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月にはアメリカでドナルド・

昨年６月に英国が欧州連合（ＥＵ）から

離脱を決定し、

村山

今は大きなゲームチェンジの時代

Interviewer

リーマンショックから９年 ︑世 界

常識を覆すような動きが相次いでいます。この

さ なか

多くの人々は「世界が激変の最中に入っ

アメリカは、世界経済全体の健全な発展を目指

ーナ」（アメリカの平和）があったと思います。

ことがで きた背景には、「パック ス・アメリカ

自由な経済発展と民主的な社会の構築を目指す

第二次世界大戦後の世界において、私たちが

ています。

ムチェンジの時代」の象徴的な出来事だと思っ

まる段階にありますが、それらも「大きなゲー

Ｕとの間の正式離脱交渉がこれから本格的に始

は英国がＥＵからの離脱を決定、メイ首相とＥ

プ大統領が就任して半年以上が経過し、欧州で

いう言い方をしています。アメリカではトラン

大きなゲームチェンジの局面に入っている」と

ですが、ただ私はそれらを含めて「世界全体が

てきた」と認識していると思います。私も同様

福井

ような状況をどのようにご覧になっていますか。

にうかがった︒

戦 略 研 究 所 理 事 長の福 井 俊 彦 氏

総裁で︑現在はキヤノングローバル

くてはならないのか︒元 日 本 銀 行

どこにあり何をどう変えていかな

としているのか ︑わが 国の課 題は

これから世 界はどこに向かおう

激動の最中にある︒

さ なか

脱 ︑大 量の難 民 問 題 など ︑世 界は

ンプ大 統 領の登 場 ︑英 国のＥＵ離

経 済は回 復の方 向にあるが︑トラ

福井 俊彦氏に聞 く

京都総合経済研究所
常務取締役 東京経済調査部長

トランプ氏が大統領に選出されるなど、従来の
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激動下にある
内外経済の諸課題
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して先頭を走ってきましたが、同時にアメリカ

