、直接マネーサプライを拡大させる効果が期待できるだけでなく（イングランド銀行はま

さにそれを企図しました）、そこを起点としたポートフォリオ・リバランシング効果も期待

できるように思います。また、銀行外の主体の国債保有には制約があることから（日本では

国債の５割程度を中央銀行と国内銀行・中小企業金融機関等が保有しています）、銀行外か

らの買い入れも国債主体にするのではなく、より広範な資産の買い入れを行うように工夫す

べきでしょう。それによってポートフォリオ・リバランシング効果も一層強化できるように

思います。

（日本経済研究センター研究顧問）
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小島明のＧｌｏｂａｌ　Ｗａｔｃｈ

メイド・イン・ＵＳＡの復活と日本企業

の弱気

　参院選挙が自由民主党の圧勝で終わった。国政選挙は２０１６年の参院選挙まで予定はな

く、日本の政治が久しぶりに選挙を意識した「政局政治」から離れ、安定した政策を議論で

きる状況を確保した。ポスト参院選挙の最大の焦点はアベノミクスにおける３本目の矢であ

る成長戦略・構造改革のスピーディかつ実効のある推進であり、アベノミクスで再び日本を

注目しだした世界の関心もまさに、この成長戦略の行方に集中している。

　異次元の金融緩和政策と機動的財政政策という名の需要刺激型財政拡大は、成長戦略・構

造改革が実行され効果を生むまでの時間稼ぎの政策である。アベノミクスをめぐっては最初

から反対で副作用にばかり注目する向きと、副作用を軽視し成果ばかりを期待する賛成論の

両極に分かれているきらいがある。だが注視すべき現実は、ねじれ国会と政局中心で決めら

れない政治が長く続き、さらに新しいビジネスモデルの構築がなかなか進まない「決められ

ない経営」も重なった結果、もはや副作用のない特効薬がなくなっているということである。

それと同時に、安倍晋三首相自身もアベノミクスの「１丁目１番地」と称している成長戦略、

規制改革を含む構造改革、つまり３本目の矢を断固として推進できなければ、現在生まれて

いる期待の空気も失望に転じ、世界的な「日本売り」、政府債務危機をもたらしかねない。

　アベノミクスを前向きにとらえている国際通貨基金（ＩＭＦ）や経済協力開発機構（ＯＥ

ＣＤ）など国際機関の評価もすべて成長戦略・構造改革、財政健全化を大前提にしたもので

ある。

　その大前提が満たされるかどうかについて見方が分かれる。１つは参院選挙に結果、自民

党がそうした構造改革を進めやすくなるという見方であり、もう１つは選挙のために抑えら

れてきた既得権グループが一斉に遠慮のない要求をしだし、既得権を支えている各種の規制

の放棄に表立って抵抗するようになり改革全体が骨抜きになるとの見方である。
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米国を覚醒させた”Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ａｍｅｒｉｃａ”

　最近、１９８９年に出版された米マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）の「産業生産性調

査委員会」による報告書、“Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ａｍｅｒｉｃａ”の翻訳者でありイノベーシ

ョン経営研究所の社長である依田直也氏に会った。同氏は高分子合成化学、有機化学の分野

で多くの特許を持ち、東レ経営研究所の社長も務めたこともある。あらためて同書（１９９

０年、草思社）を開いてみた。後知恵であるが、同書は米国産業界と政府を覚醒させる触媒

となり、その後の企業の経営革新と政府の政策革新を促した歴史的な意義を持ったことが理

解できる。

　ＭＩＴ産業生産性調査委員会は電気工学のＭ・Ｌ・ダートウゾス教授を委員長とし、経済

学のＲ・Ｍ・ソロー、原子力工学のＲ・Ｋ・レスター、政治学のＳ・バーガー、物性科学の

Ｈ・Ｋ・ボーエンの各教授などＭＩＴのさまざまな専門分野の権威で構成し、米国の経済・

産業の再生を期して日米欧の８分野の産業（製造業）について２年間にわたって各国企業を

訪問、数百回に及ぶインタビューを実施してまとめあげた報告書である。政府は全く関与せ

ず、ＭＩＴの自主的な学際的な調査・研究である。

　１９８０年代末といえば米国産業が日本に追いぬかれたとし、日本脅威論が盛り上がって

いた時期である。だが、当時に米国産業界の空気は、米国産業が日本に対して劣勢なのは日

本の政策、慣行、企業経営等が「不公正」なためであり、公正な競争をすれば米国企業が日

本に負けるはずがない、というものだった。そのため米国の企業は市場である日本に来て経

営努力をするより、ワシントンに行って米政府に日本の不公正慣行を是正させる交渉をする

ように圧力をかける傾向が強かった。１９８９－９０年の日米構造協議（ＳＩＩ）がその象

徴だった。

　ＳＩＩはＳｔｒｕｃｔｕｒａｌ　Ｉｍｐｅｄｉｍｅｎｔｓ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｖｅの略で

ある。直訳すれば「構造障壁に関する主導権」、つまり「公正なビジネスを阻害している日

本の状況を米国が主導権を発揮して是正するための交渉」という意味である。エズラ・ボー

ゲル氏の弟子の第１号であるリチャード・ダイク氏（テスト技術研究所株式会社代表取締役）

は「日本は島国根性だが、米国は“大陸根性”ですべて自分が正しい、問題が生じると相手

に原因があると思う傾向がある」と指摘するが（２０１３年７月１７日の「日本に根付くグ

ローバル企業研究会」主催のシンポジウムでの発言）、同氏はまた「それでもＭａｄｅ　ｉ

ｎ　Ａｍｅｒｉｃａ報告などで、米国企業も海外の競争相手からも学ぶようになった」とも
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言う。

　米国の長期的な経済停滞、あるいは長期的な下降トレンドはこの報告が発表された２年後

の１９９１年に大底をうち、以後史上最長の経済拡大を実現した。米タイム誌は２０１３年

４月２２日号で「メイド・イン・ＵＳＡ復活」特集を組んでいる。

　これとは対照的に、同報告の発表時に日本はバブル景気のピークにあり、「日本モデルが

勝利した。米国からはもはや学ぶことはない」という傲慢な発言が経済界から飛び出した。

そして米国経済が大底を打った１９９１年に日本のバブル景気が崩壊し、以後長い経済停滞

を続けた。

小倉昌伂の企業家魂

　ＭＩＴの　“Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ａｍｅｒｉｃａ”報告からちょうど１０年たった１９９９

年、宅急便（宅配便のヤマト運輸の商標名）という革命的なサービスを創造した小倉昌男氏

が経営書を出版した（『小倉昌男　経営学』日経ＢＰ社）。同氏は２００５年逝去されたが、

同書はいまも広く読まれ、すでに４０刷り前後になっている。小倉氏が注目されるのは強靭

な企業家魂であり、それにより堅固な規制官庁と闘い抜いて宅急便のビジネスモデルを自力

で確立したことである。事業を妨げる規制の見直しを求めての行政との闘い、とりわけ当時

の運輸省との闘いは企業家魂を実感させ、印象的である。

　小倉氏が同著でとりわけ強調するのは戦略的思考と、攻めの経営、行政に頼らぬ自立の精

神などである。「戦術は日常の営業活動において競争に勝つための方策であり、戦略は経営

目標を実現するために長期的な策略である。ものごとにはすべて、メリットとデメリットが

ある。社員を減らせば人件費は減るが、経営力は落ちる。経営はトレードオフの連続だ」「

攻めの経営が大事であり、守りに経営ではジリ貧になる。経営者に最も求められているのは、

起業家精神である」。

　コマツの相談役・特別顧問の坂根正弘氏の発言には重みがある。「日本の製造業が何でこ

んなに自信をなくしているのか。それが私の最大の疑問。日本の一番深刻な問題は、民間が

生産能力や労働力といった供給面の調整を限界に達するまで先送りしてきたことです」「規

制緩和が足りないと政治に文句を言っても始まらない。ヤマト運輸が宅配便を築いたように

規制の壁に自ら穴を開け、火薬をつめて発破をかけなければ物事は動かない」（２０１３年
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７月１８日付け朝日新聞でのインタビュー）。

　６月１４日に発表された政府の「日本再興戦略」には「新陳代謝」という言葉が１０数回、

イノベーションという言葉が３０回余り出てくる。

　ポスト参院選の日本の課題は、政治も行政も企業も、そして個人もさまざまな形でのイノ

ベーションを求められる。従来の延長線上には解答はない。護送船団方式の経営は、守りの

消極経営であり、先行き船団全体が消滅してしまう。リスクに背を向けることによるリスク

はリスクに挑戦するリスクよりはるかに大きく、またそれは将来に背を向けることでもある。

（日本経済研究センター参与）
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深尾光洋の金融経済を読み解く

