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2015年9月、自由民主党の総裁に無投票で再選された安倍晋三首相は、10月、内閣を改造し、「3本の矢」
から成る「アベノミクス」の第2ステージを打ち出し、「1億総活躍社会」を実現すると言う。
デフレからの脱却は道半ばであり、GDP(国内総生産)も約500兆円のトンネルから抜け出せないままであ
るが、今度の第1の矢は、600兆円に挑戦するというものである。17年には消費税の10％への増税も予定
されており、新興国の経済にも目が離せない。日銀はなお2％の物価安定を目指すようであるが、金融緩
和の「出口の問題」もある。経済の新しい展開には、新語や流行語を伴っていることが少なくない。
引き続き経済の新語・流行語に焦点を当て、そこから見えて来るものをとらえる努力を積み重ねたい。単
なる言葉の定義や由来にとどまらない経済エッセイ風のスタイルと、気になる用語説明の二通りの形式を
続ける。

【まとめ方】
1. 原則として経済の新語を単語として取り上げるが、多少古くても、意味やその
ニュアンスが少し変わったもの、あるいはマスメディアでしばしば使われるも
のを流行語として扱う。
2. 取り上げた項目は、内容によって右の 12 に分類して表示する。
(分類は今回から一部変更)
3. 取り上げ方は、大きな話題になったものをエッセイ風の本文にして、その中で
新語・流行語を扱い、後半は「このほか、今号の新語・流行語」として、新語
とマスメディアで見て気になる用語を手短にまとめる。
4. この PDF ファイルは、無料で、原則として、月に 1 回（15 日前後）を目途に
小生の本サイトで公開する
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財政

１. 日本の財政運営

（１）新年度税制改正
新年度の予算案決定を間近に控えて、新年度または、それ以降に実施する増減税、新税導
入などの税制改正の内容が固まった。最終的に与党の税制大綱として仕上げ、税制改正法
案を新年１月に召集される通常国会に提出する。
今回の新税制の特徴の一つは、グローバル化が加速し、国際競争がますます激しくなる中
で、変化に即した税制づくりを迫られているものが目立つことだ。法人税減税や TPP 対策
としての税制にしてもグローバル化に対応しようとするものであろう。以下は、税制改革
で具体的に話題になった項目に焦点を当て、用語の説明を含めて問題点を探る。
【法人減税と外形標準課税】
企業の利益にかかる「法人実効税率」(32.11%)は、予定を 1 年早め、16 年 4 月に 29.97%
と 30%を切るところまで引き下げられる見通しになった。第 2 次安部内閣の発足以来、合
わせて 7%幅の引き下げになる。
「法人実効税率」の引き下げは、日本の税率が国際的に比
較して高く、企業誘致を進める主要国間の競争が激しい中で、海外企業の対日投資が伸び
ない理由の一つにされてきたことがある。
また政府は、経済界に対し、
「業績が回復しているのに、賃上げや設備投資の増加に力強く
踏み込もうとしない」という批判を繰り返してきたが、経済界は「そうするためには、法
人減税などが不可欠」と反論してきた経緯もあるようだ。
政府は法人減税の財源の一つに「外形標準課税」の強化を挙げている。「外形標準課税」
は、資本金 1 億円超の企業を対象に、利益ではなく人件費や支払利子など事業規模を基準
に課税している地方税で、赤字企業も課税対象に含まれる。
このため、政府は、赤字企業などの「外形標準課税」の負担が重くなり過ぎないよう 16
年度以降については、法人税の実効税率を 18 年度に 29.74%までの引き下げにとどめると
か、中堅企業に限定して負担増を和らげる特例措置を設けるとしている。
それにしても、一方では、法人減税の効果は、本当に見込めるのだろうか、という疑問の
声も出ている。(日経・朝日・読売 12.3&12.8＆12.9 付)
【パート就労拡大】
16 年度の税制改正には、抜本的な改正が見送られたあおりを受け、期間を限定して補助金
を出すといった一時的な手直しをするものが見られる。例えば、国はパートで働く主婦な
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どが労働時間を増やすことを支援する。具体的には、パート労働の主婦の場合、年収が 130
万円を超すと、年金や医療の保険料が 20 万円近く発生する。
「130 万円の壁」と呼ばれる現象で、手取り収入が減ってしまうため、パートの主婦は、働
く時間を減らしてしまう。さらに 16 年 10 月からは、従業員 501 人以上の企業では、
「130
万円の壁」が 106 万円に下がり、人手不足が一層深刻になりそうである。
そこで 19 年度までの緊急対策として、一定の条件の下で、労働時間の拡大をした企業に
対してパート労働者一人当たり、20 万円、賃上げ率に応じて 2 万円以上の補助金を支給す
るというのである。これによって、パートの主婦は、保険料負担が生じても、手取り収入
が増えるようになると言う。(日経 11.28&12.5 付)
【自動車税その他】
自動車の税制は、新年度ではなく、2017 年 4 月に消費税率が 10%に引き上げられるとき
に変わる。今ある自動車取得税は廃止されるが、今度は、自動車を購入した年に、燃費性
能に応じて税率の変わる新税が登場する。新税の仕組みは普通車の場合、燃費に応じて購
入額の１、２、３%の税率をかける。軽自動車は０、１、２%の 3 段階となっている。燃
費が悪いほど税率が上がる仕組みになっているが、電気自動車や、20 年度の燃費目標基準
を 10％以上上回るガソリン車は税率をゼロにすると言う。
これらの「環境性能課税」の税収は、同時に廃止される自動車取得税より 200 億円下回り、
実質減税になるようにするということで、これによって消費税増税による販売への影響を
和らげるとしている。
このほか、新年度の税制では、△国の医療費の支出を抑えるため、医師の処方薬に頼らず、
市販薬による治療を促すことを目的とした減税策で、比較的効き目の強い市販薬を年 1 万
2 千円超買った世帯に対し、上回った分を課税所得から減らせるようにする、△農地を 10
年以上「農地バンク」に貸せば、持ち主の固定資産税を半分にする、△逆に、農地として
使えるのに、放置されている耕作放棄地の税負担は重くする。ちなみに、全国の耕作放棄
地は富山県に匹敵する面積に広がっていると言う。(日経 12.11 ほか)

