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〔座談会〕2015年の世界と日本

 司会　 国際経済労働研究所 会長 板東　　慧

 　　　 国際経済労働研究所 所長 菊池　光造
 京都大学 名誉教授 　　　　

 　　　 国際経済労働研究所 理事長 本山　美彦
 　　　 京都大学 名誉教授 　　　　　

 　　　 国際経済労働研究所 常任理事 安室　憲一
 　　　 大阪商業大学 総合経営学部教授  　　　　

特　集

【板東】　21世紀の10年が過ぎ、これから21世紀

の半ばに向かって世界が動き出しますが、20世紀

とは相当異なる様相が出てきたと思います。端緒

的ないろいろな動きが出てきていますが、明らかに

20世紀とは異なります。現在、私の考えている問

題点を、各地域別も含めて指摘し、それに対する

反論や批判、あるいは、それをもっと拡大的に、ど

のように考えるかという意見を頂きたいと思います。

　第１に、米国は、「減速する世界経済の最後の

とりで」として企業業績は堅調ですが、9月の雇用

の減速が厳しくなっています。特に、製造業の景

況指数が低下し、円安ドル高基調が高まりました。

　オバマ大統領の人気が下降気味で、指導力が

非常に動揺しています。中国に対するけん制を含

めても、非常に動揺的です。オバマさんは、昨年、

ようやく訪日し、日本の中国とのさまざまな対立的な

１．問題提起 ― 21世紀中盤に向けて動き出す世界
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要項については、一応、「日本をサポートする」と発

言しましたが、従来のアメリカの大統領と比べると

明確に後退しています。中国との間には、特に海

洋利権や海洋主権を巡る問題がありますが、オバ

マ大統領はこれらについてあまり明確な発言はし

ませんでした。さらに、ウクライナ問題や、イスラム国

の問題などについて、欧州と組んで、早く手を打

つべきでしたが、アメリカのイニシアチブや、西側の

態度を表明することが非常に遅れました。アメリカ

の軍事力の低下が世界の混迷の原因の一つに

なっています。

　第２に欧州については、ギリシア問題や財政不

安は一応遠のきましたが、これを契機にしてEUの

基本的な在り方や、機能についての再検討課題

が出てきました。特に、ドイツのメルケル首相が、国

内から批判を受ける可能性があるぐらい一生懸命

やっています。フランスが経済的にも指導力の衰

退が目立ちます。また、イギリスでは、ＥＵ脱退問題

が浮上しており、「EUという枠組みを、再検討する

必要があるのではないか」という議論があります。

そのために、アメリカも、強行体制を取ることができ

ません。

　３番目は、ウクライナ問題におけるロシアの領土

拡張です。シリアをめぐる紛争やイスラム国問題な

どで、新たな紛争に対する米国、西欧が対応力の

弱さを露呈しました。そこへロシアの新領土拡張問

題が起こります。これに対応するような中国の南ア

ジアでの海洋侵略問題などで、新たな冷戦体制

の復活を予想させるような動向が出てきています。

　新興国はいずれも新しい勢いで、特にアジア諸

国は大いに頑張っています。しかし、中国のアジア

太平洋諸国に対する海洋主権拡張に関わる紛争

が際立ち、新たな国際紛争になる可能性があります。

　中国は習近平体制になり、内部の権力闘争が

色々な形で現れています。中国内部では、所得格

差問題や、政治不信が広がっています。習近平

は、何か問題があれば「反日」を叫べば支持される

と思っていますが稚拙な戦略です。結局は内部の

権力闘争ですが、もともと習近平と近かった重慶

の薄熙来に続き、石油閥の江沢民派のグループ

を追求しました。従来は、政治局常務委員のクラス

には手を付けないというルールがありましたが、今

回は江沢民の許可を得て、中国司法のトップ周永

康の告発に至りました。これは石油閥をつぶすこ

とになります。ただし、4中総では、これを公的な刑

罰にするまでにはいかなかったようです。軍隊につ

いてもかなり内部対立があり、必ずしもうまくいって

いません。これをどうにかしなければ、習近平は失

速する危険性があります。これは中国やアジアの

不安定にもつながるので、非常に注目すべき問題

です。

　国際関係としては、新しい国際関係によって起

こる福祉・衛生・エボラ熱、貿易関係など、それぞ

れの途上国の成長に対応して、普通の政治問題

よりも、社会秩序に関わる新しい問題が出ていま

す。国連が弱体化しているという問題もあります

が、一般の国際関係について政治的なこと、経済

関係だけではなく、社会秩序関係についての国

際問題が、大きなウエートを占めてくるのではない

かと感じています。

　日本については、安倍政権が発足し、従来の不

安定な与党体制がある程度安定しました。多極的

経済外交、安全保障外交など、外交の積極化を

進めています。体制としては安定的で、世界に対

する積極的なチャレンジとして評価できます。イン

ド、中近東、アフリカなどと積極的な多極外交を進

めていることも評価できます。

　21世紀の10年代から21世紀の半ばに向かっ

て、どのような世界動向や、どういうコンセプトを持

てばいいかということを、今日の座談会の最終的

な結論にするような話の進め方をしたいと思いま

す。では、本山さんからお願いします。

【本山】　私が今一番大きな問題だと思っている

のは、人口問題です。戦後の日本の人口が急増し

たために若者（団塊の世代）があふれ出て、大学

進学が非常に厳しい時代でした。この世代が全共

闘問題などで、日本で大騒ぎしました。
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　いろいろなイデオロギーが出ましたが、基本は人

