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〔座談会〕2014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　　　本山　美彦
京都大学 名誉教授　　　　　　　　　　

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

特集

【板東】　本日はお集まりいただきありがとうござい

ます。一昨年くらいから、地球全体が多極化し、

色々なところで「グローバリゼーション」の動きが起

こり、一貫した一つの方向で流れているとはとても

思えません。それに対応するように、経済が全体と

して不況ということもあり、どこも指導力に揺らぎが

出ています。その結果、どこに到達するのかはっき

りしないような指導力の低下が特徴として見られま

す。特に2013年はそのような状況が顕著にみら

れ、おそらく2014年、2015年に向かって、動揺や

指導力低下が続いていくように思います。

　今回は、そういったテーマから話を始めましょう。

地域や国について、分担していただくことにこだわ

ることなく「この世界情勢をどう見るか」ということ

に焦点を当てた話をお願いしたいと思います。

　21世紀初頭は、アメリカ一極集中の傾向が強

かったのですが、それが破綻し揺らいでいます。オ

バマ体制ができ、「チェンジ」から新しい方向が見

え始めたかと思いましたが、オバマ体制そのものが

それほど強力でありません。支持基盤からしても、

ニューリベラルであったことは事実ですが、それほ

ど大きな力を持っていません。結局、2010年代に

入ると、指導力の衰退と分散が起こりました。

　また、オバマ大統領の指導力、特に国内の指導

力が低下しています。そして、経済政策や、国民を

統合するための政策で、共和党との間で大きなズ

レができています。しかし、共和党も一定の方向を

もっているわけではなく、「オバマケア」を中心にし

た国内政策の分裂の中で、両方が力を落としてい

ます。その結果、グローバルな政策についても、オ

バマの指導力の低下が見られます。

　ＥＵは、ギリシャから始まった南欧の財政、経済

力の危機があります。ドイツ一国が主に頑張ってい

ますが、やや後退期に入ったような傾向がありま

す。実はドイツも、ＥＵをケアするために自分たちの

犠牲を払わなければならず、必ずしもメルケル首

相の指導力が今までどおり続くかどうかは分かりま

せん。従来のアメリカとＥＵとの提携の上での世界

的な指導体制も困難になってきました。

　中国では、民族独立や反政府運動が至るとこ

ろで起こっていますが、当然といえます。国内にお

ける大きな所得格差があり、国内での公害に対す

る運動も強くなっている中で、習近平体制がどうな

るかが焦点です。私は、2020年までもつのかどうか

と思います。中央主導体制が揺らぐ一方、国内の

富裕層はますます拡大し、格差が広がり、それを打

１．問題提起―混迷し揺らぐ世界情勢とその転換の概要



－ 8 －

ち消すために、海外へ眼を向けさせ軍事力を高め

ています。政治的指導力としては一層衰退してい

く傾向があります。

　一方、新興国は非常に成長していますが、安定

的に成長するというより、ある程度の揺らぎを持ち

ながら伸びています。そのため、国際的な平和維

持や政治にも課題が出てきますが、これをどのよう

に位置付けるかということです。

　日本は、安倍体制がようやく１年たち、「アベノミ

クス」もある程度、成功しています。しかし、これも決

定的なところまではいっておらず、あと１年くらいが

問題でしょう。ただ、オリンピック誘致に成功したりと

ラッキーなところもあります。その中で、積極的に首

脳外交に出たり、新しい体制づくりに動いている

点は期待できます。国内政策の整合性も、これか

ら問題になってきます。安倍政権は国際的にも期

待されており、日本にとっては久しぶりに巡ってき

た、世界の混迷の中で少し際立つ能力が見えてく

るのではないかという感じがします。

　「世界情勢の転換」ということでは、今日は奇麗

な話というより、混迷する世界をどう見るか、その中

で日本がどうしていくのか、といった観点からお話を

お願いしたいと思います。まずは本山さんから、お

願いします。

【本山】　歴史は非常に複雑な動きをしており、単

純な強い要素が推進力になるということは、残念

ながらありえません。今は色々と絡まっていて本当

に予測不可能です。事後的には分かりますが、予

測不可能なものが歴史です。

　いま目立つのは、「グローバリズムは、そこに適応

しなければいけない」と思い込んでいた人々が、格

差社会が露骨に表れ、決して幸せな結末を迎え

なかったということを悟ったということです。人々は

「これではいけない」と本能的に分かり、民族を問

わず、多くの人たちが自分たちの古きよき時代を懐

かしみ「あのときは、よかった」という気持ちを持ち

始めました。

　そして今、「外交」がキーワードになり、指導者た

ちは外交能力で判定されるようになってきました。

その意味では、日本で「ナショナリズム」とは保守へ

の回帰で、「日本的なよき時代をもう一度復活させ