（２）外食除く食品全般に軽減税率
2017 年 4 月に実施される消費税 10%への増税に関連して、欧州などで行われている「軽
減税率」をどういう形で導入するか、政府・与党内で、延々と議論が続いてきた。導入の
時期と、
「適格請求書」(インボイス)の使用については方針が決まったが、軽減税率の対象
品目はなかなか決まらなかった。結局 12 月 9 日、安倍首相の指示で、自民党が公明党に
譲歩する形でほぼ合意した。その後、与党内で課税対象をどうするかで、なお意見調整が
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行われ、
「酒類と外食を除く食品全般」と決められた。税収減の穴埋めの財源は 1 兆円に
のぼるとされているが、何で穴埋めするかは、16 年度末までじっくり議論して決めること
になった。
軽減税率は、低所得者層の税負担を緩和する狙いから、一部の品目だけ通常より税率を低
く抑える仕組みである。欧州では、日本の消費税に当たる付加価値税の税率が 10%台後半
～20％超になっている国が多く、スーパーの惣菜は英国では非課税、仏 5.5%、独７%など
となっている。日本は、これまでこうした複数税率の消費税は導入していなかったが、10
月になって、
「17 年 4 月 10%への消費増税が実施されるとき、同時に現在の 8%の軽減税
率を導入する」ことが決まった。
ただ、軽減税率導入の対象品目をどうするかについては、穴埋め財源の問題と二つの消費
税率の間の線引きをめぐって、長い議論が続き、12 月 9 日の与党内のほぼ合意からさらに
2 日かけ、ようやく決まったものである。それでも、
「マクドナルド」のハンバーガーを店
内で食べれば外食で、持ち帰れば軽減税率適用になる。そばの出前や宅配のピザも同じよ
うな問題があり、区別しにくい。
もう一つの問題は、経理方式であるが、これについては、消費税が上がってもすぐ対応で
きないため、17 年 4 月から 4 年間は簡素な経理方法を認め、21 年 4 月をめどに税率や税
額を細かく記す「適格請求書」を導入する仕組みにすると言う。しかし、簡素な経理方法
では、事業者が受け取った消費税の一部が手元に残り「益税」になる。その金額は年間数
千億円にもなる可能性があるとも言われている。軽減税率導入には、なお多くの課題が残
っている。
また、今回は与党が軽減税率の検討に追われた結果、懸案となっていた税制の抜本的な見
直しが出来なかったことが指摘されている。例えば、所得税では、配偶者控除の見直しが
遅れたことが人手不足に拍車をかけていると言われている。改革を急ぐものはいつまでも
宿題にしておくべきではない。(各紙 12.10～12.13 付)

（３）新年度予算編成の課題
新年度の税制と表裏一体の予算編成も課題を抱えながら、作業が進められているようだ。
年内に決まる国の 2016 年度予算案の大枠は、社会保障費が増えることなどから、歳出総
額が 97 兆円前後と過去最高を更新すると見られている。ただ、新しい借金となる新規国
債の発行額は、4 年連続で減少し、35 兆円前後になる見通しという。歳出を国債でどのく
らい賄っているかを示す「国債依存度」は、36％と 9 年ぶりの低水準になりそうである。
一方、16 年度の歳入は 57 兆円前後と計算している。この背景には、15 年度の税収が 56
兆円前後と 24 年ぶりの高い水準になると見られていることがある。1 月時点の見通しに比
べると、1.6 兆円以上増えると予想されているのである。企業業績の改善で法人税収がふ
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くらみ、所得税収も大方の予測以上に伸びている。16 年度はこうした動きを受けて名目成
長率を 3％前後と見込み、順調な税収が見込めると計算しているようだ。
ただし、15 年 7-9 月期の実質 GDP(国内総生産)成長率は、速報値の年率マイナス 0.8%か
ら、プラス 1.0%に上方修正されたと言っても、消費や輸出の回復は弱く、景気の先行きは
予断を許さない。
【診療報酬見直し】
新年度予算は、歳出面では、高齢化の進行などによって、社会保障費が 0.7 兆円増加する
見通しで、これを 0.5 兆円程度に抑える必要があるとされるなど、課題が多い。
ここでは診療報酬見直しを中心に見ていくこととしたい。「診療報酬」というのは、医療
保険で決められた医師の診療行為の公定価格で、2 年ごとに見直すことになっており、16
年度がその見直しの年に当たる。個々の診療行為は、厚生労働大臣が官報に告示する点数
表で具体的に示されている。医師や薬剤師の技術料などの「本体」と医薬品などの「薬価」
がある。
このうち、
「薬価」は市場価格が反映されて下落傾向が続いているが、
「本体」は 06 年に
引き下げられて以来、下がったことはない。日本医師会や「厚生族議員」の抵抗があるた
めである。
日本の総医療費は膨らみ続けており、
「診療報酬」が下がれば、患者や国・地方の負担が軽
くなるが、病院や薬局の収入は減る。
16 年度については、財政制度等審議会(財務大臣の諮問機関)が 11 月下旬、15 年度からの
社会保障費の伸びを 5000 億円弱に抑えることを柱とする意見書を提出している。
しかし、
各省庁が 8 月に出した 16 年度予算の概算要求では、社会保障費の増加幅は、6700 億円に
上り、1700 億円以上削減しなければならない。仮に「診療報酬」を１%引き下げると、国
費の支出は 1110 億円、窓口負担は 540 億円減る計算になる。
政府は 20 年度に国・地方の基礎的財政収支を黒字化させる財政健全化計画を閣議決定し
ている。この計画には今後 3 年間の社会保障費の増加を 1.5 兆円程度に抑える目安が掲げ
られており、
「診療報酬」の引き下げが出来るかどうかが財政再建の大きな試金石になりそ
うだ。(読売 11.25 付、朝日 12.5 付、日経⒓.2＆12.3&12.5 付)
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対外関係・国際

