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経 済 ＴＯＰＩＣＳ 

    京都総合経済研究所 

１．日本経済「横ばい圏内の動きが続いている」 

住宅投資が高い伸びを維持し、設備投資も持ち直してきているが、実質

個人消費は耐久財の買い控えや価格上昇を嫌気した慎重な姿勢を反映し

て僅かな上昇に止まっている。金融面では、株価はアメリカの新大統領決

定をはやしたドル高・円安を受けて持ち直してきている。為替市場では円

安に弾みがついている。国債利回りは米国利回りの上昇を受けてプラスに

転換した。 

２．米国経済「拡大を続けている」 

米経済は均してみれば年率２％前後のペースで拡大を続けている。個人

消費は原油価格の大幅低下の影響もあり底堅い動きを続けているほか、設

備投資もすう勢としてみると持ち直してきている。輸出も３か月続けて増

加した。雇用は引き締まりの方向にあり、失業率は低い水準にある。株価

は新大統領の景気刺激策を期待して最高値を連日更新、住宅価格の上昇も

続いている。 

３．アメリカ大統領選結果とグローバル化の進展 

アメリカ大統領が大方の予想に反し共和党のドナルド・トランプ氏に決

まったことに驚きの声が上がっている。しかし、今回の大統領選だけでな

くイギリスのＥＵ離脱を国民投票で決めたのも、その背景にはグローバル

化（世界的規模での拡大）に対する悲鳴、見直しの声があった。わが国経

済を長きにわたって苦しめているデフレも実はグローバル化に伴って生

じた対外競争力の弱体化によるものであり、その根は同じである。 
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１．日本経済「横ばい圏内の動きが続いている」 

 

 

 

景気動向指数をみると、９月の一致指数は前の月を僅かに上回ったが、均して

みれば４か月続けてほとんど横ばい圏内である。先行指数は２か月振りに低下し

たが、この半年程度の期間でみると徐々に持ち直してきている。数字を押し上げ

ているのは株価、長期債利回り、マネーストック等の金融関係の指標と消費者態

度指数などである。 

この間、個人消費全体の方向と度合いをあらわす９月の消費総合指数は前の月

を＋0.3％上回ったが、前年比では▲0.2％と横ばい圏内の動きが続いている。 

 

 

個人消費を個別にみると、９月の小売業販売額は２か月続けて前の月を下回り、

前年比では７か月続けてマイナスになった。「燃料小売業を除く個人消費」も２か

月続けて前の月を下回り、前年比では▲1.5％のマイナスになった。乗用車新車販

売台数は軽自動車が持ち直してきていることから 10 月は前月比＋0.5％のプラス

になり、前年比でも▲0.2％と僅かなマイナスに止まった。８月の旅行代理店取扱

額は前の月を＋0.8％上回ったが、九州方面への国内旅行の落ち込みから抜け出す

には至っておらず、前年比では▲0.3％のマイナスであった。 
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住宅投資が高い伸びを維持し、設備投資も持ち直してきているが、実質個人消

費は耐久財の買い控えや価格上昇を嫌気した慎重な姿勢を反映して僅かな上昇

に止まっている。労働市場では非製造業の非正規雇用者の採用が増え続け、有効

求人倍率は底堅く推移している。 

金融面では、株価はアメリカの新大統領決定をはやしたドル高・円安を受けて

持ち直してきている。為替市場では円安に弾みがついている。国債利回りは米国

債利回りの上昇を受けてプラスに転換した。 
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住宅着工戸数は日本銀行によるマイナス金利導入を受けて５か月連続して前の

月を上回ったあと８月は少し落ち込んだが、９月は再び増加し前年比では＋

10.0％のプラスとなった。 

設備投資関連では、設備投資の一致指標である９月の資本財出荷は２か月続け

て前の月を下回ったが、前年比では＋2.2％と３か月続けてプラスになった。９月

の建築着工（非居住用）は２か月続けて前の月を上回り、前年比では＋10.8％と

２桁台のプラスになった。機械投資の先行指標である９月の機械受注は２か月続

けて前の月を下回ったが、前年比では＋4.3％とプラスを維持している。 

 

 

公共投資関連では、８月の公共工事出来高は２か月続けて前の月を下回り、前

年比では▲5.7％のマイナスになった。先行指標である９月の公共工事請負額は２

か月続けて増加し、前年比では＋18.1％のプラスになった。 

９月の輸出(実質ベース)は２か月続けて前の月を上回り、前年比では＋3.7％と

５か月連続でプラスになった。輸入(同)は、月々の振れはあるが、均してみれば

横ばい圏内の動きが続いている。 
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 供給面を鉱工業指数によってみると、９月の生産指数は前月比＋0.6％、前年

比＋1.5％と前月比、前年比ともに２か月続けてプラスになった。10 月は前月比

＋1.1％、11 月も＋2.1％と高い伸びが予測

されている。出荷指数は２か月振りに前の月

を上回り、在庫指数は低下した。９月の第３

次産業活動指数は僅かに前の月を下回った

が、前年比では＋1.1％となった。 

鉱工業生産指数と第３次産業活動指数を加

重平均した９月の月次実質ＧＤＰは前の月と

同じ水準であったが、前年比では＋1.3％と

３か月続けて伸び率を拡大※。 

雇用面(９月)では、有効求人倍率は 1.38

倍と前の月（1.37 倍）から更に上昇。常用

雇用指数は１年６か月にわたり上昇が続いて

おり、前年比では＋2.2％上昇した。完全失

業率は 3.0％と前の月を下回った。名目賃金

指数は前の月を上回り、前年比では＋0.2％となった。物価変動を除く実質賃金

指数も前年比＋0.2％と８か月続けて前年水準を上回った。 

為替レート(円/ドル)は２か月続けてドル高・円安方向に推移した後、米大統領

選挙後は「強いアメリカ」を期待した米国への資金流入の動きなどから更にドル

高・円安気味にある。 

物価面では、10 月の円建て輸出物価は円安を主因に２か月続けて前の月を上回

 16/4-6 16/7-9 16/8 月 16/9 月 16/10 月 

消費総合指数（実質、前期・月比％） 0.1 ▲0.2 ▲1.0 0.3 前年比▲0.2 

小 売 業 販 売 額 （ 前 期 ・ 月 比 ％ ) 1.0 ▲0.5 ▲1.6 ▲0.3 〃 ▲1.9 

乗用車新車販売台数（前期・月比％) 4.9 0.3 3.7 ▲2.4 0.5 

旅行代理店取扱額（前期・月比％） ▲9.6 － 0.8 － 前年比▲0.3 

住宅着工戸数（前期・月比％） 6.2 ▲2.4 ▲4.9 3.0 〃  10.0 

資 本 財 出 荷 ( 国 内 向 け ） 4.2 1.7 ▲1.1 ▲0.6  〃  2.2 

機 械 受 注 （ 前 期 ・ 月 比 ％ ) ▲9.2 7.3 ▲2.2 ▲3.3 〃   4.3 

公共工事出来高（前期・月比％） 0.8 － ▲1.5 － 〃 ▲5.7 

輸 出 （ 実 質 、 前 期 ・ 月 比 ％ ) 1.1 0.7 1.3 1.0  〃  3.7 

　　　　　　　月次実質GDP（季節調整後、水準）
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った。円建て輸入物価も円安に原油価格の上昇が加わりより大幅に上昇した。こ

