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中期経済予測、消費減少下の産業・地域の姿も探る

けん引役、生産は輸送・一般機械、雇用は医療・介

護

－２０２５年までのマクロ・ミクロのシナリオ

桑原進・日本経済研究センター中期経済予測主査

　日経センターの中期予測班　は３月、「第４０回中期経済予測：成長と財政再建、両立へ

のシナリオー日本経済の基礎体力を検証する」の最終報告書を発表しました。２０２５年ま

でのマクロ経済の予測に加え、産業別・地域別の詳細な分析や、予測を作成する上での論点

をまとめています。その概要を紹介します。

【マクロ予測の概要ー消費低税で双子の赤字の深刻化回避】

　今回の予測では、消費税率の引き上げが２０１５年に予定されている１０％に留まる場合

は、財政収支、経常収支の双子の赤字が深刻な状態に及ぶと予測されたため、更なる財政再

建は避けて通れないと考え、消費税の税率が、２０１７年以降も毎年１％ずつ、２０２５年

の時点で１９％となるまで引き上げられると想定し、予測を組み立てた（注１）　。

　推計結果だが、年平均実質成長率は２０１１～１５年は１％、２０１６～２０年は０．９

％、２０２１～２５年は０．７％と堅調に推移し、国・地方の基礎的財政収支は、２０２０

年前半には黒字に転化すると予測している（表１）。経常収支も、２０２５年時点では対名

目ＧＤＰ比マイナス０．７％程度と、赤字にはなるものの深刻な状態は避けられると考えて

いる。但し、増税が直撃する家計貯蓄率はマイナスとなり、民間消費は減少する。消費者物

価上昇率も、消費増税込みでも２％をやや下回り、現在、日銀が掲げるインフレ目標には達

しないと予測している。

2 



2014年04月号

【産業・業界予測ー生産と雇用で異なるけん引役】

　産業別の生産の動きは、１９９０年代以降の「失われた２０年」にやや不調であった加工

組み立て産業が、今後、実質値で見ると活躍しそうだ（図１）。特に円高修正の恩恵を受け

やすい輸送・一般機械が日本の得意分野として際立ってくることになると思われる。当面続

く高齢者層の増大を受けて医療・介護は、安定した伸びを示すことになる。また、失われた

２０年では、成長を押し下げてきた建設業が、復興需要等でようやく底を打ち、今後も、民

間投資の復調、社会資本の更新需要などで、成長に寄与する方向に向かうと考えられる。一

方で、今後成長を押し下げるのはその他第三次産業だ。人口減少が進み始める以上、内需だ

けが対象の小売や個人サービスは苦戦が続くことになると思われる。農林水産業、生活関連

製造業も引き続き厳しいだろう。

　産業別に需要予測をみると、実質では、自動車で輸出が伸びると考えている。一般機械も

輸出が支えそうだ。半導体・電子部品は中間需要の伸びが大きくなる。農林水産業はＴＰＰ

締結の影響と、農家の多くが高齢引退する影響により、輸入に押されることになりそうだ。

　雇用面では、ここ２０年と同様、医療・介護等が、これからも雇用増の柱だ。一方で、人

口減少・高齢化により、小売や対個人サービス、農業から多くの人が退出することになると

思われる。建設業は雇用面でも、増加する。この結果、従業者数の上位３業種は、２０１０

年時点では、対個人サービス（９０７万人）、小売（７６４万人）、医療介護等（７０５万

人）であったのが、２０２５年には医療・介護サービス（１０６０万人）、対個人サービス

（７９９万人）、その他の対事業所サービス（５９８万人）に変わる。小売からの人の移動

は大きなものになると思われる。

【地域予測ー三重、愛知、石川が上位】

　都道府県別の実質成長率については、産業別の生産額の推計値を、各都道府県に、産業構

造に合わせて割り当て、合計するという方法で推計した。ただ、復興需要や、原発の停止、

医療介護費など、都道府県別に容易に予測できるものは盛り込んだ。また、鉱工業生産指数

等の実績値がある２０１３年の期間は、それらのデータを用いて産業別・都道府県別の推計

値を別途作成して、２０１３年以降の予測値に接続している。
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　２０１１～２５年の年平均成長率の上位５都道府県は、三重（１．６％）、愛知（１．５

％）、石川（１．５％）、群馬（１．４％）、島根（１．１％）だ（図２）。輸送機械か、

半導体・電子・電気機器のシェアが大きい地域が好調だ。群馬、愛知、三重では、自動車の

生産増が成長を押し上げる。徳島、島根、三重では半導体・電子・電気機器が寄与する。石

川、宮城、三重では、２０１３年までの成長が比較的高く、２０１１年から２０２５年で計

算した平均成長率を高めている。栃木、山梨、鳥取は逆に２０１３年までの不調が足を引っ

張る。福島は、電力・ガス・熱供給・水道の落ち込みが大きく影響すると予測される。

　

　都道府県別の従業者数の予測値も、都道府県・産業別の生産額と各産業の労働生産性の伸

びから作成している。人口減少・高齢化の結果、すべての都道府県で従業者数が減少するが、

減少の程度に違いがでる。労働生産性の伸びが低い産業で成長している地域では、生産があ

まり伸びなくても雇用が維持できている。平均減少率が最も小さい上位５都道府県は東京（

▲０．２％）、石川（▲０．２％）、神奈川（▲０．２％）、広島（▲０．３％）、大阪（

▲０．３％）だ。東京は、ある程度成長する上に生産性の伸びが低い対事業所サービスのシ

ェアが大きく、相対的に従業者数の減少率が小さくなる。一方、従業者数の減少率が大きい

のは秋田（▲１．１％）、岩手（▲１．１％）、福島（▲１．１％）だ。

　労働の需給面は、さらに様相が異なる。医療介護セクターの大きくなる地域においては、

往々にして人口減少も大幅なため、労働力人口が従業者数以上に減少し、労働需給が逼迫し

てしまう。例えば、秋田は従業者数が減少するが、それ以上に労働力人口が減少するため、

労働需給が逼迫する懸念がある。東京や神奈川では、従業者数はあまり減らないが、労働人

口も減らないので、労働需給はむしろ緩む方向に向かいそうだ。何らかの形で、地域間の需

給調整が進むことが予想される。

【論点ー予測される困難と対畍～介護の人材不足など】

　論点ではテーマ別に、さらに詳細に予測と対策を取り上げた。介護部門で予測される労働

力不足の深刻化については、受け入れ要件を緩和することにより外国人労働者を増加するこ

とを提言している。民間企業投資は増加を予測しているが、既存の資本設備の効率が悪く、

これを改善せずには、十分な成長は望めないと考える。社会資本についてはストックをすべ

て更新しようとすると更新費が２０１３年から２０５０年までに６００兆円と膨大なものに

及ぶと推計され、成長の足かせとなりかねない。その対策として、コンパクトシティ化やＰ

ＦＩの制度改善を進める必要があると主張している。電力需要については２０３０年までに
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２０１０年比２０％節電を予測しているが、その実現にはスマートメータの普及・活用が重

要であり、そのためには電力政策の先行きの透明性を高めるべきであるとしている。このほ

か、高齢者雇用延長が若年層の中途採用に影響することの実証、ＴＰＰの締結の所得再分配

効果の推計や幸福度の話題など、盛りだくさんなので、ぜひ報告書に目を通していただきた

い。

※２０１３年度の中期予測班は、センターのスタッフ５名、企業から派遣されている研修生

９名で構成。研修生は、マクロの需要側の部門別の動向、産業・業界予測、地域予測を分担

し、論点リポートも執筆しています。報告書の全文と予測データの詳細は日本経済研究セン

ター会員限定ですが、論点リポートについては会員以外の方も閲覧可能です。

中期予測の詳細はこちら（会員限定）

http://www.jcer.or.jp/research/middle/detail4735.html

中期予測の論点はこちら（一般公開）

http://www.jcer.or.jp/research/middle/detail4735.html#report
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斎藤主幹が聞く　暴論？正論？

「円安信仰は“スペード”のエース」　

　国際協力銀行総裁　渡辺博史氏

　景気に停滞感が漂うもとでは「円安はプラス、円高はマイナス」というのが日本の多数派

世論だろう。アベノミクスの登場と前後して円高是正が進み、株式市場もこれをはやした。

一方、２０１３年秋から国際収支の経常収支は赤字基調に陥っている。国力低下を懸念する

声もある。ミステリー小説に造詣の深い元財務省財務官で現在、国際協力銀行総裁の渡辺博

史氏は「円安信仰は“スペード”のエース」と語る。真意は何か。日本経済研究センター研

究主幹の斎藤史郎が聞いた。

量的緩和と為替の関係は薄い

斎藤　為替のことについてたっぷりお聞きしたいと思っていますが、アベノミクスについて

はどう評価しますか。

渡辺　全体の構図やこれまでの約１年間の実績については、良いと言えるのではないかと思

っています。ただ財政の長期的なサステナビリティや産業構造をどのように考えるかという

問題が突きつけられていますので、この先、第三の矢を実効的にうてるかどうかが重要でし

ょう。これまでの間、第三の矢にはほとんど手がつけられておらず、それ以降の政策に関す

る議論も停滞しています。

斎藤　これまでのところのアベノミクスの成功は多くの人が言っているように、円安がもた

らしたものと判断しています。すなわち、円安により輸出産業を中心にした企業の収益が改

善し、株価が上昇、センチメントが改善し消費・設備投資の増加をもたらした。円安が好循

環の基点になったと思いますが。

渡辺　為替相場の変化が国民のセンチメントを変えたという意味で、基点になったのは円安

と言えるでしょう。それを第一の矢という金融政策でバックアップしました。しかし、企業
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収益の改善はドル建て輸出債権、海外投資からのリターンなどの外貨建て資産が円換算で増

加したことによる短期的なものです。確かに、円安が海外資産の評価増に繋がり、日経平均

が８５００円から１万５０００円まで上昇したことは、これまでの経済の陰鬱とした雰囲気

を変えるという意味では評価してもよいのでしょう。しかし、この状況はサステナブルでは

ありません。企業がこの先の需要増加を見越した設備投資を行うには未だ至っていません。

　

斎藤　円安と量的金融緩和政策の関係ですが、量的緩和は本当に為替に影響を与えるのでし

ょうか。経済理論的にも議論のあるところです。すなわち、ゼロ金利のもとでもマネタリー

ベースを増加させると、円安になるのでしょうか。

渡辺　因果関係は薄いと思います。安倍首相が言ったからとか黒田日銀総裁が緩和したから

円安になったと言うよりは、２０１２年末には為替はすでに円安方向に動いていたと受け止

めています。当時インタビューでそんなことを言った記憶があります。確かに、アベノミク

スの宣言や黒田日銀総裁の金融政策が円安のスピードを速めた面はあったと思いますが、そ

の程度のことだったと思います。

斎藤　既に円安に傾いていたという議論はありましたね。欧州の金融危機が一段落してユー

ロへの信頼が回復したため、ユーロ高・円安になる環境が整いつつあったという指摘です。

渡辺　その通りです。ヨーロッパではＰＩＩＧＳへの対応がそれなりに終わりつつありまし

た。アメリカの金融政策の転換はまだでしたが、いつまでも円がセーフティカレンシーとか

日本がセーフティスポットとは言えなくなるなと思ったのがこの頃でした。　

　ただ、もっと基本的な要因として指摘すべきは経常収支の悪化です。最近の傾向をみても、

２０１３年の秋から２０１４年１月まで連続して赤字となりましたが、２０１２年から２０

１３年にかけても３カ月赤字になっています。原発停止の影響でこれからも石油と天然ガス

の輸入量が減少せず、それらの価格が上昇すると経常収支の黒字幅は小さくなります。経常

収支の悪化をみて、円をセーフティカレンシーとか日本をセーフティスポットと言って円を

買いに来るコンフィデンスは海外にはもう薄れているなと思いました。

（注）ＰＩＩＧＳ＝当時金融危機で苦しんでいた欧州５カ国。ポルトガル、イタリア、アイ

ルランド、ギリシャ、スペインのアルファベットの頭文字をとって総称した。
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気になる産業競争力の低下

斎藤　３．１１の影響が大きいのですか。経済構造・産業構造が変化した影響の方が大きい

のですか。

渡辺　産業構造全体の問題です。エネルギー原材料の調達コストが増加しているというだけ

でなく、輸出が伸びていないということがより問題だと思います。輸出が伸びていないのは、

海外への現地展開を進めたことも背景にあります。このことは問題視する必要はありません

が、産業競争力の低下によって輸出が伸びていない可能性があります。

　ここのところ日本の経済界の方には競争力はあるが円高のおかげで売れないと言う方が少

なくなかったのですが、私は必ずしもそうではないと思っていました。日本製品の国際競争

力がここしばらくの間に低下したのではないでしょうか。ですから為替が安くなっても貿易

収支は改善していません。これからアジアの新興国や途上国の５億人から６億人の人たちが

中産階級になりますが、この人たちに売る商品をうまく設計していかなければ、韓国やその

他の国々との競争に負けてしまうかもしれません・・・・・・。各企業は真剣に考えなけれ

ばいけないのではないかと思います。

　

斎藤　国力が問われ始めていると言うことですね。日本の国力を考える際には、市場規模と

しての人口や労働力人口等などの影響を考える必要はないのでしょうか。

渡辺　もちろん、日本の人口や労働力人口が減少していくことは経済に影響を与えます。人

口動態をみると、長期的には円安になることが予想されます。

斎藤　アベノミクスのもと円安で景況感は好転しました。一方、対外競争力の低下が円安を

もたらしている。為替と景気の関係についてどのように整理したらよいでしょうか。

渡辺　日本の中の議論はひっくり返っていると思っています。海外では、景気が良くなって

総合的な経済力が高まれば、そのバロメーターとしての通貨は強くなる。したがって、通貨

を安くして景気をどうこうする、という議論はあまりありませんでした。これに対し、日本

では通貨が安くなれば景気が良くなると言うことが強調されるとともに、景気が良くなって

通貨が高くなることが良いとは誰も言わない。非常に変な構図がもう２０年以上続いていま

す。まあ、１９７１年以降の円ドルでの為替の変化のスピードが極めて速かったということ
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もこのような構図の背景にあることは認めなければいけませんが。私は為替と景気の上下と

の因果関係はあんまりないのだと思います。

斎藤　日本の場合、円安になると株価が上昇します。これは景気が良くなっていることの証

ではないかと思う。ところが今の渡辺さんの解説によれば市場でそのような反応が起こるの

が、どこかおかしいと言うことでしょうか。

渡辺　誰が株式を買っているかによって為替が株価へ与える影響は変わり、株価の持つ意味

合いも変わります。海外投資家が日本の株式を買っているとするなら、円安のときに日本の

株式を買って円高のときに売れば、彼らは自国通貨建て換算で利益を得ることができます。

日本の株式市場は海外投資家の売買ウエートが大きいため、為替が株価に与える影響も大き

くなります。円安なら株価は上昇すると言うのはこうしたメカニズムによるところが大きい、

と思います。また、これまでは「円安が輸出を増やす」という思い込みもあったのでしょう

が。

　円安を通じ企業収益が改善し株価上昇をもたらすという経路ではなく、円安を背景に海外

投資家が株式を購入し、株価上昇をもたらしていると見るべきです。つまり、株価上昇は企

業業績の改善とは関係ない面もあるわけで、株価を景気や政策の評価指標に用いることには

以前から違和感を抱いていました。海外投資家の株式売買ウエートが非常に高い状況のもと

では株価が上がるようにと考えて、円安へ誘導するということは短期的には効果があるかの

ように見えますが、中長期的に見れば、必ずしも適切なこととは思えません。

閣安期待感に変化

斎藤　しかし、一層の円安への期待は日本全体を見渡した時まだ、支配的なように思われま

すが。

渡辺　そうは思いません。最近は、中堅企業や中小企業でもこれ以上の円安は必要ない、逆

に負担増加にならないか、という企業が多くなっています。

斎藤　そうですか。確かに、ある商工会議所の首脳が１ドル９５円から１０５円あたりで良

いとつぶやいていました。
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渡辺　まあ、１１０円くらいあたりまでならあってもよいと言っている人はいます。しかし、

