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　日本は東京オリンピックが開催された1964年にoECd加盟
を果たしました。加盟の意義は大きく分けて3点あったとい
えましょう。第一は，1954年のサンフランシスコ平和条
約，1955年のGAtt加盟に次ぐoECd加盟は，日本が名実とも
に先進国の仲間入りを果たしたという歴史的意義です。第
二は，oECdの提言，分析.データを活用した国内の改革の推
進です。加盟を通じて資本移動の自由化が推進されまし
た。第三は，oECdを通じた国際社会の課題の解決に向けた
貢献です。日本は，マクロ経済，開発，貿易.投資，税等の
分野でのルール策定に積極的に貢献してきました。

危機に強い経済社会の構築に向けて
　日本がoECdに加盟して50年の間に，国際社会の構図は大
きく変わりました。冷戦の終了，新興国の台頭，世界経済
危機に加え，携帯電話，インターネットといったiCt，ソー
シャルメディアの発達は，各国の政策に大きな影響を与え
ています。多くの不確実性が存在する現在，国，社会，個
人が「レジリエンス（しなやかな強靱さ）」を高めていく
ことの重要性が注目を集めています。レジリエンスは，危
機に直面した際に，いかに被害を最小化して致命傷を避け
るとともに，そこから迅速に回復する力を意味します。
冬の積雪によってしなやかにしなるが折れることはなく，
雪解けの後真っ直ぐ力強く成長し始める日本の竹は，まさ
に「レジリエンス」を象徴するものといえるでしょう。
日本は，このような「レジリエンス」をこれまでも示して
きました。オイルショックからの回復の経験，また，2011
年3月11日の東日本大震災からの現在進行中の復興などは，
日本のレジリエンスを示す好例と言えましょう。
　加盟50周年を迎える2014年，「レジリエント（しなやか
で強靱）な経済と包摂的社会」のテーマの下，日本は閣僚

理事会の議長国を務めます。oECdでは2008年金融危機を十
分に予測し得なかった反省に立ち，グリアoECd事務総長の
イニシアティブの下，「経済的課題に対する新たなアプロ
ーチ」プロジェクトが立ち上げられ，これまでの政策提言
や分析手法の再検討が行われています。現下の不安定な世
界経済の下で，人.国.国際社会がレジリエントであること
が，まさに求められているといえましょう。

アジアとの関係強化
　1964年は，oECd設立後，初の新規加盟国として日本が21
番目の加盟国となった年であると同時に，oECdが欧米の国
際機関からグローバルな国際機関としての第一歩を踏み出
した年でもあります。それから50年を経て，oECdの加盟国
は中東欧から中南米まで拡大しましたが，アジアからの加
盟国は，依然日本と韓国のみです。21世紀は「アジアの世
紀」とも言われています。oECdはアジアから中国，イン
ド，インドネシアをキーパートナー諸国として関係強化を
戦略的に進めており，また，東南アジア諸国との関係強化
に向け，2014年5月の閣僚理事会で，「東南アジア地域プロ
グラム」を立ち上げる予定です。oECdと東南アジアとの橋
渡し役を担うべく尽力していきたいと考えています。

oECdの役割
　今後の国際社会において，oECdがグローバルな国際機
関，「世界最大のシンクタンク」としてその存在意義を強
化していくために何をなすべきでしょうか。oECdが持つ優
れた点は，同質性を有する加盟国間の自由な意見交換やベ
スト.プラクティスに関する議論を通じて合意形成を促すと
いう点と，経済.社会に関わる広範な課題への重層的，複合
的，多面的な分析にあります。このような過程を経て策定
された各種ガイドライン等は，先進国による高度な国際標
準になっているといえます。
　経済のグローバル化が進展する中，oECdは，経済的な重
要性を増大させつつある新興国にこうしたガイドラインの
有用性を説きつつ，またG20などの国家間の経済フォーラム
での議論にこれまで蓄積してきた分析.提言に基づきより一
層積極的に貢献していくことが求められています。oECdの
第二位の拠出国である日本政府として，加盟50周年の節目
に際し，oECdに更なる貢献を行っていく決意を改めて表明
いたします。
外　務　大　臣
岸田　文雄

※日本は，2014年5月6，7日に開催されるoECd閣僚理事会の
議長国です。
（http://www.mofa.go.jp/mofaj）

oECd加盟50周年：
oECdへの期待と日本の役割
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EditoriAl

日本が1964年4月28日にoECdに加盟して、今年は50周年にあ
たる。日本の加盟は、アジアの国として初の画期的な出来
事であった。

日本にとって、oECdへの加盟は戦後の復興期を経て世界の
先進国と再び肩を並べることを意味した。一方oECdにとっ
ても、1961年の設立当初3年間は欧米の「大西洋」共同体に
とどまっていた組織が、日本の加盟によって真にグローバ
ルな機関として歩み出すことになった。日本はoECdに新た
な視点と政策経験をもたらし、世界有数のダイナミックな
地域への足がかりを与えることとなった。

oECd加盟当時の日本は未曽有の経済成長を謳歌してい
た。1960年代はその大半を通じて年率10%近い成長を達成し
ていた。1970年代と1980年代にも、エンジニアリング、自
動車、エレクトロニクスの各部門の強力なイノベーション
に牽引され、高成長を記録した。いわゆる日本の奇跡は、
教育をはじめとする分野で創意工夫を重ね、優秀さを追い
求めることがいかに大きな成果につながるかを、同時代の
oECd諸国のエコノミスト、研究者、政治家に証明すること
となった。その後1990年代に入り、日本はバブル経済の崩
壊で成長が著しく鈍化し、以後20年にわたって、デフレ、
社会的圧力、かつてないほどに膨れ上がった公的債務への
対処など、難題と向き合うこととなった。また輸出市場に
おいても、他のアジア諸国が経済のグローバル化で自国市
場を開放し、その立場を確たるものにしていく中で、熾烈
な競争に巻き込まれるようになった。

日本はoECd加盟以来半世紀で、数々の前向きな変化を成し
遂げ、今や世界では第3位、oECd加盟国中では第2位の経済
大国となっている。日本はoECdの活動のあらゆる面に積極
的に関わり、イノベーション、技能、貿易、開発援助、リ
スク管理などの分野でさまざま取り組みを成功に導いてい
る。現在はoECdが進めている東南アジアとの関係強化にお
いても主導的な役割を果たしている。

今日、民間企業が大きく自信を回復し、社会全体に明るさ
が戻る中で、日本の経済見通しは大幅に改善してきてい
る。安倍晋三首相が打ち出した「3本の矢」と呼ばれる経済
再生戦略には、大胆な金融政策、機動的な財政政策、構造
改革による競争力の復活に向けた対策が含まれている。こ
うした動きはすべて歓迎すべきことである。この『oECdオ

日本はこれまで

に増して強力で

回復力の強い社

会になろうとし

ている。

アンヘル.グリア 

oECd事務総長

日本とoECd： 
加盟50周年を祝って

ブザーバー』特別号でも解説しているように、持続的な景
気回復は、公的債務を抑制し、特に競争、労働市場、ジェ
ンダー平等の分野で関連する構造改革を精力的に推進する
ことで、実現可能である。こうした対策は、長期的に成長
を回復させ、喫緊の社会的課題に対処するためにも極めて
重要である。

日本は今後も、国際貿易投資だけでなく、20世紀後半の経
済成長の特徴であったイノベーションと創造力の育成.促進
を通じて経済を開放し、世界の価値連鎖（グローバル.バリ
ュー.チェーン）との一体化をさらに図っていかなければな
らない。日本は、活力ある産業部門の中でも特に名だたる
技術力で知られるエレクトロニクス、ロボット、光学式レ
ンズの分野で、世界全体にわたるイノベーション.ネットワ
ークに大きく貢献することができる。

この特別号では、日本の豊かな芸術.建築文化の活力が世界
に大きな刺激となっていることについても敬意をもって触
れているほか、経済的な困難だけでなく、自然災害による
困難からも立ち上がり、前進しようとする日本の回復力と
尽きることのない能力にも注目している。

このことは、2011年に起きた東日本大震災によって明らか
となった。歴史的にも過去に例を見ないほどの大地震によ
って、日本では1万5000人を超える命が失われ、広大な地域
が破壊された。oECdはこの甚大な悲劇に見舞われた日本の
ために、復興対策に関する政策助言を行い、地震による社
会的.経済的混乱から立ち直る手助けをした。

この大震災は、私たちにとって日本人の回復力の強さをあ
らためて思い起こす機会にもなった。日本のことわざにも
あるとおり、まさに「雨降って地固まる」である。この悲
劇を乗り越え、日本はこれまでに増して強力で回復力の強
い社会になろうとしている。

したがって、日本が2014年の閣僚理事会（5月6～7日、パリ
で開催）で議長国を務めること、そして、加盟諸国が今年
の閣僚理事会の主要議題に「強くしなやかな経済と包摂的
社会－雇用と成長に向けた人々の能力強化」（resilient 
Economies and inclusive Societies-Empowering people for 
jobs and growth）を選んだことは、二重に喜ばしい。日本
は、過酷な自然災害や深刻な経済的逆境からも立ち直れる
だけでなく、さらにそこから一層たくましくなれるという
ことを私たちに見せている。こうした日本の経験から、私
たちは世界経済がどう前進し、生涯で最悪の危機から立ち
直ることができるのか、貴重な教訓を得ることができる。

oECd加盟国は、日本がこの半世紀に示してきた模範に刺激
を受け、日本はoECdの一員であることの恩恵を受けてい
る。こうしたビジョンと経験の交流こそが、進歩を可能に
するのである。日本のoECd加盟50周年は、私たち全員にと
っても喜ばしい機会である。2014年のoECdウィークの活動
や行事に、ぜひ1人でも多くの方々に参加していただきたい
と願っている。

©
O
E
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たい、互いの市場に参入する機会が得
られる、日本の加盟に伴って国際経
済政策の調整能力が強化される、日本
に開発援助への取り組みを強化するよ
う説得できる、といった、他のoECd諸
国の動機と重なるものも多かった。特
に、アイゼンハワー政権がoEEC（欧州
経済協力機構）の再編を提唱した動機
の一つは、米国、カナダ、日本の正式
加盟への道筋をつけることだった。た
だし、アイゼンハワー政権は、日本の
加盟に対する支持を取り付けることが
難しいことは十分承知していた。日本
国内で加盟に反対していたのは、日本
のoECd加盟はソ連と中国を遠ざける反
共的な動きであると主張した日本社会
党のみで、世論の大きな反対はなかっ
た。

しかし、戦争の記憶と、貿易摩擦が
続く中で、日本の加盟への道のりは
平坦ではなかった。二国間協議の場
で英国のデリック.ヒースコート＝エ
イモリー蔵相が指摘したように、日
本の問題は「少し扱いにくい」もの
であり、日本との貿易問題が「欧州
の機関」に持ち込まれると解決が難
しくなる、と考えられていた。ドイ
ツのルートヴィヒ.エアハルト経済相

も、欧州諸国は貿易問題とoECd加盟
問題に関して日本をどう扱うべきか
について意見がまとまらない、と指
摘した。しかも、oEECをoECdへと改
編すること自体、一部の欧州諸国が
反対するなど、すでに非常に困難か
つ慎重に扱うべきプロセスだったた
め、新たなoECd条約についてはパリ
のホテル.マジェスティックで秘密裏
に起草しなければならないほどだっ
た。結局、一連の非公式の二国間協
議を経て、米政権はoECd発足直後の
日本の正式加盟は無理強いしないこ
とに合意した。

日本は、開発途上国向け政府援助の
促進を目的に1960年1月13日に設立さ
れた開発援助グループ（dAG）への加
盟という形で、oECd加盟に向けた糸
口をつかんだ。dAGは、米国のダグラ
ス.ディロン国務次官が1959年12月に
開かれた米、英、仏、西独の首脳会
合で提案していたものである。dAGは
当初、oEECの一部ではなく、加盟は
oEECにかかわる主要援助国に限られ
ていた。この小グループは日本を加
盟させるという米国の提案をすんな
りと受け入れた。1961年のoECd発足
に伴い、dAGはoECdの開発援助委員会
（dAC）へと改編された。

日本のoECd加盟に向けた第2段階
は、1961～1962年に、ケネディ政権
による後押しの下で、西独、英、仏
の各国政府およびoECd事務局と一連
の協議を行うという形で始まった。
実際、ケネディ大統領は、アイゼン
ハワー政権が先鞭をつけたものを引
き継ぎ、日本の加盟を促進する上で
重要な役割を果たした。ケネディ大
統領は1961年3月にoECd条約批准の
演説を行ったが、当時のメモが示し
ているように、それに先立つ大統領
就任直後の1月には日本の加盟への関
心を表明していた。日本は1963年に
加盟への正式招待に署名したが、ケ
ネディは日本の加盟を見ることなく
1963年11月に暗殺された。

日本の加盟に長い時間を要したもう一
つの理由は、当時oECd条約には加盟プ
ロセスが明記されていなかった、とい
うことであった。現在通常行われてい

oECd加盟は国際社会への再統合に向
けた日本の取り組みの集大成だった
が、oECdにとっては、欧州の機関から
グローバルな機関へと変貌する一助と
なった。しかし、当時の国際的緊張を
反映し、日本の加盟は細心の注意を払
って進めなければならなかった。

日本は1964年4月28日にoECdへの加盟
を果たした。21番目の、またアジア初
の加盟国である。当時は冷戦の真っ只
中にあり、米国ではアイゼンハワー、
ケネディ両政権とも、ソ連や中国の脅
威に対抗する勢力として、日本を政治
的にも経済的にも確実に取り込もうと
腐心していた。また日本の池田勇人首
相も、すでに密接な関係を築いてい
た米国に加えて、欧州との関係も強化
し「（米.欧.日の）三本の柱」を構築
して自由主義諸国を支持する必要があ
る、と以前にもまして力説していた。
これには、安全保障上の目的、特に貿
易関連の国際経済政策調整への影響力
の強化、日本の国際的地位のさらなる
回復、政策学習の機会拡大などの必要
も含まれていた。

日本がoECdへの加盟を決めた動機の中
には、「西側」反共陣営の一員となり

日本とoECd：グローバル時代に日はいかにして昇ったか

ピーター.キャロル
エコノミスト、タスマニア大学ビジネス学部
ウィリアム.ハインズ
oECd開発協力局

萩原徹、クリステンセン　トーキル、oECdにて、oECd加盟のための覚書、条約の署名。

oECd observer No 6, october 1963, page 3
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日本とoECd：グローバル時代に日はいかにして昇ったか

You read it here first: Covers from the oECd observer, No. 45, April 1970 and No. 219, december 1999.

