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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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金融・経済全般

１. マイナス金利と今後の行方

（１）
「マイナス金利政策」とは ?
日本銀行は 1 月 29 日、日本では初めて「マイナス金利政策」を導入することを決めた。
私たちが銀行に預金口座を持つように、市中銀行も日銀に口座を持っており、預金に対し
ては、利息が付く。最近は、超低金利の時代になっているが、それでも預金量に応じて日
銀から年 0.1%の金利が付いてきた。それが 2 月 16 日からは、一定額を超える日銀への預
金については、金利を「マイナス 0.1%」とすることになったのである。
つまり、預金をした市中銀行は、日銀に金利分(この場合 0.1%)のお金を払わなければなら
なくなる。したがって、市中銀行としては、日銀に利子を払ってまで預けたくない。する
と、企業や個人に、より多くのお金を貸し出そうとすることが期待できる。そうなれば、
企業が設備投資を増やすようになり、個人も活発に消費するなどして、景気が上向き、日
銀が目指しているのに、なかなか達成できない「2%の安定した物価上昇」につながるだろ
う。日銀にはこうした狙いがある。
言い方を変えると、
「マイナス金利政策」は、中央銀行にお金を眠らせる市中銀行に、罰金
を科す仕組みとも言われる。理屈の上では、お金が実体経済を潤し、景気と物価を上向か
せるはずであるが、副作用もあるようで、資金需要を伸ばすなど、プラスをもたらす効果
とどうバランスがとれるのか、はっきりしない。

（２）先行した欧州の場合は ?
マイナス金利が先行したのは欧州の中央銀行であった。2012 年以降、デンマーク、スイス、
スウェーデンの各中央銀行、それに ECB(欧州中銀)が相次いでマイナス金利を導入したの
である。今のところ、4 つの中央銀行は、中銀に預ける余剰資金に対し、マイナス金利を
適用している。しかし、その効果があったと結論付けるのは早過ぎるように見える。
例えば 14 年にマイナス金利を導入したスイスでは、通貨の急騰に歯止めがかからなかっ
た。マイナス金利を導入すると、その国の通貨は下落すると考えられ勝ちであるが、今の
日本も「マイナス金利政策」を決めた後に円相場は急に円高へ動いている。
またデンマークでは、マイナス金利導入後、住宅ローンの金利が急低下し、住宅ブームを
招いた。一部にはローンの「マイナス金利」をうたうところまで登場して、住宅価格の上
昇を招き、異例の「住宅不足」に陥った。このため、政府の規制で住宅購入価格の 5%以
上の頭金を顧客に求めるようになり、ひとまず収まったという。
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変動型の住宅ローンの一部をマイナス 0.3%にした大手住宅ローン専門会社によると、住宅
ローンの利用者は、ローン金利がマイナスになったからと言って、ローン利用者が利息を
もらえる「借り得」は起こらなかったようだ。ローン利用の顧客は、銀行などに手数料を
別に支払っており、ローンの金利分は手数料の割引に充てられた。
また、デンマークではマイナス金利の下で銀行に預金をすると、預金者が利子を銀行に払
わなければならなくなる。これについてデンマーク銀行協会では、大企業には、マイナス
金利分のコストを手数料の増額などで転嫁しているが、個人には今のところ、負担を求め
ず、銀行がそのコストをかぶるようにしていると言う。
欧州全体としてみると、マイナス金利導入で、銀行の貸出金利は大きく低下し、ユーロ圏
では前年比 3%近いペースで減っていた融資が上向きに転じた。ただ、資金需要が弱かっ
たことから、プラスの効果は小幅で勢いがなかった。各国とも消費者物価は 0％近辺で、
予想インフレも上がらない。家計の心理も委縮し、人々は支出を抑え、貯蓄に回す動きも
見られたと伝えられる。

（３）家計への影響は ?
「マイナス金利政策」は、
「家計」にはプラスの効果があるという試算を SMBC 日興証券
がまとめている。この試算は年月を区切ったものになっていないようなので、どういう傾
向になりやすいかの試算として見ると、「家計」は、預金金利の低下がマイナス要因とな
るが、その一方で、住宅ローンの金利低下がプラスに働き、2172 億円のプラス効果がある
としている。
また、
「企業」も預金金利の低下が 746 億円のマイナスになるが、銀行からの借り入れ金
利が低下し、プラスの効果を生む。つまり「企業」は預金より借り入れの方が多いことか
ら、全体では 1279 億円のプラスとなる。一般の「市中銀行」は、日銀に預けるお金の一
部にマイナスやゼロの金利が適用されることで、700 億円の減益となる。そのうえ貸出金
利の低下が 3830 億円も減益になるが、保有する国債は日銀が「市中銀行」にとって有利
な条件で買い取ってくれることで、全体としては、差し引き 84 億円のプラスになる。
これに対し、「日銀」は、異次元の金融緩和のため、高値で銀行などから国債を購入して
おり、現在のペースで買い続けると、
「マイナス金利政策」に伴う利益を得ても 8081 億円
の損失を被ることになるというのである。つまり「マイナス金利政策」は、
「将来の日銀の
損失を今、つぎ込む政策だと見ることもできる」と言われている。
ところで、マイナス金利になると、企業も個人も資金運用は、難しくなりそうである。満
期までの期間が短い国債や社債を中心に運用される投資信託の「MMF(マネー・マネジメ
ント・ファンド)」の中には、運用を中止し、投資家に繰り上げ償還する例も出始めた。
マイナス金利導入後、市中銀行やゆうちょ銀行が定期預貯金の金利を引き下げ、年 0.1%
台から 0.025%程度にしたが、日銀は市中銀行の預金金利をマイナス金利にすることは考

