経済の新語・流行語から見えてくるもの
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2016年は英国のEU(欧州連合)離脱が国民投票で成立し、米国ではサプライズのトランプ新大統領が勝利
した。
17年もフランスやドイツで選挙があり、サプライズが続くのかどうか、注目されている。
国際的に、経済が激変の時代に入ったとすれば、「経済の新語・流行語」という視点から目を離せない。
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からである。
「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ようとして3年になる。4年目も
スタートさせたが、経済の出来事を紹介するより、言葉にこだわりたい。より分かりやすく記述するよう
に努めるとともに、その言葉がどういう環境の下で生まれ、どう展開しているのかに重点を置く。ちょっ
と目を引く統計を今まで通り、「新統計」として付録的に取り上げる。
【まとめ方】
1. 原則として、マスメディアに登場する経済の新語と、しばしば使われるものを
流行語として取り上げる。多少古くても、意味やそのニュアンスが少し変わっ
たものも流行語として扱う。
2. 取り上げた項目は、内容によって右の 11 に分類して表示する。(分類は 17 年
1 月から一部変更)
3. 取り上げ方は、まず最近の経済の動きの中から「代表的な新語・流行語」を取
り上げ、次に、前月後半とその月前半の 1 カ月の「新語・流行語」複数を解説
する。
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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対外関係・国際

１. 今号の代表的キーワード
～新しい日米経済関係～
[米トランプ政権の３カ月]
1 月 20 日に発足したトランプ米大統領の政権が間もなく 3 カ月を迎える。これまでの政権
運営を振り返ると、発足直後、乱発された「大統領令」は、テロ防止のための米国入国制
限などが大きな問題になったが、司法の側に壁があり、
「大統領令」の効果は出ていない。
また、オバマ政権が 2013 年 10 月に導入した医療保険制度「オバマケア」の撤廃にも失敗
した。米国の公的医療保険制度には、もともと、高齢者が対象の「メディケア」と、貧困
者向けの「メディケイド」しかなく、国民皆保険を目標とする制度はなかった。このため
国民の 2 割近くが医療保険に入っていなかった。各自が個別に私的な保険に入る仕組みだ
と、高齢者や持病のある人は保険に入りにくい。
そこで「オバマケア」では、地域単位の保険制度を設け、健康な人が他の人の保険料を補
助する仕組みにした。
この保険への加入を義務とし、
健康な人が加入を拒めば罰金を科す。
共和党では、議員も「オバマケア」には反対し続けていたことから、
「オバマケア」撤廃に
動くかに見えた。
議会の共和党は、医療保険制度を改革する責任から、政府補助を大幅に削る改革案をまと
めたところ、連邦議会予算局が「この改革案では、長期的に 2400 万人の米国民が医療保
険を失う」という予測を出した。これをきっかけに、共和党内が分裂し、結局、改革案の
議決を見送り、トランプ大統領もこれを了承したのである。
トランプ大統領は、今度は税制改革に専念し、法人税、所得税の大幅減税や、税額控除に
よるインフラ(社会資本)投資の促進を目指すと言うが、この問題でも議会、特に上院がカ
ギとなりそうだと見られている。
国際経済学者の竹森俊平・慶応大学教授は以上のような状況を見て「トランプ大統領がい
くら意気込んでも、立法権を議会が持つ米国の制度では、過激な行動に歯止めがかかるこ
とが証明された。共和党は昨年まで何でも反対で終始し、具体的な提案をまとめる努力を
怠った。トランプ大統領は明確な政策ビジョンを持たない。これらが新政権の具体的成果
の乏しさにつながっている」と指摘している。(読売 4.7 付)
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[貿易赤字削減問題]
トランプ大統領は、就任前から「米国第一」を掲げ、自国の貿易赤字削減と国内での雇用
確保を前面に打ち出し、保護主義的な姿勢を強めてきたが、それが 3 月 17～18 日にドイ
ツで開かれた 20 カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議の場で大きく浮彫された。
この会議の共同声明で前回まで明記していた「保護主義に対抗する」という記述が削除さ
れたのである。代わりに「世界経済への貿易の貢献を高めるよう取り組む」という表現に
とどまった。G20 会議に初めて出席したムニューシン米財務長官は記者会見で「米国は貿
易赤字を長く抱えており是正することが重要だ」と述べ、2 国間の貿易不均衡解消をめざ
す「公正な貿易」にこだわりを見せた。(3.20 付各紙)
3 月末になって、トランプ米大統領は、中国や日本との貿易赤字の削減に向けた大統領令
に署名したことが明らかになった。中国との首脳会談を 4 月６〜7 日に控え、最大の貿易
けんせい