金融危機、財政危機、通貨危機

―経済危機の３分類

　経済危機は、大規模な失業の発生、大手金融機関の破綻による預金の喪失、高率のインフ

レによる資産の実質価値の下落、不動産や株式などの資産価格の暴落などを引き起こし、人

々の生活に重大な悪影響を与える。経済危機は大きく、金融危機、財政危機、通貨危機の３

つに分類することが出来る。

（１）金融危機：経済甩体に連鎖

　経済全体を揺るがしかねない金融システムの不安定化は、大手金融機関、特に大銀行の破

綻をきっかけとして発生する場合が多く、金融機関から資金の大量流出を発生させ、他の金

融機関や企業の連鎖破綻を招くことで、深刻な景気悪化を招くことがある。多くの場合、金

融危機の前段階として、資産価格のバブル的な上昇や過剰な借り入れによる投資の累増がみ

られる。また過去には、大規模な戦争に伴うインフレとその後の物価下落が深刻な不況を発

生させ、金融危機の原因になった。

　金融危機は、従来信用されてきた大手金融機関が経営困難に陥り、顧客が預け入れた預金

や有価証券などの引き出しが出来なくなることをきっかけとして発生することが多い。その

場合には、他の金融機関についても信用不安が発生し、多数の金融機関が資金の流出による

資金繰り困難化に直面する。金融機関は自らの資金繰りが困難になるため、企業や個人に対

する貸し出しを抑制し、極端な場合には貸し出しの期限前返済を求めることもある。金融危

機が発生すると、貸し出しの減少と企業部門の資金繰り悪化で景気が悪化し、金融機関の不

良債権を増加させることで、景気をいっそう悪化させる。１９９７－２００３年頃の日本の

金融危機や、２００８－０９年にリーマン・ブラザーズ証券の破綻をきっかけとして発生し

た世界金融危機がこれにあたる。また、大規模な金融機関が破綻に瀕すると、金融危機の拡

大を防止するために政府が金融機関の資金繰りを助け、増資による資本調達を援助すること

がある。しかし国の財政規模に比較して破綻金融機関の規模が大き過ぎると、政府が信用を
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喪失し、以下（２）の財政危機を発生させることもある。例えば２０１０年の秋には、Ａｎ

ｇｌｏ　Ｉｒｉｓｈ　ＢａｎｋとＩｒｉｓｈ　Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ　Ｂｕｉｌｄｉｎｇ　

Ｓｏｃｉｅｔｙの破綻がアイルランド経済を金融危機・財政危機の連鎖に陥れた。また、金

融危機による景気悪化が厳しい場合には、税収を減少させると同時に、景気対策のための財

政支出も必要となり、財政赤字を拡大させることで、財政危機に繋がる場合もある。

（２）財政危機：政府の信用悪化

　政府が税収を大幅に超える支出を続けることによって、財政赤字が累増すると、先進国の

政府といえども信用を失う場合がある。政府がその債務の元利金返済を続けることが出来る

か否かについて疑いが生ずると、国債価格は暴落し、長期金利が上昇する。資金不足に直面

した政府は民間金融機関による国債引受の強制、中央銀行借り入れ、紙幣の増発等で対応し

ようとするため、インフレの加速や金融機関経営の悪化を伴うことも多い。政府の信用悪化

は、国債価格の暴落、海外からの借り入れ困難化が発生し、深刻な不況につながる。金融危

機と財政危機は相互に結びつく場合も多く、金融危機の深刻化が政府による金融機関保護や

失業対策のための財政支出につながって財政危機を引き起こすケースと、その逆に、財政危

機が国債価格の暴落を通じて金融危機を発生させ、さらに景気悪化を招いて財政危機を深刻

化させるケースがある。２０１０年のギリシャの財政危機は、国債価格の暴落により銀行部

門に巨額の損失を発生させた。このため、欧州連合（ＥＵ）と国際通貨基金（ＩＭＦ）は、

援助資金の大きな部分を使って、同国の民間銀行への資本注入を行った。

（３）通貨危機：経常赤字が引き金

　ある国の経常収支の赤字は、その国が保有する金融資産を海外に引き渡したり、海外から

資金を借り入れたりして決済する必要がある。経常収支の大幅な赤字が継続すると、海外に

引き渡せる外貨準備などの金融資産が枯渇したり、信用力が低下して新規の借り入れが困難

になったりする。外貨が絶対的に不足すると、工業原材料や燃料、医薬品などの必需物資の

輸入が途絶するために、経済に対して大きなダメージを与える。これを避けるためには、そ

の国の政府や銀行、企業などが外国から新たな資金を借り入れる必要があるが、信用力の低

下で金利が上昇し、金利支払の負担も増大する。自国通貨建ての金融資産に対する海外の投

資家が少ない基軸通貨国以外の国では、海外からの借り入れは外貨建てで行う必要がある。

経常収支の赤字が続いて外貨が不足すると、外貨で計った自国通貨の価値（為替相場）は下
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落する。外貨建ての負債を大量に抱える企業や金融機関が増加すると、自国通貨の為替相場

