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 今日のテーマは「新冷戦に日本はどう向き合うか」ということ

で、最近の経済安保関係やロシア・ウクライナ問題も含めてお

話しさせていただきます。実は経済安保の問題については私

自身かなり興味があり、4 年前ぐらいからいろいろな所でお話

しさせていただきました。2018 年にトランプ大統領が鉄鋼アル

ミを制裁対象に加えました。米の通商拡大法 232 条に鉄鋼ア

ルミを入れて、西側の先進国に対してもかなりいじわるを始め

た。これに対して企業さんのところへ説明に行ったことを覚え

ています。アメリカはトランプがやっているのではなく、議会の

総意でやっている。次世代競争での優位性確保のため、機微

情報や半導体を含めた多くの物へ手を出してくる。そういう説

明をしたことを覚えています。しかしその後、事態は大きく変わ

ったと思います。 

アメリカで経済安保や国家安全保障の話がかなり汲々とし

てくる中、日本もやるべきという話が出ていました。そうは言っ

ても日本は中国との関係が密すぎるので、アメリカがやるような

国家安全保障を持ち込まれると企業にとっては困った問題だ

とよく言われていました。ところが昨年の暮れぐらいから、私自

身説明をしていて変わったと感じるのですが、対中に関して強

硬な方がかなり増えました。ロシア・ウクライナ問題が起きてか

ら、これはもう絶対やらなければならないという話がすごく出て

きました。 

インフレの話が起きました。今年の初めごろ、今回のインフ

レはいつまで我慢すればいいのかと散々訊ねられました。私

は、「FRB は一時的と言っていますが、これはそうではない感

じがします」と言いましたら、「またまた大げさな」と言われてい

ました。しかしロシア・ウクライナ問題が起こってしまい、皆さん

諦めたという状況になってきています。 

私自身は、物事が変わる時というのは順番が変わるので、 

 

 

非常にチャンスでもあり、ピンチでもあると思っています。ただ

そのピンチをチャンスに変えるのに非常に重要なポイントが、

「知る」ということだと思うのです。いま起こり始めていることは、

私自身いままでの延長線上ではないことがかなり多く起きてお

り、それをどう頭の整理をして戦略を立てるか、そこが非常に

重要だと思います。 

 私が直近のニュースの中で、個人的にとても驚いているのが、

ドイツです。日本から見ると、いまドイツは汲々で大変だという

ニュースがいっぱい出ています。ただ投資やビジネスの展開

から見て、ドイツで何が起きているかと言うと、例えば核シェル

ターを一気呵成に作り始めたわけです。現在の左の政権が核

シェルターを含めて、社会構造をガラガラポンに変えるというこ

とを一気にやり初めたのです。日本も、やはりもう議論をしてい

る場合ではなくなっている。何かを動かさないといけないような

状況になってきていると思います。 

 

 大きく分けて、4点お話させていただきます。1点目が新冷戦

の概要について、2 点目は分断が生まれて経済や金融でどう

いう変化が起こったか、3点目はその中で日本の企業はどこで

稼げばいいのか。ここは最近の投資テーマになり始めており、

いろいろなことが起こり始めています。最後に、現在の政権と

お話した３点の関係がどうなっているのかということです。 
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新冷戦は不可逆だが、グローバルの旗は降ろしてはいけない 

 

