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国際社会科学部は、国際的なビジネスで活躍できる

人材を育成することを目的としています。

そのために、社会科学と英語教育を融合させた教育を行います。

グローバルな問題を理解し探究するための社会科学的な基礎学力を育み、

また、それを活かしてグローバル環境において

活躍できるコミュニケーション能力を育むことを目指します。
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学習院が取り組む最新の研究、教育について、インタビュー
や対談形式で介かりやすく紹介。
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最新ニュースやトレンドを解説するコーナー。
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ご覧いただけます。	
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トランプ政権の将来を一言で表現すれば、不透明・不確
実ということになるだろう。歴代の政権でも突出した低い

支持率でスタートしている。半分以上の国民がトランプ政権を
支持していないのだ。トランプ大統領にとっては与党のはず
の、共和党議会との関係もうまくいっていない。その象徴的な
出来事が、３月末に議会を通す予定で、それができなかった
医療法案である。

　オバマケアと呼ばれるオバマ大統領による医療法案を廃案
にするという意味では、トランプ大統領と共和党議会は意見
が一致していたが、トランプ大統領の提出した案は、抜本的
な改革を求めている共和党の保守派からは中途半端であっ
たし、弱者の保護に理解を寄せる穏健派にも支持されなかっ
た。要するに議会の合意を得られるような案をトランプ大統領
は出せなかったし、議会を掌握することもできなかったのだ。

　これ以外にも、トランプ政権は当初からいくつかの点でつま
づいている。中東など特定の国からの移民を制限する法案は
裁判所に差し止めされている。ロシアとの関係の疑惑につい
ては、毎日のように報道が流れている。私も３月末に一週間ほ
ど米国にいたが、テレビはどのチャンネルをつけても、ロシア問
題と医療法案で盛り上がっていた。

　トランプ政権がこのような状況に陥るのは、選挙前から、あ
る程度予想されていたことだ。要するにトランプ大統領の政策
公約があまりにも極端であり、現実にそれを実現しようとすれ
ば、大きな困難に直面するのは火を見るよりも明らかであった
のだ。

　トランプ政権成立の原動力の一つが、ラストベルトと呼ばれ
る地域の貧しい白人層であった。自動車や鉄鋼などの産業
が海外企業との競争に破れ、企業も海外に流出する中で、厳
しい経済状況に追い込まれた人たちだ。アメリカの雇用を守
る、海外からの移民を制限する、中国からの輸入に関税をか
ける、などと声を荒げるトランプ大統領の主張は説得的に映っ
たのだろう。

　しかし、冷静に考えてみれば、輸入に関税をかけるとか、米
国の貿易赤字を解消するために海外に圧力をかけるといった
トランプ政権の政策は、仮に実行されたからといって、プア
ホワイトと呼ばれるこれらの人たちを豊かにするものではない。

むしろ、彼らの生活をさらに追い込む可能性さえあるのだ。

　気になるのは、国内の政策運営がなかなかうまくいかない
中で、トランプ政権が日本や中国やドイツに対する批判の声を
高めていることだ。国内で成果が出ない時には、海外を叩くと
いうのは、どの政権でも行われる常套手段である。ただ、もし貿
易摩擦が再燃するとなれば、これは日本にとって大きな打撃と
なりうる。

　もっとも、あまり悲観的な議論だけをすべきではない。トランプ
政権が掲げる減税政策や歳出増加が実現すれば、これは日
本経済には大きなプラスの効果が期待できる。トランプ政権発
足後、日本では円安・株高という動きが続いたのは、トランプ政
権のマクロ経済政策への期待感があるからだ。

　発足以来の一連の政治的困難に直面して、トランプ政権も
少しずつ現実路線の方に軸足を移してくれることを期待した
い。当選前の極端な政策論議を封印すれば、トランプ政権が
推進しようとする政策の中には日本にとって好ましいものも少な
くないのだ。

　いずれにしろ、今のまま極端な路線を突っ走るのか、それと
も現実路線に軸足を移しいくのかわからない。だから、冒頭
に、当面は不確実と不透明の状況が続くと書いたのだ。

［2017.4.10］
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トランプのアメリカ

国際社会科学部 教授

トランプのアメリカ

２０１６年より学習院大学国際社会科学部教授、東京大学名誉教授。専門は国際経済。税制調
査会委員、復興推進委員会委員長、経済財政諮問会議議員等を多数歴任。新聞やテレビでの
発信、多くの著作など幅広く活動を行なっている。