念的にもコンシステントであった（一貫性があ

ＭＦ）のクリスチーヌ・ラガルド専務理事も先

とを明確に言っていますし、国際通貨基金（Ｉ

かなめ

め以降は「パックス・ブリタニカ」
（大英帝国

代背景が大きく変わること、したがって、人々

話が出るくらいの状況になりました。それは時

よってはＥＵが分裂するかもしれないといった

となり、欧州では英国がＥＵを離脱し、場合に

だと思っています。

を模索する段階に入っている可能性があるため

テージがかなり成熟段階に達し、次のステージ

通、大量消費を骨組みとする産業資本主義のス

私は産業革命以降続いてきた大量生産、大量流

な ぜ そ の よ う な 状 態 に な っ て い る か と い う と、

日その点に的を絞った講演をおこなっています。

った）と思います。

の平和）という言葉があるように、大英帝国が

は行動原則を変えていかなくてはならないかも

村山

ところが、アメリカは「アメリカファースト」

は、世界秩序を維持する要の役割を果たすため

経済発展と国際秩序を維持する役割を担ってき

しれないという意味で、「大きなゲームチェン

しょうか。

に相当なコストを払ってきました。もう少し前

ました。良い意味でも悪い意味でも、
「パック

ジの時代」に入っているのではないかと思いま

福井

世紀のはじ

ス・ブリタニカ」
、
「パックス・アメリカーナ」

す。もっとも、これは三つある「大きなゲーム

８４０年のアヘン戦争の結果、歴史の舞台の袖

世紀以降、あるいは

ということが、自由な経済発展と民主的な社会

チェンジの時代」のファクターの中の一つだと

に遡ると、

の構築という二つの大きな目標を目指して人々
思います。

三つ目は、中国の再台頭です。中国は１

三つ目のファクターはどのようなことで

が努力することのできる大きな背景にあったと

の陰にいったん隠れ、それ以来ずっと隠れてい

思います。

村山 「大きなゲームチェンジの時代」を示す

ました。ところが１９７８年の鄧小平の開放改

ところが、今は「アメリカファースト」とい

二つ目のファクターは何ですか。

革政策を機に再び世界の表舞台に登場し、その

うことで、世界全体のためにアメリカが大きな

世紀半ばの産

念」というのは、一つはそれ以前の数々の戦争

の中で考える必要があります。
「欧州統合の理

界大戦後の欧州の統合という大きな歴史の流れ

一方、英国のＥＵ離脱というのは、第二次世

てきています。しかし、経済の根底にある生産

頭に非伝統的な金融政策から脱する方向性が出

が世界経済の中に出てきていて、アメリカを先

は最近になってようやく好循環らしきリズム感

入ったのではないかということです。世界経済

ことの原因ではないかと思っています。

うことが、今の世界情勢が極めて不透明である

しかも、そのゲームの仕方を誰も知らないとい

に新しいゲームが始まろうとしているわけです。

これら三つのファクターが集まって、今まさ

後は高い成長を続け、今や中国ファクターを抜

経験に懲りて「ヨーロッパ諸国の間では二度と

性の上昇、回復という点で力強さを著しく欠い

業革命以来ずっと続いてきた大量生産、大量流

戦争をしない」という共通の理念です。もう一

ています。たとえば、アメリカ経済においても、

時代になってきています。それは「パックス・

つは欧州経済を統合して経済的なメリットを大

ＩＴ関連を中心にイノベーションが引き続き活

きに世界の政治も経済も語れない状況になって

きくしようということですが、これは「パック

発に行われていますが、それが経済全体の生産
村山

通、大量消費を骨組みとする産業資本主義が成

ス・アメリカーナ」の時代であるということを

性の向上に十分に結びついていないように思わ

ら始まったのでしょうか。

アメリカーナ」という大きな背景が薄れてきて

欧州側も容認しながら、
「世界秩序維持のため

れます。アメリカの連邦準備制度理事会（ＦＲ

福井

います。

のアメリカの役割を補完していく」ことでもあ

Ｂ）のジャネット・イエレン議長もそれをよく

くからあって、１９８０年代から始まった「経

こ

りました。
ですから、
広い意味でとらえると、「パ

意識していて、ときどきスピーチの中でそのこ

ゲームチェンジが起きる下地はもっと早

そのようなゲームチェンジはいつごろか

経済のグローバル化と
情報通信革命の影響

ックス・アメリカーナ」と「欧州の統合」は理

熟段階に達し、次のステージを模索する段階に
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いることを意味しているように思います。

それは、経済の面では、

福井
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コストを払うことを避けたいと言わんばかりの
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国や東欧諸国がわれわ