るような、「acquis」（加盟の際に受
け入れなければならない法規制などの
総体）ないしロードマップがなかった
のである。交渉は、oECd自由化規約に
関する日本の留保に焦点が絞られた。
この規約は、今でもoECdの諸合意や関
連活動の中核である。

特に、日本は、海運業への助成など
の産業政策措置を取ることや、工業
製品の輸入を受け入れないようにす
るための外資に関する法律や外国為
替管理法の適用を制限するよう圧力
を受けていた。とりわけ、圧力が強
かったのは、欧州の加盟国と激しい
競争を繰り広げていた海運業と造船
業への助成を削減することだった。
日本側交渉団はこのような圧力に激
しく反発し、欧州諸国こそ自国の競
争力を失いつつある造船会社向け
の補助金を増やしているなどと指摘
し、加盟は先送りされそうな様相を
呈したが、最終的には決着した。

日本の加盟は、oECdをより包括的な
機関へと変容させるとともに、急速
かつ大規模な経済発展を成し遂げた
アジアで最初の国として、50年にわ
たり大西洋諸国が主流を占める機関
にアジア太平洋の視点をもたらすこ
ととなった。今では他の東アジア諸
国も繁栄を謳歌しているが、日本は
今も新たな視野を与え続けている。

そしてoECd加盟50周年を祝いつつ、
急成長する東南アジアとの結び付き
を一層強化するoECdの新たな「東南
アジア地域プログラム」を積極的に
推進するであろう。
references
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oECdと日本:
加盟50周年を迎えて

1964年は、戦後の日本にとって輝かしい記憶の年だ。私

自身はまだ10歳の東京の小学生だったが、新幹線の開業

や東京オリンピックの開催に街が高揚し生活が着実に豊

かなものとなっていったあの時期を、排気ガスの臭いや

トラックの唸りとともに鮮明に思いだすことができる。

この年はまた、戦後の日本が国際経済コミュニティの重

要な一員として完全に認知された年でもあった。iMF8条

国に移行し、iMF.世銀総会を開催し、そして懸案だった

oECd加盟が実現する。ただ、当時の日本の一人当たりGdP

は米国の4分の1、アルゼンチンの3分の2でしかなく、日

本は豊かな先進国だからというより、むしろ政策を論ず

るに足るパートナーとして認められたがゆえに、（欧米

以外で初めての）oECd加盟を果たしたと考えるべきだろ

う。

それから12年たった1976年に私は大蔵省に入り、ある日

地下の文書庫でoECd加盟のための作業の膨大なファイル

を見つけた。資本移動の原則自由化や金融.租税.援助な

どのさまざまな分野で加盟のための条件整備が行われた

のだ。先人の苦労と意気込みが伝わるようだ。

その当時、石油ショック以後の先進国の経常収支不均衡

への取り組みにおいてoECdは中心的な役割を果たしてい

た。私が大蔵省で最初に関与した仕事であるoECd金融支

援基金(oECd Financial Support Fund) の設立（結局流

産してしまうが）はその典型であろうし、最も重要な国

際金融会議はoECd経済政策委員会（EPC）の第三作業部会

（WP3）であった。WP3の会議が迫っても国際郵便で送ら

れてくる会議用の文書がなかなか到着せず、はらはらさ

せられたものだ。

その後80年代半ばまで、私は二度にわたりoECd事務局へ

の出向の機会に恵まれた（最初はマクロ経済を扱う経済

局、二度目は国際的な租税問題を扱う部局）が、oECdは

24の同質なメンバーの親密な世界で、非加盟国.途上国は

ほとんど視野の外だった。

それから四半世紀を経てoECd事務局に戻り、その間の

oECdのさまざまな変化に驚くことになる。こうした変化

の中でも、加盟国の数が24から34に増加しただけでな

く、oECdでの政策論において加盟国（先進国）と非加盟

国（新興国.途上国）を区別して考える意味が薄れてきて

いることが最も印象的だ―日本や韓国の高齢化の議論は

アジアの国々（例えばタイ）の関心事だし、公平な所得

配分は新興国の成長の課題でもあり、多国籍企業の課税

問題は途上国抜きでは議論できない、といったように。

世界経済の結びつきがこれほどまでに密接になった今、

一国だけが直面する政策課題は無いし、他国に影響を与

えない政策も無い、と言っていい。oECdがこうした世界

の変化に対応し続けて行くことができるとすれば、日本

にとってoECdでの政策論から得るものは多いし、日本の

政策対応の優れた点はoECdの場を通じて世界各国の参照

するところとなる。そのために、日本の状況をより世界

的な視野で捉える作業を怠ってはならない。

50年前の加盟に向けた努力は、それでこそ報われるとい

うものだ。

ある日oECd加

盟のための作

業の膨大なフ

ァイルを見つ

けた。

oECd事務次長　

玉木　林太郎
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性が高まった。1973年の石油危機によ
り高度成長時代は終わったが、日本は
その後も他のoECd諸国を上回る成長を
続けた。実際、1991年までに、日本の
1人当たりGdPは米国の約60%から84%に
達した（図1）。一時は、1979年のベ
ストセラー『ジャパン.アズ.ナンバー
ワン』の予言的なタイトルどおり、米
国を抜いて世界最大の経済大国になる
かと思われた。

しかし、そうはならなかった。日本の
成長は1991年の不動産バブル崩壊とと
もに唐突に止まってしまった。この
22年間、資産価格の下落、15年に及
ぶデフレ、急速な人口高齢化を背景
に、年間成長率は1%前後にまで鈍化し
た。2012年末までに、株価は1989年の
最高値から73%も下がり、地価も23年
間連続して下落し、金融危機の一因と
なった。日銀の量的緩和を伴う財政に
よる景気刺激策が何度も実施された
が、持続可能な成長を回復できていな
い。一方、中国、韓国をはじめとする
他のアジア諸国との競争は激化し、日
本の世界市場におけるシェアは低下し
ている。また、近年には、2008年の世
界金融危機と2011年の東日本大震災と
いう二つの大規模な衝撃にも見舞われ
た。

生産の伸びの低迷と、人口高齢化など
に起因する政府支出の増加により、日
本は21年連続して財政赤字を記録して
いる。2012年の基礎的財政赤字は対
GdP比約9%となりoECd諸国で最も赤字
が大きい国のひとつだった。公的債務
総額はさらに増えて未知の領域へと達
し、2014年には対GdP比約230%になる
見込みである。これは、oECd加盟国が
未だかつて記録したことのない高い数
字である。巨額の公的債務の影響はこ
れまでのところ異例の低金利によって
緩和されているが、日本の財政の安定
性が危機に瀕していることに疑問の余
地はない。政府は2020年までに基礎的
財政赤字をなくし、公的債務比率を安
定させようとしているが、債務の力学
からすると、これは達成が極めて難し
い目標である。大規模な財政再建は名
目GdP成長の足を引っ張り、公的債務
の安定を難しくする。

日本が経済成長の低迷を克服し、デフ
レからの脱却、安定した財政の確保に
成功することは、世界経済にとって非
常に重要である。日本は今でも世界第
3位の経済大国であり、大規模な資本
輸出国である。日本の財政が不安定に
なれば、世界経済は深刻な影響を受け
る。さらに、2011年の東日本大震災で
東北地方の生産が打撃を受けると世界
中の自動車生産が中断してしまったこ
とからも分かるように、日本はグロー
バルな生産チェーンに欠かせない役割
を担っている。

しかし、特に人口動態上の傾向を考え
ると、日本が現在抱えている課題を克
服するのは容易ではない。日本はすで
に生産年齢人口に対する高齢者人口が
oECd諸国で最も高い（図2）。日本の
総人口は2010年に減少に転じており、
生産年齢人口は2050年までに約40%減
少する見込みだが、老年従属人口比率
は今後もoECd諸国で最も高い状態のま
まである。実際、高齢者1人当たり生
産年齢人口は、今世紀半ばまでに現在
の2.8人から1.3人へと半減する見込み

ランダル.ジョーンズ
oECd経済総局

20年の停滞を経て、経済回復が本格化
している。今度は持続するかもしれな
い

1950年から1973年まで日本は驚異的な
成長を遂げ、世界有数の経済大国にな
った。これはほとんど前例のないこと
だった。この期間の成長率は年平均で
約10%に達し、日本の経済規模は5倍に
拡大した。日本経済がフランス、ドイ
ツ、英国の経済を史上初めて超えたの
はこの時期だった。この経済再生は、
日本が自信を深めた1964年の二つの出
来事で象徴された。東京オリンピック
の開催とoECdへの加盟である。日本経
済の拡大は、韓国や台湾など、他のア
ジア諸国の急速な経済発展の下地を作
った。日本は、貿易と海外直接投資を
通じて、アジア地域の発展に大きくに
貢献している。

日本経済の急成長は「日本の奇跡」と
称され、多くの人はイノベーションや
勤勉さなど、日本の文化的特質に起因
すると考えている。しかし、標準的な
経済的要因の方が日本の経済的成功を
もっとよく説明できる。特に顕著なの
は、20世紀半ばに日本と先進国の間に
存在していた大幅な技術格差を解消し
たことが挙げられる。日本は外国の技
術を輸入、適応させることで技術格差
を縮小することができ、その結果、生
産性が急激に向上し、民間投資は採算

日本：持続する再生へ

日本の成長は1991年の不動
産バブル崩壊で唐突に止ま
った
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（出所）oECd Economic outlook database

1. 2005年購買力平価ベースの為替レートによる。
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である。日本は先進諸国に先駆けて不
安な未来像を示しているが、これらの
課題にどう対処すべきか方向性を示す
こともできる。

2012年12月に政権に就いた安倍晋三首
相は、デフレからの脱却と日本の再生
を掲げて、「三本の矢」政策――大胆
な金融政策、機動的な財政政策、民間
投資を喚起する成長戦略――を打ち出
し、これらの課題に取り組み始めた。
最初の二本の矢は、財政による景気刺
激策と新たな2%のインフレ目標を実現
するための「量的.質的金融緩和」の
実施という形で、2013年初頭に実行さ
れた。その効果はすぐに現れた。企業
景況感は大幅に改善し、日経株価指数
は2013年に57%上昇した。2013年上半
期のGdP成長率は4%に達し、G7で最高
を記録した。こうした傾向に自信を得
て、政府は、財政再建に向けた重要な
第一歩として、2014年4月に消費税率
を5%から8%へと引き上げる決断を下し
た。

先頃、2020年の東京オリンピック開催
が決まり、楽観的な見方はさらに強ま
っているが、この決定は、日本の戦後
復興を世界に示した1964年のオリンピ
ックと同じように、日本への国際的な
信任投票であると広く受け止められて
いる。安倍首相が「Japan is back」
というスローガンを採用していること
は驚くに値しない。

しかし、日本が力強さを取り戻せるか
否かは、首相の経済戦略の第三の矢で
ある構造改革にかかっている。アベノ
ミクスのこれまでのプラス効果の大半
は財政と金融による景気刺激策による
ものであり、特に労働市場、製品市場
と農業部門における日本の構造的な障
害に対処する改革を実施しなければ、
すぐに萎んでしまうだろう。安倍首相
は、2013年7月の参院選圧勝の波に乗

って、これらの喫緊の改革を大胆に推
し進めるべきである。

三本の矢には、巨額の公的債務を安定
させ、そしていずれは削減するための
財政再建という第四の矢が伴うべきで
ある。重要なのは、さらなる増税と支
出の伸びを抑える措置を含む、詳細で
信頼に足る中期的な財政計画を策定す
ることである。

日本は、創造力と活力に溢れた社会で
ある。その長い歴史を通じて、何度も
困難な問題を克服できることを証明し
てきた。安倍首相の「三本の矢」政策
が実施され、財政の安定を確保できれ
ば、50年後の日本経済は力強さを取り
戻しているだろう。その時、安倍首相
だけでなく誰もが「Japan is back」
と言うだろう。

references 
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安倍首相の「三本の矢」政
策で、財政の持続可能性が
確保できれば、50年後の日
本経済は力強さを取り戻し
ているだろう

急速な人口高齢化
2012年および2050年の生産年齢人口に対する高齢者の割合

At 21 March 2013

日本の人口はすでにoECd諸国で最も高齢化しているが、高齢化は急速に進展しており、2050年までに15～64歳人
口に対する65歳以上人口はほぼ2倍になる。

（出所）oECd demography and Population database
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ついた場合、労働力の先細りが緩和さ
れるのみならず、その20年間で日本経
済も約20パーセント拡大することにな
る。
　日本では労働参加の男女格差は21ポ
イント開いているが、ＯＥＣＤ全体の
平均は約17ポイントだ。男女の賃金格
差は27%で、ＯＥＣＤ加盟国中2番目に
大きい。この賃金格差は、非正規労働
者と正規労働者の雇用条件に大幅な差
があることと密接に関係する。比較
的低賃金の非正規労働者の約70%が女
性で、その多くはパートタイム就労な
のに対し、正規労働者の約70%が男性
で、手厚い雇用保障を受けている。
　新卒の大卒女性が正社員になる場合
でも、事務的な仕事を担当する「一般
職」を選ぶケースが多く、幹部候補で
ある「総合職」を選ぶケースは少な
い。日本企業の取締役会に占める女性
の比率が4%未満と、ＯＥＣＤ加盟国の
中で下から2番目に少ない理由の一部
はここにある。
　正社員であれば会社負担で教育.訓
練が受けられ、配偶者手当や扶養家族
手当などの付加給付も用意される。給

与体系は基本的に年功序列で、年齢と
在職年数に連動する。その見返りとし
て社員は会社と仕事に献身的であり、
長時間労働をいとわず、休暇も消化し
ない。このような職場文化の中では、
育児や介護に積極的に関わることは困
難だ。
　日本の男性が無給の家事労働に使う
時間はＯＥＣＤ加盟国の中で最も少な
く、1日わずか59分である（女性は269
分）。「男が一家の大黒柱」というモ
デルは、日本の労働市場構造にいまな
お強固に根付いている。
　日本の社会政策には、両親の仕事と
育児の両立を容易にする近代的な政策
もいくつか含まれている。たとえば1
年間支給される育児休業給付金は、両
親がともに育児休業をとる場合には14
カ月に延長できる。ただ、ドイツが用
意している同様の措置で保障される収
入は日本のほぼ2倍である。2010年末
時点で、ドイツでは育児休業を取得す
る父親の比率が25%まで上昇したが、
日本ではいまだに3%に満たない。
　日本では、4～5歳児ほぼ全員をカバ
ーする幼稚園に加え、小さい子供を持
つ親が仕事を続けられるよう保育園が
設けられている。しかし幼稚園.保育
園に対する政府支出は、2009年の時点
でＧＤＰ比0.4%にすぎない。これは、
デンマーク、フランス、スウェーデン
のほぼ3分の1である。その結果、とく
に首都圏を中心に、保育園不足、保育
費の高騰、待機児童の増加といった問
題が起きている。
　結果、日本の多くの女性は出産後に
育児休業をとるのではなく、仕事を辞
めていく。そして子供が大きくなって
から労働市場に復帰するときには、低
賃金の非正規就労になることが多い。
女性の多くが正規雇用に復帰できない
のは、年齢制限がいまだに一般的だか
らだ。
　そのうえ、日本の税制.福利厚生モ
デルは、配偶者の所得抑制を誘導する
強力なインセンティブ（誘因）を設定
している。配偶者の給与収入が103万
円以下（平均収入の30%程度）であれ
ば配偶者控除が受けられ、130万円以
下であれば、配偶者自身が社会保険料
を納めなくとも年金、健康保険、介護

oECd社会政策局シニアエコノミスト　ウィレム.アデマ

国を問わず仕事と家庭の両立には大きな
問題が見られるが、日本の男女にとって
これは特に大きな問題である。経 済協
力開発機構（ＯＥＣＤ）の他の加盟国と
比べてもこの状況は深刻で、日本では「
子供か出世か」のどちらかを選ばざるを
得ない。男性は出世を選ぶが、出世を選
ぶ女性は男性ほど多くない。しかし、子
供の数はきわめて少ない。
　現在、この問題は益々目立ってき
ており、対応が求められている。日本
は高齢化が進行しており、生産年齢人
口は減り続けている。このままいけ
ば2030年の日本の労働力人口は、11年
より約1000万人少ない約5000万人にな
る見通しだ（図参照）。そして高齢者
1人当たりの生産年齢人口は、現在の
2.8人から、2050年には1.3人にまで落
ち込むだろう。
　迫り来る労働力不足に手を打つに
は、日本はあらゆる人のスキルをもっ
と効率的に活用しなければならず、男
女平等の推進が経済成長を維持するカ
ギとなる。その効果を試算すると、現
在約63%である女性の労働参加率、今
後20年で男性の雇用率（84%）に追い