No.2016_2

P2

えていないようである。また、2 月 9 日には、日本で初めて 10 年物の長期国債がごくわず
かながら、初めてマイナス金利になった。

（４）これからどうなる ?
日銀が 2 月 8 日に公表したマイナス金利導入を巡る 1 月 28～29 日の金融政策決定会合の
「主な意見」では、意見が激しく対立し、5 対 4 のきわどい決定になったようである。
まずマイナス金利の「必要性」について、導入《賛成派》は、『経済の好循環を維持し、
金融政策の信認を保つために、追加緩和は欠かせない』と述べたのに対し、《反対派》は
その「効果」について『民間の調達金利の低下は限られ、設備投資増加も期待しがたい』
と反論した。また《反対派》は、
《副作用》についても、
『金融機関の収益性をさらに悪化
させ、金融システムの潜在的な不安定性を高める』とか『もう一段のマイナス金利引き下
げへの期待をあおる懸念もある』と反論している。
これに対し《賛成派》は、
『一部にだけマイナス金利を課すことにより、金融機関への過度
の負担は避けられる。また、追加緩和の余地が十分あることを示せる』などと、新しい政
策手段の意義を強調しているが、
それにしても決定会合で意見は真っ二つに分かれていた。
日銀の「マイナス金利政策」は、デフレ脱却による景気回復を目指し、目標インフレ率を
2%に定めて推進している追加策であるが、この目標達成に逆行するおそれがあると警告す
る主張がある。(櫻川昌哉慶大教授、日経経済教室 2.9 付から)
[主張の骨子]=金融機関はこれまで、準備預金として日銀に預けていたお金をそのまま
行内で保管することにすれば、(マイナス金利を日銀に支払う必要はなく）貸し出し
への影響は軽微だろう。最も懸念されるのは、マイナス金利を受けて人々が量的緩和
の長期化を予想することだ。10 年物国債の利回りが 0～0.1％でマイナス金利も出た。
金利の期待理論で解釈すれば、人々は 10 年後も、短期の名目利子率はほぼゼロと予
想していることになる。だとすれば、デフレに逆戻りする。
(このような主張に加え)、マイナス金利の影響が金融市場一般に及ぶようになると、
デフレ不況は深刻化する。その理由は、[マイナス金利で人々は銀行に預金しなくなる]
⇒[銀行の預金流出]⇒[貸し出し縮小]⇒[銀行の金融仲介機能劣化]⇒[銀行の信用創造
縮小]⇒[マネーサプライの減少]といった事態を招くようになり、資金は金融市場を循
環せず、人々は貨幣の保蔵を選択して、物価は下落するようになる(と述べている)
このほか、
『マイナス金利になっても、日米の金利差が広がらず、円安にする効果が出てい
ない(むしろ円高へ）。また、国債の利回り低下で貸出金利も下がり、信用力の低い中小企
業にはお金を貸せない環境になる』と懸念する見方もある。(池尾和人慶大教授)
(各紙 1.30 付、日経 1.31&2.7～2.10&2.14 付、朝日 2.11 付ほか)
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国際・経済全般