伊藤 元重
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エマニュエル・マクロン、 
新しいフランス大統領

　新しい政治団体「アン・マルシュ（En Marche!）」を設立し
てから一年間しかたっていないにも関わらず、エマニュエル・
マクロンはフランス大統領選挙で勝利した。３９歳、歴史上
一番若い大統領となった。伝統的な政党の支援を受けず、

「国民戦線（Front National)」の候補者マリーヌ・ル・ペンと
戦い、全投票の６６％を取得した。

新しい大統領

　フランソワ・オランド前大統領の経済大臣であったエマ
ニュエル・マクロンは、フランス第五共和制において、例外的
な人物である。最近まで社会党に所属していたものの、大統
領選挙のために離脱し、政党と独立した選挙運動を展開し
勝利した。こういった動きは、フランス人の政治団体に対する
支持が以前ほど強くなくなってきていることを反映している。
第１回投票において、社会党の候補者のブノワ・アモンが獲
得したのは全投票の６％に過ぎなかった。有力候補だった
共和党のフランソワ・フィヨンも、２０％しか獲得できなかった。
その結果、民族主義的なマリーヌ・ル・ペンと、無所属のエマ
ニュエル・マクロンが第２回投票に残ることとなった。

　今回このような事態となったわけだが、フランス大統領選
挙において政界のスキャンダルが混乱をもたらすことは、実
は珍しくない。５年前の有力候補者のドミニク・ストロス・カー
ンと同様に、フランソワ・フィヨンが大統領選挙運動の途中で
訴えられたことは、今回の選挙における共和党が敗北した
理由の一つに間違いない。また、社会党のブノワ・アモンの
低い得票率は、社会党全体の評判の悪さを反映しているよ
うに思われる。これらの動きの結果、主役になったことがな
かった「モデム（※）」がエマニュエル・マクロンを支持するこ
とによって選挙に決定的な影響を与えたのである。

明らかになった新たな対立軸

　エマニュエル・マクロンに対して、民族主義的政党の「国民
戦線」は３４％の支持しか得られなかった。これはEU離脱派
にとっては、大きな失望をもたらすスコアであったが、社会党の
ブノワ・アモンから共和党のフランソワ・フィヨンまで、全ての選
挙候補者が第２回選挙でエマニュエル・マクロンへ投票をす
るように支持者に訴えかけたにも関わらず、１５年前のジャン・
マリー・ル・ペンのスコアより高いという結果になった。

　つまり、今回のフランスの政局によって、今までの社会党・共
和党の対立軸が消失し、新しい「グローバル化主義」対「国
家主義」の対立軸が生まれたことが明確になったのである。

※モデム（Mouvemen t  Démoc r a t e ,  MoDem）：フランスの中
道派、欧州派の政党

［2017.5.29］

明らかになった新たな対立軸
―フランス大統領選から

国際社会科学部 准教授
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明らかになった新たな対立軸　―フランス大統領選から

２００２年、フランス・パリ第１パンテオンソルボンヌ大学経済学部卒業。０３年、フランス・パリドフィー
ヌ大学大学院修士課程修了（会計学修士号取得）。同年、同大学助手。０４年、フランス外務省
奨学生として京都大学大学院にて留学。０６年、明治学院大学経済学部専任講師。１０年、パリド
フィーヌ大学大学院博士課程修了（経営科学博士号取得）。１５年４月より現職。
専門領域は、多国籍企業の会計、Ｍ＆Ａの会計。

ガルシア・クレマンス
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現 在のトランプ大統領（米国）と習近平国家主席（中国）
の関係をどのように捉えたらよいのか。一般的な見方

は、「米国第一主義」を掲げるトランプ大統領が、米中貿易で
膨大な黒字を計上する中国に対して、貿易不均衡の是正を
迫るという構図であろう。

　実際、２０１５年の米中貿易の数字をみると、米国の中国か
らの輸入は４８３０億ドル、中国向け輸出は１１６０億ドルで、米
中間の貿易赤字は３６７０億ドルに達した。これは米国の世界
全体の赤字７５００億ドルの４９％に相当する。一方、中国に目
を転じると、米国向け輸出は４１００億ドル、米国からの輸入は
１５００億ドルで、中米間の貿易黒字は２６００億ドルに及んだ。
これは中国の世界全体の貿易黒字５５００億ドルの４７％を占
める。香港経由の貿易を含めるかどうかの問題があるので、
両国の数字にはギャップがあるが、双方の国にとって貿易の
最重要国であることに変わりはない。トランプ大統領が貿易不
均衡の是正を中国に迫るのは、当然至極のことであった。