どんどん円安が進んだり、１２０円くらいまで円安になったりするのは困るという声が中堅、

中小企業を含めて出てきています。昔のようにすべて国内の労働、資本を使って部品から組

立までの全生産工程を国内で行っているのであれば、輸出企業にとって円安は価格競争力の

点で望ましいことになります。しかし、過去数年で企業は大手中心に生産拠点を海外分散し

たのみならず、中堅・中小企業でも生産要素の調達先を国外にも分散させたため、あまり円

安になると調達コストが大きくなり利益は圧縮されるという企業群が増えてきています。

　また、エネルギー原料価格が決して安くない時に為替が円安になればそれだけでも、いわ

んやドル建て価格の上昇も起こったときには、円建て価格が上昇し、この分を転嫁すれば電

気料金は上がる。さらに、運賃、トラック運賃も上昇するということで、企業はこの点をか

なり気にしています。ただし今は、電気料金は様々な理由で抑制気味になっていますが。

　円安によるコストプッシュ型のインフレが既に製造業に影響を与えています。まだ、地方

居住者のガソリン料金を除くと、一般消費者にまではあまり響いてはいませんが・・・・・

・。１１０円を超えて円安を望むような声は今やほとんどないというのが私の印象です。

斎藤　１ドル７５円から１００円強に下落したこれまで比べると、これからの円安誘導に対

する産業界の反応は変わってきたということですか。

渡辺　はい。今の為替水準で無茶苦茶困っている人はいないのではないでしょうか。「ここ

でハッピー」とは言わないまでも、「これではすごくアンハッピー」と言う人がいない。な

んとなくこんな水準だろうと思っている人が多いのだと思います。１ドル８０円台だと大企

業でなければ耐えられないかもしれませんが、９５円から１０５円程度であれば、中堅企業

や中小企業でも余り困っていないのではないかと思います。

斎藤　ただ、今後円安がとまると消費者物価も上がらなくなり、アベノミクスのめざすデフ

レ脱却が難しくなるのではありませんか。

渡辺　円安だけでデフレ脱却を目指すなどということは、アベノミクスの主旨ではないと思

います。サステナブルな経済を作るため、家計や企業にそれなりの負担をお願いしなければ

いけないという重要なときに、それに加えて意味のない負荷をかけないようにするのが経済

政策の本旨だと思います。
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教科書的金融論には限界も

斎藤　円相場の適正水準はどのように決まるのでしょうか。改めて考えをお聞きしたい。

渡辺　日本の為替水準に関する議論でマスコミも含めて変だと思うのは、貿易収支だけで為

替が決まると考えられていることです。これは全くの錯覚です。まあアメリカ議会にも人民

元に関して同じような考え違いがありますが・・・・・・。貿易決済のための為替取引量は、

今や東京為替市場で見ればその取引量の８分の１程度に落ちているのではないでしょうか。

それ以外は資本取引です。したがって、為替市場に大きな影響を与えているのは貿易収支で

はなく資本取引です。

　むろん資本取引によって決まった為替水準が日本の産業に影響は与えるという関係はあり

ますが、貿易取引や輸出入の増減で為替水準が決まると言う考えは、間違いではないがずれ

ている、と言うことです。

　国際金融論の理論的な枠組みにおいては貿易収支のプラス・マイナスあるいは大きさによ

って為替レートが決まるとされていますが、実際にはそうなっていません。大学でそのよう

な教育を受けた人たちが新聞記者になったりして、様々な媒体で解説を書いているのです。

私が一橋大学で講義を持っていたときは、「教科書的な国際金融論は博士号を持った先生方

が教えてくれます。私が教えるのは、国際金融論の理論がどのように現実と乖離しているか、

ということです」と学生に言っていました（笑）。

斎藤　資本取引による為替市場への影響はどのようなメカニズムが働いていると？

渡辺　相対的に安全であると思われている通貨は高くなります。国内金利の差も重要な要素

です。金利差や通貨の使いやすさや安定感といった点が重要になります。

　

　例えば、２０１３年に１ドル１０３円まで上昇した後、９７円に戻りました。これは、ア

メリカのテーパリングが懸念されたときにインドやインドネシア、ブラジルからアメリカへ

の資金回帰が始まりましたが、実際にはテーパリングの始期や進行速度が予想と違ったため

に、いったん新興国などから引かれた資金の全部が直ちにはアメリカに着地しませんでした。

そしてその資金のいくばくかが日本やスイスという安全な通貨にいわば「途中下車」したと

いうのが、この動きの原因です。このような円ドルレートの変動は、日本の経済状況とは関
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係のない要因で決まっています。

　また、「実質実効為替レート」という概念があります。これは計算すれば出てくるもので

決して変なものではないのですが、このインプリケーションがやや間違って伝えられている

感じがします。まず、「実質」ということですが、これは名目値をこのあいだのインフレ率

で調整しましょう、ということです。インフレ率の低い国はそれが高い国に比べてその通貨

が高くなる、ということは一般的には正しい結論です。しかし、二つの国のインフレ率が「

５％と３％のとき」と、「１％とマイナス１％のとき」とは、いずれも差は２％ですが、こ

の後者の場合において「マイナス１％」のデフレの国の通貨がどんどん高くなるのが当然で

ある、ということには、疑問があります。デフレが進行すればするほど、通貨が強くなって

いく、というのは常識には合いません。ゼロの前後で不連続になっているのではないか、と

いうことです。

　

　また、実質実効為替レートの「実効」のところは、二つの通貨の関係だけではなく各通貨

との相互関係全体を各国との取引の大きさによるウエートを付けることを通じて総合的に見

ようということで組み入れられた調整ですが、現状ではその各国との取引量のウエートをそ

れぞれの国との貿易量で計っています。しかし、先ほど述べたように為替市場は貿易決済で

はなく資本取引の影響を大きく受けて変動します。また、通貨の「使い勝手」というものも

大きく影響を与えます。貿易量で言えば、今やアメリカと中国の日本との貿易量はあまり差

がなくなっていますが、為替に対する影響も同じくらいだというのは、ややおかしいと思う

方が普通でしょう。日銀やアナリストなんかでもそれを考慮せずに実質実効為替レートによ

って為替水準の議論を行い、日本はデフレなのだからもっと円が強くなるのは当たり前とい

ったようなことを言うことがしばしば見受けられますが、これはミスリーディングです。

（注）テーパリング：細いろうそく（ｔａｐｅｒ　）が徐々に燃え尽きるように、量的金融

緩和策を徐々に縮小していくこと。

斎藤　資本取引の影響を踏まえたうえで、円の適正水準とはなんなのか。どのように決まる

と考えたらよいのでしょうか。

渡辺　為替の適正水準とは、中長期的に見て、まあ２年から３年のスパンでみてその国の経

済が大きく損なわれない水準ということになると思います。その国のそうした状況の経済の

総合体力を反映したものが適正水準と言うことでしょう。市場の調整機能は万能ではないた

め、短期的な動向をみて為替水準を議論することは適切ではありません。アメリカの通貨当
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局と話し合った時の経験を言えば、私は「市場は間違えることもある」という立場でした。

アメリカの為替当局は「市場が間違っている」とは口が裂けても言いませんでしたが、彼ら

も短期的には過剰なボラティリティが市場に発生することはあるとは認めています。これは、

裏を返せば為替は中長期的に見れば、それなりに調整されていくということです。

　水準設定のために介入するとか、水準設定ができると考えるのは、誤りです。我々の経済

行動が全部資本主義の原理である市場経済の世界に入っているとすれば、長い目で見て、遅

かれ早かれ調整されていくということだと思います。ただし、その調整速度が過度に速いと

いうように適切ではない場合や、一度逆の方向に振れてから向きを変えてやっと本来の適切

な水準への調整が始まるといった場合があるため、そのようなときには多くの為替需要者に

不測の損害を与えるので何か講じましょうねと言うことです。

　

　私が財務官を務めていたときには、幸いに過剰なボラティリティは市場に発生しなかった

ため、一度も為替介入を行いませんでしたが・・・・・・。

斎藤　経済活動が大きく損なわれるというのはどのような状態のことでしょうか。

渡辺　極端なインフレや極端な失業が起こる状態のことです。

斎藤　現在の円相場の歴史的な意味を考えてみたいと思います。変動相場制へ移行してから、

為替市場では趨勢的に円高が続いてきました。これは、その時々の経済の実力を表してきた、

つまりそれなりの適正水準だったと言うことでしょうか。度重なる円高に対してはメディア

や産業界、政界は過剰に反応することがありました。円高恐怖症です。しかし、日本経済は

実際にはこの趨勢的な円高に耐え、国際的なプレゼンスも高めてきました。過去１０年近く

は円高がデフレをもたらしたという議論もあります。

　一方で、円高は望ましいことという考えも少数ながらありました。円切り上げの時、昭和

天皇が時の大蔵大臣の水田三喜男氏に「円高は好ましいことではないか」と言われたのは有

名なエピソードです。９０年代末に就任した速水優日銀総裁も強い円を目指しました。この

ふたつの相反する見方をどのように理解すればよいのでしょうか。円高恐怖症は間違いだっ

たのでしょうか。
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日本の対応力が低下

渡辺　ある時点で、円高の急激な進行によって様々な人たちが負荷をこうむっていたのは事

実です。しかし、ある水準の為替レートになったら日本は崩壊する、といった言説は間違っ

ていました。６５年頃の１ドル３６０円という水準は異常な円安でした。７１年からの円高

はその調整が行われたものです。当時は円安になれば輸出が増える構造でしたから、円高に

対して強く反応してしまったのでしょう。しかし、もし、ズーッと円安誘導をてこにした競

争力の水準に安住してしまっていたら、イノベーションやコストダウンが進まなかったかも

しれません。きつい言い方かも知れませんが、円高という負荷があったからこそ日本の産業

の国際競争力が高くなったとも考えられます。

　

　この時代は日本の産業に高度化の余地がまだ残されていたため、円高にも対応することが

できました。しかし、近年ではその余地が小さくなってしまったために対応力が失われ、円

高への反発につながっています。１６０円が１２０円になったときの円高と８０円位になっ

たときの円高の厳しさの違いはやはりあるのだろうと思います。数年に１度、大規模な技術

イノベーションが起こって産業に高度化の余地が生じますが、その幅も昔よりは小さくなっ

ています。調整余力が低下してきているということは確かだと思います。

斎藤　海外の例をみると、アメリカのレーガン元大統領やルービン元財務長官が「強いドル」

を標榜していました。また、イギリスでは１９９２年のポンド危機時、ポンド安に対する国

民的反発もありました。海外では自国通貨が強いことを求める声が大きくなることがありま

すが、日本と海外とのこのような差はどこから生じるのでしょうか。

渡辺　資本を出す国と資本を受ける国では立場は異なります。アメリカやイギリスはどちら

かと言えば資本が足りない国で、日本とは立っている場所が違います。　

　アメリカの場合は、産業構造、消費構造から貿易収支は常に赤字です。経常収支の赤字が

永続的に続くということはありえないとすると、どこかで調整する必要があります。１９９

０年代のアメリカは、海外から安い資金を調達して海外へ投資し、より高い利回りを得てい

ました。対外純資産はマイナスであったにも関わらず、所得収支はプラスでした。具体的に

は、米財務省証券によって６％程度の金利で海外から資金調達し、途上国への投資で１０％

程度の利回りを得ていました。ドル安になると、資金の流入が止まってしまうため、このよ

うなスキームは実現できません。従って、強いドルを必要とする時期があったのです。これ
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はイギリスにも当てはまります。彼らは、ドルやポンドを持てば価値が減損しないというこ

とをアピールする必要がありました。

　日本は、資金を出していたので通貨の価値保存機能をアピールする必要はありませんでし

た。貯蓄過剰国と不足国の立場の違いから、アメリカやイギリスと、日本との為替に対する

態度は違っていて当然です。まあ、アメリカとイギリスは、「強い通貨」が望ましいと考え

ていたのではなく、その当時に安くなりすぎていた自国通貨に対して歯止めをかけようとし

ていたと言うことかもしれませんが。

斎藤　ドイツも過去にマルク高を容認していたのではないでしょうか。

渡辺　ドイツは過去にハイパーインフレを経験しているために、通貨価値の維持を重視して

いるからです。日銀も昔は通貨価値の維持を重視していましたが、１ドル３６０円の時代か

らプラザ合意に至る過程で、メディアに流されて円安に理解を示すようになりました。

斎藤　債務危機に陥ったときに、通貨の価値が暴落することで輸出が増加し経済が立ち直る

という、通貨の自律調整機能はあるのではないですか。

渡辺　通貨安が経済のカンフル剤になることは事実です。しかし、恒常的に通貨安に頼るこ

とは望ましくありません。南北ヨーロッパにおける産業力格差の背景には、ユーロ導入前の

スペインやイタリアが、７年に一度くらいの為替調整（自国通貨切り下げ）で価格競争力を

維持してきたことがあります。その結果、それらの国の産業力あるいは経済の総合力が低下

した、少なくとも改善しなかったと思っています。カンフル注射として活用する手法はあり

えますがズーッと頼っていてはいけません。

　今のユーロでも一時１ユーロ＝９５円まで行って、今や１４０円まで戻っていますが、ユ

ーロ圏の中でそれで大騒ぎしてはいません。為替をツールにしていつも何とかしようと大騒

ぎするのは圧倒的に日本です。

斎藤　アジアの国々には為替調整に頼る傾向はないでしょうか。円高になったときに日本の

産業界は強く反応しましたが、このとき、ウォン安によって韓国企業との競争力が低下した

ことが響いたと言われています。逆に、現在の為替水準では、日本の産業が持ち直しており、

韓国企業は苦戦しているように思われます。このような経緯をみると、通貨による価格競争

力への影響はたいへん大きいと思われますが。
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渡辺　確かに韓国世論は日本同様、為替調整に頼りがちです。２０１０年から２０１２年に

かけてウォン安になったことが韓国産業にとってカンフル剤になったことは事実です。しか

し、当時、韓国の通貨当局はウォン安を放置していましたが直接的な誘導はしていません。

世界中の投資家が韓国経済の厚みの無さ、底の浅さを見透かしてウォン売りをしていたのが、

当時のウォン安の原因です。

　サムソンと現代はそれを追い風に輸出を伸ばしたと言われました。しかし、一方そのため、

イノベーションが弱くなった、あるいは将来の設計図を書き間違えたとされます。為替安ば

かりに頼っていると、だいたいろくなことが起こりません。中長期的な利益にはならないこ

とを認識する必要があると思います。

　何かに依存し続ける、というのは結局良い効果を生まない場合が多いのです。スペードの

エース、というのがあります。ゲームによっては、総取りのオールマイティにもなる強い札

です。しかし、所詮、スペードは「死」のシンボル、「剣」の表象という意味もあります。

スペードのエースは、まさに「両刃の剣」なのです。強い表現を使えば、韓国では「ウォン

安救世論」、そして日本では「円安信仰」という形で、長い間、このオールマイティに頼り

すぎるというか、これに過度に重点を置いてきた感じがします。こういう劇薬的なものに恒

常的に頼るということは、結局ジワジワと体力を弱めることにもなりかねません。やはり、

ハートのエースでは無いのです。

　韓国以外のアジアの国には自国通貨安に頼る傾向はあまりありません。むしろ防衛して高

くしようとする傾向があります。彼らは過去に極度に安くなった悪夢を経験していますから。

歯止めが効かなくなる危険

斎藤　いずれにしろ適度な円高が望ましいと？

渡辺　日本経済全体のバロメーターという意味では、みんなが円を売りに出すという状況よ

りはみんなが円を持っていようという状況の方が良いと思います。とことん買い上がられる

ような状況は良いとは思いませんが、安くなるよりは高くなる通貨だと世界中の投資家が思

ってくれる方が良い、と思うのはそう不思議なことではないでしょう。
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　為替相場の変動は非対称的です。通貨が高くなりすぎて崩壊する国はありません。極端に

高くなる前に経済が立ち行かなくなり、為替に逆向きの調整が始まるからです。しかし、通

貨安は、貿易や資本取引の動きだけでなく産業の衰退によっても生じます。したがって、ど

こかで底を打って反転するという保証はありません。アメリカやイギリスの「強い通貨」を

求める声は、自国経済のバロメーターとしての通貨の価値が下がっていることに対する危機

感の表れでした。日本では、円高にはいつか調整が働くけれども、円安には歯止めが効かな

い場合がありうるということがあまり認識されていません。過去４０年の歴史において多く

の場合円高基調で、大幅な円安に振れたことがないことが理由でしょう。

　

　そもそも通貨に関する議論をするときには、国民の財産を守るという観点から、通貨価値

を如何に維持するかと言う視点が重要だと思います。一つは異時点間での価値保存です。今

とＸ年後において同一単位の通貨の購買力が変わらないということです。言葉を変えれば異

常なインフレを起こしてはならないということです。もう一つは異地点間での価値保存です。

日本で購入する場合と、外国で購入する場合とで、同じ量の財・サービスを購入できるとい

うことです。外国に旅行で行ったときに、あるいは外国との交易をして、購入するときの価

値保存です。つまり為替レートを極端に弱くすることは避けるということです。

斎藤　渡辺さんが財務官を務めていたときに、為替介入を行わなかったのはどのような考え、

哲学に基づいていたのでしょうか。

渡辺　為替介入には３つの類型があります。１つ目は、アメリカの同時多発テロのような突

発的な事件によってある通貨市場が崩壊しかけた場合に、それを救済、下支えするような為

替介入です。２つ目は、長期的なトレンドとは別に、短期的に異常に大きな幅で変動すると

いった過剰なボラティリティによって何らかの損失が生じうる場合に行われるスムージング

・オペレーションという為替介入です。

　しかし、メディアや政治家の方がよく言及するような、いわば３つ目の水準設定のための

為替介入は、市場規模と介入する側の投入可能資金量との関係からみてそもそも不可能な上

に、特定の指標に基づいて設定されたターゲットに向けて介入を行うこと自体が市場を歪め

る懸念が大きく結果として不測の被害をもたらす可能性もあり、行うべきでもありません。

それが私の哲学、というか「考え方」でした。

　

　これまでにも記者との懇談会などで申し上げているのですが、介入の効果というか機能は

海岸に設置されるテトラポットのようなものだということです。どこかで起こった暴風、地
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震などにより発生した大波が岸に押し寄せて来るときに、それを消すのは無理でも大きさを