下落は、こうした企業や金融機関を経営危機に陥れる。これは、自国通貨で計った負債の価

値が、自国通貨価値の下落で増大する結果、債務超過状態に陥るからである。この結果、企

業や金融機関が破綻し、金融危機が発生する。また政府が大量の外貨建て債務を負っている

場合には、負債の価値増大により財政危機が発生する。１９９７年に発生したアジア通貨危

機では、タイ、インドネシア、韓国などが、こうした通貨危機に直面し、経済の深刻な悪化

を招いた。

　以上見てきたように、金融危機、財政危機、通貨危機には密接な相互連関がある。多くの

通貨危機は、金融危機を伴い、さらに財政危機が伴うことも多い。また財政危機は多くの場

合金融危機を発生させ、さらに対外債務国の場合は通貨危機を併発しやすい。

（日本経済研究センター参与）
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小林光のエコ買いな？

実需が高まるアジアの低炭素都市づくり

　良い環境を求める大きな需要が存在するのは、なんと言っても都市であろう。

　先冬からこの夏に至るまでの北京のスモッグ、これに対する北京市民、政府の反応を見聞

きするにつれ、本格的な都市環境改造に取り組むことが、アジアでも必要になった、との感

を深くした。

　こうした中、７月２４、２５日の両日、低炭素アジア研究ネットワーク（ＬｏＣＡＲＮｅ

ｔ）の第二回会合が横浜市で開かれ、筆者も参加した。日本を本拠地として、国際的な環境

政策研究を展開する地球環境戦略研究機関（ＩＧＥＳ）がホスト役となった国際会議で、初

回は昨年１０月半ばにバンコクで開いた。低炭素で発展していく知識のプラットホームとな

ることを目指すアジアの環境研究者のネットワークが催す会議である。会議は、アジア域内

の大学教育の充実などを通じた低炭素化に向けた能力増強、気温上昇を２℃に留めることを

目標とした場合のアジア各国の排出削減可能性の評価など、低炭素社会を達成するための基

盤づくりに係わる研究報告や提案も多く披露されたが、関心が高かったのは、アイディアを

実装すること、低炭素な都市づくりや低炭素な経済発展のベストプラクティスといったよう

な具体的なことであったように感じた。

需給の両サイドの協力が産む環境力

　筆者にも発表の機会が与えられたのは、低炭素社会づくりのパイオニアとしての都市の役

割というセッションであった。マレーシアの新環境都市イスカンダル、インドネシアの緑の

都市開発プロジェクト、デリーやアーメダバードでの公共交通改善を始めとしたインドの都

市改造の話などが披露された。個別の事例を超えた横断的な取組みとして、ＩＳＯの場で進

むスマート・シティ、そのインフラを考える場合の要素や手順についての国際規格化の動き、

そして有力な民間の研究機関である世界資源研究所（ＷＲＩ、米ワシントン）が国連機関と

一緒に進める、都市のＣＯ２排出量の算定手法統一への動きも紹介された。

47 



2013年08月号

　このセッションの議論で筆者は、各発表を位置づける「座標軸」を提供する役割を仰せつ

かっていた。そこで、都市ならではの低炭素化の機会や原動力の在りかに対して参加者の関

心を寄せてもらった。

　都市ならではの削減機会とは、既に本コラムでは紹介したが、ＣＯ２の排出量自体が、エ

ネルギー需要量と、これに対し供給されるエネルギー中の炭素量の積で決まることから生ま

れるものである。ＣＯ２排出量を減らすには、この式を踏まえると、３つの方法がある。一

つは需要側の省エネ、２つ目は、供給側での再生可能エネルギー利用などの低炭素化であっ

て、ここまでは当たり前である。３番目のソリュ―ションは、これら２つの項目を同時に組

み合わせて行うという需要側と供給側の協力がある。

　この協力が成立すると、それぞれが一方的に削減努力を負う場合に比べ、同じ削減率なら

費用は安く、費用を同じだけ費やすなら削減率は大きくすることができる。つまり相乗効果

が発生する。

　都市では、例えば、工場やごみ焼却場の未利用排熱があり、他方で病院やホテルといった

旺盛な熱需要もあろう。あるいは通勤などの乗客を大量公共交通機関に誘導して、これら交

通機関の経営を成り立たせることも考えられるなど、需給の協力関係は築きやすい。この点

こそが、都市ならではの大きな効果を生む、ＣＯ２削減のソリューションと言える。けれど

も都市ゆえの不利もある。地価や人件費は高く、費用が嵩む上、対策をうつために一時的に

でも都市の活動を妨げ、中断することは難しいことである。効果は大きくとも、費用が嵩む。

これを突破して進むには、政策が必要である。

　筆者は、費用は嵩むが効果は大きい都市環境対策の進め方に関し、いくつかの提案をした。

例えば、①多様なステークホルダー（利害関係者）を積極的に巻き込むこと（いわゆるマル

チ・エージェント）、②ステークホルダーがそれぞれに価値を見出す様々な利益を同時的に

高次の達成を目指すこと（コ・ベネフィット）、③これらを通じて都市が改善され、一層の

都市改善の基礎となり、モチベーションともなるウィン・ウィンの共進化過程に弾みをつけ

ること（コ・エボリューション）――といったことである。日本での最近の政策の具体的な

進展も報告した。ＣＯ２排出量に応じて課税額が増える一方、その税収は省エネや自然エネ

ルギー利用の支援に投じる地球温暖化対策税制（２０１２年６月２２日付本欄）、自治体の

手になる温暖化対策実行計画づくりとその施行、街区レベルできめ細かく環境改善事業を支

援する低炭素都市づくりを進める法律の制定と実施、そして省庁横断的に集中的な政策投入
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することでモデル的な都市を作る「環境未来都市」などである。

http://www.jcer.or.jp/column/kobayashi/index378.html

　紹介してみると、温暖化対策分野での我が国の都市環境政策ツールはそれなりに整備され

てきたと言えよう。しかし、まだまだ血が躍るような旗印には欠けていた。

「途上国・都市」、丸ごと改造を狙う石原イニシアチブ

　この低炭素アジア研究ネットワーク会合では、皆のやる気が引き出せるよう、筆者は、最

後に、石原伸晃環境相が２０１３年５月１７日に提唱した構想を披露し、議論の種に供した。

　この構想は、正式には低炭素技術の国際展開に向けた資金支援方策というもの。副題を「

途上国の一足飛び型発展の実現に向けて」としており、先進国の轍を踏まず、途上国におい

て最先端の環境都市を実現しようとするものである。

　京都議定書において利用されてきた従来のクリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）は、例えば、

途上国の工場のエネルギー効率改善といったプロジェクトベースであり、支援（先進国の参

加など）の実施の有無に応じた「追加的なＣＯ２削減量」を認定して、この部分（ＣＤＭク

レジット）だけを国際的なファイナンスの対象とするものである。先進国の支援によってど

れだけ追加的に削減できるかというバウンダリーは明確ではあるが、支援の対象や規模は限

られ、通常のビジネスでできることと追加的な環境対策として認められることとの切り分け

も相当に緻密になっている。しかし都市改造には、既に指摘したように相乗効果が働き、緻

密な切り分けは難しい。参加主体ごとに削減量が切り分けられるようなものだけに政策的な

手当てが限られるとＣＤＭのケースのように単純、小粒なものに対してしか陽が当たらない

ことにもなりかねない。

　こうした経験も活かしつつ、これからは一層広い範囲の都市改造全体を取り上げて削減量

を計算し、その全体を環境目的の支援の対象にしてはどうだろうか（文末図参照）。場合に

よっては並行して民間ベースの採算性がある都市改造事業も組み入れ、相乗効果も狙ってい

こう、というのが、このイニシアチブの肝の考えである。
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日本が主導、アジアの環境都市実現

　既にこの欄でも紹介したように、ベトナム、ホーチミン市の衛星都市では、東急電鉄がリ

ードする交通・街区開発一体推進型（ＴＯＤ）のまちづくりが進んでいる（２０１３年３月

４日本欄）。中国では、有名な天津エコシティーの建設が進んでいる。今回の会合での都市

に関するセッションでは、シンガポールの対岸、マレーシアのイスカンダルで始まったエコ

都市づくりが克明に紹介された。イスカンダルは、シンガポールの目と鼻の先、海峡を越え

た通勤も十分に可能であって、マレーシアの国民だけでなく、シンガポールの人々のベッド

タウンともなっており、成長著しい。

http://www.jcer.or.jp/column/kobayashi/index459.html

　マレーシアでは、経済上の成果当たりのＣＯ２排出量を２０２０年にはかつての４割減に

するとの目標を自主的に課して努力が続けられている。イスカンダルは、先進モデルケース

であり、ここでは、１２の具体的なアクションプランを収めた低炭素社会づくりの青写真が

予め描かれており、これに沿って、開発が全体として整合的に進められている。

　具体的な青写真づくりには、地元のステークホルダーが広範に参加したことはもとより、

日本の国際協力機構（ＪＩＣＡ）や科学技術振興機構（ＪＳＴ）、京都大学や岡山大学も参

加している。さらに地域づくりの具体的なプロジェクトには、三井不動産がリーダーシップ

を発揮しているものも多い。

　今後は、石原イニシアチブが一つの問題提起となって、その題目にもあった、低炭素技術

の実装を支える資金方策が開発されていくことを強く期待したい。折角、イスカンダルのよ

うな良い現場があるので、このような例で先進国の官民の資金がどのように集められ、国際

的に移転され、活かされるべきなのか、この点にも知恵を絞ることが日本には望まれる。幸

い、このセッションで紹介のあったスマート・シティを支えるインフラストに関するＩＳＯ

規格は、日本人（日立製作所の市川芳明・地球環境戦略室主管技師長）が座長となって検討

が進められている。

　地球温暖化対策の強化に対しては、公式意見としてはことごとく消極的だった経団連が、

安倍首相が、石原イニシアチブを含めて「攻めの温暖化対策」を標榜していることに関して

は、支持する姿勢を明らかにしている。地球温暖化対策がグローバルな商機となっている現

状に、重い腰を上げざるを得なくなったのかとも思う。前向きな方針は大いに歓迎したい。
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都市丸ごと環境性能アップのための知恵づくりこそ、満を持して取り組む日本のいよいよ出

