ECONOMY

世界経済の牽引役・米国の死角
消費増税の後遺症が残る日本

﹁コロナショック﹂の先にある経済リスクに備えよ
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Yasuyuki Kuratsu

な金融緩和が継続する中で好調な地合

いを継続し︑ＩＭＦは２０２０年を景

気回復の年と見なし︑成長率は昨年の

３・０％から上向くと予想していた︒

だが１月下旬に突如として降って湧

いた新型コロナウイルスの騒乱が︑景

況感を一変させてしまった︒中国の１

〜３月期ＧＤＰ成長率はゼロ近辺へ急

低下し︑通年でも４％台へ失速すると

の見方が台頭している︒観光業や自動

車産業︑エネルギー産業だけでなく︑

界の景況感は︑昨年後

て既に幅広く影響が生じており︑世界

ホなど様々な業種の生産や物流におい

衣類︑家具︑時計︑ゲームそしてスマ

半から米中通商交渉

経済も１〜２％成長へと急失速する可

年に流行した︑重症急性呼吸器症

﹁ 第 一 段 階 ﹂合 意 期 待

RP テック代表取締役・国際資本システム
研究所長。1979 年東大経済学部卒。東京銀
行、チェース・マンハッタン等を経て 2001
年に金融シンクタンクの RP テック設立。
著書に『危機の資本システム』
（岩波書店）
。

能性すら囁かれている︒

倉都康行

やブレグジットに関す

黄昏の「トランプ経済」
落ち込む米国民の消費意欲

新型コロナウイルスは︑世界経済に大きな打撃を与え︑不確実性リスクにさらされた金融市場の動揺は収まらない︒
感染収束による相場の回復が待たれるが︑コロナショック前から経済に落とし穴が潜んでいたことを見逃してはならない︒
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し観測などを背景に︑今年初めまでは

スや経済的影響度を推計する向きもあ

候群︵ＳＡＲＳ︶との比較で感染ペー

る不透明感の緩和︑欧州経済の持ち直

世

がれ

たそ

改善基調にあった︒株式市場も世界的
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新型コロナウイルスの影響で人通りの少ない銀座の歩行者天国
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Yasuyuki Iida

飯田泰之

明治大学政治経済学部准教授。東京大学大学院
経済学研究科博士課程単位取得。駒澤大学准教
授などを経て、2013 年より現職。専門は日本経
済・ビジネスエコノミクス・ 経済政策・マクロ
経済学。近著に『日本史に学ぶマネーの論理』。

12

るものであった可能性が高い︒前回増

税直前の 年１〜３月期には︑駆け込

一方︑ 年７〜９月期の経済成長率は

︵年率４・１％︶と比較的良好だった︒

み需要と相まって経済成長率は１％

14

時点でもなお︑前年比▲４・５％と回

前回増税時以上の消費・商業販売の

︵ 国 内 総 生 産 ︶速 報 値

められた︒３月９日に

低下について︑その理由を災害や天候

月に列島を直撃した台風 号︑それ

の増税が行われた２０１４年の消費増

っている︒これは今回より大きい３％

いう二大項目がともに大幅な悪化とな

となった︒民間消費支出と設備投資と

統計を見ると︑昨年比での売り上げ低

心であったが︑百貨店・スーパー販売

から信越︑関東等の東日本エリアが中

爪痕を残した︒台風関連の被害は東北

に続く 号による豪雨は各地に大きな

そのインパクトは前回増税時を上回

税直後の▲１・９％︵年率▲７・４％︶

19

下率が大きいのは近畿・九州エリアで

10
に匹敵する急激な経済収縮である︒

成長率は▲１・７％︵年率▲７・１％︶

発表された二次速報によると︑前期比

復を見せていない︒

消費は現時点でデータ入手可能な１月

消費動向が弱い中で大きく落ち込んだ

は増税前から前年割れが続いており︑

計である商業販売額︵小売り・卸計︶

︵図参照︶
︒販売側からとらえた消費統

の商業販売の動向からも観察できる

今回の消費増税の特徴は︑増税前後

という側面からの説明が困難だろう︒

次の増税後の影響は︑駆け込みと反動

０・１％︵年率０・５％︶である︒今

19
は衝撃を持って受け止

年 〜 月期のＧＤＰ
10

に求める向きもあるが︑
妥当ではない︒

昨

景気後退、消費増税、
コロナショック
〝三重苦〟
の日本に大胆な経済対策を

の実質ＧＤＰの成長率︑いわゆる経済

Part 2

ある︵経済産業省﹁商業動態統計﹂
︶
︒
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Wedge Special Report

