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8 月 30 日に開催された「設立記念シンポジウム」において、皆様に参加の呼びかけが行われた

「エネルギーシフト研究会」が立ち上がりました。今号は、11 月 16 日（日）に立教大学で行わ

れたその第 1 回研究会の内容をお届けいたします。 

研究会に先だって、はじめに 6 月の福島視察の報告がなされました。視察旅行の写真スライド

を見ながら円谷会員から視察先および行程の概要についての報告を受けた後、視察に参加された

方々から、この会の今後の活動を念頭に、そこで得られた感想を交えながら意見交換が行われま

した。（参加者の感想については、「ニュースレター 第 2 号（2014 年 月 日発行）」に掲載さ

れていますので、参照してください。） 種々の角度からの意見が出されましたが、共通した感想

は「百聞は一見に如かず」でした。そこで、これからもこの経験を生かして、たくさんの地方、

施設等の視察を計画しようという声が上がり、早速いくつかの候補が挙げられました。ここで出

された意見を集約して、理事会ではできるだけ早く視察旅行を具体化して、皆様に参加の呼びか

けをする予定です。 

 

研究会のメイン報告は、村上研一会員（中央大学商学部）による「エネルギーシフトと産業・

再生産構造の転換の課題」です。 

村上研一会員には、以下のような報告要旨をまとめていただきました。 

 

アジア環境・エネルギー研究機構 エネルギーシフト研究部会（２０１４．１１．１６．） 

エネルギーシフトと産業・再生産構造の転換の課題 

村上 研一（中央大学） 

 

 本報告では、エネルギーシフトの経済社会的意義について、とくに現代日本産業・経済が直面

している構造的諸問題の克服にとっていかなる意義を有しているのか、という観点から検討する。 

 

１．高度成長から「経済大国」へ――輸入エネルギー依存・製品輸出構造の定着 

 

 現代日本の産業・再生産構造の原型が形作られた高度成長期、その後の「経済大国」日本の基

盤を成した鉄鋼・化学など重化学工業の大規模工場が、新鋭技術を装備して、臨海工業地帯に林

立していった。ここで形成された重化学工業は、鉄鋼業におけるＬＤ転炉やストリップ・ミル、

化学工業における石油化学に代表されるように、並行して進展したモータリゼーションとともに、

輸入エネルギーへの依存を前提とするものであった。このように、戦後日本産業が依存した輸入
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エネルギーを調達するためには、重化学工業製品の輸出拡大によって得られる外貨・ドルの獲得