２. 世界経済の先行き不安
～ 株安、原油安、資源安～
2 月 9 日、東京株式市場は日経平均株価が 1 日で 918 円(5.4%)下げた。その後も週末まで
下げたため１万５千円を割り込み、日銀が 13 年４月、異次元の金融緩和に入る前の水準
に戻って、その後の上昇分が帳消しになったと言われたが、週明けに少し取り戻した。
同じ 9 日には、日本の長期金利が初めてマイナスとなった。新発行の 10 年物国債利回り
が一時、年マイナス 0.035%まで下がったのである。日銀が 1 月末に「マイナス金利政策」
を決めたことで、金利が下がりやすくなっていたとも見られているが、それだけでなく、
海外経済の先行きに不透明感が広がり、安全な資産として国債が大量に買われ、長期金利
がマイナスになったと見られている。
中国経済は減速し、その影響などから原油その他の資源価格が下がり、米国の金利引き上
げもあって、資源国から資金の流出も進んでいるようだ。資源国のナイジェリアが世界銀
行に支援を求めたと伝えられるなど、資源国の一部は資金繰りに苦しむようになっている。
16 年の世界経済見通し：IMF(国際通貨基金)は、1 月 19 日、この 1 年の世界経済につい
て、実質成長率で 3.4%伸びるとした。前回、昨年 10 月時点の予想は 3.6%だったので、
0.2 ㌽下方修正している。中国経済の減速や資源安で主な新興国の成長が伸び悩むと予測
したようだ。中でも鉄鉱石や、原油などの資源国であるブラジルは、マイナス 3.5%、ロシ
アはマイナス 1.0%と、2 年連続のマイナス成長で、ともに下方修正している。中国の成長
率は 10 月時点と同じ 6.3%成長、日本は 1.0%成長、米国は下方修正して 2.6%の成長とさ
れている。
「ダボス会議」
：スイスのダボスで今年も 1 月、世界の政・官・財のトップが当面の経済に
ついて意見を交わした。その「世界経済フォーラム」(=「ダボス会議」)の報道から拾う。
『先進各国は長い間、中央銀行の金融緩和に頼ってきたが、これ以上の緩和効果は期待でき
ない。インフラ投資や民間投資を促す構造改革に足並みをそろえるべき』(スペンス・NY
大教授)、
『中国経済の調整で世界的なデフレ圧力は高まる。通貨下げ競争も起きる』(投資
家ソロス氏)、
『難民問題を抱える中東に(戦後復興を助けた)マーシャル・プランのような支
援が必要』(ショイブレ独財務相)
2 月下旬に中国の上海で開かれる G20(20 カ国・地域の財務相中央銀行総裁会議)で、世界
経済の成長と市場安定に向けてどこまで協調できるかが一つの焦点となっている。(朝日
1.20 付、日経 1.24&2.10)
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情報デジタル化

３. 動きの速い IT 分野
【スマホの家計負担軽減策】
15 年秋、安倍首相の指示でスマホ料金引き下げの検討が始まったが、2 月初旬までに大手
携帯電話 3 社が示した今春の低料金コースは、本格値下げとは異なり、どこまで軽減効果
があるのかとする見方が多い。
まず、ソフトバンクと KDDI(au)が新設する新料金プランは、動画などのデータ通信(月１
㌐バイトまで)と電話代(5 分以内なら何回でもかけ放題)合わせて月 4900 円(税別)という低
料金コースを設ける。導入されるのは au が 3 月中、ソフトバンクは 4 月以降という。
また、NTT ドコモが発表した低料金コースは、対象を 2 人以上の家族に絞ったもので、デ
ータ通信を月に 5 ㌐バイト分まで家族で分け合えるというもので、5 分以内の電話はかけ
放題のコースと合わせれば、3 人家族で一人当たり月 4500 円、2 人で分け合うと 5500 円
となる。
大手 3 社の新コースの考え方は、総務省が「月 5 千円以下」の低料金コースを作るよう促
したことにあったようである。結果としては、各社とも最低料金が月に 1000 円以上安く
なるとみられている。
スマホのデータ通信量１㌐バイトは、標準的な画質の動画を約 4 時間半見ることができる。
また、通信量が月 1 ㌐バイト以下の人は大体 4 人に 1 人と言われており、短い通話やメー
ルが中心で動画をあまり見ない人にとっては、割安なプランと言えそうだ。ただし、月に
1 千円台から使える「格安スマホ」に比べるとなお割高だと指摘されている。