赤字相手国である中国を牽制する狙いもあったようだ。
フロリダ州の大統領の別荘で行われた米中首脳会談では、米国が巨額の対中貿易赤字の解
消を求めて、激しい議論の応酬になることも予想された。共同声明発表の記者会見がなか
ったため、分からないが、会談後、米側の閣僚からは、成果を誇る威勢のいい言葉が出た。
ムニューシン米財務長官からは「短期間でより均衡のとれた貿易関係を築くことに焦点を
あてた」
、ロス商務長官は「(対中赤字是正の)100 日計画をつくる」など。
会談の焦点が北朝鮮の核開発や、ちょうど 6 日夕食会と前後する時間に米国がシリアのア
サド政権の空軍基地へミサイル攻撃を行った問題などに移り、中国を「為替操作国」に認
定するとか、
中国からの輸入品に高い関税をかける政策などは話題にならなかったという。
(4.8&4.9 付各紙)
この点についてトランプ米大統領は 4 月 12 日のメディアとのインタビューで、中国の「為
替操作国」認定は見送る考えを示した。トランプ氏は緊迫する北朝鮮問題の解決を優先し、
中国との交渉で取引材料にしたという見方が出ている。(読売・日経ほか 4.14 付)
[日米経済対話へ]
2 月の日米首脳会談で設置することがきまった日米の「経済対話」は、間もなく 4 月 18
日に東京で開かれる予定である。日本のトップは麻生副総理、米国はペンス副大統領と決
まっているが、
米側の意向で当面、
このほかの閣僚は同席しない見通しと報道されている。
日米首脳の間では、(ⅰ)財政・金融政策などマクロ経済政策 (ⅱ)インフラ(社会資本)投資
やエネルギー分野などでの協力 (ⅲ)二国間の貿易に関する枠組み、以上 3 項目について
の「経済対話」とすることで、合意している。
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これに基づいて、
「マクロ経済の連携」「経済協力」
「貿易枠組み」の 3 つの議題ごとに次
官級の作業部会を設ける見通しと報道されている。(日経 4.12 付)
通商分野で米国側は、日米貿易の不均衡解消に向けた対策を求めており、TPP(環太平洋経
済連携協定)からの離脱を決め、代わりに 2 国間貿易を主張する可能性がある。これに対し
日本側は、まず事務レベル協議で米側の圧力をかわしたい考えのようだ。(日経 4.12 付)
別の報道で、4 月 18 日の日米「経済対話」の初会合では、交渉実務を担う米通商代表部
(USTR)のライトハイザー次期代表候補の人事が議会の承認を得られていないなど、米側の
陣容が整っていないこともあり、具体的な交渉分野について、調整していないというが、
米政府関係者は、実際に交渉に入れば「自動車、農業がメインになる」と話す。
(朝日 4.13 付) また、TPP については、米国抜きの 11 カ国、いわゆる「TPP11」を日本主
導で推進する案も急浮上しているという報道もある。(日経 4.15 付)
ちなみに、米国が 16 年に計上したモノの貿易赤字のうち、対中国は 3470 億㌦(約 38.8 兆
円) と、半分近くを占め、対日本は 689 億㌦で 2 位だった。(読売 4.1 付)
ただ、日本のエコノミストの目から見ると、米国のマクロ経済は今、極めて順調で、ほぼ
完全雇用の状態にあるとされている。したがって、
「米国を含む先進国にとり、自由貿易に
よって衰退した産業から、成長する産業に労働者を移行させることが大きなテーマだ」(大
和総研前田和馬氏、読売 3.31 付)とも言われている。
なお、トランプ大統領が１月から批判してきたトヨタ自動車のメキシコへの設備投資につ
いては、4 月 10 日、トヨタ自動車が米ケンタッキー州ジョージタウンの工場に、13 億 3000
万㌦(約 1480 億円)を追加投資することを明らかにした。この工場としては過去最大の投資
だという。なおトヨタは、向こう 5 年間に米国で 100 億㌦の投資を計画している。
(Bloomberg 4.10)
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『経済の新語・流行語から見えてくるもの』
２. 今号のキーワード

①「働き方改革」まとまる ----------------------------------------------------------- 《 産業・雇用 》
前号の代表的キーワードとして取り上げた「働き方改革」の実行計画が 3 月 28 日の「働
き方改革」実現会議でまとまった。政府は 4 月以降、労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問
機関)で改革の方向性を改めて確認したあと、関連する法律の改正案を今年中に国会に提出
する。労使に大きな影響がある改革のため、準備期間を取り、19 年度施行を目指す。また、
26 年度まで制度導入の周知や改革内容の点検を進める。
今回の改革は、大きく言えば、(ⅰ)残業に対する罰則付きの上限規制、(ⅱ)同一労働同一賃
金の 2 点である。
(ⅰ)新しい残業の上限規制では、
「月 45 時間、年 360 時間」を原則とする。そのうえで対
応できない場合は、
「年 720 時間 (月平均 60 時間)まで」
。繁忙期については、▽月 45
時間超なら 6 カ月まで、▽2～6 カ月間で平均 80 時間以内、▽単月で 100 時間未満と
する。
このうち、
「年 720 時間」と繁忙期の規制には休日労働が含まれていない。休日労働を
加えると上限を超えるケースも想定され「規制の抜け道になるのではないか」という懸
念が出ている。
(ⅱ)正社員と非正社員で、勤続年数などに客観的な違いがない限り、原則として基本給や
賞与に同一額の支給を求めることとした。待遇に差を付ける場合は、企業に説明義務を
課すとしている。
次に、現在は規制の「適用除外」となっている運送業や建設業は、5 年間の猶予期間を置
いた後、規制の対象とすることになった。
このほか、柔軟な働き方がしやすいような環境整備なども取り上げている。在宅勤務など
のテレワークは、通勤時間の短縮で、子育てや介護との両立に効果がある。自宅や保育所
近くの専用オフィスで働く「施設利用型勤務」に対応したガイドラインを 17 年度中に作
成する。また、発注者から直接仕事を請け負う「非雇用型」テレワークについても、過重
労働や低報酬などの弊害を防止するため、発注者向け指針を策定するとしているほか、副
業・兼業についても、新たな技術開発や起業の手段として、また第二の人生の準備に有効
として原則的に認める方向でモデルとなる就業規則を 17 年度中に作成するとしている。
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この「働き方改革」に対し、市民団体などが評価する一方で、過労死遺族などからは、批
判の声が上がっており、特に繁忙期の上限短縮を求める声が強い。
(読売・日経・宮日ほか各紙 3.29 付)