よう」という思い、安倍首相の言葉でいえば「日本

を取り戻せ」ということが、人々の心を捉えました。

「日本を取り戻せ」とは、文化活動などではなく、仮

想敵を作ることなのです。外交問題を前面に出す

ことで衆議院選挙で勝利したのは、過去の日本の

選挙では非常に珍しい例です。

　これは、世界的にも共通項としていえます。平和

的な外交ではなく、「激しい対立の中で力でねじ

伏せた」ということが外交になっていて、庶民たち

はそれに憧れるのです。ですから、政治的な指導

者たちは、意図的にそうしているのではないかと思

います。

　ただし、中国の例を見ても分かるように、その国

の最も大きな集団の民族としてのナショナリズムが

高揚して、少数民族が弾圧されています。これは、

常に歴史で証明されています。少数民族と言って

も、本当は少数ではなく何千万といった単位です

が、大きな集団の民族から比べると相対的に少数

な大きさの民族です。外交的に成功するために

は、内部の異分子や雑音を弾圧するという時代に

入りました。1960年代の平和で穏やかな時代で

はなく、非常にとげとげしい時代になってきました。

そのような雰囲気が、各職場、各地域に伝わって

いくと、私は思っています。要するに、グローバリズ

ムの反対の動きが、「保守回帰」という形で世界

的に言い出された時代だと、私は理解していま

す。

【板東】　ありがとうございます。続いて、菊池さん、

お願いします。

【菊池】　私はもう少し具体的にお話ししようと思

います。とげとげしさもあると思いますが、特に2013

年から世界的規模で顕著になっているのは、覇権

の交代、せめぎ合いが本格的に表面化してきたと

いうことではないかと思います。

　そういう意味では、板東会長が最初に位置付け

されたように、やはりアメリカが非常に衰退傾向に

あり、世界での影響力が徐々に下がってきていま

す。そのため、アメリカは、その支配権の維持に苦
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労しています。それに対し、軍事力でも経済力でも

世界第２位で、アメリカに迫る中国があります。この

対立は、はるか20年以上前、「21世紀は、文明の

対立か」と言われましたが、現実的に国際的な情

勢の中で、いまや真っ向からぶつかり合うように

なってきています。

　アメリカは、自らが主導するＴＰＰという枠組みで

支配圏を固めようとしています。一方中国はＡＰＥ

Ｃを中心に、「ＡＳＥＡＮプラス」をどのようにするか

という構図の中で、中国がＡＰＥＣを取り仕切ると

いうビジョンで対立している感じです。米・中のこう

した動きによってアジア諸国は揺さぶられ、最初の

問題提起で言われた多極化の中で、様々な国が

どのように巻き込まれ対応するのか、またそれぞれ

の国の庶民が、どのように自分たちの立ち位置を

考えて対応するかということが迫られていると、私

は感じます。

【板東】　ありがとうございます。それでは、安室さ

ん、お願いします。

【安室】　マクロの話からさせていただきます。結

局、中国、韓国が経済的に成功し自信を付けてき

たことが、極東アジアにおける一つの重要な変化

です。

　中国は一人当たりの経済レベルが、ＧＤＰでもか

なり貧しいですし、公害でも多くの問題を抱えてい

ます。ですから、ハードランディングをせず、2020年

に経済成長率を5.8％にスローダウンするというの

が今の考えです。「習近平の任期が終わる時点

で、アメリカの経済規模に並ぶ」というのが、中国

の構想です。「2020年にアメリカを凌ぐ」と言って

いますが、そこに至る間に高齢化がきて、社会保

障費や公害の問題で経済に行き詰まるのではな

いかと思います。今、相対的に中国が強くなり、アメ

リカが弱くなっていますが、完璧な逆転は起こらな

いと思います。

　韓国の貿易は、対日米の合計よりも、中国に対

する貿易の方が多くなっているので、どうしても中

国経済に引き込まれていきます。しかし、もし中国

の経済がアメリカほども大きくなれば韓国は飲み込

まれ、逆に中国の景気が悪くなれば、共倒れにな

る危険があります。そのため、韓国の米中等距離

外交という政策はどこかで行き詰まり、アメリカに

“踏み絵”を踏まされることになるだろうと思いま

す。具体的にいうと、アメリカは韓国に、ＭＤ（ミサイ

ル防衛構想）に入るよう積極的に働きかけていま

すが、韓国が断っているのは、北朝鮮を刺激する

危険性があるというよりも、中国の反対を恐れるか

らでしょう。韓国の対応によっては、アメリカは韓国

に駐留する米軍を削減するかもしれません。そうす

ると、アメリカが意図する中国包囲網－ＴＴＰはそ

の一例と思いますが―の鎖の一番弱い部分が韓

国ということになってしまいます。韓国が中国に取

り込まれ、日清戦争以前の状態に戻ってしまうの

か、それとも、日米韓の連帯を守って自由主義の

砦として自主独立を貫くかが、極東アジアの今後

を決める重要な鍵ではないでしょうか。韓国の米
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中等距離外交という離れ業は、いずれ行き詰まる