す要因になります。中

時に経済の高回転を促

とですから、それは同

るようになるというこ

入り、はやく分析でき

は、情報がはやく手に

です。「情報通信革命」

容易になるということ

なり、経済発展がより

てマーケットが大きく

た、ということだと思います。

州統合に違和感のあった英国がまず逃げ出し

れるようになりました。そして、はじめから欧

規則な移動が起こってきたため、足元をすくわ

たのだと思います。欧州でも、テロや移民の不

ト」を主張するトランプ氏が大統領に選出され

全てをカバーし切れずに、「アメリカファース

うした、それやこれやの流れの中でアメリカも

とで難民が発生し、民族の大移動が始まる。こ

出てくる。そんな世の中には住めないというこ

立がおこり、さらにその隙間からテロリストが

形でそれが爆発して民族的な対立や宗教的な対

村山 そうした一連の動きの中で、中国につい

民主化が期待できない中国と
どう向き合うか

れと同じマーケットに
入ってきてソ連が崩壊
したということは、民

う方向性を強く補強する材料になった、と人々

主的な社会の構築とい
済のグローバル化」と、１９９０年代半ばのイ

は考えました。

そもは中国が開放改革体制に入ってきたことに

ぜなら、グローバリゼーションの走りは、そも

通信革命」の動きと密接に関わっています。な

も、こうした「経済のグローバル化」や「情報

常に競争が厳しい。「優勝劣敗」 が際立ってきて、

新たな経済活動をしていく過程というのは、非

争をする、しかも、新しい情報技術を駆使して

ました。結局、大きな土俵の中で自由な経済競

それほど生易しいものでないことが分かってき

較すると、日本は所得の不均等を生まずに比較

中国の成長の過程を日本の戦後の高度成長と比

自ら入ってきて、自らが得た果実だと思います。

とげました。それは自由主義経済の中に中国が

に入ってきて、ごく最近に至るまで二桁成長を

福井 中国は改革開放政策以降、信用経済の中

てはどのようにご覧になっていますか。

あったからです。

その結果として所得格差が広がるものであった

しかし、その後の動きをずっとみていると、

１９８０年代の終わりにベルリンの壁が崩壊

は「好ましい方向」のみを考えました。
「グロ

動きに対し、
その瞬間、
瞬間を捉えてみると人々

「経済のグローバル化」や「情報通信革命」の

終わりました。

が所得の不均衡も逆に加速し、その結果、社会

社会というのは、経済成長は進むかもしれない

きました。ＩＴ化とグローバル化が一体で進む

うことで、それが当然のことのように言われて

」という言葉があるとおり、勝者が独
takes all.
り占めし、後の人は皆得るところが少ないとい

えています。というのは、中国は何千年という

私は「民主化はあり得ないのではないか」と考

中国の先行きを見通すことは難しいですが、

日本と大きく異なるところだと思います。

得の不均等を伴いながら発展しました。それが

て経済的メリットを得ましたので、最初から所

的平等に経済発展をとげることができました。

して東ヨーロッパ諸国が西側に入ってきました。

ーバル化」ということは、自由な経済発展とい

の中に不満がたまる。そうすると、さまざまな

中国はグローバル化とＩＴ化の中で新規参入し

う仕組みの中に中国や東欧諸国なども入ってき

１９９０年代はじめにはソ連が崩壊し、冷戦が

からです。とくにＩＴ革命というのは、「 Winner

通信革命」に端を発しています。中国の再台頭

ンターネットの大普及以降に進んできた「情報

福井 俊彦（ふくい としひこ）

長い歴史の中で一度も民主化したことのない国
だからです。漢民族以外のモンゴル族、満州族
という異民族の王朝である元や清も順応して中
国のコアバリューである中華思想を守っていま