②「国家戦略特区」のあり方 ----------------------------------------------------------------- 《 政策 》
安倍政権は、
「成長戦略」の柱の一つとして、地域限定でさまざまな規制を緩和し、産業の
国際競争力を強化しようと、「国家戦略特区」という仕組みを設けている。全国で「東京
圏」
「関西圏」
「広島県・愛媛県今治市」など 10 区域が指定されおり、今までの特区と異
なって、総理大臣が主導する。その上で、国、地方自治体、企業の 3 者統合本部で「ミニ
独立政府」のように決められる主体性を持つ。この特区を活用して岩盤規制に切り込むと
されている。
今回そのあり方が問題になったのは、大学の学部新設の規制についてである。もともと学
部の新設は、原則として自由であるが、獣医学部の場合は、医学部や歯学部と同じく、獣
医師らの増え過ぎを抑えるため、文部科学省が新設を認めてこなかった。
政府は最近、こうした規制を緩めるようになり、16 年 11 月には、獣医学部の新設方針を
打ち出して、事業者の公募を経て 17 年 1 月、今治市に獣医学部をつくる計画が認められ
た。18 年 4 月開学の予定。
か

け

野党が問題にしているのは、獣医学部をつくる学校法人「加計学園」(岡山市)の理事長が
安倍首相の知人だったことだ。
「特区で総理の長年の友人が利益を受けている」といった野
党側の指摘に対し、安倍首相らは一切の働きかけを否定している。
獣医学部の新設を考えていた事業者はほかにもあったようであるが、関西圏で新設を見送
った事業者は、政府の特区諮問会議(議長、安倍首相)が 16 年 11 月、獣医学部の空白地域
に限り新設を認める方針を出していたことから、ほかにも獣医師養成のコースがある「関
西圏での新設は難しい」と判断したという。
真に規制緩和を推進しようというのであれば、1 校だけでなく「今後の新設も検討する」
という姿勢が大事ではないか。(朝日 3.23&4.15 付)

③「新年度財政」の焦点 -------------------------------------------------------------- 《 財政・税制 》
2017 年度予算と税制改正関連法が 3 月 27 日の参議院本会議で可決、成立した。
17 年度の一般会計総額は、97 兆 4547 億円で、前年度を 0.8％上回り、過去最大を更新し
た。この中では、高齢化で医療や介護など社会保障費が 32 兆 4735 億円と過去最大で全予
算の 3 分の 1 を占めている。それでも、高齢者の増加で増えざるを得ない自然増分 6400
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億円から 1400 億円を抑えた。またミサイル発射を繰り返す北朝鮮などを念頭に、防衛費
も過去最大の 5 兆 1251 億円を計上したほか、
観光庁予算も最大の 210 億円になっている。
税制改正では、パート主婦らの就労を後押しするため、配偶者控除を見直す。控除は満額
で 38 万円。これを全額控除してもらえる要件を配偶者の年収で「150 万円以下」とし、
これまでの「103 万円以下」よりパート主婦らにとって有利になる。妻の年収が 201 万円
以下であれば、控除額が徐々に減る仕組みも導入された。ただ、女性の本格的な就労を妨
げるという批判もある。なお、世帯主の年収が 1220 万円を超えると、配偶者控除の適用
対象外となる。
このほか、酒税の見直しで、
「第 3 のビール」「発泡酒」
「ビール」の税額を 26 年 10 月ま
でにそろえるなどの税制改正もある。
17 年度の財政の課題としては、税収の増加が鈍る一方で、歳出の圧力が強いことである。
政府は 2020 年度の基礎的財政収支(プライマリーバランス、PB)の黒字化目標を掲げてい
る。
つまり、
政府予算の政策経費が毎年の税収などで賄えるようにするというのであるが、
果たして財政の健全化ができるのかという点である。
この点について、17 年 1 月に内閣府が更新した試算では、名目で 3％以上の経済成長を続
けたとしても、国・地方の 20 年度の基礎的財政収支は 8 兆 3 千億円、GDP(国内総生産）
比で 1.4％程度の赤字が残る見通しなのである。(本シリーズ 17.2 号 P.7 参照)
また、17 年度予算の税収見積もりは 57.7 兆円と、16 年度当初比 1000 億円の増加にとど
まり、シナリオに注意信号がともっている。これに対し、歳出の圧力としては、安倍首相
が教育無償化に意欲を示し、安全保障の面でも、情勢の悪化に伴う防衛費拡大論が広がり
そうで、財政健全化のシナリオも見直しを迫られる可能性があると見られている。(日経、
宮日ほか各紙 3.28 付)

④ アパート融資で「ミニバブル」---------------------------------------------- 《 金融・暮らし 》
このテーマは、
本シリーズ 16.9 号 P12 で取り上げた「増えるサブリース(転貸)式アパート」
の続報である。結論から言うと、15 年の税制改革で相続税の課税対象が広がった。アパー
トを建てると、畑や更地より評価額が下がるため、地主らが相続対策で一斉にサブリース
を含むアパート建設に走り、人口減少社会には似つかわしくない「ミニバブル」の様相を
見せるところが局所的に見られるというのである。
日銀によると、16 年の全国の不動産融資は前年から 15％増え、12 兆 2806 億円となった。
統計のある 1977 年以降では、80 年代後半に起こったバブル期も上回り、最高となった。
アパートローンも前年の 21％増の 3 兆 7860 億円と 09 年の統計開始以来最高に達した。
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マイナス金利で貸出先を模索する金融機関も融資に動き、東京の郊外だけでなく、東北や
山陰など地方にも異様なアパートラッシュが広がっている様子である。
家賃徴収などを会社に一任するサブリース契約の場合は、契約で決めた家賃を大家に払い
続けるためリスクが少ないとされるが、借り手が少なくて毎月の家賃収入が返済額を下回
ると、収支が逆ざやになり、運営が続けられなくなる。業績が悪化して、アパートの持ち
主とトラブルになるケースも増加していると伝えられる。人口減少が加速する地方都市を
中心に「空室リスク」が懸念される。
また、融資の実態が不透明で、中小企業が運転資金の名目で借りる事業性融資が実はアパ
ート向けだったりすることもあると言われ、金融庁が融資の実態調査に乗り出すと伝えら
れる。
借り手は相続対策が必要な富裕層が多く、返済不能になっても、担保の土地を没収すれば
銀行の懐は痛まないとも言われるが、人口が減り続けているため、担保価値は長い目で見
ると、目減りしていくだろう。
中には、
「アパート融資の一部は流動化し、投資家に売られているものもある」
と言われる。
複雑な証券化商品などが増えれば、リスクの芽が膨らむ。
「需要と釣り合わないアパート融
資急増のひずみ」
が米国で起こったサブプライムローン問題を思い起こさせ、
気にかかる。
(日経・読売社説 3.26 付)