　しかし、トランプ大統領の要求は、日本に対する貿易不均
衡是正の要求と違って、中国政府にとってはそれほど大きな
圧力にはならないだろう。というのも、第一に、中国から米国に
向かう工業製品の多くは雑貨類で、日本の乗用車輸出のよう
に、米国の雇用問題に直接影響を与える産業ではないから
だ。第二に、仮に米国の企業と競合する製品であっても、じつ
は中国で製造し輸出している企業は外国籍、とくに米国企業
であることが多い。その結果、トランプ大統領が強い姿勢に出
ようとすれば、自らの首を絞める結果になりかねない。中国側
が対米交渉に自信を持っているのは、こうした背景があるから
である。

　むしろ注目しておきたいのは、オバマ大統領時代に遡る、米
中間の世界戦略面での対立のほうであった。オバマが大統
領に就任したあとにまず構想したのは、中国首脳との「米中
戦略的経済対話」であり、「２つの超大国時代」（２Ｇ体制）の
構築であった（２００９年４月）。つまり、中国が米国と並ぶ超大
国であることを容認するのである。一方、中国政府に対しては、

「世界の普遍的ルール」（自由、人権、民主主義など）を認め
させる。「中国には世界のルールを描かせない。描くのは米国
である」。これがオバマ大統領の基本戦略であった。

　ところが、この基本戦略は中国側の拒否であっけなく崩れ

てしまう。その結果、オバマ大統領は、経済的には環太平洋
戦略的経済連携協定（ＴＰＰ、メンバーに中国を含まない）の
枠組みを使って、中国に貿易自由化を迫る包囲網を構想し

（２０１０年３月）、軍事的には太平洋を改めて米国の権益と
主張することで、「アジアへの復帰」「軍事戦略のリバランス」
の方針を前面に掲げた（２０１０年９月）。

　これに対して、中国は経済的には、「一帯一路（Ｏｎｅ Ｂｅｌｔ 
Ｏｎｅ Ｒｏａｄ）構想」の提唱（２０１３年）と「アジアインフラ投資
銀行（ＡＩＩＢ）」の立ち上げ（２０１５年）で、軍事面では南シナ
海での実質的な領土の強引な拡大で、それぞれ米国のアジ
ア戦略（権益拡大）を牽制しようとした。「一帯一路構想」や
ＡＩＩＢ創設の背景には、中国が抱える「２つの過剰問題」（鉄
鋼産業などの生産能力過剰と外貨準備の過剰）への対応
や、中央アジア・東南アジアが保有する資源確保といった、別
の要因ももちろん存在する。しかし、最も重要な契機は、オバマ
大統領の「中国の経済的包囲網」にどう戦略的に対抗する
か、その点にあったと私は考える。

　ところが、トランプが大統領選挙に予想外にも勝利し、ＴＰＰ
から離脱することで、「中国の経済的包囲網」という脅威は遠
のいた。同時に、トランプ大統領の軍事戦略も南シナ海よりは
北朝鮮に向かっている。その結果、中国側は自分にとって有
利な環境づくりを、以前にも増して積極的に進めるようになっ
た。私が「地域の中国化（Sinicization）」と呼んでいる政策
がそれである。ＡＳＥＡＮ諸国に対する積極的な働きかけや、
２０１７年５月に北京で開催された「一帯一路の国際会議」
（１００カ国以上が参加。首脳の出席は２９カ国）は、そのひと
つの現れであろう。中国は国内に目を向ける米国を見て、自ら
の世界戦略を一気に加速させているのである。

　普遍的な価値（経済的自由主義）の遵守を主張したオバマ
大統領。これに対抗して「米国第一主義」を提唱するトランプ
大統領。これに対して、習近平国家主席は、「一帯一路の国
際会議」で、世界貿易の自由体制を推進しているのは中国で
あると宣言した。なんと言う皮肉であろうか。そして、あちこちで
起きているこうした「皮肉」を、『世界の今』できちんと説明する
ことが、国際社会に関わっている私たち研究者の責務である
と思っている。