減衰させることを通じて、被害を小さくすることはできます。しかし、地球温暖化によって

海水面が上昇することによる浸水は防げないということで、水準の変化そのものには抵抗で

きないのです。水位が上がることを防ぐには、より本質的かつ中長期的な政策を講じる必要

があるのです。

　私が財務官を務めていたときは、偶然かつ幸運にも、１つ目、２つ目のような状況は生じ

ませんでした。就任当初は１ドル１１２円程度でしたが、その年の年末には、一度１００円

台まで上昇し、そのときには為替介入をすべきだというプレッシャーがありました。しかし、

日本の経済状況が良かったこと、他の国々の経済状況が少し崩れかかっていたこと、アメリ

カの軍事費増大によってドルの信用が失われていたことを踏まえると、円に対する需要が大

きくなることは当然だと思いました。少しずつ円高になっていくような状況なら、為替介入

すべきではないと考えていました。正直言えば１００円を突破したらどうしようかとは思っ

たこともありましたが、幸い１００円５０銭あたりで戻り、その後１２０円にまで行きまし

た。

斎藤　今後、円の相場に大きな影響を及ぼす要因にはどのようなものがあるのでしょうか。

渡辺　アメリカのテーパリングが予想以上に早くなるという印象を市場に与えた時に、途上

国から流出し、アメリカに投下しきれない資金の一部が日本に流入する可能性があります。

その場合は円高になるでしょう。しかし、常識的には２０１５年３月までは日本の金融政策

が変わらないでしょう。つまり金利及び流動性供給量が据え置かれるため、アメリカのテー

パリングの進行によって円とドルの金利差が拡大し円安要因として働きます。これらの要因

が相殺し合うため、円相場は当面あまり動かないのではないでしょうか。

　ただし、２０１４年２月も経常収支の赤字が続くと、５カ月連続の赤字ということとなり

ます。そうなると海外投資家の円に対するコンフィデンスが薄れ、先ほど言った途上国から

の資金が日本には途中下車しなくなる。スイスあたりに行ってしまうとその場合には円安が

進む恐れがあります。日本国債が売られる可能性もあります。円安の危うさというところで

す。

　�

　マーケットへの影響は大きく、ここ２０年、３０年、日本が経験した方向とは違う方向の

問題が起きるのだと思います。これまでは円高への対応が議論されてきましたが、今後は、

円安をどのようにして止めるかという議論が必要になります。１９９７、９８年に一度やっ
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ただけであまりやったことのないオペレーションです。

斎藤　問題は企業の競争力、産業の競争力に尽きると言うことですか。国力を考えるなら人

口問題なども大きな要素ではないでしょうか。財政危機も絡んできます。　

渡辺　ええ、為替水準を総合的な経済力のバロメーターとして考えている私の立場から言え

ば為替は安くならない方がよいわけです。その観点からみると、労働力人口の減少は大きな

問題です。例えば、これから５年間の建設業における労働力不足は深刻です。この分野で移

民を認めていく、少なくとも有期滞在の外国人労働者を多く雇う必要があります。真剣に考

えなければなりません。東北地方の復興需要に加えて、東京オリンピックによる需要も見込

まれますから。その上で、他の分野についても、早急に移民の問題を国民的に議論して、対

応を決める必要があります。

　

　財政健全化の観点からは、短期的にみて景気が悪いからと言って消費税の１０％上げを見

送るといった選択を行うべきではありません。長期的な財政のサステナビリティの確保は極

めて重要です。

　円安、株安、国債安（＝金利上昇）という状況に陥ると、回復が困難になります。基本的

に、前に述べたように為替は高くなるときにはどこかで歯止めがかかりますが、安くなると

歯止めが効かない場合があります。そのため、為替が安いことが経済にとって良いことであ

るかのように考えるのは基本的に判断を間違える、ということです。このことを国民に理解

してもらう努力を政治の方でもすべきでしょう。安い方に傾斜すると言うことは易きにつく

ということで戻りにくくなるのです。マーケットと言うものは状況によっては何らかのちょ

っとしたきっかけで動き始めたものに歯止めが効かなくなるという点を考えると、そろそろ

危ないことが起こりうると言うことです。基礎体力が落ちていることは間違いないのですか

ら。

閣高の時代は終わった

斎藤　先日の日本記者クラブの質疑応答では、１ドル１３０円から１４０円の水準になるの

は、２０年から３０年先になるとも言っておられました。その見方は変わりませんか。

渡辺　それはそうだと思います。

20 



2014年04月号

斎藤　その程度のスピードで円安が進行するなら、そう心配はいらないような気もしますが。

渡辺　公務員という、常にセーフティ・ネットの水準を気にしてきた立場から言うと、「世

の中は大体思ったように行きませんよ」と言いたくなるのです。特に、円安が往々にして痛

み止めとして意識されてきた現実から見ると「緩慢なる円安」ということが、体力涵養への

努力を怠らせることにならないか、ということを懸念します。そこそこの経済体力とそれを

表すバロメーターとしての円の価値をなんとしても維持していくという気概がないと、通貨

安の速度は早くなる気がします。

斎藤　変動相場制移行のあと３０年、４０年続いてきた円高基調が円安へ転換する局面を迎

えているということですね。

渡辺　ええ、３６０円に戻るとは思いませんが、１００円を超えて二ケタになる時代ではな

くなった、と考えています。もっとも、これからは円ドル以外の為替水準にも注意する必要

があります。アメリカがこれから３０年くらいは世界１位のＧＤＰを維持するとしても、い

ずれ衰退していくのだから、円ドルレートの相対的な重要性は下がっていくと考えられます。

斎藤　最後に今後の国際通貨体制についてお聞きします。中国経済は多少の曲折はあっても

長期的には大きな経済圏を形成すると思われます。国際通貨体制のなかでの円の位置付けは

どのように考えられるでしょうか。

渡辺　円の価値がそこそこ維持されていることが重要です。例えば、アジアでユーロ圏のよ

うな単一通貨圏をつくる際に、ユーロ圏のユーロにおけるドイツマルクのように、アジアで

の新通貨と円の交換比率が高いことが望ましいと思います。円安にしろ、と言うのは、ヨー

ロッパでいえばイタリア・リラやスペイン・ペセタと同じ位置付けにしようというわけです

から、危ない思想だと思います。しかし、アジアの場合、いくつかの国で共産主義体制が崩

壊するといった政治体制の均質化が起こらなければ単一通貨圏のような通貨体制の実現は困

難でしょう。円や人民元が単独で国際通貨体制を席巻することもありえません。

　そのような状況で円を使ってもらうためには、円の価値が安定している必要があります。

アジアの貿易決済の６割程度がドル決済だとすると、残り４割のうち、円がそこそこのシェ

アを占めていく、というのがありうる姿だと思います。ドルの割合が下がっていく、すなわ

ち、他の通貨での決済が増えていくなかで、人民元の割合が急激に増加し、円の割合が増加
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しないというのは日本にとって望ましくないと思います。

斎藤　やはり、人民元の役割は高まっていくと？

渡辺　今より拡大していくでしょう。しかし、人民元は国際通貨になるために越えねばなら

ない３つの壁を未だ越えていません。他の通貨との交換可能性が低いこと、資本流出入が規

制されていること、変動相場制へ移行していないこと、という３つの壁を越えるにはそれぞ

れ１０年かかると考えていました。現在、交換可能性の問題が３分の１程度しか解消してい

ない段階です。そのなかで、まず円を多く使ってもらえるようにすることは必要です。

斎藤　長時間ありがとうございました。

－－－－－－－－－－－

渡辺博史（わたなべ　ひろし）

　国際協力銀行（ＪＢＩＣ）総裁。１９４９年東京都生まれ、１９７２年東京大学法学部卒、

同年大蔵省（現財務省）入省。税務、国際金融、国債関係を歴任し、３年にわたり財務官を

務め２００７年に退官。一橋大学大学院教授などを経て国際協力銀行に。２０１３年１２月

から現職。税務、国際関係の著作のほか「ミステリで知る世界１２０カ国」なるミステリ評

論も出版している。
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新井淳一の先を読む

ＴＰＰはどうなるのか

人は何かを失えば何かを得られる。多くのものを両手でかかえて生まれ育ったものはそれら

を落とさぬようにするだけで、あらたなものを得ることはできない

（宮城谷昌光　草原の風　中央公論新社）

　１０年という歳月を従来通りのやり方で過ごす人と目標を定めて努力する人。結果は運も

あるからさほど違わない場合もあるが、人間の中味という点では、明らかに違いが出る。見

た目では分からない部分をどう評価するか、なのである。今回のテーマは日米の対立で暗礁

に乗り上げているＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）。いささか迂遠な書き出しで恐縮だが、

実は宮城谷さんの「何かを失えば何かを得られる」という言葉に接して、人間の生き方も経

済の立て直しも基本的に同じなのだと思ったのである。

　先ごろ発表の当センターの中期予測に私にとって特に興味のある分析があった。若手研究

陣の舘祐太さんと高野哲彰さんの手によるものだ。それによると、いまからほぼ１０年先の

２０２５年の日本経済に占める農林水産業の生産高と従業者数は、ＴＰＰに加盟して関税ゼ

ロを受け入れた場合でもＴＰＰ参加を見送った場合でも、そう変わらないというのだ。

http://www.jcer.or.jp/research/middle/detail4735.html

　具体的数値を言うと、農林水産業の名目国内生産高は２０１５年の１２兆２０００億円か

ら２０２５年は８兆４０００億円に３０％、従業者数は同期間３９４万２０００人から２４

１万６０００人へ３９％それぞれ減少する。これにはＴＰＰ加盟効果は入ってない。しかし、

ＴＰＰに加盟し２０１５年から関税をゼロにしたとしてもこの数値はほぼ同じなのである。

　それなら何も国内政治的に抵抗が多いＴＰＰ参加を見送ったらどうか、という声も出てき

そうだが、ちょっと待ってほしい。実はこういうことなのだ。

　当然のことながら、農林水産業は後継者難などからいま衰退の道をたどっている。これは

ＴＰＰに入らなくても同じで、従業者数も生産高もこれまで以上のスピードで減っていく可
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能性が強い。ＴＰＰに加入すれば競争力のある各国製品との戦いだから農林水産業の日本経

済に占めるシェアはより一段と下落幅を大きくするはず。それが加入のいかんにかかわらず

同じというのは理屈に合わないとの意見もあろうが、ＴＰＰ加入と不加入の違いは前者が農

の大規模化、機械化、輸出産業化など効率的な農林水産業を想定しているに対し、後者はほ

ぼだらだらと後退が続くと見ているからだ。

　たしかにＴＰＰ参加で宮城谷さんの言う「何か」は確実に失われる。しかし、失われた後

に「得られるもの」がある。「多くのものを両手にかかえて落とさぬようにする」のがＴＰ

Ｐ不参加としたら、「何かを失う」ことによって全体利益を高めるのがＴＰＰ参加ではない

か。全体利益の中には国際競争力で比較優位の自動車や電子部品などの利益が最も大きくな

るが、比較劣位の農林水産業でも生産性向上という利益が出てくるのである。

　むろん、全ては仮定の話である。今回の「ＴＰＰ協定参加の影響分析」は、日本にとって

の重要５品目の関税も含めて即時関税ゼロにした場合の試算である。これまでの日米交渉な

どを見ても、現実にはありえない想定だ。実際のＴＰＰでは１０年程度の猶予期間を置いて

の関税ゼロの品目がいくつか残るはずだ。しかし、手をこまねいていても、肝心の担い手が

絶対的に足りないのだから、猶予期間があろうがなかろうが、先行きの姿は目に見えている

ということなのであろう。

窮スレバ即チ変ジ　変ズレバ即チ通ズ（易経）

　「何かを失えば何かを得られる」。正確に言うなら「何かを失わないと何も得られない」

ということだろうが、実は日本経済の歴史にはこれに当てはまる例がふんだんにある。

　たとえば、１９７１年１０月に政府間協定で決着した日米繊維交渉。当時のニクソン政権

の選挙公約に沖縄返還も絡み複雑な政治的展開をしながらも日本からの輸出を抑えることで

合意した。日本側の主張は一貫してガット（関税および貿易に関する一般協定）による「被

害なきところに規制なし」だった。米国側にも「安価な輸入品は低所得者の必需品購入を助

けている」（ジョンソン大統領任命の関税委員会報告）という意見もあったが、最終的には

「糸を売って縄を買う」結果となった。日本の経済界にとっては割り切れない決着となった

のである。

　しかし、仮にこの交渉が日本側の主張通り、「被害なきところに規制なし」で終わったら、

どうだっただろうか。歴史的事実としては、日本の繊維業界は、この政府間協定を境に単純
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な合化繊から高度素材開発へ大転換を果たした。飛行機や高度加工製品に使われる炭素繊維

など高品質素材が製品化され、８０年代にかけて日本産業の高度化が進んだ。素材革命であ

る。この分野はいまでも日本企業が比較優位を保ち、日本の国際競争力を支えている。当時、

日本の主張が通ったらたしかに主力製品であったナイロン、ビニロンなどの化合繊の輸出は

続いたかもしれない。だが、１０年、２０年というタームで見た場合、どちらが良かったか。

比べるまでもないのではないか。「失うもの」があって初めて「得るもの」がある。「得る」

方が大きかったことは確かだろう。

　１９７３年と７８年の２度にわたる石油ショック。これも「失うもの」より「得るもの」

も多かった局面だろう。狂乱物価と言われ、トイレット・ペーパーや洗剤の買いだめが起き

た。ネオンサインの早期消灯、デパートのエスカレーター運転停止や最終列車の発車繰り上

げ、テレビの深夜放送の中止など、国民の目に見える生活上の被害も多かった。選抜高校野

球の表彰式では、ヘンデル作曲の演奏曲「見よ、勇者は帰る」がアラブと敵対するユダヤ戦

士を称える曲だとして、変更になることもあった。石油代金の急騰による国民所得の海外流

失の大きさやそれがきっかけとなったマイナス成長など、激動の７０年代は日本経済にとっ

て重荷を背負った１０年であったといえよう。

　しかし、この重荷が次の８０年代を作るきっかけとなったのである。軽薄短小がキャッチ

フレーズになり、省資源・省エネルギーの風潮が広まった。省エネ製品開発も進み、小型の

電気・電子製品が世界を闊歩、部品業界も生き返った。肝心の石油の輸入量は第１次石油危

機の直前の１９７３年の２億８９００万リットルが７９年には２億７７００万リットルと減

り、その傾向は８０年代に引き継がれ、８５年は１億９７００万リットルまで減少した。省

資源の国、日本の完成なのである。

　ではここでひとつ推理してみよう。石油危機のポイントは原油価格が、７３年と７８年の

２度にわたって突然、一気に大幅に引き上げられたことだ。推理とは、一気・大幅ではなく、

７０年代を通じ原油の値段が毎年数パーセント上昇する「なだらか値上げ」だったら、日本

経済はどんな道を歩んでいたか、ということである。

　恐らく省エネ向上は、歴史の示すようには進んでいないと思う。「失うもの」がはっきり

見えないからである。今年は値段が上がったが来年はどうなるか分からないという環境下で

は、企業は本格投資を決断できない。石油の値段が誰もが想像していなかったほどの高さに

一気に上がったから、企業が本気で省エネに力を入れたというのが本当のところだろう。「

窮スレバ即チ変ジ　変ズレバ即チ通ジ」。中国古来の教えの通りである。
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　さて、本筋に戻ろう。ＴＰＰ交渉は２月のシンガポールでの関係国閣僚会議でも関税を巡

る日米の対立が解けず、交渉自体が暗礁に乗り上げた形になっている。４月のオバマ米大統

領の訪日がひとつのメドだが、日本の農産物と米国の自動車関税がネックとなって出口が見

えないのも事実だ。新興国と米国の間では新興国の国有企業の扱いについて米国が譲歩する

など進展もみられるが、ＧＤＰ大国の日米が対立したままでは、交渉全体の身動きがとれな

いのも、分からないでもない。

　しかし、これまた歴史上のことで恐縮だが、日米間のこの種の交渉ごとは例外なく最後ま

でもめることが多い。決まる直前までは真暗闇で先が見えないことが普通なのである。妥協

成立、決まりはいつも突然、なのだ。

　たとえば、日米繊維交渉。決着は１９７１年１１月だが、その２カ月前の９月の日米貿易

経済合同委員会での田中通産相とコナリー財務長官の話し合いでは、双方、原則を一歩も譲

らなかった。その後、米国が敵対通商法の発動による一方的輸入制限の構えを見せ、日本側

もいまが潮時と判断した経緯がある。

　同じ年のニクソンショック。日本にとっては１ドル＝３６０円時代への決別である。この

交渉も先が見えず、長い暗闇が続いた。結果、円は１ドル＝３６０円から３０８円へ１６．

８８８％の切り上げである。一方的な輸入課徴金をバックに切り上げを迫る米国は２０％を

上回る切り上げを強く主張し、日本との主張の違いは大きかった。最終的には年末の多国間

協議の中のコナリー財務長官と水田蔵相のサシの会談で米側が折れ、３０８円が決まった。

このときも直前まで文字通り、お先真っ暗だったのである。

　いまの段階でＴＰＰ交渉の先が見えないことは事実である。だが、先が見えないことが交

渉の破綻を意味するものでないことは、歴史が証明している。だから今回もまた妥協が成立

すると言い切る自信は毛頭ないが、それぞれの国内の政治的事情から言えば、ＴＰＰが日本

にとっても米国にとっても、成立のマイナスより破綻のマイナスの方が明らかに大きいこと

はたしかである。今年のどこかで妥協が成立、ＴＰＰも発足する公算が大きいと見るべきだ、

というのが、たまたま日経新聞の記者時代、この２つの難交渉を取材していた筆者の経験則

から来た結論なのだが、どうだろうか。難しいのは日本にとっても米国にとっても全体利益

は向上するが、不利益をこうむる少数の人々の処遇である。民主主義が試されているといっ

ても過言ではない。　　　　　　　　　　　　　　　　（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

アベノミクスの宿題：社会保障改革

　アベノミクスが２年目を迎え、新たな挑戦が求められている。もちろん、これまで進めて

きた３本の矢、つまり①デフレを克服するための積極的な金融緩和、②機動的な財政政策（

短期の財政拡大と中期の財政再建）、③成長戦略、はいまだ道半ばだ。とりわけ成長戦略と

いうのはサプライサイド政策であるため、相当の時間をかけてじっくりと進める必要がある。

一部に海外からの批判も高まっており、アベノミクスはまさに正念場と言える。しかしこれ

らに加えて、これまでのアベノミクスでは十分に取り上げられてこなかった重要問題がいく

つか存在している。その代表が、社会保障改革であろう。まさに、アベノミクスの残された

宿題である。

政権交代の中で持ち越された課題

　１９９０年度から２０１３年度までの一般会計予算を見ると、社会保障改革の重要性は一

目瞭然だ。この２３年間に歳出は約４割増加した。その増加額のうち国債費を除いた政策経

費でみると、増加額の実に９５％は社会保障関係費が占めているのだ。社会保障関係費自体

は、実に２．５倍になっている。従って、社会保障の改革なくして財政再建はあり得ない。

にもかかわらず本格的な制度見直しは一向に始まらない。

　社会保障改革が遅れている最大の理由は、言うまでもなくその政治的困難さにある。しか

し同時に忘れてならないのは、これが時期的に民主党政府から自公政府への政権交代の中に

位置していたという点だ。民主党政権下の２０１２年６月、消費税率を５％から１０％に引

き上げることが決められた。民主・自民・公明党の３党による「社会保障と税の一体改革」

である。この時、歳入面では消費税の増税を決定したが、あわせて歳出面での改革を行うた

めに有識者による「社会保障改革国民会議」が設けられた。しかし政権交代による政治的リ

ーダーシップの空白もあり、２０１２年８月に出された国民会議の報告では、現行制度の維

持を前提にしたごく部分的な手直ししか提言されなかった。本格的な社会保障改革は完全に

持ち越された形となったのだ。今のところ取り敢えずの増税だけが決められた格好だが、一
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刻も早く社会保障国民会議の後継組織を立ち上げ、本格的な社会保障改革への取り組みが求

