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ペルー、丸紅、水事業

健介

（CAA社）の株式を買収した。CAA社は2000年に設
立された浄水BTO（Build-Transfer-Operate）事業

地球上に存在する水のうち、人間が生活で利用でき

運営会社であり27年まで運営をする。同社は市内北部

る淡水の割合はどの程度かご存じだろうか。わずか

約80万人分相当の浄水処理を行い、リマ市上下水道公

0.01％である。2050年には世界の人口が約100億人に

社（SEDAPAL）を通じて市民に生活用水として給

達するという予想もあり、１人当たりの相対的な水使

水される。

用量が減少する。つまり、われわれが生きていくうえ
で欠かせない水は実は貴重な資源なのである。

また、リマ市には雨季と乾季があるが、CAA社で
は当該季節に順応した処理場を運営している。雨季で

丸紅は、こうした水の希少性をビジネスと社会貢献

ある12月から４月にかけてはアンデス山脈からの豊富

のための機会ととらえ、大手商社で最も早い1990年

な雪解け水を源泉とするチジョン（Chillon）川から

代から本格的な水事業に参画した。具体的には、96年

取水し処理をするが、その過程においては極力電力を

に水メジャーといわれるフランスのSuez社の子会社

使用せず、重力を利用している。他方、川が干上がる

Degremont社とともにメキシコで海水淡水化・工業

乾季には、掘削した井戸から地下水をくみ上げること

排水リサイクルBOT事業、99年には同じく水メジャ

で水需要を賄っている。加えて、コンピュータを使用

ーであるVeolia社とともに中国・成都市で上水BOT

した監視・制御により、適切な水量を処理しているか、

（Build-Operate-Transfer）事業に取り組んだ。現在

また処理過程のどこかで問題が発生していないかなど

では、中南米、中国、東南アジア、中東、豪州におい
て、約800万人に対してサービスの提供を行っている。
ペルーにおいては、2009年に首都リマ市で浄水場
の運営・維持管理を行うConsorcio Agua Azul社

24時間体制で管理をしている。
丸紅はこうした事業を通じ、人間生活に必要不可欠
な水を安全に市民に届けることで、ペルー発展の一助
となりたいと考えている。

日系企業初のペルーにおける
水事業への参画とその意義
ペルーで水事業を推進するうえでの魅力は大きく２
点あり、実質GDP成長率が過去10年間南米主要諸国
の中で最も高く、憲法上外国投資家が内国民待遇を保
証されているなどの投資環境に加えて、水源が限られ
ており、また水が浄水場から市民に届くまでに漏水や
盗水により失われてしまう割合を表す無収水率が高く
改善が必要であるという水事業環境にある。
CAA社の浄水場
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丸紅はこうしたペルーの市場特性に着目し、日系企

ペルー特集

業として初めてペルーへの水事業参画を決めた。丸紅

いる。カタールでは1 0 年以上にわたり水のE P C

は後述AN社のノウハウ、およびOsmoflo社の技術を

（Engineering, Procurement & Construction）事

有しており、イタリア勢を含む国際的なコンソーシア

業を展開しており、チリでは2010年に同国第３位の

ムで事業を行うなかで、日本の代表として、プレゼン

水道事業会社であるAguas Nuevas社（AN社）を産

スを発揮している。

業革新機構と共同で買収、フィリピンでは12年にエリ

水事業を民営化し、民間資金を活用することのメリ

ア内サービス対象人口が約950万人であるMaynilad社

ットとして政府の支出を抑えることができることと、

を買収し、アジア・中東・南米にそれぞれプラットフ

効率的、かつ安定的な事業運営が可能となることがあ

ォームを構築している。こうしたプラットフォームを

げられる。そのため、ペルーでは今後も継続的に水事

通じ、新規案件の発掘、既存事業の統括、さらにはグ

業の民営化が促進されることが予想され、丸紅として

ループ内事業会社間のシナジーを追求したいと考えて

も新しい機会を模索している。また同国のもつ豊富な

いる。具体的には、中東EPC事業を通じて得た技術

資源鉱山向け水処理にも着目しており、丸紅が40％出

ノウハウをAN社の水道事業に活用、またAN社のも

資している豪州最大手産業向け水処理エンジニアリン

つ地域ネットワークとOsmoflo社がもつエンジニアリ

グ会社であるOsmoflo社を活用した貢献も可能と考え

ング機能を合わせて、ペルーをはじめとした中南米に

ている。

おいて新たなビジネスを創出している。
丸紅は近いうちに世界水事業者のトップ10入りす

豊富な経験値を活かした
世界横断的な事業展開と今後の展望

る目標を掲げているが、水事業者としての発展はペル
ー、さらには世界の国や人々への大きな社会貢献であ
るという強い使命感がその根底にある。１日も早く目

丸紅は世界各国で水事業を展開しているが、世界各

標を達成し、さらなるステージへ飛躍するべく、これ
まいしん

地にプラットフォームと呼ぶ人材・技術拠点を築いて
図

からも邁進していく。

丸紅の水事業プロジェクトサイト地図
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特集 2

「わが国製造業企業の
海外事業展開に関する調査報告」
―― 2013年度 海外直接投資アンケート調査結果（第25回）――
国際協力銀行
業務企画室 調査課

1. はじめに

の82.5％が強化・拡大を選択し、引き続き高い水準を
保っている。わが国製造業企業の海外展開は引き続き

国際協力銀行（JBIC）は、
「わが国製造業企業の海

拡大の方向にあるといえる。

外事業展開の動向」に関するアンケート調査を実施し

中期的な国内事業に係る見通しに目を向けると、強

た。今回調査では、例年通り７月はじめに調査票を送

化・拡大すると回答した企業の比率が28.0％と３期ぶ

付し９月にかけ回答票を回収した（対象企業数992社、

りに増加に転じた。国内事業においても景況感の回復

有効回答社数625社、有効回答率63.0％）
。回答率に関

を受け、幅広い業種にて中期的な国内見通しが好転

しては、今年度よりWEB回答を併用したこともあり、

した。

回収率が最も高かった2004年度調査の63.4％に迫る回

海外事業と国内事業見通しの相互関係をみると、海

答率となった。今後も回答しやすいアンケートとなる

外事業を強化・拡大する企業の約９割は国内事業を維

よう引き続き努力してゆくとともに、改めてご協力い

持または強化・拡大する姿勢にあることが示された。

ただいた企業の方に対し感謝を申し上げる。

今回調査では海外事業の国内事業への具体的な効果に

今回調査では例年質問事項の「国内外事業の事業展

係る設問をおいたところ、回答結果は海外事業展開が

開見通し」
「海外事業展開実績評価」
「有望事業展開先

国内事業に何らかの効果があるとした企業は回答企業

国・地域」に加え、昨今の近隣諸国との関係の影響を

（591社）の約85％に達した。具体的な効果は、多い

みるため「中国の事業見通し」と題した設問を設置し

順に「海外事業により得られた情報等による国内開発

た。また、個別テーマとして「事業展開先国における

への寄与」
（38.2％）
、
「海外事業で経験を積んだ社員

インフラのニーズと課題」
「グローバル経営の課題と

増加による国内組織力向上」
（36.0％）
、
「国内事業の

今後の戦略」についても尋ねた。

効率化」
（33.5％）となった。一般機械では取引先の
輸出増等が「自社製品の国内生産増」につながったと

2. 海外事業と国内事業の
事業展開見通し

の回答が４割弱に達するなど海外事業の拡大が国内事
業の量的拡大も含めさまざまなかたちで貢献している
ことが示された。海外事業展開に関しては国内で培わ

2012年度の海外生産比率は32.9％と2011年度実績

れたノウハウが海外に移転されるイメージが強かった

値（31.3％）より1.6ポイント増加した。また、海外売

が、海外事業で得られたノウハウ等が国内事業に貢献

上高比率（実績）も35.4％と前年度実績（34.2％）と

する事例もみられた。海外事業と国内事業の間でプラ

比べ1.2ポイント増加した。前回調査ではタイ洪水や

スの循環が生まれつつあることがうかがえる。

ハードディスクドライブ（HDD）等海外生産比率の
高い製品の需要減等を背景に海外生産比率は31.3％に

3. 収益満足度評価（2012年度実績）

低下したが、今回調査では2010年度調査（33.3％）並
みの水準まで戻った。さらに、中期的（2016年度）

本調査では例年、回答企業の海外進出国・地域ごと

には海外生産比率は38.6％へ上昇すると見込まれる。

の収益満足度を質問している（調査対象年度は2012

また、中期的な海外事業に係る見通しでは、回答企業

年度決算）
。期初計画に対し目標通りであれば「３」
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図表１
（平均点）
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地域別にみた収益満足度評価の推移

図表２
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中期的 有望事業展開先国・地域
位

2013← 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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3
2
4
1
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− 7
10
8
9
−

11
15
12
11
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12
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14
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17 − 17
18
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国・地域名
（計）
インドネシア
インド
タイ
中国
ベトナム
ブラジル
メキシコ
ミャンマー
ロシア
米国
フィリピン
マレーシア
韓国
台湾
トルコ
シンガポール
カンボジア
ドイツ
南アフリカ
ラオス

回答社数（社）
2013
2012
514
488
215
219
290
213
165
188
319
183
163
148
132
114
72
84
51
64
64
60
53
54
39
37
28
23
23
19
12
10
10
9

21
36
23
22
23
16
13
6
3
3

得票率（％）
2013

2012

44.9
43.6
38.5
37.5
30.3
23.4
17.2
13.1
12.3
11.1

41.8
56.4
32.1
62.1
31.7
25.7
14.0
9.9
12.5
10.3

8.0
7.6
5.7
4.7
4.7
3.9
2.5
2.0
2.0
1.8

4.1
7.0
4.5
4.3
4.5
3.1
2.5
1.2
0.6
0.6

2.20
2.00
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果を図表２に示した。今回調査では中国が現在の形式
2008 09

10

11

12（実績年度）

で本質問を開始した1992年以降維持していた首位か
ら第４位に後退した。インドは第２位を確保したもの

とし、計画を上回った場合は、
「５」
（満足）または

の得票数を減少（290社→213社）させた。そのよう

「４」
（やや満足）
、下回った場合には、
「２」
（やや不

ななか、インドネシアが第１位に浮上し、タイも第３

十分）または「１」
（不十分）とする５段階評価であ

位となり、４カ国の得票率が40％前後で拮抗する結果

り、2012年度実績（全業種平均）は前回調査（2.54）

となった（図表２）
。

とほぼ同程度の2.56であった（図表１）
。
第１位となったインドネシアの得票数は前回調査の
地域別に収益満足度をみると、まず、全業種平均を

215社から今回調査の219社へ微増にとどまった。イ

上回った国・地域はタイ（2.87）とインドネシア

ンドネシアを有望とする企業の８割強が現地マーケッ

（2.73）であり、特にタイは2011年の洪水の影響から

トの今後の成長性を有望理由にあげているように2.5

脱し、収益満足度は調査対象国中で最高となった。一

億人を擁する同国の市場の大きさが魅力として認識さ

方、収益満足度が最も低かった国・地域は中国（2.25）

れた結果であるが、前年調査で第１位、第２位であっ

であり、昨年夏以降の日本品不買運動の影響等により

た中国、インドの得票数が大幅減少となったことも大

調査対象国中最低となった。業種別にみると自動車の

きく影響している。なお、長期的（今後10年程度）な

収益満足度の低下（2.66→2.16）が特に顕著であった。

有望国では引き続き、インド、中国が第１位、第２位

また、インドの収益満足度（2.30）も引き続き低迷

を維持している。

し、中国の次に低い値となった。アジア以外では、北

第３位となったタイは前回調査の165社から188社

米（2.72）
、メキシコ（2.72）
、ロシア（2.60）の収益

へと23社増加させた。インドネシアと同様に、タイを

満足度が全業種平均を上回った。

有望とする企業の６割が「現地マーケットの今後の成
長性」を有望理由にあげているように市場として有望

4. 有望国ランキングと
中国の得票数減少の背景

と認識する企業が自動車を中心に増加している。
前回調査で第12位から第７位へ躍進したメキシコ
は今回調査において引き続き第７位を確保した。同国

（1）有望国ランキング概要
回答企業に中期的（今後３年程度）な有望事業展開
先国・地域を５カ国あげてもらい、それを集計した結

の得票数は72社から84社へ増加し、経済が停滞して
いる第６位ブラジルとの差が縮小しつつある。
前回調査で第10位に入ったミャンマーが今回調査
2014.1
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ではさらに得票数を伸ばし（51社→64社）