の結果、輸出物価を輸入物価で割った交易条件は２か月続けて前の月を下回り、

前年比では＋5.3％の上昇（好転）となった。 

10 月の国内企業物価は均してみると僅かずつではあるが低下を続けており、前

年比では▲2.7％のマイナス（前年比マイナスは１年７か月続いている）。 

９月のコア消費者物価（除く生鮮食品）は前年比▲0.6％と電気代やガソリン代

の低下を主因に７か月続けて前年を下回った。コア消費者物価から更にエネルギ

ーを除いたコアコア消費者物価は前年と同じ水準に止まった。10 月の東京都区部

速報も、コア消費者物価は前年比▲0.5％、コアコア消費者物価は前年比＋0.1％

と全国とおおむね同じ動きとなった。 

株価は６月をボトムに５か月続けて上昇し、ボトム月の６月との比較では約１

割戻している。 
※  月次実質ＧＤＰは、四半期でしか発表されない実質ＧＤＰを月次で捉えることができるものと

して、当研究所が統計的手法（回帰式）で作成。回帰式は、実質ＧＤＰ＝第 3 次産業活動指数×
5.833＋鉱工業生産指数×0.987－固定値 169.8 決定係数：0.977。 

 16/4-6 16/7-9 16/8 月 16/9 月 16/10 月 

鉱

工

業 

生 産 （前期・月比％)    0.2 1.4 1.3 0.6 
予測 10 月 1.1 

12 月 2.1 

出  荷 （ 前 期 ・ 月 比 ％ ) 0.2 0.8 ▲1.1 1.8 － 

在 庫 （ 前 期 末 ・ 月 比 ％ ) 1.2 ▲2.2 0.3 ▲0.5 － 

第 3次産業活動指数（前期・月比％) 0.2 0.4 0.0 ▲0.1 前年比 1.1 

月次実質ＧＤＰ（前期・月比％)  0.3 0.6 0.2 0.0    〃 1.3 

有 効 求 人 倍 率 （ 倍 ） 1.36 1.37 1.37 1.38 － 

常 用 雇 用 （ 前 期 ・ 月 比 ） 0.5 0.6 0.3 0.2 前年比 2.2 

完 全 失 業 率 （ ％ ） 3.2 3.0 3.1 3.0 － 

名 目 賃 金 （ 前 期 ・ 月 比 ％ ） ▲0.2 0.3 ▲0.8 0.2 前年比 0.2 

為  替  レ  －  ト  （円 /ドル） 108.2 102.4 101.3 102.0 103.8 

輸 出 物 価 （ 前 期 ・ 月 比 ） ▲3.4 ▲3.3 ▲1.3 0.6 1.1 

輸 入 物 価 （ 前 期 ・ 月 比 ）  ▲4.2 ▲1.5 ▲2.4 1.1 2.4 

交 易 条 件 （ 前 期 ・  月 比 ）     0.8 ▲1.8 1.1 ▲0.5 ▲1.3 

国内企業物価（前期・月比） ▲0.5 ▲0.2 ▲0.3 0.0 ▲0.1 

コア消費者物価（除く生鮮食品、前年比％） ▲0.1 ▲0.5 ▲0.5 ▲0.6 （東京▲0.5） 

コアコア消費者物価（前年比％） 0.6 0.2 0.2 0.0 （東京 0.1） 
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２．米国経済「拡大を続けている」 

 
 

企業のセンチメントをあらわす 10 月の製造業のＩＳＭ景気指数（ＰＭＩ）は

「生産」、「雇用」などが全体を押し上げ２か月続けて前の月を上回った。統計を

作成しているＩＳＭでは 10 月の 51.9％という水準は年率では＋2.8％の実質ＧＤ

Ｐ成長率に相当するとしている。非製造業の 10 月のＩＳＭ景気指数は２か月振り

に前の月を下回ったが、54.8％という水準は年率では＋2.3％の実質ＧＤＰ成長率

に相当するという（なお、ＰＭＩは水準ではなく変化の度合いをあらわす指標で

あるため、前の月からの上昇は伸び率の拡大を意味する）。 

 

９月の景気先行指数は５か月続けて上昇し、前年比では＋0.9％となった。 

10 月の消費者信頼感指数は３か月振りに低下したが、高い水準にある。９月の

小売販売額は２か月続けて上昇し、前年比では＋4.2％のプラスとなり、「ガソリ

ンスタンドを除く」ベースでも前の月を＋0.8％上回り、前年比では＋4.5％増加

した。９月の中古住宅販売戸数は３か月振りに増加し、前年比では＋0.6％となっ

た。中古住宅の在庫も減少傾向を続けている。住宅価格(８月)は４年７か月連続

で上昇し、前年比では＋6.4％の上昇となった。 

　ＩＳＭ景気指数と景気先行指数 　　　月　次　実　質　G　D　P
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米経済は均してみれば年率２％前後のペースで拡大を続けている。個人消費

は原油価格の大幅低下の影響もあり底堅い動きを続けているほか、設備投資も

すう勢としてみると持ち直してきている。輸出も３か月続けて増加した。雇用

は引き締まりの方向にあり、失業率は低い水準にある。 

株価は新大統領の景気刺激策を期待して最高値を連日更新、住宅価格の上昇

も続いている。 



6 

 

設備投資指数は８月、９月と低下したが、少し長い目で見ると持ち直してきて

いる。設備投資の先行指標である９月の非国防資本財受注は前の月を▲1.2％下回

り、前年比では▲3.6％のマイナスとなった。 

９月の実質輸出は３か月続けて前の月を上回り、前年比では＋1.9％増加した。 

９月の鉱工業生産指数はすう勢としてみると持ち直してきている。９月のサー

ビス指数は６か月続けて上昇。鉱工業生産指数とサービス指数を加重平均した９

月の月次実質ＧＤＰは前月比＋0.2％と 19 か月続けて増加し、前年比では＋2.0％

のプラスとなった※。 

10 月の非農業雇用者数は３か月続けて 15 万人を超える増加となり、失業率は

再び 4.9％に低下した。時間当たり賃金は前年比＋2.4％のプラスとなった。 

食料品・エネルギーを除く９月の消費者物価（コアコアＣＰＩ）は前年比＋2.2％

と、11 か月続けて２％台の上昇となった。 

株価は、トランプ新大統領の景気刺激策を好感して最高値を更新中。 
※   月次実質ＧＤＰは、サービス指数（個人消費）に 2.050、鉱工業生産指数に 23.981 をそれぞ

