
統計委員会の委員同士

佐々木：吉川先生とは内閣府の統計委員会でご一

緒させていただいています。統計の重要性につい

ては、政府の政策運営や企業の経営の方向性を見

定めるためだけでなく、各主体が多様に統計デー

タを活用することによって、公共の福祉の向上に

大いに資するものと思います。

ところでこの分野では、全国統計大会という

ものが 1,500 人も参加して開催され、「大内賞」（１）

という栄誉が統計に貢献した関係者に与えられて

います。昨年は 11 月に富山市で開催されました

が、私は所用で参加できませんでした。
（１）元統計委員会委員長大内兵衞博士のわが国の統計への業

績を記念するために昭和 28 年に設けられた賞。

吉　川：私も残念ながら参加できませんでした。

ところでご存じですか、日本列島が上になる

地図。富山県がつくったそうですが普通の地図で

す。しかし普段見慣れている地図は日本列島が南

北に縦になっていますね。それをユーラシア側か

ら見ると、日本列島が地図の上の方に三日月のよ

うになる。すると、日本海がいかにも内海という

か大きな池というか、そういうふうに見える。た

だ百何十度こう回転させただけで見え方がガラッ

と変わってしまう。何かおもしろいですよね。

佐々木：物事は見る者の立ち位置や視野角などで

変わってくるものですね。

以前、大内賞の受賞者選考の場に立ち会った

とき「何でオーディションなんかやるんですか？」

と言ったんです。あの人たちは職業として統計の

業務をこなして生活をしているというか、「仕事」

としてやっているものですからね。次に「統計は

特殊な仕事といっても必要な仕事でしょう。別に

賞やメダルでインセンティブを高められるのだろ

うか、あんなものをもらって喜ぶのかなぁ？」と

言いました。

すると「今までこんな、あの、その、選考委

員会でそんな話をした人はいません」と言われま

経営センサー　2008.1･2
66

需要は必ず飽和する「エンゲル法則」
―潜在的需要を顕在化させるのが企業の役割―

東京大学経済学部教授 吉川 洋 氏

株式会社東レ経営研究所代表取締役社長 佐々木 常夫

経済・産業／トピックス経済・産業／トピックス2008年

東京大学経済学部教授

吉川 洋（よしかわ ひろし）

1974 年東京大学経済学部卒業。1978年イェール大学大学院Ph.D
修了、ニューヨーク州立大学経済学部助教授。その後、大阪大学
経済学部助教授、東京大学経済学部助教授を経て、1993年東京大
学経済学部教授。1996 年から同大学大学院経済学研究科教授。
2001 年から 2006 年まで経済財政諮問会議議員として活躍。現在
に至る。『構造改革と日本経済』（岩波書店、2003年）、『マクロ経
済学』（岩波書店、2001年）他著書多数。