 世界のリーダーを見ていただきたいと思います。2013 年から

見ると、民主主義の西側国はほとんど交代しています。その一

方で覇権国といわれる国はずっとリーダーが一緒です。個々

の話では、その時時に議論する西側のほうが良い解決策が生

まれる可能性が圧倒的に高いと思いますし、私も経済を勉強

した時はやはり西側の経済が素晴らしいと思いました。ただ、

さまざまなことを決定する意味では、残念ながら覇権国のやり

方が力をつけてしまっているのが現状です。その過程の中で

2018 年トランプ大統領が先ほどお話しした通商法２３２条の拡

大解釈を始めましたが、ここで起こった事は、通商法が国家安

全保障の下に置かれたということです。これは重要なポイント

です。だから海外、特にアメリカ経済は、国家の安全保障のた

めに、いろいろなことが影響を受けることが起こったわけです。

しかし日本の用語、経済安保の言葉を使いますが、安保と経

済のどちらを優先するのかをはっきりさせていません。日本は

まだこの上下関係を政治家も国も使い方によって分けていま

す。アメリカは 2018 年の時点で、安全保障の方が上で経済が

下いうことを決めたと私は思っています。これは非常に大きな

転換です。半導体の話でマーケットが注目するのは、半導体

がなくては覇権を取れないということで世界がもう動き始めて

います。その現状が台湾問題であり、熊本への工場誘致など

です。これからも、いろんな話が出てくると思います。 

 

 一連の動きの中で、特徴的なことを 3 点お話しします。1 点

目が、2018 年頃はそうでもなかったのですが、コロナになって

中国嫌いの方が国内でも海外でもかなり増加し、ロシア・ウクラ

イナ問題で世界的に中国、ロシア覇権国に対する西側の嫌悪

感が一気に強まりました。ここはもう例外なく広がり、過去には

ほとんどないぐらいの状況になっています。 

 

 2 点目は、大きな構造として理解しておかなければならない

のが、冷戦もしくは新冷戦と言われますが、それは単純にオセ

ロで言う白黒ではない。いま世界は、圧倒的に灰色の国が多

いということです。日本から見ると、たとえばインドを私たちは、

白側の国だというふうに見ていますが、実はロシアからご存知

のとおり石油を、兵器を買いまくっているわけです。そういう意

味では、世界には国が 200 程度あって、今回ロシアへの経済

制裁は 40ヶ国ぐらいしかやってないことを考えると、140ぐらい

の国が灰色です。立場によって白についたり黒についたりす

るということです。冷戦構造とか新冷戦構造という言葉を使わ

れますが、現実には灰色の世界ということです。 

 

 3 点目は、経済で濃淡が出てきているという事実をどう受け

止めるかが、これからの戦略を考える上で大きなポイントにな

ると思います。左の表で経済成長率が今回のロシア・ウクライ

ナ問題が起こってどれほど下方修正しているか、22 年予測の

前回差を見てください。世界では△1.5％となり、ロシア・ウクラ
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イナ問題は世界経済にとってマイナスです。右側の表は物価

で、これがいま私たちの世界で起こり始めている問題です。国

別で見ていただくと、ユーロ圏の△1.7％が大きい。エネルギ

ーをロシアに頼り切っており、地理的にも非常に近く、NATO

とは完全に接しているっていう問題を抱えています。 

 アメリカは、自給率が非常に高くてエネルギーを他に依存せ

ずやっていけます。海外に対しては、いま兵器の脅威が起こり、

問題発生直後からアメリカの軍需産業株が上がり続けている

国です。影響は△1.2％と小さいということです。ところが我が

日本、これだけ距離が遠いにもかかわらず、△1.7％とヨーロッ

パと同じ数字です。ということは、私たちに問われていることは、

分断が起こり裸の勝負になった時、自給率の非常に低い国は

問題が長引けば長引くほどマイナスの影響が大きくなるという

ことです。ここは、この１年で世界的に構造が変わってきた問

題だと思います。 

 

 よくマスコミから、自給率が低いから、例えば食べ物が外から

入ってくるものがなくなると、自給率が高い米と芋が食の中心

になり、貧しい食生活になるみたいな報道をされたりします。

私自身は芋嫌いで、食べるものが無くなると思ってしまいます。

しかしこれを日本のビジネスのところで考えると、この変化で実

は日本には地方やいろいろな所に美味しい食べ物が沢山あり、

これまで海外から輸入されたものが食卓に並んでいたというこ

とは、これからは日本の食べ物が見直されるわけです。2009

年に物価が上がった時は、米粉のパンが出ました。日本人は

いろんなものを変化させることができるし、美味しく食べること

が確実にできる国ですので、ピンチの時は必ずビジネスチャ

ンスが生まれるっていうことも一方で言えるのかなと思います。 

 