図表３

中国事業の中期的な懸念

第８位に浮上した。実際に事業計画を有

日中間の政治的な
関係の行方
30社（23.3％）

する割合も２割程度まで拡大し、安価な
ひ

労働力に惹かれ実際に現地での事業を検
討する企業は着実に増加していることが
示された。
第10位以下では格付会社から投資適格
級の評価を得たフィリピンが堅調に得票

中国経済
の減速
34社
（26.0％）

中国経済
の減速
33社
（25.6％）
他社との
競争激化
38社
（29.5％）

を集め第11位に躍進した。またラオスが
得票数は９社と少ないものの初めて第20

日中間の政治的
な関係の行方
16社（12.2％）

Aグループ（129社）

労働コスト
上昇・労働
力確保困難
27社（20.9％）

他社との
競争激化
27社
（20.6％）

労働コスト
上昇・労働
力確保困難
54社（41.2％）

Bグループ（131社）

位にランクインした。ASEAN諸国の存
在感がさらに高まる結果となった。

66.2％である一方、Bグループでは43.8％と半数以下
に落ち込み、
「現状程度を維持する」が52.7％と過半

（2）中国の得票数が減少した背景
前回調査で中国を有望と回答した企業（319社）の
うち今回調査に回答した企業は280社であり、そのう
ちほぼ半数の139社が引き続き中国を有望国としてあ
げた一方、残りの141社が中国を有望国から外した。

を超える結果となった。しかし「縮小・撤退する」は
前回調査と比較し増加しているもののその割合は
3.5％（10社）であり一部にとどまっている。
また、今回調査で中国を有望国にあげた企業につい
て有望とした理由をみると、67.8％が「現地マーケッ

今回調査では「中国の事業見通し」において、中国に

トの今後の成長性」を、61.2％が「現地マーケットの

現地法人を有する企業に対し、中国事業の中期的な懸

現状規模」を有望理由としてあげている。中国を引き

念を「日中間の政治的な関係」
「労働コスト上昇・労

続き有望とあげた企業は中国のマーケットの規模・成

働力確保困難」
「他社との競争激化」
「中国経済の減速」

長性を評価していることがわかる。

および「その他」の５項目から１つ選んでもらった。

今回調査では引き続き中国を有望とあげた企業は市

中国を引き続き有望とあげた129社をAグループ、有

場としての中国を評価し、今回調査で中国を有望国か

望国から外した131社をBグループとし、それぞれの

ら外した企業は労働コスト上昇や労働力確保を最も懸

グループごとに回答結果をみると図表３のとおりとな

念していることが示された。労働コスト等を懸念する

った。

企業とマーケットとして引き続き有望と認識する企業
の間で中国の見方が２つに分かれたことが中国の得票

中国を有望国から外したBグループにおいて「労働

率の大幅減少の一因とも考えられる。

コスト・労働力確保困難」
（41.2％）が最大の懸念と
なった。他方、中国を引き続き有望としたAグループ

5. グローバル経営の課題と今後の戦略

の中国事業の最大の懸念は「他社との競争激化」
（29.5％）となり、「労働コスト上昇・労働力確保困

今回調査のトピックスのひとつである「グローバル

難」は20.9％にとどまった。
「日中間の政治的な関係

経営の課題と今後の戦略」では、①新興国市場の取組

の行方」を最大の懸念とする企業はA、B両グループ

状況、②新興国市場における製品競争力、③本社機能

でそれぞれ23.3％、12.2％存在するものの、どちらの

の海外移転の考え方、④グローバルITシステム導入

グループにおいても最大の懸念とはならなかった。

の現状、について質問した。本編では①の新興国市場

さらに、これらの企業の中国における中期的な事業

の取組状況の調査結果について解説する。

姿勢（
「強化・拡大」
「現状程度を維持する」および

今回調査ではグローバル市場におけるわが国製造業

「縮小・撤退する」の三択）に関し、両グループそれ

企業の販売状況を調査するため、新興国市場、先進国

ぞれの回答傾向をみた。前回調査では中国事業を強

市場における主な販売先を尋ねたところ結果は図表４

化・拡大する姿勢にある企業の割合はAグループ

のとおりとなった。

74.0％、Bグループ75.1％とそれぞれ４社に３社が強

先進国市場では日系メーカー（348社）
、欧米系企

化・拡大する姿勢にあったが、今回調査では「強化・

業メーカー（264社）等、新興国市場では、日系メー

拡大する」を選択した企業の割合はAグループでは

カー（390社）
、新興国・地場メーカー（244社）等と
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図表４

り組む企業は一部にとどまる結果となった。さらに、

海外市場における現在の主な販売先
（回答社数＝570社）

うち、日系メーカーのみ
と回答 ＝130社
348

日系メーカー
161
127

新興国・
地場メーカー

244

良好」
「おおむね当初計画通り」と回答した企業が半
数を超えた地域はASEAN市場（64％）とロシア・

390

CIS市場（52％）のみであり、地域によって苦戦して

264

欧米系メーカー

BtoC取引に係る業績についても「当初計画を超えて

いる状況も浮き彫りとなった。
うち、日系メーカー
のみと回答＝154社

6. 事業展開先におけるインフラニーズ

27
37

政府・政府機関

先進国市場
新興国市場

110
117

一般消費者
＋その他
0

100

200

300

400

今回調査ではすでに事業展開している国・地域にお
500
（社）

ける電力インフラ、工業用水および運輸・通信インフ
ラのニーズと課題について質問した。
電力インフラ（総回答数2343社）については回答

なり、日系メーカーへの販売を軸に現地企業等とも取

企業の68.0％が「特に問題があると思わない」と回答

引していることが示された。また、海外において日系

する一方、28.3％が「問題はあるが、事業展開に大き

メーカーのみと取引している企業は、先進国市場で

な影響はない」
、3.6％が「問題があり、事業に支障を

130社、新興国市場で154社であり、回答企業の約４

きたしている」と回答し、後者２つを合計すると、回

分の１が日系メーカーとの取引のみにとどまっている

答企業の約３割が事業展開先の電力インフラに問題が

結果となった。また、新興国における中期的な販路拡

あると認識していることが示された。国別にみるとイ

大について尋ねたところ回答企業の60.5％が既存取引

ンドにおいて問題があると回答した企業の割合が最も

先以外の日系メーカーへの拡販を進める方針である一

高い結果となった。
「問題はあるが、事業展開に大き

方、回答企業の44.4％は欧米系メーカー、43.1％は地

な影響はない」が39.9％、
「問題があり、事業に支障

場メーカーへの拡販を検討している。今後、非日系メ

をきたしている」は17.8％であり、合計すると回答企

ーカーとの取引も拡大する見通しが示された。

業の57.7％が問題ありと認識している。
工業用水に関しては回答企業の90.4％が「特に問題

今回調査では回答企業の取引の太宗がいわゆる

があると思わない」と回答し、
「問題はあるが、事業

BtoB取引であり、消費者向け販売（BtoC取引）を実

展開に大きな影響はない」は9.2％、
「問題があり、事

施している企業は回答企業の約15％にとどまることが

業に支障をきたしている」は0.4％にとどまった（総

示された。BtoC取引の主な海外展開先は中国（69

回答数2198社）
。工業用水に関しては問題がないとい

社）
、ASEAN（66社）
、北米（59社）
、欧州（50社）

う意見が主流を占めた。

であるが、新興国市場の主な所得ターゲットは高所得

運輸・通信インフラに関しては「道路」
「鉄道」
「港

層（３万5000ドル以上）および中間所得層（5000ド

湾」
「空港」
「通信ネットワーク」の５つで最も早急に

ル以上〜３万5000ドル未満）であり、低所得層を取

改善が必要と考えるインフラは国・地域を問わず「道
路」であり（総回答数1396社のう

図表５

新興国市場において、ターゲットとする所得階層と現在の業績
ターゲットとする所得階層
全体

高
中間
所得層 所得層

高所得層
低
と中間所
所得層 得層の占
める比率

海外市場での現在の業績
当初 おおむね
計画を
当初
超えて
計画
良好
通り

良好・計
画通りの
占める比
率

ち58.5％）
、特にその割合が高い国
はインドネシア（79.6％）とイン
ド（75.1％）という結果が得られ
た。
「道路」の次に改善希望が高い
運輸・通信インフラは「通信ネッ

ASEAN

66

39

52

9

86％

6

36

64％

中国

69

40

52

6

91％

7

18

36％

インド

34

14

26

6

82％

0

12

35％

中南米

27

11

24

4

85％

4

7

41％

がつながりにくい」
「データ送信時

ロシア・CIS

33

17

25

4

88％

7

10

52％

に支障がある」等、質の改善を求

中近東

23

12

18

4

83％

0

10

43％

める声が多く寄せられた。

アフリカ

17

7

14

4

76％

0

6

35％

トワーク」
（24.4％）であった。企
業インタビューにおいても「回線
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財務省 財務官
古澤 満宏
――最近の国際金融情勢と今後の展望について――
2013年12月２日、海外投融資情報財団（JOI）は、国際協力銀行（JBIC）の後援を得て、表題のセミナーを開催いたしました。本稿では
当日の概要をダイジェストしてお届けします。
（文責：JOI）

G７が世界経済全体に占めるウエイトはすでに半分

がどの程度進むのかが注目されている。

を切り、今や世界経済の８割を占めるのはG20であ

ジャネット・イエレンFRB（連邦準備理事会）次

る。世界経済の重要テーマを議論するメイン・フォー

期議長はもともと労働経済学専門で、失業問題などに

ラムも現在、G20となった。IMF（国際通貨基金）で

きちんと取り組もうという考え方が強い。非常に温厚

は各国の経済規模に応じて国ごとの出資比率、すなわ

かつ慎重であり、バーナンキ時代と基本的には大きな

ち議決権が決定される。2010年のクォータ見直しで

変化はないとみられている。量的緩和縮小（テーパリ

は日本がかろうじて投票権２位を維持したが、12年の

ング）のタイミングについては、３月との見方が多い

世界の名目GDPトップ３は米、中、日の順と、日中

が、各種経済指標のよさなどからあるいは12月の可能

は10年に逆転している。世界経済における中国の存在

性も否定できない。いずれにせよ金融政策を「ノーマ

感がそれだけ高まっているということだ。

ライズする」という表現からみても、縮小は、遠から
ず徐々になされていくことになるだろう。

米国：金融、財政、政治

財政面では10月に米政府機関閉鎖問題が起きたが、
基本的に、大きな政府派の民主党が国防費カットと富

米国経済は回復基調にあり、世界経済のなかではい

裕層増税による財政再建を目指すのに対して、小さな

ちばん順調に回復しつつあるといえよう。失業率、雇

政府派の共和党は増税反対、社会保障費削減による財

用者数増減、あるいは住宅その他の主要な実体経済指

政再建を目指すという違いがある。今は与野党間の隔

標も比較的よい数字が出ており、民間経済は好調。こ

たりが指摘されており、リーマン危機時にみられたよ

のような状況下で、量的緩和がいつごろ解消されるか、

うな団結はない。一方、好調な民間経済で財政収支は

財政の混乱は再燃するか、オバマ大統領の求心力低下

順調に改善し、2010年トロントサミットでの財政赤
字半減目標は達成しつつある。民間がよいにもかかわ
らず、政府や議会での状況が米財政をめぐる不確実性
として、ひとつの世界経済の懸念材料になっている。
オバマ大統領の求心力問題にもつながるが、こうし
た状況の背景には、上院・民主党、下院・共和党とい
うねじれ構造のもとでの党派対立先鋭化がある。2014
年は中間選挙の年でもある。党派対立は特に下院で顕
著。オバマ大統領の求心力低下については、最重要政
策とされたオバマケア（医療制度改革）がうまくいっ
ていないのが最大のダメージ。

欧州：債務危機後の経済、銀行同盟
欧州については全体的に成長が弱い一方、ドイツが
ひとり勝ちの状況。債務危機で一時金利が急上昇した
ギリシャなどはかなり収束しており、危機再発の懸念
24
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はないものの急激な成長も見込めない。周辺国ではス