と思います。

の歴史を繰り返し、修正努力がほとんどなされ

ないできた地域とは違います。過去の悲惨さを

知り、それを修正する努力、理念の強さ、そし

てそれを支えていくインテリの力が大きいです

民主化できるかというと、歴史の法則から考え
福井

ていらっしゃいますか。

村山 ＥＵの今後については、どのように考え

とオランダの選挙ではポピュリズムが抑えられ、

ヨーロッパ各国で強くなっても、オーストリア

は変わらないのではないかと思っています。

にぶつかりながらも大きな意味で統合の方向性

悲惨な歴史の中から生まれた
欧州統合の理念

ても難しいと思います。国内に膨張する不満を

も時間をかけて統合の歴史を歩んでいく可能性

フランスではエマニュエル・マクロン氏が大統

ね。ですから私は今後も紆余曲折があり、困難

抑えることは専制的手法でなければできません。

の方が強いと思っています。というのは、ヨー

領に選ばれました。議会も、議席がなかった状

した。中華思想を一貫して守ってきた国が急に

われわれはそういう超大国を相手にして、これ

ロッパの過去の歴史があまりにも悲惨だからで

態から多数派となりました。これはもうフラン

福井

繰り返すという歴史をたどってきました。それ

ピュリズムに最後は支配されない」というヨー

スでないとできない「奇跡」です。そうした「ポ

これだけ混乱が起き、ポピュリズムの風潮が

からも付き合っていかなければなりません。

す。人々は定住の地をもたず民族大移動を繰り

超大国であるアメリカ、それからＥＵ、そして

が比較的落ち着いたのは、カトリックとプロテ

ロッパの歴史のリズムは、１７８９年のフラン

私は欧州統合の理念は崩れず、これから

村山

返し、民族対立や宗教的対立から戦争と移動を

日本、中国、韓国の東アジアということになり、

スタントが争った 年戦争が終わり、ウエスト

現在の世界の経済圏は、衰えたとはいえ

私も残念ながら中国は今後も民主化され

ることはないのでは、と思っています。

特に、東アジアの３か国は合計すると、あと２

アメリカ、ヨーロッパ、東アジアはそれぞれ３

のだと思います。
世界秩序を維持するためにも、

済を引き続き安定的に発展させることができる

東アジアという三つの柱があってこそ、世界経

く い き ま せ ん。 私 は、 ア メ リ カ、 ヨ ー ロ ッ パ、

決の問題を繰り延べたままでは世界経済がうま

問題をかかえています。そうであっても、未解

との間には歴史問題などの簡単に解決できない

しかし、中国では民主化が進まず、日本は韓国

年ぐらいでアメリカ経済よりも大きくなります。

という概念もこの「国民国家」の概念から生ま

られる「国民国家」が形成されました。国際法

在していてもお互いにアイデンティティが認め

族国家」ではなく、さまざまな宗教、民族が混

めて取り入れ られました。それに よって、「民

い」という原則で、ヨーロッパの歴史の中で初

ニティはいたずらに侵略したり干渉したりしな

コミュニティができている場合には隣のコミュ

族や宗教の違いがあっても、ある地域に一塊の

です。ウエス トファリア条約と いうのは、「民

ファリア条約（１６４８年）が締結されてから

後も続いていくのではないかと思っています。

で、健全な欧州に向かったこのような流れは今

ニュエル・マクロン大統領のケースも全く同じ

を働かせる要素があるところです。今回のエマ

ました。ヨーロッパはそ ういう 「 歴 史 的な知 恵 」

ュリズムを収束して次のステージへもっていき

いということでナポレオンが皇帝になり、ポピ

コバン党の独裁になりましたが、それではまず

ス革命の後にもあらわれました。革命後、ジャ

アの３か国はそういう高い次元で今後の意思決

任を果たしていけるかどうかが重要で、東アジ

ても、そうした共通の認識をもち、政治的に責

が欧州統合という理念です。中国のように王朝

まいました。そのまた反省に立って生まれたの

第一次世界大戦と第二次世界大戦を起こしてし

そういう歴史を経てできあがった国同士でも、

の長所と欠点はどのようなところにあるとお考

村山 ヨーロッパの国々と比較した場合の日本

ひとかたまり

分の１ずつの責任をしっかり果たしていかなく

れてきたのだと思います。

定プロセスを作り上げていかなければならない

欧米と比較したときの日本人の
欠点は、「国に対する依存心の強さ」と
「事なかれ主義」

てはなりません。仮に民主化しない中国であっ
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シップをとろうとすると僻みの対象となって行