められる。

　その際重要なのは、現在の日本の社会保障制度には、改革を要する根本的な問題があり、

それへの対処に正面から取り組むことだ。今日に至るまで、こうした根本問題を無視し、先

送りを繰り返してきた政策担当者の責任は極めて重いものがある。筆者がいう根本問題とは、

社会保障に関してしばしば用いられる自助・共助・公助という３つの仕組みの中で、日本の

制度は極端に「共助」に偏っている、という点だ。

　具体的に考えよう。日本の社会保障給付のなかで、圧倒的な存在感を占めているのが年金、

医療、介護であることが知られている。さきの「税と社会保障の一体改革」のなかでも、こ

の３項目に特別に注目して政策が採られている。しかしこれらはいずれも「保険」の枠組み

によって提供されているものだ。つまり、共助である。こうした共助の概念に分類される項

目は、社会保障関係費全体の９割に達している。公助の部分は、約１割に過ぎない。ちなみ

に英国の場合、公助のウエートは約３割、スウェーデンでは約４割と言われている。

“女性を輝かせる”社会保障を突破口に

　日本の社会保障に関し、しばしば「高齢者中心で、若い世代への社会保障が手薄」という

批判が寄せられる。これは明らかに、共助（社会保険）を中心とする今の枠組みと関係して

いる。また別の批判として、「所得再配分効果が弱い」（例えば再配分前のジニ係数と再配

分後の係数の変化が小さい）といった声がある。これもまた、公助の部分が小さいことと重

なっているのだ。

　今後、税負担の増大によって社会保障を充実させるという方向が見込まれている。その際、

共助への穴埋めとしての税投入をできるだけ避け、公助の部分をいかに増やすかが問われる。

ちなみに、現在計画されている５％から１０％（２０１５年予定）への消費税増税も、その

うちの４％分は年金や医療の社会保険穴埋めに使われる予定のものだ。欧米諸国に大きく遅

れている公助の部分への貢献はほんの僅かに過ぎない（さらに言えば、そもそも消費税をそ

うした財源に使うのは決して適切ではない、という問題もある）。

　現在の日本の社会保障制度を批判することは極めて容易い。それは年金、医療、介護、家

族政策などすべての分野について言える。矛盾だらけ、と言ってもよい。しかし政治的な困
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難さを考えると、一体何からどのように手を付けるのか、国民をどう説得するのか、という

点で極めて高度な戦略が求められるだろう。筆者は公助の最先端として、女性の活用のため

の社会保障拡充をその突破口にすることを提唱したい。

　年金給付額を対ＧＤＰ比でみると、日本はすでに英国を超えている。しかし、「産休・子

育て休暇の所得補償」、「一度子育てで家庭に入った女性の社会復帰のための職業訓練」な

ど、いわゆる家族政策のための社会保障費を見ると、日本は対ＧＤＰ比で英国の約４分の１

程度しかない。安倍総理は、１月のダボス会議で行ったスピーチの中で、「女性が輝く国」

にすることを国際公約した。しかしそのためには、家族政策のための社会保障（その多くは

公助にあたる）を充実させる必要がある。こうした形でのダボス公約を実現すれば、日本の

社会保障改革も大きく前進することにもなる。

　女性が輝く国にするための公助充実を通して、共助に偏った日本の社会保障改革を進めた

い。

（日本経済研究センター　研究顧問）
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小峰隆夫の私が見てきた日本経済史

石油危機（４）　禍福は糾（あざな）え

る縄のごとく

　経済を観察していてしみじみと感じるのは、「うまく行っている」と思っている時にこそ、

それに続く問題の種がまかれており、「どうなるんだろう」と心配している時にこそ、それ

に続く成長の芽が生まれつつあるということである。

バブルの遠因をたどる

　内閣府の経済社会総合研究所は、２００７年以降、１００人以上もの経済専門家を動員し

て「バブル／デフレ期の日本経済と経済政策研究」という一大プロジェクトを行った（既に

終了）。プロジェクトの主査は香西泰氏で、全体の研究会の下に「分析評価分科会」と「歴

史資料分科会」という２つの研究会が設けられた。前者の分科会の成果は７巻に及ぶ論文集

となって、また後者の成果も４巻の報告書となって刊行されている。なお、こんなことを言

うと本を買う人がいなくなってしまうが、これらの刊行物は、全て同研究所のＨＰからＰＤ

Ｆ版を（もちろん無料で）ダウンロードすることができる。

http://www.esri.go.jp/jp/prj/sbubble/menu.html

　さて、後者の「歴史資料分科会（座長は寺西重郎日本大学商学部教授）」の下には、さら

に「歴史記述ワーキンググループ」と「オーラルヒストリーワーキンググループ」が設けら

れ、私は歴史記述ワーキンググループの座長を務めた。要するに、バブル前後の日本経済の

歴史をまとめたわけだ。このワーキンググループの成果は、２巻の『日本経済の記録』とい

う報告書（前述の４巻のうちの２巻）となって公表されている。２巻合わせて１３００ペー

ジにもなる大作である。

　「興味のある方は読んでください」と言いたいところだが、なかなかそうも言いにくい。

編集・執筆に当たった私が言うのも変だが、読んで面白いものではないからだ。座長の寺西

先生が「無味乾燥でも、読んで面白くなくてもいいから、とにかく客観的な記録に徹しまし
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ょう」という方針を示し、私も含めて執筆に当たったものは、その方針通り、とにかく正確

な記録を残すことを最優先したのだ。

　さて、私が座長となった歴史記述のワーキンググループは、バブル経済の叙述をどこから

始めるかをまず議論した。８０年代に入ってからの経済摩擦、円高などから、内需の刺激が

要請され、これがバブルの素地となったことはよく知られているから、８０年代初めくらい

まで遡ればいいのではないかというのが、当初の私の考えだった。しかし、参加した先生の

間から「石油危機にまで遡るべきだ」という意見が出て、結局、我々がまとめた歴史記述は、

第１次石油危機から記述を始めることにした。

　確かに、７０年代において既にバブルの素地は形成されつつあったのであり、それには２

次にわたる石油危機が大いに関係しているのである。それは次のようなことだ。

経済白書が指摘した「すぐれた適応力」

　２次にわたる石油危機が日本経済を襲った後、当初は、日本経済の先行きを懸念する考え

が非常に強かった。しかし、逆に、このショックの洗礼を受けたことによって、日本経済は

一段と強い経済となって蘇ったのだ。

　第１次石油危機の発生から５年が経った後、私も課長補佐として執筆人の一翼を担った１

９７９年の経済白書のタイトルは、そのものズバリ「優れた適応力と新たな出発」となって

いる。その結びで、白書は次のように述べている（一部を省略して再構成）。

　「日本経済の高度成長を支えていた諸条件は変化し、成長趨勢の鈍化と成長内容の変化を

必要とする潜在的条件は既に形成されつつあった。その成長屈折を一挙に顕在化させたのは

４８年末の石油危機であった。石油危機は、高度成長に慣れていた日本経済にとってはきわ

めて大きな衝撃であり、これへの適応は容易ならざるものと考えられた。しかし、政府、企

業等の経済主体の厳しい努力と市場メカニズムが有効に作用したことによって、石油危機後

５年間という長期間を要したものの、一応の適応体制が整ったとみられるようになったので

ある」

　そして白書は、「すぐれた適応力」が発揮された具体的な現われとして、インフレの鎮静

化、国際収支改善の動き、民間需要の増大、企業収益の改善とコンフィデンスの回復、設備
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投資の増大などを指摘し、「大勢としては５～６％成長路線への移行のための調整が終了し

たといえる」と述べている。

　私自身も、この時の経済白書の分析を基に、最初の著書である『日本経済　適応力の探求』

（１９８０年、東洋経済新報社）という本を出している。わき道に逸れるが、私はこの本が

出来たとき、「どうせ駄目ではあろうが、一応、日経・経済図書文化賞に応募しておこう」

と思い、茅場町の日本経済研究センターの資料室に本を２冊持参した。この時応対してくれ

たのが今村聖子さんで、彼女はその数年後に、私が主任研究員としてセンターに赴任した時

に同じチームで短期予測を支え、更にそのまた約２０年後に、私がセンターの研究顧問とな

った時に秘書として私をサポートしてくれることになる。なお、この本は結局受賞には至ら

なかったのだが、受賞作品を伝える日経新聞の講評で、当時センター理事長だった金森久雄

氏が私の本を「惜しかった作品」として取り上げてくれたため、私の本が最終候補まで残っ

ていたことが分かった。こうして最初の著作が思いがけなく高い評価を受けたことは私にと

って大きな自信となった。この自信に支えられて、私はその後、ほぼ２年に１冊のペースで

著書を出し続け、それが今日まで続くことになる。

蘇った日本経済

　では、石油危機を経て日本経済のどこが変化したのか。日本経済が蘇ったとされるのは次

の２点である。

　第１は、エネルギー効率が高まったことだ。経済全体で見ると、第１次石油危機後の１２

年間で、実質ＧＤＰは６割も拡大したのだが、原油輸入量は３分の１となった（日本経済新

聞社編『昭和の歩み１　日本の経済』１９８８年、による）。このことは、石油１単位あた

りの生産性（実質ＧＤＰ／石油輸入量）が実に約２．４倍になったことを意味する。

　これは３つの動きが合成されることによって生じた。１つは、産業構造の変化である。石

油価格の上昇によって、生産価格に占めるエネルギーコスト比率が高い産業が競争力を失っ

てシェアを低め、逆にエネルギーコストの低い産業がシェアを高めることによって産業全体

のエネルギー効率が上昇した。例えば、石油危機によって、電力多消費型の代表であるアル

ミ精錬は日本からほとんど姿を消した。また、この時を機に知識・技術集約型の機械産業が

産業の中枢を占めるようになったのである。
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　２つ目は、個々の産業におけるエネルギー効率の上昇である。各産業では、省エネルギー

の技術が相次いで導入されていった。セメント製造におけるＮＳＰキルンの導入、ＩＣ技術

を活用した工業用ロボットの導入などが生産過程を大幅に効率化することになった。

　そして、３つ目が、省エネ型の製品開発が進んだことだ。ガソリン効率の良い自動車、省

エネタイプのエアコン、冷蔵庫などが開発され、企業はそれを競争上の優位性として積極的

にアピールしたから、急速に省エネ型の製品類が生活全体に普及して行った。

　第２は、経常収支の黒字体質が定着し、外需主導の経済成長が続くようになったことだ。

経常収支黒字の対名目ＧＤＰ比率は、１９６０年代後半から７０年代後半までは、概ね１％

以下であったが、８０年代前半１．８％、同後半２．８％と高まり、結局この程度の黒字が

２０１０年頃まで続くことになる。また、成長に対する外需の寄与度を見ると、高度成長期

（１９５６～７２年）の平均寄与度はマイナス０．２％であったが、その後の７３～９４年

ではプラス０．２％に転じている。しばしば、高度成長期には輸出が伸びたので、輸出主導

の成長だったかのように錯覚しがちだが、当時は輸出も大幅に増えたが、輸入もまた同じよ

うに増えたので、経常収支の黒字も、成長に対する外需の寄与度もそれほど大きくなかった

のである。

形成されたバブルの素地

　こうして石油危機への厳しい対応を経て、日本経済は効率的な姿となって蘇ったのだが、

この成功がバブルの素地となったのだ。その詳しい内容はいずれ詳しく述べることになるが、

ここでその概要だけを記しておくと、経常収支が黒字体質に転じたことは、特に米国を対象

とした経済摩擦を激化させた。その中から、摩擦を回避するには、内需を振興して輸入を増

やすべきだという考えが生まれ、内需の刺激策が取られることになった。かといって財政に

頼るわけにもいかないことから、「民活」の推進が浮上した。それは東京湾横断道路などの

巨大プロジェクト、容積率の緩和などによる都市開発需要を増大させ、それが不動産ブーム

を生んでいく。そして、円の自由化を通じて円安を是正することが対外不均衡の是正に有効

だと考えた米国の強い要請もあって（この理屈は相当に怪しいのだが）、金融自由化が急速

に進展し、都市銀行は資金の新たな貸出先を求めて、不動産融資、住宅ローンなどの未知の

分野に足を踏み入れていくことになる。

　こうした経緯を経験した私は、つくづく経済の因果関係は複雑だと考えるようになった。
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誰が考えても絶体絶命のピンチと思われていた石油危機を克服すると、強い日本経済が現れ、

むしろ強すぎることが摩擦を生むほどになった。そしてバブルの絶頂期を迎え、誰もがバラ

色の日本経済の行く末を信じていた時、バブル後の絶不調期に突入していくことになる。

　経済はまさに「禍福は糾える縄の如し」そのものである。同じようなことはこれまで何度

も繰り返されてきているのであり、現代のアベノミクスも同じことなのかもしれないのだ。

（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

法人税減税論議で欠かせない視点

法人税減税が政策テーマに

　法人税減税が大きな政策課題になってきている。政府税制調査会では、大田弘子座長のも

とで法人課税ディスカッショングループが設置され２０１４年３月１２日から議論が始まっ

た。経済財政諮問会議においても３月１９日に民間議員が「人口減少局面においても、日本

の活力を維持し、持続的成長を達成していくためには、法人税率の２５％程度への引き下げ

と付加価値生産性の向上が極めて重要な課題である」という意見を出している。

http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/discussion3/index.html

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0319/agenda.html

　法人税を下げるべきだという議論は、大胆に要約すれば、つぎのようなものだ。法人税減

税は、国内投資を活発化し、日本企業の海外脱出を減らし、海外からの投資を呼び込むので、

日本の景気をよくすることができる。

　これに対し、法人税減税に慎重な立場をとる人は、法人税が重要な歳入源であることを重

視する。実際、日本の法人税収は９兆円前後で推移し、国の歳入に占める法人税収の比率は、

約２０％と高い。法人税は、所得税、消費税に次いで三番目の主要な財源なのである。法人

税減税によって税収が減少すると、現状でも財政赤字が深刻な日本の財政再建が難しくなり、

財政破綻の可能性が高まってしまうかもしれない。法人税減税を行うなら、その減収分を相

殺するような増税が必要だと考えているのが法人税減税慎重派だ。

「パラドックス」期待できるか

　法人税減税による税収減少という批判に対して、法人税減税賛成者は、法人税パラドッッ

クスと呼ばれる近年ＯＥＣＤ諸国で観察される現象を反論として用いる。法人税パラドック
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スとは、日本以外の先進諸国では、近年、法人税率が引き下げられたにも関わらず、法人税

収があまり落ちなかったことを言う。このパラドックスの理由については、パラドックスが

発生した国では法人税の減税と同時に課税ベースを拡大したこと、法人税が低下することで、

個人事業主が企業形態を法人にするという「法人成り」という現象が発生したということ、

そして法人税減税によって企業活動が活性化され景気もよくなって企業の収益が増加したこ

とが指摘されている。

　現実の法人税は、法人の利益がすべて法人税の課税ベースとなっているわけではない。法

人課税には、租税特別措置があって、「中小企業者等の法人税率の特例」、「試験研究を行

った場合の法人税額の特別控除」の大小様々な支出項目が法人税対象から控除されている。

こうした租税特別措置は、特定の政策目的を実現するために設定されてきたが、そうした政

策目的を達成する上で、どの程度効果的だったのかについて、厳密な検証が行われてきたと

は言えない。法人税減税を行うと同時に、こうした租税特別措置を廃止すれば、ある程度、

法人税の減収分を補える可能性がある。ただし、法人税減税の幅が１０％という大幅なもの

であれば、租税特別措置の廃止では法人税の減収分を賄えない。

　確かに、法人税減税によって企業投資が活発化し、日本国内への投資を呼び込むことがで

きれば、法人税パラドックスも期待できるかもしれない。ただ、景気の回復が偶然生じたと

いう効果を除いて法人税減税によって法人の収入が増えるようになったという純粋の効果が

どの程度あるのかについては、はっきりしたことは分かっていない。法人税パラドックスの

議論の弱みは、法人税パラドックスが観察されない国も存在していることだ。しかも、その

一つが日本なのである。１９９０年代に日本の法人税は低下したが、同時期に日本の法人税

収も減少したのだ。財政を心配する人を納得させるためには、今度の法人税減税では、日本

はパラドックスの例外にならない、という説得的な理由を提示することが必要だろう。

規制改革・企業統治改革も

　以上の論点に加えて、法人税減税を行うために忘れてはならない視点がある。それは、企

業の投資の効率性に関する日本の特性である。投資の効率性は、投資された額がどの程度企

業価値を高めるかを示すトービンのｑで測ることができる。多くの研究で１９７０年以降、

日本のトービンのｑは１を下回った状態にあるという。つまり、投資をしても、それに応じ

た企業価値の増加が見られないということだ。投資をしたものにとっては、せっかく投資し

た資金が減少してしまったことになる。それなら、その資金を投資に使わないで、最初から
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株主に配当するか、借金返済にあてるか、労働者の賃金を引き上げた方がよかったことにな