を先般インドと拡充合意済みで、今月東京で開催する

ペイン、アイルランドが収束の方向。ポルトガル、ギ

特別首脳会合ではインドネシア、フィリピン、マレー

リシャはまだ要注視。コア国では国ごとにまちまち。

シア、シンガポール、タイとも拡充・再締結を合意す

ドイツは、高い輸出競争力で経常黒字をため込む一方、

べく協議中。二国間金融協力では、日本国債を担保と

財政緊縮で内需増に至らないのが問題と米国はじめ欧

した現地通貨供給の仕組み構築に向けて各国と協議中

州でも議論となっている。今後どう処理していくかが

のほか、投資信託（PAIF）を通じたASEAN５カ国

注目点。欧州銀行同盟に向けた動きは2015年実現に

の国債への投資、イスラム金融の発展支援、ミャンマ

向けて着実に進行中。範囲が監督（単一監督メカニズ

ーの金融市場支援などを進めている。ASEAN+３の

ムSSM）から破たん処理、預金保険まで多岐にわた

協力強化では、CMIMのさらなる強化策（資金規模

るため、ドイツをはじめとする財政緊縮派と、フラン

倍増、危機予防機能の導入など）に合意し、進めて

スなど積極救済派との間で調整が続くだろう。

いる。

中国経済

日本：為替、アベノミクス

今年の中国の成長率見通しは7.5％と、成長率10

為替については市場で決まるものであり個別の言及

数％の時と比較すれば減速しているとはいえ、底堅い

はしないスタンスでいる。G20では金融、財政、構造

印象。投資主導から内需主導への転換、所得格差など、

の３つの政策が世界経済の回復と持続的成長のために

課題は山積している。先進国に比べて消費のウエイト

重要とされており、アベノミクス３本の矢はまさにこ

が低いといわれるが、統計上把握されない給与が

の議論にマッチするもの。日本はねじれも解消し、構

GDP比10数％あるともいわれ、実際の消費のウエイ

造改革など時間のかかるものもあるが、着実に進めて

トは５〜６割とみる向きもある。話題になったシャド

いくというメッセージを出し続けていくことが、国内

ーバンキングについては、今後いくつか危機的な状況

的にも対外的にも重要。

になる銀行などが出てくるかもしれないが、それが世
界経済危機につながるようなリスクになるとの見方は

今後１年間の見通し

ない。中長期的には所得格差の問題で、いかに不公平
感なく格差を是正していくか。人口の高齢化問題では、

2014年の見通しを概括すると、米国が政策面での

一人っ子政策の見直しが決まったが、高齢化による経

不確実性もありながら良好な民間経済で回復が持続。

済・社会への影響にどう対処するか。去る11月の三中

欧州はまだ回復に時間がかかるだろう。日本は回復を

全会では市場経済化の推進が再確認され、国有企業

成長につなげるべく着実にやっていく。新興国はスロ

改革、地方財政の見直しなどの改革方針が打ち出さ

ーダウンしながらもそれなりの成長が持続。

れた。

こうしたなかで2014年は、G20、APECともに、イ
ンフラ・ファイナンスがひとつの大きなテーマになる

高成長を維持するASEAN経済
アジア各国との金融協力強化

だろう。次期G20議長を務めるのは世界最大のインフ
ラファンドを保有する豪州。インフラ需要は新興国の
みならず先進国でもリハビリ（改修）ニーズがある。

米量的緩和縮小の影響、政治情勢、災害の状況の影

どのように民間のお金を取り入れつつファイナンスし

響がどうでるかが注目点。アジア通貨危機のころに比

ていくかの仕組み構築が重要。来年APEC議長となる

べれば各国外準、金融監督・規制状況は改善し、IMF

中国は、先日インドネシアでアジア向けの新しいイン

やチェンマイ・イニシアティブ（CMIM）などのセ

フラ投資の銀行をつくると発表したが、とりあえず

ーフティネットも拡充されている。ASEANの成長率

ASEANと中国で話を進めているが、日本、韓国とも

は世界経済平均を上回る５％強と、日本にとっては経

参加は自由だというスタンス。世銀でもインフラのフ

済的、政治的に非常に重要な地域であり、経済、金融

ァシリティをつくろうという話がある。インフラは、

のいっそうの相互協調が重要となる。来年の

従来から日本が円借款、JBICローンともに注力して

ASEAN＋３（日中韓）は日本とミャンマーが議長国

きたこともあり、むしろ日本にとっては十八番ともい

を務める予定。

える分野。具体的な中身はこれからだが、ひとつの大

アジア各国との金融協力強化では、二国間スワップ

きな注目点となるだろう。
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岐路に立つ中国

三中全会決議に思うこと
―― 土地バブルと地方政府資金調達 ――
津上

俊哉
津上工作室
代表

中国共産党三中全会が開催され、３日後に公表され

私も10年前にこの政策が始まっていたら、どれほ

た「決議」
（全文）は大胆な改革内容が山盛りだった。

どよかったことか、とは思う。中国でも「土地成金」

60項目にわたる改革の多くは、これまで体制内改革派

問題という別の問題が生まれただろうが、成長果実の

が繰り返し提唱してきた中身であり、正しい方向を向

「民」への分配率は確実に高まったはずだ。純益の大

いていると思われる。今後の中国経済、そして中国と

きさに目がくらんだ地方政府の盲目的な収用の「衝動」

いう国の行方は、この改革がほんとうに実行できるか

を抑え込んで、土地の需給調整も、もう少しうまくい

にかかっている。

っていたはずだ。

「決議」が示した改革が着実に実行されることを願

しかし、ここであえて２つの懸念を表明しておきたい。

うが、経済制度の根幹にかかわる内容も多いがゆえに、
改革が進めば進んだで、新たな問題が生まれることも

2. 土地バブル崩壊の引き金を引かないか

気掛かりである。
本稿は、大胆な改革案を是としたうえで、そんな気

第一は、これほど土地価格が上昇してしまったいま

掛かりを２つ取り上げてみたい。国内で反響を呼んで

になって、この改革を始めると、
「土地バブル崩壊」

いる農村土地制度改革と、地方政府の資金調達問題で

の引き金を引く恐れはないか？ だ。

ある。どちらも今後の中国の投融資体制に大きな影響
を与える。

これまで中国の地価上昇を支えてきた大きな要因
は、土地収用権をもつ地元政府が都市用地の供給を一
手独占し、かつ供給を絞り気味にしてきたことだ。

1. 都市・農村土地市場の統一

しかし、今回の改革で供給が多元化されると、今後市
場が弱含みになったときには「値下がりしない今のう

「決議」は「都市・農村土地市場の統一」として、
「都市計画や用途規制に適合すること」の条件付きな

ちに」という売り急ぎが起こり得る。この改革の初期
の試行地点で、土地市場がどう反応するか、要注意だ。

がら、
「村」が農村の経営性建設用地を、政府が入札
で払い下げる都市建設用地と同価格・条件で、都市用

3. 農民の土地紛争は形を変えて残る

地市場に直接売却・賃貸・現物出資できるようにする
とうたった。
従来の土地制度だと、農村用地は地方政府による土
地収用と入札による払い下げのプロセスを踏まない

第二の懸念は、たとえこの改革を実行しても、土地
をめぐる農民の不満や抗議の活動は形を変えて残るの
ではないか？ だ。

と、マンション・ビルや工場を建設できる「都市建設

「決議」にも書かれているように、政府は「都市計

用地」になれなかったので、大きな制度変更である。

画や用途規制」で供給量を適切にコントロールしてい

平たく言えば、今後は地元政府の大きなサヤ抜きなし

くつもりなのだろう。しかし、従来地方政府による恣

に、農民の懐に土地開発益が入ることになる。

意的な土地収用に怒り、抗議行動を起こしてきた農民

し
い

この改革は経済学的見地だけでなく、公平と正義の

たちは、今度は規制によって市街化されない地域、住

見地からも、過去数年経済学者が唱えてきたものであ

宅用途の指定を受けられないことを不満に思うだろ

り、今回の「決議」がその建議を採用したことには賛

う。ましてそこに殊更な需給調整の匂いを嗅ぎつけれ

同が寄せられている。

ば、それへの抗議行動を起こすのではないか。
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■岐路に立つ中国

経済成長の過程で生まれる土地含み益は膨大なだけ

また、地方政府の「子公司」が収益性の低いインフ

に、その配分はきわめてやっかいな問題である。
「完

ラ建設投資を期間３〜５年の銀行融資で行うことは、

全自由供給」があり得ない以上、問題は形を変えて残

もともと無理があった。政府と「公司」には債務リス

ることを覚悟しておくべきだろう。

ク耐性の点で大きな差異があるからだ。平たく言えば、

特に従来の地方政府の都市計画・用途規制の運用は、

「公司」は負債超過でアウトになるが、税収を財源と

科学性を欠き、
「行き当たりばったり」で、政府の都合

する政府は負債超過しても即アウトにはならない。つ

でいとも簡単に変更されてきた。中国語で言うと「不

まり、公司は財務の「懐が浅く」
、政府の「懐は深い」
。

科学、随意性大」だった。地方政府はそのバージョン

具体的な形はまだはっきりしないが、今後子公司に

アップを早く図らないと、今後さらされることになる

建設させた非収益な「資産」を地方政府が買い取る、

農村・農民からの圧力にとうてい堪えられないだろう。

子公司に資金を転貸するなどのかたちで、累積した償
還困難な負債を、もっと「懐」の深い地方債に置き換

4. 地方行財政・投融資体制改革

えていく改革が進められるのではないか。それは未来
に向けた改革であるだけでなく、過去にたまった潜在

ここで詳論は避けるが、今回の「決議」は地方行財

不良債権の処理策でもある。

政の大幅な改革も含んでいる。たとえば「土地収入の

また、この地方債の監督の仕組みとして、昔の日本

削減」
「不動産税・消費税の強化（＝今後の地方中核

のような行政型監督（上級政府による起債審査・許可）

税源）」「中央/地方の事務/予算支出分担の見直し」

ではなく、発行市場における市場型監督のアプローチ

「
（日本の地方交付税に相当する）一般性移転支出の拡

を採ろうとしている。

充」などである。歳入構造の歪みが多くの社会問題を
生んできたことを考えれば、これも重要な改革である。

6. 地方債市場発達までのつなぎ策が必要

また、中国はこれまで地方政府が債券で資金調達す
ることを認めない「政策」を採ってきたが、地方政府

地方債の発行とこれに対する市場型監督のアプロー

は「対策」として、傘下に投資公司、不動産開発公司、

チはいずれも長期的には正しい方向だと思う。しかし、

都市建設や道路建設の公司、はては「融資プラットフ

そういう役割をきちんと果たせる発行市場の整備は一

ォーム」まで設立して、いまや地方を支配するコング

朝一夕にできるものではない。

ロマリットと化した。それら傘下公司の野放図な銀行

また、地方債によって、目下地方政府の子公司が直

借入やシャドーバンキングが地方政府の過剰投資・過

面している、差し迫った債務危機を解消できるだろう

剰債務、潜在的な不良債権積み上がりを招いたことは、

か。いちどきに大量の地方債を発行すれば、資金市場

今や誰の目にも明らかだろう。

にも大きなストレスを与え、株式市況に影響を及ぼす

「決議」は「都市・農村発展一体化」
（≒都市化）項

だろう。

目の中で「地方政府に『地方債』の発行を許容」
「社

そのためには、預金準備金20％の凍結も解除して

会資本の都市インフラ投資・運営参画を認める」
（平

いく必要があるが、当局は土地投機を刺激するのが怖

たく言えば「民活、中国式PFI」
）とうたったが、こ

くて、なかなか引き下げに手を付けられずにいるよう

れも広義の「地方行財政・投融資体制改革」の重要な

だ。確かに、地方債の発行状況をにらみながら準備金

要素である。そこには今後のインフラ投資の資金調達

比率を引き下げて、日々資金需給を調節するのはたい

手段を合理化するとともに、潜在的な不良債権の処理

へんであろう。

の道筋をつける狙いがあると思われる。

本連載で地方不良債権処理専門機構の勧めをうたっ
たことがある（本誌2013年９月号「不良債権早期処

5. 「地方債」は正しい改革だが……

理の勧め」
）
。長期的には地方債につなげていくにして
も、
「そこまでのつなぎ」の制度として、預金準備金

地方政府のインフラ投資には、元来元本償還が期待

比率の引き下げで解放される流動性を財源として銀行

できない非収益性のものも多い。そうした投資は、や

の既存債権を買い取り、長期融資（地方債投資でも構

はり地方政府自らが債務主体となって、税収で償還し

わない）に振り換えるような政策がやはり必要ではな

ていく仕組みが必要である。

いだろうか。
2014.1
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インド政治動向
―― 5 州の州議会選挙結果と統一下院選に向けた展開 ――
北村

