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1 本書の特徴

本書は、初版から約5年ぶりの改訂版である。

筆者も序文で述べているが、この5年で日本経済

に大きな影響を及ぼすような出来事があった。国

際経済をみても、中国の躍進が著しい。このよう

な激動期にある日本経済と国際経済を理解するた

めの基礎的知識から、その応用、さらには特筆す

べきトピックスまでを扱っているのが本書である。

2 本書の各章の内容紹介

第Ⅰ部基礎理論では、国際経済の中において日

本経済がどのような影響を受けるのかに関する様々

な理論の紹介を行っている。

第1章国際経済学へのプレリュードでは、財・

サービス、資本、労働者などの国境を越えた移動

が市場に与える影響について記述されている。こ

こでは、日本のGDPの過半が非貿易財で占めら

れていること、中国からの輸入額が日本のGDP

に占める比率は小さいが物価に対して与える波及

効果が大きいこと、を示している。

第2章から第4章については為替レートに関わ

る内容となっている。第2章為替レートと外国為

替市場では、外国為替市場において為替レートが

どのように決まるのか、またその結果として経済

活動にどのような影響及ぼすのかについて記述さ

れている。円高は、輸出企業の利益を減少させ、

輸入企業の利益を増加させる。また、消費者にとっ

て円高は望ましいが、円高により短期的に日本の

景気が悪くなる。一方で、長期的な日本の国際競

争力を高める可能性がある。よってこの章は、安

倍首相が実施している経済政策「アベノミクス」

による円安誘導政策が、今後日本経済にとってど

のように働くかを見極めるのに必要な視点を理論

的に説明している。

第3章国際収支と為替レートでは、国際収支と

為替レートの関係について記述されている。国際

収支については、日本において従来は貿易黒字が

継続していたが、近年では貿易赤字となっている。

その最大の要因は、原油価格上昇及び原発停止に

よる燃料輸入量拡大と、iPhoneを中心とする通

信機器の輸入である。また、国際収支の構造変化

においては、本章で詳しく説明されているように、

日本企業の海外への生産拠点の移管、特に中国へ

の移管が進んでいる。これにより、日本の所得収

支の黒字額が貿易黒字額を上回っている。このこ

とは日本が単純な輸出国から、海外生産による投

資、さらに投資の再投資による所得収支黒字によっ

て外貨を獲得する国へと成熟化していることの証

である。

第4章長期における為替レートの決定では、長

期的な視点での為替レートの動きについて記され

ている。購買力平価では、日本の長期的為替レー

トは円高傾向であり、これが日本企業の輸出競争

力に大きな影響をもたらした。円高は、日本企業

の輸出競争力に大きなマイナスの影響を与えてい

る。したがって、安倍政権のアベノミクスで円安

誘導による輸出促進が3本の矢の1つとして取り

上げられているのである。しかしながら円安は、

短期的には輸出競争力に好影響を与えるものの、

長期的には円の相対的な地位低下により国家とし

ての競争力が相対的に低下することも意味してい

る。この議論は、アベノミクスを論じる際に重要

な視点を提起しているといえるだろう。第4章の
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付論日本の労働生産性は大変興味深い。本付論は、

