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2014年からの世界経済と日本の展望
2014年１月31日、国際協力銀行（JBIC）渡辺博史代表取締役総裁と政策研究大学院大学（GRIPS）小島明理事に「2014年からの世界経済
と日本の展望」をテーマに対談いただきました。本稿では当日の対談概要をダイジェストしてお届けします。
（文責：JOI）
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世界経済を視る 6 つのポイント

「S」は「Settlement of R-D Duel—US Fiscal Cliff」
。
米国経済は現在、世界の先進国のなかでも最もよい成

渡辺 2014年の世界経済を見通すにあたって、今年

長が続いているが、２つ留意点がある。１点は、現在

は午年ということもあるのでまずは「HORSES」を

の経済回復のけん引役の姿が今ひとつみえないこと。

キーワードに６つ、ポイントをあげてみたい。

過去、IT革命や金融のイノベーションなど、わかり

ま ず 「H」 は 「Hawks Fly When—Tapering

やすい成長の根拠があったときと違って、今回、経済

Delayed」
。米国の金融緩和縮小が、当初見込まれた

が底を打ったのは確かだがなぜそうなったか、そして

昨年夏からは遅れたものの、動き始めたということで

この回復が何年続くのか、というところがみえてこな

マーケットに影響を及ぼしている。過去数年、先進国

い。もう１点は、国内政治が少しぎくしゃくしている

からの流動性がかなり強烈に各国に流れていたが、緩

ことで、経済の足を引っ張るようなことが起きるので

和縮小が始まると今度はそれが逆に動く点は注視する

はないかという懸念。昨年の政府機関閉鎖のようなこ

必要がある。米連邦準備制度理事会（FRB）として

とが起きればGDPにも相当影響が出るだろう。今年

は、新興国すべてが一挙に悪くなる場合は考えるとし

は中間選挙の年でもあり、11月に向けて、少なくとも

て、国によって状況が違うということであれば、それ

表向きは、民主（D）
、共和（R）両党が角突き合わせ

はそれぞれの国のこれまでの努力の結果だろう、とい

ざるを得ない状況が続く。

う考え方で、全面的な混乱が起きるかどうかをみなが
らテーパリングを進めていくのではないか。

「E」 は 「Equality Emphasized—Emerging
Economies」
。所得分配の不均衡、不公平が問題提起

「O」は「Ocean Leads Continent—Western Pacific

されている。極端に言えば、米国以外の国は皆この議

Region」
。アジア経済を西太平洋地域という視点から

論をしており、所得格差の拡大が結果として社会を不

みると、日本、フィリピン、インドネシア、豪州とい

安定化している。たとえば中国やインドで景気が減速

った海洋国のほうが、中国、タイ、ベトナム、インド

していくと、これまである程度成長の恩恵を受けてい

などの大陸にある国と比較すると、相対的に耐久性、

た低所得層の人たちが横ばいもしくはマイナスに転じ

抵抗力などの面で経済のパフォーマンスがよいのでは

ていく。そうなると社会的に声があがってくるだろう。

ないかと思われる。

ドイツも先日発足した大連立政権の第一スローガンは

「R」は「Rebalacing in and Recovery of EURO

所得格差の是正だった。欧州の多くの国では経済運営

Zone」
。欧州ユーロ圏についてはPIIGS５カ国の処理

の問題と、外国人労働者の流入で下層の人たちが

にめどが立ってとりあえずは小康状態といえる。ただ

Poor White化している。こうした問題が各地で起き

し、ここで北と南の体力格差を今後どう埋めていくの

ている。ただ、まだ各国とも問題認識の段階にとどま

か、という点を詰めなければ、また数年に一度、同じ

っており、早めに対策を講じる必要があるだろう。

ようなことが起きるのではないか。また、新たな懸念

最後の「S」は「Sustaining Basic Supply—Water,

として、民間債務、特に産業力が弱い南の諸国の企業

Food, Gas」
。中長期的な視点で10年後、20年後をみ

債務が不良債権化していないかということもある。

ていくと、水や食糧、エネルギーといった基礎的な供
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給がきちんとなされるかどうかが非常に重要になって