順一

インド経済研究所
理事・主任研究員

統一下院選への前哨戦となる５州（デリー連邦直

果以降、モディ相場の様相を呈している。

轄地、チャティスガール州、マディア・プラデシュ州、
ラジャスタン州、ミゾラム州）の州議会選挙が実施さ

注１：AAPは2012年、社会運動家ケジリワルにより結成。シンボルマー
ほうき
クは箒（汚職一掃の意味）
。

れた。今回はその結果と迫る下院選に向けた展開を
読む。

2．統一下院選に向けた展開
1．結 果
州議会選挙の総括は次のとおりとなるだろう。
2013年12月８日、連邦直轄地デリーを含む５州の

①切り札：会議派惨敗。BJP圧勝。会議派主導の国家

州議会選挙が開票された。2014年前半に迫る下院国

食糧保障法は、切り札とならなかった。

政総選挙へのモメンタムを形成する選挙でもある。結

②首相候補指名：BJPの首相候補はモディ（９月選

果は、現政権UPA（統一進歩連合）の主導政党の会

出）。会議派は首相候補未選出。会議派総裁ソニ

議派は、部族州ミゾラムを除き、惨敗した（図表１）
。

ア・ガンディーは opportune time［最適なタイ

現政権を担う会議派は、デリー連邦直轄地、ラジャス

ミング］で選出 とコメントしている。ネルー王朝

タン州では完膚なきまでの敗北を
喫した。会議派の切り札と思われ
た「国家食糧保障法」の導入（９

図表１

５州州議会選挙結果（12月８日開票）
政党

前回2008年
選挙議席数

前回2008年
選挙議席数

増減

BJP（インド人民党）
Congress（会議派）
AAP（庶民党）
その他

23
43
0
4

31
8
28
3

8
▲35
28
▲ 1

総議席数

70

70

0

指名したB J P （インド人民党）

BJP（インド人民党）
Congress（会議派）
その他

50
38
2

49
39
2

▲ 1
1
0

が、首相候補指名を現時点で避け

総議席数

90

90

0

BJP（インド人民党）
Congress（会議派）
その他

143
71
16

165
58
7

22
▲13
▲ 9

総議席数

230

230

0

78
96
25

162
21
16

84
▲75
▲ 9

月10日公示）は選挙戦へのワイル
ドカードとはならず、
「経済運営」

デリー連邦直轄地

と「汚職」――いずれも会議派に
しゅうれん

不利――に争点が収斂され、９月
13日に首相候補にナレンドラ・モ
ディ（現グジャラト州州首相）を

た会議派を、モディ・パワーで圧

チャティスガール州

マディア・プラデシュ州

倒した。デリーにおいては、「汚
職」に争点を絞った新党A A P
注１
（庶民党）
が、３期15年続いた会

ラジャスタン州

議派政権の支持基盤を崩し、BJP
と拮抗する第２党に躍進した。株
式市場は、これらの結果を受け翌
日９日急騰、SENSEX指数は２万
1484を記録した。株式市場は、10
月中旬世論調査でのBJP有利の結
28
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BJP（インド人民党）
Congress（会議派）
その他
総議席数

ミゾラム州

199

199

0

BJP（インド人民党）
Congress（会議派）
その他

0
32
8

0
34
6

0
2
▲ 2

総議席数

40

40

0

注：ラジャスタン州は候補者死亡により１地区欠員（正確には200議席）。
出所：インド選挙管理委員会資料に基づき筆者作成

■インド万華鏡

図表２

重要州概要（下院議席数に占める割合）
州

下院
議席数

総議席に占める
割合（W/T）

州政治の構造

ウッタルプラデシュ

80

14.73％

地域政党 SP（社会主義党）と BSP（大衆社会党）の２大地域政党政
治。現政権は SP。国政を左右する巨大州。人口規模は約２億人

マハラシュートラ

48

8.84％

会議派と NCP（民族主義会議派）との連立政権

アンドラプラデシュ

42

7.73％

会議派政権。テランガナ新州設置状況が課題

西ベンガル

42

7.73％

ママタ・バナジー率いる AITC（全印草の根会議派政権）

ビハ―ル

40

7.37％

州の政権党 JD(U) は BJP（インド人民党）主導の NDA（国民民主連
合）を離脱（2013年６月）

タミールナドゥ

39

7.18％

地域政党 DMK（ドラヴィダ進歩連盟）、AIADMK（全印アンナ・ドラ
ヴィダ進歩連盟）の２大地域政党政治。現政権は DMK

マディアプラデシュ

29

5.34％

州議会選挙で BJP圧勝（2013年 12月）

カルナタカ

28

5.16％

州議会選挙で会議派圧勝（2013年５月）

グジャラト

26

4.79％

BJP政権ナレンドラ・モディ州首相

ラジャスタン

25

4.60％

州議会選挙で BJP圧勝（2013年 12月）

オディシャ

21

3.87％

地域政党 BJD（ビジュ・ジャナタ・ダル）政権

ケララ

20

3.68％

会議派主導の UDF（統一民主戦線）が政権を握る。CPI(M)（共産党
マルクス主義派）率いる左翼戦線（LDF）との２大勢力政治

12州合計

440

81.03％

N.A

下院総議席数

543

100.00％

N.A

出所：インド選挙管理委員会および他資料に基づき筆者作成

の後継者、ラーフル・ガンディーを首相候補とする

543議席の争奪戦だ。前掲５州の州議会選挙結果の相

のは2019年以降との観測もある。このコミットメ

似形とならないことだけは確かである。全州の政権の

ントの差がでた。

相似形に近い。図表２はインドの重要州の概要である。

③争点軸の移動：主要争点軸が「経済運営」と｢汚職｣
となり、この軸に基づき支持基盤の移動が発生した。
「経済運営」の焦点は庶民の生活に直結するインフ

12州で下院議席数の80％を超える。図表のとおり、
BJPが今般制覇したマディアプラデシュ、ラジャスタ
ン、モディの地盤グジャラトを除き、地域政党が入り

こう ちゃく

レである。インフレは高レベルで膠着している。

組んでいることがわかる。地域政党がキャスティング

「汚職」という争点軸に関しては、都市部デリーに

ボードを握るのである。同盟政策である。間口が広い

て、
「汚職」を単一争点に掲げるAAPが、会議派の

ほうが同盟を形成できる。BJPはヒンドゥ・ナショナ

支持基盤を崩しB J P に続く第２党へ躍進した。

リズムを標榜する右派政党であり、世俗主義勢力を結

AAPは、下院選では、デリー以外の都市部以外、

集しにくい。これがBJPの最大の強みでもあり最大の

たとえばムンバイへの進出、さらにはモディのお膝

弱点である。BJPは単独過半数をとることができるだ

元グジャラト州26議席への候補者擁立を検討中で

ろうか？ 今回は下院選終了後に同盟が形成されると

ある。他方、会議派は、１年近く棚上げとなってい

の見方が強い。BJPが議席数で第１党となっても、多

た汚職防止法案（Lokpal bill）を開催中の冬期国会

数派の構成が可能とならない限り、政権は構成（form

へ提出予定だ。争点軸「汚職」への対抗カードで

the Government）できない。1996年下院統一選後の

ある。

悪夢注２がよぎる。BJPのリスクは、そこにある。

ひょうぼう

④国民は選挙結果を歓迎した（株価の動き、外国人投
資家の動きがそれを物語る）
。

3．下院選に向けた展開はどうなるの
だろうか？

注２：シャルマ大統領は第１党BJPのバジパイを首班指名。バジパイは多
数派工作に失敗し、BJPの16日天下となった。

＊本連載は今月号にて終了します。

インドの下院選は28州、７つの連邦直轄地、合計
2014.1
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入館無料。アマノの火を消すな
「世界