番、腕の見せ所ではないだろうか。

（日本経済研究センター　研究顧問）
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西岡幸一の産業脈診

インテルの「たそかれ」ルネサスの「か

わたれ」

　１９９２年にＮＥＣから半導体メーカーの世界ナンバーワンの座を奪取して以来、突出し

た強さを誇示してきたインテルが本格的な曲がり角に来ている。最近発表された１３年４－

６月期の業績を見ると、売上高は前年同期比５％減の１２８億ドル、純利益は同２９％減の

２０億ドルだった。二けたの減益は４四半期連続であり、売上高は１１年７－９月期のピー

ク１４２億ドルから１０％減少している。

パソコンからスマホへ

　減収減益の原因がシリコンサイクルなど景気循環的なものであれば深く詮索することもな

いが、構造的な需要の変化に直面しているので注目する必要がある。つまり３０年近く同社

のドル箱であったパソコン向けからスマホ、タブレットへ、需要の牽引車が加速的に交代し

始めているのだ。パソコンの世界出荷は年間で約３億台だが、四半期ベースではこのところ

５期連続で前年比で減少している。これに対して、スマホは年間の増加分が約３億台に達し

ている。どちらが時代の波頭にあるかは一目瞭然だ。

　周知のとおりインテルは、マイクロソフトとともに「ウィンテル」時代を現出してきたよ

うに、パソコン向けマイクロプロセッサーと関連半導体で半導体の最大企業に発展した。現

在も５００億ドルを超える売り上げの約７０％はパソコン関連である。残りはサーバー向け

などが中心。
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安さと低消費電力が勝拆

　今や巨大市場に成長したスマホや成長著しいタブレット向けは７％程度でほとんど緒に就

いたばかりといってよい。おっとり刀でスマホ向けのマイクロプロセッサー「アトム」を投

入しているが、英アーム社の設計を取り込んだクアルコムなどのファブレス企業やサムスン

電子などに大きくリードされている。

　商品単価がパソコンの数分の１で、先進国から発展途上国へと市場の底辺が大きく拡大し

ているスマホ向けは、何よりも低価格で、同時に超低消費電力のデバイスでないと勝負にな

らない。ウィンテルという金看板の下に独占的な供給・価格体系に慣れたインテルには少し

苦手な商品づくりかもしれない。

　といっても大黒柱が傾き始めているのだから、得手不得手といっていられない。これまで

パソコン向けマイクロプロセッサーでは何度もＡＭＤなど競合メーカーの挑戦を退けてきた

が今度は勝手が違う。自身が後発組だ。何が何でもアトムの改良版を繰り出し、化け物商品

に変身していくスマホ市場を真正面から攻めるしかない。

イノベーションのジレンマ

　インテルがスマホ向けに後れを取っているのを見ると、Ｃ．クリステンセンのいう「イノ

ベーションのジレンマ」のケースが思い浮かぶ。売上高の約２０％をＲ＆Ｄに充て、ほぼ同

額を設備投資につぎ込むインテルは、半導体技術で喧伝されるムーアの法則の限界を次々に

突破する超微細化・超高集積化を実現し、より高速で高機能のパソコン向けプロセッサーを

開発してきた。それが自らの使命であり、顧客の要求であると確信してきたからだ。勃興す

るケータイはケータイ、ＩＴシステムの中核になるパソコンはパソコンとして、いわばケー

タイに脇目も振らずパソコン向けを手掛けてきた。パソコンの歴史はインテルの歴史でもあ

る。

　しかし顧客の関心はがぜんスマホに集中、インテルが気が付いた時にはパソコンを大きく

浸食する勢いだ。技術や機能もいつの間にか拮抗してきた。力づくで半導体技術を推進して

きたインテルにとってはまさに「イノベーションのジレンマ」という落とし穴にはまったよ

うだ。
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重いＲ＆Ｄ、投資拆担

　もしインテルがクアルコムのようなファブレスや、ＴＳＭＣのようなファンドリーであれ

ば、売上高に対して約２０％ものＲ＆Ｄ支出やほぼ同等の設備投資が不要になる。このため

利益率が２０％ポイント程度も上昇するはず。逆に言えばそれだけのハンデを背負いながら、

純利益率が低下したとはいえ１６％もあるのは日本企業からすれば驚異的だ。この高い利益

率を駆使できるうちに、スマホ向けが戦力にならなければならない。

ルネサス再生の２か条

　インテルと業態が比較的似ている日本メーカーはルネサスエレクトロニクスだ。インテル

が「たそかれ（誰そ彼）」の始まりに足を踏み入れた公算が大きいのに対して、こちらは長

らく彷徨した闇夜を抜けて「かわたれ（彼は誰）」どきを迎えたようだ。

　産業革新機構などの出資を仰ぐとともに事業や人員の縮小も逐次実行され、どん底を探り

当てたように見える。オムロンから迎えた作田久男氏の会長就任を機に反転の期待を抱かせ

る。ルネサスの行方は産業界でも注目されているが、半導体事業に造詣の深い財界人の間で

は、再生の処方箋は簡単でたった２か条を守ること、という。第１は顧客の言う通りになん

でもするな。第２は安易に値引きをするな。ルネサスの技術なら５０％高い値段でも顧客は

必要としているという。

自動車業界の大人買い

　むろん旧親元３社の半導体事業の寄り合い所帯という出自からくる企業風土的、組織的、

人脈的な問題は抱えているにしても、確立すべきビジネス憲法はこの２か条という指摘に同

意する声は多い。

　実はこの２か条、ひとつにまとめて矛先を変えると「自動車業界はもっと高く買ってやれ」

という声にも聞こえなくはない。これは産業界の自動車へのやっかみ、という部分もあろう

が本意は、日本の中核事業の支援のために比較的余裕のある業界がもっと大人買いしてやれ

ば、という程度のことだろう。
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　「かわたれ」どきからいつ、どれくらいくっきりルネサスの姿が浮かび上がってくるか、

強い関心を持たざるを得ない。

（日本経済研究センター研究顧問）
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山田剛のＩＮＳＩＤＥ　ＩＮＤＩＡ

もう一つのインド―未開拓の潜在力秘め

る北東部８州

　ガンジス川流域やデカン高原ではない場所に、アーリア人でもドラビダ系諸民族でもない

人々が暮らすもう一つのインドが、アッサム、マニプール州などの北東諸州なのである。バ

ングラデシュを囲むように並ぶ７州、いわゆるセブン・シスターズにシッキム州を加えた北

東部８州には、日本や東南アジアの人々に近いモンゴロイド系住民が多く暮らし、このうち

ナガランド、ミゾラムなど一部の州はＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）加盟国であるミャ

ンマーや南アジアの一員であるバングラデシュと国境を接している（図表１、２）。このた

め北東部諸州は、インドと東南アジアを陸路で結ぶゲートウェーとして、あるいはミャンマ

ー、バングラデシュとの国境貿易の拠点として、その将来性を期待されている。

※図表１「北東部８州の位置図」、図表２「インド北東部８州の拡大図」は会員限定ＰＤＦ

をご覧ください。

http://www.jcer.or.jp/column/yamada/index509.html

　その一方で、インフラ整備や産業開発の遅れはいかんともし難い。政府による積極的かつ

手厚い地域振興策によってそこそこ高めの所得が維持されているが、林業や水力発電以外の

有力産業は見当たらず、農業の生産性も全インド平均を大きく下回っている。さらに、域内

には１６０を超える少数民族がモザイク状に分布する。停戦合意はおおむね順守されてはい

るが、一部はインドからの分離・独立を目指す武装組織を結成して闘争を続けている。

中国・東南アジアとの軋節点

　北東部８州の総面積はインド全体の８％、人口でも同４％に過ぎない（図表３）。しかも、

北東部の中核州であり紅茶の一大産地として知られるアッサム州が域内総人口の６８％を占

めている。主要産業は園芸や林業ぐらいしかなく、農業にしても１ヘクタール当たりの肥料

投下量はアルナチャル・プラデシュで約３キロ、ナガランドで同２．３キロ（２０１０年度

）とインド平均の４０～６０分の１。道路総延長が長い割には曲がりくねった山岳道路が多
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く、輸送力のネックになっている。そもそも、アルナチャル・プラデシュ州の約８０％、ミ

ゾラム州の面積の約９０％が森林だ。

※図表３「インド北東部８州の概況」は会員限定ＰＤＦをご覧ください。

http://www.jcer.or.jp/column/yamada/index509.html

　インド北東州からミャンマーを経て東南アジアに至る街道は確かにある。２００５年以降、

インドの経済団体などがＡＳＥＡＮとの連携強化をアピールするため何度か自動車ラリーを

主催、インドから陸路ミャンマーやタイなどを経てマレー半島に到達するルートを走破して

きたが、そのコースは雨季には湿田のようになる狭隘な未舗装路である。これが将来、イン

ド北東部とミャンマーを結ぶ大動脈に化けるかどうかは、双方の経済発展が前提となる。可

能性はゼロではないとはいえ、周辺の人口・産業集積や費用対効果などを考えると、メディ

アが好んで盛り上げる「アジア・ハイウェー」のようなインドとＡＳＥＡＮを結ぶ高規格幹

線道路が実現するには、なお膨大な時間がかかるのは間違いないだろう。

　ヒマラヤ東麓に位置するアルナチャル・プラデシュ州は１９１４年に引かれたいわゆるマ

クマホン・ラインによって中国・チベット自治区と隔てられているが、中国はこれを国境線

としては認めておらず、しばしば同州西部のタワン地区や同州全体の領有権を主張して印中

関係に緊張をもたらす。アルナチャル・プラデシュ州と同じくチベット仏教文化圏にあり、

有力な印中国境貿易の拠点であるナトゥラ峠で知られるシッキム州は、１９７５年にインド

に併合されるまではシッキム王国として存在していた。中国はこのシッキムについても領有

権を主張していたが、２００５年に珍しく自ら譲歩する形で同州のインド帰属を認めた経緯

がある。

　北東部の経済の中心地であるアッサム州は、イスラム教徒人口が約３０％と、ジャンム・

カシミール州に次いで多い。州を東西に流れる大河ブラーマプトラ川は、上流の中国国内で

ダム建設が進んでいることから、流量の減少を懸念するインド側との間で今後紛争に発展す

る可能性も指摘されている。

　マニプール州の州都がインパール。１９４４年、援蒋ルートの分断を図ってビルマ（現在

のミャンマー）から英植民地支配下のインドに侵攻した旧日本軍による「インパール作戦」

の目的地だ。この戦いで日本軍は隣接する現ナガランド州の州都コヒマ周辺を一時占領、奪

回を目指す英軍と激しい戦闘を繰り広げた。

北東諸州の産業において最も大きな潜在力があるのが水力発電だ。山岳・森林が多い同地域

では未利用の水源が豊富で、インド政府の「２００８年水力発電政策」によると、アルナチ
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ャル・プラデシュ州だけで５万キロワット以上の発電余力があるという。