でしょう。この韓国の動向いかんが、日本の将来の

外交や政治に大きなインパクトを与えるでしょう。日

韓関係の修復、日米韓の連帯維持が、これからの

最大課題になるのではないでしょうか。

【菊池】　アメリカについては、おっしゃるように、共

和党がある意味でめちゃめちゃになってしまいまし

た。前の2010年の中間選挙では、共和党が議席

数を大幅に伸ばしました。これは、ティーパーティー

に押されて、「オバマケアに反対する」ということを

公約にした候補者が多く当選したためです。しか

し、ただ草の根の利己主義・保守主義に乗っかっ

て「小さな政府」一本槍できており、その先のビジョ

ンや政策を持たないでやってきています。

　今度の対立にしても、2014年の中間選挙を頭

に置いて行動しているので、多くの議員が選挙向

けのパフォーマンスをしています。ですから、アメリカ

の中でも、今回の「デフォルトになるかどうか」という

ぎりぎりのところまでいった問題では、世論調査を

すると、67％が「共和党が悪い」と答え、「オバマが

悪い」というのは50 ～ 53％くらいです。国民一般

の意見としても「選挙を意識したパフォーマンスで、

国益を損なうようなことは納得できない」という方

向が出ているといえます。

　結果的には、ご指摘のように、オバマはデフォル

ト問題を抱えて、外交に出てくることができません。

ですから、ＡＰＥＣにも来られず、ＴＰＰにも自分は

出席できず、ケリー国務長官が出てきましたが、大

統領が来るのとではインパクトが全く違います。そ

の意味では、大きなマイナスを背負ったといえると

思います。ですから、アメリカとしては、国際情勢の

中で巻き返しができるかどうかというのが、これから

の課題だと思います。

【本山】　私からは、アジアにおけるアメリカのパ

フォーマンスに関してお話しさせていただきます。

　まず、アメリカは、軍事的なプレゼンスをアジアか

ら小さくしていくだろうと、私は思います。2013年９

月18日に、下院軍事委員会の公聴会が開かれ、

そのテーマは「強制財政削減」でした。これは、向

こう10年間にわたり、国防予算を自動的に大幅削

減するという、大変なことなのです。要するに、「予

算を削減されたときに、アメリカ軍（海、陸、空、海

兵隊）はこれまでの軍事的な活動ができるか」とい

う公聴会です。そこでは、「強制財政削減が続く

と、アメリカ軍には『1つの戦域における主要作戦』

において敵を打ち破る能力はなくなってしまいかね

ない状況になってきている」ということを示唆する

内容が、軍関係者から率直に語られたといいます。

　これは、アメリカの、アジアにおけるプレゼンスを

予兆させるのではないかと思います。例えば、沖縄

から海兵隊をハワイに移したり、先ほど言われたよ

うに、韓国の駐留軍を削減してその分だけ韓国に

自立的防衛力を求め、日本には集団的自衛権を

求め、「アジアにおける同盟国においては、それぞ

れ軍事負担を自分で増やしてください」というのが

アメリカの政策だと思います。今度は、特に日本

が、集団的自衛権といった形で、国内世論をまと

め上げることができるかどうかが重要になってきます。

　アメリカのプレゼンスがアジアで縮小するのに伴

い、各国が肩代わりしなければならず、国内的に

分裂するでしょう。これを、中国が非常に上手に使

う可能性が強いと、私は思います。

【菊池】　プレゼンスをどのように考えるのかという

ことがありますが、アメリカのアジア戦略が、軍事面

でも変わらざるを得なくなっていると思います。言

われるように、財政的な縛りが掛かっています。最

初は、中国からのミサイルが届かないところから攻

撃力を発揮する、「ジョイント・エア・シーバトル

（joint air-sea battle）」という形で考えていまし

たが、ミサイルの開発、整備に非常に金がかかるた

めに許されず、「オフショア・コントロール（offshore 

２．アメリカ―オバマ大統領の指導力の低下と経済・政治の低迷
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control）」という形に転換しました。