口の急増による強迫観念、不安感が、あのような

突出した運動をつくりました。私たちが経験したこと

から考えると、今の世界では世界レベルで人口の

不均衡が生じて、そのために、いろいろなところでき

しみをもたらしています。

　例えば、中東のアラブ連盟の加盟国では、1970

年には人口が1億2,000万人でしたが、現在では3

億6,000万人と、わずか40年で3倍になっていま

す。アジアでも、パキスタンの人 口が同 時 期で

6,000万人から２億人、インドネシアでは1億2,000

万人から2億5,000万人になっています。このよう

に、「人口爆発」というありきたりの表現を超えるぐ

らいに、人口がとてつもなく増加しています。今、テ

レビで、イスラム国から逃げてきた難民を見ても、ど

の難民家族も子どもが10人前後います。あのよう

な状況を見ると、イスラムの世界では、人口爆発か

らくる大きなきしみが出てくると思います。

　それに対し、日本に代表されるように、先進国は

人口縮小し、若者が非常に少なくなっています。

予備校が閉鎖され、5年後には、大学もかなり厳し

い局面を迎えるという人口縮小問題があります。

世界の一方では人口爆発があり、一方では人口

の縮小問題があります。昔からこのような問題はあ

りましたが、それが非常に大きくデフォルメされた形

で出ているのだと思います。

　次に、昔は、マルクス主義的な社会主義思想が

あり、不満を持った若者が飛びつきました。ソビエト

圏の崩壊や、中国の現状を見て、純粋なマルクス

主義が大きな影響力を持たなくなりました。そのと

きに排除法で出てくるのが、国家ではなく、宗教だ

と思います。国の守り、保護がなくなった人々が、

最後に、運動や自分の精神的なよりどころを求め

るのは宗教で、それが非常に先鋭的な形で出てい

るのがイスラムだと思います。そして、イスラムもかつ

ての左翼政党と同じように、穏健派と過激派とい

う形の内部対立があり、それが地域だけの問題で

はなく、世界的な影響を与えています。既にアメリ

カがおびえているように、イスラム内部の紛争では

なく、いずれアメリカを標的とする運動に変化する

と思います。

　アメリカで、フランスの経済学者のトーマス・ピケッ

ティが書いた『21世紀の資本』が大ベストセラーに

なっています。先進国の中でも、アメリカがもっとも

所得格差が大きく、これが社会の若者の不満を増

幅していますが、これと中近東のイスラムの若者の

不満が連携する可能性が強いのです。そういう意

味では、所得格差が、今後の大きな問題になって

くると思います。最初から少し変わった意見を言い

ましたが、私は今後、この２点の問題が世界の中

心問題になるのではないか思います。

【菊池】　私も人口問題に注目しています。今、格

差の大きな問題については言われたので、私は少

し角度の違う方向から、補足をしたいと思います。

SATOSHI BANDO

●板東　慧（ばんどう・さとし）氏
　1931年神戸市生まれ。京都大学経済学部卒業。経済
学博士（京都大学）。社団法人国際経済労働研究所会長、
社団法人生活文化研究所代表理事、社団法人大阪能率
協会アジア・中国事業支援室特別顧問。元中部大学国際
関係学部教授、元大阪産業大学大学院経済学研究科長。
　永年、世界各地での精力的なフィールドワークを積み重
ね、労働問題のみならず、国際政治・経済の諸問題を鋭い
視角から解明し続けてきた。専攻としている社会政策・国際
経済政策・生活文化論を中心に幅広い業績がある。近年
は地域市場統合への研究を進め、特にアジア共同体などア
ジアの動向をめぐる業績が多い。
『超国家の世紀――国民国家と市場の再編成』（日本評
論社、1995年）、『福祉価値の転換―現代社会政策と新
たなパラダイム』（勁草書房、2000年）、『21世紀ライフスタ
イル革命――生活文化を軸にした経済・社会の創造』（勁
草書房、2002年）、『アジア共同体と日本――激動の中の
展望』（日本評論社、2007年）など。近著に『昭和とは何で
あったか――桁生まれが語るその光と影―』（日本評論社、
2012年）
　受賞として、日本労働ペンクラブ賞（1985年）、神戸市
文化賞（2005年）、神戸市政功労者表彰（2009年）、兵
庫県文化賞（2009年）、神戸市市民福祉功労賞（2013
年）など。
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　１つは、既に触れられましたが、先進各国の中で