また、大手携帯 3 社は今後、数年かけて端末の過度な値引きを改善し、それと並行して新
たな料金プランを追加すると伝えられるが、今のところ、より幅広い利用者に使いやすい
料金体系になるのか負担軽減効果は不透明のようだ。(朝日・読売 2.2 付、宮崎日日 2.3 付)
【マイナンバー法「違法？」
】
12 桁の番号が一人ひとりに与えられ、新年から利用が始まったが、自分のマイナンバーを
教えることや、店の従業員がカードに記載された番号を書き写すとかコピーすると違法に
なる。
マイナンバー法は、税や社会保障の手続きで勤務先や行政機関に提供するなどの場合を除
き、
「番号を提供するとか、提供を求める」ことを禁じているのである。
「番号の提供」自体は法律に違反しても罰則はない。ただし、制度を監視する「個人情報保
護委員会」から提供中止などの命令に従わない場合は、
「2 年以下の懲役または 50 万円以
下の罰金」に問われる可能性がある。
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これまでに問題になった事例としては、「マイナンバーに 1129(いいにく)が含まれている
客は和牛を無料にする」というサービスを始めた焼き肉店が国から自粛を求められて中止
した。
「マイナンバー占い」の雑誌を一人で読むのは問題ないが、友人と一緒に読みながら
自分の番号を友人に教えるのも違法の可能性があると言う。
また、レンタル店では、会員登録のため、店の従業員がカードや免許証の番号を書き写す
とかコピーするのをやめることにしたところもある。要するに、自分の番号をむやみに他
人に教えないことである。(朝日 1.15 付)
【AI の人間超え】
「コンピューターは人間の指示に従ってデータを処理するが、AI はデータの意味を解釈し
て自ら判断を下す」と言われる。つまり、コンピューターを使い、人間が持つ《問題解決
能 力 》《 推 理 力 》《 判 断 力 》 な ど を 人 工 的 に 再 現 す る 技 術 の こ と を AI(=Artificial
Intelligence)「人工知能」と呼んでいる。データの意味を解釈して自ら判断を下すことか
ら、交通状況に応じた車のハンドル操作、医師並みの精度でがんを診断する検査、不審者
を見破る警備カメラなどに期待がかかっている。
1950 年代に米国で研究が始まった。2000 年代に入って、人間の脳の働きをまねた情報処
理の方法「ディープラーニング(深層学習)」が開発されて一気に実用化が進んだとされる。
最近話題になった二つの話題：一つは、米国でグーグルの囲碁 AI「アルファ碁」がプロ棋
士に勝ったことである。囲碁はチェスや将棋に比べて盤面が広く、局面の数は 10 の 360
乗に達するだけに AI にとっても、難易度が極めて高い。
「アルファ碁」の場合、初め 30 種類近い電子ゲームの攻略法を遊びながら編み出すように
した。囲碁については、開発に協力したプロの 3000 万種類の打ち手を見せて、対戦する
人間の動きを 57%の確率で予測できるようにした。その上で AI は自己対戦を繰り返し、
徐々に勝ち方を身に付けていった。碁石の配置全体を見て、最適な手を選ぶやり方は、直
感や勘も交えて判断する人間の脳に近いと言われる。
もう一つ話題を呼んでいるのは、公立はこだて未来大の松原仁教授らが AI を使って、短
編小説を自動的に創作する取り組みをしていることである。短編小説の名手、故星新一が
手がけた約 1000 の作品の特徴を AI に学習させて作ったもので、一部、人の手を加えてい
る。このほかにも、AI に音楽や絵画などの芸術作品を作らせる取り組みが大学などで盛ん
になっているようだ。将来的には、個人が好みに合った曲を作るとか、既に亡くなった著
名な作家の作品を分析し、作風をまねて「続編」を作るという活用も見込まれる。そうな
ると、著作権はどうなるのか。著作権法では「思想または感情を創作的に表現したもの」
を著作物と定義しているが、AI の作ったものに著作権が認められるのか。政府はインター
ネット事業者などの有識者会議でこれから議論するようだ。(朝日 12.30 付、日経 1.28 付)
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このほか、今号の新語・流行語