　これは、遠距離からであればアメリカ一国のミサ

イル兵器で攻撃できますが、そうではなく、同盟国

と手を組んでいかに封じ込めるかというものです。

九州南部から南西諸島、フィリピン、あるいは中国

が言う第一次列島線から外に出ることを阻止す

る。有事のときにはそこで海上封鎖をする形になり

ます。中国の場合はシーレーンで中東からの石油

を持ってくるので、それをストップするような戦略に

変わってきているのは事実だと思います。そうなる

と、どうしても一国の力ではできず、アメリカと協力

してくれる国に負担を掛けなければなりません。そ

れが果たしてうまくいくかどうかはまだ不透明です。

【安室】　今、アメリカを中心にやろうとしていること

は、結局は第二の冷戦構造で、中国封じ込めだと

思います。前政権の民主党、とくに鳩山・小沢路

線は明確に中国寄りでしたが、そこに中国が付け

込る隙があったと思います。この時に、中国が日本

や韓国を引き込んでいく動きが活発になり、逆にア

メリカはその巻き返しを意図したと思われます。こ

の時期に、韓国も外交政策を米国寄りから中国寄

りに切り替えています。結局、民主党内のクーデ

ターにより、鳩山・小沢ラインが否定され、尖閣諸

島の国有化を契機に、中国は反日路線に転換し

ます。アメリカは、その後の東日本大震災の「ともだ

ち作戦」などを経て、日本との連帯を回復していき

ます。つまり、アメリカは「日本を取り戻す」ことに成

功し、中国は失敗したことになります。日本とアメリ

カという世界第１位と第３位の経済圏がくっつけ

ば、相当強力な経済ブロックができます。それが、Ｔ

ＰＰだろうと思います。

　中国が「ＴＰＰに加盟する意向もある」と言って

いますが、おそらく同じ社会主義のベトナムの動向

を探っているのだと思います。韓国もそのような動

きを出してきたのは、「日本が入ってからであれば、

韓国が『入りたい』と言ったときに、反対されるので

はないか」という読みがあるからでしょう。

　アメリカは、安保の強化とＴＰＰの両輪で日本を

取り込み、自国の弱みを補おうとしています。あとは、

東南アジアを巻き込むことができれば、一応、中国を

封じ込めたことになります。この動きを阻止できなかっ

たことが、中国の外交上の失敗ではないでしょうか。

【板東】　今までの皆さんの問題は、私もそのとお

りだと思います。

　オバマの失敗はかなり明確で、巻き返しが非常

に大変だと思います。しかし、世論でも相当、共和

党に批判が出ていて、何かの形で歯止めを打た

なければならなくなると思います。

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。

【板東】　アジアに話を移しましょう。韓国では、朴

槿惠大統領の動きがよくわかりませんが、彼女は

一貫して反日本の考えをとってきました。しかし、韓

国は、中国と同じぐらい統計が怪しいのです。

３．アジア―中国経済・中央政権の混迷、韓国の動向とロシアの南進
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　一国のGNPの約50％を電機メーカー（サムス