男女格差の縮小により経済活性化を呼び込む
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保険を受けることができる。
　日本の女性は、教育投資から十分
な見返りを得られていない。今日の日
本の若年層では女性の方が大学卒業
率は高く、25～34歳グループでは男性
の52%に対し、女性は59%に達する。45
～54歳グループの大卒率が男性32%、
女性23%だったのとは対照的だ。
　大学の専攻でも、たとえば保健.教
育の学位取得者の約60%は女性だが、
工学では約10%にすぎない。こうした
差は能力から来るというよりも教育の
選択からくるものが大きい。なぜなら
15歳の男女の読解力.数学.科学理解力
にはほとんど差が見られないからであ
る。専攻科目の選択が将来の雇用やキ
ャリア形成に影響することについて、
日本は若年層の注意を喚起する政策を
講じるべきである。
　日本は出口のないジレンマに陥って
いるようだ。女性は仕事を続けるイン
センティブが乏しく、実際にも労働力
人口から脱落する可能性が高い。仕事
に復帰する場合でも、実力や資格に見
合わない仕事に就くことになる。一
方、女性が出産を機に仕事を辞める可
能性が高い以上、雇用主は、女性の仕
事への献身や意欲が男性より低いと見
なしがちであるため、男性への投資を
優先しがちだ。
　この悪循環を断ち切るには、日本の
労働市場の制度改革が必要である。給
与体系と昇進制度は年功序列ではなく
実力主義にすべきだ。同時に、母親の
職場復帰やパートタイム就労者の正規
雇用を容易にして、人材プールを拡大
すべきである。
　ここで重要なのは、「長時間労働」の
風潮をなくして両親の「どちらにも」魅
力的な職場を実現すること、有給.無給
労働の“どちらにも”男女のバランスが
とれるよう配慮することである。カギを
握るのは職場でのリーダーシップであ
る。上級管理職は率先して休暇をとるな

ど手本を示すべきだ。社員が男女とも与

えられた育児休業を全て利用するよう、

中間管理職に責任を持たせることも考え

られる。また、若い大卒女性、母親の職

場復帰者、パートタイム就労者を正規の

キャリア形成システムに取り込むことを

企業に奨励し、その姿勢を明示してはど

うか。

　こうした方向で改革を実現するに

は、長期にわたる持続的な努力が必要

になろう。

実行するだけの価値はある。長時間労

働を強いる職場文化を改め、両親がと

もに仕事と家庭を両立しやすい文化が

実現すれば、間近に迫った労働力不足
の問題を解決する一助となろう。また
フランスやスウェーデンなどの例が示
すように、出生率の向上にも寄与し、
果ては高齢化の問題対応にも貢献する
はずだ。

Another version of this article 
appeared in Nikkei daily,  
26 April 2013

oECd (2012), Closing the Gender 
Gap: Act Now, oECd Publishing 

Visit www.oecd.org/gender

Women can ease labour shortages
Projected size of the labour force, thousands of people, Japan (a)
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Scenarios

No change (b) Convergence as female participation rate rises (c)

(a) the labour force projections are based on population projections for persons aged 15-64 years as 
reported by the oECd demography and Population database.

(b) No-change scenario: the projected size of the total labour force aged 15-64 years if the labour force 
participation rates for men and women remain constant from 2011 to 2030 at the rates observed in 2010.

(c) Convergence in participation rates: the projected size of the total labour force aged 15-64 years if 
the labour force participation rate for men remains constant from 2011 to 2030 at the rate observed in 
2010, and the rate for women shows a gradual increase (steady growth rate) from 2011 to 2030 reaching 
the 2010 rate for men by 2030.

Source: oECd (2012), Closing the Gender Gap: Act Now
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の著しい伸び率を取り上げている。輸
出の主役は、1950年代には繊維、1960
年代には鉄鋼と船舶、1980年代には自
動車と消費者家電だった。実際、新た
な国々がグローバル市場に参入し、技
術が進展するのに伴い、輸出入の構成
は変化し続けている。

グローバルバリューチェーン(GVC)に
おける生産の国際的な分業化は、今日
の世界経済の大きな特徴である。例え
ば、日本車は、生産チェーンに沿って
価値を付加する作業やデザインを含む
部品やパーツを用いて、世界各地で組
み立てられている。この現象は、情
報通信技術の進歩および貿易協定によ
る国際的統合と密接に関連している。
しかし、このようなグローバルな生産
チェーンの中での財とサービスのフロ
ーの本当の価値は、従来の国際貿易指
標には必ずしも反映されていない。例
えば、日本のメーカーの完成車は、マ
レーシアなどの最終組み立て地から輸
出されるかもしれないが、電子機器
やデザインという観点からの価値の
大半は、もともと日本において生産
されたものかもしれない。oECd／Wto
付加価値貿易（trade in Value 
Added＝tiVA）指標は、これらのGVCへ
の日本の統合と、その中での特化につ
いて知見を提供している。tiVAのアプ
ローチは、生産チェーンの中で各産業
や各国がどのくらいの付加価値を与え
ているかを追跡し、付加価値の源とな
った産業や国に配分するものである。

付加価値ベースで貿易を見ると、日
本の輸出品に占める国内付加価値の割
合は85%であり、他のoECd諸国より相
対的に高い（図1）。これは、一つに
は、日本が高い技術力を要する部品の
開発および生産に特化し、それを新興
国に輸出して最終組み立てを行ってい
ることを反映している。また、例えば
「世界の工場」であるアジア諸国に近
接しているという地理的条件や、特に

上野麻子
oECd貿易農業局
山野紀彦
oECd科学技術産業局

貿易は常に日本経済の支柱であるが、
世界経済への統合がさらに進めば長期
的成長に繋がる

50年前の1964年4月28日、日本はoECd
の正式加盟国となった。1964年は東
京オリンピックが開催された年でも
あり、この2つのイベントはいずれも
日本が戦後の荒廃から復興したこと
をはっきりと印象付けるものとなっ
た。1980年代末までに、日本は世界第
2位の経済大国へと成長した。2010年
に中国に追い抜かれたものの、今後も
数十年にわたり世界屈指の経済大国で
あり続けることだろう。

日本は、広大な国土を有するわけで
も天然資源に恵まれているわけでもな
い。このため、日本の経済発展には貿
易が重要な役割を果たしている。日本
の加盟直後に刊行された最初の『oECd
対日経済審査報告書』は、日本の輸出

日本の貿易

図1．輸出総額に占める国内付加価値の割合（%）、2009年

（出所）oECd-Wto tiVa database、2013年5月



14 

投入財を国内調達できる程の日本経済
の規模の大きさと多様性など、他の要
因も反映している。実際、日本の輸出
品に占める国内付加価値の含有量は、
欧米全体とほぼ同じである。さらに、
その割合が1995年の93%から低下して
いることは、日本のGVCへの統合が深
化していることを物語っている。別の
角度から見れば、日本の輸出品に占め
る輸入含有量は1995年～2009年の間に
2倍以上増加した。tiVA指標からは、
二国間貿易フローに対する別の視点も
得られる。中国は、総額ベースで見
ると、日本にとって最大の貿易相手国
であり、中国との貿易総額は第2位の
米国との貿易総額をかなり上回ってい
る。しかし付加価値ベースで見るとこ
の順位は逆転し、潜在的な需給関係の
性質をよりよく反映するようになる。

tiVA指標は、サービスが生産プロセス
において重要な役割を果たしており、
サービスの輸出ばかりでなく、財の輸
出においても競争力の重要な源泉とな
り得ることも明らかにしている。付加
価値ベースで見ると、日本の輸出総額
の約40%はサービス活動を反映したも
のである（図2）。これは、従来の貿
易統計で記録されているサービスの輸
出に占める割合（約15%）の2倍以上に
なるが、それでもoECd平均の48%に比
べると相対的に低い。これは、製品輸
出に特化している度合いが他の一部の
oECd諸国（サービス輸出が相対的に多
い英国や米国など）に比べて高いこと
を反映しているが、日本企業は自社内
にデザイン、開発、マーケティング、
販売、保証、アフターサービスなどを
行う部署を持つなど、製造とその関連
業務の垂直統合の度合が相対的に高い
という理由もあると考えられる。言い
換えれば、製造業の場合、これらの非
中核業務の一部を外部調達すれば利益
を得る余地がある、あるということで
ある。

日本の貿易政策にtiVAを活かすにはど
うすればよいのか。20年に及ぶ景気低
迷の後、日本の最近の経済実績は心強
い。長期にわたる持続可能な経済成
長を確保するには、世界経済への日本
の統合をさらに押し進めることが不可
欠である。より低コスト、より高品
質の輸入財と投資を海外から調達す
れば、生産性を高め競争力を強化する
ことができる。また、サービス部門の
競争を強化すれば、近年の製造部門
で遅れているサービス部門のイノベー
ションと生産性を押し上げることにな
るだろう。サービス部門は、日本の国
内付加価値総額の約4分の3を占めてい
る。投入財をより効率的に外部から
調達すれば、製造業も恩恵を受けるだ
ろう。状況は今まさに変わろうとして
いる。日本はこの10年間に13の地域貿
易協定（rtA）を実行しており、それ
が日本の約19%を含んでいる。2013年
の経済活性化戦略は、主要貿易相手国
とのrtAを通じて2018年までにこの割
合を70%に高める目標を打ち出してい
る。この目標の達成に向け、日本は米
国を始めとする環太平洋経済連携協定
（tPP）参加国との交渉やEUとの交渉
に入っている。このような協議は、日
本が市場開放に取り組んでいることを
示す歓迎すべき兆候である。

図 2．輸出総額に占めるサービス付加価値の割合（%）、2009年

（出所）oECd-Wto tiVa database、2013年5月

oECd加盟50周年を祝う中、日本経済は

より楽観的な新しい足場を築いてい

る。2020年の東京オリンピックまでに

は、日本は近年の自然災害や景気が低

迷した「失われた20年」から完全に立

ち直っているはずである。東京オリン

ピックは、友好的で教養のある国民、

洗練された生活様式、健康的で国際的

評価の高い食事など、日本がその多く

の強みを世界に示す絶好の機会にな

る。他方、世界経済への統合をさらに

進めることで、一層の利益を得る余

地がある。さらなるグローバル化は、

日本の成長の可能性を高めるだけでな

く、将来起こりうる様々な衝撃により

よく対処できるようにしてくれるはず

だ。
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日本の輸出品に占める輸入
含有量は1995年～2009年に2
倍以上増加した。これは日
本のグローバルバリューチ
ェーンへの統合が深まった
ことを意味する
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で入手.閲覧することができます。
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日本再考：イノベーションの物語

世界有数の近代性と生産性の高さを維持するには、日本の
産業は国外の知識、技術、人材、資源を利用しなくてはな
らない。

私と日本との関係は1989年まで遡る。初来日の目的は、日
本と米国、西ドイツの生産性を比較研究するためのデータ
収集だった。当時はアムステルダムから成田まで飛行機で
移動すると、アンカレッジで乗り継いで18時間かかった。
新宿にある外国人向けの小さな宿に2～3週間滞在し、米国
人教師や他の外国人らとともに、畳の上に布団を敷いて寝
起きし、街の食堂に通った。食堂ではウインドーに飾られ
たプラスチック製の見事な食品サンプルを指さすだけで注
文ができ、見た目も味も素晴らしかった。 当時の日本は絶
好調で、GdP成長率は年率で約4～5%に達していた。

米国では、1989年のベストセラー『Made in America―アメ
リカ再生のための米日欧産業比較』など、日本の力強い経
済パフォーマンスやその米国経済に対する脅威に関する本
が多く書かれていた。日本の産業、特にエレクトロニクス
産業や自動車産業、鉄鋼産業などは、輸出への注力、近代
的技術の取り込み、製品と工程における弛みなきイノベー
ションなどのおかげで、世界有数の近代的で生産性の高い
産業となっていた。しかし同時に、多くのサービス産業と
多くの国内向け産業は米国や西ドイツより大きく出遅れて
いた。当時、国際貿易を行い国際競争にさらされている日
本の産業とそうでない日本の産業の間には生産性に大きな
開きがあったが、それは現在も残っている。

長期滞在のために1991年に再来日し、新しくできた慶應義
塾大学の藤沢キャンパスで約6か月間過ごしたが、東京郊外
の藤沢には外国人は私以外ほとんどいなかった。私は日本
の生産性パフォーマンスに関する仕事を続け、東京の生活

様式にも馴染んでいった。東京は今でも私が訪れたいと思
う世界で最も好きな都市のひとつであるが、それは東京の
素晴らしい食文化のためだけではない。日本経済が元気を
失い始め、20年以上にも及ぶ低成長期に突入したのは、ち
ょうどこの頃だった。後にthe Economist誌の編集長とな
ったビル.エモットは、ベストセラー『日はまた沈む』の中
で、日本は今後苦境に陥ると強調していた。

1994年にoECdに入って以来、私は日本を定期的に訪れてい
る。東京は1990年代初めより外国人が増え、訪問者が寛ぎ
やすい都市になっているが、oECdの報告書の多くは、今も
ってなお日本経済は、科学技術分野の国際協力が少なく、
高度技能移民を含めて外国からの移民が少なく、外国から
の直接投資も少ないなど、他の先進国より国際化していな
いと指摘している。これらは憂慮すべきことである。oECd
の報告書の多くが指摘しているように、日本はもっと国外
の知識、技術、人材、資源を利用する必要があるからだ。
日本のような経済大国にとっても、知識創造の90%は国外で
生じているのであり、イノベーションがより複雑化し高コ
ストになっている世界では、外国の知識を利用しパートナ
ーと連携する重要性はさらに増している。比較的国内に閉
じこもっている日本の姿をガラパゴス症候群として批判す
る向きもある。日本国内の多くの製品とサービスは非常に
洗練されているが、グローバル市場では大きな成功を収め
ていない、という意味である。

このように、日本は、oECd加盟後30年間は急成長を遂げた
が、1990年代初頭以降は、その成長はゼロではないものの
低い成長にとどまり、他の多くのアジア諸国に見られる活
気はほとんど感じられなくなった。しかし、ここに来て日
本はついに長く厳しい期間から脱出し始めているように思
われる。実際に、東京その他の地域で多くの新興企業が誕
生し、ビジネスが活気づく兆しを見せている。この勢いが
続けば、日本経済はより創造的で、よりダイナミックで、
より起業家精神に溢れたものとなる。例えばロボット工学
やビッグデータの利用など、日本が世界に貢献できる分野
は多い。日本経済を知識、技術、人材、外国直接投資に対
してさらに開放すれば、日本だけでなく、全人類がその恩
恵を受けるだろう。日本のoECd加盟50周年おめでとう！

dertouzos, Michael l., richard K. lester and robert 
M. Solow (1989), Made in America: regaining the 
Productive Edge, Mit Press, Cambridge, Massachusetts.

Emmott, Bill (1989), the Sun Also Sets: the limits 
to Japan’s Economic Power, 
times Books, New York, Simon & Schuster, london.