２.TPP 合意後の動き
【TPP 大綱と補正予算】
TPP(環太平洋経済連携協定)の大筋合意を受けて、政府は 11 月 25 日、
「総合的な TPP 関
連政策大綱」をとりまとめた。この中で、中小企業の海外展開や農林水産物の輸出拡大な
ど「攻め」の政策を前面に打ち出したが、8 億人の域内市場に打って出るための具体策は、
まだ描かれていない。
1993 年に合意したウルグアイ・ラウンドのとき、国内農業保護の対策として 6 兆円とい
う金額が先に決まり、その多くが農業土木に流れ、農家の体質強化に結びつかなかった。
この反省から、バラマキと批判されないように、対策費総額は盛り込まれなかった。中長
期的な対策は、地方の意見交換会で農家などから、
「TPP の不安より、短期間で対策が作
られることの不安が大きい」という声が上がったのを受けて、中長期の対策策定は 16 年
秋まで先延ばしされたのである。
ただ大綱では、農業の「守り」の政策は具体的である。コメは、米国と豪州から、最大約
8 万㌧の輸入枠を新しく設けることになったため、政府は年間 20 万㌧程度とされている備
蓄米の買い入れ量を 33 万㌧程度まで引き上げて輸入増加を吸収し、米価の下落を防ぐ構
えである。
また、牛・豚肉の生産農家には赤字の 8 割を補てんしているが、これを 9 割にして政府の
負担も高めるなどである。なお、TPP 対策の費用は 15 年度補正予算では、3 千億円台半
ばで検討されている模様である。(各紙 11.26 付)
【アジア地域への波紋】
11 月中旬、フィリピンで開かれた APEC(アジア太平洋経済協力会議)では、日米などで合
意した TPP に注目が集まった。APEC に参加する 21 カ国・地域は、FTAAP(アジア太平
洋自由貿易圏)と呼ぶ経済統合構想を掲げている。日米中ロの各国とアジア諸国が加わって
おり、世界の GDP の 57%を占める。TPP12 カ国もこの中に入っているが、関税撤廃率が
95～100%という高いレベルを実現した TPP に比べ、中国やインドなどは、農業分野の関
税率引き下げには難色を示している様子である。
しかし、TPP に対しては、韓国、インドネシア、フィリピンが加盟への意欲を見せ、タイ
や台湾も関心を持っていると言われている。
「TPP で最も恩恵を受けるのは間違いなく日本だ」(ピーターソン国際研究所シニア・フェ
ローの F・バーグステン氏)という見方もある。また同氏は、次の段階で中国が TPP に参
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加せず、もう一つの経済圏には中国が参加して米国が加わらないといった「二つのアジア
太平洋経済圏になることは避けないと安全保障上の不安が膨らむ。日本が米国か中国かと
いう二者択一を避けることは、
日本にとっても利益にかなうことは明らかだ」
としている。
(日経 11.16 付、日経・朝日・読売 11･20 付)
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『経済の新語・流行語から見えてくるもの』