⑤「東芝の経営再建」-------------------------------------------------------------------------- 《 産業 》
先月もこの欄で取り上げた東芝の再建問題は、その後も再生の道筋が確定せず、2 度延期
されていた 16 年 4～12 月期連結決算が 4 月 11 日にようやく発表された。その結果は四半
期報告書として、金融庁に提出されたが、監査法人が妥当かどうかを判断しない「意見不
表明」という異例の決算発表となった。
監査法人から普通は「適正」の意見が付けられるが、一部に問題がある場合は「限定付き
適正」
、重大な問題が見つかったときは「不適正」とされるが、この三つに該当しない場合
が今回の「意見不表明」となる。
16 年 4～12 月期の最終利益は 5325 億円の赤字となっている。これに 1７年１～３月の四
半期分を加えた 17 年 3 月期の通期の決算は、
5 月に発表される予定であるが、
今のところ、
6200 億円の「債務超過」の可能性があると言われている。東京証券取引所の規定では、2
年連続で「債務超過」になった企業は上場廃止となる。
東芝が再生するために進めていることを大きく整理すると二つ：
1)原子力発電子会社ウェスチングハウス(WH)について、「米連邦破産法 11 条」[脚注参照]
の適用を申請すること、
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2）もう一つは、東芝が誇る半導体事業を有利な条件で売却し、債務超過を解消すること
である。
1)については、WH は米国で建設中の原発 4 基の工期が遅れたために人件費が膨らみ、巨
額の損失を計上せざるをえなくなったのである。
このため、
WH に破産法が適用されれば、
東芝は WH を連結決算から切り離すことができ、今以上に損失が拡大するのを防ぐことが
可能と考えたようで、3 月 29 日に適用を申請している。
2）の半導体事業については、スマホなどの記憶媒体に使われる東芝のフラッシュメモリ
ーが世界 2 位の占有率を持つ。この記憶媒体事業を分社化してつくる「東芝メモリ」の一
次入札は、3 月 29 日に締め切られた。10 社程度が名乗りを上げたとみられ、この中には、
ホン ハイ

シャープを傘下に収めている台湾の鴻海精密工業も参加し 2～3 兆円の買収金額を提示し
たと言われている。また、米国のアップルやグーグル、それにアマゾン・ドット・コムな
ど IT 大手も参加していると伝えられる。
日本企業は入札に参加しなかったことから、政府は、この高度な技術が中国などに流出し
て軍事技術に転用されることを懸念しており、東芝の取引企業など日本の企業に呼びかけ
るほか、政府系金融機関も活用して共同出資する構想が有力とも言われ、こうした方向で
調整が行われているようだ。
5 月中には売却先が決まる見通し。(日経・読売・朝日・宮日 3.30~4.２,4.12 付、NHK ニ
ュース 4.14 ほか)
[脚注] 「米連邦破産法 11 条」(チ ャプター・イレブン)は、日本が「民事再生法」を制定する際に
模範となった法律で、債務者が自ら債務整理案を作成し、債務者主導の再建が可能である。この「チャプ
ター・イレブン」は 16 年に、車のエアバッグで大量のリコー ル問題を抱えている自動車部品大手「タカ
タ」の米国の子会社に適用申請が検討された。また 09 年に米 GM が、11 年にはアメリカン航空が適用を
申請し、その後再建を果たしている。(本シリーズ 16.11 号参照)

⑥「5G」活用で企業提携 ---------------------------------------------------------------------- 《 産業 》
日本の自動車と通信の最大手(トヨタ自動車と NTT)が自動運転車の開発で協業することに
なったと報道された。(日経 3.23 付)
この提携は超高速通信の「5G」(=第 5 世代)と呼ばれる技術を活用し、より安全性の高い
自動運転車の実用化につなげようとするもので、トヨタは、
「5G」の開発で先行する NTT
グループの技術を取り込み、開発競争をリードしたい考えだという。
日本の自動車と通信大手が提携するのは初めてで、トヨタは、「４G」で KDDI と提携し
ているが、KDDI とは、
「5G」でも協力する方針。
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「４G」とか「5G」というのは、通信規格を指すもので、
「5G」は、現在の携帯電話に使わ
れている「４G」に比べると、より高い周波数帯を使い、10 倍ものスピードとなる見通し
と言われている。
自動運転車の場合は「5G」を使えば、自分の車と隣や対向車線を走る車との通信だけでな
く、同時並行で路線などに設置する通信設備と大量のデータをやり取りできる。周囲を走
る車や人、自転車などの動きを何重にも監視できるため、自動運転車に不可欠な安全性を
実現させる技術と見られているようである。
世界の自動車業界では、このほかにも自動運転を巡って異業種間の提携が進んでいる。