脱炭素バブル

したたかな欧州、
「やってる感」の日本
気候変動への関心の高まりとともに、巨額のマネーが「環境」に雪崩れ込む。
欧州は「脱炭素」に向けた主導権を握ろうと、ルールメイキングに余念がない。
日本も脱炭素の切り札として水素社会に突き進むが、実態は絵に描いた餅だ。
文・山本隆三、朝野賢司、安井

17
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至、木村秀哉、編集部（櫻井 俊、濱崎陽平、川崎隆司）
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「脱炭素」ブームの真相
欧州の企みに翻弄される日本
たくら

欧州は気候変動問題で世界をリードし、その動きは世界の金融経済にも波及する。

日本もその潮流に乗ろうとするが、波が直撃すると日本の経済・社会のリスクになる。

文・山本隆三 Ryuzo Yamamoto

︶では︑米国や中国などが

25

また欧州委員会︵ＥＣ︶は同月︑

目標より引き上げ︑ 年には純排出量

年の温室効果ガス排出削減目標を従来

30

出削減目標の引き上げを強く求めた︒

か︑欧州は各国に対し温室効果ガス排

協力の姿勢を見せず議論が難航するな

︵ＣＯＰ

回締約国会議

月︑マドリードで開催された国連気

が︑欧州連合︵ＥＵ︶だ︒２０１９年

気候変動問題の議論が特に活発なの

れている︒

度に抑える努力をする﹂と目標づけら

で﹁２度より十分に低く抑え︑１・５

18

候変動枠組み条約第

12

ゼロをめざす政策﹁欧州グリーンディ

ール﹂を発表︒今後 年間で少なくと

も１兆ユーロ︵約１２０兆円︶が投資

される予定だ︒具体策の多くは今後発

表されるが︑一部の指針がすでに示さ

れ︑ 年までに１００万基の電気自動

やバイオ燃料などの代替燃料利用が目

動化が難しい鉄道・船舶などでは水素

車︵ＥＶ︶の充填設備の設置︑また電

25
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年から︑国際的な地球

温暖化対策の枠組み

﹁ パ リ 協 定 ﹂が ス タ ー

トした︒ 世紀末の平

均気温上昇を︑ 世紀の産業革命前比

今

1
グリーンディール、TCFD、タクソノミー
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2019 年 12 月に行われた COP25 において、スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんの演説が注目を集めた

FIT は太陽光発電バブルとも呼べる
偏った再エネの大量導入をもたらした

通

常国会に︑再生可能エ

ネルギー︵再エネ︶に

対する固定価格買取制

度︵ＦＩＴ︶の抜本改

正案が提出された︒
この法案によって︑

国は引き続き﹁再エネの最大限の導入

と国民負担の抑制﹂を図ることを狙っ

ているが︑筆者らが試算すると︑国民

負担を抑制できない可能性が高い︒加

えて︑
﹁レジリエンス強化﹂と称して︑

ＦＩＴの﹁延命﹂が行われるのではと

いう懸念がある︒

そもそもＦＩＴとは︑再エネによる

電力供給を︑ 年間等の長期に﹁固定﹂

され︑われわれ国民の電気料金に上乗

る費用︵回避可能費用︶を減じて算出

ことができる卸電力市場価格に相当す

い取ることにより︑電力会社が免れる

は︑再エネの買取総額から再エネを買

要する費用は賦課金と呼ばれる︒これ

１２年７月から導入された︒ＦＩＴに

ることを義務づける制度であり︑２０

した価格で︑政府が電力会社に買い取

20

せされている︒

ＦＩＴ開始当初︑高すぎた買取価格

によって︑太陽光発電︵ＰＶ︶バブル

とも呼べる偏った大量導入をもたら
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レジリエンス強化でFIT延命!?