の人口縮小、高齢化です。高齢化の真髄は生産

年齢比率が低下するということです。それによって

潜在的な成長率が低下し、経済については低成

長圧力がずっと働くという側面があります。例え

ば、欧州委員会は、「今、低迷している経済から危

機を抜け出したとしても、そのときの潜在成長率

は、リーマンショック以前のレベルから考えると半減

する」と言っています。財やサービスの供給は、そう

いう世界で限界が出てきます。既に進行している

グローバル化と格差社会の問題がオーバーラップ

します。そういう中で、限界のある富とサービスの争

奪を巡って何が起きるかということが、世界的な社

会問題につながるところだと思います。

　「宗教」を強調されましたが、もう一つの柱として

「民族間闘争」があります。従来の「富める国」「貧し

い国」だけではなく、国家の枠を超えたところで、民

族や宗教を軸にして闘争が起こってくると思います。

　アメリカはもともと貧富の差が非常に大きな国

で、経済大国ですが、貧困率最大の国だともいわ

れています。アメリカの中流階級が崩壊し、その結

果がアメリカでもさまざまな形で出てきています。

　中国では、人口の多さによって、まだ経済成長

への利点、いわゆる「人口ボーナス」が作用してい

ます。しかし、それは逆に、格差問題を非常に厳し

いものにしています。一方には、権力と結び付いた

形で巨大な利益を得る層があり、他方には最低生

活水準に達しないような貧困層があり、しかもこの

層は権力の動きにより生活基盤が全て奪われて

しまいます。土地の収用や、新しい商業施設や工

業地帯を造るために、今まで住んでいたところから

全てエバキュエーションされることもあり、それが暴

動の多発にも結び付いています。

　中東の「イスラム国」は、既存の国境線を無視す

るような形で拡大しています。私は宗教とない交

ぜで、ある種の階級闘争だと思います。欧米の資

本主義競争社会で挫折したり、人生で失敗したと

いう若者たちが、イスラム国に戦闘員として流れる

という姿は象徴的です。

　そういう流れを見ていると、これからの世界は、

民族や宗教などさまざまな衣をまとい、ハレーション

を生みながら、根本にはグローバル化の中で、その

流れに乗れる者と、そこから落ちこぼれて光を失っ

た人々の対立が、これからずっと続くのではないか

と思います。

【安室】　私は現在、大きな３つの問題があると考

えています。１つは、皆さんと共通ですが、人口動

態が大きく変わるという問題です。アメリカ以外の、

先進国がおしなべて少子高齢化となり、特に欧州

の状況は深刻です。欧州はＥＵ域内の問題にしか

力を注げなくなり、外交は後手後手になってくると

思います。ロシアとの対立、グルジアとウクライナの

問題がありますが、欧州がどこまで取り組めるかは

不明です。

　中長期的に見ると、新興国も、すぐに高齢化問

題や少 子 化 問 題に直 面します。中国は、既に

2013年で労働人口の増加が頭打ちになり、2015

年以降労働人口の減少が急速に進みます。人口

ボーナスを使い果たし、高齢化対策の費用がかさ

み、財政赤字と増税が避けられない。これが「中

進国のわな」で、途中までは発展したが、結局、先

進国になれない国が、たくさん出てくると思います。

これらの国々では、将来、内政に困難を抱えます。

特に中国やロシアは、今は外に向かって拡張して

いますが、経済力の増進が止まり、国内で諸課題

が続出すれば、外への拡張の長期化には耐えら

れないでしょう。先進国は低成長となり、新興国は

「中進国のわな」に捕えられ、そして、発展途上国

は民族問題や宗教問題などの大きな課題を抱え

るのではないかと思います。そういう意味で、アメリ

カだけが突出して経済が強くなる可能性はありま

す。オバマさんの人気が落ちても、次にヒラリー・クリ

ントンが出てきて「強いアメリカ」を演出し、アメリカ

だけが突出して良い時代が来るのではないかとい

う感じがします。

　２つ目は「下からのグローバリゼーション」です。

今までは先進国のフォーマルなグローバリズムだけ
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でしたが、発展途上国が、部族社会を抱えたままグ

ローバル化していった場合はインフォーマルなグ

ローバリズムが進行します。20世紀のグローバリ

ゼーションは、欧・米・日を中心としたトライアングル

で行われることが前提でしたが、現在は、情報化

(ICT)やモータリゼーションなどにより、部族社会の

ままで(経済制度の近代化を経ずして)グローバル

化できてしまうのです。問題の「イスラム国」も「下

からのグローバリゼーション」の一種と考えられま

す。彼らには最初から「国境」という意識はなく、携

帯電話やスマートフォンで楽々と越境ビジネスがで

きてしまいます。その意味で、改めてインフォーマル・

エコノミーのグローバル化という新しいファクターに

注目しなければなりません。

　私は、WTOが、こういう状況を促進させたと考え

ています。関税が撤廃され、国家が密輸業者を取

り締まらなくなりました。今までは高い関税をかけて

それが国の税収になるので、積極的に密輸業者

を取り締まる動機がありました。途上国には関税の

システムが十分でなかったところに、一気に自由化

が進み、密輸と正規の貿易の境目が曖昧になって

しまった。こういう状況が先進国社会にもじわじわ

と浸透してくるのではないか。合法と非合法の境

界が曖昧になり、人治の要素(部族社会の内輪の

ルール)が浸透してくることを恐れます。これが二番

目の「下からのグローバリゼーション」の恐怖です。

　３つ目に、「失われた時代の回復」が、一つの国

家イデオロギーにならないかと心配しています。例

えば、習近平さんが「中国の夢」を語る時、彼の歴

史上の視野がどこまで及んでいるかです。日清戦

争以前、いやアヘン戦争以前に戻そうと考えてい

るのではないでしょうか。そうすると、「琉球は中国

に朝貢をしていたので、沖縄は中国の国土であ

る」という中国の学者も現れることになります。われ

われの国際的なルールは、武力では「第2次世界

大戦で決まった国境を動かさない」ことになってい

ますが、「それは、中国(共産党)が発言できない場

で、アメリカが勝手に決めたルールだ」というのが

現体制の言い分でしょう。19世紀初頭の清国が

KOUZO KIKUCHI

●菊池　光造（きくち・こうぞう）氏
　1936年生まれ。国内外の労使関係、労働者の就業実
態に関して幅広い業績がある。とりわけ海外においては、
イギリスの鉄鋼町に住み込んで調査を行うなど、現場に密
着する形での詳細な実態把握を行ったうえで、精緻な分析
を加えてきた。近年は、グローバル労働市場の影響などに
も強い関心を持っている。
　主要な業績に、『現代のホワイトカラー――その地位と
労働生活』（共著、ミネルヴァ書房、1961年）、『労働組
合の機能と組織』（共著、ミネルヴァ書房、1966年）、
『労使関係の論理と展開』（共著、有斐閣、1975年）、
『現代イギリスの労使関係』上・下（共著、東京大学出版
会、1987・1988年）、『企業の海外展開と労働の再編
過程研究成果報告書』（編著、国際労働研究所、2007
年）など。