今後の景気の焦点は設備投資の持続力

2008.1･2 経営センサー
7

需要は必ず飽和する「エンゲル法則」

7

した。少々変なことを言って、みんなにご迷惑を

かけているようです。

政府の経済財政運営

佐々木：先生は 2001 年の省庁再編と共に設置さ

れた経済財政諮問会議の民間議員の一人になられ

ましたが、経済学の先生が政治・行政の世界に関

与されていかがでしたか。

吉　川：はい、経済財政諮問会議には 2001 年か

ら 06 年まで参画しました。研究室で仕事をして

いたら電話で連絡があり、「やってください。本

に書いていることを正式の会議で発言してくれれ

ばよい」と言われて、「じゃあ、やりましょう」

というふうにお引き受けしたわけです。

佐々木：しかし、あれも大仕事でしたよね。お忙

しかったのではありませんか。

吉　川：はい、大変忙しかったです。大学の仕事

の他に、エブリデイで 5時間くらいは何やかやや

っていました。官邸での会議も全部数えると 200

回くらいでしょうか。会議自体は 2時間くらいで

すが、その準備にかなり時間を取られました。特

に初めの頃は不良債権問題が大変だったので、週

末の呼び出しとかも頻繁にありました。日韓合同

でサッカーのワールドカップ（2002 年）をやっ

ていたときでしたが、日曜日に日本が出てくるか

ら夕食を早く済ませて「今日はワールドカップで

もゆっくり見るかぁ」と思っていると、夕方 6時

に電話がかかってきて、夜 8時に○○ホテルの何

号室に来て下さいと言われて飛んでいくわけで

す。そんなこともありましたから、まあ、普通の

大学教授の生活はできなかったです。

佐々木：そんなに大変でしたか。

吉　川：ええ。終わり頃には経済もだいぶ良くな

ってきましたけれど、そうしたら今度は財政再建

で大バトルになりました。

佐々木：変な話ですけど、政府の民間議員になら

れていろいろな情報が得られ、先生の研究に少し

は役に立つのですか？

吉　川：そういう意味では大勉強しました。大学

では、私の場合マクロ経済学ですから、財政とか

金融がもちろん大きなテーマです。そのまま大学

だけでやっていたときには得られなかったような

いろいろな知識とか体験とか、これは代え難い経

験でした。

海外から見た日本
－「ALWAYS三丁目の夕日」世代

佐々木：先生の海外経験について、日本経済新聞

のコラムで拝見しましたが、アメリカに留学した

あと、イタリアのシエナにも住まれたことがおあ

りなのですね。日本を含めてどこが一番住み良か

ったですか。

吉　川：シエナには半年だけでした。私はアメリ

カが 8年、それから、イギリスが半年、イタリア

も半年、ですから足し算すると 9 年くらいです。

住めば都ではないですが、それぞれ良かったです

ね。アメリカの東海岸も良かったですね。秋の紅

葉もすごくきれいでした。
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佐々木：海外に 9年間お住みになられて日本を見