ン）が占めていますが、それも最近、財務的にぼろ

が出てきました。営業のマーケティングと製造部門

を直結させ、その間に日本の人材を入れて巻き返

しを図ってきましたが、最近非常に問題が出てきた

ため、はたして支えられるのかという問題が起こっ

ています。そのため、韓国はこれから徐々に方向

転換をせざるを得ず、中国に寄るのではと思いま

す。しかし、中国に引き込まれることについても、国

内世論の反対がかなり出てくると思います。

　もう一つは中国ですが、私は、皆さんの言われる

「首脳部が強い」というニュアンスとは全く反対で、

2020年くらいに崩壊する可能性があると思います。

　李克強首相は今のところ目立っておらず、習近

平に主導されているように見えます。しかし、かなり

はっきり、習とは違う言い方をしています。ただ、今

のところ、あまりにも富裕層を儲けさせたので、庶

民の間にも不信感が高まっています。従って、今

回のように半分でっち上げに近いともいえるような

ウイグル族との敵対関係などをつくって、外部に対

してますます強く出てくると思います。そうなると、

政権はますます弱体化して集中力を失っていきま

す。“リコノミクス”は完全に失敗で、庶民の大半は

支持していません。

　一つは、経済的に膨張しすぎて、各省の財政が

パンク寸前までいっています。統計はほとんど正確

ではありません。地方の財政収支も厳しい状態です。

　それからもう一方では、中国の軍隊は、省単位

で独立したものの集まりです。各省が動き出すと、

軍隊は省と一緒に動く可能性があります。軍隊の

全国統一性はありません。しかも、前のような将軍

がいないので、天安門事件のように北京で何か起

これば、収める人はもういないという危険性があり

ます。ただ、若手将校団が「近代化」と、徹底的に予

算で上を攻めているといった状況もあるようです。

　中国政権の危機的状況の中で持ち出したの

が、習近平の「中国、中華」です。民族主義という

よりは、漢民族による大中華主義なのです。これも

非常に曖昧で、少数民族のウイグルの独立運動

をはじめ、いつどこで何が起こるか分かりません。ウ

イグルでは年間2,000ほどの暴動が起こっていて、

ほとんど武装闘争です。単なる対立ではなく、漢

民族がウイグル族の利権、生活権利を奪っている

からです。チベットもそうです。公安を導入したりし

て、武力弾圧が強まっています。そういったことへ

の恨みが、反発と共に出てくると思います。この意

味でも、私は非常に権力は脆弱だと思います。

【菊池】　デモ・暴動が年間20万件、１日に600件

というのは、すごい数です。内部が大きな問題を抱

えていることは、今までの話で明らかです。

　中国としては12億の民を、それも階層差がある

わけですが、とにかく食べさせなければならないと

いうことで経済成長を急ぐとともに、国内矛盾を激

発させないためにも強引なくらい外に向かっても出

て来るわけです。その意味では、ここは板東会長と

主張が異なるかもしれませんが、中国はなかなかに

しぶとく、対外的にも考えて行動しているのではな

いかと思います。

　例えば、今度のＡＰＥＣでも、アメリカ・オバマが

来られないのに対して、習近平は総会に乗り込む

前にインドネシアに行きました。今までもインドネシア

との経済協力はしていますが、今回は宇宙、海洋

での技術協力、さらには163億ドルの金を積んで

「投資マネーの流出と通貨下落に苦しむインドネシ

ア」のためにスワップの枠組みまで作って協力する

姿勢を示しました。ここには中国の明確な意図があ

りました。2013年はインドネシアがＡＰＥＣの議長国

で、2014年がまさに中国が議長国なのです。その

次の2015年はフィリピンが議長国です。フィリピンと

中国は、南シナ海を含めて領土問題で対立してい

るので、中国としてはその前に「ＡＳＥＡＮの盟主」

インドネシアと話をつけてＡＳＥＡＮを取り込み、ＡＰ

ＥＣ総会の議題調整から筋書きまで全部やること

ができるのが2014年なのです。中国は外交的なア

ジアでの影響力を、そこで定着させるのだという読

みでやっていると思います。

【板東】　よく分かりますし、そういった意味では全

然否定しません。中国としては、インドネシア、マレー

シア、ベトナムは、ＡＳＥＡＮの中で協調しなければ

いけない国です。
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　しかも、アジアには中国の華僑がたくさんいます

が、各国の華僑は全部対立しています。私はよく

現地に行くので知っていますが、香港とシンガポー

ルの華僑は全く仲良くありません。ベトナムとタイの

華僑も、各国ごとに利害が違い対立があります。

　私は、2020年までもつかどうか、もったとしても、

内部が反乱状態で、政府が集権的なことができる

ほど力がなくなるのではないかと見ています。

　それから、ロシアと中国については、明らかにロ

シアは、南進政策で日本と組みたいのです。ハバ

ロフスク州の一番中心は人口500万人ぐらいです

が、中国の旧満州は３州合わせて１億1,000万人

で、１つの州に3,000 ～ 4,000万人います。プーチ

ンが恐れているのは、中国人がシベリアで商売をし

て定着してしまうことなのです。一方、ロシア人はみ

んなロシアよりモスクワを向き、なかなか定住しませ

ん。結局、プーチンは日本の企業をシベリア州に

持ってきて中国人の流入を抑制したいのですが、

成功しがたい面があります。しかし、最近はかなり

本気に近いとみられます。ただし、ロシアは南進に

ついて一方で手を打っていて、米国のシェールガ

ス問題があるので、中国に大量の石油を流すこと

も考えて、協定を行っています。昔のような開発政

策で共同するのではなく、非常に多角的に行って

いる傾向があります。それが、今後どのように動い

ていくのかです。

【本山】　今、板東先生が言われたような中国内

部の崩壊現象が起こるとすれば、それを食い止め

ていく対外的な仮想敵をつくらなければなりませ

んが、そのときに一番作りやすいのが日本なのだろ

うと思います。日本人は黙っているので、いくらでも

強気に出ることが可能です。

　その場合に気になることを申しますと。先ほどの

ＡＰＥＣの話で、10月７日に、習近平がプーチンとバ

リ島で会談しています。そのときに、2015年、対日

戦争、戦勝70周年記念なので、合同で記念行事

を開催したいと申し出ました。それを受けて10月８

日に、今度は、中国の駐米大使の崔天凱がワシント

ンで演説を行い、「日本は、第二次世界大戦後の

国際秩序に従うべきである」、つまり「戦勝国がつ

くった、国際秩序に従え」と公言しました。

　もちろん、政治的なインパクトがあるとは思いませ

んが、少なくともＡＰＥＣ、ワシントンの場で、わざわざ

それを言ったということは、当分、日本を「仮想敵」

として、中国内部の分裂を何とか押さえようという

読みが見えます。

【安室】　私はそれに対して、少し違う見方をして

います。私の大学（大阪商業大学）では北京の中

央財経大学と学生交流をしています。昨年は向こ

うからの申し出で、安全を保障できないために交流

を１年ストップすることになりました。しかしせっかく

勉強したので、日本人の学生だけでプレゼンを行

いました。今年は、先月になって急に日本へ「行き

ます」と言ってきました。

　政治は対立状態ですが、観光客が戻ってきて

いるということも含めて、経済や文化交流は行おう

という動きがみられます。尖閣諸島の問題の棚上

げ論を持ち出し、「この話は先にしよう。とにかく、

仲良くしよう」という感じに持ってくるのではないか

と思います。

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）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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　これをされると、韓国は外交の梯子を外されて、