 ただし、エネルギーは非常に悩ましい問題です。ヨーロッパ

ではこれまでロシアからパイプで運ばれていましたが、それが

止まるということで、この冬に向けてガスを何としても調達しよう

と頑張っています。こういう問題が起こったので、売る側の国か

らすると、先ほどの灰色の国も可哀想だからヨーロッパ優先に

ガスを渡そうとします。そうすると、これまでガスを世界から買っ

ていた国は劣後されてしまい、それがまさに日本になります。

高くても調達できる間はまだいいです。ところが今回のサハリ

ンのような問題が起きると、調達できないという問題が起こり始

めています。そういう意味では、ロシア・ウクライナ問題によっ

て、グローバル化はかなり大きく分断の方向に振れました。グ

ローバル化の恩恵を受けていたのは日本です。先輩方が世

界中の至るところに行って安いもの、良いものをどんどん調達

して来てくれたので、日本にいれば世界中の物を、相応の価

格で使えて、食べられ、楽しめるという世界を築いてくれたの

です。ところが今回の問題が起こり、日本で自給できるものが、

これほど少ないということがはっきりしました。グローバル化の

恩恵を受けたが故に、需給率の供給力を上げる努力を実はあ

まりしてこなかったとことが、露呈した問題になってきています。 

 

 そうなるとどういう問題になってくるかですが、私たちの家計

部門で考えると、これまで賃金は上がりませんでした。その中

でこの 20 年間で住居は 2 倍ぐらいの価格になっています。マ
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ンションや家を買うか、借りるかは別として、住む所にはお金が

必要です。賃金は変わらず住宅にお金をかけなければいけな

いので、その部分私たちが我慢したのが、グラフの赤いライン

になります。食料や衣服を倹約したわけです。まさにデフレを

読む企業からすると、値段を下げることが良しとされ、値段が

下がっていかないと消費が選好しないということが起きたのが

デフレの真実です。今回起こり始めた外からのインフレは、ま

さにこの赤いラインが上がるということです。そうなるとこれから

起こること、行動できることは３つしかないと思います。一つは、

一生涯かけて買っていた住宅をやめる。しかし恐らくこれはで

きないと思います。二つ目の行動として、耐久財、例えば自動

車や家電を買うのを止める。これがまさにいま日本が世界から

1～2周遅れで起こり始めているサブスクの流れだと思います。

三つ目にできることは、この赤のラインの食料や衣服は安いと

ころまで行き着いているので、購入頻度を落とすパターンです。

これ何をどうやったとしても日本自体が貧しくなる話なので、政

策を変えなければならないのです。 

 

 産業の面で見ると、これも大きな問題を抱えてしまいます。

日本は 70 年代から 90 年代までいろんな産業で貿易黒字を

稼ぎ出していました。電機、自動車をはじめとして多くの産業

がありましたが、2000 年代には、自動車の一本足打法になっ

てしまいました。自動車のところは、これからは EV化が勝負に

なってくると思います。EV 化は確かに CO2 を排出しないので

環境の流れにも合うと思います。しかし、いまエネルギーが高

騰しているとともに、火力に頼っています。EV を生産するにし

ても、CO2 を排出する高い電気で作っているという矛盾、これ

は当然世界からつつかれます。ヨーロッパでは国境炭素税を

導入し、CO2 を排出する電気で作ったものをヨーロッパに持ち

込む時は関税を高くすることを決め、理念としては認めざるを

得ないものです。しかしこれは完全に産業政策が国策になっ

ていて、他国の優秀なところを潰しにいくことが起こってきます。

これまでグローバル化で恩恵を受けてきましたが、それは外か

らの調達という形でした。これをどうしていくかが、日本の産業

政策として非常に重要なポイントなっています。私は、EVは日

本の次世代産業として非常に有望と思いますが、この問題を

クリアしなければ、国内での EV 生産を止めるか、もしくは EV

の競争力が無くなってしまう事態に陥ってしまうと思います。 

以上これらが、この 1～2 年で経済構造が大きく変わり、日

本として直面している課題だと思います。 

 

分断が生む経済・金融環境の変化 

 