トの上昇で、アジアでの生産が以前ほど安くなくなっ

くる。単なる供給の増加だけでなく、増産された分が

ている。もうひとつは、アジアの不安定性への懸念。

国際市場に供出されることが大事。たとえば、サウジ

先々、操業停止や持ち出し禁止といった可能性を考え

アラビアがスーダンに土地を買い、小麦を作ってその

ると、これはもう保険料を払ったつもりで米国南西部、

全量をサウジに持って帰るということが現在起きてい

あるいはメキシコで製造するのとコストは変わらない

る。また、将来的に、食糧増産余力のあるブラジルで

という考え方。いずれにせよ製造業復権は間違いない

食糧を増産したとしても、増産分をブラジル企業と米

だろうが、かつてのような黄金時代に戻るのではなく、

国企業で先取りしてしまい、国際市場に出てくるのは

80年代日本に、90年代韓国に軒並み圧倒されたよう

余剰分だけといったことが起きると、米国のように安

なところが多少戻ってくる程度で、これが力強い成長

価に入手できる国とそうでない国との格差がいっそう

の要因になるとまではいえないのではないか。

大きくなる。そこに飢餓問題が起きたりすれば、深刻
な社会不安を引き起こすだろう。貧しい国が大変なの

欧州債務の域内リバランス

は変わらないにしても、皆で一緒に増産し、それを公
平に市場価格で買えるようにしておくべきだ。

小島 「リバランス」というのを中長期的な視点から
みると、バランスシート不況の問題がある。これは基

米製造業回帰の背景

本的に世界経済、特に先進国経済に共通の課題ではな
いか。日本ではバブルが崩壊し膨れ上がった債務を民

小島 米国経済の回復に関しては、シェール革命によ

間企業が払いきれなくなってそれが民間金融機関にい

るエネルギーコスト低下をきっかけに「製造業の復権」

き、最終的には政府にいった。米国も長いトレンドで

が議論されている。具体的な結果がでるのはもう少し

みれば債務過剰の経済。欧州も政府債務、銀行融資の

先かもしれないが、シェールガス・オイルに対するマ

問題があり、債務の問題が表面化した。今後10年程

ーケットの期待は過剰にさえみえる。

度、膨張した債務の調整が必要で、これが世界経済の

渡辺 エネルギーコストの影響は、ガスだけでなく電

成長力を削ぐ要因となるのではないか。

力料金も安くなっているという点で米国に優位なのは

渡辺 米国は確かに債務過剰で、そのツケが徐々に公

確か。それに加え、米国で製造業回帰がいわれている

的部門に回ってきている。一方、欧州に関しては少し

のはもう２つ要因があると思う。まずひとつは、アジ

異なる見方をしていて、欧州は根本から貯蓄不足とい

アとのコスト差が大幅に縮小したこと。アジアの賃金

うわけではなく、トータルでいえばまだ欧州が世界で

が上昇したことと、重油を燃料とするシッピングコス

いちばん、資産を保有しているといえる。ただ問題は、

そ

その資産を現在もってい
る民間からさまざまな処
理のために国に渡すとい
うことは、税金をとるか、
なんらかの料金をとるか
だが、これはそう簡単に
はいかない。ギリシャ危
機の時に欧州から、日本
や中国に資金を融通して
くれという話があった
が、それはあくまでもリ
クィディティとして、つ
まり欧州のなかで民間資
産を国に移すまでのつな
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ぎとしてであればよいけれども、最終的に世界でいち