エネルギー・環境

３. COP21 の「パリ協定」
11 月末からパリで 196 の国・地域が参加して開かれていたマラソン会議、COP21(国連気
候変動枠組み条約の第 21 回締約国会議)は、会期を 1 日延ばして 12 月 12 日、2020 年以
降の地球温暖化対策の新しい国際枠組みとして、
「パリ協定」を採択して幕を閉じた。
この協定の採択によって、地球温暖化問題で初めて、先進国と途上国が互いに垣根を越え
て歩み寄った。共に温暖化効果ガス削減に取り組むことを約束したのは、初めてである。
この気候変動のパリ会議では、温室効果ガスの削減目標への取り組みと、先進国から途上
国への資金支援の問題が大きな焦点となっていたが、議長を務めたフランスのファビウス
外相は、外交官としての長年の経験に裏打ちされた説得力により、
「そこにいた大勢が、無
事な出産を祝う父親のような雰囲気の中でパリ協定は採択された」と BBC は伝えている。
「パリ協定」の骨子：
◇世界の平均気温の上昇を産業革命前から 2 度未満に抑える「2 度目標」とともに大小
の島国が強く求めていた「1.5 度」を目指してさらに努力する。排出量を早期に減少
へと転じさせ、今世紀後半には、温室効果ガス排出を「実質ゼロ」にすることも目指
す。
◇条約加盟の 196 の国・地域は自主的に温室効果ガス削減目標を国連に提出し、達成
に向けた国内対策を行うことを義務付けた。23 年から 5 年ごとに世界全体でどれだ
け対策が進んでいるかを点検する制度を設ける。
◇温暖化に伴う被害の軽減策について、世界目標を設けるほか、実際に起こった被害の
救済を進める等。
最後までもつれた資金の問題は、
「先進国は 2020 年まで年 1000 億㌦を拠出し、20 年以降
は上積みする」という文言があったが、議長案から外れ、法的な拘束力のない「COP 決定」
に移り、25 年までに上積み額を決めるとしている。
「パリ協定」の発効は、批准国が 55 カ国以上に達し、それらの国の温室効果ガスの排出
量が世界全体の 55％以上になることが条件となっている。
(公式サイト：BBC12.13、読売電子版 12.13)(朝日 12.10 付ほか)
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『経済の新語・流行語から見えてくるもの』

情報デジタル化

４. 動きの速い IT 分野
【届かないマイナンバーカード】
国民一人ひとりに 12 桁の番号が割り当てられるマイナンバー制度(本シリーズ 15-9-P6 参
照)が 16 年 1 月から運用されることになっているが、その番号を記した「通知カード」の
配布が遅れている。11 月末現在で、配布総数の 11.5%に当たる 653 万通が、未配達であっ
た。
その後、日本郵便が 12 月 10 日に明らかにしたところでは、全国で配達する 5684.7 万通
のうち、99.3%％が配達されたが、このうち 8.9%に当たる 500.9 万通は各市区町村に返送
された。不在や転居などで、配達できなかったのだろうが、郵便局で保管中のものも 1１0
万通ある。
政府は当初、11 月中に各世帯に配達することを目指していたが、印刷工場から各郵便局へ
の搬入が遅れたことなどが響いたと言う。新年 1 月の利用開始に間に合わないところも相
当数出る可能性があると見られている。
総務省は、
「年内に届かなくてもデメリットがすぐに生じることはない」
と説明しているが、
国民全部に配布することがどれほど大変なことか、とあらためて認識させられる。
「通知カード」とは別に、IC チップ付きのプラスチック製「個人番号カード」もある。
「通
知カード」に同封された申請書に写真を添えて役所に作成を申し込み、来年 1 月から受け
取ることができる。さし当たっては、身分証明書と住民票の写しなどが取れる程度である
が、今後、個人情報が記録されるようになることから、個人情報が漏れないように十分注
意する必要があると指摘されている。(宮崎日日 12.2 付、日経 11.22 付、朝日 11.21&12.11
付)
【店のレジで預金がおろせる時代】
金融庁は、スーパーなどの店のレジでも、キャッシュカードで自分の預金口座から現金を
引き出せるよう規制を緩和する方針と伝えられる。クレジットカードが使えるレジや、携
帯型端末の多くは、簡単なシステム変更でこのサービスに対応できるという。
利用者は店員に金額を指定し、ボタンで暗証番号を入力する。レジで現金を受け取り、そ
の分、口座の預金が減る仕組みで、利用者の手数料は無料になる見通し。ATM(現金自動
預け払い機)がない店のレジや宅配業者が持つ端末でも現金が引き出せる。
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買い物などのついでに現金も引き出せる便利性を高める狙いがあるが、金融機関にとって
も ATM を増やすと維持費が月に数十万円掛かることから、コストを抑える利点があるよ
うだ。問題は多額の現金をレジに置くと防犯上の問題があることである。このため最大で
も 3 万円程度の利用に限り、レジの現金がないときは、店側がサービスを断れるようにす
ることが考えられている。実施は 2017 年くらいになりそうである(朝日 12.5 付）。
【携帯料金値下げ問題】
安倍首相は 9 月に「携帯料金などの家計負担の軽減は大きな課題だ」と述べた。(本シリー
ズ⒖-10P6 参照)
これを受けて総務省は有識者会議をスタートさせ、携帯電話料引き下げ策を検討してきた。
その結果、有識者会議は 11 月下旬、携帯料金引き下げの論点として次の３つの方策を明
示している。
❶「行き過ぎた端末値引きを制限」⇒携帯端末が「実質 0 円」になるような行き過ぎた
値引きを規制し、適正化する。また、長期利用者の通信料金を減らすプランも。
❷「利用実態を踏まえた料金」⇒大手スマホ向け料金は利用が少ない人には割高。利用
が少ない人向けに割安な料金プランを設定する
❸「MVNO(仮想移動体通信事業者)が手掛ける格安スマホの普及推進」⇒サービスを多
様化させるなど(未完成)
総務省は、こうした方向で 16 年 2 月にも「指針」を定める。携帯 3 社に、春商戦から
適用させることを目指す。(新法の制定や法改正はしない)(読売 12.3 付ほか)
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このほか、今号の新語・流行語