 1970 年からの物価の動向です。足元アメリカが前年比 9%の

大幅な物価上昇になり始めています。現在の日本の経営者は、

1990 年代から 2000 年代のモノの価格が下がるなかコストカッ

トして生き残ってきた方なので、日本ではインフレ時に付加価

値を上げて売値を上げる方法を 40 年以上もとられていません。

もっと年配の方に話をしていただかないといけなく、私自身も

1992 年の入社でそこから金利や、物価はどんどん下がってい

ますので、インフレの中でどう稼ぐかの経験値がないのです。

コストカットで稼ぐのは得意ですが、材料費が上がり、付加価

値を加え、売り値を上げて利益を出すことはやってないので、

これが実は日米の対比で大きな問題になってくると思います。 

 もう一つ、経営者の方も、ロシア・ウクライナ問題が起こって

から経済情勢が変わったと言われる方が圧倒的に多くなった

のです。変わったということは、やり方を変えないといけないと

いうことです。安い場所で調達して安く作り高い場所で売るこ

とで、日本は国内外でグローバル化の恩恵を受けてきました。

コスト最小化利益最大化の経営が、最優先になっていました。

ところがコロナの問題で中国からマスクが止まった、今度エネ

ルギーが止まり始めるということになると、リスク最適化という問
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題が最優先に出てくるわけです。コストがかかっても、サプライ

チェーンを２つ持たなければならない、エネルギーの調達先を

２～３持たないといけない、在庫を持たなければいけない、と

いった流れになってきます。この数十年間、日本では在庫は

悪でした。ところがいま、経営者の方から在庫を積み上げない

とダメだという話を聞きます。完全に経営の優先順位が変わっ

たということが、実はインフレの問題の裏側で経営者の中で起

こり始めている変化だと思います。そうなってくると、人々の考

え方が変わるので、これまでのグローバルなマクロ経営におけ

る前提であったものが、変わり始めています。 

 

 低インフレ、金利が低い、低い成長率の三低の時代などと言

われていましたが、起こり始めているインフレが一時的ではな

いと判断され、金利が上がり始めました。そうなると、借り入れ

問題が大変だとよく話されますが、大手中堅企業にとっては

20 年間借入金利が下がり残高自体も減らしていますから、大

きな問題ではなかったはずです。ただ、ここに焦点が当たる企

業が出始めています。特にアメリカは、借金で事業拡大する

形をここ 10～20 年とっていますので、金利が上がり始めた時

ナスダックの銘柄が暴落していることは、ある意味将来に対す

る考え方の前提が変わったと見ていただいていいと思います。 

 

 この前提が予想の範囲内だったら、先ほどの我慢の幅が長

くなった。例えば、2、3 ヶ月我慢と思っていたものを、2 年ぐら

いまで伸ばせばいいということだと思いますが、いま起こり始め

ていることは予想を超えており、本当の意味での不確実な時

代になったということだと思います。当研究所でアメリカの景気

見通しをしたものですが、1 月時点では今年後半には 3%以下

に下がると考えていたわけです。ところが半年も経たないうち

に物価が 5%から 8%ぐらいまで上昇しており、来年にならないと

落ちないと予想を立てています。しかし次の予想の段階では、

いま FRB は物価上昇を 2%へ下げると言っていますが、来年 4

～5%程度迄しか落ちない状況になった場合をどう考えるかで

す。最低水準が 4％という状況になってくると、調達コストや売

値を変えないといけない問題が起きます。これほどいま先々の

状況が読めない中で、考え方に変化が起こっている状況です。 

 

 そうなると例えば日本の為替の問題を考えると、先ほど脆弱

性みたいな問題を考えましたが、いまの円安は、金利差でアメ

リカ金利が高いので、アメリカのドルが買われます。日本の脆

弱性がこのままだとすると、アメリカが強いと思えば本当に日

本の資産を敬遠してアメリカの資産を買いに行くという意味で

の逃避が起こる可能性が出てきます。人々の考え方が変わる

経済環境になったことに対して、政策や企業の考え方が変わ

らなければいけないのがいまの状況だと思います。 

 

 ここからが、これからどうするかという話です。まず歴史を振り

返ってみたいと思います。いまから 100 年前の 1920 年代、こ
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の時ちょうどスペイン風邪が始まって収束しました。第一次世