中国と一緒に日本と対立するという構図が描けな

くなり、窮地に陥るのではないかと思います。

【板東】　事実上の中国の痛みが大きいのです。

日系企業でいえば、自動車や機械、スーパーなど

の流通産業は儲かるので、日本は断固として逃げ

ません。しかし、それ以外は、みんな一斉に撤退し

ました。そのため、実際の痛みが大きいので、中国

の中央が困っているのです。

　さらに、中国の代わりにベトナムやミャンマーに進

出し、中国は目の前で行きすぎるのを見ているの

です。面白いもので、経済や本当の人の流れが国

際的な立ち位置を決めるようなところがあります。

【安室】　中国から日本への留学生が大幅に減る

かと思いましたが、昨年、今年と実は増えていま

す。留学生は、中国よりも日本でチャンスを見つけ

ようとしています。

【菊池】　日本にとって、韓国および中国との関係

は厳しい状態になっていますが、一つの救いは、ロ

シアのプーチンが割と本気で、経済的利益も含めて

「日本と、何とかしよう」という気になっていることで

すね。

【板東】　プーチンは、自分の政権の寿命を考え

て、自分の目の黒い間に、その問題は解決したい

と思っているでしょう。ですから、二島返還でも何で

もいいので、党を丸め込んででもこの問題をやっ

て、「日本の技術と労働力、むしろ人材を、シベリア

へ引き込みたい」という熱意が非常に強いのです。

　シェールガスができたので、ロシアは完全に石油

市場を失い経済的にも大打撃なのです。ですか

ら、何とか日本に石油を買ってほしいのです。

【菊池】　そういう意味では、無尽蔵とまで言われ

るシェールガス・シェールオイルを手に入れたこと

で、アメリカにとっては産油国としての中東諸国に

気を使う必要が無くなる。和平問題を含めて厄介

な中東の重みから手を抜くことができるのです。で

すからアメリカは、アジアでのプレゼンスを弱めると

いうよりは、「中東よりもアジアに軸足を」という動き

になるのです。

４．ＥＵ―金融危機への対応と経済の建て直し

【板東】ＥＵについてはどうでしょうか。

【本山】　この２年間、ヨーロッパは、ギリシャ、スペイ

ンなどの問題に苦しみ、投機筋はユーロからの離

脱を願いましたが、どこの国も離脱しませんでした。

結局、ユーロには、まだ“錦の御旗”があるのです。

メルケルはＥＵで、今度の金融危機に対して、自国

の予算に匹敵すような膨大な援助を与えました。

普通であればドイツ人は怒るはずですが、少なくと

も選挙に勝ったということは、ユーロを維持の方向

でいくでしょう。ユーロの維持というときに、メルケル

は「金融の一種の締め付けという形で、アメリカ的

な方法になってはいけない」と言いました。昔から、

「金融引き締め」は現実にはできていません。た

だ、世界的に、金融に対する見直しが始まる時代

だと、私は思っています。

【菊池】　ヨーロッパについていうと、確かにメルケ

ルは一人勝ちで、唯一ヨーロッパで安定しているの

はドイツです。ユーロ圏に対するメルケルの姿勢

は、根本は各国が自立して経済をやるべきで、「助

けるけれども、まずその前に、自国で緊縮をやりなさ

い」とプレッシャーを掛けているので、これがあるから

メルケルはドイツの中でも支持されているのです。

　この半年ぐらいを見ていると、ヨーロッパ経済は

少し改善されつつあります。６カ月連続でＥＵの景

況は改善されつつありますが、まだどこまで続くか

は分かりません。

　そういう中で私が注目しているのは、ＥＵの金融・

財務相会議が出した報告書です。スペインは、ほ
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ぼ危機を脱し、ギリシャについても、借金を返してく