①「行政事業レビュー」

②「ESG 投資」

③ 選考解禁 6 月に決定

④「ブラックバイト」

⑤「フードバンク」

⑥「男女格差」の国際比較

⑦「中国人民元」国際通貨に

⑧「ASEAN 共同体」

①「行政事業レビュー」 ----------------------------------------------------------------------- 《 財政 》
税金の無駄遣いを省く目的で始まった「行政事業レビュー」が今年も 11 月 11 日から 3 日
間、8 府省の 55 事業を対象に行われた。旗振り役は河野太郎行政改革大臣で、有識者が予
算の無駄遣いを点検した。公開で検証が行われ、インターネット中継の視聴者は延べ約 19
万人と 14 年の 20 倍超に達したと言う。
2009 年、民主党政権時代に「事業仕分け」で対象となったスーパーコンピューターが今回
けい

も文部科学省の事業で問題になった。従来の「京」の次世代機開発を進めるかどうかであ
るが、当時の仕分け人だった蓮舫参議院議員が「(世界）2 位では駄目なのか」と発言して
話題となった。安倍首相は 13 年に視察した際、
「やっぱり世界一を目指さないと駄目」と
述べている。これに対し、河野大臣は就任後、
「1 位が 1 台」と「2 位が１０台」のどちら
が有効か、と繰り返し文部科学省を批判している。
今回の検証では民主党時代と違って、事業の廃止までは決めず、
「国費導入の削減に努める
けい

べき」と結論づけることになっているが、
「京」の次世代機開発について有識者は「費用に
見合う成果が期待できるか、分かりやすく説明すべきだ」と指摘した。
このほか、公開検証で問題になった具体例と公開検証での有識者の指摘：
◇ [文科省] 使用実績４回という少ない核燃料運搬船「開栄丸」の委託管理←契約の打
ち切りも含め、合理的な方策に改める。
◇ [文科省] 全国の公立中学・高校の英語教員の人件費に年 3100 億円程度投じられな
がら、高校 3 年生の英語力が低迷し、教員の英語力そのものも目標にほど遠い。
(河野大臣は「これだけ成果が上がらない事業も珍しい」と発言)
◇ [総務・農水・国土交通の各省] 地方創生に関連して過疎対策が重複している←整
理・統合を含めたあり方を抜本的に見直す。
◇ [農水省・環境省] 東京五輪・パラリンピック関連で、国産の花の生産力向上事業と
五輪とのつながりが不明確←民間主導で行う可能性を検討する。アサリによる東京
湾の水質改善も他の方法を検討する。

No.2015_12

P10

一昨年には、公開検証の指摘を受けて概算要求から一度削減された事業が補正予算で復活
し、野党から「ゾンビ予算」と批判を受けた例もあった。こうしたことから、安倍首相は
11 月 27 日の行政改革推進会議で「税金が優先順位の低い施策に使われてはならない。平
成 26 年度予算編成に的確に反映し、事業の改善に取り組む」と述べて、この事業レビュ
ーに「お墨付き」を与えたと報道されているが、検証結果には強制力がなく、各省庁の抵
抗も強いと予想され、予断を許さないものがある。
(読売 11.12&14&28 付、朝日 11.13 付、日経 11.14 付）