界大戦がちょうど終わった時期です。そうすると、それまでスペ

イン風邪や第一次大戦により抑圧されていたものが、一挙に

社会へ出て物を買う、サービスへ消費する、旅行をします。ま

さに需要が爆発してインフレになるわけです。実はこれ 2 年前

に作った図表で、敢えてそのままにしていますが、私自身

1920 年に似ていると思ったのです。新型コロナが起こり、需要

が抑制されてその後にリベンジ消費が起こるであろう、1920 年

代と違うのは戦争がないことだと言っていました。ところがいま

ロシア・ウクライナで戦争が起こってしまったのです。そうすると

構造として、コロナはあと何年かで収束します。ロシア・ウクライ

ナ問題は分かりません。収束後は需要が爆発し、インフレにな

り、金利が上がります。そこで 1920年代に起こったことは、マク

ロで見るとイノベーションなのです。 

 

 馬車が 100年で車になりました。全くガラガラポンだったわけ

です。おそらく私は、今度の 100年後は EVというより空を飛ぶ

のではないかと思っています。実は私たちのまわりにある家電

の原型は、ほとんどこの時に出来上がっています。逆に言うと

100年そこから大きな進化があったかというと、少し微妙な状況

かと言うぐらいです。 

 

 これをマクロ政策の観点で見ると、イノベーションは必然であ

り絶対に起こさないといけないものです。どういうことかというと、

コロナで需要が急激に減り、戦争が行われて何が起こるかとい

うと、大規模な財政支出や金融支援で国が 1 回借金を作るわ

けです。企業は借金をしてでもビジネスを繋げようとします。そ

の後状況が良くなれば公的サポートが不要になり金利が上が

るので、民間企業は負債の問題を抱えます。そうなると、マクロ

政策で何が重要になるかというと、これまでの負債残高に金利

をかけて返済する足し算引き算の世界では回らなくなり、結局

イノベーションを起こして累乗の世界を作らないと国自体が潰

れるということです。世界が潰れるということです。ただこれは、

全部の企業が助かるということではありません。そうなってくると

コロナや戦争の状況の中では、みんな一丸になって頑張ると

いう状況が起きますが、その過程で負債が膨らみその後需要

が拡大してインフレになり金利が上がった瞬間に、実はミクロ

で立ち上がって、それが国や企業群を引っ張ってくれない限

りそこが撃沈するということが過去の歴史です。これはある意

味必然的だと私は思います。歴史は確実にこうなっていくと思

いますし、日本の政策も企業の政策もここにフォーカスを当て

ない限り先はないと思っています。イノベーションが非常に重

要になると思いますが、戦争前から各国はイノベーションを起

こそうとしています。コロナの問題で負債がとても膨らみ、注力

したことがデジタルと環境だったわけです。 

 バイデン大統領になり環境へ物凄いお金をつぎこみました

が、先進国が環境とデジタルへ一気にやり始めているのは、こ

の流れの中で起こっています。そして戦争になり、分断がおき、

更にエネルギーも含めていろいろなものが調達できなくなって

くると、この先のイノベーションとして考えられるのが、タダのも

のへの投資です。タダのもの、コストがかかってないものに対

して、何かエネルギーやビジネスを創り出す流れが当然起きる

はずだと思います。それがまさに空気であり、水であり、光であ

り、それがまた環境の問題にもどっていくということだと思いま

す。この流れが非常に強く起こり始めてきているというのが歴

史から学べることではないかと思います。 
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日本の企業の稼ぎどころ 

 