済界でも官界の人でも、しっかりしたリーダー

に実現できました。

態ですから、「分配の平等」ということも自然

しめる」ということになります。そのような状

えですか。
動しにくい、というところがありますね。

日本という国は非常に幸せな国で、いつ

福井

その仕組みの成功物語の終点がいつであった

かを認定するのはなかなか難しいのですが、１

９７９年にエズラ・ヴォーゲルが『ジャパン・

ことです。日本国民ほど「国に依存したい」と

は潰れないものである」との暗黙の意識がある

た欠点」もあるように思います。それは、
「国

それだけに、知らぬ間に「結果的に身に着け

で来ています。

受し、復興だけでなく経済発展をとげて今日ま

クス・アメリカーナ」のメリットを最大限に享

ったことにはなりませんでした。戦後は「パッ

持され、全く違ったものに付け替えられるとい

に悲惨な目にあいましたが、それでも国体は維

国だと思います。第二次世界大戦で負けて本当

いいわけですから、あれこれ争わず、皆がスク

ーチ」と呼んでいます。お手本どおりにやれば

にお手本がある形を「テキストブック・アプロ

ということになりました。私は、このように前

然的になりますので、早く追いつき、追い越せ

やヨーロッパの経済を追いかけていくことに必

ました。日本のはるか前を進んでいたアメリカ

「安定の離れ小島」を築き上げることに成功し

に恵まれ、それを最大限に利用して世界の中で

クス・アメリカーナ」というバックグラウンド

福井 戦後の日本経済は、先ほど申した「パッ

題についてはどうお考えですか。

村山 これまでの日本経済で評価すべき点、課

くアメリカ経済を立て直すためにどうするか」

にやられた」という意識になっていて、「新し

領の時代でしたが、産業界では「日本とドイツ

その頃アメリカに仕事で行くと、レーガン大統

「驕りの言葉」のようにも私には聞こえました。

いう「覚悟の言葉」のようにも聞こえましたが、

から行動パターンを変えなければいけない」と

と言うよ うになったからです。 それ は、「これ

人たちが 「もはや欧米先進諸国に学ぶものなし」

のは、１９８０年代の半ば頃になると産業界の

代の半ば頃くらいではないでしょうか。という

本当に日本経済が頂点に達したのは１９８０年

は少し先取りして書いてくれたと思っています。

と認定しました。ただ、われわれの実感として

は戦後のサクセスストーリーの頂点に達した」

求められる「テキストブック・
アプローチ」からの脱却

まで遡ればいいのかよく分かりませんが、神武
天皇が即位して以降だと、今は２６７７年くら
いだと思います。この間、外国から侵略されて
国家体制が転覆したという経験を持っていませ