See www.oecd.org/japan

ディルク.ピラト
oECd科学技術産業局 次長

国内に閉じこもる日本をガラパゴス
症候群と批判する向きもある
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場で厳しい競争に直面するなか、そう
したプログラムを推進する必要性にい
っそう注目が集まってきた。ほぼ毎日
といってよいほど、ソニーや任天堂な
ど、おなじみの企業の業績不振が世界
的に報じられている。

だが残念ながら、日本で台頭する「隠
れた英雄」、すなわちハイテク部品に
特化し、ニッチ市場で成功を収めてい
る企業には、それほどスポットが当た
っていない。彼らは有名ブランドの消
費財をつくっているわけではないた
め、人目につかない。しかし、彼らが
いなければ、名だたる製品もまったく
成り立たない。

たとえば、コンデンサ、トランジス
タ、液晶スクリーンなど、iPhone 5
に使われる部品の半分以上は日本のメ
ーカーが製造していると推計される。
また、航空機メーカーのボーイング社
には、65社以上の日本企業が、防衛関
連を含む幅広い製品に部品を供給して
いる。

こうした日本の隠れた優良企業は「目
に見えない」かもしれないが、日本経

済だけでなく、全世界の製造業のサプ
ライチェーンにも「欠かせない」中核
的存在である。近代経済にとって製造
業がいかに重要であるか、我々はあら
ためて思い知らされる。また、彼らの
ような企業があるからこそ、日本は今
なお製造分野で世界のリーダーでいる
ことができる。

これらの企業はまた、日本の若者はリ
スクをとらない、という批判などもの
ともしない。

「失われた世代」どころか、日本で
は人々が考える以上に多くの起業家
が新しく登場しつつある。孫正義の
ソフトバンクは、東京証券取引所で
株式時価総額がトヨタに次ぐ第2位で
ある。ファッション業界では、柳井
正のユニクロが欧州や北米、アジア
の新興国のカジュアル衣料市場で大
きな成功を収め、食の分野でも、ノ
ブ（松久信幸）、オクダ（奥田透）
などの日本人シェフが世界を新たな
食の冒険へと導いている。また、三
木谷浩史の楽天はEコマースの世界的
リーダーとなった。

ジョン.ウェスト（John West）
アジアンセンチュリー.インスティテュート所長（Executive director, Asian Century institute）*

日本には「クール起業」という新しい
波が訪れようとしているのかもしれな
い。国内のクリエイティブ産業を新た
な成長源へと転じるチャンスである。

太平洋戦争で廃墟と化した日本が世界
的な経済大国になるのを後押ししたの
は、松下電器（現パナソニック）の松
下幸之助、ソニーの盛田昭夫、トヨタ
の豊田喜一郎といった優れた起業家で
ある。こうした実業家の取り組みを、
政府の政策、教育水準の高い勤勉な労
働者、グローバルな視点で国内貯蓄を
動員した金融システムなどが下支えし
た。

1990年代前半の金融危機で「経済的過
剰」に苦しんだのは、日本だけではな
い。だが、バブルがはじけて不景気に
なると、かつて奏功した政策の多くの
側面に疑問が投げかけられた。oECdな
どの国際機関は、起業やイノベーショ
ンの分野を含め、日本経済再生のため
の改革案を提示した。

歴代の日本政府はさまざまな改革プロ
グラムを導入してきたが、日本を代表
する電機メーカーなどがグローバル市

「クールジャパン」は日本を牽引する新しいモデルか？
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日本語で楽観主義を意味する「楽天」
だが、それはすべての新しい起業家の
基本思想となるべきものである。同僚
にはミキとして知られる三木谷浩史
は、実に傑出した人物で、英語を社内
公用語に採用している（「イングリッ
シュナイゼーション」）。東京オフィ
スとて例外ではない。三木谷はかつて
日本興業銀行で安定した職に就いてい
たが、1995年の阪神淡路大震災に衝撃
を受け、これをきっかけに起業の道を
目指したといわれる。

現在の不透明な世界情勢が、リスク
回避どころかリスクを取ることを促し
ていることを証明するかのように、
起業家として勝負を賭ける若者がど
んどん増えている。Samurai Startup 
island（サムライ.スタートアップ.ア
イランド）、open Network lab（オー
プン.ネットワーク.ラボ）などのイン
キュベータ組織が起業家向けのエコシ
ステムを提供している。モバイル.ソ
ーシャル.ゲーム企業、グリーの創業
者兼社長の田中良和のようなサクセス
ストーリーも見られる。田中はたたき
上げの億万長者で、フェイスブック創
業者にちなんで「日本のザッカーバ
ーグ」と呼ばれている。日本の新興企
業に出資する外国人投資家も現れてい
る。

it企業ランゲートの社長、大中忠生の
言葉には、次代を担う起業家としての
自信が見てとれる。「外からは、日本
はもはやマンネリ化しているように見
えるでしょう。しかし内部では、若手
実業家のコミュニティが生まれていま
す。もうすぐ戦後経済が終わり、まっ
たく新しいシステムが始まるのです」

安倍晋三が「アベノミクス」を引っ
提げて首相に返り咲いたことで、産
業.ビジネスにおける自信や楽観論が
高まった。マンガ、アニメ、Jポッ
プ、映画、ファッション、建築、ゲー

ム、料理といったクリエイティブ産業
を振興しようという政府の「クールジ
ャパン」戦略も、大きな期待を抱かせ
る。「クールジャパン」ファンドの支
援を受けた同戦略により、クリエイテ
ィブ産業の数多くの小規模企業がグロ
ーバル市場にアクセスできるだろう。

だが、起業家精神を長く存続させる
ためには、まだまだやるべきことがあ
る。たとえば、アベノミクスでは起業
家精神の促進を重視する。女性の経済
進出を促すのも効果的だろう。安倍
首相は最近、次のように述べている。
「日本が今後も成長を続けようとする
なら、ウーマノミクスの潜在性を引き
出すことが絶対に欠かせない」。さら
に、「移民」という施策も検討に値す
る。oECdなどの調査によれば、ハイテ
ク分野を中心に、移民が起業の刺激に
なることがわかっている。

何よりも重要なのは、現在の新しい
楽観主義が過去の成功を足がかりに
できるよう、クリエイティブ産業や

「クールアントレプレナーシップ」

政策を持続させることである。日本

が奇跡的な経済成長を遂げた1960年

代および70年代と同じように、「ク

ールジャパン」も、あらゆる政策立

案者が目指すべきモデルとなる可能

性がある。

* ジョン.ウェスト（John West）はパ

リのoECd本部、東京のアジア開発銀行

研究所に勤務した。
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た。また、年功序列ではなく業績重視の
昇進システムに変えたほか、研究部門を
より市場志向にした。

長谷川は2003年にCEoに就任するとす
ぐにM&Aに強い意欲を持つ人物として
知られるようになった。欧米の製薬企
業5社を買収するために投じた資金は2
兆円に達した。こうした徹底的な世界
展開の結果、2012年には武田の海外売
上高比率は総売上高1兆6,000億円
（150億ドル）の50%を超えた。社員数
は3万人を超え、その4分の3は外国人
となった。

長谷川は社内で自らの後任を探した
が、ふさわしい日本人社員は見当たら
なかった。M&A、特に2011年のナイコ
メッド（スイス）買収が新たな経営課
題を生み出したと説明する長谷川から
すれば、武田の企業文化は余りにも内
向きだった。2011年以降、長谷川は、
グローバル企業であれば世界の人材プ
ールからベストの人選をしないのは間
違いであるという考えから、経営幹部
に外国人を迎え入れている。

アジア新興市場の重要性が増している
ことも考慮された。その点、グラク
ソ.スミスクラインのアジア太平洋地
域担当副社長を務めていたウェバーは
まさにもってこいの人物だ。ウェバー
は課題にうまく対処できるだろうか。
経験から判断する限り、外国人である
ことは有利に働くかもしれない。

財政危機に陥っていた日産を救うため
に1999年にフランスのルノーから日本
にやってきたカルロス.ゴーンの例が
ある（参考文献参照）。その後14年経
ったが、ゴーンは依然として日産／ル
ノーのCEoであるだけでなく、世界で
最も大きな成功を収めたビジネスリー
ダーの1人と見なされている。ゴーン
がいなければ、日産はこれほど目覚ま
しい復活を遂げることはできなかった
だろう。戦略的な集中からグローバル
な調達、従業員のモチベーション向
上、女性や外国人の幹部登用まで、ゴ
ーン流のリーダーシップは成果を上げ
ている。ゴーンは外国人として、日本
人経営者にはできないことをした。不
採算事業を閉鎖し、乗用車への集中を

根津利三郎
経済産業研究所　富士通総研*

日本のトップ企業では外国人が影響力
を持ち始めている。しかし他の企業は
これに注目するだろうか？教育の改革
が有益となるだろう

2013年11月30日、日本最大手の製薬企
業、武田薬品工業の長谷川閑史CEoは
記者会見で、47歳のフランス人、クリ
ストフ.ウェバーを後任に指名すると
発表した。このニュースは日本のメデ
ィアで大きく取り上げられた。長谷川
はなぜ、創立232年という日本有数の
老舗企業である武田のトップに外国人
を選んだのか。発表後の質疑応答で、
長谷川はこの決定に至った理由を説明
した。

武田の経営は基本的にきわめて好調であ
ったが、老舗企業だからといって保守的
になり新たな取り組みに二の足を踏むよ
うなことはなかった。長谷川の前任であ
る創業家出身の武田國男は先頭に立って
海外進出を進めた。同氏は米国滞在時に
日本とは異なるビジネスの仕方を学ん
だ。食品や肥料といった非中核事業を売
却し、経営資源を医薬品事業に集中し

グローバル化から新たな企業文化へ
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明確に打ち出した。また、サプライヤ
ーとの長年の関係を断ち、サプライチ
ェーンをスリム化し、一社あたりの取
引量を増やすことで購買価格をカット
した。

さらに、目標を達成できなかった幹部
をすぐに解雇した。社内の人間から
は、ゴーンのやり方は残酷だと見られ
た。日本の労働流動性が比較的低いこ
とを考えると尚更である。しかし、今
から振り返ってみると、ゴーンは日産
を救うために成すべきことをしたので
ある。

全ての外国人がゴーンと同じように成
果を上げているわけではない。ダイナ
ミックな変革者ではなく管理者に収ま
ってしまう外国人もいれば、厳しい抵
抗にぶつかっている外国人もい
る。2005年から2012年までソニーの
CEoを務めた英国人、ハワード.ストリ
ンガーのケースを取り上げたい。同氏
は映画放送事業が専門だったが、製造
（ものづくり）という中核事業からこ
の巨大テクノロジー企業を引き離すこ
とができなかった。世界のテクノロジ
ー業界が堅調に推移しているにもかか
わらず、ソニーはいまだに苦境にあえ
いでいる。世界最大手の内視鏡メーカ
ー、オリンパスでも、やはり英国人の
マイケル.ウッドフォードが、20年間
隠蔽されてきた損失を明らかにしたも
のの、銀行や社員から問題解決への支
援を得られず、辞任に追い込まれた。

ウェバーは武田でこのような問題を抱
えることはないだろうが、それでも課
題がないわけではない。武田のベスト
セラー医薬品の中には既に特許が切れ
たものや間もなく切れるものがある
が、その分を埋め合わせる目ぼしい新
薬がない。高い研究能力を持つ企業を
買収するのはもちろんひとつの選択肢
であるし、アジアや中南米の成長市場
に事業を拡大するための布石を打つの
もよいだろう。とは言うものの、ファ
イザー、ロシュ、ノバルティスなども
同様にM&Aを通じて成長を追求してお

り、武田は売上高で世界15位と、彼ら
のはるか後塵を拝している。

ウェバーの指名は、日本の企業文化が
外国人に対してより開かれたものとな
る一助となるだろうか。大方の日本企
業幹部が、武田は余りにも性急にグロ
ーバルな成長を求め過ぎており、日本
人のCEoなら最初のM&Aの成否をじっく
り見極めてから次のM&Aに乗り出すだ
ろうという見方をしている。大半の日
本企業にとって、言葉の問題であれ、
純粋に文化の問題であれ、外国人を経
営のトップに据えることは当面考えに
くいだろう。

日産の志賀俊之Cooが最近、興味深い
意見を述べている。志賀によれば、日
産では外国人社員が増えるにつれ、日
本人社員は人材プールの底に沈みがち
となり、会議が英語で行われるせいも
あって経営会議の議論にも入れないよ
うだという。この結果、日本人社員は
昇進の対象として見落とされるとい
う。しかし、志賀にとって、大切なの
は変革に抵抗することではなく、変革
を後押しすることである。「日本国内
だけで成功する経営者はガラパゴス諸
島の動物のようなものである。日本で
は貴重だが、海外では役に立たない」
と、志賀は述べている。ここには若い
学生への明瞭なメッセージがある。進
化し、適応せよ、さもなくば遠く離れ
たガラパゴス諸島の不思議な動物のよ
うに、絶滅するか、あるいは運がよく
ても孤立の憂き目にあう危険があると
いうことである。

世界規模でビジネスを展開しようとす
れば、日本企業には社員の教育と訓練
をする責任があることは疑いの余地が
ない。それが次第に容易になりつつあ
る兆候が見られる。海外勤務経験がこ
れまでより高く評価されるようになっ
てきている一方、海外からの帰国組が
増え、将来のリーダーがそこから生ま
れるグローバル人材のプールができつ
つある。

しかし、こうしたトレンドに弾みをつ
けるには、日本企業は人事戦略を変え
なければならない。独立心と創造力に
富んだ生徒よりも従順で勤勉な生徒が

好まれる教育制度は、抜本的に変える
必要があるだろう。企業は正直者の使
い走りタイプの社員よりイニシアティ
ブをとる社員の方を高く評価すべき
だ。そして、武田のように外国人社員
を増やす必要がある。大半の企業が、
表向きには、年功序列の昇進はもはや
存在せず、中途採用にも前向きに取り
組んでいると言うが、流動性は依然と
して乏しい。特に経営のトップレベル
では相変わらず保守主義がまかり通っ
ている。たとえば、取締役の独立性を
法制化することは先進諸国で受け入れ
られている国際的な常識であるにもか
かわらず、大手日本企業の連合体であ
る経団連は今もそれに反対している。
女性の幹部社員もいまだに非常に稀で
ある。これも変えなければならない。

武田薬品は社外取締役の助言に基づ
き、ヘッドハンティング会社を使って
新しいCEoを迎えようとしているが、
その結果武田が好業績をあげても、他
の日本企業がすぐに習慣を変えること
は依然として非常に考えにくい。しか
し、ウェバーを新CEoに指名した武田
の決断は、少なくとも、日本の企業文
化に存在する変革への障壁を徐々に突
き崩すのに役立つかもしれず、とりわ
け将来世代が今後の課題に対応してい
く布石にはなるかもしれない。

* 根津利三郎 oECd 元局長
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日本国内だけで成功する経
営者はガラパゴス諸島の動
物のようなものである
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今から50年前、日本は経済成長への道のりを確かなものと
し、国際舞台に返り咲いた。第二次世界大戦からの「復興
後の時代」に入ったのである。oECdへの加盟はその点で象
徴的だった。もうひとつの象徴といえる東京オリンピッ
クは、日本の国際的なイメージを変容させるきっかけにな
った。それは物理的なインフラ、輸送システム、サービス
などの飛躍的な改善の成果であり、新しい高速道路網が首
都.東京に張り巡らされ、新幹線が東京と大阪を4時間で結
び、テレビのカラー放送が始まった。

こうした発展はけっして偶然の賜物ではなく、日本人一人
ひとりの確固たる努力の成果であった。また、技術や人的
資本への投資に負うところも大きい。追いつけ追い越せの
1960年代、日本企業のイノベーションは、後発であるがゆ
えに、急進性よりも堅実さを旨とした。この戦略に沿っ
て、例えば、教育.訓練システムなどとの制度的補完性が構
築.強化された。要するに、日本人は「よりよい暮らし」に
向かっているという確信を抱いていたのである。

半世紀後、長い景気低迷期を経て、安倍晋三首相は「Japan 
is back（日本はもどってきた）」と宣言した。同首相の「
日本再興戦略」は、大胆な金融政策、機動的な財政政策に
次ぐアベノミクス第三の矢として、構造改革やイノベーシ
ョンを重視している。東日本大震災からの復興は、短期的
施策から将来設計へと新たな段階に入ろうとしている。さ
らに、2020年のオリンピックとパラリンピックの開催都市
に東京が選ばれた。今日、日本は、oECdに加盟した50年前
と同じく、「復興後の時代」に入りつつあると言えよう。
だが今回は、大きく異なる国際環境の中でこの時代に入る
わけで、漸進的というより、革新的な発想に基づく政策対
応が求められる。