隆盛だった時代に戻るとすれば、朝鮮半島は中

国の冊封体制に組み込まれることになります。「北

朝鮮と韓国(朝鮮半島)を、どのようにして自分たち

の経済・政治・安全保障体制に引き込むか」が、

中国の21世紀における東アジアの基本戦略なの

かもしれません。

　ロシアと中国の国境線の問題もリスクを含んで

います。19世紀に中国はロシアにだいぶ領土を取

られています。私は中国とロシアは、そう簡単には

手を結ばないと思います。

　中国は、一番繁盛した時代に対するあこがれが

あります。今回の習さんの就任演説でも「中国の

夢は、最盛期の中国を取り返すことだ」と言ってい

ます。安倍さんの「日本を取り返す」も、それによく

似ています。ロシアのプーチンも、まさに「ソ連の時

代のクリミア半島とウクライナ東部を、もう一度取り

戻す」と決意しました。地政学的には、ウクライナは

西欧諸国の脅威を和らげる緩衝地帯として機能

してきたので、その喪失(NATO体制に取り込まれ

ること)は、ロシアの生存が脅かされることになりま
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す。国家存亡の危機です。西欧諸国を牽制する

ために石油・天然ガスなどのエネルギー資源を最

大限戦略的に利用し、軍事的にはクリミア半島と

ロシア系地区は絶対に手放さないという強い意思

表示をすることになります。このナショナリズムと復

古主義が危険を招く第3の要因です。このように、

３つぐらいの世界の大きな流れがあるのではない

かと思います。

２．インフォーマルなグローバリズムの台頭

【板東】　なかなか、大変な問題になっています

ね。「失われた時代」を取り戻すという発想が、1

つの支配の論理になってくるかもしれません。そう

いう中で、国際関係は、国と国との外交なのか、

もっとブロック化になるのか、どのように展開してい

くのでしょうか。あるいは、イスラム国のような新しい

勢力は、もともと国を分解されて、めちゃくちゃにさ

れたところから出てきたので、何もありません。

　古いレジームを取り戻した方が利益になる国と、

新しく展開してきたレジームを何とか守り、それでい

く国、そして、もう一方で、そのレジームに入れてもら

えなかった勢力という、大きく言うと３つの勢力にな

るのでしょうか。

【本山】　全く、そう思います。フォーマルなグローバ

リズムに対して、インフォーマルなグローバリズムがで

きだしたというのは、その通りです。中東のイスラム

国と称している人たちも、今までのゲリラとは全く違

う、莫大な資金を持っていますが、これは石油をは

じめとした密輸で得たものです。小物を隠して運

ぶ密輸ではなく、あのような巨大な資源を堂々と

密輸的な形で、トルコ経由で世界に販売していま

す。確かに、部族がそのまま近代国家を経ずにグ

ローバリズムに密着し、部族間の連携を生かして

大規模なインフォーマルなグローバリズムができて

いるということは、イスラム国の闘争を見ても証明す

ることができます。

　最近のデータでは、覚せい剤の消費量は日本

が断トツの１位で、一般市民の知らない所で、麻薬

取引が活発に行われているのです。これも、イン

フォーマルな国際的取引です。今まで、私は、アメリ

カや欧州が麻薬の世界一の消費国だと思ってい

ましたが、世界の３分の１の麻薬が日本で消費され

ているというのです。データそのものに信ぴょう性は

ありませんが、そのことについて、われわれ自身が

気付かない間に世界的なネットワークができています。

　２つ目は、世界は第１次世界大戦前の状況に戻

りつつあるのではないかと思います。例えば、イスラ

ム国の話ですが、1916年のサイクス・ピコ条約で

は、イギリスとフランスが秘密協定を結んで勝手に

国境線を引いたため、オスマントルコの下で一体化

していたアラブは、オスマントルコの敗北と共に切り

刻まれました。王様も地域の王様ではなく、メッカか

ら連れてきた英国支配下の知事が、全く知らない

ところで王様になりました。ハシム家がそうです。そ

れに対する反抗運動が起こり、結局、「オスマント

ルコに支配され、オスマントルコが敗退した後、アラ

ブの統一があったはずなのに、ばらばらにされた」

という恨みが、若者の心を捉えるスローガンになっ

ています。こういった運動を「世界的なテロの脅威

だ」と宣伝することにより、むしろ先進国の有り余

る軍事力をそういう方向に持って行こうとする陰謀

を感じます。

　大国支配の下で、無権利状態に置かれた少数

の民族が、自己主張をし始めました。自己主張をす

るときに、戦闘状態に入るので武器が必要です

が、なぜか彼らに資金が供与されるのです。そこ

に、少数者の反乱を支えていく、インフォーマルな金

もうけのネットワークがあるのです。そういう意味で

は、紛争が激すれば激するほど、潤うような闇の勢

力が出てきていると私は理解しています。キーワード

は「インフォーマルなグローバリズム」だと思います。
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【安室】 中世から近世になるときに、オスマントルコ