安倍政権の経済政策であるアベノミクスがなぜ円

安による輸出誘導を政策の1つにしているのかに

大きく関わる内容であり、日本は輸出企業の国際

競争力が高い一方で、第3次産業の労働生産性が

低いということが問題であることを指摘している。

つまり、日本は今後産業の構造改革を行い、非製

造業の労働生産性を上げること、つまり国際競争

力を上げることにより円高でも高い競争力を維持

できる強靭な産業構造を持つ必要がある。

第5章リカード・モデルでは、伝統的な貿易理

論で、労働生産性の違いから比較優位を説明する

リカード・モデルについて記述されている。労働

生産性の違いが比較生産費の相違になり、その比

較優位もしくは劣位が国際分業体制を構築し、貿

易を生じさせることにより相互利益をもたらすこ

とになる。したがって、リカード・モデルの結論

は保護貿易よりも自由貿易が望ましいというもの

である。しかしながら、現実の国際経済では自由

貿易が必ずしも実行されていない。この理由につ

いて筆者は、このモデルには時間的経過が考慮さ

れていないこと、失業の発生を仮定していないこ

と、そして農業において多面的機能や食料安全保

障といった食料生産以外の役割が存在すること、

を説明する。つまり、モデルの結論をそのまま受

け入れるのではなく、そのモデルをどう解釈する

かが大切であることを主張しているのである。

第6章ヘクシャー＝オリーン・モデルでは、リ

カード・モデルと並ぶ国際貿易の代表的なモデル

であるヘクシャー＝オリーン・モデルを取り上げ

ている。同モデルは、国内の労働と資本の量の比

率が各国で異なることが国際貿易につながるとい

うモデルである。一国の国内に存在する資本と労

働の量の比率が異なることにより貿易が起こるが、

その結果、一国の中においては労働者と資本家の

どちらか一方の所得が上昇し他方の所得が低下す

ることになり、貿易によって得られる利益が国民

全体に平等もたらすわけではない。このことを筆

者は、特に中国からの輸入品が増加することで、

日本の国内の労働者の賃金が低下していることに

より実証している。

第7章規模の経済性と国際貿易では、リカード・

モデルやヘクシャー＝オリーン・モデルで考慮さ

れていなかった規模の経済性が国際貿易に与える

影響について記されている。規模の経済性は、筆

者が記しているように、一国レベルや産業レベル

のみならず企業レベルにおいても適用される理論

である。したがって、経済学のみならず経営学に

おいても幅広く適用が可能な理論でもある。

第8章グローバル化と経済政策では、財政政策

や金融政策などの経済政策について記述されてい

る。国際資本移動や輸出入の拡大などの対外的な

経済政策が、マクロ経済レベルでどのような効果

を及ぼすかについて論じている。本章で取り上げ

られているように、ヘッジファンドに見られる国

際資本移動がマクロ経済に及ぼす影響は大きくなっ

ている。従来国家は外国為替市場において介入す

ることで大きな効果を及ぼしていたが、国際資本

移動、いわゆる「マネー」が実体経済に大きな影

響を及ぼすようになってきている。そして、国際

資本移動の主役、特に「マネー」の主役は、従来

は欧米資本であったが、今後は中国資本に変わる

可能性もあるといえるだろう。

第9章ISバランスの動向では、経常収支、貯

蓄と投資バランス、財政収支の関係について述べ

られている。筆者が述べているように、日本が少

子高齢化の進展により経常収支が今後赤字になる

ことは避けられないだろう。なぜなら、少子高齢

化の進行により高齢者が貯蓄を取り崩すことから、

家計の家庭貯蓄率が今後マイナスに転じる可能性

があるからである。財政収支も、少子高齢化によ

る福祉部門での費用の増大（歳出増加）から悪化

は避けられないと考えられる。したがって、家計

部門における貯蓄と投資バランスや財政収支の悪

化は避けられない。今後、期待がかかるのが企業

部門である。経常収支の黒字を維持するためには

輸出と投資を増やす必要があるが、現実的には日

本の企業部門は設備投資抑制と内部留保の蓄積な

ど貯蓄超過に転じている。このことが日本の貯蓄

と投資のバランスを黒字にしている。経常収支が

赤字になれば、日本経済の国際経済における相対

的な地位の低下から円安になる可能性がある。こ

の事態を避けるためにも、日本は産業の構造改革

を行い、企業が強靭な収益力を身につける必要が

ある。その上で、円高でも経常収支の黒字が維持

できる強靭な経済体質を図る必要がある。しかし

ながら、アベノミクスの円安誘導による輸出増加

は、カンフル剤的な効果、つまり短期的な効果に
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過ぎないと評者は考えるのである。第9章の付論