たら、日本はやはり遅れているなと思われること

がありますか。

吉　川：どうでしょうね、でこぼこがありますね。

つまり、私が子どもの頃は、今はやっている、

『ALWAYS 三丁目の夕日』の時代です。私は昭和

26 年生まれですが、物心ついたのが昭和 30 年く

らいで、ちょうどあの映画に出てくる少年と同じ

くらいの世代です。東京の渋谷で生まれ育ちまし

たが、あの頃は私の家でも鶏
にわとり
を飼っていました。

それは食料ということだったと思います。幼稚園

の頃、朝、鶏の卵を採っている白黒写真が残って

います。

その時代は日米間に大変な差があったと思い

ます。当時のアメリカには行ったことはありませ

んが、今のオリンピック公園の辺りをワシントン

ハイツと言いまして、米軍将校の住まいがありま

した。代々木練兵場の跡地です。そこには MP

（Military Police）が立っていて日本人は入れませ

ん。綺麗な芝生や白いペンキを塗ったばかりの住

宅など、何となくモダンな感じが漂うという時代

でした。それに比べると今は、何と言うのか日本

は貧しいとか、そういうことではありませんよね。

ただ、違いがやはりあります。特に東京で言うと、

東京は便利だし大都市だとは思うけれども、いろ

いろな所で少しゆとりがないところがあります

ね。例えば、便利という点では、ベンディングマ

シン。どうでしょう、ニューヨークだけではなく、

パリ、ロンドンのような大都市でもあまり見かけ

ないのではないですかね。日本の方が至る所にあ

あいう機械があって、暑い盛りにちょっと冷たい

ものを買うのに便利だとかね。

ちょっと変な話ですが、日本と他の先進国で

もう 1つ違うなと思うのは、トイレの温水洗浄便

座です。日本ではかなり普及していますが、一歩

外国に出ると、かなりいいホテルでも普通の家で

もほとんどないと思います。ですから、先進国の

間でも違いはあるわけです。

日米の住宅流通事情

佐々木：先生の本の中で、日本は食べるものと着

るものは成熟段階にあるわけですが、住む所は悲

惨というか大きな差があるというようなことを書

いておられましたね。

吉　川：雑談になってしまいますけれど、今度の

サブプライムローン問題で、テレビで低所得者向

けの住宅ローンの焦げ付き問題が取り上げられて

その住宅をニュースで映すでしょう。我々の基準

からすると、これが低所得者の家なのかと目を剥

きますよ。アメリカの貧しい人は本当に貧しいで

すから、こんな家にそういう人が住むということ

になったら、いくらアメリカでももたないだろう

という気がしました。やはり住宅事情が違います

ね。

佐々木：そうですね。住宅に関するいろいろな提

案が先生の本に書かれています。今は所帯数より

も家の数の方が多くて、それがうまく機能しない

のは中古住宅のマーケットができていないという

か未成熟だということですが、アメリカではそう

いうのはやはり相当発達しているのでしょうか。

吉　川：それはいろいろな意味で、セカンドハン

ドの家というのをリサイクルしているわけですか

ら、だいぶ違うと思いますね。

よく言われることは、日本でも戦前の日本は

かなり借家というのがメジャーでした。一番分か
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りやすい例として夏目漱石がよく挙げられます