商品.サービスの提供を通じた価値創造プロセスは、もはや
一企業、一国家の枠組みに収まるものではなく、いわゆる
グローバルバリューチェーン（GVC）内の様々な場所で展開
される。この新しい枠組みにおいては、バリューチェーン
の全体の流れの中で、最も適切なプレーヤーをグローバル
な視点で動員し、プロセス全体を設計.編成できるかどうか
が要となる。この文脈の中で、「世界経済の重心」という
概念もその存在理由を失いつつある。なぜなら、経済活動
は統合性と相互依存性を高め、国境、専門分野及び産業部
門を越えて、更には新興国や途上国の新しい人材も動員し
始めているからだ。GVCはこうした再編成の結果と見ること
もできる。

GVCは相互の関係性に依存すると言えよう。この「相互の関
係性」は、別の切り口からするとインターネットによって
下支えされた現象ととらえることができる。「情報のイン
ターネット」から「モノのインターネット」へと広がりを
見せ、知識、ビジネス、社会的価値を生み出す新しい手段
として、日々、その活用機会が拡大している。私たちは、
光と影の両面を持つ、イノベーションの新時代に入ろうと
しているのだ。

機はまさに熟している。構造的な視点からは、日本をはじ
めoECd加盟国の大半は、高齢化による深刻な人口圧力にさ
らされている。この圧力は、労働力の確保、増大する医療
費への対応、適切な社会保障制度の維持などに大きな影響
を及ぼす。あらゆる国民の生活の質（Qol）を維持しようと
するなら――ましてやこれを高めようとするなら――ソー
シャルエンジニアリングに軸足を置く考え方を含め、あら
ゆる革新的なアイデアを検討しなければならない。

日本は過去に制約を強みに変える力を示してきた。1970年
代に二度続いたオイルショックの後がそうだった。その力
を再び発揮しなければならない。つまり、技術面でも知識
面でもその革新的な強みを結集し、ジェンダーバランスを
見直すとともに、つながり、場、人財を活用することで現
在の環境をチャンスに転換するのである。日本の人的資本
や知識資本については、その大きな可能性がまだ十分に活
用されていない。今後の展望には明るい兆しがあり、政策
立案者の役割は、そのポテンシャルを開花させることにあ
る。oECd加盟50周年という節目は、そのスタートにふさわ
しいと確信する。

「日本再興戦略」の詳細は、www.kantei.go.jpを参照。
www.oecd.org/innovationを参照。

原山 優子
内閣府 総合科学技術会議 常勤議員 

知識、ビジネス、社会的価値を生み
出す新しい手段は、活用機会が日々
拡大している

イノベーションの新時代へ
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アンドレアス.シュライヒャー
oECd事務総長教育政策特別顧問 兼 教育局次長

日本の教育：変化を学ぶ

日本は教育に関し、世界を納得させる
ほどの成果を挙げている国である。し
かし、そのトップの座は守りきれるの
だろうか。答えは「イエス」だが、そ
のためには新たなアプローチが必要に
なる

日本は教育に関し、世界を納得させる
ほどの成果を挙げている国のひとつで
ある。oECdが実施する15歳の生徒を対
象とした国際的な学習到達度に関する
調査、PiSAにおいて、日本の教育制度
は学習成果の質、教育機会の公平性、
費用対効果（value for money）の点
で常に世界トップクラスである。

日本は教育に精力的に取り組んだこと
で、戦後の急速な経済成長を達成し、
また質の高い人的資源のおかげで、日
本はハイテク、高付加価値の製品の世
界有数の生産国となった。日本は1980
年代までに、経済と教育の両面で先進
国に追い付いたと言えるまでになっ
た。2006年に教育基本法が改正された
が、社会の状況は同法が施行された
1947年当時と大きく様変わりした。男
性の平均寿命は50歳から79歳へ、女性
は54歳から85歳へと延び、高校進学率
は43%から98%へ、大学進学率も10%か
ら49%へと大幅に高まった。

しかし、先進国に追い付くことや先進
国を模倣することは、新たに未来を切
り拓くより容易である。日本では、道
徳規範の喪失や生徒の意欲低下が懸念
されているが、それと同時にイノベー

ションの優位性が落ちているとの見方
もでている。そのため、欧米の専門
家が日本を訪れ教育面での成功から学
ぼうとしているのに対して、多くの日
本人は、学業成績が良くても、それが
仕事や人生の成功に繋がらないのでは
ないかと危惧している。ノーベル賞を
受賞できるような人材はいるのか、マ
イクロソフトやアップル、あるいはソ
ニーやニコンのような企業を創設した
り、日本の優れたロボット工学を生か
して全く新しい産業を創出したりでき
るような、革新的なアイデアに溢れた
人材はいるのか、日本人はそうした問
いを発しているのである。

日本が教育面で成功を収めるカギとな
ったのは、どんな子もやればできると
いう伝統的な考え方である。この考え
方は、出自が教育成果に及ぼす影響
が比較的小さいという事実に裏付けら
れている。しかし、PiSAの結果による
と、こうした高い公平性の維持が難し
くなりつつあり、教育に関する意思決
定権限を学校や現地の教育当局に委譲
しようとする場合には、そうした取り
組みと同時に、優秀な教師を最も問題
の多い学級に、有能な校長をテコ入れ
が最も必要な学校に呼び込む、公平性
を視野に入れた政策が必要となる。現
地の教育当局や学校が状況の変化や周
囲の環境に対応できるように、迅速に
意思決定し、自由に行動できるように
するには、形式にとらわれない気風を
重視するとともに、教育現場での効果
的なリーダーシップが求められる。

多くの国は、日本には明確かつ意欲的
な教育基準が定められていること、ま
た質の高い教授方法とその実践、生徒
向けの学習方法を通じてカリキュラム
目標を達成できる、一貫した教育制度
があることを羨ましく思っている。

それでは、日本では何が問題なのだろう
か。まず、学齢人口が急激に減少し、学
校に入りやすくなった結果、かつて成功
者たちが持っていた学習意欲が低下して
いることがある。したがって、日本は生
徒の学習意欲や社会の教育に対する取
り組みを維持するインセンティブ構造を
新たに考えだす必要がある。また、転
職する人が増えるにつれ、学歴よりも仕
事での実績がキャリアに大きな影響を及
ぼすようになる。おそらく最も重要なこ
とは、PiSAの結果によれば、日本は生徒
の学習への興味や意欲を引き出すという
面で目覚ましい進展を見せてはいるもの
の、依然としてこの面で他の先進国の教
育制度に大きく後れを取っている、とい
う点である。日本が従来の知識重視型ア
プローチから知識と技能を活用して問題
に対応できる能力を重視するアプローチ
へと重点を移すという意欲的な目標を達
成しようとするならば、カリキュラム改
革が極めて重要になる。それによって初
めて、日本の教育制度は世界トップクラ
スの教育制度と競えるようになる。

もうひとつの課題は指導の質である。
一貫教育課程の例を見ると、成功を左
右するのは、カリキュラム改革ばかり
でなく、それを活用するにあたって教
師がどの程度十分な訓練を受けている
かということも重要であることがわか
る。日本の教師に突きつけられる要求
が今後も増すことは間違いない。教師
には、生徒に21世紀の社会に積極的に
参加する市民あるいは勤労者になるた
めに必要とされる能力を身に付けさせ
ることが求められる。また、生徒一人
ひとりが学級の多様化と学習スタイル
の違いにうまく対応できるよう、個別
の学習体験を提供することも求められ
る。さらに、カリキュラム、教授法、
デジタル教材の進歩に通じている必要
もある。
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日本の教育：変化を学ぶ

こうした要求に応えるためには、日本
は教師育成アプローチの多くの側面を
見直す必要がある。例えば、教師を志
望する人々の層を最大限に活用する
方法；採用制度と選抜方法；新規採用
者が教育現場に立つ前に受ける初期教
育、新規採用者をどのように監督し、
教職に就かせるか、新規採用者に対す
る継続的な教育と支援；報酬体系；優
秀な教師には、高い地位と大きな責任
を得る機会を与える一方、指導力不足
の教師に対しては、能力向上のために
どのような支援を提供できるか、など
の点である。

この数十年、日本では教師の質向上に
向けた投資よりも、学級規模の縮小を
優先する傾向が見られる。今、この傾
向を修正する時期にきており、oECdの

調査研究は、その実現方法について幅
広い事例を提供している。成績は学級
で起きていることの結果であり、学
級改革なくして成功は期待できない、
ということは明らかである。したがっ
て、教師が教育改革の策定と実施に
積極的に関与することが極めて重要で
あり、現場の教師からの支持がない限
り、学校改革は機能しないであろう。

「（人生を）生きる力」という日本の
教育目標を達成するためには依然とし
て多くの課題が残されている。東日本
大震災によりこの「生きる力」が早急
に求められるとともに、全く新しい意
味を持つに至った。今後数十年の目標
は、教育内容を単に暗記して学位を
取る教育から、生きるための知識と技
能の活用を高める教育へ、「場当たり

的な価値」（「その場の状況が許せば

どんなことでもする」）を目指す教育

から「持続可能な価値」を目指す教育

へ、受験地獄で競争するための教育か

ら社交性と社会との連帯を強化する教

育へ、国に奉仕することを教える教育

から地域社会、日本社会、ひいては我

々が暮らすより広い世界の市民となる

ための教育へと転換する教育制度づく

りとすることが望ましいといえよう。
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に影響を及ぼすことについて、日本は
認識を新たにした。また、財政への
圧力が強まる一方で、急速な高齢化が
進み、公共サービスへの需要も拡大し
ている。

しかしながら、国家公務員数は今や
過去最少の水準に達している。他oECd
諸国では1970年代に国家公務員数が急
増したが、日本は公務員数を厳しく
限定した。日本の2010年の労働人口に
占める中央.地方の公務員割合は6.7%
と、oECd諸国でも少なく、oECd平均の
15.1%を大幅に下回っている。

日本はどのように現在の課題に対し、
よりよく対応できるのだろうか。財政
上の理由などにより、公務員数を増や
すことは簡単な選択肢ではない。一般
政府支出の対GdP比は依然としてoECd
平均以下であるものの、日本の公的債
務の対GdP比はoECd諸国でも突出して

いる。政府は、公務員の定年を延長
し、公務員の年金支給開始年齢を1942
年の55歳から現在の65歳まで引き上げ
ることにより、公的機関の充実を図ろ
うとしている。2008年の国家公務員制
度改革基本法により、早期退職者の再
就職を管理する新制度も創設された。

問題は公務員の数ではなく、その実効
性にもある。公的機関において、新た
な技能と新たな就労形態の導入を図り
つつ、イノベーションを行い、生産性
を高める必要がある。世論は、公務員
は現実の世界とは無縁のところで守ら
れているという見方が強い。公的機関
を目的に合わせて見直すことが、確実
に不可欠である。政策決定者はこの点
を理解しており、日本はこれらの課題
に応えるための公共ガバナンスの改革
に着手している。

公共部門は、大規模なリスクへの対
処、地方分権プログラム、規制改革、
民間部門との新たな連携等を通じて進
化しつつある。こうした経験は、改革
の企画や実施に必要とされる、機動的
な公的機関を構築していく際に有用な
であろう。

経済面での課題に対応し、日本の再活
性化を図る安倍晋三首相の戦略を指す
「アベノミクス」は、大きな初期成果
を上げているが、その長期的な成果は
今後の改革にかかっている。革新的な
取組みが重要である。

今後の政策に大きな期待が高まる官民
パートナーシップ（PPP）について考
えてみたい。2013年6月、安倍首相は
2022年までに約1,000～1,200億ドル規
模のPPP市場を創設する計画を発表し
た。2013年10月、公共部門への財政負
担を削減しつつ、リスクマネーを供給
して民間のインフラ投資を奨励する民
間資金等活用事業推進機構が官民の資
金によって創設された。

これは朗報である。PPPはより活力あ
る社会の構築に活用することができる
からである。北九州市は、官民連携に
よって公害の克服とグリーン成長の
促進に努め、1960、70年代に意味して
いた狭義の経済成長からの脱却を続け
ている。

ロルフ.アルター
oECdパブリックガバナンス.地域開発局長
エドウィン.ロウ、佐谷説子
oECdパブリックガバナンス.地域開発局

日本特有の財政、人口動態上の圧力及
びリスク管理の必要性が高まるなか、
日本の公的機は今後、能力を強化さ
せ、新たな対応方策に向けた適応性を
高められるか。

oECd加盟後50年が経過し、日本の経済
社会は抜本的な変革を遂げた。近代的
なインフラの整備、教育、イノベーシ
ョン、貿易の推進に向けた多大な努力
により、日本は世界有数の経済大国と
なった。

しかし、日本は現在、経済の強化、競
争力の向上、高齢化への対応、リスク
の管理等、多くの課題に直面し、様々
なモデルの刷新が必要とされている。
これらの課題に対処するためには、
ガバナンスを強化させ、機動力を高め
る必要がある。2011年の東日本大震災
と津波によって、大規模な災害は国と
しての競争力にとどまらず、社会全体

より機動的なパブリックガバナンスに向けて
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大規模災害を通じて、あらゆるレベル
の政府が新たに統合的な方策で連携す
る機運も高まっている。大規模自然災
害に対する日本の強さは、近年、十
分検証されている。高いリスクに晒
されている国で市民の福利を維持し
ていくため、様々な教訓が誤りを犯
しつつも、生かされている。過去50年
間、政府は安全性の強化に懸命に取り
組んできた。たとえば、地震による
死亡率は、建物の耐震化や大規模地震
の発生前に新幹線からエレベーターま
で全てをストップできる早期警報シス
テムの整備などにより、大幅に低下し
ている。

これらの成功は、建築基準法の施行や
土地利用計画の策定など、可視できな
い形での取組みによるものでもある。
日本が優れているのはこのような分野
である。スプロール化の進行やへき地
における過度な公共サービスの費用を
回避するため、富山市が推進している
新しい「コンパクト」な都市形態は、
高齢化と人口減少の時代に最適かつ効
率的であり、かつ確実な都市づくりの
モデルとして世界的に注目されてい
る。日本の地方公共団体と民間部門の
連携により、津波ハザードマップの配
布や避難訓練の実施など、平時の緊急
事態に際しての相互支援が構築され
ている。oECdが近く発表する「重大な
リスクのガバナンスに関する原則」
（Principles on the Governance of 
Critical risks）は、これらの経験に
依拠したものである。

日本が公共政策上の課題に対処するた
めに、どのような取組みや連携を行う
にしても、有能で機敏な公的機関が、
そのための必要不可欠な試金石とな
る。ベテラン公務員のモチベーション
を維持するとともに、その知識と経験
を活用しつつ、公的機関を刷新しなけ
ればならない。公的機関は、階層的で
形式を重んじる組織であり、難関な公
務員試験、明確かつ型通りのキャリア
形成、乏しい流動性、終身雇用、年功
報酬、有利な年金制度などの特徴を伝
統的に有している。これらの特徴は、
過度の政治的影響の排除、汚職、不品
行、私的利益の誘導、政情不安定等の
リスクを最小化するために役立ってき

た。公務員は、公益を追求する倫理

的かつ中立的な専門家と見なされてき

た。さらに、大所高所からの国益の保

護者という公務員のよい印象も、改革

を実施する上では有利に働いた。

しかし、公的機関は現在、柔軟性を向

上させ、成果を向上させることに向け

た圧力を受けている。1990年代に当時

の橋本政権下で、成果主義を強化すべ

く、首相と内閣府の権限が強化され、

中央省庁の数が削減され、独立行政法

人が設置された。日本の公的機関は近

年、活動の効率化を図るため、大幅な

変革と改革を実施した。2001年には、

省庁の統合、内閣府の機能強化、効率

化の推進を図り、中央省庁再編が実施

された。公務員採用時の競争を高める

ための改革も実施され、政策評価の重

視も一段と強化された。

現在、日本も他のoECd諸国と同様の大

改革の道筋を辿っていく傾向が見られ

る。地方への人事権原委譲、幹部職員

の説明責任、採用.キャリア開発政策

の柔軟性、個人及び組織の業績管理の

重視、脱官僚に対し、全般的に向かっ

ている。

日本政府はこれらの取組みを、高齢者

向け社会サービスの提供、民間部門と

の連携の管理、組織刷新とサービスの

革新の寄与、デジタル技術の活用など

の分野における公共部門の技能強化に

向けた措置によって達成する必要があ

る。日本は長年、公的部門の改革を成

し遂げてきたが、特有の財政的及び人

口動態面での圧力にも直面している。

これらの圧力を背景に、公的機関は今

後も能力の強化と新たな就労形態への

適応を迫られるだろう。これは、公務

員が将来に向けてより活力ある社会を

構築するという自らの役割を果たすこ

とを推進しつつ、市民の期待に応え、

イノベーションを促進する、というこ

とを意味するのである。
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日本の2010年の労働人口に
占める公務員数（公的企業
を除く一般政府雇用者数）
の比率は6.7%、oECd諸国で
も有数の低水準