では、外国人労働者と移民の受け入れが記されて

いる。これは少子高齢化の進展により労働者不足

に直面する日本経済において、今後避けられない

問題であると言えるだろう。筆者が論じているよ

うに、日本はこれまで単純労働者の受け入れを前

提に制度設計をしてきたが、今後は多様な外国人

労働者、さらには移民を大量に受け入れるような

社会の仕組みや制度を設計すること、そして日本

社会自体が適用できる社会に変化することも必要

だろう。

第Ⅱ部世界経済の変貌では、国際経済の様々な

事象について記されている。第10章アジア通貨

危機と現地日本企業では、1997年から98年にか

けてアジアを襲った通貨危機の原因、そして企業

に対する影響について記されている。ノーベル賞

を受賞したポール・クルーグマン教授は、アジア

の高成長は全要素生産性の向上ではなく、短期資

本の流入よるものであり、アジア通貨危機は経常

収支赤字を短期資本で埋めていたが、この短期資

本が一気に流出したことが最大の要因であると指

摘している。同教授は、このことによりアジアの

高度成長は「張り子の虎」であったと指摘してい

る。では、なぜ短期資本が流入したのだろうか。

その背景を作ったのが本書で指摘している金融の

グローバル化であり、その結果として不安定性が

拡大したのである。アジア通貨危機は、国際経済

が金融、つまり「マネー」によって支配されてい

ることが、表層化した事象でもあったといえるだ

ろう。アジア通貨危機によって日本企業も大きな

影響を受けた。本書が指摘しているように、外国

為替相場の急速な変動から、特に販売と調達にお

いて影響を受けたのである。日本企業がASEAN

の域外に輸出している比率、ASEANの域内から

調達している比率によってその影響度は異なる。

したがって筆者は、国際取引を行う際には為替変

動リスクがあること、それに対処する体制を構築

しておくことを指摘している。そのためには、企

業は販売のための市場を複数確保することや複数

の調達ルートを保持していることが対処法として

示されている。第10章の付論では、2008年に起

こったサブプライムローンと世界金融危機が取り

上げられている。サブプライムローンが不良債権

することによってリーマン・ショックが起こり、

そのリーマン・ショックが実体である国際経済に

大きな影響を及ぼしたのである。このリーマン・

ショックもアジア通貨危機と同じく国際金融、つ

まり「マネー」が金融グローバル化により実体経

済に大きな影響を及ぼしていることを現す1つの

事象であるといえるだろう。

第11章WTOとEPAでは、国際経済におい

て貿易や直接投資が拡大した背景にある貿易の自

由化や直接投資受け入れの自由化、そしてその制

度的な変化が果たした役割について記されている。

WTOは、世界規模で貿易自由化を目指すための

制度上の整備が目的である。2005年に中国が

WTOに加盟したことにより、WTOの位置づけ

は大いに上がったといえる。しかしながら、WTO

では加盟国の利害関係が複雑で、実現するにはか

なりの議論と時間を要することになる。そこで、

本章でも取り上げられているようにFTAやEPA

などの地域貿易協定が盛んとなっている。第Ⅰ部

でも述べられているように貿易の自由化はわが国

にとって大きなメリットをもたらす。そして、そ

の貿易の自由化の地理的範囲、経済規模的範囲が

広がれば広がるほどそのメリットは大きくなって

いくと考えられる。その範囲を広げるためには

WTOが実現することが最も理想的だが、地域貿

易協定を複数結ぶことにより徐々に広げていくの

が現実的であるといえる。

第12章中国経済と日本企業では、日本経済及

び日本企業にとって最も影響を及ぼすようになっ

たと考えられる中国経済について記されている。

中国経済は、足元ではGDP成長率が7％程度ま

で落ちてきているが、経済規模でみると既に日本

の2倍を超えている。その中国に対する輸出が、

また日本の経済成長を支えているともいえる。し

かしながら、中国に依存した経済構造はいわゆる

中国リスクを抱えることになる。本章で示されて

いるように中国が抱える経済リスクとは、①経済

成長を支えた対内直接投資の減少、②欧米への高

い輸出依存度、③中所得国の罠、さらには経済成

長の歪みによってもたらされた④激しい貧富の格

差、⑤公害や環境破壊の深刻化、⑥官僚による汚

職、⑦抗議活動の頻発よる社会の不安定化、など

がある。さらに最近ではシャドーバンキングがも

たらすリスクも指摘されている。日本企業が中国

ビジネスを行う際には、様々なリスクがあること
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を認識する必要がある。その対策として、例えば