①「女性管理職」登用目標
② 消費増税時の負担額
③「モックス燃料」
④ ジェット機の「ミドリムシ燃料」
⑤「スンニ派」と「シーア派」
⑥「がん 10 年生存率」

①「女性管理職」登用目標 -------------------------------------------------------------- 《 成長戦略 》
15 年 8 月に成立した「女性活躍推進法」に基づいて、従業員 301 人以上の企業は女性登
用のための行動計画づくりを求められている。行動計画の国への届け出は 1 月に始まり、
4 月１日までである。4 月は男女雇用機会均等法が施行されて 30 年にも当たり、「女性活
躍推進法」が全面施行されることになる。
女性活躍推進法が目指しているのは、2060 年の日本の生産年齢人口が 2010 年の半分にな
ると予測されていることから、確実に減る労働力の新たな担い手として、女性に期待して
いるという面がある。このため女性の仕事と子育ての両立はゴールではなく、キャリア・
アップと子育ての両立が今後の目標になるとも言われている。
ただ、女性管理職の現状からすると、14 年時点の企業の課長クラスの女性比率は 9.2％で
国際的に見ても、女性管理職比率は、先進国で最低レベルとされている。この比率を引き
上げるために 2020 年までに官民で「指導的地位」に女性が占める割合を 30%程度にする
という目標が掲げられて来た。
しかし、容易に引き上げるこが難しいとみられるようになり、15 年末に閣議決定した「第
4 次男女共同参画基本計画」では、実情を踏まえた現実的な目標として、例えば、民間の
課長相当職の目標値を 2020 年で 15％ とし、30％を努力目標とすることになったのであ
る。
共同通信が 15 年 11 月に実施した国内大手企業 97 社の調査によると、このうちの 4 分の
3 近くの 72 社で計 262 人の女性役員が就任しており、徐々に女性登用が広がっているよ
うである。しかし、女性管理職の割合を 30%に引き上げることを目標とした場合、
「達成
できる」と言うのは、13%にとどまる。これら 13%とは別に、30%未満の目標を回答した
ところが 40%あったが、このうち、新たな 15%目標に届くのは、11%の企業にとどまって
おり、目標を 15％に引き下げても、達成できる企業の大幅増にはつながりそうにない実態
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が浮かび上がっている。それにしても、長い間、女性社員の育成を二の次にしてきたと言
われている日本としては、今こそ、本気でそのような企業風土から脱皮する必要に迫られ
ているのではないか。そうすれば、決して夢の数字ではないという見方も少なくない。
(日経 1.23 付、宮崎日日 1.31 付)
② 消費増税時の負担額 ------------------------------------------------------------------------ 《 財政 》
消費税は 17 年春に 10%に増税される予定であるが、その際、食品などに軽減税率を導入
した場合の個人負担額について、1 月 13 日、政府は、推計した金額を年額「1 万 4 千円」
と説明し、それを 1 週間後にほぼ 2 倍に増やしたのである。なぜ、急に答弁の推計が変わ
ったのか。その時の政府側の説明では、筆者も今一つ納得がいかなかった一人であった。
その後、新聞で読者の質問に答える形で報道された説明を吟味してみたい。
原因は推計に使用したデータを変えたことにあるらしい。つまり、政府がはじめに食品な
どに軽減税率を導入した場合の個人負担額として示した「1 万 4 千円」は、総務省統計局
が毎月、
全国 9 千世帯に家計簿を付けてもらう形で行っている家計調査を基にしたと言う。
ただこの場合は、学生の単身世帯や個人事業者の世帯が対象になっていない。
そこで、国全体の税収見通しから逆算する方法に変えた。すると国全体の増税に伴う税収
増は 5.4 兆円と試算。このうち、国民が軽減税率導入後の負担分を引いた 3.5 兆円を人口
(1 億 2800 万人)で割ると、約「2 万 7 千円」となる。
どちらが正確かと言うと、
「2 万 7 千円」の方だと見られている。政府は、年末に与党が軽
減税率の方法を取りまとめたあと、年明けの国会で個人負担額の答弁を迫られ、慌てて家
計調査を参考に「1 万 4 千円」と試算したが、これでは、政府が説明してきたマクロの軽
減税率に伴う税収減 1 兆円に届かず、矛盾するため、つじつま合わせで「2 万 7 千円」の
答弁が出て来たと言うのだが…。(朝日 2.3 付)
③「モックス燃料」----------------------------------------------------------- 《 エネルギー・環境 》
関西電力高浜原子力発電所３号機(福井県高浜町、出力 87 万㌗)が 1 月 29 日再稼働した。
東日本大震災後の新しい規制基準の下での原発再稼働は、九州電力川内原発 1、2 号機に
続く 3 基目となる。安全基準の面では、原子力規制委員会から津波などの対策について、
想定の甘さをしばしば批判されて、800 カ所以上の耐震補強工事を実施し、津波対策も 2.6
㍍だったのを高さ 8 ㍍の防潮堤に改めた。
ここでは、ウラン燃料を使う通常の原発と異なり、「モックス(MOX)燃料」を使用する。
「MOX 燃料」とは、使用済み燃料から取り出した「プルトニウム」と「ウラン」を混ぜ
た混合酸化物のことであり、軽水炉の原子炉でプルトニウムを燃やすことを「プルサーマ
ル」と言う。もともとの国の核燃料サイクル政策では、
「MOX 燃料」を高速増殖炉で使い、
燃えた以上のプルトニウムが新たに生まれるようにする想定だったが、高速増殖炉は技術
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的な課題が多く、世界のどこでも実用化に至っていない。日本の原型炉「もんじゅ」(福井
県)もトラブルで実現の見通しが立っていない。
このため、日本は国内外に 47.8 ㌧のプルトニウムを保有するようになった。核兵器に転用
できるため、プルトニウムをため込むと、核武装するのではないかと外国から疑われかね
ない。そこで、
「プルサーマル」を政策の軸とし、「MOX 燃料」が使用されることになっ
たのである。高浜 3 号機で使われる「MOX 燃料」は、フランスで作られたものという。
日本でも青森県六カ所村で「MOX 燃料」加工工場を建設中であるが、トラブルで完成が
延びている。なお、使用済みの「MOX 燃料」をどう処分するかは決まっていない。(朝日
2.1 付、読売 1.30)(「現代用語の基礎知識 2016」)
④ ジェット機の「ミドリムシ燃料」------------------------------------- 《 エネルギー・環境 》
ジェット機の燃料にするため、環境に優しいミドリムシを使った「バイオ燃料」の工場を
この夏から横浜に建設する計画が進められている。
ミドリムシ(学術名はユーグレナ)は、淡水中に幅広く分布する単細胞生物の一種。葉緑素
べんもう