れ掛け、固定値 1,352.7 を減算したもの。決定係数は 0.997。前月比のウェイトは前月 1、当月
2、翌月 1 の 3 か月加重移動平均。 

 

 16/4-6 16/7-9 16/8 月 16/9 月 16/10 月 

ISM 景気指数（製造業、横這い＝50） 51.8 51.2 49.4 51.5 51.9 

ISM 景気指数（非製造業、横這い＝50） 55.0 54.7 51.4 57.1 54.8 

景気先行指数（前期・月比 ％） 0.1 0.5 0.2 0.2 前年比 0.9 

消費者信頼感指数（85 年＝100） 94.8 100.7 101.8 103.5 98.6 

小 売 販 売 額 （ 前 期 ・ 月 比  ％ ） 1.5 0.7 ▲0.0 1.0 0.8 

中古住宅販売戸数（前期・月比 ％） 3.8 ▲2.2 ▲1.5 3.2 前年比 0.6 

住宅価格（FHFA 指数・前期・月比 ％） 1.3 － 0.7 － 〃  6.4 

非国防資本財受注（前期・月比 ％） ▲3.5 1.1 1.2 ▲1.2 〃▲3.6 

実 質 輸 出 （ 前 期 ・ 月 比  ％ ） ▲0.3 2.4 1.3 0.2 〃 1.9 

鉱工業生産指数（前期・月比  ％） ▲0.2 0.7 ▲0.5 1.0 － 

サービス指数（個人消費、前期・月比 ％） 0.7 0.5 0.2 0.2 前年比 2.2 

月 次 実 質 Ｇ Ｄ Ｐ （ 前 期 ・ 月 比 ％ ) 0.7 0.6 0.0 0.2 〃 2.0 

非農業雇用者数（前期・月比 千人） 452 622 176 191 161 

失 業 率 （ ％ ） 4.9 4.8 4.9 5.0 4.9 

消費者物価（コアコア、前年比 ％） 2.2 2.2 2.3 2.2 － 

株価（NY ダウ、ドル、期・月平均） 17,764 18,368 18,495 18,267 18,184 
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３．アメリカ大統領選結果とグローバル化の進展 

アメリカ大統領が大方の予想に反し共和党のドナルド・トランプ氏に決ま

ったことに驚きの声が上がっている。しかし、今回の大統領選だけでなくイギ

リスのＥＵ離脱を国民投票で決めたのも、その背景にはグローバル化（世界的

規模での拡大）に対する悲鳴、見直しの声があった。わが国経済を長きにわた

って苦しめているデフレも実はグローバル化に伴って生じた対外競争力の弱

体化によるものであり、その根は同じである。 

 

（１）はじめに 

アメリカで 11 月９日（火曜日）に行われ大統領選挙の結果は、日本時間で

は 10 日（水曜日）の午後に判明、共和党のドナルド・トランプ候補が民主党

のヒラリー・クリントン候補を破り第 45 代アメリカ大統領になることが決定

した。わが国では 10 日は引けにかけて大幅なドル安・円高と株安が進むなど、

大きな衝撃を持って受け止められた。海外でもトランプ氏の勝利は驚きのニュ

ースとして伝えられ、その後のアメリカ国内では選挙結果を歓迎する声と反対

の声が錯綜している。 

こうした「意外な結果」ともいうべき点では、６月 23 日（水曜日）に行わ

れたイギリスのＥＵ離脱の是非を問う国民投票も同じであった。大方のメディ

アは経済合理性を考えればイギリスがＥＵから離脱するはずはないとの考え

方に立ち、「残留」を予測した。イギリス国民は「離脱」を選択し、今ではＥ

Ｕの存続も危ういかもしれないとの声も聞かれる。 

これら２つの選挙結果に対しては、単に「まさか」と思われるような事態が

「たまたま２度生じただけである」といった見方、このところ広がりを見せて

いるポピュリズム（「大衆主義」）のせいである、移民の恐怖に過度におびえた

結果である、といったさまざまな見方がある。 

しかし、その背景に「グローバル化」の進展があり、日本のデフレ現象とも

根は同じであることに気が付くと「当然の結果」ということになる。以下では、

「グローバル化」の進展という観点から２つの投票結果を捉え直すとともに、

なぜそれが日本のデフレ現象とも根が同一であるかを考えてみた。なお、「グ

ローバル化」とは、社会的な出来事や経済的な出来事、情報などが国境を越え

て地球規模で拡がっていくことを意味している。 

 

（２）グローバル化の原因とその影響 

周知のように第２次世界大戦後の世界は、アメリカや西欧諸国を中心とする
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自由主義陣営（資本主義陣営）と、ソ連、中国を中心とする社会主義・共産主

義陣営に分かれ、「冷たい戦争」という言葉に象徴される分断の状態にあった

が、1989 年 11 月の「ベルリンの壁崩壊」によりその壁は取り払われた。 

「冷戦終結」は大別して２つの結果をもたらしたとされている。 

一つは「グローバル化」、「グローバリゼーション」の進展である。「グロー

バル化」は貿易面だけでなく資金や人の移動の面でも垣根を取り除く方向に働

いた。それまで特定の国としかできなかった経済取引が広範囲に可能となり、

多くの国々から多様な人材を容易に受け入れることができるようになった。Ｉ

Ｔ化の進展ともあいまって様々な情報を迅速に得ることができるようになり、

世界的な規模で情報共有が可能になった。しかし、後述のように、「グローバ

ル化」はそれまで既得権を得ていた人々の立場を弱めるといった弊害もあった。 

もう一つの大きな「冷戦終結」の結果は、「アメリカ主導」の世界をもたら

したことである。それは「アメリカを中心とする自由主義陣営の勝利」と言い

換えてもいい。「冷戦終結」は、原油価格が長期にわたって１バレル当たり 20

ドル以下の低い水準にあったため、原油輸出に大きく依存していたソ連経済が

困窮化したことと無縁ではない。ソ連の地位後退はアメリカの地位向上を意味

し、アメリカは世界の警察官としての立場から中東をはじめ多くの国々の治安

維持に関与するようになった。しかし、その結果、本当は核兵器を持っていな

かったイラクに対しても核の保有を理由に攻撃するという、行き過ぎた対応も

あった。過度の関与を好まないイスラム圏諸国等から反感を買うようにもなっ

た。アメリカ国内でも、人的な被害だけでなく軍事費が増大したため、２期目

に入ったオバマ政権は 2013 年 10 月、世界の警察官を返上することを表明し

た。もっとも、その結果、無法化したイラクやシリアなどの中東地帯ではイス

ラム国と呼ばれるＩＳＩＳが残虐な殺戮行為を繰り返すようになり、大量の難

民がヨーロッパに押し寄せる原因になった。 

「冷戦終結」によってもたらされた「グローバル化」の進展と、「アメリカ

主導」の体制は、アメリカ経済だけでなくイギリスや日本などの経済にもさま

ざまな影響をもたらした。以下では、アメリカ、イギリス、日本の順にその動

きを概観してみた。 

 