中国プラス・ワンの必要性がいわれている。最近

の中国経済リスクを論じる際に多くの論者が忘れ

ている点、もしくは意図して記述を省いている点

が本章では記されている。それは、中国が社会主

義を前提とした社会主義市場経済による経済成長

を行っているということである。評者は、中国の

経済成長の歪みの原因は、まさに筆者と同じく社

会主義市場経済にあると考えている。

第13章欧州債務危機では、ギリシャ危機に端

を発する債務問題について記されている。筆者が

指摘しているように共通通貨ユーロは21世紀初

頭における最大の実験といえる。その実験が、10

年余りで債務危機という困難に直面したのである。

ギリシャの債務危機という一つのユーロ加盟国の

問題がアイルランド、イタリア、ポルトガル、ス

ペインなどユーロ加盟国に次々と派生したことは、

ユーロがその創設当初から持っていった欠陥、ユー

ロのメリットとともにそのデメリットを表層化さ

せた事象でもあるといえるだろう。その欠陥とは

本書で記されているように、1つ目が金融政策の

喪失、2つ目が財政規律のための協定の欠陥、

3つ目が景気の非対称性を解消する仕組みの欠如、

である。ユーロ圏における債務問題は膨大な公的

債務を抱える日本経済において他人事ではない。

日本の債務問題では、対内債務が多いことが欧州

諸国と状況が異なると指摘する識者も多い。しか

しながら、公的債務の増加が続けば国債価格の低

下、つまり国債利回りの上昇が起こる。このこと

は、直接的には利払いの増加により日本の財政赤

字の拡大をもたらすが、さらに間接的には長期プ

ライムレートの上昇により民間企業の投資を抑制

させることにつながる。したがって、日本におい

ても歳出の削減が求められるのである。しかしな

がら、ギリシャ危機でも見られたように歳出削減

策というのは国民生活に大きな苦しみを強いるこ

とから実施が大変難しい問題である。日本におい

ても少子高齢化の中での歳出削減を迫られている

ことは、選挙権を持ち、投票率の高い高齢者層に

対して苦しみを強いることになり反発を招くこと

は避けられない。政府が人気取りの政策をしてい

ては、歳出削減は進まないのである。政府が歳出

削減を可能にするためには、日本国民も大きな

苦しみを受け入れる認識が必要であると考えられ

る。

第Ⅲ部日本経済のグローバル化では、日本経済

がグローバル化することで浮かび上がる事象につ

いて記されている。

第14章日本の貿易と直接投資では、日本企業

の対外直接投資の増加が、日本の貿易構造にどの

ような変化をもたらしたのかが記されている。本

章で示されているように、日本企業の海外直接投

資の拡大が、企業内貿易の拡大をもたらし、企業

内貿易の拡大が資本財輸出の拡大と製品輸入比率

の上昇をもたらした。先進国において、資本集約

的産業を比較優位化させていき、比較劣位化され

た労働集約的産業は企業の対外直接投資を通じて

後発国への生産拠点の移管とともに移動を余儀な

くされる。これを受けて後発国の経済発展が促さ

れることになる。このプロセスは、東アジアの経

済発展理論として、赤松要とその門下生であった

小島清によって理論化された「雁行形態論」と呼

ばれる発展プロセスでもある。しかしながら、足

元での経済成長を上回る対外直接投資の増加は、

企業内における分業構造の進化というよりは、少

子高齢化により国内での需要拡大が見込めないた

めの海外進出であり、市場を海外に求めるため現

地での生産拠点の設置が求められている。その結

果、日本企業の海外現地法人の売り上げが今後も

増加していくことは避けられないといえるだろう。

第15章海外へのアウトソーシングでは、企業

における国家間の分業体制、特にサービス業務に

おける海外へのアウトソーシングについて記され