る。一橋大学の齊藤誠教授は、トービンのｑが１を下回っている経済で法人税減税や低金利

政策をすることは、消費に比べて設備投資が過大な状態を固定化させてしまう可能性を指摘

している（齊藤（２００８））。

　法人税減税をしても、それが株主や消費者からみて非効率な投資に振り向けられるのであ

れば、貴重な資源の無駄遣いになってしまう。トービンのｑが１を超えている状況なら投資

を増やすことの意味がある。トービンのｑが１を超えていないということの根本原因を解決

することが一番必要なのではないだろうか。様々な規制のあり方が投資の効率性を低くして

いるのだろうか。企業経営者の目的と株主、債権者、労働者との間に利害の対立があって、

企業経営者に対するガバナンスがうまく働いていないために、株主や債権者、労働者からみ

て、非効率な投資が行われているのだろうか。前者が重要であれば、規制改革を急ぐことが

大切だ。後者が重要であれば、法人税減税が消費者にとって望ましいものになるためには、

企業の統治構造の改革が必要だ。法人税減税による投資拡大効果が発生してくるのは、様々

な改革でトービンのｑが１を超えるようになってからではないか。

　伝統的な経済学は、法人所得に課税するよりも、個人に対する所得や消費に課税する方が

望ましいと考えてきた。これは法人という独立の存在があるのではなく、株主や債権者や労

働者によって、実質的に保有されおり、法人所得は配当、株価、利払い、賃金としてステー

クホルダーの所得に分配されてしまうと考えられてきたためである。企業統治がうまくいっ

ていない場合は、こうした前提が崩れてしまっているのだ。法人税の減税、所得税・消費税

の増税という組み合わせが、日本人の生活の豊かさにつながる条件を整備することが急務だ。

＜参考文献＞

齊藤誠（２００８）「家計消費と設備投資の代替性について：最近の日本経済の資本蓄積を

踏まえて」、池田新介、浅子和美、市村英彦、伊藤秀史編　『現代経済学の潮流　２００８』

東洋経済新報社

http://www.econ.hit-u.ac.jp/~makoto/PDF/ishikawa_ando_hayashi_20071117.pdf

（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

ビットコイン：法貨ではない貨幣

【注目されるビットコイン】

　ビットコイン（ｂｉｔｃｏｉｎ）は、２００９年の「中本哲史」氏と称する人物の論文に

端を発して誕生した、政府や中央銀行が関与することがない、インターネット上だけに存在

する「仮想通貨」です。それを用いると、海外送金などが極めて低い取引コストで行えるこ

とから、今や商品売買の支払手段としてネット上で使えるだけでなく、少数ながら実店舗で

も用いられるようになってきています。また、円やドルとの間に設定される交換比率が大幅

な変動を示し、売買差益（差損）を手にすることができることから、投資対象ともなってい

ます。この結果、ビットコインの発行残高は、３月１７日現在、約１２５０万ＢＴＣで、約

７９億米ドルに達しているようです。

　しかし、それでも昨年までは、ビットコインが一般の注目を集めることはありませんでし

た。それが一挙に注目を浴びるようになったのは、ビットコインと各国通貨との間の交換を

仲介する「取引所」のなかでも世界最大の規模を誇り、東京に拠点を置く「マウントゴック

ス」（Ｍｔ．　Ｇｏｘ）が、本年２月に破綻したことがきっかけでした。破綻のきっかけは

ハッキングだったようですが、それによってビットコインが失われただけでなく、会社が預

かっていた現金もなくなっており、多くの債権者が損害を被ったと言われています。

　この事件を契機にして、ビットコインを巡る様々な議論が行われています。犯罪の内容や、

損害の大きさ、担当官庁の有無についてはもちろんですが、ビットコインそのものの評価を

巡っても議論が行われています。今回は、ビットコインを巡るいくつかの論点について整理

をしてみたいと思います。
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【貨幣としてのビットコイン】

　まず貨幣（ｍｏｎｅｙ）の定義を確認しておきましょう。教科書では、通常、以下のよう

な機能を備えたものを貨幣と定義しています。

①交換手段としての機能

・そのものにいったん交換をしておけば、他の商品を手に入れるとも受け入れてもらうこと

を期待できるような一般的受容性を有していること。これによって、「欲望の二重の一致」

という困難性を回避できることになり、交換が促進されることになります。

②価値尺度としての機能

・そのものとの交換比率が決まれば、多数の商品間の交換比率を個別に決めなくても、交換

が可能になること。これによって、交換に際して必要となる情報量を著しく減らすことがで

き、交換が促進されることになります。

③価値貯蔵手段としての機能

・時間を超えて保有することで、その価値を維持することができること。これによって、投

資が可能になり、時間を超えて消費を持ち越すことができることになります。

　以上の定義に照らしてみると、ビットコインは、いずれの機能をも有していることから、

紛れもなく「貨幣」であると言えます。

【通常の貨幣とは異なるビットコイン】

　もっとも、「貨幣である」と言い切ってしまうには、どうしても違和感が残るところもあ

ります。その理由は、ビットコインは次のような特徴を有しているからだと思われます。

　第１に、ビットコインは、我が国では法律で強制力を保障されている「法貨」（法定貨幣、

ｌｅｇａｌ　ｔｅｎｄｅｒ）ではないという点です。

　日本銀行券については、「日本銀行法」で無制限に、また硬貨については「通貨の単位及

び貨幣の発行等に関する法律」で額面価格の２０倍まで、強制的な通用力が認められていま
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す。したがって、いずれでもないビットコインは、法貨ではありません。

　しかし、貨幣は、法貨でなければ「貨幣」とは言わないということにはなりません。もし、

法貨でなければ「貨幣」と言わないのであれば、政治的な権力とは関係なく、自然発生的に

生まれた古代の貨幣（例えば、金、銀、貝、石の輪）はいずれも貨幣ではなかったことにな

ってしまいます。また、ハイエクはかつて『貨幣の脱国営化論』で貨幣発行の自由化を主張

しましたが、その議論自身も意味をなさないことになってしまいます。

　第２に、ビットコインは、それ自身に何らかの価値があるものではないという点です。

　通常、貨幣は、それ自身に使用上の価値がある場合が多いようです。金や銀が好例です。

使用価値が要件として必要なのは、それが一般的な受容性を担保するうえで非常に好都合だ

からです。それに交換しておけば、他の人もそれを欲しがるであろうと容易に想像されるか

らです。もちろん、ビットコインには、そのような「もの」としての実体はありません。

　しかし、貨幣は、いったん一般的な受容性が確立してしまうと、使用価値との関係が次第

に薄れていくという歴史があります。現在一般化している不換銀行券は、材料としての紙に

使用価値はなく、その典型例だと言えましょう。そして、その紙さえもなくなり、今や電子

マネーが広範に普及していることはご承知の通りです。ビットコインも、その延長上に位置

付けられると考えられます。

　第３に、ビットコインは、その通用範囲が、地理的に限定されていないことです。

　通常、法貨は国単位で一つに決められています。円は日本、ドルは米国、人民元は中国、

といった具合です。そして、その通用範囲は、国境によって画されています。

　しかし、ユーロのように複数の国が共同して貨幣を発行している場合や、エクアドルやキ

リバスのように、ある国の通貨（エクアドルの場合には米ドル、キリバスの場合には豪州ド

ル）を自分の国の法貨としている場合があります。また、スコットランドのように、イング

ランド銀行券のほかに、スコットランドの複数の銀行が発行する銀行券が通用するような地

域もあります。さらに、ベトナムやカンボジアでは、正式に決められたわけではありません

が、外国通貨が、事実上の法貨として通用しています（いわゆる「ドル化」）。

　このように、貨幣の利用と国境が一対一に対応しない例があるのです。そして、その行き
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つく先がビットコインと考えることができます。ビットコインは、地域的な制約を全く受け

ません。隣人は受け取らなくても、外国人に通用することがあり得るのです。

【ビットコイン問題と峻別すべき問題】

　このような特徴を有する貨幣であるビットコインですが、それが有名になったのは、冒頭

でも触れたように、取引所の破綻という事件が起きたからです。この事件があったために、

ビットコインの問題とは分けて論じるべき他の問題がビットコインの問題として論じられる

きらいがあることは残念です。

　第１に、取引所の破綻したことと、ビットコインの問題とは別の問題です。それは、銀行

の破綻が、日銀券の問題ではないことと同じです。取引所の経営の安定をどのように確保す

るかは、それ自身として考えるべき重要な課題です。

　第２に、取引所破綻の原因となったネットセキュリティーの問題も、ビットコインの問題

とは別問題です。取引所が破綻し、その被害額が大きくなった背景には、ハッキングによっ

て顧客や会社のビットコインや現金が消えてしまったことがあります。ネット取引のセキュ

リティーをどのように確保するかというのも重大な課題であることは言うまでもありません。

しかし、それとてビットコインの貨幣性の議論とは別問題です。

　第３に、規制当局が存在しなかったことと、ビットコインの貨幣性の問題も別です。政府

のビットコインに関する認識が十分でなかったために、所管省庁も明確にされておらず、そ

れに対する規制も行われていませんでした。取引所の扱いや、そこで行われた取引の効力、

あるいは課税のあり方等、緊急に整理すべき問題は多々あります。しかし、それが明確でな

いからと言って、ビットコインの貨幣性は損なわれないはずです。

【貨幣におけるイノベーションと競争】

　以上の問題はそれぞれ重大な問題であって、それに対する対応策は至急検討されるべきで

す。しかし、その問題とビットコインの問題は別で、ビットコインの貨幣性を損なうような

ことはすべきでないと思います。
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　ビットコインは、取引コストを縮減するためのイノベーションです。ビットコインは、他

の支払い手段の取引コストに引き下げ圧力を及ぼしていると考えられます。このような効果

は、先述の貨幣発行自由化論を主張したハイエクが期待していたことに通じます。彼は、民

間が発行する複数の貨幣が競争するなかで、経済主体による選別が行われ、価値の変動が激

しい「悪貨」が駆逐され、価値の安定している「良貨」が生き残ることを期待していたので

す。

　貨幣においても、イノベーションと競争は重要であって、潰すべきものではないのではな

いでしょうか。

（日本経済研究センター　研究顧問）
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小島明のＧｌｏｂａｌ　Ｗａｔｃｈ

「景気」一本槍から「成長」への政策・

制度イノベーションへ

　安倍政権による経済政策、アベノミクスが２年目にはいり「３本の矢」政策自体のリバラ

ンス（バランス回復）ないし原点回帰が急務になっている。それは、①これまでの“成果”

は、アベノミクスがミニ景気後退が底入れしたタイミングで打ち上げられるなど多分に幸運

に支えられた面がある②「３本の矢」が全て一体となって真の効果がでるのに現状は目先の

景気刺激政策だけで、持続的な成長、潜在成長率の底上げに不可欠な「３本目の矢」である

構造改革がほとんど欠如した景気政策「１本槍」になっている③これまでの株高を支えたの

は日本の改革に期待した外国人投資家であり、日本人は法人も個人も株式市場で売り越しの

ままである④大幅な買い越しをした外国人投資家がなかなか放たれない「３本目の矢」への

失望を示し始めている―などのためである。

あらためて「成楮会計」に目を

　現在とられている金融の異次元緩和と機動的な財政政策、つまり１本目、２本目の矢は基

本的には「景気政策」であり、日本の成長モデルを持続的なものに変える「成長政策」では

ない。また賃上げは企業経営の問題であり、政府の政策ではない。

　ここで長期的な成長の構図を示す恒等式である「成長会計」に目を向けてみたい。成長率

を決めるものは①資本投入による寄与②労働投入による寄与、それと③総合的な生産性（全

要素生産性）の上昇による寄与という３つの要素の寄与度の合計である。

　現状ではその３要素が全て心細いものとなっている。企業はコスト節減で生まれた利益を

積極的に投資、研究開発へ振り向けようしない。雇用は震災復興策も含む公共事業予算の拡

大で増えているが、生産年齢人口は大幅な減少を続けており、人口政策は別としても女性の

労働参加率の引き上げなど雇用制度の改革が急務である。生産性も既存の大量生産型・汎用

型の規格商品の生産効率を上げるだけではグローバルな「大競争」のなかでの価格破壊の渦
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に巻き込まれてしまう。

　現状の停滞を打破するには、個々の企業の経営の積極化、製品・技術面でのイノベーショ

ンの加速に加え、企業活動がしやすく投資、研究開発が起こりやすい環境を作る制度の改革

が重要である。投資に振り向ける「資本」を支える貯蓄も放置すれば人口高齢化にともなっ

て減少に向かってしまう。そこで外国からの資本を誘致するというグローバルな視点での構

造改革も必要になる。日本の実態は、外国資本、外国企業が入りにくい国である。バブル景

気のピーク時には東京証券取引所に上場していた外国企業が１３０社程度あったが、現在は

１０社に満たない。つまり一度日本に入った外国企業が撤退してしまっている。世界的な外

国資本誘致の大競争が展開しているなかで、日本はこの誘致競争から脱落したままである。

　「労働」も外国人ブルーカラーをめぐる移民問題が活発だが、各国はさまざまな分野での

高度人材の誘致合戦をしている。

着るロボット「ハル」事業の教訓

　着るロボット「ハル」の開発で実績をあげ内外で注目されている筑波大学の山海嘉之教授

の話を聞いた。その話からは日本の技術の潜在力の高さ、研究者の夢を感じるとともに、そ

れを十分に生かせないでいる日本の状況、とりわけ制度、行政の問題点を痛感した。

　この「ロボットスーツ」と呼ばれる「ハル」は、軽量でだれでも着ることができるロボッ

トで、それを着た人が身体を動かそうとすると脳が発する身体を動かせという信号が脊髄、

運動神経、筋肉に伝わって行く信号をロボットが探知して脳の指令と同時に動く仕組みであ

る。ロボットに記憶させバイオリンを弾かせるのも高等技術だが、この「ハル」は脳の信号

と同時に動く。両足を切断し、歩くことができなかった障害者が「ハル」を着て、右足を出

そうと脳が信号を発すると右足の義足が動き歩行できる。信号は極めて微弱なものだが、皮

膚にまで漏れてくるその微弱信号を「ハル」が読み取り、脳と一体になって作動するという、

優れものである。

　その「ハル」に問題がある。もちろん「ハル」自体に問題があるわけではない。「ハル」

の技術、能力を活かし切れない日本の制度問題である。

　日本では、医療用には使用できないが、欧州、とりわけドイツやスウェーデンでは医療用
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に積極的に活用している。ドイツではこのロボットを医療用に使用した場合、その費用を公

的な労災保険でカバーされる段階にまで至っている。ドイツからは「ハル」の開発に関心を

持った経済技術大臣と公的保険機構の責任者が日本に視察にやってきた。山海チームは試験

装置なども提供した。ドイツは直ちに決断し、すでに「ハル」を使った神経医療センターま

で設置した。「ハル」は欧州全域で使用可能な医療機器になっている。

　それとは対照的に日本では介護支援などは使えるが、それ以上は「医療行為」だとして規

制されている。

　山海グループは産学協同の方式でサイバーダイン（ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ）社を立ち上げた。

ドイツには現地法人を作り、同国の公的保険機構が同社への資本参加の意向を表明。現在、

ドイツ政府の許可待ちだという。

　日本では「ハル」を医療の世界で活用するには厳しい壁がある。さまざまな規制がある。

山海氏はこう言う。「現在、メディカル版のハルで治験をやっているが、ここまで来るのに

も大変だった。当局と相談したら、治験をすすめるにしても現代医学では治療方法が見つか

っていない神経筋難病疾患についてのみ治験をしてくれ、それがうまくいったら適用拡大を

考えようと言われた。ドイツやスウェーデンでは、国民に最も還元、利用できる分野からス

タートするという発想であり、ドイツでは脊髄損傷、スウェーデンでは生理学専門家グルー

プと契約し、脳卒中治療に活用されている」

　山海氏は人の生活を支え健康管理までするロボット技術を進化させ、「人支援産業」とも

いうべき新分野を開拓したいと言っている。日本では技術はあっても医療機器はほとんどド

イツや米国から輸入している。医療機器を生産できる世界基準をクリアした企業は２００８

年時点で日本は３９３社。２０１１年には７９０社に増えたが、トップグループであるドイ

ツ、米国では毎年１０００社ずつ増え、日本との差は開く一方になっている。

タテ割り、タコ壺から抜け出す

　生産性本部の理事会で３月半ばにデザイナーで女子美術大学教授の廣田尚子氏から「日本

のデザイン力」についての話を聞いた。同教授からのメッセージは、デザイン力は大事な情

報をつなぎあわせ、人と人、人とモノ、人と環境の関係を新しくし、新しい仕組みを作るこ

とにより新しい価値を創造できるということで、タテ割り、タコ壺型の発想から抜け出すこ
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とが重要だということだった。