⑦ 中国の「スマホ決済」 ----------------------------------------《 情報デジタル化・対外関係 》
中国で、財布も現金も使わないスマートフォンによる決済(「スマホ決済」)が急速に広が
っているようだ。タクシーやレストランをはじめ、生鮮市場、街の食堂、理髪店、雑貨店、
田舎にある小さなたばこ店など、ひなびた場所でも当たり前になってきたという。
特に 16 年後半あたりから中国では、現金があまり必要なくなったと言われる。
スマホを使った決済を猛烈な勢いで拡大させたのは、中国インターネットサービス大手の
「テンセント」だ。
「中国版 LINE」と言われるスマホ向けチャットアプリ「微信(ウィーチ
ャット)」を展開しており、利用者は 9 億人に迫ると言われている。
「テンセント」は、
「微
信」に慣れ親しんだ膨大な利用者をスマホ決済に誘導した。
その手法は、スマホの「微信」アプリに決済機能を盛り込むとともに、人海戦術であらゆ
る店のレジに自社のスマホ決済専用の 2 次元バーコードを貼り付けた。
客は商品を選んだあと、バーコードにスマホをかざして読み取り、その後、店主から聞い
た金額をスマホに入力するだけで簡単に決済が完了する。「テンセント」は、こうして 16
年 9 月末時点で 8.3 億人の決済ユーザーを獲得した。16 年のスマホ決済額は、中国全体で
前年比倍増の 600 兆円以上に達し、日本の GDP(国内総生産)も上回る規模になった。中国
のスマホ決済は、全土を覆い尽くす勢いで広がっているというが、中国人旅行客が増加し
ている日本でも百貨店やドラッグストアが対応に動くとみられている。(日経 3.24 付)

⑧「ふるさと納税」の返礼 -------------------------------------------------------------------- 《 地域 》
総務省は 3 月 31 日、
「ふるさと納税」競争に歯止めをかける対策を公表し、翌日、全国
1788 自治体に通知を出した。
「ふるさと納税」は、自分の故郷や応援したい自治体に寄付
すると、寄付額から 2000 円を引いた額が所得税や住民税から控除される制度。地方で行
政サービスを受けて育ち、都会で働く人も多く、地方に恩返しする仕組みとして 2008 年
に導入された。
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15 年度の寄付額は前年度比 4.3 倍の 1653 億円に達し、16 年度は 3000 億円を超える見通
し。多くの自治体が地元の特産品などを寄付のお礼として贈っている。ただ、返礼調達の
総額が高まり、
平均は寄付額の 4 割程度であるが、中には 7 割を超えるケースも出てきた。
返礼品の経費が高くなり過ぎると、地域活性化や住民サービスの向上に充てる財源が減っ
てしまうという懸念もある。
このため、総務省は過度な返礼品競争を改善しようと、今回、返礼品の調達額は、「寄付
額の 3 割以下」とする目安を初めて設定した。また、16 年 4 月の通知に続き、金銭に類似
する商品券や、資産になりやすい家電などは贈らないよう重ねて要請した。返礼にふさわ
しくない品目として、新たに家具、時計、宝飾品、カメラ、楽器も追加した。
総務省のこうした対策に、強制力はないが、
「地方が豪華な返礼品を餌に都市部の税収を奪
う構造」となっているという見方もある。都市部の自治体は今回の総務省通知に歯止めを
期待する一方で、地方の自治体には戸惑いが広がり、他の自治体の様子を見たいとすると
ころもある。 (朝日 3.24 付、宮日 4.1 付、読売 4.2 付)