① アメリカにおけるグローバル化の影響 

アメリカにおける「グローバル化」の影響は、とりわけ労働市場に厳しい形

であらわれた。理由は、アメリカはもともと移民によってできた国であったた

め、海外から移民を受け入れることに寛大であったからである。アメリカの科
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学技術は海外から優秀な人材を積極的に受け入れることによって高められて

きた。海外から多くの労働力を安価な賃金で受け入れてきた。その結果、生産

力が高まり需要の増加につながった。 

しかし、その反面でアメリカ国内に深刻な歪みが出てきて、それが今回のト

ランプ新大統領の登場につながった。 

図 1 は、アメリカ労働統計局が公表して

いる、人種別にみた雇用者数の過去 10 年

間の動きである。2008 年から 09 年にかけ

て落ち込んだ雇用者数は、その後徐々に増

加した。全体の雇用者数は 2006 年からの

10 年間で＋5.6％増え、失業率も最近では

4.9％（10 月）と完全雇用に近いとされる

水準まで低下している。 

しかし、雇用者数を人種別にみると、そ

の増加の度合いは大きく異なる。最も大幅

に増えているのは中国や東南アジア等か

らの移民あるいはその子孫であるアジア

人労働者で、2006 年を 100 とする指数で

2016 年１～10 月平均は 140.6 である。過

去 10 年間では＋40.6％も増えている。雇用者数全体に占めるアジア人労働者

の割合は足元では 6.4％に過ぎないが、伸び率が突出している結果、全体の雇

用者数を＋2.6％（＝40.6％×6.4％）も押し上げている。 

黒人労働者またはアフリカ系アメリカ人労働者の伸びも大きく、10 年間で

＋13.6％増えた。その割合は 12.4％であるから、全体の水準を＋1.7％（＝

13.6％×12.4％）押し上げた計算になる。 

これに対し、全体の 82.9％を占める多数派の白人労働者の伸びは 10 年間で

＋0.4％に過ぎない。年率では＋0.04％の増加率であるからほとんど横ばいと

いっていい。アメリカの実質ＧＤＰは 10 年間で＋13.2％増加した。名目では

＋33.2％増えている。白人労働者は相対的には３割近く貧困化してしまったこ

とになる。 

また、図２は、アメリカの雇用者数を業種別に見たものである。資源採掘業

だけはシェールオイルの増産とその後の減産の影響を受けて大きく変化して

いるが、それ以外の業種はいずれも 2010 年以降ほぼ一貫して増加していて、

ある業種だけが偏って増えてきたという感じではない。人種別の賃金統計がな

　図１　人種別にみたアメリカの雇用者数

（データ出所）アメリカ労働統計局
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いため推測の域を出ないが、おそらくアジア人労働者、黒人労働者またはアフ

リカ系アメリカ人労働者は、白人労働者よりも安い賃金を受け取ることを条件

に雇用を増やし、その結果、白人労働者数はほとんど増えることができなかっ

たと考えられる（そうした見方はメデ

ィアでもよく目にする）。 

しかも、これら２つの図に用いたア

メリカの雇用者数は、農業部門を除く

事業者の給与支払い帳簿から計算し

たもので、アメリカ全体の雇用者数で

はない。というか、そのような統計は

アメリカには存在しない。 

なぜそれが問題かというと、不法移

民と呼ばれる人たちの雇用の実態が

よくわからないからである。2014 年時

点におけるアメリカの人口は 3.18 億

人であるが、中南米等から来た「ヒスパニック」と一般に呼ばれる人口は 0.55

億人と、全体の 17％を占めている。「ヒスパニック」の約２割に相当する 0.12

億人はメキシコ、グアテマラ、ホンジュラスなどの中南米から不法に入国した

人たちで、正確な数すら掴めていない。 

彼らはアメリカで生まれた子供が成人するとアメリカ国籍を取得できるが、

それまでは不法移民という不安定な立場にあり、正規の事業所に勤めることは

できず、したがって雇用統計にも含まれない。 

とはいえ、アメリカ国民全体の３～４％に相当するこれらの人たちも何らか

の職業を得ていて、しかも、その人口は白人を上回って増え続けているわけで

あるから(過去 10 年間の増加率は、除く移民が＋7.6％であるのに対し、移民

は＋22.9％)、白人労働者は上記統計以上に仕事を得るのが難しい状況にある

はずで、そうした傾向に歯止めはかかっていない。 

なお、「ヒスパニック」という言葉は特定の人種をあらわすものではなく、

スペイン人あるいはスペイン語を話すスペイン系という広い意味で用いられ

ている。10 年ごとに行われているアメリカの国勢調査では、調査項目の中に

「ヒスパニック」であるか、「ヒスパニック」であれば出身国を答えてもらう

項目があるため、このような呼称が一般的になっている。「ヒスパニック」の

人口増加率が他に比べて高い理由は、その多くはカトリック教徒で、教義によ

って避妊が認められていないためである。 

　　    　図2　業種別にみたアメリカの雇用者数

（データ出所）アメリカ労働統計局
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先にも述べたように、アメリカは移民がつくりあげた国で、移民を受け入れ

ることに寛大であった。それだけに白人労働者は、アジア人労働者、黒人労働

者またはアフリカ系アメリカ人労働者だけでなく、統計数字にあらわれていな

い「ヒスパニック」と呼ばれる人たちとの厳しい就職競争に晒され、将来不安

を強めてきたわけである。 

こうした白人労働者の厳しい状況についてはさまざまな報道が行われてい

るが、中でもショッキングなのは、７月５日にウォールストリートジャーナル

の電子版に掲載された『米白人の中年の死亡率上昇―薬剤・自殺増える 「絶望に

よる死」を防ぐのは「希望による解決」』という記事などにみられる白人労働者等

の深刻な状況である。 

図３は、45 歳から 54 歳という年齢

層（中年層）の 10 万人あたりの死亡

数を各国間で比較したものである。

アメリカでもヒスパニックは他国と

同じように減少傾向にあるが、アメ

リカの白人労働者等の場合には 1999

年から 2014 年の間に約 10％増加し

た。1978 年から 98 年までの米国の白

人労働者等の死亡数は年率２％で、

他の数か国と大体同じであった。そ

れが 1998 年をボトムに約 0.5％のペ

ースで上昇している。 

しかも、図４にあるように、白人労

働者等の死因をみると、オピオイド

（鎮痛剤）過剰摂取が大幅に増えて

いるほか、自殺、アルコールの飲み過

ぎによる慢性肝疾患の割合が増えて

いる。 

要するに、白人労働者は厳しい就

職環境の中で脱落し、あるいは戦意

を失って薬物やアルコールにおぼ

れ、死に至る人の数が増加していて、

大きな社会問題になっているのであ

る。しかも移民の増加によって 2040

　　　　　　　　図３　各国の10万人当たりの死亡数
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図４　白人労働者等の10万人当たりの死亡数
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年には少数派に転落するとみられているため、白人労働者層には閉塞感、不満