が非常に強かった時代に欧州はオスマントルコを

滅ぼしたのです。ですから、いまだにロシアも、欧州

も、アメリカも共通しているのは、イスラムに大きな国

家を作らせないということです。強い統一国家が

出来そうになると潰してしまいます。現在、アラブの

世界に強いリーダーシップを持った勢力が出てくる

とは思えません。欧米の戦略を見ていると、善意で

「立派な国をつくってあげよう」という気は全くあり

ません。

【菊池】　そもそも「何がフォーマルで、何がイン

フォーマルか」ということが、必ずしも世界的な合意

として成立していません。今の時点でフォーマルな

国境線というのは、ある意味では、中東について

は、第２次大戦後に人為的に作られたものです。イ

スラムに対しては、ど真ん中にユダヤの国「イスラエ

ル」をつくりました。先進国のエゴイズムでつくった

ものですから、その地域の民族や部族にとっては、

「自分たちの意思とは、全く反するものが作られ

た」という意識が根本にあります。そういう先進国

優位でつくったフォーマリズムを認めないことが、根

底にあります。「イスラム国」もその間隙をついて台

頭してきたといえます。

　中国が韓国と友好的になり、両方の国が、日本

に対して「反日」という形で対応するときには、訪米

した習近平が「第２次大戦の日本の侵略に対し

て、戦勝国の絆をもう一度考えるべきだ」と主張す

ることにもなります。ですから、フォーマル、インフォー

マルも、そのときの利害状況によって、さまざまに使

い分けられています。

【安室】　フォーマルエコノミーというのは、国家の

下に法体系、市場があり、その市場が法律によっ

て出来上がった一つの取引の場で、ビジネスはそ

れに従って行われます。所有権、財産権、知財も

そうですが、一つの法的なルールの下で行われて

いる経済活動がフォーマルとすると、インフォーマル

というのは、そういうものがない共同体、部族国家

です。彼らは彼らなりに部族の掟があり、ガバナン

スは効いていますが、ガバナンスの種類が違うので

す。どう考えても、「法治」ではなく「人治」という

か、彼らのコミュニティーの掟に従って統治されて

います。さらに部族や民族を超えた広域取引は、

宗教ネットワークの下で行われます。異民族同士で

も信者は裏切らないので、取引費用を削減できま

す。近代的な広域市場制度ができる以前は、宗教

がガバナンスの役割を果たしていました。その最た

るものが、広域商取引ネットワークとしてのイスラム

教です。アメリカではクウェーカー教徒やモルモン

教徒の信者社会がビジネスの有力なネットワークに

なっています。こうしたインフォーマル経済は伝統

社会に付き物ですが、最近の「下からのグローバリ

ゼーション」の担い手は中国で、その次はインドでは

ないかと思います。

【本山】　私もそう思います。シャドーバンキングの

問題は中国に固有だと思っていましたが、今、実

は、アメリカがシャドーバンキングで問題になってい

YOSHIHIKO MOTOYAMA

●本山　美彦（もとやま・よしひこ）氏
　1943年神戸市生まれ。貨幣現象を取り上げて、現代社会
の倫理的側面を明らかにしてきた。近年は米国主導の「グロ
ーバリズム」のいかがわしさを指摘する一方で、同国の世界
戦略や、対日経済圧力の実態などの問題点について、他の
論者に先駆けての解明を行ってきた。その成果は、『売られ続
ける日本、買い漁るアメリカ―米国の対日改造プログラムと消
える未来―』（ビジネス社、2006年）、『儲かれば、それでいい
のか―グローバリズムの本質と地域の力―』（共著、「環境持
続社会」研究センター、2006年）、『金融権力―グローバル
経済とリスク・ビジネス―』（岩波書店、2008年）などにまとめ
られている。最近の著書に『韓国併合―神々の争いに敗れた
「日本的精神」』（御茶の水書房、2011年）『アソシエの経済
学―共生社会を目指す日本の強みと弱み』（社会評論社、
2014年）がある。
　さらに、近年は日本国際経済学会顧問として、日本におけ
る国際経済学の発展にも力を注いでいる。
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ます。マーケットを通さない相対取引なので、当局