が不可欠であった。なお、こうしたドルによるエネルギー調達は、同時期に拡大した輸入食糧の

調達とともに、冷戦下アメリカを盟主とする世界市場、とりわけ石油支配を前提としたとも捉え

られる。こうして形成された、輸入エネルギー依存・製品輸出構造を前提とする産業・再生産構

造は図１に示した通りであるが、重化学工業、とりわけ輸出の主軸となった自動車・電機両産業

を中心に、中小下請・系列企業からの部品・材料調達の産業連関を通じて、国内生産・雇用の拡

大が波及し、日本経済の成長を牽引する役割をも果たした。 

 1970年代前半の変動相場制移行、石油ショックは、輸出競争力の減退、輸入エネルギー高騰を

通じて、図１に示した輸入エネルギー依存・製品輸出構造の前提条件を脅かすものであった。こ

の時期、ヨーロッパ諸国では北海油田等の域内資源開発、食糧自給率向上策など、従来の構造か

らの転換も模索され、こうした動きが今日に至るヨーロッパ統合の流れを加速する役割も果たし

た。これに対して日本産業・経済は、下記の構造を一層深化させることを通じて状況の打開をは

かったものと考えられる。70 年代半ばから 80 年代にかけての日本経済は、一人当たりＧＮＰが

世界最高水準となる「経済大国」化を達成したが、経済成長に対する輸出の寄与率が急速に高ま

り、しかも自動車・電機を中心に特定品目の「集中豪雨的輸出」によって成長が牽引された。輸

出を支えたこれら産業での競争力は、ＭＥ・合理化、「減量経営」を通じて、労働者や下請企業へ

の負担を転嫁することで強化され、長時間労働・過労死をもたらすこととなった。しかしながら、

当時の輸出産業は国内生産基盤、国内サプライチェーンに基づいて生産拡大をはかったため、国

内雇用の量的拡大につながり、輸出拡大に比較して伸びは小さかったものの国内市場の拡張と内

需型産業の成長、さらにこれら産業での雇用も拡大したことから、日本経済の再生産規模全体の

拡張をもたらした。このように、この時期については、輸出産業の成長が生産基盤・サプライチ

ェーンを通じた国内生産・雇用拡大、経済成長、国民生活の向上に一定程度波及、トリクル・ダ

ウンする性格を有していた点は否定できない。こうした輸出産業に連なる成長の連関から取り残

された地域には、75年度以降発行されるようになった赤字国債の累増に象徴されるように、 

 

公共事業を通じた建設業の成長と雇用吸収によって政策的支援が拡大していくこととなった。な

お、このように輸出産業に連なる下請系列企業および建設業は自民党政権の中核的支持基盤を成
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したのであって、経済成長の果実が業界を通じて分配され、そこに雇用される男性世帯主の昇給

カーブが家族の生活を支える、という、日本特有の生活保障を取り込んだ政権基盤の構図を読み

取ることもできる。 

 

２．1990年代不況から「いざなぎ越え景気」まで――従来型構造の温存・深化 

 

 上記のような輸出依存的「経済大国」日本の成功は、低成長に苦しんでいた欧米先進国との貿

易摩擦を招来し、1985 年のプラザ合意以降、とりわけアメリカ政府から本格的な内需拡大が要求

されることとなった。こうした要求に応えて、「前川レポート」に象徴される内需拡大策や低金利

の持続を余儀なくされた 80 年代末、株価・地価高騰とそれに伴う企業収益・雇用拡大が見られ、

輸出産業の販路でも一時的に国内市場への依存が高められた。しかしながら、こうした内需拡大

は労使関係の変化や労働条件の改善を基盤としたものでなかったため、90 年代前半に資産価格が

下落に転じると、逆転回し、需要の減退と生産設備の過剰が顕在化することとなった。 

 1990 年代前半は、国内におけるバブル崩壊と並んで、ソ連邦崩壊と冷戦の終焉、具体的には資

本主義市場経済の世界的拡張と資本のグローバル展開という世界政治・経済の大転換が起こった。

冷戦の勝利者であったアメリカでは 92 年の大統領選で現職を破ったクリントン政権が誕生し、冷

戦下の軍事的覇権を最優先する従来の戦略から、グローリゼーション下での経済覇権の確立を志

向し、そのためにアメリカ流スタンダードを各国に強要する戦略へと転換した。他方、ソ連・東

欧の社会主義諸国が体制崩壊する中で中国は、92 年の鄧小平のいわゆる「南巡講話」を契機に、

外資導入と輸出依存的成長をはかり市場経済化を加速させることとなった。こうした米中両国の

思惑が交錯する中で、アメリカ電子・情報（ＩＣＴ）産業が、韓国・台湾の生産受託企業を通じ

て、低賃金の中国で生産を拡大して逆輸入ないし世界市場への販売を拡大し、国内生産基盤・サ

プライチェーンを基盤とする垂直統合型の日本電機産業の競争力を脅かすこととなった。 

 1995 年、クリントン政権ではウォール街出身のルービン財務長官の就任を契機に、貿易赤字は

許容しつつ世界各国からの対米投資を呼び込み、金融市場の活性化をはかる「ドル高転換」が志

向されるようになった。こうしたアメリカ政府のドル高（円安）容認・輸入容認姿勢は、日本の

輸出産業にとって再び輸出依存的成長を志向できる条件を形作りこととなった。しかしながら、

バブル崩壊による過剰生産力を抱

えた日本の輸出産業にとっては、当

時は約 90 分の１の賃金水準であっ

た中国が輸出志向型成長をはかる

競争相手として登場してきており、

輸出依存的成長を再現するために

は、従来の水準を上回る競争力強化

を実現することが不可欠となった。

そこで同年、日経連による「新時代

の「日本的経営」」が打ち出され、

不安定・低賃金の非正規雇用の利用
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によって競争力の維持・強化をはかる方向が示されたものと理解できる。 