が強まっているという。これはアメリカにあらわれた「グローバル化の弊害」

というしかない（しかも、オバマ大統領は 15 歳以下で入国した不法移民の強

制送還を免除する政策<2012 年>や、米国籍を持つ子供がいるなどの条件を満

たした不法移民の強制送還を免除する政策<14 年>などの不法移民に寛大な政

策をこれまで打ち出してきた）。 

このように見ていくと、今回の大統領選挙でトランプ候補が主張したいくつ

かの政策は、アメリカが抱えている問題に焦点を当てたものであるのが分かる。

トランプ候補は対内的には「国内経済を強力に立ち直らせる」ことを公約にし

た。表現は激しく、行き過ぎなどもあり多くの不興を買ったが、「アメリカ内

に住む不法移民 1,100 万人を強制退去させる」、「アメリカとメキシコの間に

『ものすごく大きな壁』を建てる」といった政策は移民問題への直接的な対応

策である。 

「年収 2 万 5000 ドル（約 310 万円）未満の人には所得税を免除する」、「中

間層世帯には 35％減税する」、「４％の経済成長に向け、法人税率を 35％から

15％に引き下げる」、「10 年間で１兆ドルのインフラ投資を行う」といった公

約は困窮した白人労働者に対する救済を意識した景気刺激策である。 

政策の是非はともかく、行き過ぎたグローバル化によって生じた弊害に焦点

を当てたものであるのは間違いない。むしろ、そのような政策の是非やその背

景にある現状について十分に議論、検証されないまま、大統領候補が相互に人

格や過去の失敗を批判し合うことに終始してしまったことが残念であったと

いうべきかもしれない。 

 

② イギリスにおけるグローバル化の影響 

イギリスにおいても移民の問題はかねてから指摘され、とりわけバルト３国

とポーランドからの移民が問題で、イギリスの知識階級の職業を脅かしている

とされてきた。グローバル化の影響を受け、エストニア、ラトビア、リトアニ

アなどの東欧諸国で医学知識や高度な法律知識を身に付けた若者たちが自国

より何倍も高い給料を支払ってくれるイギリスに移住するようになり、イギリ

スの医者や弁護士の職が不安定化していた。 

これには、2004 年以降、当時のブレア政権が東欧諸国などの新規にＥＵに

加盟した国々から積極的に移民を受け入れてきたことが契機になっている。

2004 年における全人口に占める移民の割合は 4.8％であったが、その後ほぼ

一貫して増え続け、13 年には 7.8％に達している。とはいえ、これを他の先進
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国と比較すると、図５にあるように際立って高いわけではない。最も高いドイ

ツは 9.3％、イタリアは 8.1％、アメリカは 7.0％である。 

イギリスで移民が増えている理由は、先述のように国民全般の賃金水準が東

欧諸国等に比べて高いことに加え、移民

に対する失業手当などの社会福祉がドイ

ツやフランスに比べて手厚いことなども

あるとされている。イギリス国内では東

欧を中心とするＥＵから来た人たちの犯

罪が全体の犯罪率を引き上げていること

も問題となっている。 

もっとも、かつて「ソ連崩壊」、「リーマ

ンショック」、「アラブの春」、「ユーロ危

機」だけでなく、今回の「英国ＥＵ離脱」

をも予言し的中させたフランスの歴史人

口学者・家族人類学者のエマニュエル・ト

ッド氏は、近著「問題は英国ではない、Ｅ

Ｕなのだ 21 世紀の新・国家論」（堀茂樹訳、文春文庫、2016 年９月 20 日）の

中で以下の要因を最大の要因として挙げている。 

それは、「イギリスも、ほとんどアメリカに劣らないほどグローバリゼーシ

ョンの影響を受けた」ことがＥＵ離脱（ＢＲＥＸＩＴ）の最大の原因であると

の指摘である（４頁）。彼は「出口調査によれば、ＥＵ離脱の第１の動機は、

移民云々ではなく、イギリス議会の主権回復」（28 頁）にあったと述べている。    

イギリスは、ＥＵに加盟することによって、経済的にも人的にも親密な関係

になるなど、得るところは非常に大きかった。しかし、これまでイギリス人が

大事にしてきたイギリス議会の主権をＥＵに奪われてしまった。投票もなく選

出された、自国より小さなルクセンブルク等の国の政治家が主導権を握ってい

る欧州委員会や欧州議会によって箸の上げ下げまで規制されるようになった。

ＥＵの法令はイギリス議会の法律より上位にあり、欧州司法裁判所はイギリス

の最高裁判所より優位にある。加盟国の増加によってＥＵの官僚組織が肥大化

し、意思決定に時間がかかるようになった。こうしたさまざまな不満がＥＵか

らの離脱につながったというのである。 

確かに統計データを見ると、イギリス経済は欧州諸国の中で最も順調に成長

を続けていて、図６にあるように、最近ではドイツより高いペースで成長して

いる。過去５年間の実質ＧＤＰ伸び率は、イギリス＋1.9％、ドイツ＋1.2％、

　　　　図５　主要国の全人口に占める移民の割合（％）

(データ出所）OECD

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1984 87 90 93 96 99 02 05 08 11

イギリス アメリカ ドイツ
イタリア 日本

年



14 

 