　廣田教授が関与している「東京ビジネスデザインアワード」という賞がある。これは複数

の企業が持っている技術を公開し、その公開された技術をこれまでとは違うどんな分野に活

かして新しいビジネスを創造するかという発想・提案で競うもの。そこではデザインはデザ

インのためのデザインではなく、企業がビジネスで成功する、新しい市場を生みだす、それ

を利用する人が幸せになるということが審査の基準になる。

　第１回のグランプリを獲得したのは法政大学のチームで、マグロの養殖に使う網にＬＥＤ

を織り込み光る網にしたもの。養殖マグロは成長するまで３割近くが死んでしまう。その原

因は網に激突することであるが、網に青いライトが光っているとマグロはそれを避けるため

激突を防げる。船上に電気をつけるイカ漁も光を海中で発するようにするとイカが沢山集ま

るようになる。牡蠣の養殖でも光を使うことにより生育が１０％も早まる。こうした発想が

情報のつながり、関連性を活かしたデザインなのだという。

　日本は「技術で勝ってビジネスで負ける」ということがよく言われる。それは技術が開発

のための開発になっているためだろう。何のための開発であり何のための技術なのかの視点

がタテ割り、タコ壺型の技術開発の現場では欠落しがちである。人と社会のニーズに応える

ためとする発想があれば、利用できる技術、売れる技術が生まれる。

イノベーション、イノベーション、そしてイノベーション

　アベノミクスといっても、これまでの政策が日銀による異次元金融緩和と復興事業と補正

予算の積み増し、それと企業への賃上げ要請だけであり、「第３の矢」である成長戦略が出

てきていない。つまり、目先の景気を押し上げる「景気」政策だけで「成長」政策が欠如し

ている。

　成長戦略の柱は規制改革である。とくに農業、雇用、医療といった政治的な抵抗の強い“

岩盤規制”の改革が肝要であるが、昨年６月に発表した「日本再興戦略」は具体化されない

まま野ざらしになっている。国会における“ねじれ”も解消し、岩盤規制の改革の機会が与

えられたのに、政府は株価上昇と円高修正で満足したのか、安全保障政策へと関心をシフト

してしまった。
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　外交政策に関しても肝心の自国の経済が脆弱では説得力も影響力の限定されてしまう。

　イノベーションの重要性が盛んに議論されるが、イノベーションは単に新しい技術の開発

ではない。開発力を強め、開発された技術が実用・応用されること、さまざまな技術が連携

される形で相乗効果を高める、それにより新しい付加価値が生み出されることが肝要である。

それには開発と実用・応用にいたるプロセスのイノベーション、雇用と働き方のイノベーシ

ョン、それを妨げない制度と政策のイノベーション、規制改革のイノベーションが不可欠で

ある。それにより、既存の産業生産性の向上を超えた「総合的な生産性＝全要素生産性」の

向上が確保され持続的な成長が生まれる。

　現状は「規制大国・日本」である。１９９５年時点での状況だが、政府によれば１万余の

規制、制限が行政のレベルで存在する。それは①法律②政令③省令④通達⑤内規⑥行政指導

であり、具体的には許可、認可、免許、承認、指定、承諾、認定、確認、認証、検定、審査、

届け出、報告、申告、証明など実に２０種類もの規制がある。それらの定義も曖昧で規制の

判断・定義は役所による「裁量」に依存することが多い。あるいは、この「裁量性」こそが

規制におけるもっとも厄介な問題であり、民間の新しい価値創造の努力を妨げている最大の

要因かもしれない。

　いずれにしても、景気対策を超えて成長戦略による潜在成長率の押し上げを実現するには

企業経営、個人の働き方、行政のあり方、政治的な意思決定のあり方などさまざまな面での

目的意識のあるイノベーションが必要である。

（日本経済研究センター参与）
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西岡幸一の産業脈診

技術情報流出をどう防止する

　米半導体メーカー、サンディスクの日本法人社員が在職時に、サンディスクの提携先の東

芝のＮＡＮＤフラッシュメモリーの研究データを持ち出し、自身の転職の手土産に韓国ＳＫ

ハイニックスに供与した事件を契機に、日本企業の技術防衛対策の議論がかまびすしい。東

芝は半導体事業のドル箱のＮＡＮＤフラッシュだけに、技術流出の被害額が１０００億円規

模にもなるとしているが、かねてから日本企業の核心技術が、韓国や中国に流出し日本企業

の競争力を削いでいるという指摘は少なくなかった。２０１２年の経済産業省の調査でも「

過去５年で技術情報が明らかに漏れた」「おそらく漏れた」と答えた企業が１４％に達して

いる。疑念があるのなら、技術管理を厳しくし、漏えいを招く原因をつぶさに究明して、知

的財産の保全管理を徹底すべきだ。技術やノウハウが不正にライバル企業などに渡ったのな

ら厳しく問い質すのは当然だ。

大量リストラのツケ

　なぜ不正な流出が起こるのか。最大の要因は技術者の流動性が著しく高まっていることだ。

エレクトロニクス業界を筆頭に多くの分野で大規模なリストラが進められ、職場を失ったり、

現職に見切りをつけた技術者が国内外の企業に転職した。有能な技術者や研究者には韓国、

中国などからは破格の好待遇でのスカウトの声がかかる。経営者でも山口純史ルネサスエレ

クトロニクス元会長が大手半導体メーカーのＮＸＰセミコンダクター日本法人会長に移って

いる。

　人が動けば当然情報もついている。退職時にいくらＮＤＡ（秘密保持契約）を結んでいて

も有限であり、スカウト側の期待もあって完全には情報を遮断できない。何らかの不満があ

って転職する場合には、技術情報などを漏えいする誘因が働きやすい。
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ＮＡＮＤフラッシュ開発陣も今は昔

　となると、第一の対策は従業員の待遇を改善し、戦略性のない無分別なリストラを抑制す

ることだ。といっても市場経済である限り事業の選択や研究テーマの改変は常におこる。そ

の過程でよそに新天地を求める技術者などが出てくるのは避けがたいことであり、それがベ

ンチャーを生んだり、他社、他業界の技術開発を促進する。

　東芝のおひざ元でもそうだ。同社のＮＡＮＤフラッシュは１９８７年に世界で初めて舛岡

富士雄氏が開発した（同氏はその功績で昨年文化功労者に選ばれた）ものだが、舛岡氏自身、

開発後に東芝を離れて東北大に移った。「１３年時点で、もと舛岡グループでＮＡＮＤフラ

ッシュを研究していた１１人の内、今も東芝に残っているのは４人、大学が２人、他企業が

５人」と同グループで研究していた竹内健中央大学教授があるコラムで述べている。生みの

親の面々ですらこうだ。東芝は半導体技術開発では世界をリードする企業の一つだけに、Ｄ

ＲＡＭなどすでに撤退した事業の関連技術者の場合はもっと激しく動いているのは想像に難

くない。

秘密保持契約に勝る飽くなき技術開発

　秘密保持契約など知的財産の規制管理を厳しくするのは言うまでもない。職分、職位によ

ってアクセスできる情報のグレードを制限するのはイロハのイだ。それでも限界がある。事

業所や研究所の生活の中で知り得て人間の頭の中に入った情報を、墓場まで持って行け、と

いうのは現実的ではない。技術情報が社会に伝搬して技術開発力の底上げに貢献するルート

をも塞いでしまう。いつか、どこかで漏れると覚悟するのが自然だ。

　ブラックボックスを誇った、さまざまな業界の工場や生産システムも時間の長短はあるが、

いつの間にか情報がブラックボックスから染み出ているのは否定できない。

　企業情報の秘匿では最も厳格な会社といわれ、取引先には「たとえ社内の文書・会議でも

直接に社名に言及しないこと」と一札を取っているアップルでも調達計画、投資計画、新製

品計画など秘中の秘の情報が業界やメディアに漏れ出るのである。

　情報管理のメッシュを細かくし、穴をふさいで回るコストと時間を考えると、むしろ、漏

49 



2014年04月号

れる可能性のある技術情報が陳腐化されるように、手土産が手土産にならないぐらい、それ

こそ日進月歩で技術開発を進めることの方が肝要かもしれない。

賠償請求で鉄槌を

　現実的に人の移動を止められない以上、日本企業が取れる対策は漏えい情報の積極的な摘

発とその賠償請求であろう。８０年代までの日本企業を振り返ってみても、米有力企業の人

材を確保して技術開発を進めた。技術劣位の企業が優位にある企業から情報の入手を画策し

た例は枚挙にいとまがない。富士通がコンピューターメーカーとして飛躍したきっかけの一

つは、初めてモジュール・アーキテクチャーを取り入れたＩＢＭ３６０シリーズを開発した

Ｇ．アムダール博士を取り込んだことであり、８２年に発生したＩＢＭ産業スパイ事件は、

不正取得であろうとなかろうと喉から手が出るほど最新コンピューターの極秘情報が欲しか

った日立製作所、三菱電機の振る舞いだ。

　ただし、不正取得の代償は金銭的にも精神的にも、誇りを傷つけるなどとてつもなく大き

かった。ＩＢＭが下した鉄槌で強烈な学習効果が生まれ、正当な技術対価の支払いと自主技

術開発の機運が大きく膨れ上がる。

ビジネスライクに対応を

　かつての日本企業対米企業という関係が現在では、象徴的に韓国・中国企業対日本企業と

いう図式にシフトしている。日本企業が知的財産を尊重するのは当たり前として、不当に知

財を侵す相手に対しては厳しく対価を請求するのをためらうべきではない。東芝のケースで

は、ＳＫ社は次世代メモリー開発の提携相手ではあるが、それを斟酌してちゅうちょしてい

ては企業失格だ。アップルはｉＰｈｏｎｅの心臓部のマイクロプロセッサをサムスン電子か

ら調達しているのをはじめ、サプライチェーン上でサムスン依存が大きいが決然と知財訴訟

でサムスンと対峙している。サムスンも同じだ。

　提携相手、同盟仲間が右手でしていることと左手でしていることが違うのはごく当たり前。

それを不道徳と嘆いても仕方がない。ビジネスライクという言葉はこのためにあるようなも

のだ。粛々と理非曲直を正して、請求するものは厳しく請求するしかない。

（日本経済研究センター研究顧問）
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山田剛のＩＮＳＩＤＥ　ＩＮＤＩＡ

巨大企業のインド系ＣＥＯ列伝

　積極的に世界へ雄飛したインド人及びインド系欧米人は、移住先で経営者や政治家、学者

などとして多くが成功を収めてきた。米ペプシコの女性ＣＥＯインドラ・ヌーイや、英ボー

ダフォンの元ＣＥＯアルン・サリンなどに続き、最近もインド系ビジネスマンが有力グロー

バル企業のＣＥＯなど経営トップに相次ぎ就任している。比較的裕福で教育熱心な公務員な

どの上位中間層家庭に生まれ、ＩＩＴ（インド工科大）やＩＩＭ（インド経営大）、デリー

大などの伝統的名門校や海外の有名大で学んだ、という共通点があるが、ビジネスの世界で

は自力でキャリアを積み重ねてそれぞれの地位に上り詰めている。

※図表「有力グローバル企業の主なインド系経営幹部」は会員限定ＰＤＦをご覧ください。

マイクロソフト３代目ＣＥＯ

　最近のニュースといえばやはり、２月に世界最大のＩＴ企業マイクロソフトの３代目ＣＥ

Ｏに就任したサトヤ・ナデラ（４６）だろう。インド南部ハイデラバードのテルグ人家庭に

生まれ、父はマンモハン・シン首相直属の計画委員会メンバーも務めたキャリア官僚。マニ

パル工科大、米ウィスコンシン大、シカゴ大ビジネススクールで学び、技術スタッフとして

サンマイクロシステムズに入社、１９９２年にマイクロソフトに移籍。のちに上級副社長と

してクラウドコンピューティング事業などを陣頭指揮した。

　創業者のビル・ゲイツからは「エンジニアリング技術とビジネスにおけるビジョン、リー

ダーシップを兼ね備えた人物」と評価されている。

　インド出身のＣＥＯとしては世界最大の企業を率いることになったが、１３年に買収した

ノキアのモバイル事業の統合や、最新ＯＳ・ウインドウズ８の改良、ゲーム機ＸＢＯＸシリ

ーズのてこ入れなど、経営上の課題は山積だ。

　企業トップとして「最も大事なことは部下の信頼を得ること」と述べる一方、就任初日の
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２月４日、マイクロソフトの全従業員に対して送った電子メールで、「我々の業界は伝統を

尊重しない。我々が敬意を払うのはイノベーションだ」と檄を飛ばした。大のクリケット好

きで、インド代表チームの応援はもちろん、休日には自らバットを握る。

　名門ドイツ銀行に長年君臨したヨーゼフ・アッカーマンの後継者として、２０１２年６月

に同行の共同ＣＥＯに就任したのがアンシュ・ジェイン（５１）。西部ラジャスタン州の古

都ジャイプル生まれで、デリー大学の名門シュリラーム・カレッジ・オブ・コマースを卒業

し、米マサチューセッツ大でＭＢＡを取得。ＵＢＳグループ傘下の証券会社のデリバティブ

担当アナリストやメリル・リンチ証券のヘッジファンド業務統括などを経て１９９５年にド

イツ銀入行。現在は英国籍だ。

　まだ評価の定まっていなかったデリバティブやヘッジファンドを同行の有力収益源へと育

てた。また０２年からは経営会議メンバーに名を連ね、海外でのコーポレート・ファイナン

スや投資銀行業務などで実績を残し注目された。姓からも分かるように、一切の殺生を禁じ

る教義で知られるジャイナ教徒であり、厳格な菜食主義を貫いている。

　今年２月には、為替相場の基準となる指標価格の操作疑惑にからんだ解任説が一部で報道

されたが、ドイツ銀はすかさずジェインへの全面支持を表明した。趣味は写真、ゴルフとク

リケット。

存在感増すＩＩＭ卒業生

　日本ではとかくＩＩＴばかりが注目されているが、インド国内も含めたビジネス界ではＩ

ＩＭやデリー大、ムンバイ大の名門カレッジなど文科系の最難関校も大きな存在感を発揮し

ている。中でも、その頭文字から「ＡＢＣ」と呼ばれるＩＩＭアーメダバード校（ＩＩＭ－

Ａ）、バンガロール校（ＩＩＭ－Ｂ）、カルカッタ校（ＩＩＭ－Ｃ）は、経済誌などが特集

する大学ランキングで毎年のように首位を争う。また、パキスタンのムハンマド・ジア・ウ

ル・ハク元大統領やサリム・アフマド・サリム・アフリカ統一機構（ＯＡＵ）元事務局長、

サルマン・フルシード外相、カピル・シバル法相など、錚々たるＯＢが並ぶ伝統校・デリー

大聖ステファン・カレッジ（１８８１年創立）や、同シュリラーム・カレッジ・オブ・コマ

ース（１９２６年創立）なども、多くの多国籍企業幹部をＯＢとして送り出してきた。

　１０年９月に米マスターカードの社長兼ＣＥＯに就任したアジャイパル・シン・バンガ（
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通称アジャイ・バンガ、５３）も、聖ステファン・カレッジからＩＩＭ－Ａに進んだ。シー