こんなところに日本

料を続けてきた。生前天野は「自

しい。金細工などの先進性はエジ

人！」といったテレビ番組が各局

分は日本人。ペルーの歴史的遺産

プト、メソポタミアに劣らない。

で人気を博している。国際結婚で

の展示でお金をもらうわけにはい

天野は1898（明治31）年に秋

海外に行き、信じられないような

かない」と公言していた。

田に生まれ、30歳の時に横浜港か

苦労をしたり、ボランティアで渡

2013年は日本・ペルー修好140

航したまま住みついたり、風変わ

周年にあたり、現館長の美代子夫

それを機に中南米各国で商売を成

りな日本人を取り上げる番組だ。

人がペルーの議会表彰を受けた。

功させ、大もうけをする。

らアフリカを経て南米へ渡った。

「お涙ちょうだい」式に紹介する

夫人の関係者への感謝メッセージ

その資金をもとに50代からアン

と視聴率が上がるから、テレビ局

の中に「チャンカイ文化への評価

デス考古学にのめり込む。読書家

はますますおかしな人を探すこと

が高まっているのがうれしい」と

で物を書くのが好きだった天野は

になる。

いうくだりがある。

当時、ドイツ人ハインリッヒ・シ

でも「本物の成功者」が話題に

アンデス文明には先史時代のプ

ュリーマンの『古代への情熱 シ

なることは少ない。私なら真っ先

レインカから続く壮大な物語があ

ュリーマン自伝』を読み、いつか

にこの人を紹介する。世界には政

る。モンゴロイド（モンゴル人種）

は考古学をやろうと考えていたよ

治家や経営者の日本人（日系人）

がアジアから南米大陸に渡り、独

うだ。シュリーマンは19世紀末に

はそれなりにいるが、現地政府や

自につくりあげた文明だ。アンデ

実業家として莫大な資金を貯め、

国民から尊敬され、その国に多大

ス文明は16世紀のインカ帝国で終

中高年になって「トロイの遺跡」

な貢献をしている人はそう多く

わるが、それより前に「チャンカ

を発見した男だ。

ない。

イ」という文化があった。

た

天野はインカ、プレインカの発

1982年に亡くなったが、アンデ

この文化に注目し、従来のアン

掘を始めたころ、東京大学の泉靖

ス古代文明の発掘と研究に命をさ

デス研究に一石を投じたのが天野

一博士と偶然知り合い、情報を交

さげた天野芳太郎である。生きて

だった。天野はチャンカイ文化は

換している。1958年から始まった

いる人じゃないとダメ、と言うな

日本人のわび・さびと同じ独特の

東大のアンデス研究は天野の協力

ら、美代子夫人に登場してもらっ

感性をもち、
「日本との結びつき

がなければ成り立たなかったかも

てもいい。天野はペルーではフジ

がある」と主張していた。

しれない。

モリ元大統領以上に有名な日本人

現在のエラルド・エスカラ駐日

少し前の東大のリーダー、大貫

だ。なぜなら首都リマに「天野博

ペルー大使も「チャンカイ土器に

良夫名誉教授は「天野博物館友の

物館（ムセオ・アマノ）
」という

描かれた鳥と魚の絵柄が日本の長

会」の会長である。友の会は2013

う

考古学博物館を建てたからだ。
紀元前1000年ごろから16世紀

良川の鵜飼いとそっくりなのでび

年６月に博物館に4800ドルを寄付

っくりした」と言う。

した。その寄付や日本大使館から

のインカ帝国まで、天野が発掘し

ひな人形の「５人ばやし」と同

たおびただしい金細工、織物、土

じような絵もあった。2012〜13年

器などが展示されている。ペルー

にはスペイン、アメリカ、スイス

天野の孫である阪根博・天野博

の誇る文化遺産が個人の博物館に

などで天野博物館の展覧会が開か

物館理事によると、
「入館無料を

所蔵されているのは異例といえる。

れたという。

続けるのは大変。何とか工夫して

の支援金で、１〜３階を結ぶエレ
ベーターもできた。

世界の古代文明はエジプト、メ

しのぐしかない」と言う。無料を

そのユニークな博物館が2014年

ソポタミア、インダス、中国の４

貫く陰には「友の会」の存在が

で開館50周年を迎える。1964年に

つとされているが、アンデスを加

ある。

自費で建設して以来ずっと入館無

えた５大文明と書き換えるのが正

しかも天野は外国人だ。
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18 話

ブラジルＷ杯準備、心配ご無用
ある新聞のブラジル発の記事に

く上げたものだ。新聞報道による

ることはなかった。民度が上がっ

よると、サッカー・ワールドカッ

と、2014年６月12日の開幕日の国

たと考えるべきだろう。ジルマ・

プ（Ｗ杯）のスタジアム建設の遅

内航空券は10倍だという。ホテル

ルセフ大統領の支持率は30％台に

れや航空運賃の上昇、それにまつ

も同様で、期間中の宿泊料金はブ

低下した。

わる政府部内の混乱に懸念が強ま

ラジリアで通常料金の４〜５倍、

っている、と書いてあった。心配

リオデジャネイロで２〜３倍のと

のファラニ総領事はＷ杯をちっと

ご無用と言いたい。

ころもあるらしい。当局は便乗値

も心配していない。デモ騒ぎはＷ

Ｗ杯開催国は普通10会場（都

上げを防ぐ対策に乗り出したとい

杯に「反対」ではなく、65％がＷ

市）程度を用意するが、ブラジル

うが、それはほとんど無理という

杯開催に「賛成」と答えている

では12都市を使う。そのうち半数

もの。

しかし、駐日ブラジル総領事館

（ブラジルの調査）
。総領事は「ブ

の６都市のスタジアムはなお建設

この「いいかげんな文化」に慣

ラジルの何かを変えたいという国

中だという。スタジアムを増やせ

れないと、イライラが募って、心

民の気持ちの表れではないか」と

ば、当然空港や交通インフラの整

配するだけ損をする。家の修理工

いう。なるほどＷ杯を「変化をも

備も必要だ。

事だと「金をいっさい払わない」

たらすイベント」ととらえると別

FIFA（国際サッカー連盟）の

と言えばすぐにやるチャッカリし

の景色がみえてくる。

事務局長が「急げ」と促したとい

た面もあるから、相手に合わせて

彼らブラジル人は大事業達成へ

うから、建設・改修の遅れは深刻

いいかげんに対応するしたたかさ

の妙な自信をもっている。その昔

なのだろう。
「ブラジル政府の公

も必要だ。

約には疑問符がつきまとう」と外

「50年の進歩を５年で」という掛

この手の話を聞くとリオデジャ

け声のもとに1955年に大統領に当

国人は言う。そのとおりなのだが、

ネイロのカーニバル（謝肉祭）を

選、60年にブラジリアへの遷都を

そうしたまっとうな声にも馬耳東

思い出す。例年２月末から３月に

実現したクビチェクという元大統

風なのがブラジルである。

かけて開かれる世界最大のお祭り

領もいる。あらゆる国内パワーを

ブラジルの「文化」のようなも

である。リオの街のホテル料金は

集中させ、大事業をやりとげる瞬

のかもしれない。約束の時間を守

期間中何倍にも跳ね上がる。毎年

発力は他国にはマネができない。

ろうとしないし、家の修理などを

のことなので、国民はそれをしぶ

世界一の埋蔵量を誇るアマゾン

頼んでも期日までに済ませようと

しぶ受け入れている。

のカラジャス鉄鉱山から大西洋の

しない。ただ、会社の社員の場合

2013年６月にサッカーの大陸別

積み出し港までの約900キロの鉄

だと、仕事をしないと自分の給料

選手権コンフェデレーションズ杯

道を難工事の末、10年ほどで完成

にかかわるので、きちんとやるべ

があり、ブラジルの優勝で幕を閉

させたこともある。いざとなると

きことはやる。

じた。その際、ブラジルでは考え

「いいかげん」な国民が火事場の

使い分けがうまいという人もい

られない理由の反政府デモが起こ

ナントカで、一気に底力をみせる。

るが、やはり何をするにも「のん

り、世界を驚かせた。
「Ｗ杯より

FIFAはＷ杯に参加する選手の

びり、いいかげん」なのである。

教育や福祉にカネを使え」という

薬物使用検査について、ブラジル

それでも、結局は何とかなるので、

要求だったからだ。

の検査機関は使わず、スイスに検

それでいいじゃないかと彼らは思
っている。
Ｗ杯期間中の航空券とホテル価

確かに、12会場もスタジアムを

査を任せることを決めたという。

建設・改修するお金があるなら、

まだ信用しないのか、とあきれな

それを減らして国民のために使え、

がらブラジル人は裏で笑っている。

格の高騰もすごい。ブラジルだけ

というのは説得力がある。これま

の話ではないが、それにしてもよ

でこうした要求が国民から出され

（日本ブラジル中央協会
常務理事 和田 昌親）
2014.1
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ブラジル：高所得国に向けた
再スタートの年となるか
――ブラジル・コストの削減がカギ――
青柳

俊久

国際協力銀行 外国審査部
第 3 ユニット（米州担当）

2014年はワールドカップ、16年にはオリンピック

ストが高いとされている。このコストを解消すること

開催と、世界的スポーツイベントが目白押しのブラジ

が、ブラジルの経済発展のために重要であると考える。

ル。スポーツだけではなく、それに伴うインフラ需要

そこで、まず、ブラジル・コストを理解するために、

や、深海油田の発見などでもブラジルへの注目が高ま

1990年代以降のブラジル経済の歩みを振り返り、ブ

っている。ブラジル経済は2002年から12年までの10

ラジル人海外旅行者行動や企業の投資環境などにみら

年間、年平均3.5％の成長を遂げた。この成長率は、

れるブラジル・コストを浮き彫りにする。そのうえで、

中国やインドなど、ほかの新興国に比べればそれほど

こうしたブラジル・コストの抑制・解消に向けて考え

高くないものの、ブラジルのGDPは現在2.3兆ドルと

られる方策を述べていきたい。

世界第７位（ASEAN10の合計にほぼ等しい）
、１人
当たりGDPは1万2000ドル（1999年の6150ドルから

1. 経済の安定化と投資主導の成長

ほぼ２倍）に達している。しかし、近年のブラジル経
済は、リーマンショック下のマイナス成長から2010

ブラジルは1990年代にハイパーインフレを経験し、

年に7.5％成長へ回復した後、11年および12年はおの

93年にはインフレ率が実に2000％を超えた。このハ

おの2.7％、1.0％の成長率にとどまった。従来成長を

イパーインフレは、カルドーゾ政権（1995〜2002年）

支えていた外部環境の変化もあり、ブラジル中銀が発

の「レアル・プラン」によって抑制されたが、ブラジ

表している市場調査（2013年11月22日）によると、

ルの現在までの政策に大きく影響するほど、トラウマ

14年の成長率は2.1％と予測されている。

を残した。次のルーラ政権（2003〜10年）では、貧

本稿では、ブラジルの経済成長に大きく立ちはだか

困層への現金給付や住宅供給など、積極的な社会政策

る「ブラジル・コスト（Custo Brasil）
」に焦点を当

を通じ、貧困削減や、中間層拡大による消費主導の成

てる。生活やビジネスをするうえではどの国でもさま

長を促進した。この間、世界では、アジア通貨危機や

ざまなコストがかかるが、ブラジルでは、こうしたコ

リーマンショックなどの危機が相次いだが、ブラジル
は、変動相場制への移行（1999年）
、インフレ・ター
ゲット制の導入（1999年）
、財政責任法の導入（2000
年）を通じて経済の安定を実現・強化してきた。これ
により市場からの信認も向上し、2004〜10年には年
平均４％以上の成長を実現し、国民の50％を中間層が
占めるに至った。
2011年に就任したルセーフ大統領は、前ルーラ政
権下で企画大臣として、経済成長促進、雇用拡大、格
差是正、インフラ整備のための「成長加速化計画
（PAC）
」を推進し、自身の政権では上記に地方開発
や地方政府との連携緊密化を加えた「PAC２」を導

W杯でも使用されるガリンシャ・スタジアム。
６月には興奮と歓声に包まれる
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入して投資主導の経済成長を掲げている。また、ルセ
ーフ大統領は11年８月に「ブラジル拡大計画」を、12

■ 新 興 国 マ ク ロ 経 済 WATCH

があったのか。輸出構成比を見ると、鉄鉱石や大豆を
はじめとする一次産品が輸出に占める割合が上昇し、
工業製品の割合が低下したため、両者の割合は約50％
ずつとほぼ拮抗している。輸出相手国も、この10年間
で上位の順位が入れ替わっている。2000年には中国
向け輸出の割合は２％、米国の割合は24％であったの
に対し、13年９月現在はおのおの20％、10％と逆転
している。この背景には、中国の急速な経済成長に伴
って同国からの資源需要が高まったことや、コモディ
ティブームがある。しかし最近では、中国経済の減速
大統領公邸前。大統領選挙を控える2014年は、
ルセーフ大統領の投資促進策の効果が問われる１年となる

やそれに伴うコモディティ価格の下落などもあり、ブ
ラジルのコモディティ輸出・工業製品輸出ともに、伸

図

び率が低下傾向にある。

経常収支

こうした貿易面にブラジル・コストの影響がみられ

（百万ドル）
60,000

る。国内インフラが整備途上であることは、輸出にか

40,000
20,000

かるコストを高めるという意味で、一種のブラジル・

0

コストということができよう。ブラジルでは鉄道網の

-20,000

不足により旅客および貨物輸送の約85％を道路輸送に

-40,000

依存しており、輸送コストがかさんでいる。また、港

-60,000

湾の未整備により円滑な輸出が阻まれている。たとえ

-80,000
-100,000

1995 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
（年）
サービス収支

所得収支

貿易収支

経常収支

経常移転収支

出所：ブラジル中銀

ば、ブラジルの大豆農家では、輸送コストが総輸出額
の25％以上を占めている。また、ブラジルの道路や港
湾施設などのインフラは、1980年代の債務危機以降
の投資不足により老朽化が進んでいる。たとえば、
McKinsey Global Instituteによれば、ブラジルの道
路、鉄道、港湾などのインフラのストックの価値は、

年８月には「ロジスティクス投資計画」を発表した。

GDP比で16％しかない（世界の主要国の平均は70％、

前者では、競争力や生産性の向上、ブラジル企業の国

日本は179％）
。また、世界経済フォーラムの「国際競

際展開、持続的な成長を優先課題に掲げ、後者では、

争力レポート2013−2014」によれば、ブラジルのイ

コンセッション方式によるインフラ整備など、民間の

ンフラ全般の質は、114位（148カ国中）である。一

活力をドライバーとした成長促進を掲げている。この

種のブラジル・コストであるインフラのボトルネック

ように投資主導、とりわけ、民間投資主導で成長をい
っそう促進するためには、民間企業にとって負担とな
っているブラジル・コストの抑制が重要な課題とな
る。そこで、以下では、ブラジル・コストについて、
対外部門を通して具体的にみていく。

2. インフラの未整備
―― 一種のブラジル・コスト ――
ブラジルの貿易収支（図）を見ると、2001年から
黒字となっているが、黒字のピーク（金額ベース）は
06年で、それ以降は黒字が縮小し、08年以降は横ば
いで推移している。この間どのような貿易構造の変化

リオデジャネイロの老朽化した道路風景。
道路輸送の効率化およびその他インフラの整備は喫緊の課題だ
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を投資の拡大により解消していくことが経済発展のた
めに重要な課題である。

3. ブラジル人観光客の行動にも
垣間見える、国内価格の高さ
図にみられるサービス収支赤字拡大の一因として、
ブラジル人海外旅行者の消費拡大があげられる。2012
年のサービス収支項目の中の旅行関連支払額は、統計
の得られる1947年以降最大の220億ドルとなった。ブ
ラジル人が海外で大量の消費を行うことは、近年有名
スーパーの日用品売り場。
こうした日用品も、ブラジルでは高い

になっている。たとえば、2012年にニューヨークを
訪れたブラジル人観光客は83万人に達し、１人当たり
平均2300ドルを消費し、オーストラリア人およびイ

ル人海外旅行者は、渡航費を加味してもモノが安く買

ギリス人に次いで、ニューヨークの景気に貢献してい

える海外へ買出し旅行（輸入）を行っているのである。

る。マイアミにも多くブラジル人が訪れ、ショッピン

そして、ブラジルの国内価格が高い理由として、関

グセンターなどでは店舗にポルトガル語で対応できる

税や複雑な税制などにより税負担が高いことや、高い

スタッフをおいているという。ブラジル人が海外で活

国内金利がコスト高につながっていることがあげら

発に消費する背景には、自動車や家電、また、多くの

れる。

日用品のブラジル国内価格が先進国の国内価格よりも

複雑な税制の一例が、6つの間接税である。たとえ

高いことがある。たとえば、米国ではJeep Grand

ば、ブラジルではICMSという商品流通サービス税

Cherokeeの値段は２万8000ドルだが、ブラジルでは

（付加価値税に相当）があるが、企業は、ICMSに関

約８万9500ドルと３倍以上となっている。Jeep

する27の税法に従わなければならず、課税計算方法な

Grand Cherokeeは輸入品であるため、これはやや極

ども複雑でコストがかかる。ビジネス環境を評価する

端な例であるが、ブラジルではレストランでの食事や

世銀の「Doing Business 2014」によると、ブラジル

ホテル代なども高い。たとえば、英紙「The Econo-

における税金関連業務は、年間2600時間（189カ国中

mist」が発表するビックマック指数によれば、ブラジ

159位）を要する。ブラジルの税負担はGDP比で37％

ルのビックマック単品価格は5.6ドル（約560円）と、

（日本は31％）
、また、法人税率は34％とOECD諸国

ノルウェー、スイスに次いで世界で３番目に高い。こ

平均の25％、世界平均の24％よりも高い（日本は

うした高い国内物価やレアル高の影響により、ブラジ

39％）
。高い税金は、充実した年金制度と表裏一体と
なっている。しかし、年金の赤字は年々増加しており、
財政上も大きな負担となっている。
ブラジル・コストのもうひとつの側面が、高い国内
金利である。ブラジルの金利は、世界的な金融緩和の
中でも比較的高い水準となっている。１年物のレアル
建て国債利回りは10％程度とリターンが高いため、ブ
ラジル国債を組み込んだ金融商品もよくみかける。民
間銀行における預金・貸出金利も高く、前者は8％、
後者は37％（2012年）となっている。インフレ率は
目標圏（4.5％目標±2.0％）上限近辺の６％前後で推
移（2013年12月現在）しているため、中央銀行は
2013年４月以降利上げし、政策金利は２桁（現在