［2017.6.26］
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米中関係を
どうみればよいのか

国際社会科学部 教授

米中関係をどうみればよいのか

１９５１年鳥取県出身。７６年東京大学大学院経済学研究科修了後、アジア経済研究所、大阪
市立大学をへて、９２年より東京大学社会科学研究所助教授、９５年から教授。２００９年～２０１２
年、同研究所所長。９１年経済学博士（東京大学）。タイ国チュラーロンコン大学客員研究員（８１
～８３年）ほか、ベルリン自由大学、メキシコのコレヒオデメヒコ大学院大学の客員教授、フランス 
Collegium de Lyonの客員研究員。アジア政経学会理事長、日本タイ学会会長などを歴任。
２０１０年紫綬褒章受章（東南アジア研究）。最近の著作として、『新興アジア経済論』（２０１４年）、
『南進する中国と東南アジア』（共著、２０１３年）、『タイ―中進国の模索』（２００９年）、Catch-up 
Industrialization（２００８年）など多数。２０１６年４月より学習院大学国際社会科学部長。

末廣 昭 
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アメリカはグローバル化とＩＴ化の成果を最も享受してきた
国である。しかしながら、トランプ大統領はアメリカ経済

のグローバル化の進展に否定的である。グローバル化とＩＴ化
は、生産性向上のための両輪であり、一方を否定すれば、他
方も機能しなくなる。Harvard大学のDale Jorgenson教授
は、１９９５年以降のアメリカの経済成長の回復にはＩＴ投資
が寄与するところが大きいと分析している。アメリカ、ドイツ、日
本の労働生産性の推移を経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の統
計を用いて比較してみた（図参照）。労働者１時間当たり国
内総生産（ＧＤＰ、購買力平価、１２年基準）は、１９９０年には
アメリカが４２．１ドル、ドイツ４０．７ドル、日本が２８．１ドルだったの
に対し、２０１５年にはアメリカが６２．９ドル、ドイツは５９．０ドル、日
本は４１．４ドルであり、アメリカはドイツを若干上回るテンポで労
働生産性を向上させた。

　Graduate Institute（ジュネーブ）のRichard Baldwin教
授はその著書 ”The Great Convergence: Information 
Technology and the New Globalization”において、次の
ように述べている。ＩＴ技術の発達によりコミュニケーションコスト
が大幅に削減された。そのため、マーケティング、経営手法、
製造技術といった無形資産を世界中のどこにいても利用でき
るようになり、世界中のあらゆる場所で先進国のノウハウを利
用した生産が可能となった。

　先進国の企業は、特に労働集約的な生産工程を賃金の
低い途上国に移転することにより大幅な生産性の向上を実現
した。すなわち、ＩＴ化の進展が世界レベルの分業、グローバ
ル化の深化を可能とし、企業は資源配分の改善による生産
性の向上を達成した。他国から、中でも途上国からの輸入を
制限すれば、アメリカのＩＴ投資は無駄になり、生産性は停滞
する。

　最近のアメリカは、減税やインフラ投資による需要喚起によ
り経済の活性化を企図しており、その方策は一定程度成功し
ている。しかしながら長期的に高い経済成長率を達成するた

めには、生産性の改善が不可欠であり、そのためにはグロー
バル化を否定するのは得策ではない。

（資料）OECD Productivity Statistics databaseのデータを使用して
筆者作成。

［2017.8.7］

トランプ大統領と
アメリカの生産性向上

国際社会科学部 教授
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図：アメリカ、ドイツ、日本の労働生産性の比較
（単位：ドル/時間）

１９８５年一橋大学経済学部卒業後、日本政策投資銀行入行。１９９０年アメリカ・ジョンズ・ホプキ
ンス大学経済学部修士課程修了（経済学修士号取得）。１９９３年ＩＥＡ（国際エネルギー機関）派
遣（～１９９６年）。２０００年日本大学経済学部助教授。２００３年日本大学経済学部教授。２００６
年一橋大学経済学研究科博士後期課程修了（単位取得退学）。２００９年内閣府統計委員会担
当室室長（～２０１２年）。２０１２年日本大学経済学部教授。２０１４年学習院大学国際社会科学
部開設準備室教授。２０１６年学習院大学国際社会科学部教授。2018年4月より学習院大学
国際社会科学部長就任予定。

乾 友彦
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２０１７年５月１０日、文在寅（ムン・ジェイン）氏が第１９代大
韓民国大統領に就任した。文大統領は自身が「雇用大