　コンサルティング大手の米プライスウォーターハウスクーパース（ＰｗＣ）によると、イ

ンドの輸出額約２５４４億ドル（２０１０年度）のうち、北東州からの出荷はわずか１００

０万ドル。それだけにミャンマー、バングラデシュとの「国境貿易」のてこ入れに期待が集

まっている。シッキム州のナトゥラ峠を経由した印中国境貿易はすでに広く知られているが、

印緬両国政府は１２年５月、国境貿易促進などを盛り込んだ覚書を交わしている。またバン

グラデシュの輸入額の１５％はインドからであることからも、国境貿易には相当の潜在力が

あると言えるだろう。

　２０１１年、インド・バングラ両国政府はメガラヤ州西部の国境の町カライチャルに初の

ボーダー・ハート（国境交易所）を開設した。南アジア自由貿易圏（ＳＡＦＴＡ）の発足に

伴う関税の引き下げで域内貿易には今後大きなチャンスが見込まれる。インド工業連盟（Ｃ

ＩＩ、経団連に相当）では、タイの経済団体などとともにインド北東部からミャンマーを経

由してバンコクに至る陸路の整備についてかねて可能性を検討している。

自動車メーカーなど、北東州開拓を本格化

　インド政府も、ようやく近年になってこの北東諸州の経済・産業振興に力を入れはじめた。

２００７年度からスタートした北東地域産業投資促進政策（ＮＥＩＩＰＰ）では、北東州の

玄関口である西ベンガル州のシリグリ空港からの原材料の輸送費に対して９０％の補助、進

出企業に対する法人税の５年間免除、資本財投資および購入ローンに対する補助などが盛り

込まれている。

　乗用車や家電、携帯電話などの主戦場が地方都市や農村に移りつつある現状を反映し、民

間企業も市場としての北東諸州に注目し始めた。メルセデス・ベンツ・インディアは１２年

３月、域内に初のショールームを開設して販売をテコ入れする計画を発表。米ＧＭも、北東

州だけで８％の売り上げ増を見込んでいる。ハーレー・ダビッドソン・インディアも２０１

４年までに正規ディーラーを置く計画だ。

　ホンダ・モーターサイクル・アンド・スクーター（ＨＭＳＩ）は１３年６月、１台７―８

万ルピーのエントリーモデル「ＣＢトリガー」を北東州に投入、域内で２０％のシェアを目

指す、としている。山岳地帯における走行性能を実証するため、アッサム州の中心都市グワ

58 



2013年08月号

ハティからアルナチャル・プラデシュ州タワン県などを走破するオートバイ・ラリーを企画

している。また、大手財閥アディティヤ・ビルラ・グループ傘下のファッション・ブランド

「アレン・ソリー」も１３年度中に域内の店舗数を現在の３店から１３店に増やす予定。

　一方で、武装勢力による分離独立運動もなお地域の安定にとっての不安要因となっている。

特にアッサム州、ナガランド州、マニプール州には、ＵＬＦＡ（アッサム統一解放戦線）、

ＮＤＦＢ（ボドランド民族民主戦線）、精力的な活動によって欧米などで一定の支援者を獲

得することに成功したＮＳＣＮ－ＩＭ（ナガランド民族社会主義評議会イサク・ムイバ派）

をはじめとする有力な武装組織が存在する。

　２０００年代に入り、経済成長の恩恵が北東州にも徐々に浸透してきたことで、住民もよ

りよい政策や治安の安定を求めるようになり、インド連邦政府との間で停戦合意や和平交渉

の流れがほぼ定着している。それでも過去十数年間の武力闘争によって３０００人以上が犠

牲となり、治安部隊との小規模な衝突や他派による和平交渉の妨害、左翼系過激派の「お家

芸」である内ゲバなどはいまも散発的に続いている。また、非公式発言ながら、印内務省関

係者からは中国による武装勢力への武器売却を指摘する声もある。

　また、大多数のインド人とは容貌や文化、生活様式が違い、チベット仏教やキリスト教徒

が多い北東州出身者の中には、インドにおける自らのアイデンティティ確立に悩む人たちも

少なくない。デリーやムンバイなどの大学では北東州出身の女子学生に対するハラスメント

が多発しているし、１２年夏にはムンバイやバンガロールなどで宗教対立に端を発したデマ

が拡大し北東州出身者が襲撃される事件が相次ぎ、彼らが大挙して列車で帰郷する姿が見ら

れた。

　「国民総幸福」のブータンを巡る各種レポートにも見られることだが、アジアの秘境の厳

しい自然環境や素朴な文化を好意的にとらえ、「心の癒し」をアピールする論調は今なお少

なくない。だが、代々そこに暮らす人々は、それなりに厳しい現実の中で生きているのであ

る。発展途上国の成長モデルに関しては様々な見方があるが、少なくとも電気や道路が満足

に整備されていない南アジアのような地域では、経済成長こそが国民の生活を底上げし、最

大公約数的な「幸福」をもたらすのである。様々な潜在力とハンデキャップが相半ばするイ

ンドの北東部諸州がどのように発展していくのか、興味・関心は尽きない。

（日本経済新聞英文編集部編集委員＜ＴＨＥ　ＮＩＫＫＥＩ　ＡＳＩＡＮ　ＲＥＶＩＥＷ副

編集長＞　山田剛）
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林秀毅の欧州経済・金融リポート

ＥＣＢの苦悩は続く

―早期利下げ期待とポルトガル危機

「フォワード／ガイダンス」で利下げ幅０．５％も視野に

　７月４日、欧州中銀（ＥＣＢ）政策理事会が開催された。今回のポイントは、ドラギ総裁

が記者会見冒頭のステートメントにおいて、ＥＣＢ政策理事会が、政策金利は現状ないしそ

れより低い水準に、長期間にわたりとどまる（ｒｅｍａｉｎ　ａｔ　ｐｒｅｓｅｎｔ　ｏｒ

　ｌｏｗｅｒ　ｌｅｖｅｌｓ　ｆｏｒ　ａｎ　ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｐｅｒｉｏｄ）と述べた

ことにある。さらに２点、注目すべき点がある。

　第１に、今回の発言でＥＣＢが初めて、フォワード・ガイダンスとよばれる金融政策の今

後の方向性を明示したことだ。記者会見の席上でも、トリシェ前総裁の時代から「今後の政

策決定について事前のコミットはしない」としてきた従来の姿勢を根本的に方向転換したこ

とが強調された。同日、英中銀（ＢＯＥ）も８月以降、フォワード・ガイダンスを導入し低

金利を継続する姿勢を明らかにした。ＥＣＢとＢＯＥが同じタイミングで、このような形で

今後の金融政策の方向性を鮮明にしたことは偶然ではない。この背景には、米連邦準備理事

会（ＦＲＢ）が量的緩和を縮小する示唆を行ったことを契機に、欧州についても金融緩和姿

勢が転換されるのではないかという期待が高まることを事前に払拭する狙いがある。また、

従来からＥＣＢとＢＯＥは、政策金利の変更時期などについて連絡を取り合ってきたと考え

られている。今回についても、同じタイミングでアナウンスメントを行うことについて事前

の調整があったと考えるべきだろう。

　第２に、今回の決定により、ＥＣＢの利下げに対する期待感が一段と高まった。今年５月

に政策金利を０．２５％引き下げた後も、ユーロ圏の景況感下振れを背景に利下げ期待が持

続している。一方、ドラギ総裁もマイナス金利の導入について準備は整っていると発言して

いる。このように考えると、焦点は今後いつ、どれだけ利下げを行うかに移ってきた。市場

の期待を上回るサプライズを生み、利下げの効果を最大限とするためには、時期は夏休み明
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けの９月、利下げ幅は０．２５％を念頭に置きつつも０．５％も視野に入ってきたというべ