人生には、経済成長や経済成長率といった客観的な数字以

上のものがあります。

経済協力開発機構（oECd）の「より良い暮らし指標」

は、oECdが必要不可欠なものと特定した11項目に基づいて、

物質的な生活条件と生活の質の分野で、あなたが様々な国

の幸福指標と比較することを可能にしてくれます。それぞ

れの花びらは、1つの項目を表し、花びらの長さは、各項目

における各国のスコアを表しています。花の高さは、その

国全体のスコアを表しています。

oECdの「より良い暮らし指標」は、11項目に対してあなたが

示した重要性に照らして、各国と比べることが可能です。

自身の幸福の優先項目を、他の利用者のそれと国、年齢、

性別と比較でき、その結果を共有できます。

以下のウェブサイトで、「より良い暮らし指標」を作って

みましょう。

www.oecdbetterlifeindex.org

より良い暮らし指標

あなたの生活の質を各国と比較しよう

どのように人々の暮らしをoECd加盟国で比較しているかについての詳細は、「How’s life? – Measuring Well-Being」を

入手して、参照してください。現在、oECdオンラインブックショップで入手できます： http://www.oecd.org/bookshop
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Japan in East Asia

経団連副会長.ＯＥＣＤ諮問委員長　斎藤　勝利
第一生命保険会長
BiAC副会長

　日本企業の対東アジア投資は、プラザ合意以降の急激な
円高を背景に、1980年代半ば以降に急速に拡大した。この
時期、タイ、インドネシア、フィリピン、マレーシア等の
東南アジア地域に日本の製造業の生産拠点が相次いで設置
された。そして1990年代から2000年代にかけて、日本企業
の技術やノウハウが徐々に現地に根付いていった。例え
ば、自動車産業は、東南アジアへの進出当初は部品を輸入
に頼っていたが、次第に現地調達を拡大した。
　また、同時期に、東南アジア地域で段階的に工業品の関
税が削減されたことや物流.通信網が発達したことにより、
複数の国にまたがって部品や製品の生産が行われるように
なった。このようにして、日本企業はバリューチェーンを
面的に拡大していった。

　oECdが公表した付加価値貿易統計（tiVA）は、世界中に
張り巡らされたバリューチェーンの概要を描くことで、グ
ローバル化が進展した現代において、もはや二国間のFtAだ
けでは十分と言えないとの示唆を与えている。
日本は、21世紀に入り、2002年のシンガポールとのEPAを皮
切りに、2006年マレーシア、2007年タイ、2008年インドネ
シア、ブルネイ、フィリピン、2009年ベトナムと二国間の
経済連携協定を締結した。ASEAN全体とも2008年に日ASEAN
包括的経済連携（AJCEP）協定を締結したが、それだけで
は十分ではない。次の目標は、面的に拡大したバリューチ
ェーンをカバーする広域の自由貿易圏を構築することであ
る。
　この点、ASEANは、日本のみならず、中国、韓国等とも
FtAを構築、また2015年末を目標としてASEAN経済共同体
（AEC）の設立を目指しており、これに日中韓FtAを加え
て、ASEAN＋6のrCEP、即ち、東アジアの経済統合を進める
必要がある。それはAPEC規模の自由貿易圏であるFtAAP構築
へのひとつの道筋ともなる。

　そのような東アジアの経済統合を実効あるものとし、持
続的かつ均衡のとれた経済成長を実現していくためには、
経済統合の推進と並行して、ハード.ソフト両面のインフラ
整備を進め、地域全体のコネクティビティーを高めること
が重要である。

　具体的には、ハード.インフラについては、例えば、メコ
ン地域の東西経済回廊や南部経済回廊の補修や架橋整備に
より物流を改善する必要がある。日本はこれらに対して資
金拠出や技術協力を通じて貢献してきた。ソフト･インフ
ラについては、国際的整合性を念頭に置きつつ、通関手続
きをはじめASEAN各国の法制度を整備する必要がある。この
点、日本は専門家の派遣等を通じて支援してきた。
　このように東アジアの経済統合を推進することで、日本
は東アジアとともに発展していくことを目指している。そ
の際、あるべき経済統合の姿を描く上で、tiVAが有益な示
唆を与えてくれることを期待する。

　経済統合を通じて、東アジアが世界の成長センターとし
て一層重要性を増すことが予想される中、oECdがグローバ
ル.ガバナンスにおいて主要な役割を果たすためには、同地
域との関係強化が不可欠である。oECdと東アジアとを双方
向で橋渡しすることこそ、東アジアの中で他国に先駆けて
oECdに加盟したわが国に求められている役割である。本年
5月のoECd閣僚理事会では、わが国が議長を務め、「東南ア
ジアとの関係強化」をテーマの一つに取りあげることにな
っている。閣僚理事会をそのような役割をさらに強化する
契機とすべきである。

Order 
this 
now!

Browse and order at

www.oecd.org/bookshop
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経済成長と社会的前進

日本のoECd加盟は、我が国が先進国への仲間入りを印象づ
ける出来事でした。1964年、日本は、高度経済成長のまっ
ただ中にあり、欧米に追いつき追い越すことを国策として
きました。その年の10月にはアジア初のオリンピックゲー
ムが東京で開催され、4年後の1968年にはGNPで西ドイツを
抜き、アメリカに次ぐ経済大国になりました。

しかし、先進国の基準は経済の規模だけではありません。
名実ともに先進国となるためには、政府だけではなく、労
使の社会的パートナーも、国際社会の一員としての社会的
責任を理解し遂行していく必要があります。

oECdは、成長のための経済政策だけではなく、発展途上国
の健全な開発に寄与するための開発援助委員会（dAC）の
ガイドラインやネットワーク、『グリーン成長に向けて』
（2011年）をはじめとする環境政策など、様々な基準を提
供しています。特に、1976年に採択され、その後数回の見
直しを経てきた「oECd多国籍企業行動指針」は、グローバ
リゼーションの主要なアクターである多国籍企業に対し
て、株主の権利保護と同時に、環境保護、収賄防止、そし
て中核的労働基準の遵守をはじめとする健全な労使関係の
確立を求め、行き過ぎた「底辺への競争」に一定の歯止め
をかけてきました。

日本政府は、議長国として、今年の閣僚理事会のテーマ
の一つに「oECdとアジア諸国との協力関係の強化」を挙げ
ています。「協力関係」が、単にそれらの国々の経済成長

を促すためのものではなく、oECdのこういった基準を遵守
し、経済成長と同時に社会的前進を達成していくための枠
組みとしていかなければなりません。

グローバルレベルの政策転換と「NAEC」

oECdの政策の中で最も印象に残っているのが、1994年の
「oECd雇用戦略」です。「雇用戦略」が提示した9つの勧
告の中には、労働組合としても賛成できるものもありまし
たが、労働時間の柔軟性の拡大、賃金等労働コストの弾力
化、雇用保障規定の見直しといった労働者保護ルールの緩
和には断固反対してきました。

誤解を恐れずに言いますと、政策にははやりすたりがあり
ます。90年代から2000年代にかけ、世界の大半の国が新自
由主義に傾いていき、oECdもその例外ではありませんでし
た。89年のベルリンの壁崩壊を機に世界が一つの市場とな
ったこと、さらには政府負担が増大し、それが成長の抑制
要因になっていたことを考えると、政策立案者にとって、
市場の自由度を最大限にすることにプライオリティを置く
ことは、選択肢の一つであったのは確かです。

そして、私たちはリーマンショックを引き金とする世界同
時不況を経験し、市場にすべてを委ねていては、成長にも
人々の幸せにもつながらないことを実感しました。　世界
のあらゆるところ、あらゆるレベルで、これまでの政策の
包括的な再評価と新たなアプローチの模索が行われていま
す。oECdは、2008年の「Growing Unequal?（増大する不平
等）」、2009年の「divided We Stand（私たちは分断され
る）」の中では、包摂的成長という政策の目標を示し、さ
らには「経済的課題に関する新たなアプローチ（NAEC）」
のプロジェクトでは、政策転換のための具体的な提言をま
とめる作業を進めています。NAECが変化に向けた断固たる
モメンタムを生み出すことを期待します。

ソーシャルパートナーシップのさらなる前進

oECdの先見かつバランスのとれた政策の源泉になっているの
が、tUACとBiACの存在です。oECdのソーシャルパートナーシ
ップは、時には労使の利害が葛藤することもあり、合意形成
プロセスとしては非効率的に思われることもあるかもしれま
せん。しかし、社会全体に広く受け入れられる政策をつくっ
ていくためには、必要なものであり、政策の実効性という観
点も含めれば、最も効率的なプロセスです。

連合は、「働くことを軸とする安心社会」の実現をめざして
います。今後も、tUACを通じて、oECdの活動に積極的に参加
していきます。

日本労働組合総連合会（連合）　会長　古賀伸明
Nobuaki Koga, President, Japanese trade Union Confederation (rENGo)
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に日本のodA総額は2,200億米ドルに達

し、odA対象国は185か国.地域に及ん

だ。

現在、日本の二国間odAの対GNi（国民

総所得）比は、1980年代終盤から1990

年代初頭の0.3%強から0.2%未満に低下

しており、国連が掲げる0.7%の目標を

下回っている。しかしそれでも、2012

年のodA実績を見ると、日本は純額ベ

ースで世界第5位（約110億米ドル）、

総額ベースで米国に次ぐ世界第2位の

援助供与国である。

日本のodAの実施機関であるJiCA（国

際協力機構）によれば、現在のプロジ

ェクトは「すべての人々が恩恵を受け

るダイナミックな開発」を目標に掲

げ、自助努力と技術協力を重視してい

る。日本が携わっているプロジェクト

は、多岐にわたる。それは1960年代末

にチリで行われたサケ養殖事業立ち上

げへの漁業協力、2000年代のアフガニ

スタンにおける伝統作物への技術.資

金協力から、1950年代後半のエジプト

におけるスエズ運河拡張などの大規模

インフラ整備プロジェクト、2003年の

イラク復興支援に向けた数十億ドル規

模の有償.無償資金協力まで様々であ

る。

日本はこの他、アジア、アフリカ、中南

米の地域における零細企業、医療施設整

備、教育.研究開発などの支援も行って

いる。また、都市部の生活環境や厚生面

を改善する都市計画にも携わっている。

さらに、災害救助、ボランティア医療チ

ーム、自衛隊の派遣等を通じて緊急援助

も行っている。近年では、長い援助の歴

史を持つ国として援助の効果改善に積

極的に取り組むために、被援助国ばかり

でなく、いわゆる「三角協力」を通じて

新興国などの非oECd加盟国とも開発分野

において連携を積極的に推進している。

日本の政府開発援助（odA）白書

2004年版「日本のodA　50年の成果

と歩み」（http://www.mofa.go.jp/

policy/oda/white/2004/index.html）

日本のodAに関するdAC援助審査報告書

は2014年に刊行予定。

関連ウェブサイト：www.oecd.org/dac

開発はoECdの使命の核心であり、日本

は常にその取り組みの中心にいる。

日本は、oECd加盟に10年先立つ1954年

に「アジア及び太平洋の共同的経済

社会開発のためのコロンボ.プラン」

に加盟しており、そこから日本の政府

開発援助（odA）が開始した。コロン

ボ.プランへの加盟は日本が技術協力

を開始する契機となっただけでなく、

経済社会政策における日本の国際的

な存在感と影響力を示す手段にもなっ

た。

国際社会における日本の役割は、1958

年のインド向け円借款に始まる本格

的な経済協力の開始により、更に拡大

していった。日本は1966年に最後の多

国間開発融資を受け取り、2012年には

22年連続して世界最大の債権国となっ

た。日本が1964年のoECd加盟に先立っ

てoECdの開発援助グループ（後の開発

援助委員会：dAC）に加盟すると、odA

も外交政策の手段として新たな重要性

を帯びるようになった。日本のodA総

額は1989年に世界最大となり、2000年

まで首位の座を維持した。2004年まで

開発援助の半世紀

日本の政府開発援助（odA） 

Source: oECd
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Avril Paris i, 2013, 45 x 45 x 2.5 cm Mai-Paris #6, 2013, 45 x 50 x 2.5 cm

私の記憶が確かであるならば、ヘーミッシュ.フルトンは、
次のように述べています。「旅でいろいろな所を巡って行
くうちに、自分自身がだんだんと小さくなって行くのを感
じ、世界がどんどん大きくなって行く。」　この表現は大
変すばらしいと思います。このように旅は、私の作品に、
強い刺激を与えるのです。旅によって、私自身が自由を得
ることにより、素直にそして直接的に、私自身を表現する
ことができます。旅から発生する感動そして感情が、私の
作品に表現されるのです。加えて、私の作品に現れる感情
とは、肯定的なもののみです。私は、自身の肯定的な意向
と感情を鑑賞者と分かち合えることを望みます。

ピーター.ロードマイヤー : それは、あなたのアートには
倫理的方向性を持つという意味ですか。ユートピア的要素
があなたの作品のどこかにありますか。
桜井 : 私のアートに倫理的方向性があるとは考えません。
倫理、道義は、私たちの生活、社会、文化において重要で
す。しかしそれは、人が生まれ育った文化によって、異な
るものです。私は、倫理を大切な思想と考えますが、アー
トには用いません。もちろん、自分自身を表現する場合
は、作品には、私自身の哲学、私自身の倫理観が含まれま
す。しかし、それを作品の題材には使用しません。それ故
に、私の作品にはいかなるユートピア思想も持ち得ませ
ん。私は、空想家でもありません。私のアートを通して、
私の思想を人々と分かち合いたいと考えています。私に
は、鑑賞者に私の作品を通して、何かを教えたいとか、教
養を与えたいという様な、願望は持っていません。

ロードマイヤー : あなたの作品は、あなたが訪れた土地に
関連性がありま。ということは、それらは強く記憶と結び
ついていると言えます。どのような記憶があなたの作品に
影響を与えていますか。

桜井由子氏は才能のある日本人画家として「グローバル」
な世代の一員です。1970年に津山市で生まれた後、北アメ
リカやヨーロッパに暮らし、現在フランス.パリを拠点にし
ています。彼女の暖かく豊かで立体的な絵は、フランクフ
ルトなどの主要都市で称賛を得ていて、2011年に有名なヴ
ェネツィア.ビエンナーレにおいても展示されました。彼女
はクールな日本と、日本の成長する世界に対する影響力を
体現しています。本インタビューでは彼女は何点か考えを
述べます