1990 年代後半から 2000 年代にかけての自民党政権は、アメリカ政府からの「年次改革要望書」

も背景に、不良債権処理を通じた産業・企業のスクラップ＆ビルド、企業負担軽減をはかる「小

さな政府」、上記の非正規雇用の拡大を促進する労働規制緩和を進めたが、これら新自由主義的「構

造改革」は、輸出企業の競争力強化を狙いとしたものと評価できる。「改革」が本格的に展開され

た 00 年代は、こうした狙い通りの事態が進展し、自動車、一般機械、鉄鋼、化学などに絞り込ま

れた輸出産業の成長が「いざなぎ越え」景気を牽引したが、同時に輸出産業の生産拡大は非正規

雇用の利用拡大に支えられていたため、労働者の平均賃金は下落傾向を続け、人々の所得や内需

が低迷する中で、輸出産業を中心とする一部大企業の収益のみが拡大する「実感なき好景気」が

現出するに至った。他方、内需低迷や輸入品の流入に直面した農林漁業、繊維を中心とする軽工

業、また国内生産基盤の競争力を喪失し生産基盤の空洞化が進展した電機産業、さらには「小さ

な政府」志向下での公共事業削減によって打撃を受けた建設業では売上と雇用が大きく縮小する

こととなった。また、高齢化の進展の下で雇用拡大が見られた介護・社会保障分野でも、「小さな

政府」志向の福祉支出削減の下、従来から低かった賃金水準はさらに下落し、平均賃金の下落に

拍車がかけられた。このように、新自由主義的「構造改革」およびその帰結としての「いざなぎ

越え」景気の実態は、図１に示した構図を前提に、輸出競争力の強化が徹底的に追及されたもの

の、グローバル競争の激化と産業再編が進む中で、輸出産業の成長による国内生産・雇用へのト

リクル・ダウン効果が著しく減退した現実を如実に物語っていると考えられる。 

 

３．世界不況後の日本経済・産業 

 

 2008 年の「リーマンショック」に象徴されるアメリカ金融危機、さらには 10 年以降顕在化し

たヨーロッパ通貨金融危機は、それまで日本を含むアジア諸国の輸出拡大を支えた消費市場の剥

落を招き、日本経済では欧米諸国を上回る景気後退と、「派遣切り」に象徴される非正規雇用の大

量解雇を中心とした雇用情勢の急速な悪化が見られた。09年以降の雇用動向では、自動車・鉄鋼

などでのごく少数の雇用増を例外とすれば、ほとんどの産業分野で従業者数は大きく縮小し、介

護分野のみが拡大している。 

 2011 年、日本は 29 年ぶりの貿易赤字を記録し、その後、赤字額は年々増加傾向にある。輸出

額は 2010年 67兆 3,996億円→11年 65兆 5,465億円→12年 63兆 4,946億円→13年 69兆 7,742

億円と横ばい傾向の一方、輸入額は同期間に 60 兆 7,650 億円→68 兆 1,112 億円→70 兆 6,886 億

円→81 兆 2,426 億円と増大した。この間の輸入増大に対する品目別寄与率は、原油 23.9％（輸入

増加率 46.0％）、LNG18.7％（同 98.9％）、電気機械 11.2％（同 25.6％）の順で高いが、原油お

よび LNG の輸入数量増加率は-1.5％および 24.0％に過ぎず、円安を一因とする価格上昇の影響が

大きい。輸入額が急増した 12 年から 13 年にかけては円安が進んでおり、むしろ円安にもかかわ

らず輸出の伸びが小さい点、とくに輸出産業の競争力低下が大きく影響したものと捉えられる。 
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財務省「貿易統計」から電機