きではないか。

財政規律、上題国ほど実効性欠く矛盾が露呈

　６月以来、ポルトガルの政治情勢が不安定化した。７月に入り主要閣僚が連続して辞任し

たことから連立政権崩壊への懸念が高まったが、現状では一旦落ち着きを見せている。ポル

トガルやギリシャなど従来からの問題国への懸念が再び高まっている背景には、今年秋のド

イツ総選挙を通過するまで、これらの国に対する新たな救済への取り組みについて合意は得

られにくいため、懸念が生じやすいという事情があるだろう。

　さらに、ＥＵ各国の財政規律を維持するための現行制度としては、「ヨーロピアン・セメ

スター」と呼ばれる相互監視システムがある。セメスターとは半年間の意味であり、毎年１

月から６月まで半年間かけ、ＥＵ各国が次年度の予算案を具体化する前の段階で、ＥＵ委員

会などが各国の財政計画などを検討・評価するものである。ユーロ危機の反省に立ち、ＥＵ

の各国に対する経済ガバナンスを強化するため、急遽具体化されたという経緯がある。２０

１１年から毎年実施されており、今年は３年度目となる。毎年、半年間の検討を経て各国別

の勧告が出されるが、ポルトガルにギリシャ、キプロス、アイルランドを加えた各国につい

ては、救済支援を受けた際にＥＵ・ＩＭＦ・ＥＣＢの三者（「トロイカ」と呼ばれる）との

間で合意した「経済調整プログラム」が既に存在することから、重複を避けるため、同プロ

グラムを着実に実行することを求める内容にとどまっている。

　今年５月にＥＵ委員会から発表されたポルトガルに対する国別勧告案によれば、同国はト

ロイカと２０１１年５月に合意した「経済調整プログラム」を実行中だが、景気後退と失業

の増加が進む中、さらなる財政赤字削減を求める内容となっている。このように現状、ＥＵ

が各国の財政規律を維持する仕組みは、問題国になるほど実効性を欠くという矛盾を抱えて

いる点に留意が必要だろう。
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＂三重苦＂でユーロに下落圧力

　それでは、ＥＵ全体の今後に向けた制度構築の進展状況はどうか。６月のＥＵ首脳会議に

おける最大の成果は、ＥＵの救済基金である欧州安定メカニズム（ＥＳＭ）による各国の銀

行に対する直接の資金注入が合意されたことにある。この点についてはドイツが、経営の悪

化した銀行が救済を得やすくなりモラルの低下につながるとして反対しており、議論の難航

が予想されていた。これにより、ユーロ圏の最大の懸念材料であるスペインの銀行セクター

に対し、スペイン政府を経由せず直接的に救済を行うことが可能になる。先に述べた点と考

え合わせると、仮にポルトガルなど小国の状況が今後悪化した場合でも、スペインのような

大国に波及しユーロ危機が再び深刻化するリスクは低下する途が開かれることになるだろう。

　しかしその一方で、ＥＳＭによる銀行への直接資金注入が行われるためには、同時に銀行

監督の一元化を中心とした制度整備が必要になる。現状、ＥＣＢによる銀行監督の一元化へ

の取り組みは、具体化が進むにつれ、導入時期が当初予定されていた２０１４年初めから、

同　年春、さらには年後半へと、徐々に後ろ倒しになりつつある。

　以上述べたユーロ圏景気の下振れ、問題国への懸念の再燃、制度構築への取り組みという

「三重苦」に対し、市場の懸念が高まった場合、そのどれについても現状ではＥＣＢが利下

げや資金供給・国債買い取りなどの緊急対応により対応せざるをえない。

　このように考えると、単に米欧金利差の拡大だけでなく、今後欧州側の悪材料が一段と多

く明らかとなり市場に影響を与える展開になるだろう。ユーロドルでいえば、今春以降の下

限となっている１ユーロ＝１．２８ドルを、秋にかけて割り込み下落する圧力が働きやすく

なるだろう。

（特任研究員　林秀毅）
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《2050 年への構想》グローバル長期予測と 3つの未来 

【各論（教育）】 

女性の社会進出、高校で地ならしを―キャリア可視化で意欲引き出せ 
 

2013 年 7 月 19 日発表  

増島雄樹・日本経済研究センター主任研究員 

 

女性の社会進出が進まない１つの要因は、様々なキャリアの可能性を感じ取る機会が乏しい教育

内容にある。10 代から、起業家やリーダーとしての未来を思い描けるよう、(1)社会人教員の登用、

(2)経済・経営・金融教育の拡充、(3)企業側の協力として「教職のための一時休職制度」や「企業

版ギャップイヤー」などの工夫を凝らすべきだ。自分の先を歩むロールモデルのキャリアパスを目

の当たりにすれば、学ぶ意欲は引き出せる。男女格差の縮小や起業促進には、高校段階からの地な

らしが必要だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

詳細は http://www.jcer.or.jp/policy/concept2050.html をご参照ください。 
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2013 年 8 月号 

 

      

 

 
セミナーリポート 
 
 

 

≪「働きたい会社―従業員価値を高めるには」研究会特別セミナー≫ 

「新時代の企業経営と人材マネジメント」                                

【基調講演】 

槍田 松瑩・三井物産取締役会長 

【パネルディスカッション】 

 槍田 松瑩・三井物産取締役会長 

 八木 洋介・LIXILグループ執行役副社長 

 守島 基博・一橋大学大学院商学研究科教授 

      （「働きたい会社―従業員価値を高めるには」研究会主査） 

 司会）大藪 毅・慶應義塾大学大学院経営管理研究科専任講師 

（「働きたい会社―従業員価値を高めるには」研究会副主査） 

 2013年 6月 14日開催 

 

強いリーダーの育成が課題 
＜要旨＞ 

① 三井物産では 2 度の不祥事を経験して、業績評価制度を改め、新たに「良い仕事」という標語をつ

くり、自分達の仕事を、社会、取引先、自分自身の視点で見つめ直す取り組みを進めている。スキ

ルだけでなく、人格や志といった部分を含めた育成を重視することが「人の三井」の意味するとこ

ろだ。 

② 5 つの会社の合併などで誕生した LIXILグループは世界のトップを目指して新しいカルチャーを構

築中で、人事はその中心になって行動している。グローバルに活躍できる次のリーダー養成が最大

の課題だ。 

③ 競争環境や従業員意識の多様化によって、会社が求める人材を供給する機能および従業員の会社へ

の評価が低下している。人材マネジメントはここで大きく変革し、人材を層別に考え、優秀層への

重点的投資によるリーダー人材の確保と、現場の活性化に軸足を置く必要がある。 

 

詳細は http://www.jcer.or.jp/seminar/sokuho/index.html#20130614 をご参照ください。 
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2013 年 8 月号 

 

      

最近掲載のセミナーリポート  
 

 開催日 タ イ ト ル 講 師 掲載項目 

7月10日 
再論：日本のエネルギー選択 

―安定供給、効率性とエコを求めて 
 

石井彰・エネルギー・環境問題研究
所代表 
司会）小林辰男・日本経済研究セン
ター主任研究員 

 

6月27日 世界経済の潮流 2013 Ⅰ 嶋田裕光・内閣府参事官（海外担当） 

 

6月25日 世界経済の潮流 2013 Ⅰ 
鹿野達史・内閣府大臣官房審議官
（経済財政分析担当） 

 

6月20日 
新たな競争の構図と日本企業の挑戦  
「モノ」より「コト」、価値づくり重要
―「つくり手のこだわり」から脱却 

増田貴司・東レ経営研究所産業経済
調査部長 

 

6月18日 

「省インフラ」を成長戦略に 
―社会資本老朽化の現実と展望 

急増する更新投資へ対応急げ 
―民間の活力取り入れがカギに 

根本祐二・東洋大学経済学部教授  

 

6月17日 
日本経済、成長戦略を問う 
成長のカギはイノベーション  
―アベノミクス第 3の矢に期待  

吉川洋・東京大学大学院経済学研究
科教授 

 

6月7日 
日本の企業はイノベーションを起こせるか  
技術経営に総力戦で取り組みを  
―カギは「経済社会への働きかけ」  

武石彰・京都大学大学院経済学研究
科教授 

 

  

詳細は      （ 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

総務本部 総 務 ・ 広 報 グ ル ー プ
経 理 グ ル ー プ

03（6256）7710
03（6256）7708

研究本部 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
中 国 研 究 室
グ ロ ー バ ル 研 究 室