ている。海外でのアウトソーシングでは、ITの

発達とグローバル化の進展により、ソフトウェア

のオフショア開発が進められてきた。その中心的

役割を担ったのが中国でのオフショア開発である。

オフショア開発によるコスト削減効果が中国の人

件費上昇で薄れてくるとともに、日本の SIer

（顧客企業のコンピュータシステムに関するコン

サルティング・設計・監理をする企業）はオフショ

ア開発の拠点を中国からベトナムに移しつつある。

海外へのアウトソーシングの動きは、本書で記さ

れているようにソフトウェアのオフショア開発か

らBPOビジネス・プロセスのアウトソーシング

に、つまりサービス業務における海外へのアウト

ソーシングに活動範囲が拡大してきている。サー

ビス業務における海外へのアウトソーシングの拡
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大は、本書が指摘しているようにサービスにおけ

る貿易の拡大を意味することになる。しかしなが

ら、前章で示された労働集約的工程の後発国への

移管という国際分業体制の進展という視点で捉え

ると、国内の労働集約的工程の縮小はそれらに従

事する雇用の縮小ということにつながりかねない。

一方で、技術集約的工程を高度化させることが必

要となるが、本書で示されているように現実的に

は日本の技術力の低下を招いてしまっている。

第16章TPP（環太平洋経済連携協定）では、

貿易や投資さらに経済活動に関する自由化の動き

であるTPPについて論じられている。TPPは、

第Ⅱ部第11章で述べられている地域貿易協定で

ある。TPPは、交渉加盟国の国内総生産が世界

の国民総生産の40％近く、世界貿易の3分の1

を占める、巨大な地域貿易協定である。現在、日

本がTPPに参加すべきか否かについて賛否が分

かれている。資源に乏しく、原材料を輸入し製品

を輸出するという貿易構造が主体である日本経済

にとって、貿易自由化は避けることはできない。

そこで、日本の貿易自由化をどこまで認めるのか

について議論がなされている。特に、TPPが貿

易や投資さらには知的財産、人の移動など経済活

動全般にわたる内容を含むことから、国際競争力

が弱いとされる農業など第1次産業、小売業や看

護・介護などサービス産業などの第 3次産業を

中心に反対が強まっている。本書ではTPP参加

において、そのメリットとデメリットを客観的に

分析している。その上で筆者は、TPPに参加を

するならば我々日本国民が日本の将来のあり方を

どのようにするのかというビジョンを持って、そ

の上でそのビジョンを実現するための政策の検討

が必要であり、TPPに参加することはその政策

の1つとして、そのビジョン実現の効果を高める

か否かによって賛否を決することが重要であると

論じている。

3 本書の意義

以上みてきたように、本書は国際経済、さらに

日本経済への影響を読み解くうえで必要な理論的

背景から、近年の事象についてまで詳しく記述が

なされている。したがって、本書を読み解くこと

で現在起こっているアベノミクス、欧州債務危機、

TPP交渉問題などの現在進行形の事象について、

その本質を知ることができる有益な手引書である

といえる。

評者は国際経営戦略論を専門とする経営学者で

あるが、本書はグローバル化する日本経済、激変

する国際経済という、日本企業を取り巻くマクロ

外部環境を理解するうえでも非常に有益であると

考える。マクロ外部環境を正確に読み解くことは、

日本企業にとって、戦略の選択、戦略の実施、そ

して経営資源の投入につながり、企業経営に必要

不可欠である。したがって、企業経営者にとって

も有益な一冊であるといえる。
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