ショッピング・モール。巨大消費市場の魅力から、
多数外資系ブランドの進出もみられる
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10％）に戻っている。こうした高金利の理由として、
過去に経験したハイパーインフレ、インデックセーシ

■ 新 興 国 マ ク ロ 経 済 WATCH

中央銀行。インフレ抑制のため、
高い独立性と適切な金融政策の実行が求められる

ョン、および低い貯蓄率などが考えられる。すなわち、

ブラジル国会議事堂。
大統領との連携を図り、円滑な政策立案が問われる

第１に、インフラの整備が必要であるが、財政を悪

過去のハイパーインフレの記憶や、最低賃金などをイ

化させずにいかにしてインフラを整備するかが課題と

ンフレ率に連動させるインデックセーションがインフ

なる。インフラ整備と財政強化を両立する方策として

レ期待を高めやすく、高い政策金利につながることや、

は、①民間資金の活用（民活）促進や、②インフラに

貯蓄率が低いため投資需要を満たせず、高金利に結び

充当する財政資金を確保するため、歳出抑制に向けた

ついている可能性が考えられる。また、国内金利が高

行政の効率化が考えられる。また、③隣国のコロンビ

く、内外金利格差が大きいと、海外からの資本流入を

アやチリのように、景気拡大期や資源価格高騰時に財

招く傾向があるが、こうした資本流入の拡大はさらな

政資金を蓄えることで、景気後退期にインフラ関連を

る物価高につながりやすい。

含む支出拡大（景気安定的財政運営）を可能にする、
といった工夫も重要であろう。また、④金融機関によ

4. 依然有望な市場であるが、
ブラジル・コストの解消が喫緊の課題

るファイナンスも重要である。ブラジルでは、民間銀
行は、長期資金融資のための財源が制約されているた
め、インフラ整備のファイナンスは、ブラジル国立経

ブラジルは近年、有望な市場として注目されている。
国際協力銀行（JBIC）が実施している「2013年度海
注

済社会開発銀行（BNDES）などの公的銀行が中心に
なって担っている。さらなるインフラ整備と民活のた

外直接投資アンケート（第25回）
」 によれば、ブラジ

めには、長期金融市場の整備・発展も必要であろう。

ルは中期的（今後３年程度）に有望な事業展開先とし

第２に、複雑な税制や重い税負担については、税制

て第６位になっている。そして、有望と回答した企業

の簡素化・合理化を進める必要があろう。

の約９割は、その理由として、ブラジル市場の今後の

第３に、高金利や物価高については、近年、慎重な

成長性をあげている。実際、近年、ブラジルへの直接

財政・金融政策運営が市場の信認向上やインフレ抑制

投資が増加しており、UNCTADによれば、ブラジル

につながってきた経験を踏まえると、引続き堅実な政

は世界第４位の直接投資受入国である。

策運営のトラックレコードを確立・強化していくこと

しかし、今後、さらなる経済発展を遂げるためには、
ブラジル・コストの解消が喫緊の課題である。上述の

が重要と考えられる。
長期的な課題ばかりであるが、大統領選挙の年こそ、

「2013年度海外直接投資アンケート（第25回）
」でも、

課題解決に向けた議論が進展するのではないか。ルセ

ブラジルの投資環境面の課題として、
「通貨・物価の

ーフ政権最後の１年の進捗および次期政権の方針が注

安定感がない」や、
「輸入規制・通関手続き」
「法制の

視される。

しんちょく

運用が不透明」および「インフラが未整備」など、ブ
ラジル・コストに関連するものがあげられている。
せん

では、ブラジル・コスト解消のための処方箋として

注：わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告 2013年度海外直接
投資アンケート調査結果（第25回）
。
http://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2013/112915775

何が考えられるのか。
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ハイブリッド車（HV）の
海外展開にみる日本製造業の
新たな発展のかたち
後藤

康浩

日本経済新聞
編集委員

エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッド車

入されたものがほとんどだったのだ。帰国してトヨタ

（HV）は原理そのものは古くから考えられており、試

に問い合わせると、モンゴルに正規ルートで新車の

験生産された車も1980〜90年代にいくつかあった。
だが、実用的な商品としてはトヨタ自動車が97年に発

「プリウス」を輸出した記録はない、ということだ
った。

売した「プリウス」が世界初といって間違いない。ホ

その数カ月後、出張で訪れたスリランカでも同じ体

ンダはスプリット型のトヨタとは異なるパラレル型の

験をした。コロンボの街中で「プリウス」やトヨタの

HVで追随。日本の自動車メーカーがHV開発を先導

「アクア」さらにホンダの「インサイト」
「フィット」

し、自動車の中核的商品に育てた。21世紀の初頭にお

のハイブリッド車が目立っているのだ。モンゴルほど

ける自動車の最大の革新的技術といっていいだろう。

のシェアではないが、日本のHV車の人気が高いのは

ハイブリッド車は日本と米国でまず需要が伸びたが、

歴然としていた。日本から中古、新古のハイブリッド

当初は「環境に優しい車」として認知され、ハリウッ

車だけを輸入する業者があり、話を聞くと、日本から

ドスターはアカデミー賞授章式のレッドカーペット前

届くとすぐに売れていくほどの人気。実際、ディーラ

に昔ながらの大型リムジンの代わりに乗りつけること

ーにいた１時間ほどの間に２台も成約していた。

で、自らの環境意識の高さをアピールした。価格や性
能よりも環境こそが売り物だった。

2. HV普及のカギは価格引下げと量産化

ある時点からHVの強みは燃費のよさに移行した。
「プリウス」の燃費は1997年の初代が１リットル当た

モンゴル、スリランカともにガソリンの店頭価格は

り28キロ、2003年の２代目が35.5キロ、そして09年

日本とあまり変わりはない。両国の所得水準からいえ

に発売された３代目が38キロにまで伸びた。もともと

ばきわめて高価だ。両国とも国内に石油資源はほとん

低燃費ではあったが、12年間で35％も燃費を向上さ

どなく、本格的な製油所もないため、石油製品はほぼ

せた。加えて、03年あたりからの原油価格の上昇が各

すべて輸入だからだ。世界を見渡せば、石油輸出国で

国でガソリン価格を押し上げ、HVの価値を燃費のい

国内のガソリン価格が安い、という国は例外的。物流

い、すなわち走行コストの安い車に変えていった。

コストがのるため、先進国よりも途上国のほうがガソ
リン価格が高いというパラドックスがある。にもかか

1. モンゴル、スリランカのプリウス人気

わらず、途上国でもモータリゼーションは進み、燃費
のいい車のニーズは確実に高まっている。日本ではあ

筆者は2013年夏にモンゴルを14年ぶりに訪問した。

まり認識されていないが、新興国、途上国では日本の

ウランバートルの街を走る車の数にまず驚かされた

ハイブリッド車への潜在的ニーズは先進国以上に大き

が、それ以上に目を奪われたのは「プリウス」の多さ

いのだ。

だった。ざっとカウントしただけだが、15〜20台に

問題はハイブリッド車が依然として一般のガソリン

１台は「プリウス」という感じで、日本よりもシェア

車に比べ、車両価格が高いという点にある。もともと

が高いのは明らかだった。ただ、走る「プリウス」の

構造が複雑という点に加え、量産化による価格低減効

大半は右ハンドル車で、日本各地のディーラーや日本

果がまだ限られているからだ。トヨタはプリウスを日

の車検ステッカーが貼られたままだった。中古車で輸

本以外でも米国、中国、タイなどで生産している。だ
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が、中国、タイでは量産効果がなかなか出せず、販売

自技術と宣伝されたり、あろうことか国際特許の申請

は伸び悩んでいる。価格と量産は「鶏と卵のどちらが

までされかけたことが、そうした危惧の声の底流にあ

先か」といった関係にも似ているが、HVはそのジレ

る。
「ハイブリッド技術で新幹線の二の舞をするな」

ンマにはまっている。ジレンマを打ち破るには、性能

というわけだ。確かにそうした知的財産権の保護で、

を多少落とした低価格バージョンの開発、現地生産比

信用できる中国企業は少なく、中国政府そのものも信

率を高めることによる大幅な原価低減が欠かせないだ

頼できるとは言い難い。

ろう。

だが、ハイブリッド車を今の数倍、十数倍の規模で
世界、とりわけ新興国、途上国に普及させようとすれ

3. トヨタとホンダの下した決断

ば、技術改良、途上国向け専用車の開発などを通じた
車両価格の低減は不可欠だ。それを日本メーカー単独

まさにそうしたポイントに対応しようと、トヨタ、

で進めていくのは実は難しいだろう。世界最大の自動

ホンダは相次ぎ、中国メーカーへのハイブリッド技術

車市場である中国で、合弁相手の力を利用して合弁生

の本格供与と合弁先でのHV新車種の開発に取り組む

産、販売に取り組み、量産効果によって大きく車両価

ことを明らかにした。トヨタは合弁先の第一汽車（吉

格を低減させなければ、ハイブリッド車をグローバル

林省）と広州汽車（広東省）の２社とHVの開発、生

化することはできない。ハイブリッド車というモビリ

産を進める。これまではHVの中枢であるTHS（トヨ

ティの革新を果たした日本メーカーゆえにそのすばら

タ・ハイブリッド・システム）を日本から輸出してい

しい技術をアジア、アフリカ、南米など世界各地に広

たが、今後は合弁先で高出力モーターやバッテリー、

げる責務もあるだろう。それは石油という希少資源を

プラネタリー・ギアなど基幹部分の生産も手がけ、現

有効活用し、地球環境への負荷も減らすことにもなる。

地生産を目指すという。ホンダも広州汽車、東風汽車

トヨタ、ホンダが中国やその他の新興国メーカーにハ

（湖北省）の２社とHVの共同生産、共同開発に乗り

イブリッド技術を供与しても、長期的には日本側が得

出す。

るものがはるかに多いだろう。

両社とも狙いは共通している。中国市場で割高とな
っているハイブリッド車の価格を引き下げ、潜在需要

4. より広いHV技術の普及促進を目指して

を掘り起こすことだ。
「プリウス」の場合、中国では
約20万元（340万円）もしており、トヨタの同格の現

この話はほかの独自技術をもつ日本企業にも通用す

地生産車の２倍の価格になっている。ホンダも日本で

る。
「ガラケー」と自嘲気味に呼ばれる日本の携帯電

車種別売り上げのトップを争うほどの人気車「フィッ

話端末も高齢者向けの操作がしやすく、画面がみやす

ト・ハイブリッド」が17万9800元（約300万円）
。中

く、音声が聞き取りやすい端末は先進国や高齢化が急

国人が20万元前後の車に求める豪華さに比して、両車

激に進む中国で潜在的なニーズが高い。小学生に持た

種とも地味で質実なため、アピールが弱く、売れ行き

せる現在地や安全を確認できる携帯も治安の悪い南米

は伸び悩んでいる。中国の20万元クラスの自動車のオ

などでは一定の市場があるはずだ。そうした技術、商

ーナーの所得水準はモンゴル、スリランカより高く、

品を世界に広げるときに必要なのは、現地向けの商品

中国国内のガソリン自体もそれほど高くはないため、

改良、すなわち市場カスタマイズであり、それには新

中国ではHVのもつ価値がうまく打ち出せず、商品と

興国、途上国の現地企業とのパートナーシップ、アラ

して競争力が発揮できていない。

イアンスが欠かせない。

トヨタ、ホンダの中国メーカーへのハイブリッド技
術の供与については、日本では懸念する声が多い。

日本の製造業はいい技術、いい商品をつくり出す能
力は高いが、それを世界に広げる訴求力、浸透力が不

「虎の子の技術を中国メーカーに奪われ、競合する新

足している。かつては総合商社がその面をカバーして

車を開発されたらどうなるのか？」
「模倣大国の中国

いたが、最近は資源ビジネス偏重で、日本の技術を売

に技術を渡したら何をされるかわからない」といった

り込む力が弱っている。今こそ、メーカー自身がよき

意見だ。高速鉄道の車両技術で、日本の川崎重工業が

パートナー、アライアンスによって技術移転、現地生

現地メーカーにライセンス生産で供与したJR東日本

産をさらに一歩、進めるべき時だ。

の「はやて」の技術が勝手に流用、改良され、中国独
2014.1
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資源としての
金属スクラップ
後藤