により光合成を行う植物的な側面と、鞭毛を用いて泳ぎ回る動物的な側面を併せ持つ。光
合成により、ジェット機の燃料として使える軽質油(→比重が軽く、粘りが少ない)を生産
することが可能。このため次世代の「バイオ燃料」として期待されている。
この夏から「バイオ燃料」の工場を横浜に建て始めるのは、ベンチャー企業のユーグレナ
や全日空などの企業グループで、沖縄・石垣島の施設で培養したミドリムシを原料にし、
ジェット機の燃料を製造する。今のところ、2020 年までに全日空便で使うことを目指して
おり、使い方としては、通常の石油由来のジェット燃料に 1 割分混ぜて週 1 往復、近距離
の国内線で使用する計画と伝えられる。
ジェット機が今の燃料を使い続けると地球温暖化の原因となる CO2 (二酸化炭素)が大量に
排出される。国連の専門機関 ICAO(国際民間航空機関)は、先に CO2 排出量を 2020 年以
降は増やさないという目標を決めている。今後、航空輸送量は伸び続けると予想され、バ
イオ燃料が導入されないと CO2 排出量の目標が達成できないおそれがある。
「バイオ燃料」は、トウモロコシやサトウキビなどからも作れるが、食用の作物なので競
合して使いにくい。そこでミドリムシなどの藻類が注目されるようになった。
ミドリムシなどの藻類は育つときに光合成して大量の CO2 を吸収している。このため排出
量から吸収量を差し引けば、環境負荷を和らげる「カーボン・ニュートラル」の考え方が
適用されると期待されているのである。また、すべてジェット機は、
「バイオ燃料」で飛ば
せばよさそうであるが、現状では、通常の燃料よりコストが高く、安定的に大量生産でき
るか見通しが立たないという課題もあるようだ。
それにしても、ミドリムシの燃料でジェット機を飛ばすことが夢ではなくなりつつあるよ
うだ。(朝日 1.25 付)(公式サイト：euglena1.31)(「現代用語の基礎知識 2016」)
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⑤「スンニ派」と「シーア派」 ----------------------------------------------- 《 対外関係・国際 》
イスラム教の「スンニ派」と「シーア派」の対立は古くからあり、新語・流行語として取
り上げるのには多少抵抗があるが、時折、この対立が大きなニュースになると、その激し
さにあらためて驚かされることから、あえて流行語の一つとした。
今回は年明け早々1 月 2 日、サウジアラビアが「シーア派」の有力な宗教指導者、ニムル
師ら 47 人の死刑を執行した。この日から「シーア派」が多いイランでは、処刑に反発す
る群衆が首都テヘランのサウジ大使館を襲撃した。サウジはイランと外交関係断絶を表明
し、中東二大国の溝は決定的になったのである。
両派の対立は、イスラム教の預言者であるムハンマドの後継者を巡る考え方の違いから来
ている。632 年にムハンマドが死去した際に、娘婿でいとこのアリーを含む 4 人を最高指
導者のカリフ(後継者の称号)として認めたのが「スンニ派」で、これに対しアリーだけを
正統な後継者と位置付けたのが「シーア派」である。
世界のイスラム教徒の 80～90％は「スンニ派」で占められ、サウジを始め、UAE、内戦
が起こっているイエメンやシリアでも「スンニ派」が過半数を占めている。これに対し「シ
ーア派」は少数にとどまっているが、イランを支配し、イラクでも政権を握っている。
宗教的な対立と言っても、異なる宗派同士が結婚することもしばしばあるという。中東に
限らないが、宗教的な対立の背景に、経済的な利権や差別がある場合も少なくない。中東
では、宗派の違いから経済的に冷遇されるといった不満があるほか、油田などの利権争い
もあり、対立が内戦につながっているようだ。(日経 1.5 付)(「現代用語の基礎知識 2016」)
⑥「がん 10 年生存率」 ------------------------------------------------------------------ 《 経済全般 》
経済と直接関係はないが、人口減少の時代に「がん」を患った人の 10 年生存率が 58％に
達したというのは、明るい統計であろう。
この調査は、
「国立がん研究センター」などの研究グループが 1 月 19 日、岩手から佐賀ま
で全国 16 のがん専門病院で、99 年から 2002 年までに初めて「がん」と診断された５～
94 歳の 3 万 5287 人について 10 年間追跡して集計した。患者はがん以外の病気や事故で
亡くなる場合もあるため、
「がん」以外の死亡の影響を補正して示してある。
これによると、すべての「がん」の 10 年生存率は 58.2％で、5 年生存率より、5 ㌽近く低
かった。ただ、胃や大腸では 5 年生存率とほとんど変わらなかったが、乳房や肝臓の場合
は、5 年以降も生存率が下がり続けるなど、どこの部位の「がん」かによって異なる傾向
が見られた。
すいぞう

主な部位別の 10 年生存率は、低い方から見ると、膵臓(4.9％)、肝臓(15%)、胆のう胆道(20%)、
食道(30%)と続く。逆に 10 年生存率が高いのは、甲状腺(91%)、前立腺(84％)、子宮(83%)、
乳房(80%)となっている。