03（6256）7730
03（6256）7740
03（6256）7750
03（6256）7744
03（6256）7732

事業本部 会 員 グ ル ー プ
事業グループ（セミナー）

03（6256）7718
03（6256）7720

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ピッ

9月10日火 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
規制改革に挑む

大
おお

田
た

　弘
ひろ

子
こ

・ 政策研究大学院大学教授
内閣府規制改革会議議長代理

日経センター・大阪昼食会
サントリーのもの造り
―鳥井信治郎の考え

鳥
とり

井
い

　信
しん

吾
ご

・ サントリーホールディングス
代表取締役副社長
関西経済同友会代表幹事

9月12日木 12:30～14:00  
＊会費：3000円（当日ご持参ください）
＊会場：リーガロイヤルホテル大阪28階「クラウンルーム」（大阪市北区中之島5-3-68）
＊定員になり次第締め切ります

大阪



8月26日月 18:30～20:00
＊会員無料、一般2000円
＊会場：日経東京本社ビル２階・SPACE　NIO

東京

≪イブニング・マーケット・セミナー≫
「アベノミクス」と財政再建
　政府は４年ぶりに「骨太の方針」を策定し、景気回復と
財政の健全化を両立するための具体策作りを始めました。
日銀が異次元の金融緩和策をとるなか、どのような点に注
意して財政再建を進めれば、物価や長期金利の跳ね上がり
や金融市場の混乱を避けることができるでしょうか。政策
の現状評価と今後の見通しについて、専門家がお話します。

吉
よしざき

崎　達
たつひこ

彦・双日総合研究所副所長チーフエコノミスト
　1984年一橋大学社会学部卒、日商岩井（現双日）入社。米ブ
ルッキングス研究所客員研究員、経済同友会代表幹事秘書・調
査役などを経て企業エコノミストに。2004年から現職

9月5日木 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

ニッポンの消費社会は変わるのか
―消費税率引き上げを控えて
　モノの値段がじわじわと上昇し、2014年４月に消費税率
引き上げの予定です。賃金の上昇が進まない中でも個人資
産は1500兆円、個人消費はどう変化していくのでしょうか。
少子高齢時代の消費行動、消費増税前のかけ込み、企業の
取り組みなど消費を取り巻く動向をお話しいただきます。

下
しもはらぐち

原口　徹
とおる

・日本経済新聞社日経MJ編集長
　1988年慶應義塾大学文学部卒、日本経済新聞社入社、大阪社
会部配属。流通経済部などを経て2000年上海支局長。05年消費
産業部次長兼編集委員、09年上海支局長、12年消費産業部担当
部長、13年から現職

8月1日木 15:00～16:30（予定）
＊白書の公表日程により変更の可能性があります
＊会員無料、一般5000円
＊会場：日経大阪本社ビル８階・日経センター会議室

大阪

平成25年版 経済財政白書をよむ
―日本経済の課題と展望
　平成25年版経済財政白書は７月下旬に公表予定です。担
当者である増島氏が白書のポイントや経済動向について説
明し、続いて増島氏と地主氏との対談では、白書のテーマ
や日本経済の課題・展望などを議論します。

増
ますじま

島　稔
みのる

・内閣府参事官（経済財政分析―総括担当）
　1986年東京大学経済学部卒、経済企画庁（現内閣府）入庁。
経済協力開発機構（OECD）日本政府代表部参事官、計量分析
室参事官などを経て、2012年から現職

地
ぢ

主
ぬし

　敏
とし

樹
き

・神戸大学大学院経済学研究科教授
　1984年神戸大学大学院経済学研究科博士課程前期課程修了。
89年ハーバード大学大学院修了（Ph.D）。2000年から現職

8月21日水 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

8月22日木 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：2013年７－９月期～2015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

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。
　セミナーの追加や日時の変更の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、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



9月10日火 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
規制改革に挑む
　成長戦略のカギを握る規制改革会議は６月に最初の答申
をまとめました。健康・医療、エネルギー・環境、雇用、
創業の４分野を重点課題とし、民間投資促進と緊急性の観
点から検討されましたが、秋に再開される会議にて農業や
混合診療解禁といった抵抗が強い規制への踏み込みが期待
されています。経済成長に欠かせない規制改革の論点につ
いて、議長代理を務める大田教授にお話しいただきます。

大
おお

田
た

　弘
ひろ

子
こ

・政策研究大学院大学教授
　1976年一橋大学社会学部卒。埼玉大学助教授等を経て、2001
年政策研究大学院大学教授。04年内閣府政策統括官、06年安倍・
福田両内閣のもとで経済財政政策担当大臣を務める。13年から
内閣府規制改革会議議長代理

9月12日木 12:30～14:00  
＊会費：3000円（当日ご持参ください）
＊会場：リーガロイヤルホテル大阪28階「クラウンルーム」（大阪市北区中之島5-3-68）
＊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
サントリーのもの造り
―鳥井信治郎の考え
　資源に乏しい日本が経済成長を加速していくためには、
独創的で付加価値の高い商品・サービスを生み出す「もの
造り立国」の復権が必須です。「もの造り」企業を取り巻
く環境の変化にスピーディに呼応し、新たな価値を生み出
す企業経営や組織風土、文化などについて、「サントリー」
創業者の鳥井信治郎を例に挙げながら鳥井氏が語ります。

鳥
とり

井
い

　信
しん

吾
ご

・ サントリーホールディングス代表取締役副社長
関西経済同友会代表幹事

　1975年甲南大学理学部卒業、79年南カリフォルニア大学大学
院修了、伊藤忠商事を経て83年サントリー入社。2003年から代
表取締役副社長兼マスターブレンダー、12年から関西経済同友
会代表幹事

9月13日金 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

中国新政権の金融リスク管理と改革
 （仮題）

関
せき

根
ね

　栄
えいいち

一・野村資本市場研究所北京事務所首席代表
　1991年早稲田大学法学部卒、日本輸出入銀行（現国際協力銀
行）入行。財務部、北京駐在員事務所等を経て、2006年野村資
本市場研究所入社。10年から現職

9月20日金 14:00～15:30
＊会員無料、一般4000円
＊会場：日経大阪本社ビル８階・日経センター会議室

大阪

中国の経済政策と日系企業の進出動向
　高成長が続く中国に進出してきた日本企業にとって、中
国経済の先行き懸念や人件費の高騰は中国ビジネスのリス
クになりつつあります。日本企業の「脱中国」は加速する
のでしょうか。中国の経済政策の方向性、企業活動の実態、
反日デモの影響など日本企業の中国進出を取り巻く諸問題
についてお話しいただきます。
※ セミナー（90分）終了後、質疑応答と情報交換の時間を設けます。

清
し

水
みず

　顕
けん

司
じ

・日本貿易振興機構海外調査部中国北アジア課課長代理
　1996年筑波大学修士課程地域研究研究科修了、日本貿易振興
会（現日本貿易振興機構）入会。2002年交流協会台北事務所経
済部主任、08年日本貿易振興機構北京センター経済情報部部長、
12年12月から現職

司会）伊
いじゅういん

集院　敦
あつし

・日本経済研究センター主任研究員

9月26日木 10:00～11:30
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

急増する対ベトナム投資と「中所得の罠」
　昨年、日本企業の対ベトナム投資件数は過去最高を記録
しました。若年層比率の高いベトナムを製造拠点ではなく、
市場として捉える企業も増えてきた一方で、中所得国から
高所得国へ移行する際の壁となる「中所得の罠」について
懸念の声もあります。今後も日本の対ベトナム投資は持続
するのか。外資誘致政策の見通しや、国有企業の経営状況、
地元銀行の不良債権問題など、ベトナム経済が抱える課題
と将来性についてお話しいただきます。

トラン・ヴァン・トゥ・早稲田大学社会科学総合学術院教授
　1968年日本の国費留学生としてベトナムより来日。78年一橋
大学大学院経済学研究科博士課程修了、93年博士号取得。桜美
林大学教授等を経て、2000年から現職。ベトナム太平洋経済セ
ンター（VAPEC）会長を兼任

司会）牛
うしやま

山　隆
りゅういち

一・日本経済研究センター主任研究員

10月2日水 15:00～16:30  
＊会場：日経東京本社ビル６階・セミナールーム２

東京

日銀短観ポイント説明会

愛
あた

宕
ご

　伸
のぶやす

康・日本経済研究センター短期経済予測主査



8月7日水 14:00～16:00 
＊日英同時通訳付き
＊会員・一般無料、定員300名（先着順、定員になり次第締め切り）
＊JPタワーホール（千代田区丸の内２－７－２　JPタワー４階）