②「ESG 投資」 ------------------------------------------------------------------------ 《 金融・証券 》
機関投資家と言われる年金基金や生命保険などの間で、
「ESG 投資」という手法が広がっ
てきたと報道されている。環境(Environment)、社会(Social)、統治(Governance)の英語の
頭文字を取っており、単に投資収益を追求するだけでなく、企業の将来価値を見極め、社
会的な課題解決も同時に追求する。国連が 2006 年に提唱した「責任投資原則」が基にな
っていて、欧米の年金基金を中心に広がっている。
欧米に比べると、日本は出遅れていたと言われるが、一部の生保で株式や不動産に投資す
る際に ESG の各項目を点検して投資するかどうかを決めていたところもあった。それが
機関投資家の間で機運が高まったのは、安倍首相が 9 月に公的年金の運用に導入すると表
明したことが影響したようだ。
具体的な投資の仕方としては、❶問題がある企業には投資しない ❷すぐれた企業に投資
する ❸使い道を絞った債券に投資する ❹企業と対話して社会的責任を果たすようにし
てもらうなどがある。このうち、❸の実例としては、使途を環境関連に限るグリーンボン
ドへの投資が 500 億円を超えた生保がある。また、別の生保はアフリカのインフラボンド
に投資し、さらに、水道整備に充てるウォーターボンドに投資する生保や、若年層の教育
を支援する債券に投資しているところもある。
ところで、日本の公的年金の運用を担っている GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)
は、11 月 30 日、15 年 7～9 月期に 7 兆 8 千億円を超す損失を出したと発表した。137 兆
円の資産残高(14 年末現在)を持ち、国内外への株式への投資を増やすようになっているこ
とから、短期的にはこの程度の損失を出すことはあり得ると思われるが、年金の支給に影
響するような損失を出すことは許されない。GPIF は 9 月に国連の「責任投資原則」に署
名しており、長期投資に効果が見込めると言われているだけに、慎重な運営で、大事な年
金資産を守ってもらいたいものである。(日経 11.30 付、朝日 12.1 付)
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③ 選考解禁 6 月に決定 --------------------------------------------------------------- 《 企業・雇用 》
経団連は 11 月 20 日、2017 年春卒業予定の大学生らの就職活動ルールについて、企業に
よる面接などの選考解禁時期を 2 カ月早め、6 月 1 日からと正式に決め、12 月 7 日、会員
企業 1300 社に新たな採用方針を示した。
この新卒採用の解禁は、これまで二転、三転し、本シリーズでも、これで 3 カ月連続して
取り上げることになる。 (15-10-P10 と 15-11-P12 参照)
それがようやく正式決定として発表されたのである。
最近の選考は４月解禁だったのを「学業優先」のためという安部政権からの要請を受け、
15 年に経団連加盟の企業は、４カ月繰り下げ 8 月にしたのであった。しかし、このスケジ
ュールで実施してみると、経団連に加盟していない外資系企業などは、春先に内々定を出
すところが多く、結果としては、４年生の夏まで就職活動が延々と続く学生が続出した。
また、加盟企業の側からも「採用に悪い影響があった」として、日程の見直しを求める意
見が強く出た。
このため経団連は、日本商工会議所から出された６月に繰り上げる案に変更する方向を示
すようになった。ただ大学側では「８月に変更したばかりで、まだ 2015 年の分析が十分
されていない」「６月では海外留学生にとっては帰国日程が就活に間に合わない」「教員
志望者の教育実習と重なる」などの理由で反対の声が強かった。
結局、この問題は意見調整が十分できず、朝令暮改と言われながらも、とにかく 16 年は
６月に選考解禁となったのである。選考解禁を２カ月早めても、会社説明会など企業の広
報活動の解禁は 15 年と同じく 3 月のままになった。
また、6 月解禁が学業や海外留学生らに影響すると懸念されることから、土日や夕方にも
面接するとか、留学生向けに別枠で秋採用を行うなどの工夫をし、積極的に周知するよう
企業に求めている。
こうした経団連の就職活動ルールは、紳士協定であり、強制力はない。したがって、この
ルールが守られる保証はなく、企業が少しでもいい人材を確保しようという動きが強まっ
て、ルールが形骸化することもあるかもしれない。それにしても、企業の事業は、急速に
国際的な展開を見せる時代を迎えているのに、新卒採用のあり方は、時期を決めて一括し
て行う日本的な方式のままである。採用方式もグローバルな視点で見直す必要はないので
あろうか。(日経 11.21&11.28 付、読売 12.8 付ほか)
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④「ブラックバイト」----------------------------------------------------------------- 《 企業・雇用 》
「ブラックバイト」という言葉は、少し前から使われ、社会問題になっている。若者を使
いつぶす企業を指す「ブラック企業」という著書(今野晴貴著 2012 刊)の題名から来ている
言葉のようである。2014 年に大内裕和中京大教授がフェイスブックに書き込んだところ、
急速に広がったとされている。
「ブラックバイト」のもともとの定義としては、「学生生活と両立することが出来ない学
業に支障を来すアルバイト」という意味が強かったようであるが、最近は、アルバイトの
賃金不払いなどの労働条件に関わるアルバイトのトラブルを広く指す場合にもよく使われ
ている。
厚生労働省は 15 年 8～9 月、インターネットを通じて大学生や専門学校生らによる 1961
件のアルバイトの実態を分析している。それによると、アルバイトの延べ件数で 48.2%、
学生一人ひとりで見ると 60.5%でトラブルがあった。具体的にどんなトラブルがあったの
か。
[主なトラブルの中で、労働基準法令違反の恐れがあるもの]
13.6%