⑨ 人口縮小と外国人材 --------------------------------------------------------- 《 人口・対外関係 》
国立社会保障・人口問題研究所が 4 月 10 日、長期的な日本の「将来推計人口」を公表し
た。これによると、50 年後の 2065 年の人口は、15 年より 3 割減って 8808 億人になる。
5 年前の前回の推計より、減少のペースがわずかに緩んでいるが、大きな流れは変わらず、
2053 年には日本の人口は、1 億人を割り込む。また、働き手の世代は 65 年には 15 年か
ら４割以上減る見通しだ。(総務省が 4 月 14 日発表した外国人を含む日本の総人口は、16
年 10 月 1 日現在、15 年より 16 万 2 千人減って 1 億 2693 万 3 千人と 6 年連続の減少と
なった）
「将来推計人口」は、5 年ごとの国勢調査の結果を基に、現在の出産や死亡が将来も続くと
して算出したもので、例えば、一人の女性が一生の間に産む子どもの推定数(合計特殊出生
率）は、1.44 と政府が目指す希望出生率の 1.8 には遠く及ばない。
当面の人手不足を補うには、外国人労働者受け入れが必要という意見も根強い。厚生労働
省の調査によると、日本で働く外国人の数は、16 年 10 月末時点で 108 万人と、初めて 100
万人の大台を突破し、1 年前より約 2 割、5 年前より約 6 割の増加となっている。ちなみ
に、日本の定住外国人は 2４0 万人(16 年 9 月時点、法務省調べ)で、過去最多である。
日本で働く外国人の 3 割以上を占めて一番多いのは、中国人(約 34.5 万人)、次いでベトナ
ム人(約 17.2 万人)、フィリピン人(約 12.8 万人)、ブラジル人(約 10.7 万人)の順。ベトナム
とネパールの伸び率が群を抜く。(日経 3.20 付)
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外国人は関東や中部地方に集中する傾向があるが、人口減少が続く日本経済の足腰を強く
するために外国人労働者政策の改革は、先送りできない課題だと言われる。こうした観点
から、日経紙が専門家 3 人に『外国人材を考える』シリーズを組んだ(3.27～3.29 付)
{i.経済評論家・元経済企画庁長官堺屋太一} 小説「団塊の世代」の著者でもある。この中
で「戦後 1947 年から 49 年にかけて生まれた団塊の世代が中年から高齢者になると、社会
保障の費用がかさみ、国家財政を破綻させかねない」と警告していた。
堺屋氏によると、日本は「古来、土地不足、ヒト余りの状況」だった。鎌倉時代の昔から、
農民や武士は土地を耕し、領地を命懸けで守った。戦国の時代も猫の額のような小さな土
地を巡って戦いが繰り返されたし、江戸時代も領地や村境での争いが絶えなかった。
日本の企業経営は、
「土地節約的ヒト消費型」だったが、ここへ来て事態は急変している。
全国で人の住まない住宅が 820 万戸、全住宅の 13.5％が空き家だ。農地は全国で約 40 万
㌶が耕作放棄地になっている。日本は今や「ヒト不足・土地余り」の「未曾有の時代」を
迎えている。
また、日本は外国からの移民や外国人材をあまり活用していないとも言われるが、鎌倉時
代と江戸時代以外には、多くの外国人が出入りしていた。特に 16 世紀から 17 世紀前半の
鎖国令までと、19 世紀末の明治開国から日清戦争までは相当の外国人が入ってきた。今日
日本の伝統と考えているものにも、元をたどると、外国人移民によってはじめられたもの
がたくさんある。
東京・上野で最初の喫茶店を開いてコーヒー文化を広げたのも、神戸で貿易商や洋服の仕
立屋を始めたのも中国人だった。今、日本は一時の人手不足だけでなく、本当に日本の将
来に貢献してくれる「次世代日本人」となる外国人の「長期定住」を目指す政策こそが大
事だというのが堺屋氏の主張である。
{ⅱ.関西学院大学教授井口泰} その主張は 5 点に整理しているが、ユニークなのは、アジア
系留学生の国際移動が急速に拡大していることに着目している点で、アジア地域の共同発
展を実現するため、域内で協働が可能な人材を多く育て、移動を円滑化することを提言し
ている。また、政府が長時間労働などの「働き方改革」の目標を外国人労働政策にも拡大
すること、外国人が就労に必要な日本語能力を継続的に身につけ、安定就労が可能な職業
資格を取得して滞在できるようにすることなども提言している。
{ⅲ.一橋大学准教授森千香子} 日本で「外国人家事支援人材」の受け入れが国家戦略特区の
神奈川県と大阪市で、近くはじまるが、フィリピンの「外国人家事支援人材」の養成・送
り出し機関を訪問した人の話として、日本のプログラムに対する現地機関の期待値が思い
のほか低いことを指摘している。日本語の学習という高いハードルがあるのに、3 年しか
働けず、安定的な滞在資格への切り替えの道もない。給与が高いわけでもなく、それほど
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魅力的に映らない。日本としては、
「大量移民を受け入れるか否か」ではなく、「移住した
いと多くの人に思われるようなエネルギーと、多様性を持つ魅力ある日本社会をつくるに
は、何をすべきか」が大事だと述べている。

⑩「英 EU 離脱」今後の課題 -------------------------------------------------- 《 対外関係・国際 》
1950 年代に始まった欧州統合の歴史上初めてとなる加盟国の離脱が本格化することにな
った。英国のメイ首相は、3 月 29 日、EU（欧州連合）のトゥスク大統領に、EU からの
離脱を正式に通知したのである。
英国では、16 年 6 月に行われた EU 離脱の是非を問う国民投票で、
「離脱」が約 52％を占
め、
「残留」の 48％を上回った。残留を訴えたキャメロン首相は辞任し、女性のメイ首相
が後任の座に就き、17 年 3 月までに正式通知をすると表明していた。
通知は加盟国の離脱規定を定めた EU 基本条約「リスボン条約」50 条に基づくもので、こ
のあと、原則 2 年間(延長可能)の「離脱条件」などの交渉が 5 月にも始まる。期間延長が
なければ、2019 年 3 月末に離脱することになる。
ところで、今後の英国と EU との交渉は、極めて難しく、難航すると予想されている。ま
ず「離脱条件」の一つとして。2020 年までの EU 予算で英国が拠出を表明した未払い分
担金や EU 職員の年金など、いわば EU 側が求める「手切れ金」をどうするかの問題があ
る。その金額は最大で 600 億ユーロ(約 7 兆 2 千億円)とされ、メイ首相は「国民は多額の
金を EU に払わないことを選んだ」として抵抗する構えだ。
これに対し EU 側は、離脱交渉について、結束の維持を問われる正念場ととらえ、第 2 の
ほ うび

英国を生まないためには「離脱する国に褒美を与えたくない」としている。英国が得をし
たと受け止められれば、EU の「崩壊ムードが広がる」と警戒しているのである。
また、英国内では、親 EU 派が多いスコットランドなどで、独立しようとする動きもあり、
EU との交渉の成り行きによっては、国家分裂の恐れもあると言われている。一方、EU
側では、英国との交渉開始時期に仏大統領選挙があり、また秋には、独連邦議会選挙が控
えている。こうした時期に交渉が英国に有利に進めば、仏独でも、EU 離脱を主張するポ
ピュリズム(大衆迎合主義)が勢いづく恐れもあると言われる。
さらに、英国では、20 年５月までに総選挙が見込まれており、交渉が長引いて、経済の先
行きや英国の将来が見通せない中で選挙戦に入るのはメイ氏にとっては避けたいとも見ら
れており、英 EU の交渉の前途は予断を許さないものがあるようだ。
(共同ほか各紙 3.30 付)
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⑪「国有地売却」と「忖度(そんたく)」 ------------------------------------ 《 経済全般・財政 》
学校法人「森友学園」への国有地売却問題は、2 月上旬から 3 月下旬にかけて、国会で激
しい論戦が続いたが、国の新年度予算が成立したあと、幕引きを急ごうとする政府・与党
側と、事実の徹底解明を求める野党側が対立したままの状態が続く｡
この件については、安倍首相の明恵夫人側から学園に 100 万円寄付があったのかどうか。
また、学園の小学校建築計画に 3 種類の工事契約書があったなどの問題もあるが、ここで
は、大阪豊中市の国有地払い下げ価格という経済問題に絞って取り上げる。
この問題が報道されたきっかけは、近畿財務局が原則公表の国有地の売却価格を非公表に
し、1 件だけ価格が空欄になっていたことだったという。財務局は取材に「学園側の強い
要望」を理由に答えなかった。しかし、学園の理事長を務めていた籠池氏に取材すると非
公表を強く求めていないことが分かり、価格は 1 億 3400 万円と分かったという。
学園はこの土地を小学校用地として買い取ることにしたが、地下にコンクリート片などの
廃棄物が埋まっていることが分かり、国はごみの撤去費を約 8 億円と見積もり、これを鑑
定評価額から差し引き、周辺の地価と比べて 9 割安という破格の条件にしたのだという。
この件について、財務省は「適正に処理した」と繰り返し、交渉記録は廃棄したから残っ
ていない。法令違反はないとしているが、学園が国有地を格安で入手できたのは、役人が
そんたく