フランス＋0.5％とイギリスが最も高い。 

そうした状況であるにも拘わらず、欧州全体の重要方針はドイツの意向を無

視できず、ドイツ中心の政策運営になってしまったことに誇り高いイギリス人

が耐えられなかったというのである。

エマニュエル・トッド氏は、前著の中

で、「私の見るところ、国民投票の結

果の判明後にさまざまなことが次々

に起こりましたが、そのうちで唯一重

要であったのは、各国の外相と、フラ

ンス大統領のオランド、そしてイタリ

ア首相のレンツィ首相が、指令を受け

るためにベルリンに馳せ参じたこと

です。これでもって現実が露見しまし

た。…物事を決めるのはドイツなので

す」（34 頁）と記している。 

最終的にイギリスがＥＵから離脱することになるかどうかは流動的になっ

てきた。ロンドンの高等法院が、政府が離脱交渉を開始するためには議会の承

認が必要であるとの判決を下したからである。英政府がこれに控訴したためイ

ギリス最高裁判所の判断を待たなくてはならなくなった。今後二転三転する可

能性はあるが、イギリスだけでなくＥＵ各国も内に抱えた離脱圧力に向き合う

ことが必要になってきた。 

トッド氏は、イギリスの今後の対応も大変だが、それ以外の国々も「イギリ

スのことに関心を寄せる時間的余裕を失っていく」ほど、「待ち受けている問

題」は「大変」だと述べている。 

例えば、ドイツは社会的・文化的な違いが非常に大きいシリア難民や中東移

民を積極的に受け入れているが、「人口減少によるパワーの減退を手っ取り早

く移民で補う安易な政策を採ることによって、みずから危険を引き寄せてい

る」、いずれは移民との間に深刻な対立が生じると警鐘を鳴らしている。 

フランスも、イギリスがＥＵから離脱した後は、「歴然と実力差のあるドイ

ツと一対一で向き合わなくてはならない」。自国内部に生じている反イスラム

的な活動が、これまで平等主義、普遍主義を標榜してきたフランスの精神を歪

めるものになりはしないかとも危惧している。 

ユーロ圏に入っているフィンランドや、イギリス人に近い「リベラルな気質」

を持つオランダなども、「イギリスの離脱後になおＥＵに留まることにどんな

               図６　欧米諸国の実質GDP
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利益があるのか考察する」ようになるだろうとしている。 

 

③ 日本におけるグローバル化の影響 

日本においては、アメリカの移民問題や、イギリスのＥＵ離脱問題のような

形ではグローバル化の影響があらわれていないが、現在のデフレの本質がグロ

ーバル化にあるのは間違いない。 

図７は、日米英３か国の物価を 2000 年

＝100 の指数にして比較したものであ

る。アメリカとイギリスの物価はほぼ一

貫して上昇を続けているが、日本の物価

は低下傾向を辿ってきた。しかも、過去

15 年間では▲12.1％、単純年率では▲

0.8％である。アメリカとイギリスがいず

れも年率で＋2.3％上昇し続けたわけで

あるから、その差は３％を超えている。 

日本の企業は内外の需要が弱いため販

売価格を引き下げることによって数量を

伸ばし、売り上げを増やそうとし、給料

を引き下げてきた。その結果、労働者は先行きを悲観して消費を控えざるを得

なくなり、更なる需要の低下と賃金の低下、物価の下落という悪循環に陥った
※１。 

デフレの原因については前回の本ペーパーで詳しく述べたように※２、国内

需要が成熟化し、新たな需要を起こす力

がなくなってしまったなかで、石油を中

心とする輸入コストの上昇を輸出価格の

引き上げによって吸収できなくなったこ

とにあった。 

図８は、日米英３か国のドル建ての輸

出物価を 2000 年＝100 の指数で並べたも

のである（ドル建てにして比較したのは、

為替レート変動による影響を取り除くた

めである）。日本の輸出物価は、アメリカ

やイギリスの輸出物価に比べると常に下

の位置にある。輸出競争力が強ければド

　　　　　　図７　日米英の物価（GDPデフレータ）

（データ出所）内閣府、FRB、英国家統計局
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　　　　　　図８　日米英の輸出物価（ドル建て）

（データ出所）内閣府、FRB、英国家統計局
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ル建て輸出物価を引き上げることができるわけであるから、輸出物価が低いと

いうことは、日本の輸出競争力が低下してしまったことを意味している。 

なぜ日本の輸出競争力が低下したかというと、最大の原因は輸出ウェイトの

高い電気機械の輸出価格が世界的に低下したことにあった。それは、「グロー

バル化」が進展する中で、低賃金でも日本と同じような廉価な製品を製造・販

売できる国が出てきて、供給量が増加したことにあった。それにも拘らず日本

の電気機械業界は、世界的な規模で進む価格の引き下げ競争から抜け出せない

まま、新たな市場開拓(ブルーオーシャン)に挑むことに積極的でなかった。そ

の点に最大の敗因があったと考えれば、「グローバル化」の進展こそが日本経

済の低迷、デフレの原因ということになる。グローバル化が進む世界で賃金が

高い先進国が優位を保ち続けるためには、新興国にできない付加価値の高い製

品を輸出する体質に変化しなくてはならない。ところが政府を含めエコノミス

トや経済学者たちは、金融を目一杯に緩和し、財政支出を積極化すれば景気は

良くなり、インフレマインドが高まって物価は上がると誤解し続けてきた。行

き過ぎた金融緩和の結果、日本銀行の国債の含み損が自己資本を超える状況に

なっているにも拘らず金融緩和を続けている※３。構造改革も、このような問

題に真正面から取り組んだものにはなっていない。規制改革も農業改革も悪く

はないが、それによって日本の輸出競争力が強化されることはあり得ないだろ

う。 

他方、輸入物価についてみると、図９

に示したように、時期によっては日本の

指数が下にある時期もあるが、2008 年か

ら 2014 年まではかなり高い位置にあっ

た。とりわけ 2011 年と 12 年は高値原油

の影響を受け、アメリカとイギリスに比

べ 30 ポイントも高い。幸い、最近では原

油価格の大幅低下によって輸入物価面

の上昇圧力は解消しているが、日本が

「エネルギー価格の上昇に弱い体質」で

あることに変わりはない。したがって日

本は、他の国以上にエネルギー価格の引

き下げと、より安定した供給源の確保に

注力しなくてはならない。前回の本ペーパーで、潮流発電や水力発電の可能性

について提言したのもそうした問題意識が背後にあってのものである。 

　　　　　　図９　日米英の輸入物価（ドル建て）

（データ出所）内閣府、FRB、英国家統計局
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日本の輸出入面（交易面）における弱さは、輸出物価を輸入物価で割った交

易条件に集約されている。図 10 にあるよ

うに、2015 年の日本の交易条件指数は

2000 年＝100 の指数で 70.7 である。この

ことは過去 15 年間で日本の交易条件は

約３割悪化（不利化）したことを意味し

ている。 

日本の名目ＧＤＰに占める輸出のウェ

イトは 17.9％（15 年）、輸入のウェイト

は 18.9％と約２割である。全体の約２割

を占める輸出（あるいは輸入）で、アメリ

カやイギリスよりも約３割不利な状態に

あるわけである。それは名目ＧＤＰを約

６％（＝約２割×約３割）も押し下げてきた計算になる。 

これらの図は、「グローバル化」の進展に伴う「弊害」が、日本の場合には

輸出入面に強くあらわれ、それがデフレの最大の原因になっていることを示し

ている。 

 