桜井由子 : 旅は、私を生き生きとさせてくれます。私に柔
軟性や喜びを与え、その土地土地の人々との交流によっ
て己を更に強くします。そして自然との触れ合いが、己を
豊かにしてくれます。旅は、私の感情を増強させ、私の全
感覚を刺激させます。それぞれの土地の季節の食材さえ
も自然に学べ、異なった文化に接することによって、他の
生活方法を経験することができるのです。もし私が、自分
の好む場所、又は馴染みある一定の場所、同じ環境の中だ
けで、常に生活をしていると、私自身を注視すること、自
己観察することは、難しいものです。しかし、ここで申し
上げたいことは、私は旅が好きなだけではなくて、私の身
の回りにある、ホームベースも大切にしているということ
です。それは、自己意識、自己認識を深めます。旅におい
て、外側の世界の情報を可能な限り吸収したいと考えてい
ますが、その一方で、自身のホームベースに戻ることも、
私には必要となります。長期間に及ぶ旅を続けることは、
情報過多となり、体内にその情報を吸収することが不可能
となるからです。結局のところ、私はホームベースに戻る
ことを好み、その場において、旅から得た経験、そして全
ての感動を体内で消化させ、それを私の認識へと形作って
行くのです。

日出ずる国の芸術家：桜井由子
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Brooklyn Bridge 2, 2007, 65 x 40.5 x 1.5 cm

桜井 : 必ずしも、記憶を必要とはしません。時には、私の
作品は、日記のようでもあると言えるでしょう。私の日常
生活の中から、またはある特定の場所から、題材を決め、
私の経験と感覚を表現します。津山、ヒュースデン、マイ
アミは、私が住んでいたところであり、これらの場所は、
私の生活やアートに影響を与えた所です。私は今現在、日
本には住んでいません。津山は、両親の郷里であります。
私が、帰国するときは必ず津山を訪れます。私のルーツの
場であり、日本をしばらく離れ、日本的習慣や、文化が恋
しくなってくると、伝統的な日本の本質の経験が必要であ
ることを感じてきます。そのため、自分自身のバッテリ
ーの充電に津山に帰ります。そしてヨーロッパに戻ると、
「tsuyama」を制作します。「tsuyama」「Heusden」（ヒュ
ースデン）、「Miami」 (マイアミ)は、私の基盤となる作
品です。これらは地域との関連性が強い作品といえます。
私の記憶とは、情熱、感動、魅了されたこと等である。そ
して私の感性は、水の感触、大地からの体感、そして空や
太陽の動きや光など、目に映るものも含み、全ての感覚を
使って、その土地のエッセンスを感じ取ろうとすることで
す。川の源流、人のあまり訪れない山々、人里離れた深い
森林、地方の人々がひっそりと住む山里、これらは非常に
魅力のあるところです。そこに踏み込むだけで、興奮を掻
き立てられるものです。
マイアミでは、幸運なことにも、東向きの、大西洋の東側
に面した海岸沿いに、アパートを借りていました。そのた
め、毎朝、日の出前に起き、日の出を観賞しました。日々
まったく異なった空の色、雲の様子、波の動きに感動し色
や光の動きに、注目するようにしました。3ヶ月の滞在で、
ほとんど日の出を見逃すことはありませんでした。その場
所で、一期一会の毎日を、そして一瞬一瞬の変化を、無駄
にはしたくないと感じたのです。これは、究極な貴重な時
間の体験となり、これらの日々が、「69thCollins  Avenue  
55 days Sunrise」の作品となりました。

時に私は、ブリュッセル、ゲント、ケルン、そしてパリと
いうように、都市の名前を題材とした作品を制作します。
これらは、その場所で、私が影響を受けた人々との出会い
が思い出として残っています。私は、私の経験をノートに
記録することなく、形として残すのです。

2009年6月、イタリア.ヴェネツィアにて ピーター.ロー
ドマイヤー (lodermeyer.com)とのインタビューからの抜
粋。 ピーター.ロードマイヤー 編『パーソナル.ストラク
チャー　–時間-空間-存在-』において出版（Yuko Sakurai
とPeter lodermeyeからの転載許可）。3000字の全文はwww.
oecdobserver.orgで読むことができます。
桜井由子 の絵はoECdカンファレンスセンターで2014年4-5
月に飾られます。oECd職員の社会.文化的な委員会である
AlorAの協力の下、日本のoECd加盟50周年を祝って展示され
ます。
www.yukosakurai.com/をご覧ください。

Nihonkai 5, 2003, 56 x 39 x 4 cm
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また、伝統文化を生活者のニーズを満

たす形で現代建築のなかに表現しなけ

ればならないことを日本は理解してい

る。気候変動の問題を世界に知らしめ

た1997年の京都議定書から2011年の福

島原発事故にいたるまで、建築家はそ

の代償だけでなく、過去世代による

決定に疑問をいだきはじめた。ゲニウ

ス.ロキ（土地の気風）があらためて

全体論的に見直され、その土地に適し

たコンセプトに特権を与えようとして

いる。毎日24時間の生活、仕事、休養

の場についての議論や開発への地元住

民の参加、そして高齢化社会と地震の
発生により、日本の建築家は、あらゆ
る世代の市民に受け入れられる答えを
探すことを余儀なくされている。

建築は、常に、世界の技術の交流と
輸出入によって発展してきた。例え
ば、710年から784年に日本の都であっ
た奈良に、片山東熊の設計で1894年に
完成したフランス.ルネッサンス様式
の奈良国立博物館は、この「コピーア
ンドペースト」という方法でなされた
世界でも卓越した建築的奇跡である。
また、辰野金吾の設計で1914年に完
成した中央停車場（現.東京駅）もあ
る。東京駅は最近、著名な照明デザイ
ナー面出薫の手で改装されたが、ロン
ドン様式の建物にたやすく調和した。
日本人の思考方法を共有し、最も影響
力を与えた西洋人建築家とされるフ
ランク.ロイド.ライトは、東京に帝国

日本の発展と影響力は、長く、建築に
長期にわたって。その影響力は今後も
継続していくだろう

世界の建築は過去50年の間に劇的な変
化を遂げた。20世紀を通じて多く見ら
れた支配的な建築学派、投資家に成功
を約束できる建築様式、建築運動を主
導する単一のビジョン、時代精神を総
括できる建物などは、もはや存在しな
い。建築の世界の21世紀は、単なる美
の追求ではなく、エコロジカル.フッ
トプリントとサステナビリティを重視
することから始まった。

日本の建築は、この変化を反映してい
るだけでなく、多くの意味で私たちの
ために道を切り開いている。建築はそ
の土地の風土と危険な環境に対応し
うるものでなければならないこと、

日本の建築はどこに向かうのか

日本は、その土地の風土と
環境に対応しなければなら
ないこと、現代建築のなか
に伝統文化を表現しなけれ
ばならないことを理解して
いる。

ルーリー.オブライアン
建築家*
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ホテルを建てた（1913～1924年）。ラ
イトは1931年、予測される試練につい
て、「有機的建築の完全な表現である
日本家屋は、乳児から成人までが過ご
すのにふさわしい場所として有機的に
進化することをやめ、欧米のガレージ
のように仕立てられつつある」と記し
ている。

日本の建築様式は2000年前に遡る。2
世紀に奈良に作られた木造建築、それ
から数世紀後の飛鳥の仏教様式の建造
物、12世紀の耐震、耐雨性を備えた禅
宗様式の建造物が、今も残っている。
このような、土着のデザインという長
い伝統は19世紀まで続いた。その後、
西欧との貿易や文化の交流が劇的に増
えた。その土地の風土や文化的アイデ
ンティティを生かすという日本の伝統
的な建物作りは時代遅れとなった。さ
らに、第二次大戦の敗戦と戦争による
破壊は、過去との決別を切望させた。
新たな出発が求められ、欧米の建築様
式を模倣しつつ突貫工事的な建物が造
られることになった。しかし、1960年
代に入ると、菊竹清訓、黒川紀章、槇
文彦等の日本人建築家は「退屈な」グ
ローバル化様式に反旗を翻し、巨大構
造体（メガストラクチャー）と生物学
的システムの融合を試みた。これは、
メタボリズム運動として知られ、欧
米の学生をインスパイアし、リチャー
ド.ロジャースとレンゾ.ピアノによる
ポンピドーセンター（1977年）やノー
マン.フォスターの香港上海銀行.香港
本店ビル（1985年）に表現された。こ
のような筋肉と骨格で表現した機械の
ような建築表現に平行し、日本では、
安藤忠雄のような「土着的」建築家が
率いるよりソフトで詩的な建築運動が
生まれた。彼らは、文化的ルーツを再
発見し、西洋と東洋の思想を融合させ
た。エネルギー危機の現代では、シン
プルなものが再び魅力を取り戻しはじ
めた。

この展開は、安藤忠雄の著作のなかで
たどられる。安藤は「ヒューマンゾー
ン、すなわち規格化された社会におい
て、家のなかに個人が人間らしく居ら
れる場所」を作りたいと書いている。
現代日本の匿名都市で暮らすための、

都市空間に立ち現れたの小宇宙は、
世界中の数多くのデザイナー、ライタ
ー、映画作家をインスパイアした。こ
れは、政治的かつ詩的な発言であっ
た。スモールイズビューティフルであ
ると同時に、プライベートで、シェア
が可能であり、細分化され、共有のも
のである。

「建築資材は、有形の木材やコンクリ
ートだけではなく、人々の感覚に訴え
る光や風をも含む」と安藤忠雄は書い
ているが、面出薫は、これを「光は建
築の素材」と表現している。面出は、
建築家伊東豊雄とのコラボレーション
による横浜風の塔（神奈川、1986年）
で、欧米の建築家、デザイナー、学生
の間で有名になった。この小さな建物
は、SF世界の建物のようだ。

現在、新世代の建築家が、さらに研

ぎ澄まされた感受性を民主的で地域に
密着した対話に反映している。趙揚が
2011年に深刻な津波の被害を受けた地
元の漁師たちと一緒に作った「みんな
の家」は、光にあふれ、時を超越した
美しい空間である。東京生まれの若い
女性建築家永山祐子の作品と思想は、
男性が支配してきた従来の日本の都
市計画や都会生活へのアプローチとは
一線を画し、重点の変化を具現化して
いる。永山氏、日本と海外での仕事の
経験をふまえ、アーティスト、ライタ
ー、映画作家、都市プランナー、技術
者とのコラボレーションにより、国内
では、ルイヴィトン京都大丸店等の新
しい商業施設プロジェクトや、宇和島
の木屋旅館等の古い日本家屋のリノベ
ーションに携わっている。永山氏、そ
こにあるスペースを活用し、間隙を埋
め、「残っているもの」を包括的、人
間優先的に用い、そこにあるものから
そこにないものを生み出す。現在、永
山氏、東京の六本木地区で、ビルの壁
面のための作品を作るなど「街そのも
のを表現の場として活用する」イベン
トをアーティストに呼びかけている。 

前世紀の日本の建築は、急成長、破
壊、再生、拡大を表現したのかもしれ
ないが、現代の日本は、反応がよく生

活者優先の現代建築を具現化するため
のハイテクとローテクの新たなハイ
ブリッドの提供を約束する。この意味
で、次世紀は日本の建築家たちが、日
本独自のルーツと世界が共有する歴史
が提起する都市計画についての重要な
問いに答えを紡ぎだすことを期待でき
るのではないだろうか。 

*ルーリー.オブライアンは、ドイツ文
学の「海外派遣ミクロミュージアム
展」を設計し、日本におけるドイツ年
である2005年に、これを東京で開催し
た。ドレスデン（ドイツ）を拠点に、
独自の、学際的な都市計画、建築、照
明およびアートのためのスタジオを運
営している。他にも、世界中の大学で
建築と照明を教えている。ウェブサイ
ト 

www.ruairiobrien.de
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初、彼からの個人的な招聘話を断ったの
だった。主要oECd諸国の政府と中央銀行
の幹部が、oECdにおいて特に重視してき
た2つの会議――経済政策委員会（EPC）
と外部の人には殆ど知られていない第3
作業部会（WP3）――の活動状況について
いろいろと不満を持っているという話が
私にも伝わっていたからであった。しか
も、私はそれまでにoECdの経済総局にお
いて前回の政策調査局長を含めて既に3
回も勤務経験があったので、これらの会
議を再生させるというのは一筋縄では出
来ない仕事であることも十分承知してい
た。その上、日銀のチーフ.エコノミス
トというポストを捨て、パリに戻るとい
うのは個人的にも大変なコストを伴うこ
とにもなる。しかし、しばらくしてoECd
事務総長が自ら私に電話をかけ、申し出
を受けるよう説得に乗り出すに及び、私
はこの難題に立ち向おうと意を決したの
であった。

私のoECd復帰が公表されると、いくつか
の興味深い反応があった。マーヴィン.キ
ング（当時のイングランド銀行理事、後
に副総裁をへて総裁）は、お祝いと強い
励ましの手紙を送ってきた。一方、米国
連邦準備制度理事会（FrB）の金融政策局
長であり、ポール.ボルカー議長の右腕だ
ったスティーヴン.アキシルロッドの手紙
はより意味深長な内容だった。「君が国
際機関の要職に就くのは日本にとって良
いことだと思うが、日本にとどまる方が
日本にとってはもっと良いことかもしれ
ない」というものだったのだ。このメッ
セージをどう解釈すればいいかは分らな
かったが、少なくとも皆の目が私の仕事
ぶりに向けられていることだけは明らか
であった。

こうした印象はoECd復帰後数カ月して確
かめられた。フィナンシャル.タイムズ紙
が「シンクタンクの運営責任者が刷新を
模索」と題する記事を掲載し、oECdにお
ける私の改革の取り組みを報じたのであ
る。しかも、私の大きな写真入りで。

確かに同紙が報じたように私は刷新と改
革を行い、そして幸い成果を上げること
が出来た。現に、1994年に入ると、嘗て
経済総局の活動に極めて批判的だった英
国財務省の高官達が同局の仕事ぶりに対
して非常に高い評価をするようになった
ことを書いたメモがペイユ事務総長から
回ってきた。このメモには、経済政策委
員会の活動は「劇的な変貌を遂げ」、「
非常に満足のいくもの」になった、と書
かれていた。また、メモは第3作業部会
については、「種々の国際会議のなかで

最も準備の行き届いたもの」とまで評価
していた。

ところで、経済政策委員会の活動につい
ては、その名称が示唆するとおり、oECd
の目標に沿って加盟各国とパートナー諸
国の経済金融情勢と政策運営を監視.審
査することを任務としていることは外部
の人からも容易に推測できるかもしれな
い。しかし、第3作業部会は秘密裡に開か
れ、その活動の重要性を外部の人が理解
することは遥かに難しい。この部会は、
主要国の財務省と中央銀行のトップレベ
ルの代表者を集め、国際収支調整や国際
金融に関する政策の動向を監視する機関
としてグローバルな影響力を有してい
る。その実効性を確保するには、こうし
た有力者が交流を深め、オフレコで忌憚
なく自分の意見を述べる場とする必要が
ある。私が定めた目標の一つは、第3作業
部会参加者の個人的な繋がりを再構築す
ることだった。故アンドルー.クロケット
元国際決済銀行（BiS）総支配人は2011年
に次のように書いている。「結局のとこ
ろ、自分が関った20年に及ぶ第3作業部会
での活動で思い出されるのは政策問題で
はない（政策論議は他の多くの討議の場
でも行われていた）。そこで思い出され
るのは一人ひとりの人間であり、公共政
策に携わる政策問題担当エコノミストと
して築き上げた仲間意識である」と。

こうしたなかで経済政策の国際協調が形
成されるが、それが長い目で見れば満足
のいかない結果をもたらすこともある。
その一例が日本で見られた。そして、そ
れは日本にとって、そしてひいてはその
貿易相手国にとっても、損失を齎す結果
となった。

米国の経済学者アラン.メルツァーは次の
ように指摘している。「1980年代後半の
日本の政策当局は、規制緩和の時代潮流
の中で低インフレの維持という確固とし
た政策から為替相場目標へと政策を転換
した。この新政策がいわゆるバブル経済
に資金を供給したのである」と。

この政策転換は、oECdが1986年11月の対
日報告書で「更なる（金融）緩和は通貨
供給量の過剰な伸びを引き起こしかねな
い」と警告していたにもかかわらず行わ
れた。日銀は、このメッセージを受けな
がら、1986年11月1日に公定歩合をさら
に引き下げて2.5%とした。日銀の更なる
公定歩合引き下げの表向きの理由は、内
需主導型の経済成長を促進し、ドル為替
相場の安定に寄与しつつ日本の経常黒字
を削減するためとされた。忘れてならな