ク教徒の軍人の息子としてプネーで生まれ、スイスのネスレで１３年間勤務後ペプシコに移

籍、米国や欧州、中東での販売業務で実績を積んだ。１９９６年にシティ・グループ、さら

に０９年にマスターカードへと転じ、中国やアジアでの業績拡大に貢献した。

　経営危機で運航停止に追い込まれたキングフィッシャー航空の親会社・ＵＢグループのユ

ナイテッド・スピリッツを買収したのが、ジョニー・ウォーカーやスミルノフ、ギネスなど

のブランドで知られる世界最大の洋酒メーカー英ディアジオｐｌｃ。同社を率いるのは、や

はりインド系のアイバン・Ｍ・メネゼス（５３）だ。こちらも１３年７月に就任したばかり。

アジャイ・バンガと同じ聖ステファン・カレッジからＩＩＭ－Ａというエリートコースを歩

み、ネスレやブーズ・アレン・ハミルトン、ワールプールなどでの勤務歴がある。

　ディアジオでは、現在約４０％であるアジア太平洋・中南米地域での売上比率を、１５年

までに５０％へと引き上げる目標を掲げており、新興国でのビジネス経験が豊富なメネゼス

に白羽の矢が立った。

　日本でもおなじみの「メントス」や「ＦＲＩＳＫ」、「チュッパチャプス」などのブラン

ドで知られる世界第３位の菓子メーカー蘭伊ペルフェティ・ファン・メレ（ＰＶＮ）では１

３年１０月、サミール・スネジャ（４１）がグローバルＣＥＯに就任、同社ではイタリア人

以外では初の経営トップとなった。

　出身はＩＩＭ－Ｂ。０８年から１２年まで同社インド法人の社長を務めていたが、１２年

に本社の副社長に栄転した。コルゲート・パルモリブ時代には練り歯磨きのセールスを担当、

次いでペプシコ傘下のフリトレーに転じ、ブランド・マネジャーとして地道に菓子・日用品

ビジネスのキャリアを積んだ。ＰＶＮでは国際マーケティングを担当、ユニークなテレビＣ

Ｍで消費者の話題をさらうなど、アイデアと経営手腕を発揮してきた。

　０７年からアドビシステムズのＣＥＯを務めるシャンタヌ・ナラヤン（５０）は南部ハイ

デラバードで工場経営者の父と教師をしていた母の間に生まれる。ハイデラバード藩王国の

マハラジャが創設したオスマニア大学や、米カリフォルニア大バークレー校などで学び、ア

ップルやシリコン・グラフィクスなどを経てインターネット画像処理会社を起業する。１９

９８年に副社長としてアドビに入社。１１年には米大統領の経営諮問委員会メンバーに選ば

れるなど、ＩＴ業界では世界的に知られた経営者である。

53 



2014年04月号

技術系女性幹部の草分け

　米シスコ・システムズのＣＴＯ（最高技術責任者）パドマスリ・ウォリア（５２）は、ま

だ少数派である技術系女性幹部の一人だ。アンドラプラデシュ州ヴィジャヤワダ生まれ。Ｉ

ＩＴデリー校で化学工学を学び、米カーネル大で修士号を取得。米モトローラに入社し、エ

ネルギー・システムや半導体の研究・開発に当たった。０３年にはＣＴＯ、０５年には副社

長に昇進。０７年１２月にシスコ・システムズに移籍しここでもＣＴＯに就任。フォーチュ

ン誌で「もっともパワフルな女性」の一人に選出された。

　「ミューズ」や「クレアラシル」など日本でもおなじみのトイレタリー製品や、「Ｄｕｒ

ｅｘ」ブランドのコンドームなどで知られる世界第５位の医薬品・日用品メーカー、英レキ

ット・ベンキーザーのＣＥＯ、ラケシュ・カプール（５５）もインド出身だ。ビルラ技術科

学大や、私立ビジネススクールの名門ザビエル経営大（ＸＬＲＩ）などで学び、１９８７年

にベンキーザーとの合併前のレキット＆コールマンに入社。北インドや南アジア、北欧など

でセールスや商品開発、広報・宣伝など様々な事業分野を担当した。

　０６年から副社長、１１年９月にＣＥＯに就任。「私は識字率が１５％しかなかった町の

出身。（経営者になっても）そういう泥臭さを忘れてはいけない」と述べている。

カナダのバフェット

　１３年９月の携帯電話端末大手ブラックベリー買収で一躍脚光を浴びたのが、「カナダの

ウォーレン・バフェット」と異名をとる投資家で、トロントに拠点を置くフェアファクス・

フィナンシャル・ホールディングスを率いるプレム・ワトサ（６３）。ＩＩＴマドラス校や

西オンタリオ大などで学び、保険会社勤務を経て１９８３年に独立。１９９０年代の日本の

バブル崩壊や、２００８年の米サブプライム問題などを予見したことでも知られる。

　ニティン・パランジプ（５０）は０８年から１３年まで英蘭ユニリーバのインド法人ヒン

ドスタン・ユニリーバ（ＨＵＬ）の社長兼ＣＥＯを務めた。ゴドレジやネスレなど他の外資

や地場メーカーに押されて劣勢だった同社のインド事業を立て直し、在任中に売上高をほぼ

２倍に増やした手腕で知られる。
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　プネー大などで学び、ＨＵＬでは洗剤などの販促を担当するセールス・マネジャーからス

タート。１９９６年からチェンナイ地区担当のマネジャーに昇進。２０００年にはロンドン

のユニリーバ本体に移籍、翌年には取締役会メンバーに名を連ね、会長補佐などを務める。

洗剤・日用品部門のアジア地区統括で業績を上げたのち、０４年にはユニリーバ本体の副社

長に抜擢。０８年からはＨＵＬトップとして同グループの売り上げの７％を占める重要市場

であるインドを任される。現在は同社のホームケア・ビジネス統括のプレジデントのポジシ

ョンだ。なお、ユニリーバでは最高執行責任者（ＣＯＯ）のハリシュ・マンワニ（６２）も

インド系だ。

　しかし彼らは「インド系」の出自が有利に働いてビジネスで成功したわけではない。実力

もさることながら、今なおアジア系社員がマイノリティである欧米企業でキャリアアップを

目指すために超人的な努力が必要だったことは想像に難くない。ハングリー精神やグローバ

ル・マインドを強調し、「インドの底力」などと無理に意義づけしようとするのはいささか

ミスリーディングだが、彼らの活躍が結果的にインドという国の存在感を高めたことは間違

いないだろう。

　インド政府は現在約１９％である大学進学率を、２０２０年までに３０％へ引き上げるべ

く、様々な規制緩和や制度づくりに取り組んでいる。今後もさらに多くのインド系ビジネス

マンが、グローバル企業のトップに就くだろう。（文中敬称略）

（日本経済新聞ＮＡＲ＜Ｎｉｋｋｅｉ　Ａｓｉａｎ　Ｒｅｖｉｅｗ＞編集部編集委員、　　

　前日本経済研究センター主任研究員）
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林秀毅の欧州経済・金融リポート

ウクライナ情勢の行方

―新たな危機に発展するか

　ウクライナ情勢の混迷が続いている。同国では親欧州派の暫定政権が誕生したが、ロシア

によるクリミア半島の実効支配を受け、国内の政治情勢は依然流動的だ。確かなことは、ロ

シアによるウクライナ東部への軍事進攻というシナリオは、欧州・米国だけでなく、事態の

泥沼化につながるため、ロシア自身も内心では望んでいないであろうことだ。以下、ウクラ

イナ国内、ロシア、欧米の動向について、今後の展開に向けたポイントについて検討したい

（執筆は２０１４年３月１０日時点の情報による）。

ポイント①ウクライナ国内：分裂状態はどのように収拾されるか

　まず、ウクライナ国内で現状に至る経緯を振り返る。２月下旬、親ロシア派のヤヌコビッ

チ前大統領が親欧州派の議会により解任され、ヤヌコビッチ氏はロシアに脱出した。その後、

ヤヌコビッチ氏の豪華な邸宅などが公開され批判が高まった上、３月初めには暫定政権が誕

生したが、同氏は自らの正統性を主張している。この点、かつてルーマニアで共産体制が崩

壊し国内で処刑されたチャウシェスク氏などと異なり、ヤヌコビッチ氏が脱出に成功しロシ

アの保護を受けていることが、ロシアに介入の理由を与えウクライナ情勢を一段と不安定化

させた面がある。

　それでは、今後の国内情勢についてはどう考えるべきか。良く言われるように、ウクライ

ナは親ロシアである東部と親欧州の西部に、地理的・歴史的・文化的に分断されている。そ

の意味では同国は従来から、親ロシア派と親欧州派のどちらが政治の実権を握っても、不安

定な構造を抱えている。今後、５月２５日に予定されている大統領選挙に向け、国内の二派

をまとめることのできる指導者と体制が求められる。特に、現在の暫定政権の延長線上で親

欧州政権が誕生した場合、クリミアの実効支配を通じロシアの影響力が強まっていることか

ら、親ロシア派の政権への参加などが視野に入ってくる。その場合、政権を維持するための

強い指導者が必要になる。またかつてのグルジアのようにロシアとの関係を悪化させ経済制
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裁など不利益を受けないための調整力も重要である。

　ここで注目されるのは、前首相のティモシェンコ氏である。同氏は親欧州派だが、ロシア

ともパイプを持つとされている。今回の大統領選挙には、病気治療のため不出馬を表明して

いるが、この点については「混乱期に表に出るのは得策ではない」と考えているためという

見方があり、表舞台に出ない場合でも実質的な政権体制作りに一定の役割を果たす可能性が

あるだろう。

ポイント②　ロシア：強硬姿勢と今後の着地点

　次に、ロシアはなぜ当初から「軍事介入も辞さない」という強硬姿勢を取ってきたのか。

歴史的・軍事的にみたクリミア半島がロシアにとって非常に重要であることに加え、ロシア

にとっての「国家の威信」を重視する見方がある。即ち、ロシアが国全体を挙げ、ソチ冬季

オリンピックの成功へ向け努力したにもかかわらず、欧米諸国は人権問題などを理由に政府

要人を派遣しなかっただけでなく、ロシアの隙を突くような形で、ウクライナの親ロシア派

大統領が解任されたことに対するプーチン大統領の強い反発があった、という見方がある。

　それでは、今後のロシアの動向はどうか。まず３月１６日に予定されるクリミア自治共和

国の住民投票で、ロシアへの編入に至らず、ウクライナ国内で自治権を拡大することになっ

ても、有権者の過半数がロシア系国民である以上、ロシアはいずれにせよクリミア自治共和

国の実質的な支配を強めることになる。

　さらにこのクリミアを拠点にウクライナ東部への影響力を強めようとするだろう。この場

合、東部への軍事介入は、国際的な批判を招くだけでなく、様々なコストを生むことになる。

偶発的な事態の可能性は否定できない。しかし先に述べたように、ロシアの強硬な姿勢は、

自らの強気な姿勢を欧州などに示し、事態を有利に運ぶことが目的であり、今後ロシアがク

リミアとウクライナ東部における影響力を確立したと考えた時点で、事態の収束を図ろうと

する姿勢に転じるのではないか。

ポイント③欧米主要国：ドイツの動向が今後焦点に

　以上をふまえ、欧米を中心とした主要国の動向が問題になる。
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　まず、ＥＵに関しては、既述のようにヤヌコビッチ前大統領が議会の親欧州派の反発を受

け国外に脱出した直接の原因は、昨年秋、親ロ派の同氏がＥＵとの自由貿易の推進などを定

めた「連合協定」の調印を見送ったことにあった。しかし同時にウクライナ国内では、従来

ＥＵからの経済支援が十分でなく、同国の経済発展につながらなかったという批判も聞かれ

る。

　今回のロシアの強硬な姿勢に対して、ＥＵ各国はロシアからのエネルギー供給への依存度

が高く、強い制裁に踏み込みにくいという事情がある。米国もまた、政権基盤の弱まった大

統領が打ち出せる制裁は限定的で小出しにならざるを得ないこと、そもそも米国が経済制裁

を打ち出しても、米ロの経済関係はそれほど緊密でないため、ロシア経済への影響度は限定

的という面もある。日本もまた北方領土問題を抱え、対ロシアでは米国との協調路線を維持

することにさえ苦労している。

　こうした中で、今後焦点になると思われるのがドイツの動向だ。ドイツはＥＵの中でも特

にロシアのエネルギーへの依存度が高い上、地政学的に中東欧の国を挟みロシアと対面して

いる。ＥＵ・米国とロシアの関係についてこう着状態が続いた場合、プーチン大統領とのパ

イプを持つドイツのメルケル首相が、ウクライナにおけるロシアの実質的な影響力を認める

形で、当面の着地点を探る展開が想定できる。現状、メルケル首相の発言や行動があまり目

立たないことも、事態の推移を注視しながら水面下の交渉が行われていることを意味してい

るのではないか。

　以上のように、今年５月の大統領選挙にかけ、ウクライナの新たな政権体制が固まりロシ

アが事態の着地点を探る方向に方針転換するのと並行して、欧米を中心とした経済支援策な

どが進められれば、当面の危機的な事態は打開される道が開かれる。同国の政治的な不安定

性は今後も続かざるをえないが、経常赤字を抱える「フラジャイル５」と呼ばれる新興国や、

対立の軸はウクライナと異なるが国内に深刻な政治的対立を抱えるタイなどへの波及は何と

か回避されるのではないか。リスクシナリオとして懸念すべきは、ウクライナに駐在するロ

シア軍などによる偶発的な事態ということになるだろう。

（特任研究員　林秀毅）
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研究リポート（サマリー） 
 

 

 

 

《経済百葉箱第 69 号》 
消えた公共投資の行方 
―12 年度確報は大幅下方改定だが、13 年度の改定は上振れも  
2014 年 2 月 28 日発表 大澤慶宏、笠原裕作、＜監修＞短期予測班主査：愛宕伸康、総括：増島雄樹 

 

昨年 12 月、普段は注目されない GDP 統計の確報が話題となった。12 年度確報の公的固定資本形成

（公共投資）が、速報値より 3 兆円少なく、成長率が大きく下振れしたためだ。12 年度の公共投資は

どこに消えたのか、その背景を追い、13 年度確報への影響を検討した。 

 

▼ポイント▼ 

●公的固定資本形成の速報値と確報値の間に差が生じるのは、作成方法の違いにある。速報値は、主に

『建設総合統計』の過去の進捗率などを参照した推計値の「出来高」である一方、確報値は、国や地方 

が公共事業に支出した実額である「決算額」を用いている。 

●12 年度の公的固定資本形成が速報から確報にかけて大幅に下方改定された主な要因は、建設環境の悪

化（建設資材や労働者の不足による建設コスト高騰等）に伴い、例年より工事の進捗が大幅に遅れたこ

とにより、推計値と実際の支出額の差が広がったことにある。 

●12 年度の「消えた公共投資」は繰越制度によって、翌年度以降に繰り越される。この繰越予算のうち、

12 年度中に契約済みの事業は、12 年度の速報値には反映されるが、12 年度の確報値には反映されず、

13 年度以降の実際に支出された年度の確報値に計上される。つまり、12 年度中に契約済みで 13 年度以

降に繰り越された公共投資は、速報値には計上されないため、13 年度以降の確報での上方改定の要因と

なる。 

●13 年度の確報値については、12 年度同様の公共工事の進捗の遅れによる下方改定要因と、12 年度か

らの繰越予算による上方改定要因が入り混じるが、13 年度の予算の消化が順調に進めば、確報は上振れ

する可能性もある。 

 

詳細は http://www.jcer.or.jp/report/econ100/index4733.html をご参照ください。 
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セミナーリポート 
 
 

 
「金融政策はどこへ向かうのか」                               

 翁邦雄・京都大学公共政策大学院教授      

 2014 年 2 月 20 日開催 

 

金融緩和の出口に２つのシナリオ 
―政府・日銀は国民に選択肢を示せ 

 

 

＜要旨＞ 

①アベノミクスの一番の効果は円安誘導に成功したことである。好影響が先行して、経済状況は好

転、マインドも明るくなった。当初、円安は輸出を促進すると考えられたが、実際には伸びず、競

争力の強化ではなく物価上昇をもたらしている。 

②日銀は追加緩和に対する市場の期待を抑えようとしている。追加緩和にはサプライズが必要であ

る。ゼロ金利の状態では「流動性の罠」が発生し、単純な量的緩和で需要は増加しない。心理的シ

ョックを与えることで人々のマインドを変化させる必要がある。 

③追加緩和で新たなサプライズを演出することのハードルは高い。量的緩和による円安誘導効果も

期待しにくい。フォワードガイダンスには問題点もある。 

④非伝統的金融緩和をした以上、出口の議論は避けて通れない。出口のあり方には「金融抑圧シナ

リオ」と「インフレ目標維持シナリオ」が考えられる。日本の場合、金融抑圧シナリオを選択する

可能性が高いが、きちんと出口の議論をして国民に選択肢を示すのが政府・日銀の責任と言える。 

 

 

▼詳細は http://www.jcer.or.jp/seminar/sokuho/index201401.html#20140220 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 掲載項目 

3 月13 日 

2013 年度日経・経済図書文化賞受賞
強い組織のつくり方－多様性を生かすマ
ネジメント 

多様性活用、相互理解が前提に 
―若いうちから「関わり合い」の訓練を

鈴木竜太・神戸大学大学院経営学研
究科教授 

 

2 月20 日 
金融政策はどこへ向かうのか 

金融緩和の出口に２つのシナリオ 
―政府・日銀は国民に選択肢を示せ 

翁邦雄・京都大学公共政策大学院教
授 

 

2 月20 日 

≪大阪昼食会≫2014 年の経済展望：アベ
ノミクス、異次元金融緩和と日本経済 

構造改革で潜在成長力強化を 
―財政赤字拡大が最大のリスク 

安藤圭一・新関西国際空港代表取締
役社長兼 CEO 

 

1 月29 日 

ドイツ、再エネ大量導入への挑戦―政治、
経済、技術的課題は何か 

再エネで電気の 80－90％供給が目標 
―停電の可能性は小さく 

トーマス・アッカーマン・エネルギ
ーノウティクス社ＣＥＯ 
安田陽・関西大学システム理工学部
准教授 
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 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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【新スカラー生】

中国からワン・ビジュン氏来日

海外直接投資の日中比較研究を目指す　

　

　アジアの若手研究者を招聘する「日経アジア・スカラシップ」プログラムによる客員研究

員として、中国社会科学院の世界経済・政治研究所（ＩＷＥＰ）からワン・ビジュンさんが

３月２日に来日した。国内外での学会発表で忙しいワンさんは、多忙な日程の合間を縫って

来日し、精力的に研究活動を始めている。日本についた直後も、ＩＷＥＰのディスカッショ

ンペーパーシリーズで３日続けて研究成果を発表するなど、常に仕事に取り組む姿勢は、北

京でも東京でも変わらないようだ。

――自己紹介をお願いします。

　私の故郷は湖北省の武漢市です。武漢は中部地域では最大の都市で、十大都市の１つです。

世界第三位の大河である揚子江とその最大支流が市内を横切っており、武漢は武昌、漢陽、

漢口の３地域に分かれます。私の家は商業が最も盛んな漢口にあります。武漢で最も有名な

食べ物は、武漢風和えそばと鴨肉です。

　２００８年に武漢を離れて北京に来て、北京大学で博士号をとりました。現在は、中国社

会科学院世界経済・政治研究所で働いています。

――日本にきたことはありますか？他の国はどうですか？

　昨秋、日経センターの英文学術誌「ＡＥＰＲ」の編集会議が東京で開かれた際、論文執筆

者として参加しました。今回は３カ月以上の長期間にわたって滞在できるのでうれしいです。

これまでに、豪州に一年近く研究活動のために滞在したほか、フィリピン、米国、カナダに

出張で行ったことがあります。

――日経センターでの研究テーマは何ですか？

　研究テーマは日本の対外直接投資および中国への含意です。関連する文献を読んで、日中

の対外直接投資のデータを踏まえて比較研究をしたいと思います。

――日本の印象はどうですか？
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　日本の印象はとてもファッショナブルであるとともに、礼儀正しく、筋道だって厳格に物