が、「我が輩は猫である」を書いた家から始まっ

て 3 回引っ越ししています。36 歳で東京に戻っ

たとき、まず千駄木、次に西片町（現在の文京区）、

そして最後、早稲田南町で亡くなります。その間、

借家で全部通しました。千駄木の家は、もともと

森鴎外が借家住まいしていて、その後、二高の斎

藤阿具教授が買い取り、渡英期間中、友人であっ

た漱石が森鴎外の旧居と知らず偶然借りた家でし

た。今、愛知県犬山市の明治村に移築されている

と聞きます。

佐々木：鴎外と漱石の不思議な縁ですね。

吉　川：そういう仕組みが第二次世界大戦でつぶ

れた。戦後は、大雑把に言えば、大家に非常に厳

しい政策が続いたわけです。1 つは地代の上限と

か、それから徐々に借地借家法で借地権が強くな

る。借りている方が弱いので保護すると言うと、

そこまでは聞こえがいいけれども、それをやりす

ぎると「じゃあもう貸さない」という所まで行っ

てしまう。もう 1つは、これこそ日本の常識でし

ょうが、土地はもちろん取引されるわけだけれど

も、上
うわ
物
もの
の評価はゼロとなっています。

ですから、個人の宅地でも、前の人の家が仮

に建っていても、まずは 99.9 ％壊す。更地にし

てまたもう 1回建てるというのが日本のルールに

なっています。アメリカではもちろんそんなルー

ルはありません。

佐々木：壊すなんていうことは、アメリカにはな

いでしょうね。日本人の潔癖性が原因でしょうか。

吉　川：今度首相になられた福田さんが、首相に

なられる前の昨年 5月に、自民党住宅土地調査会

長として「200 年住宅ビジョン」という政策提言

を発表しました。副題が「より長く大事に、より

豊に、より優しく」となっており、エコの面でも

いいことだと思いますよ。

日本の経済成長の過程と『失われた十年』

佐々木：先程日本の経済が非常に沈滞していた時

期があって、それから一気に奇跡の高度成長を遂

げて 1990 年代になってから突然成長がピタッと

止まりました。それから停滞が 10 年以上続きま

した。政府がいろいろな手を打ちましたが、結局

それほど効果は出ず、平均 1％程の成長率で来ま

した。今もまだ低空飛行しています。この辺りは、

どういうふうにお考えになりますか？

吉　川： 90 年代を俗に『失われた十年』（２）と言

うように、1 つのまとまった時代としていろいろ

な問題があるわけですが、戦後の日本経済を通観

すると、私は一番大きなターニングポイントはや

はり高度成長の終わりだと思います。高度成長と

いうのは、やはり欧米へのキャッチアップだった

と思います。それがほぼ一巡したのが 70 年代の

初頭だと思います。実はその後の日本経済は、90

年くらいまでは年平均 4％くらいの成長だったの

ですが、よく見るとやはり輸出の役割というのが

相当高くなっている。

日本経済をよくご存じの方でも、高度成長期に

輸出で日本は成長してきたんだろうという考えを

お持ちの方が多いです。しかし、これは誤解なの

です。というのは、恐らく日本の多くの企業、と

りわけ製造業が世界で勝負するというのは、品質

を向上したり、新しい物を作ったり、そういう道

場と言うか、輸出をすることによって、技術も磨

かれてきたということがあるんだろうと思いま

す。そういう意味で、輸出は大変大切。それから、

ご承知の通り、原材料などを全部輸入しています

から、これをファイナンスしなければならない。

その意味でも、十分なだけの輸出がなければいけ

ない。しかし、輸出が輸入を上回る、輸出の超過

分、純輸出と言いますが、これは、日本の高度成

長期全体で見ると平均してゼロです。

（２）日本のバブル崩壊後の 10 年（1992 ～ 2002 年頃）を指
す。イギリスの The Lost Decade（第二次世界大戦後の
1945 年～ 1955 頃）が語源。ラテンアメリカでは 1980