⇒◇準備や片付けの時間について賃金が支払われなかった
◇労働時間が 1 日 6 時間を超えても休憩がなかった
◇実際に働いた時間の管理がされていなかった

8.8％

7.6%

◇時間外労働や深夜労働の割増賃金が支払われなかった

5.4％ など。

このほか「採用時に合意した以上のシフト勤務を入れられた」とか「合意した以外の仕事
をさせられた」など、労働条件の不当な扱いを指摘する回答が目立った。また、使用者に
義務付けられている労働条件を書面で交付しないものが多く見られた。
「ブラックバイト」が広まった背景には、企業がコスト削減のために正社員を減らしてき
たことや、最近の人手不足が影響しているとみられている。バイトなど非正規雇用の労働
者が 4 割を占めるようになり、責任の重い業務を担うようにもなっているが、学生バイト
については、不当な扱いが見られるのである。
対策としては、労働基準監督署などの「総合労働相談コーナー」を活用することができる。
また、学生の相談を受ける「ブラックバイトユニオン」という労働組合も東京に出来てい
るが、学生側としては、最初に労働条件を示した書面を受け取ることが大切だと指摘され
ている。(『現代用語の基礎知識 2016』、日経・読売 11.10 付、宮崎日日 11.24 付ほか)
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⑤「フードバンク」----------------------------------------------------------------------- 《 食・農業 》
まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物を譲り受け、福祉施設や恵まれない人たちに
配る。これが「フードバンク」の活動である。日本には「もったいない」という意識が定
着しているように言われることがあるが、
売り物にならないとして廃棄される「食品ロス」
は、農林水産省の調べによると、2012 年度の推計で 642 万㌧に達する。これは、国内の
主食用コメの収穫量 788 万㌧(14 年)に迫る量である。
「食品ロス」が多くなる原因の一つは、店頭で賞味期限切れを防ぐための「3 分の 1 ルール」
という流通業界の商習慣があるためだと言われる。例えば、賞味期限が６カ月の場合、こ
のうち「3 分の 1」の２カ月が過ぎると、小売店に納品できず返品・廃棄の扱いになって
しまう。2000 年ごろから大手スーパー主導で広まったとされる。欧米では賞味期限の「2
分の 1～3 分の 2」まで認めるのが一般的だと言う。日本人が衛生面に敏感だと言っても、
これでは「食品ロス」が発生しやすくなるだろう。
ただ最近は東日本の大震災で食品不足になったことなどから、
「食品ロス」を見直す動きが
出て来ていると伝えられる。
「フードバンク」運動は、欧米で盛んになっているようであるが、日本でも広がりを見せる
ようになっており、国内にも 40 ほどの団体が出来ている。このうち東北から九州までの
11 団体が 11 月半ば、
「全国フードバンク推進協議会」を発足させており、こうした人々の
活動により、
「食品ロス」を削減する効果が上がって来ていると報道されている。
企業側の協力も広がりつつあり、大手スーパーで「フードバンク」への寄贈に取り組むと
ころが出て来た。また、横浜市は小盛りメニューや、ドギーバッグ(持ち帰り容器)などを
導入する飲食店を「食べきり協力店」として登録しており、10 月に 620 店に達している。
「食品ロス」の削減には、国連も乗り出し「2030 年には、世界の１人あたり食品廃棄を半
減させる」目標を 9 月に採択した。また、フランスでは、大手スーパーの食品廃棄を禁じ
る法律が出来た。
「フードバンク」の活動は、社会的に有意義で、人々の共感を得やすい面
はあるとしても、NPO 法人の善意に頼るだけで大丈夫なのだろうか。
(朝日「天声人語」11.17 付、日経 11．22 付)

⑥「男女格差」の国際比較 ----------------------------------------------------- 《 対外関係・国際 》
各国との比較で、日本が 101 位にとどまり、先進国の中では、最下位という統計が発表さ
れた。スイスのダボスで毎年「ダボス会議」を開いている WEF(世界経済フォーラム)が各
国のジェンダーギャップ(男女格差)を調べており、その最新の報告書が 11 月 19 日発表さ
れたのである。このランキングは、「政治への参加」「職場への進出」「教育」「健康の
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度合い」の 4 分野の 14 項目を使って男女平等の度合いを指数化し、総合順位を決めてい
る。
これによると、今年 1 位はアイスランドで、2 位はノルウェー、以下、フィンランド、ス
ウェーデン、アイルランド、と北欧諸国が並ぶ。主な国では、人口増加に一貫して力を入
れているフランスが 15 位、米国 28 位、中国 91 位。日本は前年より三つ上がったが、101
位である。日本の順位が上がったのは、女性閣僚の増加によるものであるが、女性議員が
少ないため日本の「政治」だけの順位は、104 位にとどまり、格差解消にはほど遠い。
「職場」分野では、106 位と前年よりやや悪化した。女性の労働参加率は改善したが、男
女の賃金格差が広がっていることが影響したようだ。
こうした統計から、女性の活躍を掲げるアベノミクスは男女格差の解消に向かっていない
という見方も出ている。特に働く女性の待遇が低く抑えられているのと、非正規雇用が多
いことを改善する必要がありそうだ。欧州諸国との比較研究によれば、家庭でも社会でも
男女が平等に扱われる慣行があり、社会への信頼性が高い国は出生数が高いと言われる。
日本が希望の出生率 1.8 を目指すには、少なくとも、男女平等の指数が先進国で大きく引
き離されて最低という状況から脱出しなければならないという見方があるが、全く同感で
ある。(朝日 11.19 付、日経 12.1 付)

