委員会活動
経済委員会

第２回経済専門委員会 講演会
日時：10月24日（金） 場所：名古屋市内

テーマ

参加者：19名

経常収支赤字の原因と対応
講

師

プロフィール

一橋大学

理事・副学長（当時）

小川 英治 氏

一橋大学商学部助教授を経て1999年より同大学大学院商学研究科教授。
2011年より同大学理事、副学長。専門は国際金融論。
財務省国際局 関税・外国為替等審議会委員など公職も多数。

講演要旨

日本の経常収支悪化の原因

米金融機関のＢ／Ｓ毀損には政府が資本注入を

2000年代半ば、アジアの過剰貯蓄を背景とす

行った。
その結果、世界各国で財政赤字が増大し、

（１）世界金融危機（2008年８月〜10月）まで

実施し、②Ｇ20における財政刺激の国際協調を

る資金が米国国債の購入に向かった。
また、石油

財政当局の信認が失墜した。2010年５月にはギリ

輸出国のオイルマネーが欧州金融機関を通して

シャで財政危機が発生した。

米国の住宅投資（サブプライムローンの証券化商
品）に向かい、米国の住宅バブルを加速した。

国債の利回り上昇によって国の資金調達が困難
になるソブリン・リスクが他のユーロ圏諸国へ波及

米国の住宅バブルが崩壊すると、まず、欧州金

し、円が「安全な通貨」
として投資・投機対象とな

融機関のＢ／Ｓ
（バランスシート）を毀損し、その

り、日本では超円高が進行した。超円高によって輸

後、英国、
アイルランド、
スペインの住宅バブル崩壊

出が縮小したことに加え、対外直接投資増大によ

に繋がった。

る長期的な輸出縮小と輸出感応度の低下が起こ
り、
日本の経常収支悪化に繋がった。

（２）世界金融危機による流動性不足
2008年の世界金融危機時、サブプライムローン
証券化商品の焦げ付きが発生し、
さらに、
ＬＩＢＯＲ
（ロンドン銀行間取引金利）
とＴＢ
（米財務省短期

経常収支赤字のどこが悪いのか
経常収支赤字はそれ自体が問題ではなく、引き
起こしている要因によって問題となる。

証券）の金利差である信用スプレッドが4.5％に急

民間投資増大による経常収支赤字は、将来の

騰し、金融機関のドル調達が困難になった。その

生産能力が増大し、対外債務返済能力が増すこと

対応として、①ＦＲＢ
（米連邦準備制度理事会）は

から、問題ではない。

量的金融緩和政策を実施、②ＦＲＢからＥＣＢ
（欧

一方、民間消費や財政赤字の増大による経常

州中央銀行）、
ＢＯＥ
（イングランド銀行）、日銀へ

収支赤字は、対外債務返済能力が増さないことか

のドル流動性供給、
そして、
ＥＣＢ等から民間金融

ら、問題である。
また、経常収支赤字累積によって

機関へのドル流動性供給を実施した。

対外純債務が増加すると、自国通貨建て金融資
産（国債等）の金利が上昇するとともに、自国通貨

（３）世界金融危機から世界同時不況・超円高
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が減価する。その結果、国債価格の暴落・財政危