再エネ買取制度の抜本改正は
国民負担低減に寄与するか？

「国民負担の抑制」
が絶望的な中、FITの抜本改正が行われるが、課題は残る。

再生可能エネルギーの導入ペースは、エネルギーミックスを大きく上回りつつある。

文・朝野賢司 Kenji Asano

2

し︑賦課金は年々増え続けた︒ 年度

19
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俊）
文・編集部（櫻井

「建設ラッシュ」の洋上風力
普及に向け越えるべき荒波
再生可能エネルギーの主力電源化を目指す上でカギとなる洋上風力発電。
しかし、先行する欧州とは違う、日本ならではの課題が立ちはだかる。

丸

紅や大林組︑関西電力

など 社が出資する秋

田洋上風力発電は今年

２月︑日本初となる大

型の洋上風力発電所の事業化を決め

た︒出力は 万ｋＷに及び︑秋田港と

０２２年の後半から︑固定価格買取制

度
︵ＦＩＴ︶
の認定に基づき︑１ｋＷｈ

あたり 円で 年間売電する予定だ︒

﹁秋田県の公募に応募し︑ 年２月に

年４月に再エネ海域利用法が施行

極的に検討していきたい﹂と語る︒

ける洋上風力発電設置への応募も︑積

は︑再エネ海域利用法の促進区域にお

ようやく事業化の決定ができた︒今後

事業者に指名されてから５年がたち︑

15

促進する環境が整いつつある︒同法に

より︑今後は指定された海域︵促進区

域︶において公募によって選ばれた事

業者が︑ 年間︑その海域を占用して

でに 件増え︑法施行前からの設備容

めた洋上風力発電設備の建設計画はす

法施行後︑環境影響評価手続きを始

きるようになった︒

洋上発電設備︵風車︶を設置・運営で

30

SJO/GET T YIMAGES

洋上風力発電の導入は欧州が先行する

13

能代港の２カ所に分けて建設する︒２

14

20

秋田洋上風力発電の岡垣啓司社長は

36

されたことで︑洋上風力発電の導入を

19

19

3
日本の地の利を生かせるか

26
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「
こ

の場所から未来の水素
社会といった新しいペ
ージが︑今まさに開か
れようとしています﹂
３月７日に福島県浪江町で行われた
あい さつ

﹁福島水素エネルギー研究フィールド﹂
の開所式挨拶で︑安倍晋三首相はこう
力強く述べた︒この施設では︑東京ド
ーム約４個分の広大な敷地に設置され
た６万８０００枚の太陽光パネル︵

る︒ ヘクタールに及ぶ同地区には既

向けた取り組みを世界に向けて発信す

力を供給するなど︑日本の水素社会に

れる選手村では水素燃料電池により電

て使われる︒また︑晴海地区に建設さ

燃料電池バス︵ＦＣバス︶の燃料とし

らを運ぶ燃料電池自動車︵ＦＣＶ︶
︑

運ばれ︑聖火台の燃料や選手や関係者

ラリンピックの大会期間中︑東京へと

施設で生成される水素は東京五輪・パ

電気分解を行い︑水素を製造する︒同

ＭＷ︶で発電された電気を用いて水の

20

た街へと生まれ変わる予定だ︒

おり︑大会終了後には︑水素を活用し

に水素専用パイプラインが敷設されて

18

国が水素に本腰を入れ始めたのは︑
２０１４年︑水素社会の実現に向けた
取り組みを加速することを第４次エネ

28

WEDGE

水素社会の理想と現実
「死の谷」を越えられるか

使用時にCO 2を一切排出しないことで注目されるクリーンエネルギーの水素。
しかし、国の基本戦略通りには進んでおらず、大量利用への課題は山積みだ。
文・編集部（川崎隆司）
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4

東京五輪がゴールではない

「福島水素エネルギー研究フィールド」開会式で挨拶する安倍首相と、参列する梶山経済産業大臣、田中復興大臣（右から）
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「環境」で稼ぐ金融業界
ESG投資はサステナブルか？

運用難にあえぐ金融界にとって「環境」は渡りに船。国内機関投資家のESG関連投資
額は国家予算の3 倍を超える。しかし、肝心の投資パフォーマンスには疑問が残る。
文・木村秀哉 Hideya Kimura