統領」であることを宣言し、韓国における最重要課題である
就職難・失業難を新たな仕事の創出を通じて解決することを
約束した。

　韓国の統計庁によると、若年層（特に、主就業者の２０－
２９歳）の失業率は２０１４年から１０％を超えており、直近の
２０１７年４月では１１．３％という２０００年以降で最も高い失業
率を記録した（４月基準）。このように、長年にわたり構造化さ
れた若年層の失業と雇用縮小の問題が特に顕著になってい
る現在、多くの国民が雇用問題の解決を文政権に期待して
いるのは間違いない。しかし、韓国政府は雇用問題だけでは
なく、これまで看過されてきた労働問題（労災保険など）の改
善にも真剣に取り組む必要があるだろう。

　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の調査によると、２０１６年に
おける韓国の年間平均労働時間（全就業者平均の１人当た
り年間実労働時間）は２，０６９時間であり、ＯＥＣＤ加盟国中
３位であった。これは近年過労死を社会問題として取り上げ、
国全体としてその防止策（働き方改革）を積極的に推進して
いる日本の１，７１３時間と比較するとかなり長いと言える。また、
２０１３年、オンラインコミックを発信する“DogHouse Diaries”
は世界銀行の各種統計やギネス世界記録などを参考に
各国を象徴する言葉を付した世界地図「WHAT EACH 
COUNTRY LEADS THE WORLD IN」を作製した。そ
の世界地図に韓国は「workaholics（仕事中毒者）」の国と
表記されており、このことからも韓国における長時間労働問題
が深刻であることがわかる。

　実際、韓国ではＩＴ業界や国家公務員、そして郵便配達員
に至るまで分野に関係なく過労死が増加している。しかし、韓
国の労災補償システムにより労災と認定される範囲は狭く、特
に過労による自殺が労災と認定されるのは非常に難しい状況
である。一方、日本では２０１４年６月２７日に公布された過労

死等防止対策推進法により、過労に基づく病気や精神障害、
そして自殺までを労災の範囲として含めている。このことから、
韓国でも過労死等防止対策推進法の立法化の必要性につ
いて議論されている。

　もちろん、これまで韓国政府が労働問題に全く取り組まな
かったわけではない。むしろ、歴代どの政権もさまざまな角度
から労働政策を提示し、雇用の拡大を通じた「経済成長」と

「労働問題の改善」、すなわち二兎を得る政策の実行を試
みてきた。しかし、世界金融危機や不安定な世界情勢などの
要因によって韓国経済の成長が鈍化するにつれて、経済の
全体的な二極化及び雇用構造の悪化（若年層の就職難や
中小企業の求人難など）に直面した韓国政府は、労働問題
の改善よりも雇用創出を通じた経済成長を優先してきたので
ある。

　文政権は雇用創出に対する政府の積極的投資が家計所
得を増やすことで、消費と生産の増加につながる経済好循環
構造を生み出すことを主な内容とする「J-nomics, Jaein + 
Economics）」を掲げて出発した。とりわけ、労働政策につい
ては、①新たな仕事の創出と ②労働時間及び非正規労働
者数の減少、③雇用の質の向上を代表的な公約としており、
パブリックセクターで８１万の新たな雇用を創出すると同時に、
ジョブ・シェアリングを通して労働時間の短縮と５０万の雇用
創出を目標に設定している。

　文政権がパブリックセクターで雇用問題の解決策を探るこ
とについては、現在高く評価されている。しかし単純に量的
なこと（雇用創出）だけではなく、労働の質の改善まで解決
できるのかに対する懸念は残る。新政権の労働政策が机上
の空論で終わるのではなく、雇用創出を通じた「経済成長」と

「労働問題の改善」の二兎を得ることを期待したい。

［2017.11.6］
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文政権は
二兎を得られるのか？

国際社会科学部 准教授

文政権は二兎を得られるのか？

２０１１年明治大学大学院経営学研究科博士後期課程修了（博士（経営学）学位取得）。２０１１
年明治大学大学院経営学研究科・特任講師、２０１３年立命館大学経営学部・准教授を経て、
２０１６年より学習院大学国際社会科学部にて教鞭をとる。専門は組織行動論、人的資源管理論、
及びキャリア論。これまでの研究の一部は、Human Relations, The International Journal of 
Human Resource Management, Journal of Managerial Psychology 誌などに掲載されて
いる。