世界金融危機は欧米金融機関のＢ／Ｓを毀損

機の可能性が高まる。さらに、国債の金利上昇は

するとともに、資産価格の暴落による世界同時不

企業の資金調達にも大きな影響が出るため、大き

況を招いたが、その対応として各国政府は、①欧

な問題となる。

中経連
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日本の経常収支の構造変化

ＧＤＰ−支出＝貿易・サービス収支

世界金融危機以前は、貿易収支黒字→経常収
支黒字→資本輸出（＝金融収支黒字）→対外資産

ＧＤＰ−
（消費＋投資＋政府支出）
＝貿易・サービス
収支

累積→第一次所得収支黒字という循環があった。
2005年には、第一次所得収支黒字が貿易収支黒

（２）部門別の貯蓄・投資ギャップと経常収支
①家計部門：2000年代以降、貯蓄・投資ギャップ

字を上回っている。
その後、2008年の世界金融危機による世界同

（貯蓄超過）が低下した。

時不況と超円高によって貿易収支が悪化し、
さらに

②企業部門：1990年代半ば以降、貯蓄＞投資と

2011年には、東日本大震災の影響を受けて貿易

なっている。家計部門と同規模の貯蓄・投資ギ

収支は赤字となり、2013年後半には経常収支も

ャップとなっている。
③ 政 府 部 門：1 9 9 0 年 代 後 半 以 降（ 2 0 0 4 年 〜

赤字となった。
一方、円安の為替換算効果により2013年以降
は、第一次所得収支黒字が増大した。

2007年を除き）、財政赤字が拡大した。
とりわ
け、2009年以降、急増している。
④海外部門：日本の経常収支の悪化（資本流出

なぜ円安が貿易収支を改善しないのか
円高時において、輸出が為替相場に敏感に反応

の縮小）に対応して、資金不足が縮小している。
今後、
日本の景気回復が実現すると、家計部門

する生産物を生産している製造業の業種では、
日本

の消費と企業部門の設備投資の増加を通じて、

からの対外直接投資（海外への工場移転）が増大

一層の経常収支赤字拡大が予想される。

した（産業の空洞化）。日本に残っている製造業の
業種は為替相場に敏感に反応しないものである。

経常収支赤字に対する対応

そのため、現在の日本の輸出は為替相場に反応し

現状の「産業の空洞化」
を所与とすると、為替相
場が変化しても数量が変化しないため貿易収支

にくくなっている。

（経常収支）改善は期待が薄い。価格効果を通じ

貯蓄・投資ギャップと経常収支・貿易サービス
収支との関係
（１）貯蓄・投資バランス・アプローチ

て輸出額・輸入額ともに高めるために貿易収支の
改善はない。
ただし、長期の円安傾向が続くことによって生

ＧＮＩ−支出＝経常収支という関係がある。

産拠点の国内回帰が起これば、貿易収支改善が

ここで、
ＧＮＩ＝消費＋貯蓄＋租税、

期待できる。
さらに、法人税引下げやアベノミクス

支出＝消費＋投資＋政府支出

第三の矢である民間投資を喚起する成長戦略が

なので、

（消費＋貯蓄＋租税）
−（消費＋投資＋政府支出）＝

また、円安は、為替換算効果により対外資産お

経常収支
租税−政府支出＝財政赤字

生産拠点の国内回帰を引き起こすと期待される。

なので、

（民間貯蓄−民間投資）
＋財政赤字＝経常収支

よびそれからの収益および所得収支（円建て）増
大が期待できる。
一方、貯蓄・投資バランス・アプローチからは、

ＧＮＩ−支出＝経常収支
（ＧＤＰ＋所得収支）−支出＝貿易・サービス収支＋
所得収支
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今後の景気回復による経常収支悪化を緩和させ
るために財政赤字の縮小が必要である。
（調査部

加藤 慎哉）
中経連
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第16回Next30産学フォーラム

た自転車の駐輪禁止の
掲示効果の実験をもと

11月25日
（火）、第16回Next30産学フォーラム

に人間の逸脱行為の抑

を開催、22名が参加した。

制策について説明を行

今回のフォーラムは、名古屋市港区の橋梁工事

った。実験結果から、逸

現場（南陽橋）の見学会と名古屋市栄での講演

脱行為に対する禁止の

会・懇親会をあわせて実施した。なお見学会は、

提 示があれば、周囲が

中経連会員の瀧上工業㈱のご厚意により実現し

どのような行動をとって

たものである。

も半数は逸脱行為を取
らない。しかし、残りの

金城学院大学 准教授

北折 充隆 氏

半数の逸脱行為に対してどのように対応すべきか、
自罰型（自らの違反行為が直接自分に及ぶもの）、
他罰型（自らの違反行為が第三者に及ぼすもの）
の掲示方法などを含め、今後も抑止効果を検証し
ていきたいと述べた。
沼 野 氏は、
「iPS細胞
がもたらす近未来 〜再
生医療が抱える諸問題
について我々のできるこ