重原久美春 *
元oECd 副事務総長 チーフ.エコノミ
スト

国際機関における日本の役割について、
『日本の出番』と題した、かなり皮肉交
じりの記事が英国フィナンシャル.タイ
ムズ紙（1992年1月22日）に掲載されたこ
とがある。「これまで日本は国際機関に
対して、最も優秀な官僚を送り出すより
も、多額の資金を拠出することのほうが
得意であった。それだけに、重原久美春
が次期のoECdチーフ.エコノミストとし
てどのような仕事振りをするかには異例
の関心が寄せられよう」と。この記事は
さらに続けて、「パリに本部があるoECd
のチーフ.エコノミストはこれまで一貫
して英国人ないし北米人だった」とも書
いていた。

私が日本人として初めてoECdチーフ.エコ
ノミストに就任する直前に書かれた同紙
の記事は、私を「自己主張が出来ると共
に、豊かな国際感覚を持ち、自らの思う
ところを恐れず発言する新しいタイプの
日本人の典型と云われている」とも紹介
している。私はこうした期待に応えるこ
とができたのだろうか。

実は、1991年秋、当時のoECd事務総長
ジャン.クロード.ペイユが東京の私(当
時は日本銀行のチーフ.エコノミストだ
った)のオフィスにoECd官房長を差し向
け、oECd経済総局長兼チーフ.エコノミ
ストへの就任を要請してきたが、私は当

oECd における日本と日本における oECd
経済政策の策定にあたって 
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いのは、当時の日銀は戦時中に導入され
た旧日銀法に基づく大蔵大臣の監督下に
置かれていたことである。そして、当時
の日本政府は、日本が金融を引き締め、
ドル相場が更に下押すことを望んでいな
かった米国の意向を無視できなかったの
である。

こうして生じた金融緩和の行き過ぎの
なかで、1980年代末頃に大規模なバブル
経済が発生し、1991年にそれが崩壊する
と、日本経済は長い下降局面に入り、日
本、そしてひいては貿易相手国にも、深
刻な打撃を与えることになった。この下
降局面の大半の時期、特に円が急騰した
1994～95年以降に、私がoECdのチーフ.エ
コノミストとしてとりわけ強く主張した
のは、日本経済を活性化させる有効策は
デフレスパイラルを回避すべく国内金融
を積極的に緩和することであり、もし名
目短期金利がゼロパーセントに向けて低
下し、流動性の罠――いわゆるゼロ金利
制約の問題――が発生した場合には、円
高是正の政策および成長力強化のための
構造改革と市場開放策をパッケージとし
て打ち出すことが極めて重要となる、と
いうものだった。現に、日本の名目金利
は1990年代末頃にゼロパーセントに接近
したが、私の政策提言は当時、日本でも
米国でも好意的に迎えられることはなか
った。しかし今日では、この政策は基本
的に、2012年11月半ばに、当時は下野し
ていた自民党の総裁であった安倍晋三氏
（現首相）が発表した、いわゆる「アベ
ノミクス」の3本の矢のうちの第1と第3の
矢に反映されている。

近年、米国の住宅市場崩壊に端を発した
世界的な金融経済危機とその後のユーロ
圏危機の発生により、金融経済危機を防
止するための世界的.地域的な枠組みの
脆さが露呈している。実際、iMF(国際通
貨基金)やoECdなどの国際機関によるグ
ローバルな監視も欧州委員会などの機
関による地域的な監視も有効ではなかっ
た。oECd域内におけるこれらの期待外れ
に終わった政策経験は、情勢の変化に対
する政策対応が遅れると高い代償を支払
わされること、また、必要とされるのは
柔軟かつ円滑な調整であることを物語っ
ている。そして、適切な政策の適切なタ
イミングでの実施を支援し、また、迅速
なマクロ経済調整と構造政策は短期的に
は代償を伴うことも多いが長期的には恩
恵をもたらすということを有権者に納得
してもらう必要に迫られている政治指導
者や政府高官を鼓舞するためにも、oECd
などの国際機関が政策要件に関して適切

な判断と情報発信を行うことがいかに重
要かということをも示唆している。

こうした点は日本にとっても教訓となり
うるものである。現在、日本経済は改善
しつつあるように思われるが、国内にお
いても海外諸国においても未だ先行き不
透明感が残っている。情勢が再び変化す
る場合には、政策が迅速に対応できるよ
う期待したい。

* 重原久美春のoECdにおけるキャリア
は、1970年にエコノミストとして始ま
り、副事務総長として1999年に終了する
まで、都合30年に及んだ。この間、日本
銀行では金融研究所長（1989〜92年）な
どの要職を歴任した。
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「世界に役立つoECdへ、日本の役割」

「日本がoECdに加盟してから50年」と聞いて大いなる感慨
を覚える。この間私は2回、合計6年半にわたって、日本政
府oECd代表部に勤務したが、加盟後の50年間は日本経済の
発展と停滞の歴史でもあった。前半の30年間は日本がoECd
から多くを学び、その経済は大きく発展した。後半の20年
間はoECdから学ぶものが少なくなり、日本は一つの目標を
失って停滞した。しかしoECdは経済.社会問題全般に係る
最重要な国際機関として、また世界最大のシンクタンクと
して、今後とも存在し続けるのであり、これを日本として
も、また世界としても活用しない手はない。

日本が加盟する1964年までoECdは欧米の先進20か国のみで
構成されていた。その後加盟国が増えて現在34か国になっ
ているが、新規加盟国のほとんどは欧州と中南米の比較的
小規模な国である。さらに現在加盟交渉が行われている2か
国も同様と理解する。これはoECdの進むべき発展の方向で
あろうか？否、これは世界経済の趨勢とまったくマッチし
ていない。1964年には世界の15%にも満たなかったアジアの
GdPは現在30%に近づいて、もうすぐ米国およびEUと肩を並
べるレベルまで成長している。このようなアジアの多くの
国を組織の中に取り込まないoECdでは、その成果物が世界
に与えるインパクトは限定的になる。

かつてはG7、G8の首脳会議が世界経済の方向性を位置付け
る最大の役割を果たし、oECd閣僚会議はその準備の一端を

担っていた。いまやG20の存在感と役割がG8のそれにとって
代わらんとしている。それはG20が中国、インドというアジ
アの2巨人を含むBriCS、さらにはインドネシア、サウジア
ラビアというアジア大陸の重要国をメンバーに含むからで
ある。またG20には恒常的な事務局がなく、開催国が持ち回
りで事務局機能を果たしているが、取り扱うテーマが複雑
化するのに伴い、これにも限界が生じている。これまで培
ってきた識見とカバーするテーマの広さに照らすと、oECd
こそがまさにG20の事務局としてふさわしい。これを実現
するためには、まずBriCS及びASEAN諸国をoECdの加盟国と
する必要がある。これこそがoECd拡大のあるべき姿であ
り、2004年に私が議長としてまとめ、同年の閣僚理事会の
了承を得た「oECd拡大、アウトリーチ戦略」（いわゆる登
レポート）の示した方向性である。

今年のoECd閣僚理事会は、安倍総理を議長として開催され
ると聞いている。
これは日本がoECdの活動を通じて世界経済の発展にリーダ
ーシップを発揮する絶好の機会であろう。今年の閣僚理
事会に何人の各国首脳が出席するか知らないが、今日、国
連、NAto、APEC、EU、G20など世界の多くの国際会議は、
節目節目には首脳レベルで会合する事にもかんがみ、oECd
も今後は隔年には首脳会合を開催する段取りをつけては
どうであろうか。発足後50余年を経て現在oECdは岐路に立
っている。これが世界に役立つよう更に発展するために
は、①BriCS及びアジアの主要国の加盟、②G20の事務局機
能の引き受け、③首脳会議の定期的開催の3点の実現が望
まれる。今年の閣僚理事会は、加盟50周年を迎えた日本
がoECdを通じて世界に貢献する一つの重要な機会と確信す
る。

登　誠一郎　（元oECd日本政府代表部大使）

Seiichiro Noboru, former Ambassador,  
Permanent delegation of Japan to the oECd
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ていますが、大変有意義だと思って

おります。個人的には、保健、教

育、雇用、税、年金、ジェンダー問

題、消費者問題等々に興味ありま

す。

加盟国や新興国は、お互いの政策から

学び、自国の政策改善に役立たせてい

ます。こうして、オープンで率直な対

話や協力を促進することにより、実は

oECdは国民の生活改善だけでなく、平

和と安定に貢献しているのではと思い

ます。つまり、我々の仕事によって、

人々がより幸福になり、世界大戦が再

発するのを少しでも食い止めているの

では、と信じています。

身の職員と、良いアイディアや解決策
を共有し議論することを通して、各国
のより良い政策作りに貢献していくこ
とができると思ったからです。現在、
私は東京大学の修士課程で公共政策を
専攻していますが、oECdでのインター
ンの経験はとても充実しており、将来
のキャリアを考える上でも貴重な経験
となっています。

ューヨークの国連機関で働きました。
私はウォートンスクールでＭＢＡを取
得しています。大多数の卒業生が投資
銀行を中心とした民間機関に就職する
就職先に選ぶ中（金融危機の前に卒業
しましたので)、私は、国際機関で働
くことを選択しました。どの仕事でも
そうであるように、当然ＯＥＣＤでの
仕事も楽しい時とそうでもない時があ
りますが、4半期ごとの利益追求など
と比べると短期目標が見えにくい職場
ですが、違った価値観や背景を持った
同僚と一緒に何か世界のために貢献し
ていこうという気持ちをシェア出来る
ＯＥＣＤの環境は何にも代えられない
経験です。

宮本香織と申します。現在開発協力

局でシニア政策アナリストとして、

途上国インフラに民間投資を促進す

るための政策調査をしておりま

す。oECdには、1998年にワシントン

の世界銀行から転職しました。もう

16年になるので、今は邦人職員の中

で一番の古株です。

一応大阪出身ですが、英国、米国、

スリランカ、タイと数カ国で育った

り住んだりし、アフリカでも働いて

いたので、oECdの多文化環境は居心

地が良く、合っています。さらにこ

の組織は、先進国間で多岐に渡る政

策の情報交換や基準設定などを行っ

元橋一輝

こんにちは、元橋一輝と申します。日

本はoECd加盟国として50周年を迎えて

いますが、私は最年少で最も新入りの

スタッフだと思います。2014年1月か

らoECd環境局でインターンを始めまし

た。環境局では、水資源管理、水分野

における資金調達や官民連携などを調

査しています。oECdに応募したのは、

多様なバックグラウンドを持つ各国出

宮迫　純 
経済協力開発機構（oECd）人事部で課
長を務めている宮迫　純です。ＯＥＣ
Ｄで働くようになって約6年が経ちま
した。考えてみると二十歳のとき以
来、私が仕事や学校において、ひとつ
の場所で過ごした一番長い期間になり
ます。ＯＥＣＤで勤務をすることにお
いて私がもっともエンジョイしている
ことは、絶えず私に新しいことを学び
チャレンジする機会を与えてくれるこ
とですね。

私は、2007年にoECdに採用されまし
た。その以前にはコペンハーゲンとニ
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People at the oECd

宮本 香織
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2013年にoECd東京センター所長に就任
いたしました村上由美子です。3人の
子を持つワーキングマザーでもありま
す。これまで18年間、投資銀行に身を
置き、ロンドン、ニューヨーク、東京
で勤務してきました。金融界に入る前
は、大学院を卒業してすぐ国連に就職
し、カンボジアでの平和維持活動を経
験しました。このたび東京センター所
長として再び公共分野に身を投じる機
会を与えられ、大変うれしく思ってお
ります。民間分野で培ってきた経験
を、ぜひ所長としての仕事に生かした
いと考えています。

日本がoECdに加盟して50周年の今年
は、この国にも久々に明るさが戻って
きたように感じられます。その意味
で、私はとても良い時にoECdの一員に
なれたと思っています。東京センター
はこれまでにも増して、しっかりと地
に足をつけて目の前にある課題に取り
組みながら、日本の良い点を力強くア
ピールしていきます。東京センター
は、加盟国中第2位の経済大国である
日本とoECdとの橋渡し役であり、私は
このメンバーとして働けることを誇り
に思います。

東京センターは、oECdが取り組んでい
るすべての政策分野について、日本を

はじめアジア諸国のさまざまな関係者
と積極的に対話を重ねています。スタ
ッフは民間出身の新人もいれば約20年
のベテランもいる少数精鋭の布陣で
す。東京センターは、日本が1964年に
oECdへの加盟を果たしてから9年後
の、1973年7月2日に設立されました。当
初はoECdの出版物のマーケティング活
動が中心でしたが、今では広報局
（Public Affairs and Communications 
directorate）の一員として、パリ本部
と日本や東南アジアを中心とする他の
アジア諸国との戦略的な対話の推進に
大きな役割を果たしています。日本が
経済.社会.環境面で難しい問題に直面
する中で、東京センターはoECdの役
割、結束力、提供する付加価値への理
解を促進するとともに、すべての加盟
国と連携して、より良い暮らしをもた
らすより良い政策づくりを推進すると
いうoECdの決意を実行に移しています。

東京センターは、国会議員や省庁関係
者、各界の代表、経済界.労働界のリ
ーダーたちとも積極的に交流していま
す。中でも、開かれた活力ある日本の
ために自分たちが力になりたいと考え
る学生やグローバルな視野を持つ若者
からは、非常に有意義な意見を得るこ
とができ、前向きなエネルギーを受け
取っています。日本のoECd加盟50周年

を記念し、2014年、東京センターでは
「oECdスチューデント.アンバサダ
ー.プログラム」や「oECd議員連盟」
の発足など、新しい取り組みが行われ
ています。また、今年のoECdフォーラ
ムとoECd閣僚理事会の企画立案.実施
にも東京センターは深く関わっていま
す。アジアはoECdと日本にとって大変
重要な地域です。これからも東京セン
ターはoECdの加盟国および専門家のた
めに、この地域の主要プレーヤーとの
関係強化や新たなネットワークづくり
に尽力してまいります。

oECd東京センター所長　
村上由美子
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今日、日本は世界最大の経済大国で、

もっとも発展した国、つまり、G7のメン

バー国で、アジアの中でもっとも発達

した国である。一方で、1964年のその実

態は、現在とかなり違っていた。その年

に、日本はoECdに加盟した。その年は、

東京オリンピック開催、新幹線開通の年

でもある。その時、一人当たりの国内総

生産は、2005年の物価で、8000米ドルを

下回るものだった。これは、米国のそれ

の半分以下相当である。

19世紀、日本は世界最大の経済大国であ

ったが、第二次世界大戦が日本の生産

性能力を弱めた。1950、1960年代の、人

的、物質的資本に対しての大きな投資は

再起への火付け役だっただろう。

実際、1973年のオイルショックに苦し

んだにも関わらず、一人当たりの国

内総生産は、oECdに加盟した後の10年

で、15,000米ドルに増加した。

そして、1980年代、日本経済は、工業製

品.農業から、ハイテク産業において日

本を世界のリーダーにした、高度な知

識集約型経済へシフト転換した。1990年

代までには、一人当たりの国内総生産

は、27,000米ドルにまで上昇した。これ

は、米国の約4分の3に値する。しかし、

大量の株式や不動産市場は徐々にバブ

ル状態を形成し、日本は、1990年代以

降、事実上の不景気となった。それにも

かかわらず、その国は、oECd加盟国で2

番、世界で3番目に大きい経済のままで

ある。2012年の一人当たりの国内総生産

は、2005年の米ドル物価で、約31,400米

ドルであった。これは、1964年以来の見

事な飛躍であり、oECd加盟50周年記念を

祝う、最高の理由である。
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