年代を指す。
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日本の高度成長は「内需主導」

吉　川：だから、高度成長期には外貨は別に貯ま

っていません。経常収支の黒字が始まったのは

70 年代からです。むしろ、度々貿易収支の赤字

に陥りかけて、そうなると日本銀行が金利を上げ

て、ちょっと経済のブレーキをかけて、ちょっと

した不況が来て、それで貿易収支が黒字になると、

ゴーサインを日銀が出す。

先程お話しした通り、高度成長期でも、輸出は

確かに 2つの理由で大切でしたが、しかし純輸出

が引っ張って高度成長したのではありません。で

すから高度成長は、分かりやすく言えば、ほぼ

100％内需によるものだったということです。

佐々木：確かにそうです。「三種の神器」とか言

ったのはみんな内需でしたね。

吉　川：車でもそうです。70 年くらいまでは、

日本の自動車産業は基本的には内需できたわけで

す。それが大きく変わったのが 80 年代です。純

輸出が膨らむのは必ずしも悪いとは言わないです

が、輸出は要するに外国の需要なのです。

貿易摩擦、円高そしてバブルは起きた

佐々木： 80 年代に入ると、日米間で貿易摩擦が

起こり、85 年のプラザ合意を機に大幅な円高ド

ル安が日本経済に襲いかかってきました。この辺

りはどうお考えでしょうか。

吉　川： 80 年代には、生活必需品はだいたい手

に入った。次に必要なのは住宅だったということ

でしょう。ちょうど 70 年代に OECDが、有名な

「日本人はウサギ小屋（３）に住んでいる」と報告書

に書いた。その頃に、もうちょっと地に足がつい

た所で、ちゃんと日本人がお金を使えば良かった

のでしょうが、しばらくして貿易摩擦が起こりま

した。働きすぎて貿易摩擦が起きた。それじゃあ

何 か し な く て は い け な い と い う の で

『前川レポート』がプラザ合意の翌年 86 年に出た

わけです。そこで出てきたキーワードの 1 つが

『ゆとり』だったのですね。

1985 年初には円が 1 ドル 240 円でしたが、数

年で 1ドル 130 円になった。こうして海外旅行が

5 割引の値札を付けたときに、国を挙げて国内リ

ゾート開発という方向に走っていったわけです。

もう 1 つが、日本の株価の上昇があったので

すが、「日本の金融制度、金融機関は素晴らしい」

「東京が世界のフィナンシャルセンターになっ

た」、したがって「東京のオフィスビルが足りな

くなる」と言うので東京のオフィスビルの開発が

起きた、この 2つです。要するに、不良債権の問

題の根っこというのは、ご承知の通り、土地がも

ちろんありますが、その土地融資は決してプレー

ンというか、まっさらな中でいろいろなことをや

って、何か焦げ付いたというのではないわけです。

もしバラバラにやっていれば、ミクロの間違い・

焦げ付きはそれなりに織り込み済みです。それが

大怪我にならないのは、ミクロの話だから打ち消

しあうわけです。

ところが、日本の場合には、先程言ったよう

に、大きなマクロ的な錦の御旗があって、かつ銀

行の方は、ご承知の通り大きな優良製造業企業は

もう銀行離れしている。そうすると、従来の顧客

がなくなってしまったわけですから、銀行業その

ものが縮小するということが合理的なのかもしれ

ません。言うまでもなく銀行がそれで「ああ、そ

うですね」「私たちのセクターは縮小します」と、

そんな話にはなりませんね。あるいは、海外の事

業を展開するという、それだけのノウハウも当時

はなかった。長い間、護送船団方式でやってきた

わけですから、世界の金融業と競争するという状

況では全然なかったわけです。それでも縮小はし

ない、とにかく自分たちは頑張るぞとなる。する

と新しい所に、どんどん貸せということになる。

（３）「ウサギ小屋」：原文（フランス語）では「cage a lap-
ins（カージュ・ア・ラパン）」。これは一つの成句で、
「画一的な狭いアパルトマンの多くから成る建物」と訳
されている。都市型の集合住宅のことを表す俗称。
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貸してくれという所はリゾート開発と東京のオフ

ィスビルの開発です。

今後の経済成長の見方

佐々木：その不良債権処理という調整が経済成長

を押し下げて、景気が沈滞していたということで

すね。この後、どうなるのでしょうか。この前政

府が 2％にするのか 3％にするのかと議論をして

います。他の国を見たらだいたい 3～ 4％が当た

り前だというのに、日本はどうも、去年も今年も、

来年も 2％いくかいかないか、という感じがしま

すがいかがですか。

吉　川：実質と名目の違いがあります。実質でい

けば、今 2％くらいの成長率ならば、日本経済と

しては悪くないし、国際的に見ても悪くありませ

ん。問題はインフレ部分です。日本はほとんどゼ

ロインフレなわけでしょう。他の国はだいたい 2

～ 3％のインフレですから、何％のインフレがい

いかといろいろな考えがあるでしょうが、ゼロイ

ンフレというのは確かにちょっと頼りないので、

通常は 1～ 2％くらいが、いいのではないかとみ

んな思っていいます。デフレはまずいということ

です。

佐々木：今、私の周り、例えば日本経団連へ行っ

ていろいろな話をしていると、割と楽観的に見て

いる人と、もう日本はダメだという人とに分かれ

ています。それで、そのダメだというのは、10年

くらいこんな状況で、これからも 2％程度の成長

だと、少子高齢化が進んで国内需要があまり増え

てこないだろうと言う。先程も言いましたが、子

どもが少なくて年寄りばかりになると、やはり経

済は伸びないという話になります。それから、世

界はグローバルで動いていますから、中国がそこ

そこ元気良くて、日本はだんだん押され気味。繊

維産業はもう、全部中国にやられちゃっています。

そういう状況の中で、これはやはり無理なのでは

ないかということです。

今、企業は好決算だと言っても、儲かってい

るのは北米、アジアなど海外部門です。トヨタで

も儲かっているのは北米で、日本ではあまり儲か

っていない。武田薬品もそうです。企業としては

連結決算ではそこそこ伸びているけれども、国内

が大したことない。そのことから「いやー、悲観

的になっちゃう」という声が聞こえます。

醤油メーカーの収益の半分が海外で上がる時代

吉　川：日本の企業が、特にグローバル企業であ

れば、企業活動としては海外シェアが高まってく

るのは当然だと思います。そのこと自体は必ずし

も悪くないのではないでしょうか。昨年の 3月決

算で、新聞を見ていて「えーっ」と思ったのは、

キッコーマンの決算で、収益の半分以上が海外と

いうことでした。初めの話に戻りますが、30 年

以上前にアメリカに行ったときは、マンハッタン

でも普通のスーパーには醤油はなかったと思いま

す。当時住んでいた町では、小さなオリエンタル

ショップで買っていました。10 年前に今度は

フィレンツェの近くの小都市シエナに行ったとき

は、普通のスーパーにキッコーマンが並んでいま

した。時代が変わったんだなあと思いました。そ

れからまた 10 年経って、昨年の決算を見て、

キッコーマンがウィスコンシンで現地生産してい

ることは知っていたのですが、それにしても醤油

という日本の独得な、まさに「ジャパニーズ」と

いう商品で、今や収益の半分以上が海外だという

のは、やはり非常にインプレッシブルでした。

佐々木：そういえば、最近 GNP に代わって

GNH（Gross National Happiness）という指標が

使われ出しています。日本国民全体の豊かさ、幸

福を見るという視点が必要だと思います。

日本的雇用慣行はどうなるか

吉　川：私の方から、佐々木さんにお伺いしたい

のは、この 10 年、やはり日本の雇用関係、慣行

がずいぶん変わったと思います。この 10 年くら
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いで非正規社員がずいぶん増えました。少し前ま