No.2016_2

P10

「がん」の臨床現場では、5 年間が治療や経過観察の目安とされているようであるが、乳
房がんの場合、5 年生存率は 9 割近い。しかし、5 年たってもほぼ同じ割合で生存率が下
がる。また、肝臓がんは 5 年生存率が 3 割でも、10 年では再発率が高くその半分に下がっ
ている。
「がん」が治りにくい病気であることに変わりはないとしても、部位によって生存率が大
きく異なることが明らかになった。(朝日 1.20 付)
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～～ 新統計から ～～
(ⅰ) 増える預金 と「長生きリスク」 _____________________________ 《 金融・証券 》
このところ超低金利が続いており、1 月末には、日銀が市中銀行から預かる当座預金に初
めて「マイナス金利」を適用するという異例の決定がなされた(本号１.参照)。この超低金
利に加えて、人口減少時代を迎え、銀行の預金残高は、減少してもおかしくないのに、増
え続けているのである。
日銀の統計によると、銀行の預金残高は、この 20 年で約 230 兆円増えて、15 年 11 月末
で 677 兆円に達した。20 年前と言えば、預金金利は、やや長い定期預金でも年 1.0%を割
り込んだ時期で、その後は１％未満の低金利が続いているのである。
09～14 年の世代別預金額を見ると、全体の半数を占める 60 歳以上の高齢世代は、平均
1351 万円で、約１% (７万円) 増となった。一方、60 歳未満の現役世代は 625 万円で、約
２%減っており、中でも、40 代の預金減少幅が大きい。
この現象について、ＮＴＴデータ経営研究所会長の山本謙三氏は「シニア層が『長生きリ
スク』にさらされているからだ」と指摘している。日本人の平均寿命は男性 80.5 歳、女性
86.8 歳で、5 年ごとに 1 歳ずつ延びている。老後の医療費や生活費がどれだけ必要なのか
が分からず、節約して預金をためていると言うのである。それだけでなく、長寿化で相続
の受け取る側も高齢化が進んでいて、50～60 代の「老々相続」が中心で「預金志向」の強
い高齢世代に金融資産が滞留すると見られているのである。
高齢世代のもう一つの特徴は、株券などリスクのある資産は敬遠し、
「投資より貯蓄」ㇸと
いう傾向が強いことである。さきほどの世代別調査で見ると、60 歳未満の世代では、株券
などの有価証券残高が約 3%増えているのに対し、60 歳以上では 0.2%マイナスであった。
高齢者のこうしたスタンスは、インフレ期待から投資や消費の活性化を目指す日銀のシナ
リオと大きく異なる。この問題も政治の視点から言うと、社会保障費の恩恵が高齢者に偏
りがちであること、特に今夏は、参院選挙を控え、投票率の高い高齢者に手厚くという「シ
ルバー民主主義」が目に余ると、若い層から批判が出ている。自民党若手議員は、ここに
焦点を当てて検討すると報道されている。(日経 1.25&2.3 付)
(ⅱ) 農産物輸出と対外収支 _______________________________ 《 食・農業・対外関係 》
農林水産省が 2 月 2 日に発表した 2015 年の農林水産物・食品の輸出額は、7452 億円で、
前年比 21.8%増となった。これで 3 年連続過去最高を記録したことになる。
2013 年に和食がユネスコ(国連教育・科学・文化機関)の無形文化遺産に登録されたことな
どから、国際的な和食ブームが起こり、特にアジアを中心に日本産の食材の人気が高まっ
た。さらに東日本大震災のあと、各国に導入された放射性物質を警戒する日本産食品に対
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する輸入規制が徐々に緩和・撤廃されたことなどが貢献したものと見られている。
15 年の輸出で伸びが大きかったのは、台湾向けのリンゴ(＋55.0%・134 億円)、和牛ブラ
ンドの牛肉(＋34.6%・110 億円)、ホタテ貝(＋32.3%・591 億円)、コメ(＋56.4%・22 億円)
などで、ホタテ貝は中華料理の食材として、輸出額が最も多かった。日本食を象徴する食
品では、日本酒、みそ、しょうゆ、緑茶なども好調だった。海外の日本食レストランは 15
年に 8 万 9 千店と、13 年の 1.6 倍に急増した。輸出先は①香港、②米国、③台湾、④中国
の順で、輸出総額の 4 分の 3 はアジア向けだった。
政府は、TPP(環太平洋経済連携協定)の大筋合意を受けて策定した政策大綱で、2020 年に
「農林水産物・食品の輸出額を 1 兆円とする」という 13 年に打ち出した目標を前倒しで
達成することを掲げたが、この目標は主要国の中では、少な過ぎる。日本の 15 年の農林
水産物・食品の輸出額は、輸入額の 13 分の１にとどまっているのだ。
これまで「農産物の輸入大国」だった日本としては、TPP 参加国の関税が撤廃または、低
下されると見られていることなどを展望し、農林水産物の輸出強化のための戦略をしっか
り立てる必要に迫られている。
ところで、財務省が 1 月 26 日に発表した 2015 年の日本の貿易収支は、輸出が 75 兆 6316
億円(前年比＋3.5%)、輸入は 78 兆 4637 億円(前年比－8.7%)で、差し引き 2 兆 8322 億円
の赤字となった。この赤字幅は、前年より約 10 兆円減り、東日本大震災以来、初めて赤
字幅が縮小した。
原油安とこれに連動したＬNG（液化天然ガス）の価格低下で輸入総額が下がったことが
大きく影響した。また、輸出は円安ドル高で輸出総額を押し上げたが、中国向けの減少や
前年比での円安は勢いがなくなりつつあることなどから、貿易収支の黒字転換と定着には
もう少し時間がかかりそうだ。
一方、2015 年の貿易や投資による日本と外国とのお金の出入りつまり、モノの輸出入や、
旅行・金融などのサービス取引、対外投資の収益などを表す「経常収支」は、16 兆 6413 億
円の黒字で、黒字幅は前年の 6.3 倍になった。このうち旅行者のお金の出入りを示す「旅
行収支」は、1 兆 1211 億円の黒字を記録した。長年赤字続きだったのが 53 年ぶりに黒字
となったのである。あらためて説明するまでもなく、訪日外国人旅行者が過去最高の 1973
万人に増え、訪日外国人の「爆買い」効果があったためで、旅行収支の黒字幅は、日本の
経常黒字の柱の一つになりつつある。(読売・宮崎日日 2.3 付、日経 1.26 付、朝日 2.9 付)