が、今では海外直接投資の分を含め、実需は、東京マ

ばん資産を保有しているのは欧州なのだから、その欧

ーケットでもおおむね６分の１か７分の１程度でそれ

州が世界に対して自分たちが足りないからよこせと言

以外はポートフォリオ運用だ。これを今後、締めるべ

いだしたらそれは回らないだろうと。やはり欧州のな

きか、締めるとしたらどうやるべきかが課題だが、実

かで正常化をしてもらうという意味では、民間、つま

需によらない金融経済がここまで大きくなった事実は

り企業債務、個人資産、それから国の債務間のリバラ

認めなければならない。

ンスに早急に取り組む必要があると思う。

中国の高齢化問題
カネがカネだけで動く
小島 中国では最近のセンサスの結果、出生率が1.18
小島 もうひとつのリバランスの問題として金融経済

で、大都市では１を切ったという。つまり10年くらい

と実物経済とのバランス、リバランスがある。自由化

したら中国は一気に高齢化が進み、生産年齢人口も今

が進んで金融が肥大化し、実体経済との関係が大きく

をピークに急速に低下する。一方、それに対する備え、

変わってしまった。長期的にはこの金融経済と実体経

つまり年金などのセーフティネットの仕組みが中国に

済との間の結びつきをどうするかが問題ではないか。

はできていない。韓国も出生率は日本以上に低い。出

渡辺 産業の規模とマネタリーマーケットの規模は、

生率はシンガポールやアジアその他の国でも顕著に下

ファクトとしてずれている。世界全体の資金需給から

がっており、国によっては、豊かになる前に高齢化し

みると、所得は貧しい層を含め全体的に上昇してきた。

てしまう国が出てくるかもしれない。

所得はある段階を超えると全部使ってしまわず貯蓄に

渡辺 世界の人口は今後90億人にもなるといわれる

回り始めるので、貯蓄の伸びが所得の伸びを上回る、

が、実際そうなったときに、皆がベターオフしている

――ということが、エマージング諸国で起きている。

かどうかはわからない。非常に悲しい状況にある人々

こうした全体の流れのなかで、余った貯蓄が貿易など

も結構増えてしまうのではないかという覚悟もしない

実体経済でなく、ほかの分野でマネタイズする傾向が

といけない。そうした状況のなかで、北東アジアは日

徐々に拡大している。カネがカネだけで動いているこ

中韓すべてで人口が減少する。中国はあと２〜３年で

との影響には２点あって、まず１点は、2003年ごろ

非労働力人口が労働力人口を上回り被扶養者が６億

から利回りを求める資金が金融市場から石油や食糧と

5000万人となって、人口の７割を占めていた労働者

いった商品市場にシフトするようになったこと。結果

は５割を切る。生産性は当然低下する。

的にコリレーション、共振性が高まり、何かあると一

年金についても、中国は全国一律でなく省・特別市

緒に振れてしまう、という点がひとつ。もうひとつは、

ごとの制度だが、すでに３分の１ほどが積み立て不足

為替。かつては貿易決済のための為替しかなかったの

といわれている。その不足度合いも日本の比ではない
ようだ。まさにおっしゃったとおり、世界で初めて途
上国のうちに高齢化するという深刻な問題を中国は抱
えている。中国の場合、今の高齢者のほとんどは資産
らしい資産がなく、国家財政負担は相当増えるのでは
ないか。この問題は真剣に検討されてはいるものの、
まだ解がない状態。一人っ子政策をやめても効果がで
るのは20年後、それまでは非労働力人口として子ども
を抱えていく必要がある。相当な難題といえるだろう。

アベノミクス第 3 の矢
小島 日本についてみると、アベノミクスで気分は上
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がった、しかしこの「気分」が実体経済の変化にどこ

も高齢者比率は変わらず、逆ピラミッドが続いていく。

までつながるのか。企業、個人の行動にどれほど変化、

国内需要も当然伸びないので、アジア太平洋地域のダ

影響を与えるか。株式市場はこの１年で６割上昇し、

イナミックな市場に参画するTPPは日本にとって死

心理的にはプラスの影響を与えた。ただし誰が買って

活問題だと思う。他方で、出生率が上がらない状況か

いるかをみると、日本の居住者は売り越し、圧倒的に

らすれば、女性が子育てしながら社会に参加すること

外国人が買い越している。アベノミクスが日本経済へ

を支える仕組み、価値観を真剣に議論しなければなら

の外国人投資家の見方を劇的に変えたといえるだろ

ない。また高齢者も重要な人的資源であり、社会でも

う。しかし、第３の矢がまだ動いていない。この３本

っと活用すべきではないか。これまでの延長線上で物

目の矢がどうなるかを世界が注目し始めている。IMF

事を考えていては、変化に対応できないのだという基

もOECDも、３本の矢が揃って初めて日本経済は再生

本的な認識が、日本ではまだ一般に不足しているよう

すると指摘している。もしこれが期待はずれに終わる

に思う。国の状況が大きく変化していくなかで、今や

と、期待先行でいった昨年の流れがガラっと変わって

るべきことをしっかりやらないといけないという意味

しまう。

で、今年は非常に重要な年になるのではないか。

デフレが始まった1998年以降続いた経済に対する

渡辺 まったく同感で、長期的視野に立って今なすべ

悲観主義的な見方は、昨年、多少希望的な見方に変わ

きことを考える必要がある。人口問題にしても、明治

った。しかし、現在の日本の状況、立ち位置を考えた

維新時の人口が5000万人だったのだから、5000万人

場合、今回の改革、実現の成果を上げるうえで、残り

に戻っても大丈夫との意見もあるが、同じ5000万人

時間がどれだけあるのか。
「失われた○○年」を議論

でも明治維新時の平均年齢は28歳であり、この先起き

するより「残された時間」を重視すべきだと思う。

るであろう平均年齢50歳の社会とでは、生産性の質が

渡辺 アベノミクスがスタートしてまもなく１年。第

根本的に違う。そのような基礎的なところもしっかり

３の矢の今後の進展にはマーケットもセンシティブに

押さえて議論する必要がある。高齢者の活用に関して

なっている。
「岩盤規制」の改革を始め、いきなりす

も、ボランティアを含めてさまざまな社会還元の仕方

べての矢をうてるということもないだろうが、少なく

がある。ただ、日本人はとかく組織の中にこもりがち

ともいくつかは早急にうっておかないと、第１の矢、

なので、社会還元のためには、ワークライフバランス

第２の矢だけで１年を迎えるのはややきついなという

感覚を養って、所属する組織から離れて何らかの活動

感じはする。第３の矢については、混合診療でも労働

をするクセをつけることが大事。アベノミクスはこれ

規制緩和でもなにかしらやらないと、マーケットは相

からの日本を考えるうえできっかけを作ったといえ

当落胆するだろう。農業市場の開放はTPPで全交渉

る。第３の矢の中身をどうするか、今年が将来を見

国が合意する前に日本が先行するというのも考えにく

据えて考える原点になることを期待したい。

いので、それ以外の分野でやる必要がある。
また、残り時間という意味で若干気にしているのは、
経常収支が2013年10月、11月、12月と連続で単月ベ
ース赤字に転じていること。これで１月、２月も赤字
となると、５カ月連続で経常収支赤字となる。そう考
えると、３月くらいが催促期ではないか。それまでに
何ができるかがクリティカルだと思う。

日本の将来像を見据えて
小島 国立社会保障・人口問題研究所の見通しでは、
日本の人口は2060年には9000万人を切り、2100年に
は6000万人を切るとされている。人口は減少しつつ
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