で大きな優良企業と言われるところは、長期雇用

で人材を企業内で育成すると言われてきました。

それが先程お話ししたように、ずいぶん変わった

ということですが、これは今後、少子高齢化の時

代に、我々経済学者は人的資本が大事だと強調し

ますが、やはりそういう面で、非正規社員に頼っ

ていくというようなことは、「勝ちパターン」で

はないと思います。別の言葉で言うと、ファース

トベストではないと思うのです。

この 10 年、非常に苦しい中で、企業がこうい

う模索をするという何かがあったのでしょうが、

これは経済がある程度安定して成長するようにな

ってくれば、だんだん昔のシステムのいいところ

に復帰していくというふうに考えていいのでしょ

うかね？

佐々木：私の個人的な意見ですが、非正規社員へ

の依存傾向は止まるだろうと思っています。なぜ

企業が非正規社員を採用するかと言えば、目先の

コスト削減が狙いです。でも、そうすると失うも

のがあります。パワーがやはり落ちます。もちろ

ん帰属意識とかロイヤルティも薄くなるのです。

だから、企業としては危険です。

といって、正規と非正規で労務費の差が非常

に大きいということがあります。これをどうする

かというと、2 つありまして、正規社員の賃金を

下げる、もう 1 つは非正規社員の賃金を上げる、

かです。今、私の周りの企業がやり始めているの

は、非正規社員の中で優秀な人を正規社員に移す。

この動きが結構出てきています。

トヨタでも正規社員にはしないけれども、そ

れに近い処遇にするとか、キヤノンの御手洗さん

もこの間、「うちもそろそろやらないと」とおっ

しゃっていました。

吉　川：マクロで言うと、いわゆる『ワークシェ

アリング』みたいなものに近いわけですね。

佐々木：それと正規社員が悲鳴を上げているの

は、パートが 5時半になると一斉に帰ってしまう

ということです。この間、ある損保会社に行った

ら、5 時半になると恐ろしいですよ、ビルからダ

ーッ！と人が出てくるのです。普通の会社じゃ起

こらないですよね。その後、正規社員が 9 時 10

時まで働く。要するにパートが抜けたすき間を社

員が埋めているのです。経営者は社員を採用して

しまうと機械を据え付けたというふうな感覚で、

フル稼働させろという考えですね、社員を徹底的

に使う。ところが社員の間で、こんなことして、

俺のライフスタイルはどうなるんだという疑問が

非常に募ってくる。

最近の 20 代、30 代は特にそういう傾向があり

まして、退社率もすごいですよ。東レでも私たち

の年代くらいだと、10 年経って 10 ％辞めたかど

うかでしたけれど、今だと 40 ％は間違いなく辞

めています。

ですから、正規社員と非正規社員のバランス

の問題、処遇の改善と、正規社員の会社での働き

方について、変えていかなければならないという

ふうになってきました。

一昨年、WAVE 出版から出版しました『ビッ

グツリー』という本に「ワークライフバランス」

という言葉をよく使いました。そのテーマで私

に講師を依頼してくる会社がたくさんあります。

東京電力、大日本印刷、サントリーなど、最近

は女性を中心に組織を作って、「ワークライフバ

ランス」を見直そうという動きが盛んになって

います。

吉　川：政府でも、昨年末、労使双方が参加した

ワークライフバランスの憲章が作られました。確

かに、私たち経済学者が外部から見ていても、今

のままでいいっていう感じはしませんね。

佐々木：個別の企業にとっては、今、当たり前の

ことをやっているつもりですが、その個別の企業の

常識が今まで非常識というか、海外の人から見たら、
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まったく非常識なことが行われていると見られてい