康浩

日本経済新聞
編集委員

人類が鉄器を使い始めたのは紀元前15世紀のヒッ
タイト（現在のトルコ）といわれる。以来、鉄は武器、

2. 環境負荷の高い金属生産と
リサイクル可能な金属蓄積の増加

農具、機械、建築物などに使われ、3500年がたった。
これまでに地球上で生産され、蓄積された鉄の総量は

2012年の世界の鉄鋼生産量は15億4780万トンであ

230億トンにのぼる。人類１人当たり３トン強の計算

り、そのうち46％の７億1700万トンが中国一国で生

だ。海に沈んだ船やトンネルの構造材など半永久的に

産されている。異常ともいえる鉄鋼生産量によって中

使われるインフラを除けば、その多くはリサイクル可

国は国内に鉄の山を築いたといえる。中国廃鋼鉄応用

能で、現実に鉄スクラップとして流通している。鉄だ

協会によれば、20年には蓄積量は100億トンに達する

けでなく、人類が生産し、地球上に蓄積された金属の

見通しだ。こうして蓄積された鉄鋼や製鉄所内で出た

ダイナミックな活用は資源問題の解決、地球全体の環

鉄の切れ端などが回収され、スクラップ鉄として再生

境負荷の軽減に役立つが、素材の市場にインパクトを

利用されている。電気炉は原料の大半がスクラップ鉄

与えるのも間違いない。

で、高炉製鉄も鉄鉱石からつくる銑鉄以外にスクラッ
プを転炉段階で投入している。スクラップ鉄のメリッ

1. 「鉄鋼蓄積量」が急増する中国

トは溶かすだけで鉄鋼に戻ることであり、石炭からコ
ークスをつくり、それを高炉に入れ、鉄鉱を還元する

「鉄鋼蓄積量」という概念がある。一国において、

というエネルギー多消費工程を省くことができる。電

「鉄鋼生産量」と「鋼材とスクラップ鉄のネット輸入

炉でスクラップを使って鉄鋼をつくる場合、高炉製鉄

量（輸入量−輸出量）
」
「製品に使われた鉄のネット輸

に比べ、３分の１程度のエネルギー投入量で済む、と

入量」の歴史的な合計から「損耗（沈没船や廃棄処分）
」

いう。もちろんスクラップの鉄には不純物も混じって

を引いたものだ。日本の蓄積量は13億2500万トン

おり、品質面で高炉製鉄よりも劣る面があるにせよ、

（2012年末）にのぼる。日本の粗鋼生産量が年間１億

ほとんどの用途では電炉製鉄で十分な鋼材が得られて

1000万トン程度であることから現在の生産量でおよ

いる。米国では鉄鋼生産量の60％、欧州（EU15）で

そ12年分が蓄積されていることになる。蓄積といって

は45％がスクラップベースの電炉によるものだ。エネ

きょうりょう

も、ビル、住宅や橋梁の構造材、製鉄所、製油所など

ルギー消費量の削減はコストメリットだけでなく、二

のプラント、船舶、鉄道車両、自動車、さらに家電製

酸化炭素排出削減にもつながる。

品、日用品などさまざまなかたちになっているものだ。

鉄、アルミ、紙、プラスチックなどをリサイクルし

1970年代まで世界の鉄鋼生産をリードしていた米

ているさまざまな団体が参加する世界組織のBIR

国の蓄積量は約45億トンと巨大だが、今や世界最大の

（Bureau of International Recycling、本部ブリュッ

蓄積国は中国であり、蓄積量は55億トン（2012年）

セル）によると、スクラップを再利用した場合の二酸

前後に達している、といわれる。米国は1950年時点

化炭素排出削減効果は、最も高いスズや鉛で99％、ア

では累積蓄積量が約10億トンで、それ以降の60年間

ルミニウムで92％、銅で65％、鉄で58％、紙で18％

をかけて35億トンを積み増した。一方で、中国は96

という。金属鉱物のリサイクル利用の効果はきわめて

年にようやく累積量が10億トンだったが、それからわ

高いわけだ。一方、国連環境計画（UNEP）の試算で

ずか16年で米国が１世紀以上かけて蓄積した量に匹敵

は、先進国には１人当たりで鉄が７〜14トン、銅が

する45億トンを上積みした。

140〜300キログラム、アルミが350〜500キロの蓄積
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量がある。これが途上国では１人当たり鉄で２トン、

ドで高齢化社会に向かっているのと同様に、リサイク

銅で30〜40キロ、アルミで35キロ程度の蓄積しかな

ル金属の蓄積量でも中国は驚くべきスピードで先進国

い。経済成長とは金属の使用そのものであり、経済の

を追っている。それを有効活用することが、金属鉱物

成熟とは、国内にリサイクル利用できる金属蓄積が大

やエネルギーの需要を抑制することになる。中国各地

量に存在していることを意味する。その有効利用は、

では今冬も厳しい大気汚染に見舞われている。瀋陽

人口増加の続く人類にとって大きな課題であり、チャ

（遼寧省）ではPM2.5の濃度が500ppmを超える日が

ンスでもある。

出たほか、従来は比較的汚染が軽度だった上海も外出
が制限されるほどのひどい状況となった。中国の大都

3. 「成長ありき」の過剰生産体質が生んだ
中国の環境汚染

市の多くは日中の視界が400〜500メートルまで低下
している。自動車の排気ガス、石炭火力発電所ととも
に製鉄所、コークス炉、銅やアルミの精錬所、ガラス

今、世界にとって重要なのは中国での金属資源のリ

窯、セメントプラントなどが大きな原因となっている。

サイクル利用であり、それは中国の成長メカニズムの
見直しにもつながってくる。中国の鉄鋼の用途の半分
以上は道路、港湾、空港などのインフラやオフィスビ

4. やがて来るリサイクルの波が
素材市場に与えるインパクト

ル、集合住宅などの建設用であり、造船、プラント、
機械設備、自動車などが続く。1978年に始まった改

こうした環境問題を緩和するためにも、中国は鉄鋼

革開放政策による高度成長を支えてきた分野である。

など素材の蓄積をリサイクル利用することが喫緊の課

先進国の歴史をみれば、鉄の使用量の伸びは経済成

題だ。リサイクルに本気で取り組めば、当然ながら従

長と平行しており、中国にもそれが当てはまる。しか

来のような無理、無謀な需要創出と増産、新規プラン

し、中国は途中からほかの先進国がたどってきた道を

トの建設といった政策は否定され、成長率は低下する

大きく踏み外してしまった。成長するに伴って鉄やア

だろう。だが、それは国内総生産（GDP）で米国の

ルミなどの消費量が伸びるだけでなく、途中からは鉄

半分強しかない中国が米国の８倍もの鉄鋼を毎年生産

やアルミなどの生産拡大そのものが成長の原動力にな

し続けるという大きな矛盾の解消につながるものだ。

ったからだ。需要に応じて鉄鋼などを生産するのでは

中国の素材需要の膨張は、従来は資源の需給逼迫の

なく、鉄鋼など素材の需要を生み出すために大規模で

懸念として世界に認識されてきた。今は中国の環境悪

必要性の薄いインフラ建設を地方政府が成長戦略とし

化の問題に広がり、日本、韓国など周辺国にも波及し

て描き、実行した。なぜならば、中国の各地方政府は

つつある。さらにこのペースで中国が鉄鋼など素材の

地元に大型の製鉄所をつくることで、鉱工業生産を伸

増産を続ければ、数年先にもスクラップ鉄などリサイ

ばし、雇用を創出し、周辺産業を誘致し、成長の実績

クル素材の大量供給による市場混乱の可能性が出てく

を上げようとしたからだ。

るのではないか。2020年に日本の7.5倍の100億トンま

ひっぱく

中国においては「鉄は国家なり」であるとともに、

で鉄鋼蓄積量が積み上がるころには中国の鉄需要は成

「鉄は地方なり」となった。1950年末に毛沢東主席が

熟化し、伸びが止まるか、減少が始まっているだろう。

進めた「大躍進運動」のなかで、中国各地に「土法製

需要の成熟化とスクラップ供給増が平行して起きれ

鋼」の溶鉱炉がつくられた。きわめて幼稚な鉄鋼生産

ば、高炉向けの鉄鉱石、コークスなどの需要は落ち込

だが、狂信的な指示のもとで無用な鉄鋼の生産量だけ

む。豪州、ブラジルなどの供給国は打撃を受け、海上

は拡大した。今の中国は鉄鋼の技術も設備も進化した

物流も尻すぼみになりかねない。

が、需要を考えない増産一辺倒という点では大躍進時

中国にたまり続ける素材がいつリサイクル品の供給

代と発想も行動様式も変わらない。結果的に中国の鉄

の波として市場を襲うか、どれくらいのインパクトを

鋼の余剰生産能力は２億トンにのぼっている。こうし

与えるのか、そろそろ考えるべき時だ。

た過剰生産体質はアルミ、銅、ガラス、セメントなど
多くの素材分野にあてはまる。
中国にはリサイクル対象となる金属や素材がすでに
大量に蓄積している。中国社会が日本を上回るスピー
2014.1
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川上 哲治
013