見学現場到着後、中部地方整備局愛知国道事
務所と瀧上工業㈱の現場責任者から、名古屋環

とは？〜 」をテーマに、

状２号線(国道302号線)の道路整備による渋滞

i P S 細 胞による再 生 治

の解消や緊急時の迂回機能などの効果、手延べ

療の現状や実用化に向

機による送り出し工法による橋梁の架け方、鋼橋

けた課 題について説 明

の耐震対策・長寿命化対策について説明が行わ
れた。参加者は道路整備の効果や橋梁の技法・

沼野 利佳 氏

を行った。iPS細胞は再
生治療の分野で大きな

作 業 行 程などにつ

期待が寄せられているが、培養に時間を要し成功

いて理 解を深める

率が低いことから、自身が実証した新技術による

ことができた。
また、

iPS細胞化の実験内容を紹介するとともに、新し

高所作業車の体験

い治療薬や治療法の開発には国の支援に加えて、

乗 車を行い 、普 段

民間企業や一般市民からの理解と協力が必要で

見られない角度か

あると訴えた。

ら工事全体の様子
を確認した。

懇親会では、多くの参加者が講師を囲んで、小
売店のトイレなどで掲示されている感謝型の文言

講演会では、金城学院大学人間科学部准教授

による抑止効果や、具体的な病気に対する治療の

の北 折 充 隆 氏と豊 橋 技 術 科 学 大 学 環 境・生 命

効果・期待について活発な意見を交わすなど、交

工学系准教授の沼野利佳氏を講師に迎え講演を

流を深めた。

行った。
北折氏は、
「禁止の科学 〜“駐輪厳禁”よりも効
果的な看板とは？〜」をテーマに、大学内で行っ
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豊橋技術科学大学 准教授

中経連

2015.1

次回のフォーラムは、
１月19日に名古屋市立大
学病院にて開催する予定である。
（産業振興部

水田 晴久）
中経連
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第２回経済委員会
11月27日（木）、第２回経済委員会を開催、委員

な産業として農業以外に何かないのか」
「 省エネ
の推進、原発の再稼働を強調すべきではないか」
等の意見が出された。

長の豊田副会長はじめ40名が参加した。
今回は、平成26年度の検討テーマである「経
常収支赤字への対応」について、海外との取引に

今後は、
これらの意見を反映した提言書案を作
成し、最終回となる１月21日の第３回経済委員会
で委員会案を取りまとめる予定である。

関する会員アンケートの結果報告と提言の骨子

（調査部

加藤 慎哉）

案の説明を行った。骨子案では、円安の下でも改
善しない経常収支に関する現状分析ならびにわ
が国経済への影響、経常収支、特に貿易・サービ
ス収支の悪化をもたらす要因の分析、輸出を増や
し輸 入を減らす経 済 体 質づくりに向けた提 言を
示した。
これらを踏まえて委員から、
「 輸入を減らす経済
体質をつくることが重要であり、その提言群を強
調すべきではないか」
「 輸出を増やすための新た

中経連
施および来年度の新規事業化、予算の確保等に

道路・港湾・空港に係る要望活動
中経連では、道路・港湾・空港に係る要望活動

ついて要望した。
２

国 際 競 争力強 化のための広 域 幹 線 道 路 網

日

時：11月20日
（木）

を以下のとおり実施した。
１

西知多道路の整備促進

日

時：11月19日
（水）

要望先：自由民主党 谷垣幹事長・稲田政務調査会長・二階
総務会長、国土交通省・財務省幹部 等

中経連

2015.1

要望先：国土交通省・財務省幹部 等

訪問者：中経連常務理事、愛知県建設部長 等

＜主な要望内容＞
中部圏の国際競争力強化のため、国際的な物

訪問者：中経連常務理事、愛知県副知事 等

流・交通拠点である名古屋港、中部国際空港を結

＜主な要望内容＞

ぶ広域幹線道路ネットワークの早期整備（西知多

国際拠点空港と高速自動車国道を直結する当
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および港湾の整備拡充

道路、新東名高速道路、名古屋環状２号線、名豊

該道路について、国が責任を持つべきであるとの

道路、浜松三ヶ日豊橋道路等）について要望した。

考えから、今年度中の県管理の国道155号・247

あわせて、国際ハブ港の実現に向けた名古屋港の

号の直轄編入決定、事業化に向けた国の調査実

機能強化や三河港の整備等についても要望した。
中経連

2015.1
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