関連の品目別貿易収支と貿易

特化係数の動向を検討すると、

電気機械全体の貿易黒字が

2010 年４兆 5,494 億円（貿易

特化係数 21.92、以下同様）→

11 年３兆 6,112 億円（18.44）

→12 年２兆 9,673 億円（14.95）

→13 年１兆 7,441 億円（7.80）

と急減している。品目別には、

2000 年代から貿易赤字に陥っ

ていたＡＶ機器が 13 年に

5,092 億円（-27.35）、貿易統計では電気機械に含まれないコンピュータ・同部品も同年に 8,584

億円（-21.55）と大きな赤字額を計上している。さらに近年では通信機器の貿易赤字が、スマー

トフォンの普及と並行して 10 年 6,409 億円（-3878）→11 年１兆 576 億円（-56.88）→12 年１

兆 6,776 億円（-67.83）→13 年２兆 1,471 億円（-74.23）と、入超幅を拡大しながら急増してい

る。さらに最近では電子部品の貿易黒字（貿易特化係数）が 11 年１兆 8,025 億円（33.84）→12

年１兆 5,602 億円（30.48）→13 年１兆 1,074 億円（18.46）と減退しているが、スマホ部品分野

で急速にシェアを拡大している台湾企業をはじめとする海外製品に押され、電子部品分野でも貿

易黒字を稼げなくなっていることを示している。このように、既に競争力を失っていたテレビ、

パソコンに続き、近年ではスマホ、電子部品の分野でも日本電機産業の競争力低下が鮮明になっ

ている。 

 他方、国際競争力を維持している自動車産業では、国内生産台数が 2008 年 1,158 万台からリ

ーマンショック後の 09 年 793 万台に減退した後、10 年 963 万台へと回復したが、以後は横ばい

傾向となり13年963万台である。日本メーカーの海外生産台数は10年1,318万台から13年1,676

万台へ 27.1％増加しているものの、自動車部品輸出額は 10 年３兆 833 億円から 13 年３兆 4,762

億円へ 12.7％の増大に過ぎず、海外生産と国内部品供給との関連の希薄化、すなわち完成車メー

カーの海外部品調達とこれに呼応した日本部品メーカーの海外展開による生産基盤の空洞化の進

展を反映している。具体的には、トヨタ自動車が 13 年 11 月、中国市場向けハイブリッド車の生

産体制について、基幹部品を日本から持ち込む方式から、中国国内で開発、部品調達、生産を行

う体制へ改める方針を発表した。このように、日本企業が国際競争力を維持している自動車産業

でも、サプライチェーンごと移転した海外拠点で生産を拡大させる体制が築かれ、国内への生産・

雇用の波及効果が弱まっている現状が明らかである。なお、同じく国際競争力を維持している産

業用機械を中心とする一般機械産業でも同様な生産拠点の海外移転の動きが見られる。 

 以上の輸出産業の動向から、日本産業・経済では、従来のような輸出拡大、しかも国内生産・

雇用へのトリクル・ダウンを伴う輸出依存的成長はもはや期待できないことは明瞭であると考え

られる。すなわち、図１に示した従来型の産業構造・再生産構造を前提とする循環は期待できず、

産業構造・再生産構造の根本的転換がなければ貿易赤字、さらには経常赤字が累増する懸念が現
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実化するものと予想される。 

 

４．産業・再生産構造の転換の課題とエネルギーシフト 

 