いう気持ちの強い国民も少ないと思います。「国

ラムを組んで一斉に進めばいい。その方が効率

といった議論を産業界が自発的に行っていまし

アズ・ナンバー ワン』という本を書 き、「日本

が頼りにならない」と思うよりははるかに幸せ

は い い。 そ れ が 政・ 官・ 財 の 鉄 の 三 角 形 で す。

ん。ヨーロッパとは全く違い、安定した幸せな

ですが、過度に国に依存し過ぎている国民だと

私はかつてラグビーをやっていましたので、こ

れなりに満足を得てきた国民だけに、僅かなこ

て、同じ出自の中でずっときて、それぞれがそ

うに思います。また、そうした流れの一環とし

いわゆる「事なかれ主義」に陥り過ぎているよ

そうとしない、
変革してみようとしないという、

自分たちが余計なことをして、あえて事を起こ

それから、
国が転覆した経験を持たないため、

を組んで勝ったときには、「誰が一番貢献した

日本経済は発揮したのだと思います。スクラム

面を向いて押し込んでいく。この強さを戦後の

れば覚えることができるので、前も見ないで地

た、ということです。テキストブックは一度見

とフォワードのタイトスクラムで進めばよかっ

の喩えをよく使うのですが、ラクビーに喩える

らは「テキストブック・アプローチ」ではなく、

展開に切り替えなくてはいけなかった。これか

開の中で新しいゲームポイントを見つけていく

で言えば、いったんスクラムを崩し、自由な展

クラムを解かなくてはいけなかった。ラグビー

功物語の頂点に達したタイミングで、タイトス

問題はそれ以降の日本です。本当は戦後の成

た。おそらくその頃が境目だったと思います。

おご

思います。

とで妬みやすい、
僻みやすい国民でもあります。

か」などといったことは考えません。「皆の力

自分でフロンティアを築いていかなければいけ

ひが

韓国は「恨みの文化」といわれますが、日本は

でゴールインした」、「だから平等に喜びを噛み

ねた

少し「僻みの文化」ではないかと思います。経

まエンジンをふかしてしまった。その結果がバ

なかった。ところがそれができず、旧来型のま
考えてみると、

ていると思います。
世紀半ばに産業資本主義、

が必要ですが、それさえあれば乗り越えていけ

は何なのか」ということが究め尽くされないま

るようになりましたが、
「構造改革の眞の中身

から「構造改革」という言葉がさかんに使われ

ないまま今日にきています。１９８０年代後半

日本経済は本当の意味での「衣替え」ができ

ってくると、人々は次にどういう世界にしたい

同じように、今もこれだけ混乱した世の中にな

集積してみると産業革命に結びついたわけです。

価値観を求めていろいろな方向に努力した結果、

絵を描いた人はいませんでした。人々が新しい

ります」、「こういう革命を起こしましょう」と

いは賢い人が、「まもなくこういう革命が起こ

産業革命が起きたときも、事前に賢い学者ある

産業政策も、「民の自立を促す」ということ

ます。

う構造を根本的に改めなければいけないと思い

けを広げて、それに国民が垂れ込んでいくとい

福井 「国が何でもやってあげる」と風呂敷だ

すべきことは何であるとお考えでしょうか。

村山 そうした難しい課題を前にして、政府が

っていかなければなりません。

を世の中がサポートする「仕組み」をもっと作

人たちがどんどん新しいことをやっていくこと

るのではないでしょうか。そのためにも、若い

ま、ずっと流れてきている、というのが本当の

か、どんな国にしたいか、どういうコミュニテ

が基本となるべきです。エネルギー政策にして

ブルだったと思います。

ところではないかと思います。

ィにしたいか、自分たちの生き方をどうしたい

もた

村山

かを真剣に考えはじめていると思います。そう

イムを皆が模索中であるということが正しいと

アメリカやヨーロッパの動きを見定めてから対

子をみよう」 という姿勢です。 今までの日本は、

一番いけ ないのは、「世界がどう なるか、様

争を繰り広げていくときに、「日本は財政赤字

のけてでもジャンプしようという厳しい生存競

封印している」ことです。世界中が他人を押し

福井

するなら、それは「皆が横一線に並んだ」とも

応方針を決めてきました。でも、それでは間に

のためジャンプできません」というのでは取り

も、「イノベーションを起こして問題を解決し

言えるわけです。
「これから新しいゲーム展開

合いません。「一斉に飛躍することが競争」と

残され、蹴落とされてしまいます。財政再建プ

したものを集積してみると「次のパラダイム」

が始まる」と考えれば、バブル経済時代のさま

いう社会になっていますから、人の動きを見て

ログラムをきちんと作り、負担すべきものは負

いう状態になりました。先ほど申したように、

ざまな痛い経験を反省材料にして、世界に先駆

から飛び上がったのでは負け戦になってしまい

ていくという方向ですよ」ということが本当に

けて飛躍するための「発射台」をうまく作れる

ます。人の動きを見る前に、自分がどういう方

になっていくのだと思います。

かどうか、というところにきているように思い

担するという覚悟を国民に求めなければいけま

だ け で な く、
「 夢 」 と か「 幸 せ 」 と か「 新 し い

りません。既存のツールを「使いやすく」する

ンスができていくかどうかは、まだ誰にも分か

いった動きだけで次の資本主義の骨格やエッセ

ているＡＩ、ＩｏＴ、インダストリー４・０と

ったものではありませんが、現在、よく言われ

ンプするという点について、もう少し「バネ」

すから、そこにリスクをとって飛躍する、ジャ

に対する興味は押しなべて強いと思います。で

までは改良型の技術でしたが、イノベーション

って次に進む、ということに慣れています。今

入れて、日本の文化とカルチャーミックスを作

幸い、日本は外国からいろいろな文化を取り

ございました。

かが大変よく分かりました。本日はありがとう

で、どのように対応していかなくてはならない

村山 混迷する世界経済の中で本当は何が課題

から、それでは駄目ですね。

もう治りません」と言っているのと等しいです

ます」ということを繰り返すのは、「私の膝は

それから、最 もいけないのは、「財 政再建を

分かるようにしなければなりません。

ます。

向に飛躍するかを考える人をたくさん輩出しな

せん。「当面の景気のために消費税を先延ばし

価値」に結びついていくようなものが求められ

ャル・キャピタリズム」
（金融資本主義）とい

もちろん、それは一頃言われた「フィナンシ

くてはなりません。

産業資本主義が成熟し、次の資本主義のパラダ

そうですね。しかし、今や世界中がそう

今議論されている「構造改革」とは差が

ありますね。
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