れる方向になりつつあるという、今後についてのあ

る程度、楽観的な見方を示しています。　しかし、

それは一方では、「必ず各国の中で緊縮財政を

行って、国際収支の改善をしなければいけない」

ということがセットになっています。

　その結果として、各国の実態を見ると、フランス

はオランドの社会党政権になって１年半以上たちま

したが、景気は全く駄目で、生活がよくならない。労

働組合や庶民の反発が非常に強くなっています。

反オランドの大規模デモンストレーションが起こるほ

どです。

　スペインも緊縮政策を実施することによって経

済危機を脱したわけですが、国民生活は逼迫して

失業率も高く（若年層失業率50％超）、血の気の

多いスペインで、社会的には非常に荒れています。

イタリアでは、公務員の賃金凍結や雇用政策の縮

減などを含む緊縮財政を打ち出した2014年度予

算案に反発したストライキと大デモンストレーション

が展開され、一部の民衆が暴徒化したという動き

があります。

　他方では、これらの動きとは少し違う次元でＥＵ

やユーロを揺るがす要素が胎動しています。例え

ばメルケルが圧勝したドイツ総選挙で、由緒ある自

由民主党（ＦＤＰ）が、いわゆる「５％条項」で議席

を持てなくなりました。ＦＤＰが得票率4.8％に留

まったのに対して、「ユーロ圏の解体」を掲げる新

党「ドイツのための選択肢」が4.7％を獲得し、もう

少しで議席を持てるようなところまで出てきました。

これは、ネオナチ的なものとは一線を画しますが、ド

イツファーストで、ユーロ解体と共に「移民に対する

厳しい制限」を求めています。フランスでも「移民

排斥」を掲げる極右政党「国民戦線」が支持基盤

を広げています。

　イギリスではキャメロン首相率いる保守党がピン

チを迎えています。次期下院選挙で保守党が労

働党に敗北することは、多くの議席予想で確実視

されていますが、今の段階での世論調査で、労働

党支持が37％、保守党支持33％、保守党と連立

を組む自由民主党11％、これと肩を並べて「イギリ

ス独立党」（ＵＫＩＰ）が11％の支持率を獲得して

存在感を高めています。この「独立党」は1993年

創設の新しい政党ですが、「ＥＵからの即時脱退」

「移民規制の強化」などを掲げて、2013年5月の

統一地方選挙では議席数を一挙に10倍以上に

しました。総選挙になれば、今までの保守の票を

「独立党」が大幅に食う形になりそうです。

　いずれにしても、今ＥＵ諸国の内部に「ＥＵの精

神」を否定するナショナルな勢力の台頭があること

に注目しておく必要がありそうです。

【安室】　今先生がおっしゃったように、ドイツでも、

「財政再建を優先すべきで、南欧の支援にわれ

われの税金を使うことは、絶対に許せない」という

強硬な意見が強くなると、ドイツ式ティーパーティー

が出てくるのではないかと思います。

　メルケルが再選したのは、ドイツの景気がいいか

らです。もしドイツの景気が一転、悪くなり始めれ

ば、ドイツ式ティーパーティーが強くなるのではない

かと思います。

　日本は、今のところ、日本式ティーパーティーはない

ようですが、もし財政再建優先がどんどん強くなると、

日本でもティーパーティーが出てくるのかもしれません。
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【板東】　さて、このあたりから、日本も含めて、それ