が絶対量や、取引の実態をつかむことができませ

ん。彼らが短期のリスクの大きい債券を扱いだしま

した。突然、頓死する可能性があり、リーマンショッ

クよりももっと大きな規模のショックが出てくる可能

性があり、FRBは非常に神経質になっています。

FRBも、「シャドーバンキング」という言葉を使って

います。そういう意味では、インフォーマルな形とい

うのは、途上国だけではなく、先進国にも入り込ん

できていると思います。

【板東】　一般的には「資本主義そのものが、おか

しいのではないか。もう終末ではないか」という議

論がされますが、近代における市場メカニズムのグ

ローバル化が出来上がってきた秩序が揺らいでい

るのです。要するに、国家が、市場を統括できなく

なってきているという問題があります。

【安室】　EUのような大きな枠ができて、統合の

度合いを深めることが、逆に国家の分裂、バスクの

独立など、独立運動の機運を高めることにつな

がっていると思います。

【板東】　そうです。国民国家が要らなくなるのです。

【菊池】　もともと、EUは人工的な構築物ですから。

【本山】　逆の見方もできます。例えば、「イラクの

フセイン政権を壊せば、近代的な国家ができるだろ

う」と、ブッシュ大統領がフセイン政権を倒しました。

部族間の連携の中でガバナンスができていました

が、それを壊して、新しい近代国家への模様替え

をすることができませんでした。結局、蜂の巣をつ

ついたような形で、分裂に次ぐ分裂が起こってい

ます。

　今、アメリカでデヴィッド・ハーヴェイが非常に注目

され、日本でも紹介されていますが、これは一種の

カントの地理学なのです。相手を知らずに、全て自

分たちと同一の国や地域と見るから紛争が起こる

のであり、相手の違いを全て熟知すれば、本当の

意味でのコスモポリタリズムができます。ハーヴェイ

は、「アメリカに欠けているのは、カント的な地理学

だ」と言い、地理学者としてマルクス主義的な復活

を成し遂げようとしています。ハーヴェイが若者に

人気がある理由は、グローバルなものの中の、ナ

ショナルなものとのせめぎ合いの中で、ナショナルが

どんどん権力をなくしていくという視点があるからです。

３．中国の動きと今後

【板東】　中国では共産党が出てきて、もともと部

族国家がたくさんあったものを、「共産党」というこ

とで強引にまとめ上げました。

　習近平は「人治では駄目だ。法治だ」と言い、

「法治」ということを国際的に非常に気にしていま

す。彼の「法治」とは、法律で今の利権告発を縛

り上げて、権力を強くすることです。そして、その利

権告発は薄熙来から始まり、軍隊のトップ、次に石

油のトップを粛清して打ち止めにするつもりです。

　私は、間もなく習近平政権は揺らぐ可能性があ

ると思います。中国には、いろいろな形を取った部

族国家がたくさんあり、部族国家の中枢である省

が21か22あります。上海、北京などの特別市が４

つあり、大きな自治区が５つか６つあり、自治区は

完全に独立志向が強まっています。そのため、中

国は崩壊過程をたどらざるを得ないと思います。

　先ほどの話と重なるのは「社会主義市場経済」

としたことが、中国の命取りになるのではないか。

市場経済であればもっと民主主義的な体制が進

まなければなりませんが、「法治」といっても少しも

民主主義ではなく、改革もいっこうに進みません。



− 15 −

【菊池】　中国の国内問題については、言われる

とおりです。別の側面から、国家として外向きにど

うなるかということについて、少し触れたいと思いま

す。つい先日、中国が「アジアインフラ投資銀行」を

つくり、アジア21カ国が署名しました。オーストラリア

も遅れて参画しました。これは、今まであった先進

国中心のアジア開発銀行と対立する形で、アジア

を固めることになります。それに対して、従来の先

進国タイプは国際復興開発銀行（世界銀行）、

IMF、アジア開発銀行という流れになっており、日

本はアジア開発銀行を支えるという形で動いてい

ます。それに対して、周辺諸国では道路や鉄道が

欠けているので、アジアインフラ投資銀行をつくり、

経済的につながろうというわけです。世界銀行、

IMFに対抗するものとして、「BRICs新銀行」もで

きています。

　さらに中国は「21世紀海上シルクロード」という

形で、中国に始まり、中近東を通って欧州の終着

点としてドイツ、オランダを目指すような、大きな経

済圏を構想しています。また、「シルクロードベルト」

という形で、内陸の経済圏を構築しており、世界

的規模での中国中心の経済圏、金融世界圏をつ

くろうとしています。行き着くところは、人民元の国

際通貨化を狙っているのでしょうが、そのような動

きをシステマチックにやっています。中国国内での

権力闘争はあるわけですが、指導部が変わっても

国家意思として世界に勢力展開を試みる方向性

は揺るがない感じであり、今後これがどのように動

いてゆくのかという部分に、非常に興味がありま

す。

【板東】　中国の国際構想は、南米、アフリカ、中

央アジア、ロシアを結ぶという形で、かなり進んでき

ました。

　中国の鉄工生産量が、１億―２億トンをつくる計

算で８億トンつくったので一挙に値段が下がり、日

本でも新日鉄などが非常に困っています。同様に

世界中のアルミ、銅など全て生産過剰となってい

ます。中国の国立経済統計がめちゃくちゃだという

ことが、この２〜３年で一挙に吹き出しました。数量

コントロールや統治能力は全くありません。非常な

過剰生産で中国でも困っていますが、国際的にこ

のような価格低下が起こったのは何十年ぶりかで

す。

【菊池】　中国はごり押しするところがあるので、南

西諸島を巡っても、海南島にある既存の基地から

ではコントロールが弱いので、南西諸島に軍事基

地、軍港を完成させました。勝手に海底油田から

の採掘を始めました。ときには自らを世界の大国と

いい、ときにはまだ途上国だからという言い訳を使

いつつ、国際法を無視してやるというところがあり、

そのへんが今後どのように動いていくかというの

は、日本にとっても厄介な問題です。

KENICHI YASUMURO

●安室　憲一（やすむろ・けんいち）氏
　1947年生まれ。専門は日本企業のグローバル化の研
究。最近では、中国をはじめとする新興市場国に注目し、と
くにBOP（Base of the Pyramid）の製品・サービス・人
材開発を研究している。
　主著には、『国際経営行動論』（森山書店、1982年）、

『グローバル経営論』（千倉書房、1992年）、『中国企業
の競争力』（日本経済新聞社、2003年）、『多国籍企業と
地域経済―「埋め込み」の力―』（お茶の水書房、2012
年）がある。
　現在、国際ビジネス研究学会の会長（2012－2015
年）を務める。
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４．アメリカの未来と対中政策、日本化する欧州