⑦「中国人民元」国際通貨に -------------------------------------------------- 《 対外関係・国際 》
IMF(国際通貨基金)は、11 月 30 日の理事会で、中国の人民元について、SDR(特別引き出
し権)という国際準備通貨を構成する通貨に加えることを決めた。16 年 10 月から実施に移
される。
SDR は、IMF が通貨危機に備え、加盟国に配る「準備通貨」で、IMF 加盟国は、外貨不
足などの際に、配られている SDR をほかの国に渡せば、SDR を構成する通貨を受け取る
ことができる。構成する通貨は現在、4 通貨であるが、これが 16 年 10 月からは中国の元
を加えて 5 通貨となる。構成割合は米ドル(41.73％)、ユーロ(30.93%)、人民元(10.92%)、
日本円(8.33%)、英国ポンド(8.09%)となっており、円は現在の 3 位の地位を人民元に譲り
4 位に後退する。このことは、人民元が国際通貨として、お墨付きを得たと言える。
こうした構成通貨になる条件は二つあるとされている。
一つは「輸出額が大きい国の通貨」
であること。この点では、今や世界一の貿易大国である中国は問題なく当てはまる。もう
一つの条件は、
「自由に利用可能な通貨」という点であるが、人民元は、外国為替市場で相
場操縦が行われている。また、金利や資本取引の規制があるなど、条件を十分満たしてい
るとは言えそうにない。
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最近になって、預金金利の上限規制を撤廃するなど、自由化に向けた動きも出ているが、
資本取引は制限され、窓口指導や事実上の金利規制も残っている。こうした規制の改革が
着実に推進されるかどうかが今後の中国にとって、大きな課題になっている。
人民元の将来については、見方が分かれている。一つは「世界第二の経済大国という中国
の実情から見て元がマイナーな通貨にとどまることはないだろう」とか、
「世界各国の外貨
準備に占める元の割合は、現在 1.1%に過ぎないが、この割合が増えそうだ」という見方で
ある。元が仮に各国の外貨準備の 10%を占めるようになれば、日本円にして、約 135 兆円
の資金が元建て資産に変わるという試算もある。
その一方で「人民元が SDR を構成する通貨になったといっても、1974 年に SDR 入りし
た日本円の歩んだ道筋をふり返ってみると、円の国際化を進めていた 1980～90 年代の段
階では、円はまだ交換が可能で自由に使える通貨にはなっておらず、人民元の場合もすぐ
には元建て資産へ資本の流入が起こるとは、考えにくい」という見方も多い。
それにしても、いずれは人民元の国際取引が増えて、円の相対的な取引順位が下がる時が
やってくる可能性がある。円の国際的な地位を維持するには、海外投資家にとって円資産
の魅力を高めるといった努力が必要だとする指摘に耳を傾けることが大事だと思う。(主要
各紙 12.2 付ほか)

⑧「ASEAN 経済共同体」 ----------------------------------------------------- 《 対外関係・国際 》
ASEAN(東南アジア諸国連合)加盟 10 カ国首脳は、11 月 22 日マレーシアの首都クアラル
ンプールで、6 億人の「単一生産基地・単一市場」を目指す「ASEAN 経済共同体」を 12
月 31 日に発足させると宣言した。この共同体は 1997 年に提唱された構想で、歴史的な節
目になりそうだ。この日は今後 10 年間の「行程表」も採択された。
ASEAN は、1967 年に、5 カ国で地域協力機構として出発し、ほぼ半世紀にわたり進めて
きた関係深化が新しい段階に入る。加盟国間で最大 50 倍以上と言われる所得の格差を縮
小し、
「ASEAN 市民」としての一体感を育むことが大きな目標となる。
共同体としては、さし当たりは、域内で消費や生産活動をしやすくすることを目指してい
る。モノのやりとりにかかる関税を 2018 年までに全廃する計画であるが、この目標は順
調に進んでいると言う。さらに、税関手続きの簡素化、一部労働者の移動の自由、投資規
制の緩和などで、生産基地や消費市場としての魅力を高め、中国やインドの巨大市場に対
抗するとしている。
また、経済共同体に続いて、紛争の予防や平和的解決を目指す「政治・安全保障共同体」、
格差是正などを図る「社会・文化共同体」の実現も目指す。
ただ、EU(欧州連合)のような単一通貨や統一の議会、国境開放などの予定はなく、加盟国
の主権を優先した緩やかな統合を描いていようである。(共同ほか各紙 11.23 付)
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2015 年

今年の経済、10 大新語・流行語

１．軽減税率

2017 年 4 月に実施される予定の 10%への消費税増税に併せて外
食と酒類を除く食品全般にかけられる低い税率(８%)。

２．マイナンバー

国民 1 人一人に 12 桁の番号を割り当て、新年から身分証明書、住
民票の写し取得などに利用。

３．民泊

海外からの旅行客が急増し、ホテルなどでなく、普通の家に泊ま
ること。
「爆買い」もする。

４．自動運転車

車に載せた人工知能が判断し、ハンドルやブレーキを自動的に操
作して走る。

５．第 4 次産業革命

ドイツで言われるようになった言葉で、蒸気機関発明の第一次、
電気の第 2 次、コンピューター導入の第 3 次、IT と人工知能の第
4 次産業革命に。

６．オワハラ

就職内定を出した学生に、ほかの企業などへの就職活動を止めさ
せようとするもの

７．ゆう活

夏の午前中、早目に仕事を始め、夕方、終業後の時間を有効に使
おうとするもの。

８．ピケティ氏

格差社会の現状を打破するための理論で一躍有名になったフラン
スの学者、1 月末来日した。

９.ブラックバイト

ブラック企業と同じ発想で出て来た言葉で、学生アルバイトに賃
金不払いなどのトラブルが発生。

１０.下流老人

6 月に発刊された本の表題。刺激的な言葉だが、高齢者のひっ迫
した生活を訴えている。

(独断と偏見でこんなものを作ってみました。対象は今年の新語・流行語ですが、来年以降
に大きく影響するかどうかも考慮しました）
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(筆者後記)
・このシリーズもこれで２年となりました。読んで下さった方のアイデアを取り入れ、今年
初めての試みとして、
「今年の経済、１０大新語・流行語」を作ってみました。
・新年は分量を抑えながら、内容を充実させ、より興味深いものにしたいと考えております。
引き続きよろしくお願い申し上げます。
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