金

融業界でも環境に対す
る関心が高まってい
る︒ＥＳＧ︵環境・社
会・企業統治︶投資や
グリーンボンド︵環境に使途を限定し
た債券︶の発行額はここ数年︑急増し
ている︒
世界的な超低金利が続くなかで︑運
用収益をどうやって上げていくのか︒
金融機関にとっては死活問題︒金融機
関は運用以外の収益機会を求めて︑投
資信託や年金商品などを販売して手数
料を稼ぐビジネスにシフトしている︒
﹁環境﹂を含むＥＳＧ投資は︑資金集
めの﹁看板﹂としても大きな役割を果
たしている︒
この流れは２００６年︑当時のアナ
ン国連事務総長が提唱した﹁責任投資
原則︵ＰＲＩ︶
﹂に始まる︒機関投資
家は投資分析と意思決定のプロセスに
ＥＳＧの課題を組み込むなど︑受託者
責任の範囲で︑持続可能な社会の構築
に貢献していくというものだ︒
この原則に法的拘束力はないが︑そ

が署名しているが︑特に注目されたの

本でも信託銀行︑投資信託︑生保など

名することで大きな流れになった︒日

の後︑世界の名だたる機関投資家が署

5

クリーンよりリターンが本音
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若手が大量退職した経産省には衝撃が走った

WEDGE REPORT

東大生からも敬遠される

若手キャリア官僚が大量退職
問われる政治主導下の「霞が関」の役割

キャリア官僚の志願者が減少し、中途退職者が増加している。取材した退職者達は仕事にやり甲斐を感じながら、

限界も感じていた。
「霞が関」の仕事のあり方を見直す時期にきている。

の政策を立案する国家

公務員︑いわゆるキャ

リア官僚を目指す大学

生の志願者が減少︑若

の 年間で半分にまで落ち込んだ︒

７２９５人で︑３年連続で減少し︑こ

が減少している︒２０１９年度は１万

国家公務員総合職の試験の申込者数

東大の受験生が激減
中途退職者は増加

てしまう︒どうすればよいのか︒

能は失われるばかりで︑国益を損なっ

このままでは﹁霞が関﹂の政策立案機

のある﹁霞が関﹂に異変が起きている︒

手官僚の退職が相次ぐなど︑中央官庁

国

人事院によると︑ 年度試験︵春季︶

くしたのは確かだろう︒

だ︒これが﹁霞が関﹂のイメージを悪

放置など︑主要官庁で不祥事が相次い

生労働省による障害者雇用数の水増し

ざん︑文部科学省幹部の汚職逮捕︑厚

が︑この１︑２年は財務省の公文書改

残業時間が長いなどと指摘されてきた

きたのか︒民間と比べて給与が低い︑

務員の仕事が︑なぜ人気がなくなって

エリート職場と見られていた国家公

20

の合格者のうち東大生︵大学院生も含

19

享 Toru Nakanishi
文・中西

38
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物理学会が怯える「中国の夢」

行き詰まる科学技術政策
リニアコライダー誘致に暗雲

超大型粒子加速器・国際リニアコライダーの日本誘致に日本学術会議が待ったをかけた。
次世代に重大な影響を及ぼす科学技術研究の前に「日本的な壁」が立ちはだかる。
Hiroshi Kodama

博
文・児玉

KEK

ILC 実現に向けて技術的な検証を行っている高エネルギー加速器研究機構

誌が︑科学︑経済︑安

全保障といった領域で

その趨勢を握るとされ

る超大型加速器の日本

年 月だった︒

れを象徴する出来事が起こったのは昨

り巻く環境は大きく変化し続けた︒そ

それからおよそ１年半︒加速器を取

だった︒

記事を掲載したのは２０１８年８月号

コライダー誘致を巡る舞台裏﹂とする

誘致を巡る動きについて﹁国際リニア

本

致をエネルギー省とともに推進するこ

の最も重要なものとしてＩＬＣ日本誘

﹁国務省が他省庁と協力して行う計画

ある︒

の代弁者としてこの日︑登壇したので

務省﹂
︒つまり︑
彼女は︑
本国﹁国務省﹂

に所属する課長︒帰属する省庁は﹁国

彼女は︑大使館の﹁経済・科学部﹂

員︑メリンダ・パベックの存在だった︒

は︑米国大使館からやって来た大使館

だが︑この日︑誰より注目を集めたの

谷立︵自民党︶などが誘致を訴えた︒

国会議員で作る推進議連を代表し︑塩

市で持たれた︒宮城県知事︑超党派の

致を推進する国際会議﹂が宮城県仙台

﹁国際リニアコライダー︵ＩＬＣ︶誘

10

42