―― 己をよく知る達人 ――

今回は番外編で、プロ野球巨人

レーができるんだよと」

す。選手のエラーもです。その選

けん

軍の故川上哲治元監督である。牽

当時の巨人には長嶋、王など粒

手を代えることも監督はできる。

きょう ふ かい

強付会に言えば、経営者も野球の

ぞろいの選手がいた。しかし「楽

用兵の権限をすべて持っているの

監督も英語で言えばマネージャー。

をして得したいのが人間です。自

ですから。
『あんなボールを投げ

川上さんは日本シリーズ９連覇を

分の成績だけ考えて個人プレーに

るから打たれたんだ』と、敗戦を

果たし、チーム経営では不世出の

走ろうとするのは、どこにでもあ

選手の責任にする監督をみると、

手腕を発揮した。30年近く前に取

る。そうさせずに勝ちにつなげる

お前の責任はどうなんだと言いた

材した印象がいまだに鮮烈で、

ように持ってゆくのが監督、コー

いですね」

2013年10月28日に93歳で他界され

チの職責です」

不祥事が起きると、
「私は知り

川上さんは怖い監督というイメ

ませんでした」とか「現場が間違

はないがぜひ書いてみたくなった。

ージがあった。
「私は自分にも人

えました」とか言う社長が少なく

取材した川上さんの話はすべて

にも厳しいたちなので、思いやり

ない。こういう台詞を川上さんは

立派な経営論である。下手な経営

を欠かないように注意しました」

どう聞くだろうか。

学者の理論より説得力があった。

と言う。時々、選手とコーヒーブ

「私にとって幸いだったのは、リ

「ぱっと優勝することはできても、

レークをともにしたり、晩に一杯

ーダーの心構えを教えてくれる師

続けるのは難しい。優勝は企業に

やったりして、日ごろ考えている

匠がいたことです。監督になると

たとえれば創業ですね。その事業

ことを聞いた。
「それを指導、用

き、禅の梶浦逸外老師から『後ろ

をさらに発展させて維持していく

兵に生かし、チャンスを与えて、

姿で率いられるような監督になり

守成は容易ではないと言うでし

信頼してプレーさせるのです」

なさい』という言葉をいただいた。

たとの報に接して、スポーツ記者で

せりふ

そして「働きを公平に評価して、

ょう」

自分で修行して人格を高めれば、

「もっと難しいのは覇権を失っ

報酬の増額によって裏づけること

人はついてくるという戒めです。

て、取り戻すことです。負けて自

が大切」と言う。
「リリーフ投手

シーズンが終わると、座禅をして

信を失っていますからね」
。川上

のセーブを成績として初めて評価

老師からお話をうかがって、反省

さんは監督１年目にいきなりリー

したのは私です」
。みなリリーフ

すべき点を改めていました」

グ優勝し日本シリーズも制覇した。

をやりたがらないので、セーブし

最後にリーグ優勝を逃して

しかし翌年４位、３年目にまた日

たらチームの勝ち星として先発勝

V10がならなかった理由について

本１、４年目３位と上り下りを繰

利と同等に評価するように球団に

は、こう語った。
「その年は勝っ

り返した。５年目からV９である。

認めさせた。

ても負けても長嶋君に監督を譲っ

「負けたときに、どうやるかが重

「監督は、ああ言っているが怪し

て引退するつもりだったので、何

要です。リーグ戦中に７連敗した

いものだと思っていた選手が、球

が何でも勝とうという意欲が欠け

こともあります。監督、コーチの

団代表から実際に報酬を増やすと

ていましたね」
。後で知ったそう

力量が問われるのは、そういう場

言われてびっくりです。翌年から

だが、寮の門限破りがちょくちょ

合です」

ベンチで『監督、いつでもリリー

くあったのに、コーチ止まりにな

「監督、コーチは勝利への目的

フに行けます』と言ってくるよう

って報告されなかった。

意識を失わずにチームを引っ張っ

になりました。これが人の使い方

「私が知れば、チームの規律が

ていかなければいけません」
。川

ですよ」
。自主的に頑張りたくなる

緩んでいると即座に判断したでし

上さんは選手がそれぞれの役割を

ような仕組みを作れというわけだ。

ょう。９連覇して、
『わざわざ監

十二分に果たすように意欲を引き

そのうえで「プロは結果がすべ

督の耳に入れなくても…』とコー

出すことに注力した。
「選手には、

てです。こうやろうと思っていた

チは思ったのかもしれないが、そ

よく言いました。君ら『努力して

のですが、といくら言っても、結

れが一番危ない。企業のワンマン

います』と言っても、50％の努力

果を出せなければ駄目です。個人

社長が失敗するのも同じでしょ」
。

では駄目だよ。100％、120％の

もチームも同じです」
。自らも「最

経営をよく知り、己をよく知る達

努力をして初めて、人を驚かすプ

終的に責任はすべて監督にありま

人だった。

40

2014.1

小林 喜光
014

―― 永遠に怒れる才人 ――

小林喜光さんは今、日本で最も

した」

を出版。
「永続性」
「健康」
「快適」

忙しい経営者の１人だろう。本職

研究者として採用されるが、お

の３要素からなる「KAITEKI」

は化学業界首位の三菱ケミカルホ

となしく研究室に収まっている人

という新しい価値を提案した。

ールディングスの社長である。ほ

ではない。現業に移って子会社の

MOSは、この３要素に基づいて

かに業界団体の日本石油化学工業

三菱化学メディアの社長になり、

具体的に評価基準を設けて推進

協会会長、政府の経済財政諮問会

大赤字の光ディスク事業を立て直

する。

議議員、東京電力の社外取締役、

す。2005年三菱化学常務執行役員

三菱ケミカルグループでは、基

経済同友会副代表幹事と、まさに

兼三菱化学科学技術研究センター

本となる収益性以外に、これらの

社長になって、わずか２年後に60

基準によってMOSを始めている。

歳で社長に就任した。

目 指 す は 「 THE KAITEKI

ろっ ぴ

三面六臂の活躍である。
理学博士で研究者からスタート

猛烈に働くのは今に始まったこ

COMPANY」だという。09年に

ば、普通は厳めしい人物を予想す

とではない。社長に就いて間もな

小林さん自ら社長になって地球快

る。ところが会ったら、三菱グル

く茨城県の鹿島事業所で協力会社

適化インスティテュートを設けて、

ープを代表する企業のトップかと

の作業員４人が死亡する事故があ

MOSの基礎的な研究に取り組ん

意外に思うに違いない。議論好き

った。直ちに現場に駆けつけ、事

でいる。

の万年青年のような、くだけた人

故処理の陣頭指揮をとる。新聞記

日々の経営は局面が目まぐるし

柄なのだ。

した技術畑出身の経営者だと聞け
いか

者から「いつ辞任するのか」と取

く変わり、片時も気を許せない。

「科学は僕にとってはツール、つ

材攻勢を受けながら乗り切った。

13年３月、日本記録メディア工業

まり心を落ち着かせて、飯を食う

08年のリーマンショック後、反転

会が解散した。ビデオテープや小

ための道具なんだ」と、さらりと

攻勢に出て三菱レイヨンを加えて、

林さんが奮闘した光ディスクなど

言ってのける。中学時代から坂口

三菱ケミカルホールディングスを

の磁気記録メディアの業界団体で

安吾や太宰治などを読み、高校で

４事業会社で構成する体制にした。

ある。有力企業が集まっていたが、

は哲学者の阿部次郎が内省的な文

型破りなのは、経営について独

IT（情報技術）の急激な進歩によ

章をつづった『三太郎の日記』な

自のコンセプトを打ち出して、実

り、市場があっという間に縮小し

どを愛読し、生きる意味を問い続

践している点である。
「マネジメ

た結果だ。小林さんは「ショック

けた。

ント・オブ・サステナビリティ」

だね。ハイテクで稼ぐのは大変だ
よ」と感想を語っていた。

「こんな永遠に答の出ないこと

（MOS）と称する概念だ。11年11

を考えていたら自殺しかねないと

月に『地球と共存する経営―MOS

こうした中で、長期的に経営コ

思って、大学では１足す１は２の

改革宣言』という著書を出版して

ンセプトを考えて実行する知力、

科学の道を選んだのです」

いる。

体力は、どこから生まれてくるの

10年８月16日付の日本経済新聞

だろうか。並みのサラリーマンに

のインタビューで、こう答えてい

よくいる組織に埋没する会社人間

1972年にイスラエルのヘブライ大

る。
「経営学には財務重視のMBA

とは対極の存在だ。何度も窮地を

学物理化学科に留学。さらに73年

（経営学修士）的な考え方と、

経験しており、今も楽ではないは

イタリアのピサ大学化学科に留学

MOT（技術経営）という２つの

ずなのに、余裕すら感じられるの

する。

基軸があります。これにMOSを

はなぜか。

東京大学理学系大学院で放射線
化学を専攻し修士課程修了後、

加えてさらに時間軸も考慮した４

経営も含めて仕事は、すべて生

「子供ができたので、生活のため

次元経営を提唱しています」と。

きるあかしを求めて行う知的ゲー

に就職したのです」
。当時の三菱

利益追求だけでなく、地球の永

化成工業である。
「人事部に電話

続性も目標に加えて経営を進化さ

やればやるほど熱中する。
「永遠

して論文を持って面接を受けに行

せるべきだというわけである。10

に怒れる若者なんです」と言う小

きました。入社したのは74年12月

年12月には前著『KAITEKI化学

林さんは疲れを知らない才人で

２日で、回り道をしたので28歳で

―サスティナブルな社会への挑戦』

ある。

74年に東大大学院に戻ったが、

ムなのだろう。終わりがないので、

（森 一夫）
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特別会員ニュース
News from JOI Special Members
本コーナーでは、当財団（JOI）特別会員である駐日大使館、投資誘致機関からのニュース、
イベント情報等を紹介しています。各見出しの詳細記事、バックナンバー等についてはJOI
ウェブサイト（www.joi.or.jp）をご覧ください。

蜷お問い合わせは、チェコインベスト

駐日代表

エリシカ・ノヴァーコヴァー（TEL：03-54565283、Email：tokyo@czechinvest.org、URL：
www.czechinvest.org）まで。

ポーランド大使館
・ウッチ経済特区（Lodz SEZ）のご紹介
Lodz SEZは、欧州における戦略的な立地条件、
税制優遇措置や投資プロセスにおける全面的なサ
ポートなどを備え、fDi Magazine（Financial
Times Group）やKPMGなどから経済特区とし
て高い評価を得ています。
2013年11月19日にはウッチ市およびウッチ経
済特区主催、ポーランド大使館貿易・投資促進部
およびJOI共催で「ウッチ市投資セミナー」を開
特別会員リスト
（バックナンバー等）

最新の特別会員ニュース

催しました。JOIウェブサイトに掲載されている
一部配布資料（会員限定、https://www.joi.or.
jp/modules/seminarreport/）もぜひご参照く
ださい。

チェコインベスト
（ビジネス・投資開発庁）

蜷お問い合わせは、駐日ポーランド共和国大使館 貿
易・投資促進部 参事官 Ms. Eliza klonowskaSiwak（TEL：03-5437-5023、E-mail：eliza.

・国際ナノテクノロジー総合展

klonowska-siwak@trade.gov.pl）まで。

チェコインベストは、東京ビッグサイトで開かれ
る「国際ナノテクノロジー総合展」チェコ共和国
パビリオン内に出展いたします（会期：2014年

トルコ海外経済関係委員会（DEIK）

１月29日〜31日）
。Elmarco社のノズル・注射
器を使わない業界初の量産ナノファイバー製造装

・Deloitte - Turkey Retail Sector Update

置をはじめとし、Nanoprotex、Technology

蜷お問い合わせは、Ms. Dilek Morgul, Assistant

Center ASCR、Clutex、Technical University

Coordinator, Turkish Asia-Pacific Business

of Leberecといった著名なチェコ企業・研究機

Councils, DEIK（E-mail：dmorgul@deik.org.tr、

関・大学が一同に会し、最新技術を披露します。

URL：www.deik.org.tr）まで。

ぜひお立ち寄りください（Booth no：6S-26）
。
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る機関誌記事の閲覧・検索
（4）当財団ウェブサイトに掲載する調査報告書、セミナー動画等の閲覧
会費（年間）
：大企業36万円、中堅企業・地域金融機関24万円、中小企業12万円、

無断転載

個人６万円

ウヤンガさん、お変わりありませんか。
昨年モンゴルのトゥブ県セルゲレン郡サルヒトで初めてお会いしたのは、人々が過ぎ行く夏を惜しみ、郊
外でピクニックやモンゴル相撲に興じ、馬乳酒が美味しい８月末のころでしたね。
市内の旧式な石炭火力の影響などで、WHO（世界保健機関）によればPM10で世界最悪のレベルとされる、
大気汚染の激しいウランバートルを南東に70kmほど離れたそこは、モンゴル初のグリッドに連結した総発電
さっそう

容量50MWの大規模ウインドファームでした。紅一点、交替制でサイトに住み込み、敷地内を車で颯爽と見
あなた

回る貴女の姿は、草原を吹き抜ける風のようでした。母国の風景に似ているからと、日本の信州大学に留学し
りゅうちょう

磨きをかけた流暢な日本語で、運開間もないファームをくまなく案内していただき、大変お世話になりました。
丘陵に悠然と広がる高さ120mの31基のGE製風車群は壮観でした。あいにく当日風車はほとんど動いてい
ませんでしたが、稼働率は30〜40％ということでした。地名のサルヒトは「風の強い山」の意味だと知りま
したが、有名な銅鉱山オユトルゴイも「トルコ石色の丘」ですから、お国では地名でそこで営まれるプロジェ
クトを結構当てられるのかもしれませんね。
でも今サルヒトは氷点下20℃続きの世界。厳寒の中、風車は期待通り順調に稼働し、メンテナンスも首尾
よくできているのでしょうか。今回ファームがどのように初めての越冬をしたのか、次にお会いするときに聞
かせてください。まずは何よりご自愛のほどを。

サルヒト風力発電所

（調査部長 山本 拓）

モンゴル市内の石炭火力

JAPAN INSTITUTE
FOR OVERSEAS INVESTMENT

Vol.23 No.1

ウェブサイトのご案内

www.joi.or.jp

海外投融資

当財団ウェブサイトにて、各国投資環境情報、セミナー動画、セミナー資料、機関誌「海外投融資」
、
調査研究レポートの一部などをご覧いただけます。
（コンテンツの一部は会員限定です。JOI会員の皆様はすべてのコンテンツにアクセス頂けます。
）

5月号（通巻129号）

ISSN 0917-8732

2013年3月号（通巻128号）

非会員による年間購読及びバックナンバー購入も可能です。
金額：2,050円／冊
送料：400円（１件につき）

2014年１月24日発行

バックナンバー のご案内

7月号（通巻130号）

9月号（通巻131号）

11月号（通巻132号）

■モザンビーク特集

■特集：東南アジア進出企業の人
財育成、経営現地化および労務
管理（前編）

■特集：東南アジア進出企業の人
財育成、経営現地化および労務
管理（後編）

海外投融資情報財団所在地
早

〒102-0073

田
通
り

海外投融資情報財団

東京都千代田区九段北二丁目3番6号

至飯田橋

日本
稲
歯科大学

九段北二丁目ビル

「九段北二丁目ビル」
日本
化薬

TEL：03-5210-3311（代）

目
白
通

FAX：03-5210-3456（代）

九段
教会

ホームページアドレス：

一
方

靖国神社
本殿

至
市
ケ
谷

九段中等

白百合 通↓ 教育学校
幼稚園 行

JOI

www.joi.or.jp

地下鉄半蔵門線・東西線・都営新宿線「九段下」下車
1番出口より徒歩６分

ホテル
グランド
パレス

暁星学園

日本私学
振興財団

← 一方通行

大村益次郎像

一方通行 ←

東京
理科
大学

参道

靖国神社
駐車場入口

靖 国 通 り

九段坂上

靖国神社前

九段下

田安門

トヨタ
九段ビル

内
堀
通
り

り

︵地
1
番下
出鉄
口﹁
︶九
段
下
駅
﹂

千
鳥
ケ
淵

日本
武道館

︵地
2
番下
出鉄
口﹁
︶九
段
下
駅
﹂

九段会館

至竹橋

至
神
田