【板東】　アメリカの力が弱くなっているから、難し

いですね。オバマ氏になってからは本来アメリカが

持っている力以下にしか力が出ていません。

【安室】　多分、次期大統領はヒラリー・クリントンさ

んでしょう。アメリカにいなかったのは、黒人の大統

領と女性の大統領だったのですが、すでにオバマ

さんがいらっしゃる。次には女性の大統領が出るの

は既定路線のようなものです。ヒラリーさんは非常

に才能があり、有能です。そして、彼女ぐらい中国

に対して警戒感が強い人はいません。といっても、

実際に大統領になれば手のうらをかえすように親

中発言をするかもしれませんが。優れた政治家で

すから、個人的な好き嫌いで外交をするはずはあ

りません。しかし、ヒラリーさんはアメリカの地政学的

ポジションに対しては忠実に行動すると思います。

それは世界の制海権の確保です。とくに西太平

洋の制海権は１センチも譲らないでしょう。太平洋

戦争で日本と戦って手に入れた、まさに血と汗で

獲得した制海権を簡単に手放すはずはありませ

ん。アメリカが世界全体の海を軍事力で支配しな

い限り、アメリカ中心の国際貿易・金融体制、すな

わちグローバル経済がフォーマルな形で存続しな

いからです。

【板東】　今、アメリカは中国にたいていイライラし

て、共和党が一生懸命発言しています。

【安室】　中国はこのままでは東南アジアも引き付

けられません。南シナ海の領有権については、

ASEANの主要国はみんな中国に味方しません。

アジア開発銀行の代替のようなものをつくり、中国

の持っている外貨をうまく使ってという話をしてい

ますが、領土問題では敵対しています。国家として

統一されたイメージや戦略がない以上、中国がソフ

トパワーを行使する大国になるはずがありません。

【菊池】　しかし、そういう中国が、現実的にはかな

りの力を持ち、大国になっていることが、むしろ問

題なのです。アメリカ中心のTPPに対して、中国は

APECを自国の主導権でまとめようとし、さらには

「アジア太平洋自由貿易圏』（FTAAP）という形

で支配権を広げようとしています。これがどうなるか

ということも、注目すべき点だと思います。

【板東】　中国が成功しているのは、お金をばらま

いているからです。

【本山】　そうです。お金が短期化しているので

す。ですから、中国の試みや構想が分かり、アジア

インフラ銀行は非常に大きなキャンペーン力を持ち

ます。しかし、世界的なお金が日々、短期化してい

るので、何十年にわたる長期のインフラ投資にお

金が付いてきません。

　覇権を握ろうと思うと軍事力が必要ですが、軍

事力を支える経済力がなければ崩壊します。旧ソ

ビエトの崩壊は、まさにその典型例です。アメリカと

いえども、自国の経済力であの巨大な軍隊を維持

することは、もう不可能です。世界からお金を呼び

込まなければいけませんが、お金が短期化し、アメ

リカから世界にお金が流れているのです

　アメリカのFRBも、日本のアベノミクスも、膨大な

お金を注いでいますが、それは国家が債券を買い

取るという形なのです。その典型例が日本で、日本

の短期国債はマイナス金利になっています。マイナ

ス金利ということは、国が国債を買いますが、購買

した値段の方が償還のお金よりも大きいのです。

要するに、買ってやったが故に、国家が金利を

払っているということが、アメリカでも日本でも見ら

れます。

　世界から短期的なお金を集めるには、債券の値

を上げなければなりませんが、そのためには中央

銀行が買い取らなければなりません。結局、アベノ

ミクス批判にもつながりますが、債券を買ってもらう
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ことによりお金がもうかるのは、庶民でも製造業で