 2012年末の総選挙で再び政権についた自民党・安倍政権は、デフレ脱却と円安を志向する金融

緩和、公共事業による需要喚起、労働規制緩和や法人減税など企業の競争力を高める「成長戦略」

を「３本の矢」とする「アベノミクス」を推進している。これら政策は、図１に示した構図を前

提に、輸出企業の競争力強化と、公共事業による地方・業界支援を通じたトリクル・ダウンによ

って経済再生をはかるものと捉えられる。2014年には法人減税を補う意図も含んだ消費増税が実

施されたのに続いて、財政健全化を大義名分とした福祉削減、非正規雇用の一層の拡大が促進さ

れる労働法制改定も打ち出され、こうした政策が実現されれば内需の一層の低迷・減退が予測さ

れる。このように、貿易収支赤字と国内市場縮小が並行し、日本経済の先行きは著しく深刻な局

面を迎えていると言わざるを得ない。 

 米国のような基軸通貨国でなく、しかも大量の国債消化が必要な財政状態、また食糧やエネル

ギーを輸入に頼っている現状を踏まえると、わが国の貿易赤字の拡大・継続は放置できない。食

糧・エネルギー・粗原料を輸入に頼りつつ、これら品目での貿易赤字を、電機・自動車両産業を

中心とする輸出産業の稼ぐ黒字で穴埋め、ないし上記赤字を上回る貿易黒字を達成してきた従来

の構造はもはや持続不可能な状態にある。同時に、依然として国際競争力を保持する生産能力を

国内に抱えつつも、輸出産業の生産拠点の海外展開が国内生産・雇用の縮小を招き、国内市場の

縮小、内需型産業の売上げ減退を通じて、日本経済の深刻な停滞をもたらしている。 

 こうした現状の打開に関して、国際収支均衡の観点から考察してみたい。生産と企業活動のグ

ローバル化が進展している今日、上記の現実に直面する電機・自動車両産業の動向を踏まえると、

輸出産業による貿易黒字拡大を追及するだけでは事態の改善は望めないだろう。むしろ、貿易黒

字に頼らずに収支均衡をはかる観点から、輸入の抑制をはかる方策、すなわち、従来は輸入に頼

ってきた食糧・エネルギー・粗原料について国内生産の拡充にむけた取り組みが必要であると考

える。具体的には、これまでは輸出産業の競争力に結実していた国内生産能力を、食糧生産や再

生可能エネルギー活用技術、リサイクルを含む素材開発へとつなげられるような産業の再編とそ

れに向けた政策的支援が求められる。この意味で、エネルギーシフトという課題は、行き詰まり

が明瞭になりつつある、高度成長期以来の産業・再生産構造の転換にとって重大な意義を有する

ものと思われる。 

 図２には、エネルギーシフトの実現を通じて展望できる今後の日本の産業・再生産構造を示し

た。農林漁業再生と並行したエネルギーシフトの実現は輸入額の削減につながり、従来のように

貿易黒字拡大・国際競争力強化を追求する必要性が薄れる。従って、競争力を志向して切り下げ

られた労働条件の向上、ディーセントワークの実現が可能になり、少子化の抑止と内需拡大につ

ながる。他方で、重化学工業分野を中心に蓄積されてきた高品質・高精度の加工技術が農林漁業・

再生可能エネルギー関連機器の開発・生産に活用・転用できれば、従来は輸出産業に連なってい

た下請中小企業のサプライチェーンが地域内在的な産業連関へと展開し、地域循環型経済活動の

軸の１つを形成することが期待される。さらに、このように他国では真似のできない高精度・高
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品質の加工技術に裏打ちされた省エネ型の産業機械や輸送機械、さらには再生可能エネルギー関

連機器の輸出は、新興国など輸出先でのエネルギー効率の向上を通じて、世界的資源浪費の抑制

へと貢献することができる。そして、国内での資源・エネルギー自給によって、資源・エネルギ

ー輸入額が必要最低限に抑制されることによって、日本からの輸出は、上記のように他国では真

似のできない高精度・高品質製品のみであっても十分に国際収支均衡が達成されるものと考えら

れる。 

 

 

 

 