「忖度」をしたのではないかという見方が出てきた。
そんたく

辞書によれば「忖度」というのは「他人の気持ちをおしはかる」と書かれている。
『言わな
くてもわかるでしょ』という道理が通じるのは、霞が関や永田町などムラ社会の色が濃い
ところではないかとも言われる。英語で直接言い換える言葉はなさそうだ。
「学園が格安で国有地を入手できたのは、名誉校長だった首相夫人や首相官邸の意向を役人
たちが忖度したためでは、との疑いが出ている。財務省、国土交通省、大阪府…。二重三
重の忖度のにおいがする」(朝日「天声人語」4.1 付)と書かれている。これに対し、安倍首
相は「忖度するのであれば、私の地元の陳情はすべて通る」と述べ、
「忖度が働いたことは
全くない」と強く否定した。
それにしても、世論調査では、財務省を含む政府の説明が明らかに足りないと考える人が
多数を占める現状を無視してよいのだろうか。(朝日・読売 3.25-4.5)

⑫ 米軍の研究助成 ------------------------------------------------------------------------ 《 経済全般 》
米軍が日本の研究者に研究費を助成しているようだ。日本の学術界では戦後、軍事組織か
らの助成には一線を引いてきたとされるが、米国の公的データベースによると、大学や関
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連の NPO、学会などに 9 年間で少なくとも 135 件、約 8 億 8 千万円を支出していると報
道されている。
助成の対象は、人工知能やロボット、サイバー技術など IT 関係のほか、軽くて強い素材
や電気をよく通す物質など様々な研究である。助成の金額は合わせて年間 1 億円程度であ
るが、
研究者はだれでも応募でき、
目ぼしい研究には米軍側からも呼びかけているようだ。
米軍は「科学の発展への貢献」が目的だとしており、助成金は自由に使える。また、研究
の成果を論文などで公開することもできる。軍事に応用されるとしても、研究の自由を妨
げることはなく、一種の寄付のような仕組みだとも言われる。(朝日 3.29 付ほか)
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『経済の新語・流行語から見えてくるもの』
３. 新統計から

（１）大卒の就職内定率 90%超 ------------------------------------------------------ 《 産業・雇用 》
大学卒の就職は、学生が優位の「売り手市場」で好調と言われてきたが、3 月 17 日、文部
科学省と厚生労働省からこれを裏付ける統計が出た｡
17 年 3 月卒業の大学生の 2 月 1 日時点での就職希望者に占める内定率は、前年同期比 2.8
㌽増の 90.6％となり、この時期の統計としては、比較可能な 2000 年以降で最高になった。
この統計は全国の国公私立の大学 62 校、4770 人を抽出して調べたもの。
内定率は、男子 88.8％・女子 92.8％、文系は 90.3％・理系は 92.1％となったが、いずれ
も前年同期を上回った。地域別では、全国 6 地域すべてで前年同期を上回った。中でも、
関東と近畿がどちらも 91.9%で最も高く、中国・四国の 86.0％が最も低くなった。
内定率の推移を見ると、11 年春に 77.4％まで落ち込んだが、その後は 6 年連続で改善し
ている。文科省は「人手不足が続き、企業の採用意欲もずっと高まっている」と分析して
いる。このほか短大生の内定率(2 月 1 日時点)は 88.5％、高校生は(１月末時点)94.0％でど
ちらも改善している。(日経 3.18 付)
なお、共同通信社が 3 月 25 日まとめた主要 104 社の新卒(18 年 4 月～19 年 3 月入社)採用
方針アンケート調査によると、既に採用計画を決めた 78 社のうち、27％(21 社)が 17 年度
より増やすと回答しており、前年調査の 24%を上回った。17 年度並みを含めると 86％に
上り、引き続き売り手市場になりそうである。(宮日 3.26 付)

（２）ドラッグストア売上高、百貨店超え ---------------------------------------- 《 産業・雇用 》
繁華街やターミナル駅付近で夜遅くまで営業し、薬・雑貨・軽飲食などを売るドラッグス
トアが医師の処方箋も受け付け、調剤事業を拡大するなどして売り上げを伸ばしているの
が目立つ。
日本チェーンストア協会(横浜市)によると、ドラッグストアの売上高は、2000 年度の調査
開始から 16 年間プラス成長を続けており、16 年度は、6 兆 4900 億円くらいになり、15
年度比 5.9％の伸びになる見込みという。16 年の全国百貨店の売上高は、6 兆円に届かな
かったことから、(本シリーズ 2 月号 P１3 参照)ドラッグストアが百貨店を上回る見通しに
なった。ドラッグストアが取り扱う医薬品（調剤を含む）、化粧品、日用雑貨がいずれも
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5%以上の伸びになっている。調剤事業は、国が「かかりつけ薬局・薬剤師」制度を推進す
るようになってから、ドラッグストアの間で広まってきたもので、16 年度の調剤医療費の
うち、10.5%のシェアをドラッグストアが担うようになっているようだ。このシェアは 5
割程度まで伸びそうだという見方もある。また、急速に増えている訪日客への売れ筋が高
額品から化粧品や日用品に移り、これらの品ぞろえが豊富なドラッグストアは客足が鈍ら
ないとも言われている。なお、病院のすぐ近くに立地して処方箋を受け付ける「門前薬局」
は報酬が引き下げられ、収益力が低下している。(日経 3.16 付)