（３）「グローバル化」社会で必要なこと 

グローバル化、グローバリゼーションの反対語は、ローカル化、ローカリズ

ム（地域主義）、あるいはネイション化、ナショナリズム（国家主義）である。 

「グローバル化」の弊害が目立つようになったのでローカリズムあるいはナ

ショナリズムに走るのが適当かというと、それは適当でない。一度下方に流れ

始めた水の勢いを止めることは容易でないからである。 

なぜアメリカでは主に移民問題に「グローバル化」の悪影響が生じ、対外競

争力には影響があらわれていないのか、逆に、日本ではなぜ対外競争力に「グ

ローバル化」の悪影響が生じ、移民問題は深刻化していないのか、という観点

から考えることは問題の本質を考えるうえで有益である。 

「グローバル化」は、それ自体が常に「悪」ではなく、上手くコントロール

できればメリットを享受できる。しかし、上手にコントロールできないと問題

が「弱い部分」や「手薄な部分」に弊害としてあらわれる。そのあらわれ方は

国や地域により様々である。それは地下深くにたまったマグマが地表にあらわ

れるときと同じで、地面の弱いところに火山爆発等の形であらわれる。 

アメリカでは、「移民の増加に伴う白人労働者の生活困窮と将来不安の高ま

　図10　日米英の交易条件（＝輸出物価÷輸入物価）

（データ出所）内閣府、FRB、英国家統計局
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り→トランプ大統領の選出」、イギリスでは、「ドイツ中心のＥＵへの反発→Ｅ

Ｕからの離脱」、日本では、「競争力の劣化に起因するデフレ→誤った金融政策

等」となってあらわれた。 

このことは、高い経済成長を実現しつつも、麻薬、違法賭博、犯罪が蔓延し、

政治家や役人の腐敗が後を絶たないことに悲鳴を上げたフィリピン国民がロ

ドリゴ・ドゥテルテ大統領を選出し、普通なら非難されても不思議のない強引

な麻薬撲滅作戦に拍手喝采していることとも無縁でない。フィリピンにおける

「グローバル化」のメリットは民主化と自由化の進展にあった。しかし、政府

が十分に取り締まらなかったため薬物使用や犯罪が蔓延してしまった。フィリ

ピンは国内が貧しいため、海外移民になることで得た所得を家族に送金し経済

成長を実現している「グローバル」国家である。しかし、島の数が７千を超え

るため麻薬や犯罪の取り締まりは簡単でない。フィリピンではそうした地政学

上の弱点を突いて「グローバル化」のデメリットが麻薬、違法賭博、犯罪等の

蔓延という形で噴出した。 

重要なことは、流れを変えたり止めたりできないことを理解したうえで、原

因を正しく理解し弱点を補強することである。アメリカで言えば、グローバリ

ゼーションの弊害が白人労働者の雇用問題等に端的にあらわれていることを

国民全員が正しく理解し、新大統領とともに対処することである。イギリスで

言えば、本来であればＥＵに対し、個々の国の主権を大事にすることを訴え、

理解してもらい正してもらうことであった（しかし、離脱することになれば、

後は離脱をスムーズに推し進めるしかない）。日本で言えば、デフレの本当の

原因を共有し、輸出競争力の強化とエネルギーコストの削減等に務め、また、

グローバル化に対応できる人材育成・教育に努めることなどである。フィリピ

ンで言えば、犯罪や麻薬撲滅に最大限の努力を払うことである。 

他国は問題の所在に気付き改善に向けてスタートを切った。正しいスタート

を切っていないのは日本だけである。 

 
※１ 経済 TOPICS No.126 京銀 景気ウォッチング(2016 年 9 月 16 日「３.なぜ消費性

向は低下を続けているか」)を参照願いたい。URL は下記。 

http://www.kyotobank.co.jp/houjin/report/pdf/topics201609.pdf 

※２ 経済 TOPICS No.127 京銀 景気ウォッチング(2016 年 10 月 18 日「３.日本経済
低迷の原因と処方箋」)を参照願いたい。URL は下記。 

http://www.kyotobank.co.jp/houjin/report/pdf/topics201610.pdf 

※３ 経済 TOPICS No.125 京銀 景気ウォッチング(2016 年 8 月 17 日「３.日本の金融
政策の問題点」)を参照願いたい。URL は下記。 

http://www.kyotobank.co.jp/houjin/report/pdf/topics201608.pdf 

 

以上  

http://www.kyotobank.co.jp/houjin/report/pdf/topics201609.pdf
http://www.kyotobank.co.jp/houjin/report/pdf/topics201610.pdf
http://www.kyotobank.co.jp/houjin/report/pdf/topics201608.pdf
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ところでＢＯＸ ─ エマニュエル・トッド氏の予言 

ところで、本文で紹介したエマニュエル・トッド氏の「問題は英国ではない、ＥＵな

のだ 21 世紀の新・国家論」は、イギリスのＥＵ離脱の原因について述べたものである

が、別の観点でも興味深い本である。 

なぜトッド氏がソ連の崩壊（1991 年 12 月）を予言できたかというと、出生率（女性

が一生の間に子供を生む平均数）が低下したのに気付いたからだという。共産主義体制

の下で子供の数を減らすことは体制への反抗を意味するので普通はあり得ない。ところ

がソ連では出生率が低下した。そこで彼は、出生率低下の原因は子供の数を減らそうと

いう個人主義の考え方が強まったことにあると考えた。そうであるなら、いずれは政治

の世界でも個人主義的になるだろうと考えたという。 

チュニジアから始まった「アラブの春」（アラブ革命、2010 年 12 月）を予測したのも

出生率が２に下がり、識字率が若者世代では 90％を上回るようになったからだという。

識字率が 50％を超すと両親は文字が読めないが子供は読めるようになる。文字が読める

ようになると世の中をイデオローギーの中で考えるようになる。とりわけ女性の識字率

が上がると出生率が低下し、子育て負担も軽くなるので男女平等化も進むという。 

このような視点に立つと、ロシアの将来には不安はないという。一般には原油価格の

低下やウクライナ危機を機にはじまった経済制裁によってロシア経済は耐えられなくな

るのではないかと考えているが、彼はむしろ「ロシアは安全の極」であると考える。そ

の理由の一つが、特に女性の高等教育進学率が着実に伸びているためだという（1960 年

初約 15％→90 年約 25％→2000 年約 28％）。それは女性の地位が高いことを意味し、一

方で乳幼児死亡率や平均余命も大幅に改善している。「ソ連崩壊後の危機を何とか生き延

び、再び均衡を見出したロシア国民は、自分たちの社会の未来に不安を覚えていませ

ん。自分たちのネイションを信頼している」と記している。 

逆に中国の将来には「悲観的にならざるを得ない」という。理由は「高等教育の進学

率が５％未満と他国に比べて極端に低い」うえ、「出生率が急速に低下」した結果、将

来、「少子高齢化が深刻」になる。しかも経済政策が「自ら決定し、自ら実行する国家と

して機能していない」ためだという。過剰設備問題も心配だと述べている。 

サウジアラビアに対する見方はユニークである。一般的にサウジアラビアは中東で珍

しく安定した王政国家とみられているが、1990 年頃には６であった出生率が現在は３を

下回るところまで激減している。「一見、何も動かない世界に見え」、「保守的で、停滞し

ている世界」と言われているが、「深層では大きな変化が起きている」のではないか、

「社会全体が不安定化しつつある」のではないかと警鐘を鳴らしている。 

家族構成がその国の考え方に大きく影響しているという指摘も面白い。 

彼が歴史人類学者として名を挙げたのは、ある日ソファーに寝転がって見ていた共産

主義圏の国々の「分布図」と、「外婚制（がいこんせい）共同体家族」の「分布図」がほ



20 

 