もなく、ファンドや一部の大金持ちなのです。そうい

う人々を利するのが、金融の超緩和です。アメリカ

と日本が先頭を切って金融秩序をめちゃくちゃにし

ているのです。

　アメリカの税収入の中に占める法人税の比率

は、20年程前までは30％ありましたが、今は10％そ

こそこです。それはアメリカの法人税が高いからで

はなく、より低いところに、お金が流れているので

す。日本も、「法人税を安くすれば、世界からお金

が入ってくる」というのは嘘で、一番大事なことは

関税をきちんと取り、利益に対して課税をするとい

う法治体系を確立しなければなりません。軽々に

言うべきではありませんが、私は、資本主義は袋小

路に入ったと思っています。雇用が全く増えず、結

局、金融ゲームで終わろうとしているのではないか

と思います。

【菊池】　生産年齢人口が減るので、生産性を上

げるためには高度な技術が必要です。いまや製造

業の展開には必ずＩＴ技術がつながっています

が、これは雇用を生まない技術なので、結果的に

雇用が増えず、賃金は上がらず、消費のダウンとな

るのです。

　この数年、欧州でも、「日本化」という言葉が言

われています。要するに、EU諸国が、「20年の失

われた経済」と言われた日本と同じような状況に

なっています。ユーロも「円」化し、欧州中央銀行

（ECB）は日銀化して、日本の後を追っています。

既にデフレになっていて、消費者物価が1％以上

は上がらず、成長率も落ちています。景気を少しで

も良くするためには、アメリカがやったように国債を

買って垂れ流すような形で貨幣を流通させるしか

ありません。その行き先は、ある意味では、日本の

姿を見ることで可視化されつつあるといえます。ア

ベノミクスに学ぶというのも奇妙な話ですが、欧州

では皮肉も込めて「日本に学べ」「日本のこれまで

の歩みを、もう一度勉強すべきだ」という風潮が、

かなり強くあります。その意味では、確かに、世界

の先進国経済は、袋小路に入ってきていると思い

ます。

【本山】　今の特徴は、一つの企業の中の技術

者集団が切磋琢磨するという時代ではなくなり、ア

メリカやインドなどの工科大学の同級生たちが世界

に散って連携を持ち、自分たちの集団を特定の企

業に売るのではなく、技術を高く買ってくれるところ

を転々とするので、古典的な意味での企業社会

は崩壊するのではないでしょうか。それが新しいグ

ローバリズムという形です。今、インド工科大学の留

学生の30％が日本人なのです。そういう状況に

なっているということは、大学も大変な時代になっ

てくるのです。結局、企業、組織というものがつぶ

れていく、恐ろしい時代に入っていくと思います。

【板東】　日本はまだ遅れている方です。欧州の

場合は、技術の継承はシステムが解体していま

す。その中で、イタリアだけが、ものづくりは基本的

に自国で継承し、自分たちの市場はきっちりと持っ

ています。

【安室】　ドイツが「自分だけが、お金を払ってい

る」という役割に甘んじるのか、「当然、これだけの

ことをしてあげたのだから」と権利を主張して、もう

一度欧州の主人のような顔を始めるのか、私は、ド

イツが欧州でどのように動くのかが今後のキーだと

思います。

【本山】　ドイツはギリシアの危機を救いましたが、

見返りがないのです。確かに、ドイツの動きは気に

なります。

【安室】　ロシアが力を付けてきています。ドイツと

ロシアは真ん中にポーランドをはさんでいます。ロシ

アが欧州に出てきてもリーダーシップが取れませ

ん。ウクライナのようなことが起こって、結局、欧州

が全体に動くことになります。その時にドイツがどの

ようにリーダーシップを振るうかということになります。
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５．日本の行方

【菊池】　2014年春に日本中を震撼させたのは、

やがて地方都市が消滅するという予測の公表で

した。消滅するかどうかは別として、地域から、特に

若い女性たちが大都市へ出ていけば、地域の人

口がどんどん減り、自治体として体をなさなくなりま

す。これをどう阻止するかが、これからの日本の重

要な課題になります。

【安室】　私の世代はベビーブーマー世代なので、

出生数は年間250万人くらいいましたが、今は100

万人強に過ぎません。現在は毎年30万人足らず

が減少しますが、われわれがいなくなる頃は、毎年

150万人ずつ人口が減少するでしょう。神戸市が

人口145万人なので、神戸市がなくなるような人

口減が数年続くということです。

【菊池】　1800ある自治体のうちの約900が、40

年後にはなくなるということです。

【安室】　それを前提に、経済も、社会も、政治も

考えていかなければ。出生率を上げることは、ほと

んど不可能です。

【菊池】　日本がどのように対応するかを、考えた

いと思います。その意味でもやはり、「女性が輝く、

活躍できる社会を」と打ち上げた安倍政権がどう

なるかは気になるところです。安倍政権もなかなか

難しいところにきています。「アベノミクスは、うまく

いっている」と一生懸命宣伝していますが、消費

税を上げるのか、上げないかということを非常に悩

んでいるところです。私に言わせれば、安倍さん

は、消費税を上げる勇気はないと思っていますが

（この座談会が公表される頃には結論が出ている

でしょう）、専門家の間でも、自民党の中でも意見

が分かれています。

【安室】　震災特例で、私たちの所得税は２％プラ

スされていて、とっくの昔に消費税が２％上がって

いるようなものなのに、誰もそれについて言わない

のはどうしてでしょうか。

【菊池】　世論調査で、今の時点で73％が、消費

税の2段階目を上げることに反対しています。政権

の問題を考えると上げられないのではないかと私

は見ていますが、上げなければ上げないで、社会

保障・税の一体改革といいながら、2.8兆円に対し

て1.35兆円ぐらいしか、社会保障財源に回すこと

ができず、公約違反ということになります。しかも、

消費税を上げて財政再建の姿勢を示すという側

面では、国際的に見ると「安倍政権は、それをやる

ことができない政権だ」という不信感が出るでしょう。

【板東】　全体からすれば、私はマスコミに対する

基本的な世論操作を含めて、安倍内閣はひど

かったと思います。実際にやっている以上に、ひと

つも評価をしてもらえず、「全然、景気がよくならな

い」という意見が非常に多いのです。今までの内

閣と比べると、実質的にはいろいろなことをやって

います。国民全体からは、「何かやっているけれど

も、何も私たちにはいいことはない」という調査結

果が多いのです。

【菊池】安倍首相は靖国参拝、特定秘密保護法、

国家安全保障局、集団安全保障、集団的自衛権

の閣議決定などをやってきて、まさに日本の誇りを

取り戻すつもりでいるのかもしれません。しかし、こ

れを国際的に見ると、「日本は、そこまで右傾化し

つつあるのか」という、批判的な目が多くあることも

知っておく必要があると思います。

【板東】　全体としては格好よく見えますが、政権

としてのソフトは全く弱いのです。これが政権の課

題です。ひょっとすると消費税のために解散・総

選挙などという物語がでてくるかもしれませんが。

本日はどうもありがとうございました。

（2014年10月27日大阪市中央区、国際経済労働

研究所にて収録）