鄭 有希
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中 国共産党第１９回全国代表大会（第１９回党大会）が
２０１７年１０月１８日から２４日まで北京で開催され、国

際社会の注目を集めた。中国は世界第２位の経済力を持ち、
「一帯一路」構想の提唱やアジアインフラ投資銀行の設立
などによって国際影響力をますます強めている。中国共産党
の全国党大会は５年ごとに開催され、党の政策方針の決議
や中央委員会のメンバーの選挙などを行い、今後の中国政
府の政策及び中国経済の発展に重要な影響を与える。

　第１９回党大会では高い経済成長率を今後も追求し、持
続可能な経済・社会の発展に主眼を置く中国共産党の姿勢
がより鮮明になった。具体的には、教育格差や貧困問題の早
急な解決、全ライフサイクルをカバーするヘルスケアサービス
の構築、グリーン生産・消費の促進、法に基づく国家管理の
推進、腐敗撲滅キャンペーンの継続等が主な方針となること
が、習近平氏によって大会初日に言明された。経済面では、
市場の統一と公平な競争を妨げる規定や慣行を廃止しなが
ら、貿易と投資の自由度と利便性を高めることで、健全な市
場経済を目指すことが示された。

　従来、中国の経済成長は資本投資と輸出にけん引されて
きた。しかし、非効率な地方政府主導の投資による過剰生
産問題や、沿岸地域の賃金上昇による輸出の伸び悩みなど
により、新たな経済成長モデルへの移行が必要になってい
る。そこで中国共産党は国内の消費需要と産業構造に目を
付けた。まず、家計消費が国内総生産（ＧＤＰ）に占める割合
は、中国では従来投資重視で非常に低く、２０１０年時点で
は中国の家計消費はＧＤＰの３５％しか占めていなかったが、
経済力の近い日本は５９％、アメリカは６５％だった（データ出
典：ＣＥＩＣ）。しかし、近年の中間所得階層の人口増加に伴っ
て、特に高品質の商品とサービスを求める国内消費が上昇
しており、経済成長の新しい原動力になる可能性がある。
また、産業構造を転換し、生産性を高めていく方針は第１９
回党大会でこれまでと同様に重ねて強調された。過剰生産
問題を抱える産業や環境に悪影響を与える産業を減らす

一方、高い付加価値を創造できる産業を発展させる戦略で
ある。

　これらの戦略は、国内の消費者需要を満たしながら、産業
の国際競争力を高め、持続的な経済成長につながる可能
性がある。中国の経済成長は減速しつつあり、地方政府の
債務の拡大や人口の高齢化などの問題も顕在化する中で、
どのように経済戦略の転換を成し遂げるのかが今後の課題
である。そこで、今は中国で盛んになっている科学技術イノ
ベーションの役割が期待されている。消費者向けの新商品
開発や企業の新技術開発などを通して着実に産業をアップグ
レードするには、労働者の技術と教育（いわゆる人的資本）
を一層向上する必要がある。

［2017.12.04］
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中国共産党大会を終えて　
これからの中国経済はどうなるのか？

国際社会科学部 准教授

中国共産党大会を終えて これからの中国経済はどうなるのか？

２００２年中国武漢大学経済学部卒業。２００５年世界銀行・人的資本開発部コンサルタント。
２００７年ミネソタ人口問題研究所研究助手。２００８年国際食糧政策研究所研究助手。２００９年
米国マサチューセッツ・リベラルアーツ大学経済学部非常勤講師。２０１０年米国ウィリアムズ大学
経済学部非常勤講師。２０１０年米国ミネソタ大学大学院応用経済学専攻博士課程修了（応用
経済学博士号取得）。２０１０年早稲田大学高等研究所助教。２０１３年東京大学経済学研究科　
助教。２０１６年学習院大学国際社会科学部准教授。
専門領域は、中国経済、医療経済学、教育経済学、開発経済学、応用経済学。

趙 萌
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２０１７年１２月２１日、滋賀銀行が「持続可能な開発目標
（Sustainable Development Goals：以下ＳＤＧｓ）」を

推進し、社会課題の解決に取り組む企業を対象に金利優遇
などを行うと発表した。地方銀行で「ＳＤＧｓ宣言」を表明する
のは初めてとのことだ（『京都新聞』２０１７年１２月２２日）。新
年に目標を立てる方も多いと思うが、国内外で今後さらに注
目されるであろうＳＤＧｓの概要と日本での取り組みについて
解説したいと思う。