 私は 2 点に注目しており、とても勝てるポイントがあると思っ

ています。ひとつは経済安保の領域です。これは 2018 年から、

いろんな企業へ経済安保が日本の産業の復活のキーワード

になると説明してきました。日本の企業は、ものづくりは素晴ら

しい。ところが経済安保になってきた時、先ほどの優先順位は

日本だけが変えるのではなく、グローバルで考え方が変わり企

業の優先順位が変わります。コスト最適化からリスク最適化に

動く、つまりリスク最適化が最優先になっていますから、日本

の安心安全、クオリティーの高さが一番になってくる。安さがそ

の次にくるわけです。そういう意味から、経済安保の流れを、

世界の中で起こってきている風潮の中で、日本がこの分野で

きっちり確立させるとことが出来れば、大きなチャンスになりま

す。経済安保は企業にとっては重荷です。これまで自由にや

れた事を、国が制約をかけるので、企業の自由度を奪うという

意味で私はマイナスだと思います。ただマイナスをいくら言っ

ても仕方がなく、マイナスの中でプラスを出すために、この流

れをつくった中で、日本の品質の高さや安全を世界にアピー

ルできれば、いま世界ではどの国も経済安保を非常に重く置

いており民間企業にとって制約要因になりますが、相対的に

見た時に経済安保の流れがきっちりできた国、その企業が活

躍する度合いが非常に高くなるということです。これが、日本

の流れの中で一つ大きなテーマになってくると思います。多分

投資の世界ではインフラ系の話がよく出てきますし、それから

先ほど松本社長の話にあった垂直統合の話も出てきています。

川上から川下まで日本の中できっちり作れる企業群やグルー

プはどこだという流れが出てきているのも、非常にわかりやす

い流れだと思います。 

 

 もう一つ日本が勝てるのが、デジタル化だと思っています。

正直デジタル化は中国・アメリカにこの 10～20年でコテンパン

に負けました。だからここからどんなに頑張っても携帯から始

まったデジタル化にはもう勝てません。しかしこれから起こるデ

ジタル化は、IoT、5G・6G で、コントロールできるものが家電や

色々な製品になるわけです。製造物の方にAIが入り解析し色

んなことができるようになります。 

 例えば、外出先からエアコンを ON することなどができると思

いますが、私が酔っ払って帰るときに携帯に向かって自分の

部屋を「良きに計らえ」と言えば、エアコンが温度設定し、掃除

機が動いて部屋をきれいにし、洗濯機も回してくれる。ご飯は

ここ数日飲み会が続いたからから野菜ジュースを作ってくれて

飲めとか、多分そういうことをやってくれるはずです。それは、

製造物のラインアップをこれだけフルに持っている国は、いま

先進国の中に日本以外になく、だから出来るのです。そう考え

ると IoT も含めてリアルな世界にデジタル化を進めれば進める

ほど日本の産業は復活すると思います。 

 

 デジタル化がこれからの世界で凄く進むことが見えているな

か、日本の企業は競争力がなくなりました。30 年前の時価総

額では日本の企業が非常に多かったのですが、足元では世

界の IT企業に完全にやられている状況です。 
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 ネット系で言うと Google・Amazonの話がよく出ると思います。

私自身これもよく皆さんにお話しているのですが、Amazon で

買い物をしたことがありません。5 年前ぐらいですと Amazon で

買い物したことない方はかなりおられたと思いますが、いまで

はほとんどの方が一度は利用されていると思います。しかし、

マイナンバーを取得しない理由の 2～3 番目が、国へ情報を

抜かれるのが心配ということらしいです。国がダメで、民間なら

よく、しかもメーカー企業です。そこには矛盾を感じますが、し

かしそこは、便利だと感じているからだと思います。便利だから

どんどん使うことでデータが集まり、データが集まった方がさら

に便利なサービスを提供できるという循環がこの 10 年間で起

こりました。例えば、中国はどう使ったかというと、アリババの芝

麻（ゴマ）信用のようなものを使いました。携帯で自転車を借り

て返したらプラス 1 点、返す時曲がっていたらマイナス 10 点、

交通事故を起こしたらマイナス 1 万点みたいなことです。そう

すると、共産党が考えている規範に国民を沿わすことができて、

そこからデータを吸い上げてどんどん共産党の考える流れに

していったわけです。20 年前は、私も経済が発展すれば自国

の経済の大きさで、国家を破断する権威者はいなくなると思っ

たわけです。ところがデジタル化を使うことで、共産党は残った

まま国家の基盤を残すことができてしまったということです。 

 

 