とんど一致していることに気がついたからだという。「外婚制共同体家族」とは、子供が

結婚しても親の家に住み続け、妻帯者である兄弟が父親と同居する大家族制度のことで

ある。親の遺産は平等・均等に分けられる。ロシア、中国、ベトナム、フィンランド、

ブルガリア、旧ユーゴスラビアなどがそれである。親子関係は権威主義的で、兄弟関係

は平等主義である。それは共産主義の特徴であるトップの権威主義とそれ以外の国民の

平等主義と一致している。確かにこれらの国々はかつての共産主義国あるいは社会主義

国である。 

そのことに気付いた彼は他の家族形態についても調べてみたという（以下はトッド氏

が 2001 年に発刊した「世界像革命－家族人類学の挑戦」（藤原書店）、「グローバリズム以

後－アメリカ帝国の失墜と日本の運命」（朝日新書、2016 年）などを参考にしている）。 

アメリカ、イギリス、オランダ、デンマーク、カナダ、フランスの中央の盆地などに

広くみられるのは「絶対核家族型」で、子供が成人すると家を出て、独立した世帯を構

える。遺産相続は主に遺言によって行われ、相続者間の平等はあまり考慮されず、親は

自分の好みと意思を主張できる。このため親の権威は弱く自由主義的で、兄弟関係は平

等に対し無関心になる。おおむねアングロ・サクソン的な家族制度で、イギリス人やア

メリカ人が自由を主張するのはこの点を考えれば納得がいく。この家族は、自由につい

ては主義として重要視するが、平等という点にはあまり関心を払わない。 

「平等主義核家族型」はパリ盆地を中心とする北フランス、イベリア半島の大部分、

イタリア北西部、ポーランド、ルーマニア、ギリシャなどのラテンアメリカの国々によ

くみられる形態である。子供は成人すると親の家を出て独立する。親が死ぬと遺産は平

等・均等に分けられる。親の生前に贈与がなされている場合にはそれも厳密に計算され

る。親子関係は自由主義的になり、兄弟関係は平等主義的になる。この家族形態で育っ

た人は自由と平等という価値をあわせ持つ。フランス革命が自由と平等を基本理念にし

たのもこの考え方がパリ市民に強くあったからだと彼は考える。肌の色に関係なく、「諸

国民は平等」との考え方も「平等主義核家族」に基づいているという。 

「内婚制共同体家族型」というのもある。イトコ婚（いとこ同士の結婚）などの方法

で一族の内部で縁組する家族パターンである。北アフリカや中東などのアラブ、イスラ

ム圏によくみられる。姻戚関係が国家より重みを持つ社会のため、国としての連携が難

しい。アラブ世界で中央集権的な国家を作ろうとしても、強力な部族の存在がネックに

なってなかなかうまくいかない。国家を作ってもフセインのイラクのように独裁国家に

なってしまう。それをアメリカ軍が侵攻したので「かろうじて残っていた国家の要素も

破壊されてしまい、その結果、国家なき空白地帯にイスラム国が居座るようになった」。 

これに対し「直系家族型」というのが日本、韓国、ドイツ、スウェーデン、ノルウェ

ーにみられる形態で、子供のうち、跡取りだけが家に残り、他は家から出る。このた

め、親には権威があり、兄弟にも跡取りとそれ以外で不平等が生じる。子供に分配する
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土地に制約があった日本や、土地のやせたドイツなどでは当たり前の家族形態で、日本

人がドイツ人に近い感情を抱くのもこの点が関係しているかもしれない。「直系家族型」

の特徴は、親子関係が権威主義的で、兄弟関係は不平等主義的であること。人々は「人

間とは不平等で異なるものであり、諸国民も不平等で異なるものである」と考える。 

ただし、日本とドイツは同じ「直系家族型」とはいっても、異なる面もあるという。

それは、ドイツは「外向きの拡張志向」であるが、日本は「内向きの孤立志向」である

こと。ドイツは地政学的にみると、いつでも勢力を外に拡張できる場所にあった。とこ

ろが日本は四方を海に囲まれているため内向きにならざるを得なかったからである。 

トッド氏が、イギリスがＥＵから離脱すると予測したのも、こうした家族構成から来

る国民性の違いに対する「直感」があったからだという。ＥＵの中心にあるのはドイツ

で、「直系家族型」それも「外向きの拡張志向」をもっている。イギリスは「絶対核家族

型」であるから自由を尊びドイツに支配されることを好まない。イギリスは大陸から離

れているだけに自らのアイデンティティーをしっかり自覚している。トッド氏はフラン

ス人であるが、父方の祖母はイギリス人で、父は仏英のバイリンガル、孫２人はイギリ

ス国籍というイギリス通である。「直感」でもイギリスの離脱は予測できたという。 

トッド氏が日本に注文をつけている点も傾聴に値する。日本はドイツと同様に「長子

相続の直系家族という家族システム」であった。「そういった国の国民は、家族構造その

ものがヒエラルキーになっているがゆえに、国際関係を対等だと考えることも苦手で」、

「強い国は弱い国を支配し、弱い国は強い国の支配に甘んじるものだと感じてしまう」

傾向がある。「日本が一番乗ってはいけないのが、できるだけ国際情勢と距離を置いて自

分だけの世界に閉じこもってしまおうという孤立志向の誘惑」である。「今後も国際社会

の中で積極的に世界の安定化に関与していくべきだ」と指摘している。 

また、「日本はもう少し移民の受入れや、女性が職業生活を営みながら子供を産み育て

られる仕組みを取り入れる必要がある」、理由は、「人口減少で日本の存続そのものが危

うくなっては意味がないからである」と述べている。 

いずれも世界的な歴史人口学者、よく当たる「予言者」のアドバイスとして噛み締め

なくてはならない忠告だと思う。 

 

（2016 年 11 月 16 日 東京経済調査部長 村山晴彦） 
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