（３）家計の貯蓄率・資産伸びる ------------------------------------------------------ 《 経済全般 》
2016 年の「家計の貯蓄率」が上昇している。総務省の家計調査によると、16 年の貯蓄率
は 27.8％と前年より 1.6 ㌽上がった。貯蓄率は、家計の「可処分所得」つまり、個人所得
から税と社会保障負担を差し引いた残りの部分(＝個人が自由に処分できる所得)を分母に
し、可処分所得から消費支出を引いた「家計の黒字」を分子にして割ったもの。調査は勤
労世帯を対象にしている。
貯蓄率は高齢化に伴い、98 年をピークにして低下傾向にあったが、消費税率が 8％に上が
った 14 年を底にして上昇するようになった。増税前の駆け込み需要で取り崩した貯蓄を
戻す動きや、16 年からは年前半の円高・株安などで消費マインドが冷え込み、家計の節約
志向が強まったと言われている。
さらに、年金支給年齢の引き上げなどで、老後の不安を抱える 50 歳代後半の世帯が節約
志向を強め、貯蓄を増やそうとする動きなども影響したと分析されている。
（日経 3.15 付）
この動きを別の角度から見てみよう。日銀が 3 月中旬公表した資金循環統計(16 年 10～12
月期の速報)によると、家計が保有する金融資産の残高は、12 月末時点で前年同期比 0.9%
増となり、過去最高の 1800 兆円になった。
家計資産の主な内訳は、現金・預金が 937 兆円(1.8%増)、保険･年金などが 524 兆円(0.5％
増)、株式などは 167 兆円(0.4％減)、投資信託は 96 兆円(0.2%増)であった。(宮日 3.19 付)

（４）増える「タンス預金」 ------------------------------------------------------ 《 金融・暮らし 》
金融機関などにお金を預けたりしない「タンス預金」の増加が止まらないようだ。第一生
命経済研究所によると、2 月末現在で 43 兆円となり、前年同月比 8%増えている。増加額
は 3 兆円で GDP(国内総生産)の 0.6%に達する。また、日銀の 16 年末時点の統計では、国
内の現金保有のうち、全体の 8 割が家計に集中しており、タンス預金も家計に偏っている
と見られている。
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15 年 1 月の相続税増税や、16 年 1 月のマイナス金利導入で、
「タンス預金」が増加すると
言われてきたことは、このシリーズでも何回か触れたが、増加の原因はそれだけではなさ
そうである。16 年の確定申告から 3 億円以上の財産を持つ人などは、資産の内訳を明記し
た調書の提出が必要になった。このため富裕層を中心に、資金の動きをとらえられやすい
銀行預金を避ける人がさらに増えているとも言われている。
一方、金庫メーカーには「1 億~2 億円の金額が入る金庫の大きさはどれくらい？」という
問い合わせが増えているようだ。金庫メーカーによると、マイナンバー制度の開始も資産
を把握されるという警戒感から金庫の需要増につながっているという。(日経 4.3 付)

（５）日銀保有国債 --------------------------------------------------------------------- 《 財政・金融 》
日銀が 3 月 17 日に発表した資金循環統計によると、増え続けている日銀の保有国債は 16
年末時点で 421 兆円(時価ベース)になり、発行残高全体の 39.1%を占めた。大規模な金融
緩和政策前の 2012 年末と比べると、日銀の保有額は 3.6 倍となる。17 年中に 500 兆円を
超し、さらに来年中には保留割合が 50%を超えそうだと言われている。
日銀は、今の金融緩和策で、財務省が発行している年約 40 兆円の国債の約 2 倍のペース
で買い増している。このため、民間銀行が保有する国債の残高は、16 年末時点で、209 兆
円となり、4 年前の 360 兆円から 4 割以上減った。
今後も日銀が国債を買い続けると、その後に大きな影響が出そうである。特に金融緩和の
出口対策について、日銀は「時期尚早」の一点張りであるが、大丈夫なのだろうか。
一足先に、金融緩和から、利上げに転換している米国の FRB(連邦準備理事会)は、早くか
らその対策を練っていたのとは、大違いである。(朝日 3.18＆4.4 付)

（６）
「生涯未婚率」最高 -------------------------------------------------------------------- 《 暮らし 》
50 歳の段階で一度も結婚したことがない「生涯未婚率」が 15 年は、男性 23.37%、女性
14.06％で、2010 年の前回調査より、男女とも 3 ㌽超増え、過去最高を更新した。4 月 4
日、国立社会保障・人口問題研究所の調査で分かったもので、5 年に 1 回、国勢調査を基
にして公表されている。
1970 年には、男性 1.7%、女性 3.33％であったのが右肩上がりに増加し、男性はほぼ 4 人
に 1 人、女性はほぼ 7 人に 1 人が「生涯未婚」になった。非正規労働者が約 4 割を占め、
金銭的な理由で結婚をためらう人も多い。自治体も婚活に力を注ぐようになっているが、
「官製婚活」には批判もあるほか、結婚に対する周囲の圧力も減っているようだ。
(宮日 4.5 付)
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