 一帯一路、これがまさにデジタル化が安全保障に直結する

問題になってきたところです。当初これが起きた時にもいろん

な問題が言われていましたが、デジタル化の延長線上で考え

ると、中国は既に人工衛星をアメリカ以上に打ち上げています。

人工衛星でアリババの芝麻信用のような国家システムを、一

帯一路で民主化が起きてない国へ与えていけば、中国版シス

テムが内包されてひっくり返すことできなくなるわけです。そう

いう意味では、デジタルが社会基盤のインフラになってしまい

権威国家を広げようとしたのが一帯一路構想であり、デジタル

化であり、宇宙戦略であるわけです。だから、もう冷戦構造が

始まったので、中国やロシアはこのデジタル化や宇宙戦略を

やめることはありません。それに対抗することを考えると、西側

もデジタル化や宇宙戦略等々はやめるわけがありません。そう

なってくると、デジタル化はさらにスピードを上げて進展するこ

とはほぼ間違いない。私たち消費者目線で見ると、これだけラ

インナップが揃った製造業を持っていることを考えれば、世界

以上に国内のインフラとしてデジタル化を進めれば私たちの

勝ちです。ところが今回のコロナではっきりしましたが、驚くほ

ど進んでないわけです。何故勝つための戦略があるのにやら

ないのかと思っていますが、いまこういう状況になってきている

ということです。コロナだけだったらいいですが、新冷戦構造

ではっきり分かれた中で、ここがポイントになることも分かって

いるのに何故進まないのかがいまの日本の抱える問題です。 

 

 これはマクロからみたトップダウンの政策だけではなくて、ミク

ロから見た個々の問題でも大きなポイントになってきます。私

たちがいま抱える様々な問題や社会問題の解決へも、デジタ

ル化で解決できるものが山ほどあります。それは地方や中小

企業の方が圧倒的に多いと思います。 
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 日本の大問題となっている生産性ですが、TFP（全要素生産

性）が 90 年代から上がらないまま落ちています。これからは人

も減ります。バイイング・パワーもなくなります。優秀な人は海

外に出ていくかもしれない。生産性を上げるためにデジタル化

を利用すれば出来ることは明らかで、ミクロの社会解決・個人

解決にも繋がっていきます。 

 

 その時のポイントになってくるのが、「○○業」とか「○○機能」

などの縦割り構造を変えることが非常に重要だと思います。先

ほどの垂直型でいろんな産業が集まり自国で完結するビジネ

スが大事だと言ったことと矛盾するように感じるかもしれません

が、デジタル化が進むと縦割りは全く意味がなくなるわけです。

例えばいまプラットフォーマーでいろんな買い物をする。買い

物をするとポイントが貯まります。例えば物販でモノを買うこと

でポイントが貯まると、そのポイントで投信を買ったりいろんな

サービスの提供を受けたりすることができます。そのポイントが

あたかも通貨になっているわけです。決済に使われています。

そうなってくると、金融業というのを考えた時に、このプラットフ

ォーマーの中で決済機能がもう終わってしまうので、縦割りに

決済機能は銀行だけということをやったとしても日本としてあま

り意味がなくなるわけです。だからデジタル化が進めば進むほ

ど実は水平分業型になっていくので、縦型の経済構造から横

型になるということがデジタル化です。経済安全保障が強まれ

ば強まるほど垂直統合型になっていきます。この矛盾とも見え

る 2つの社会をどう融合させるかというのが実は日本の中で重

要なポイントなのですが、この議論がなかなか起こっていない

のも、いま日本が抱える問題であると思います。 

 

新しい資本主義 

 

 岸田政権の政策には賛否が色々ありますが、私自身は昨年

10月にこの成長戦略、分配戦略が出たときに、企業さんから、

経済安全保障が何故成長戦略なのかとすごく言われました。

今日お話したように、経済安全保障は民間企業にとって制約

要因なので普通であればありえない話です。ところが今回のロ

シア・ウクライナのように新冷戦構造がはっきりして、コスト重視

のグローバル化からサプライチェーンを複数持つリスクコントロ

ール方へ経済の優先順位が変わった瞬間に、経済安全保障

をきっちりしない国に成長戦略はないことがはっきりしたわけ

です。岸田政権はこれを 10 月に作りましたので、その時点で

ロシア・ウクライナ問題が分かっていたのなら恐ろしい政権だと

思うのですが、現実問題としてもう起きたわけですので、私は

今回の成長戦略の建て付けとしては、日本のこれからを考え

る上で重要なポイントが多く含まれていると思います。先ほど

少しお話したように科学技術、それからデジタル化。デジタル

田園都市のネーミングはどうかなと思いますが、建て付けは非

常に良いと思います。 
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 ただこれをどうやって実現していくかが問題です。岸田政権