東京

≪日経センター設立50周年記念国際セミナー②≫
国際通貨体制の行方
　世界のマネーの流れに新たな変化が起きつつあります。米国を中心とする先進国への逆流です。大量のドル資金を
供給してきた米国の量的金融緩和が「出口」に近づく一方、中国をはじめとする新興国経済には減速感が広がってい
るからです。そんな中、グローバルな金融危機の再発を防ぎ、貿易・投資を支える体制をどう作り上げるべきでしょ
うか。国際金融論の権威、米カリフォルニア大バークレー校のバリー・アイケングリーン教授らによる基調講演とパ
ネル討論で検討します。

【基 調 講 演】 バリー・アイケングリーン・米カリフォルニア大学バークレー校教授

【パネル討論】 バリー・アイケングリーン・米カリフォルニア大学バークレー校教授
 余　　永定・中国社会科学院世界経済政治研究所研究員（前所長）
 河合　正弘・アジア開発銀行研究所所長
　　モデレーター） 岩田　一政・日本経済研究センター理事長

　後援：日本経済新聞社

参加者募集　2013年度 経済動向研究会

　直近のマクロ経済動向・金融情勢を解説するセミナー「経済動向研究会」の参加者を募集しています。本
年度は下記の２グループを各々２カ月に１回、年間６回開催しています。メンバーシップ制ですが、年度途
中からの参加も可能です。皆様のご参加をお待ちしております。

◆増島グループ
　講　師：増島　稔・内閣府参事官（経済財政分析－総括担当）
　開催日：第２回　７月30日㈫　12：00～13：30（昼食付き）

◆亀田グループ
　講　師：亀田制作・日本銀行調査統計局経済調査課長
　開催日：第３回　８月27日㈫　12：00～13：30（昼食付き）

会　場：日本経済新聞社東京本社ビル６階　セミナールーム２（東京都千代田区大手町１－３－７）

受講料：第２回より参加の場合５回分　26,250円（会員）、52,500円（非会員）（昼食代含む）
　　　　第３回より参加の場合４回分　21,000円（会員）、42,000円（非会員）（昼食代含む）

　詳細・お申込みはホームページ（http://www.jcer.or.jp/seminar/doko/index.html）をご覧ください。

問い合わせ先：事業グループ　TEL：03－6256－7720

設立50周年記念国際セミナー
　日本経済研究センターでは設立50周年を記念した国際セミナーをシリ
ーズで開催しています。国際的に業績が評価されている経済学者・エコ
ノミストに基調講演をしていただいた後、日本人の経営者や気鋭の経済
学者らを交えたパネル討論を予定しております。国内外の経済情勢が大きく変化する中、これらのセミナー
を通じて、今後を展望する手がかりを会員の皆さまに提供して参りたいと考えております。下記に加え、秋
以降も開催を計画しております。

Bridge to the Future



50周年記念研究
「2050年への構想」から
　設立50周年を機に取り組んでいる「2050年の日本」プロジェクトは５
月に「2050年の世界経済地図」と「日本経済３つの未来」について予測を公表したのに続き、６月21日、「成
長を阻む壁」を破るための中間提言となる「『３つの壁』打破、日本型システム再構築を」を公表しました。
その一部を紹介します。

中間提言： 競争、人材、多様性が革新のカギ
女性の潜在力活用へ数値目標を

　５月に発表した予測では、日本経済が眠っている潜在力を活用すれば、人口減少が続いても21世紀半ばに
１人当たり国民総所得（GNI）が世界３位となる「成長シナリオ」を示しました。今回の中間提言では、そ
のシナリオ実現を阻む壁として①女性・若者・高齢者の潜在力発揮を阻む「雇用の壁」、②国内外からの新規
参入を阻む「資本・規制の壁」、③十分なエネルギーが確保できない「エネルギーの壁」の３つをあげ、実態
を分析し、その克服策を考えました。また、その壁
を打破し革新を呼び込むキーワードとして、多様な
働き方、多様な人材・企業などを実現する「競争」
「人材」「多様性」をあげました。
　「雇用の壁」を破るため不可欠なのが、女性の活
用です。女性の労働力率を年齢に並べると出産・育
児期がへこんだ「M字カーブ」がみられることが指
摘されますが、これをオランダ並みにし、「M字」
を解消することが成長シナリオの実現に欠かせませ
ん（グラフ）。センターでは、そのための起爆剤と
して、女性登用への数値目標（ポジティブ・アクシ
ョン）を設けることなどを提言しています。

　提言の詳細についてはホームページの「2050年への構想」コーナーに会員限定公開のリポートを掲載。
今後、11月に最終報告を行い、今回のリポートで示した改革案を掘り下げ、より具体的なアイデアを示す
予定です。ご意見・ご質問などは長期予測・提言チームにお寄せください（TEL：03－6256－7740）。

Bridge to the Future

（注）日経センター2050年予測。成長シナリオは2050年に向け、現在の
オランダ並みに各年齢階層で女性の労働力率が高まったケース。
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オランダ型改革でＭ字を解消

日本 2010年
日本 2050年（基準シナリオ）
　　  同      （成長シナリオ）

（年齢階層）
15～20～25～30～35～40～45～50～55～60～65～

日経センター研修生のリポート「経済百葉箱・番外編」

「ニッポン開国！」など７テーマ掲載
　日本経済研究センターは、会員各社・団体から若手・中堅社員を１～２年間派遣いただき、次代の経営幹
部・エコノミストを養成する「委託研修」を実施しています。今年度は21人の派遣を受けていますが、４～
６月の研修成果として、日経センターの主任研究員らの指導でチームを組み、まとめたリポート「経済百葉
箱・番外編」７本をホームページに掲載しています。日経センターの研修制度の概要も紹介していますので、
ぜひご覧ください。

　研修制度の詳細はhttp://www.jcer.or.jp/training/。問い合わせは予測・研修グループ（TEL：03－6256－
7730）まで。2014年度の研修募集説明会は10月上旬、開催予定です。



日本経済研究センター
Japan Center for Economic Research

8 •9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。

Bridge to the Future

2013年8•9月の催し
TOKYO
月 日 曜日 開催時間 セミナー名 参加希望

8

7 水 14:00～16:00
≪日経センター設立50周年記念国際セミナー②≫
国際通貨体制の行方
 バリー・アイケングリーン 氏・余 永定 氏・河合正弘 氏・岩田一政

21 水 14:00～15:30 日経センター短期経済予測説明会 愛宕伸康

26 月 18:30～20:00
≪イブニング・マーケット・セミナー≫
「アベノミクス」と財政再建 吉崎達彦 氏

9

10 火 12:00～13:30
会員会社・部長昼食会
規制改革に挑む 大田弘子 氏

13 金 13:30～15:00 中国新政権の金融リスク管理と改革（仮題） 関根栄一 氏

26 木 10:00～11:30 急増する対ベトナム投資と「中所得の罠」 トラン・ヴァン・トゥ 氏・牛山隆一

10 2 水 15:00～16:30 日銀短観ポイント説明会 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。

OSAKA
月 日 曜日 開催時間 セミナー名 参加希望

8
1 木 15:00～16:30 平成25年版 経済財政白書をよむ―日本経済の課題と展望 増島　稔 氏・地主敏樹 氏

22 木 14:00～15:30 日経センター短期経済予測説明会 愛宕伸康

9

5 木 14:00～15:30 ニッポンの消費社会は変わるのか―消費税率引き上げを控えて 下原口徹 氏

12 木 12:30～14:00
日経センター・大阪昼食会
サントリーのもの造り―鳥井信治郎の考え 鳥井信吾 氏

20 金 14:00～15:30 中国の経済政策と日系企業の進出動向 清水顕司 氏・伊集院敦

＊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。



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

新井 淳一

槍田 松瑩

大田 弘子

喜多 恒雄

小峰 隆夫

長谷川 閑史

御手洗 冨士夫

吉川 洋

源関 隆

石塚 慎司

猿山 純夫

石塚 慎司

杉田 亮毅

岩田 一政

新井 淳一

大竹 文雄

小林 光

小峰 隆夫

齋藤 潤

竹中 平蔵

西岡 幸一

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・広報グループ

　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

研究本部

グローバル研究室

茅場町支所
ライブラリー

大阪支所

総務本部

名誉顧問

事務局長

事務局長補佐
兼総務本部長

研究本部長

大阪支所長

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)7730
03(6256)7740
03(6256)7750

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

事業本部 事務局長補佐
兼事業本部長

村井 浩紀

石塚 慎司

研究主幹 斎藤 史郎