ＳＤＧｓとは

　ＳＤＧｓとは、２０１５年９月２５日に「国連持続可能な開発サ
ミット」において採択された国連加盟国が取り組むべき目標で
ある。その内容は「我々の世界を変革する：持続可能な開発
のための２０３０アジェンダ（Transforming our World: The 
2030 Agenda for Sustainable Development）」に明記さ
れている。

　ＳＤＧｓ以前は、２０００年に国連で採択されたミレニアム開発
目標（Millennium Development Goals：以後ＭＤＧｓ）という
ものがあった。ＭＤＧｓは貧困削減のために開発途上国（とそ
れらの国々を支援する先進国や援助機関）が取り組むべき
８つの目標と２１のターゲット（小目標）を掲げており、これらの
目標の達成期限が２０１５年であった。そのため、２０１５年に
ＭＤＧｓの達成状況を振り返り、今後の新たな目標を設定
するために「国連持続可能な開発サミット」が開催されたの
である。

　ＳＤＧｓは１７の目標と１６９の小目標で成り立っており、２０３０
年までの１５年間で取り組む。貧困や飢餓をなくすなどＭＤＧｓ
から引き継いだ目標に加え、技術革新、気候変動、平和などよ
り多くの地球規模の課題の解決を目標に掲げている。また
ＳＤＧｓでは、その名の通り「sustainable（持続可能な）」、さ
らに「no one left behind（誰も取り残さない）」、「inclusive

（包括的な）」、「resilient（強靭な）」が重要なキーワードと
なっている。

　ＭＤＧｓは開発途上国の開発における目標であったが、ＳＤＧｓ
は開発途上国に限らず先進国にも取り組みを求めるものであ
る。なぜなら環境、経済など開発途上国だけでは解決できな
いグローバルな問題が喫緊の課題となっているからである。ま

た、貧困削減などこれまでは開発途上国の主な課題と考えら
れてきたような目標の多くは先進国の中にもある。

日本の現状

　ＳＤＧｓに関する国内の動向であるが、日本でも内閣総理大
臣を本部長として全閣僚がメンバーとなる「持続可能な開発
目標（ＳＤＧｓ）推進本部の設置」が２０１６年５月２０日に閣議
決定され、日本が取り組むべき８つの優先課題と具体的施策
に言及した「ＳＤＧｓ実施指針」を採択した。先月１２月６日に
は第４回会合である持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進円卓
会議が開催されている。「ニッポン一億総活躍プラン」に基
づいたＳＤＧｓ達成のための具体的施策では「貧困」「教育」

「ジェンダー」「経済成長と雇用」「格差」「持続可能な生産
と消費」などが挙げられている。

　ドイツのベルテルスマン財団が出版したＳＤＧｓインデックス
＆ダッシュボードの２０１７年のレポートによると、日本のＳＤＧｓの
達成度はデータ分析ができた１５７カ国のうち１１位であった。
質の高い教育、やりがいある仕事と経済成長、産業／技術革
新／インフラの３つの目標を達成しているとの評価がなされて
いる。１０位以内は北欧諸国を中心にヨーロッパの国が占め
る。日本は、１０位以内には入らなかったものの第一の経済大
国のアメリカがどの目標も未達成で４２位、第二の経済大国中
国も貧困削減の目標以外は未達成で７１位という評価である
ことを考えると、第三の経済大国としてまずまずの成績である
といえる。一方で、日本はジェンダーの平等、責任ある消費と
生産、気候変動への取り組み、陸上生態系の保護、目標のた
めのパートナーシップの５つの目標において達成からは程遠い
という評価がなされている。

　日本でもＳＤＧｓを取り入れる企業が増えてきており、先進
事例としてよく紹介される企業の一つである味の素グループ
では、ガーナ・マラウイにおける栄養改善プロジェクトに取り組
んだり、社内で女性活躍を推進したりするなど、社内外の様々
な分野で積極的にＳＤＧｓに基づいた活動をしている（「味の
素グループ サステナビリティデータブック２０１６」より）。このよう
な日本企業のＳＤＧｓへの取り組みは今後さらに社会から求
められると予測される。

［2018.1.9］
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大統領選挙で、中国を筆頭に日本や韓国との貿易赤字
をやり玉に挙げたトランプ大統領。大統領選挙の結