の経済運営は安倍第二次政権とまったく同じ形になっていくと

思います。外交安全保障はタカ派、国内はかなりハト派になる

と思います。実は 12 年に安倍第二次政権ができて、2 年も経

たないうちに一億総活躍の話とか、地方、働き方、人づくり、全

世代みたいな話になっていきました。これは当時野党が言っ

ていた政策を全部丸呑みしています。今回出ている岸田政権

のいろいろなたたき台も、言葉は違っていますが基本的に同

じです。安倍政権は最初に金融・財政・成長と言ったと思いま

す。成長を促すため競争を促進することを言ったわけです。そ

れがマクロ全体で出来ないので特区みたいなところへ政策転

換しましたが、成長を最初に謳ってサプライサイド改革をやる

と言っていたわけですが、現実には何一つやっていないと私

は思います。この政権の間に 13 年特定秘密保護法、15 年集

団的自衛権、17年共謀罪ができました。賛否は当然皆様の中

にあると思いますが、私の判断では当時これが通ってなかっ

たら、今回ロシアの問題が起きた時、日本は全く対応できなか

ったと思います。この外交安全保障のタカ派の問題を通すた

め、国内ハト派の政策である成長戦略の規制緩和をやらなか

ったのが安倍政権でした。今日お話ししたように世の中の状

況は、安全保障や外交面でかなりタカ派になっていくと思いま

す。そうなってくると、宏池会の岸田政権はさらに左になる可

能性がある。しかしエネルギー政策、供給力を上げないと、い

まどうにもならない状況になっています。戦略を決めてやらな

いといけない状況です。やらないままだと、他の国は全部やっ

ていく中で、今日お話しした経済安保の優位性、製造業のデ

ジタル化による日本の主導権などを、完全に持っていかれて

しまいます。EV 化も、国内で強い産業がなくなると、国境炭素

税などを入れられ、日本の EV 化が止まる可能性も十分あると

思います。 

 

 それから岸田政権の非常にネックになってくるのが、電力問

題です。足元では大阪と東京でこれだけ電気代が違っていま

す。2021 年初頭から見ると、6000 円ぐらいのところから東京は

9000 円ぐらいまで上がっている状況です。これほど上がってく

れば、普通はドイツのように 2050 年のゼロミッションは変えな

いが、足元で火力発電を国が認めるので、それに対して政策

や更新投資やいろんなものへお金が回るように国がコミットし

ていくものです。 

 

 ところが日本はまだこの状態を放置しています。原子力を９

基動かすと言っていましたが、実は９基を動かすことを前提に

今年の冬の電力需要が出ています。その 9 基を動かしても、

東京圏の予備率は、1月 1.5%、2月 1.6%という数字です。予備

率は 3%ないと電気がいつ止まってもおかしくない状況だそうで

す。電気のない国にデジタル化は起きません。エネルギーの

ない国に、世界の投資は入りません。これが今の日本の非常

に悩ましい問題であり、すぐにやるべき問題です。 

 以上が本日の私の話しになります。行動が変われば、いまで

きることをやれるかどうかの話です。いろいろな政治問題が足

元起きており、そういう問題も確かに大事だと思いますが、

我々民間人からすると、供給力を上げるような問題に早く手を

かけて、実際に実行の段階になるかどうか。そうなれば、日本

の投資の金も動くし、世界からも先ほどお話しした日本のサク

セスストーリーへ投資が入ってくる可能性は十分あります。こ

れをやれるかどうかいま正念場に来ているというのが、私のい

まの日本の経済、政治への認識です。 

（終了） 