ぞれお願いします。議論というよりも、国際的な動

きのまとめも含めて、本山さんからお願いします。

【本山】　私は、金融主導型に対する反省が、どこ

の国でも出てくるだろうと思います。アメリカでも金

融緩和、デフォルトの危機の手前というところまで

いき、「いずれ、脱却しなければいけない」と思い

ながら、できずに先延ばししました。そういう意味で

は、日本の黒田政策も、恐らくずるずると先延ばし

になるのではないかと思います。

　結局、そうこうしているうちに、ヨーロッパもそうで

すが、一番の問題は金融にこだわりすぎていて、た

くさんお金を出しますが、皮肉なことに生産地点に

回らなくなりました。結局、金融は国債で運営する

ことになり、逆にお金の貸し出しが減り出しました。

これは、国際的に認められています。

　そのときに、ドイツのメルケル首相の今度の当選

は大きな意味を持ち、ヨーロッパの170を超える巨

大銀行のバランスシートを徹底的に洗うという形

で、もしＳＰＤと組めば、ヨーロッパは金融統制の方

向にかなりいくと思います。

【菊池】　ある意味で、そのご意見に賛成です。そ

れでは、どれだけ今の金融の流れから外れること

ができるかという点では、アメリカはいわゆる「出口

戦略」で、「マネーをだらだらと出し続ける緩和策か

ら、いかにして脱却するか」と考えていましたが、ア

メリカの中の景気を見るとなかなかそれはできない

と、先延ばしになっています。

　ある意味、日本がそれに類することになっていま

す。これだけ金融緩和をやって、「やがて、２％のイ

ンフレ率で」と言っていますが、本当に一度上がり

始めると、コントロールできるという保障は全くありま

せん。既にいろいろな分野でアンバランスな値上げ

が起こっています。

　例えば、「公共投資」という第二の矢でやり始め

ましたが、地方自治体がいろいろな投資をしようと

思って募集しても、原材料がどんどん上がってい

て、収支が釣り合わないために企業が応募せず

に、公共建設がストップしてしまうということが既に

出ています。

　私は、オリンピック誘致は日本にとっては、これは

一つのターゲットになり得るという意味で、心理的

にも、経済を動かすという面でも、第四の矢である

かどうは別として、プラスに働くと思っています。た

だし、特に金融関係が絡むので、そのプロセスはう

まくコントロールしなければ、非常に厄介なことにな

ります。日本全体がきちんと見て、庶民の側から常

にプレッシャーを与えなければ、どこにいくのか分か

らず、今の支配層の動きを見ていると、心配なとこ

ろがあります。

【安室】　アベノミクスは、一応、2年間という期限

でスタートしていますが、これは長引く可能性がある

と思います。

　それと、「うまくいけば、出口を議論しましょう」と

いうことで、出口政策を決めないで始めました。こ

れは太平洋戦争のように、どこで終わらせるか決

めないで戦争を始めたのと同じで、後で大変なこ

とにならないかという懸念があります。今後、出口

政策の議論を始めたとたん、アメリカと同様、ショッ

クで経済が収縮する難問を抱えるのではないかと

危惧しています。

　世界共通だと思いますが、新しい成長戦略が

見つかりません。特に、製造業でこれから何をや

れば伸びるか、雇用が増えるかという、ビジョンも設

計図もありません。自動車も限界、電子機器も行き

詰っており、バイオケミカルは研究者の雇用は増え

てもワーカーの雇用は増えません。知識経済は「雇

用なき繁栄」（格差の拡大）になりがちです。金融

経済から脱却するにせよ、まず製造業における将

来ビジョンが描けなければ、どうにもなりません。ここ

が、日本、アメリカ、ヨーロッパを含めて、先進国の

課題だと思います。

　アメリカですが、今後、共和党が強くなることは、

５．まとめ―国際的な動向の総括と日本の立ち位置
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多分ないでしょうし、もし強くなった場合はティー

パーティーの政策が前面に出て経済が極端に不

安定化するでしょう。要するに、ＦＲＢと政治は独立

ということになっていますが、政治が強くなった場

合に「早く出口を見つけて、出なさい」という圧力

が強くなっています。事実上、日本の黒田日銀も政

治から独立ではなくて、安倍首相の思い通りに動

いています。これは過去のレジームから見たら、危

険な兆候と言えるのではないでしょうか。

【本山】　新しい動き、気になる動きは、若い学者

自らが、「私は保守である」と公言する人が増えて

きました。昔の日本の保守はアメリカ追随派でした

が、最近の人たちは反米で、日本的保守なのです。

【板東】　皆さん、ありがとうございました。私がまと

めるというより、それぞれのご意見で、かなりまとめ

ていただいていると思います。

　一つ、今の問題で、日本はアジアについて、第

二次世界大戦の後始末も、基本的には「謝罪し

ろ」といわれる意味では終わっているので、日本が

中心になって、アジアをもう少し立て直さなければ

いけません。

　日本がこれからリードし提起していくアジアはどう

あるべきかというと、当然、中国とは対立すると思い

ます。それは、当たり前です。新しいアジアテーゼを

示す必要があります。

　「ナショナリズム」も、ある意味では当然の成り行

きで、世界全部がナショナリズムになっていきます。

従って、私は、「新ナショナリズムの時代」と言って

いいと思います。

　そのナショナリズムとは何かというと、戦前とは異

なる、グローバルな経済や、金融経済が発達してき

ました。一方で、金融経済で各国支配になること

が、経済にとってはマイナスだということもいえるの

で、そこで「ナショナル」ということが出てきます。

　そのとき、「アメリカとは、一体何か」という、アメリ

カとの関係をもう一度見直す必要があるでしょう。

日米関係がよくなるのはいいのですが、もう一度、

日米関係をやり直さなくてはいけません。

　産業については、私は薬業と医学が、非常にこ

れからの産業のプロモーションとして大きくなると思

います。一方で、これが非常に国際化します。その

産業の育成と同時に、その産業の国際的な在り

方を考えていかなければいけません。

　そのようなことで、非常に新しい問題が提起され

ました。今までの国境問題や、国と国との関係を

見直しつつ、われわれは新たな世界の変動を考え

ていかなければいけないと思います。それは、次回

の座談会の課題にして、今年の座談会を終了した

いと思います。ありがとうございました。

【一同】ありがとうございました。

※本稿は、2013年11月1日午後３時～５時、大阪

で行った座談会を収録したものです。