事を進める感じがします。この点は１年近く滞在した豪州とはだいぶ異なります。豪州は気

の向くままというところがあり，日本のように秩序だっているわけではありません。来日し

てすぐ、３月半ばに東北地方を旅行しましたが、東京とは全然違い、日本の伝統文化や風情

を満喫することができました。

――趣味は何ですか？

　テニス、カラオケ、ダンスが好きです。それから、ポーカーも得意ですね。

（国際・アジア研究グループ）

Ｗａｎｇ　Ｂｉｊｕｎ　

　中国社会科学院世界経済・政治研究所で、中国の海外直接投資を研究している。日経セン

ターの客員研究員として６月初めまで滞在予定。
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  TEL：03‒6256‒7720　〒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
  TEL：06‒6946‒4257　〒540‒8588 大阪市中央区大手前１‒１‒１ 日本経済新聞社大阪本社ビル 8 階

公益社団法人 日本経済研究センター
Japan Center for Economic Research

ピックアップセミナーピッ

4月11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

2014年度の経済を読む
―好循環実現の条件

新
しん け 

家　義
よし き 

貴・ 第一生命経済研究所
経済調査部主席エコノミスト

4月25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

春闘総括、日本の賃金はどうなる
―アベノミクスへの影響

川
かわぐち

口　大
だい じ 

司・一橋大学大学院経済学研究科教授
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●茅場町カンファレンスルーム
　〒103‒0025　東京都中央区日本橋茅場町２－６－１
 日経茅場町別館

地下鉄 日比谷・東西線「茅場町駅」６番、12番出口

4月11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

2014年度の経済を読む
―好循環実現の条件
　アベノミクス効果や賃上げ予想など明るさもみられる日
本経済。４月以降、消費増税の影響、政府による経済対策
の効果、デフレ脱却などについてどう見通せばよいのでし
ょうか。「ESPフォーキャスト調査」の景気予測の的中率
が５年連続トップ５に入る新家氏が、増税後の景気動向と
日本の持続的成長を実現するポイントは何かを展望します。

新
しん け 

家　義
よし き 

貴・第一生命経済研究所経済調査部主席エコノミスト
　1998年東京大学法学部卒、第一生命保険入社。第一生命経済
研究所出向、内閣府出向（2002～04年）後、同研究所に復帰、
11年から現職。５年連続で「ESPフォーキャスト調査」優秀フ
ォーキャスターに選出（08～12年度）

4月14日月 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

4月17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「中国研究」報告≫
チャイナリスク
―習近平指導部が直面する難題
　中国で長期政権の弊害や不徹底な市場経済化のひずみが
際立つようになりました。これまでとは異なるリスクが山
積し、従来の延長線上で物事を考えることが難しくなった
と言えるでしょう。個々のリスクが経済、社会、政権にど
のような影響を及ぼすのか、習近平指導部が政権を担うと
予想される2022年までを視野に、専門家が報告します。

（東京会場）

遊
 ゆ かわ

川　和
かず お 

郎・亜細亜大学アジア研究所教授
　1981－83年上海復旦大学留学、84年東京外国語大学中国語学
科卒。外務省専門調査員（中国大使館）、北海道大学大学院教
授などを経て2012年から現職

川
かわしま

島　　真
しん

・東京大学大学院総合文化研究科准教授
　東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了、博士（文
学）。北海道大学法学部助教授などを経て、2006年から現職。
日経・CSISバーチャル・シンクタンク　アカデミックアドバイザー

（大阪会場）

梶
かじたに

谷　　懐
かい

・神戸大学大学院経済学研究科准教授
　1996－98年中国人民大学に留学（財政金融学院）、2001年神
戸大学大学院経済学研究科博士課程修了。神戸学院大学准教授
などを経て、10年から現職

（東京・大阪）

司会）山
やまざき

崎　正
まさ き 

樹・日本経済研究センター主任研究員

4月3日木 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

項目見直し後の日銀短観を読む

　４月１日公表分から日銀短観の調査項目が一部見直しと
なり、「企業の物価見通し」の新設などが予定されていま
す。企業の景況感などをふまえて解説いただきます。

藤
ふじ た 

田　研
けん じ 

二・日本銀行調査統計局経済統計課長
　1992年東京大学法学部卒、日本銀行入行。96年米国デューク
大学経営学大学院留学。政策委員会室企画役、企画局企画役、
国際通貨基金を経て、2012年６月から現職

4月4日金 14:00～15:30 
＊日英同時通訳付き
＊会場：日経茅場町カンファレンスルーム

東京

AEPR特別セミナー
東アジアのイノベーションと経済成長

　東アジアは高度成長を続け、世界経済のけん引役となっ
ています。その躍進を支えているのが生産効率や製品精度
の向上、産業・情報ネットワークの活用、先端技術の開発
といった幅広いイノベーションです。域内各国でどのよう
にイノベーションが進展し、それが各国と東アジア全体の
経済にどのような影響を与えているのか、専門家が解説し
ます。
※AEPR：Asian Economic Policy Review（英文政策提言誌）

胡
フー

　光
クワンチョウ

宙・中欧国際工商学院准教授（中国）
　1991年中国南開大学卒、99年米ブランダイス大学Ph.D.。世
界銀行コンサルタント、シンガポール国立大学准教授などを経て
2014年１月から現職。東アジアの経済とイノベーションに精通



4月15日火 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

4月22日火 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「国際経済研究」報告≫
メコン圏経済の新展開

　メコン川流域の国々で構成される「メコン圏」の経済が
躍動しています。カンボジアやミャンマーなど後発国が外
国企業の展開先として注目されているほか、国際幹線道路
などインフラ整備も進められています。メコン圏経済の現
状、展望について報告します。

（東京会場）

助
すけがわ

川　成
せい や 

也・日本貿易振興機構企画部事業推進主幹
　1992年中央大学経済学部卒、日本貿易振興会（現日本貿易振
興機構）入会。海外調査部、バンコク事務所などを経て、2013
年から現職

（東京・大阪）

池
いけ べ 

部　　亮
りょう

・福井県立大学地域経済研究所准教授
　青山学院大学大学院国際政治経済学研究科修士課程修了。日
本貿易振興機構ハノイ事務所、広州事務所副所長などを経て、
2012年から現職

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

※池部氏は、大阪会場にもご登壇いただくことになりました

4月17日木 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

FRBイエレン新体制の試練
　今年２月、新議長にジャネット・イエレン氏を迎えた米
連邦準備理事会（FRB）の今後の政策に注目が集まって
います。世界的な投資マネーの流れが激しく変化する中で、
量的緩和の縮小を続け、正常化への出口を模索しています
が、新議長の就任により、どのようなシナリオを描くのか。
短期金融市場の現場から、加藤氏がイエレン新体制の手腕
と課題を評価・分析します。

加
 か とう

藤　出
いずる

・東短リサーチ代表取締役社長チーフエコノミスト
　1988年横浜国立大学経済学部卒、東京短資入社。2002年東短
リサーチ取締役チーフエコノミスト。同年ニューヨーク、10年
ロンドン、11年上海駐在。13年から現職

4月25日金 12:30～14:00  
＊会費：3000円（税込、当日ご持参ください）、定員になり次第締め切ります
＊会場：帝国ホテル大阪（大阪市北区天満橋１－８－50）

大阪

大阪昼食会
変貌する世界、イノベーション、人財？
　日本の失われた20年間に世界は大きく変化しています。
特にアジア諸国の発展が著しく、世界を舞台にイノベーシ
ョンを続けなくては、国も企業も生き残ることはできませ
ん。新しいアイディアの源泉は「人」ですが、日本には高
齢化という構造的な問題もあります。日本企業が世界に踏
み出し、新しい付加価値を生むためには何が必要なのでし
ょうか。世界で活躍するコツについて考えます。

石
いしくら

倉　洋
よう こ 

子・慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授
　1980年バージニア大学大学院MBA、85年ハーバード大学大
学院DBA（経営学博士）取得。マッキンゼー社マネジャー、
青山学院大学教授、一橋大学大学院教授を経て現職。世界経済
フォーラムGlobal Agenda Council Education & Skillメンバー

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（税込）

　■会場 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



4月25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

春闘総括、日本の賃金はどうなる
―アベノミクスへの影響

　今年の春闘は、異例ともいえる政府による賃上げの直接
要請に始まり、３月中旬に集中回答日を迎えました。賃上
げの波は業種、雇用形態別、年齢層のどこまで広がるのか。
経済学的には労働生産性の向上に見合って上がるべき賃金
が、これほど停滞した真の要因は何か。過去20年間の日本
の経済環境と賃金体系の変化を振り返りながら今後の所得
動向を展望し、アベノミクスの課題についてもお話します。

川
かわぐち

口　大
だい じ 

司・一橋大学大学院経済学研究科教授
　1994年早稲田大学政治経済学部卒、2002年ミシガン州立大学
経済学Ph.D.。大阪大学講師、一橋大学准教授などを経て13年
から現職。専門は労働経済学

5月9日金 14:00～15:30
＊会員、一般とも無料
＊会場：日経大阪本社ビル８階・日経センター会議室

大阪

景気点検講座

　４月に消費税引き上げが実施され、その後の日本経済の
動向が注目されます。毎年５月と11月に開催する「景気点
検講座」では、その時々の経済動向、物価、景気の先行き
などについて、日本銀行大阪支店の担当者が最新の情報を
解説します（本セミナーは「聴くゼミ」、「読むゼミ」、資
料のホームページ掲載は致しません）。

山
やまぐち

口　智
さと し 

之・日本銀行大阪支店営業課長
　1989年東京大学法学部卒、日本銀行入行。企画局企画役、総
務人事局企画役、政策委員会室広報課長などを経て、2012年か
ら現職

5月23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

5月26日月 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：2014年4－6月期～2016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

◆特別連続セミナー参加者募集◆

「日本・アジア経済の論点」
日本経済研究センター・神戸大学大学院共催

　日本経済の現状と先行き、そして成長著しいアジア経済
の全体像について、自分の考えを持って展望したいと考え
る幅広い層の方に、日本・アジア経済の論点をやさしく解
説します。
　日本経済研究センターと神戸大学大学院経済学研究科の
学術交流協定に基づき、同大学のキャンパスで開催します。

日　　時：全７日間、14講義
　４/12㈯ 成長と財政再建、両立へのシナリオ
　４/19㈯ 少子高齢社会の働き方とワーク・ライフ・バランス
　４/26㈯ 日本経済の見方：当面の経済見通しと直面する

課題
　５/10㈯ 現代日本の課題：東京五輪と経済格差
　５/17㈯ 日本とアジアの人口・労働問題
　５/24㈯ アジアの経済発展と日本企業
　５/31㈯ 金融政策の役割と課題：長期デフレに対峙する

日本銀行の苦闘
　各回①13：30～15：00、②15：10～16：40

会　　場： 神戸大学六甲台第１キャンパス
（兵庫県神戸市灘区六甲台町２－１）

講　　師： 日本経済研究センター主任研究員、
副主任研究員

受 講 料：60,000円（税込）

定　　員：先着10名様（会員優先）

申込期限：４月７日㈪
　　　　　＊定員になり次第、締切らせていただきます。
詳細・お申込みはホームページ（http://www.jcer.or.jp/）
をご覧ください。

問い合わせ先：大阪支所　TEL：06－6946－4257

4月9日水 9:00～15:00（開場8:30、途中休憩あり）

＊日英同時通訳付き、会員・一般とも無料（定員600名）
＊会場：日経東京本社ビル３階・日経ホール

東京

OECD日本加盟50周年記念シンポジウム
アジアとともに、半世紀後の未来に向けて
　日本が戦後の復興を果たし、1964年に経済協力開発機構
（OECD）に加盟、先進国として再び認められてから半世
紀になります。この国際シンポジウムでは、次の50年を展
望しつつ、日本、そしてアジアを中心とするグローバル経
済の針路を議論します。他国に先駆けて少子高齢化という
課題に直面する日本に求められる政策は何か、アジアの
国々は「中進国の罠」に陥らずに次々と先進国の仲間入り
をしていけるのか、OECDの役割はどう変わっていくのか、
などを考えます。グリアOECD事務総長をはじめ、海外か
らも多くの講師が登壇します。

申し込み・詳細は下記ホームページをご覧ください。
　http://www2.convention.co.jp/oecd-japan.50th

主催：外務省・OECD・日本経済研究センター



　日本経済研究センターは設立50周年を迎えた昨年度、2050年までの世界経済予測に基づき日本の成
長・衰退・破綻の「３つの未来」を提示した政策提言「経済一流国堅持の条件」をまとめました。14
年度は、そこで示した成長シナリオを実現するための具体策を提言する研究に取り組みます。成長力
を高める起爆剤となり得る①エネルギー選択②技術革新③経済統合（メガ・リージョナリズム）の３
つの視点から、成長加速のための具体的な戦略を探り、随時セミナーでも報告・発信していきます。

▶セミナー（東京で75回、大阪で30回開催）
　14年度は、国内では①消費税増税後の景気②異次元緩和が続く金融政策・マーケットの動向③アベ
ノミクスの新段階（成長戦略や規制緩和）、海外では①中国経済の成長鈍化リスク②経済統合へ進む
ASEAN③欧米や新興国経済の展望―などを重点に毎月タイムリーなテーマを織り込み、第一線の講
師を選定して、セミナーを企画します。
　下記の定番セミナーのほか、今年度のセンターの重点研究課題と関連したセミナーも開催します。
また、昨年度に続き、国際機関や海外シンクタンク、大学との連携を強化し、国際シンポジウムを企
画します。皮切りとして、４月に日本のOECD加盟50周年を記念したシンポジウムを開催します。

定番セミナー／重点分野 開催月／回数 会　場

景気予測
金融・政策

短期経済予測説明会
中期経済予測説明会
日銀短観ポイント説明会
日銀・景気点検講座
金融研究報告会
株価座談会
イブニング・マーケット・セミナー
竹中平蔵研究顧問による政策講演会

５、８、11、２月
12月
４、７、10、12月
５、11月
（年１回）
６、12月
（年10回）
（年２回）

東京・大阪
東京・大阪
東京
大阪
東京
東京
東京
東京

海外経済

中国研究報告会
アジア研究報告会
国際経済研究報告会
AEPR特別セミナー
＊英文政策提言誌AEPR（Asian Economic Policy Review）

（年１回）４月
（年１回）１－２月
（年１回）４月
（年２回）４、10月

東京・大阪
東京・大阪
東京・大阪
東京

JCER
重点研究分野

エネルギー選択の未来
技術が変える経済
メガ・リージョナリズムと日本の戦略

▶政策懇談会、大阪昼食会（年６回開催）
　東京では、会員企業の部長クラスを対象に開催してきた昼食会を衣替えして、政策決定に深く関わ
る識者・キーパーソンをゲスト講師に招き意見を交換する政策懇談会を新設、年６回開催します。大
阪では昼食会を年６回予定しています。

▶経済動向研究会、連続セミナー
　経済動向研究会は日本銀行、内閣府の第一線エコノミストが月例で、国内外の経済・金融の最新動
向を解説するセミナーです（１年間のメンバー制で現在募集中、有料）。会員企業の若手社員を主な対
象に、景気の見方や予測手法、統計学などを基礎から学ぶ連続セミナー（有料）も開催します。

▶景気討論会（日本経済新聞社共催、年７回開催）
　５月東京、７月名古屋、９月札幌、10月東京、11～12月大阪、15年１月東京（新春）、３月福岡の順
で７回、開催を予定。毎回、景気動向を肌で知る各地の著名な企業経営者もパネリストに招いていま
す。会員の皆様は優先的に参加できます。

※セミナーの内容や開催月につきましては、内外情勢の変化や講師の都合により、変更の可能性があります。

2014年度セミナーのラインアップ



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。

4 •5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ご案内にのみ使用いたします。

会　社　名

所属・役職

氏　　　名

ＴＥＬ ＦＡＸ

Ma i l

日本経済研究センター
Japan Center for Economic Research

2014年4•5月の催し
TOKYO
月 日 曜日 開催時間 セミナー名 参加希望

4

3 木 14:00～15:30 項目見直し後の日銀短観を読む 藤田研二 氏

4 金 14:00～15:30
AEPR特別セミナー
東アジアのイノベーションと経済成長 胡　光宙 氏

14 月 15:30～17:00
≪日経センター「中国研究」報告≫
チャイナリスク―習近平指導部が直面する難題
 遊川和郎 氏、川島　真 氏、山崎正樹

15 火 13:30～15:00
≪日経センター「国際経済研究」報告≫
メコン圏経済の新展開 助川成也 氏、池部　亮 氏、牛山隆一

17 木 15:30～17:00 ＦＲＢイエレン新体制の試練 加藤　出 氏

25 金 15:30～17:00 春闘総括、日本の賃金はどうなる―アベノミクスへの影響 川口大司 氏

5 23 金 14:00～15:30 日経センター短期経済予測説明会 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。

OSAKA
月 日 曜日 開催時間 セミナー名 参加希望

4

11 金 14:00～15:30 2014年度の経済を読む―好循環実現の条件 新家義貴 氏

17 木 14:00～15:30
≪日経センター「中国研究」報告≫
チャイナリスク―習近平指導部が直面する難題 梶谷　懐 氏、山崎正樹

22 火 14:00～15:30
≪日経センター「国際経済研究」報告≫
メコン圏経済の新展開 池部　亮 氏、牛山隆一

25 金 12:30～14:00
大阪昼食会
変貌する世界、イノベーション、人財？ 石倉洋子 氏

5
9 金 14:00～15:30 景気点検講座 山口智之 氏

26 月 14:00～15:30 日経センター短期経済予測説明会 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。



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
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