果から約一年が経過した２０１７年１１月の日本・韓国・中国初
訪問においては、選挙の際の過激とも言える主張は影を潜め
た。寧ろ、中国においては中国の通商政策を是認するかのよ
うに中国の経済運営を称賛した。２０１８年１月に参加したスイ
スでのダボス会議でも、過激な主張はなされず「世界と共に歩
むアメリカ」との発言もしている。明らかに、選挙の際の主張か
ら軟化してきている。その背景には、以下に述べるような政治
経済の論理が働いている。

　経済について考察する時に多くの人が労働者側としての
立場だけを考える傾向がある。しかし私達は労働者である
一方で、労働から得られた所得を使って物やサービスを消
費する消費者でもある。稼いだお金でどれだけの量と種類
の物やサービスを享受できるかが重要なわけだ。給料が上
がっても、それ以上に物やサービスの値段が上がったら、消
費できる量は減ってしまう。

　アメリカのトランプ大統領は、経済のＩＴ化とグローバル化
の中で相対的に割を食う形となった所謂ブルーカラーの労
働者（工場労働者など単純労働に従事する労働者）に訴え
て当選した。すなわち、デトロイトに代表されるような、産業が
衰退してしまった地域の労働者に対し、反グローバリゼーション
を掲げて「アメリカのブルーカラー労働者の職を守る」ことを
公約として掲げた。それ故に、北米自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）
からの離脱もしくは大幅な条件改訂、米韓自由貿易協定（米韓
ＦＴＡ）の破棄、中国製品に対する高関税、などの通商政策
を打ち出したのだ。

　ここで注意すべきは、トランプ大統領が労働者側としての
立場のみを訴えている点である。例えば、化学産業で働く労
働者は、グローバル化の進展により中国から安い衣料品が
輸入されるようになると、自分の得る賃金は変わらない一方
で、衣料品への支出はより少ない金額で済むことになる。す
なわち、グローバル化は消費の観点で、全ての消費者に薄
いけれども広く便益を生むわけだ。便益を受ける消費者の数
は殆どの国民なので、国全体としては大きな便益を享受する
ことになる。一方で、この例でいえば、アメリカの衣料産業は
中国との価格競争に勝てず衰退することになる。事実、著名
な経済学者による最近の研究結果によれば、中国からの輸

入増加が１９９９年から２０１１年の間に２００万人近くの米国人
の雇用を奪った一方で、２０００年から２００６年の間に米国
の消費者物価指数を７．６％押し下げている。

　政治家の当選に影響を与えるのは、消費者としての意見
ではなく労働者としての意見である。何故なら、消費者一人
一人にとっては安い衣料品から受ける便益は微々たるもの
でしかないため集団として政治的に働きかける動機に欠け
るが、一方で中国からの安い衣料品の輸入により職を失う
衣料産業労働者は貿易自由化に反対して集団として政治
的に働きかけるわけだ。

　また実は、労働者を含めた生産者側の総体的な観点から
も保護貿易はアメリカにとって決して得策ではない。アメリカ
の企業は、メキシコやアジア諸国などとの間にサプライチェーン
網を構築しており、メキシコから安価で良質な中間部品を輸
入することはアメリカ企業の生産性を高めることになり、それ
により企業は好業績を挙げ、その一部は労働者に賃金とし
て還元される。保護主義によりサプライチェーン網を断つこと
は、アメリカ企業の生産性に負の影響を与えるであろうこと
は、多くの国際経済学者によって議論されている。

　当選を果たしたトランプ大統領は、選挙のための主張とは
別に現実的に動き始めている。２０２０年の大統領選挙前に
は、改めて自分の支持層であるブルーカラー労働者の支持
を得るための保護主義的な強い主張がなされるであろうが、
少なくとも暫くは２０１６年大統領選挙の際の主張からは軟化
した政策が進められるであろう。もちろん、世界自由貿易を牽
引してきたアメリカの姿からはほど遠い「アメリカ第一主義」
に基づく自己の利益を最大化するような政策を進めていくこ
とは間違いない。北米自由貿易協定の再交渉は、農産物に
対するアンチダンピング課税を容易にするなどのメキシコ側に
とっては受け入れがたい提案がアメリカ側からなされている
が、同交渉の今後の展開がトランプ政権の今後１～２年の
通商政策を占うことになろう。

［2018.2.13］
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