(ⅲ) ビール減少に歯止め __________________________________________ 《 食・農業 》
2015 年のビール出荷量が 19 年ぶりに前年を上回り、長く続いた減少傾向に歯止めをかけ
た。1 月 14 日、ビール各社が発表したところによると、15 年の出荷量は、2 億 1490 万ケ
ース(1 ケースは大びん 20 本換算)で、前の年より 0.1％増えた。この背景には、ビールの
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税率を引き下げ、発泡酒や第 3 のビールの税率を引き上げる改正が検討されていることか
ら、ビール各社が先取りして、価格の高いビールの方が収益も見込めると、新商品を投入
するようになったことが指摘されている。
このようにビールは活気を取り戻しつつあるが、発泡酒や第 3 のビールを加えた「ビール
系飲料」全体としては、出荷量が 0.5%減少し、4 億 2492 万ケースだった。
11 年連続の減少で、ピークの 94 年と比べると、4 分の 3 ほどに縮小している。ビールを
多く飲む層が高齢化し、若者のビール離れも進んでいること、ワインなど酒類の間で競争
が激しくなっていることなどによると見られている。
このためビール業界では、人口が減少する国内だけにとどまらず、ビール再編成が進む海
外の市場に目を向け、企業買収などに乗り出している。(朝日 1.15 付)
(ⅳ) 難民申請と認定数 _______________________________________ 《 対外関係・国際 》
法務省が 1 月 22 日公表した 15 年の難民についての統計(速報値)によると、この 1 年間に
日本で難民認定を申請した外国人は 7586 人で、5 年連続で過去最多を更新した。申請者
はこの 2 年間、連続で前年比 5 割増加となっている。国別で一番多かったのは、ネパール
で 1768 人、次いでインドネシアが急増して 969 人と全体の 8 割はアジア地域からで、欧
州への難民が一気に増加したシリアはわずか 5 人だった。
アジアからの申請が増えた背景には、2010 年以降、短期滞在や技能実習などの在留資格が
あれば、申請の半年後から働けるようになったことがあるようだ。しかし、これは審査に
時間がかかるため、その間に日本で生活ができるようにすることを考えた見直しで、明ら
かに難民として認められるものではなく、就労目的のものが多かったとされる。これだけ
申請があったのに、難民として認められたのは、27 人しかいない。前年より 16 人増えた
と言っても、
日本の難民受け入れの姿勢が消極的なことは変わっていないと見られている。
もっとも 15 年は難民としては認められなかったが、ほかに 79 人が人道上の理由で日本に
在住することを許可している。また昨年まで、難民として認められなくても再申請を繰り
返せば働き続けられたが、15 年秋以降は再申請には在留を認めないようにしたとされる。
(朝日 1.23 付、読売 2.1 付)
(ⅴ) 出版販売額減少 ______________________________________________ 《 経済全般 》
かねてから言われてきたことであるが、書籍と雑誌を合わせた紙の出版物の落ち込みが激
しい。出版科学研究所(東京)が 1 月 25 日に明らかにしたところによると、2015 年の出版
物の推計販売額は、1 兆 5220 億円。前年比 5.3%の減少で、調査を始めた 1950 年以降で
最大の落ち込みとなった。これまでの販売額のピーク、1996 年の 2 兆 6564 億円と比べる
と、57%縮小しており、前年比で減少したのは、11 年連続となる。
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内訳をみると、雑誌の売り上げは 7801 億円で、前年比 8.4%の減少だった。特に週刊誌は
前年比 13.6%と大きな落ち込みだった。「宝島」や「歴史読本」など各ジャンルの休刊も
相次いだ。これに比べると、文芸書が健闘した書籍の方は、前年比 1.7%減の 7419 億円だ
った。スマートフォンやテレビで、週刊誌などの情報を得る習慣が定着してきたことが影
響したと見られているが、苦境の中でも企画が良いモノは、売れている。昨年のラグビー・
ワールド・カップ(W 杯)の日本代表を特集したスポーツ誌「ナンバー」(文芸春秋)が特集
した臨時増刊号は増刷を重ねたという。
また、最近は週刊誌の特ダネが話題を呼んだ。(「週間新潮」が報じた人気グループ「スマ
ップ」の独立騒動、
「週刊文春」の閣僚の金銭授受疑惑報道など)
これまで雑誌の年間販売額は書籍を上回ってきたが、その差は徐々に縮小しており、逆転
も間近との見方も出ている。なお、2015 年の紙と電子を合わせた出版市場の規模は 1 兆
6722 億円であった。(宮崎日日 1.26 付)
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(筆者後記)
今号では、日本で初めての「マイナス金利政策」に頭を悩ましました。この政策はこうい
う効果があると言いきれない面があり、海外の例や、識者の見方が頼りでした。これから
の動きを注意深く見守りたいと存じます。
今月は 17 日の発行となりました、発行が遅れて申し訳ございませんでした。
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