るでしょう。何で日本はこんなに野蛮な国なんだろ

う、というふうに思っています。あと10年経ち 20

年経ったら、「やはり変な社会だったね」というこ

とになるだろうと、私は思っています。

吉　川：やはり、先程の正規社員、非正規社員

の賃金のお話がありました。正規の方をもう少

し下げるしかないかというお話もありましたが、

もちろんそういう面もあるのでしょうが、もう 1

つは、会社全体としてやはりパイを大きく、高

付加価値というか、儲かるようにするというこ

とが必要です。

佐々木：正規社員の給料カットというのはあんま

りやらないのですが、実は家族手当とか何とか手

当といって、仕事の成果に関係なく出している労

務費があります。寮や社宅です。多くの会社では

今、社宅を撤収しています。社宅が古くなったら

立て替えないで全部壊してしまいます。それで、

「あなたはあっちの社宅に移りなさい」「あなたは

もう自分の家を買いなさい」ということをやって

います。そうすると、今まで家賃が 3万円で済ん

でいたのが、突然 15 万円とか 20 万円を払わなき

ゃいけない。

世界の大学ランキング（タイムズ誌）
－東大は17位－

佐々木：昨年の秋に、2007 年版『世界の大学ラ

ンキング』というのが出まして、日本の場合、

大学の資金力は東京大学が一番大きくて 130 億

円ある。それに対して世界トップのハーバード

大学が 1 兆円だというのですね。あとは 2 番が

スタンフォード大学、3 番がイェール大学と続き

ます。ハーバード大学の 1 兆円というと、要す

るに授業料を取らなくても大学の運営ができる。

この差は、ベンチャーなど企業に投資したりし

ているのですか。

吉　川：いろいろな理由があると思いますが、

よく東大も本当の民営化をしろとかおっしゃる

方もいる。なるほど今おっしゃったようなアメ

リカの大学というのは、100 ％いわゆる私立大学

です。しかしながら、日本の私立と同じだと考

えるというのは、いろいろ問題があるんですよ。

どういうことかというと、ハーバード大学が出

来たのが 1636 年だったと思います。それからイ

ェール大学は 1701 年、スタンフォード大学が

1891 年です。

佐々木：日本では徳川時代の初期から元禄時代と

いった頃ですね。

吉　川：アメリカ合衆国が独立したのが 1776 年

ですね。ですから、ハーバード大学はアメリカ合

衆国ができる 140 年前、つまり土地で言えば、イ

ンディアンとやり取りをしていた時代に創立され

たわけです。ですから、保有する財産が全く違う。

やはり、この 300 年の富の蓄積というのが大きい

わけです。卒業生の寄付もあります。それからあ

とは、やはり運用益もリターンが日本と違うわけ

です。MIT が一番高かったかな。15 ％とかべら

ぼうなリターンです。

エンゲル法則
－需要は必ず飽和する－

佐々木：先生のおっしゃる需要創造型の構造改

革、ウォンツを顕在化する、ニーズに転化すると

いうあの辺のことが、もうその通りだと思うんで

すが、何で動かないのでしょうか。

吉　川：経済成長を考える場合、経済成長はなぜ

起きるのか、また、なぜ抑制されるのか、いろい

ろな理屈があるわけです。人口成長が高い国と低

い国、確かに高い国の方がその分経済成長が高く

なる、それはその通りです。しかし私の持論です

が、経済の成長を抑制する最大の要因というのは、

人口ではなく非常に単純なことで、既存の財サー
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ビスに対する需要は、何をやっても必ず頭打ちに

なるということです。

佐々木：確かに、車もいっぱいになって、もうみ

んなが買わないですからね。

吉　川：そのことを経済学の世界で一番はっきり

言ったのが、少し前に日経のコラムにも書きまし

たが「エンゲル法則」です。あの、食料に対する

需要が頭打ちになるってことを言った法則です。

だから、食料だけだったら、成長ゼロの世界にな

る。ところがその後、経済成長してきている。も

とより食料以外のもの、産業で言えば農業以外の、

つまりは工業ということですが、それで成長して

きているわけです。工業といってもいろいろなも

のがあって、1 つの製品を見れば必ず需要が飽和

する、こういうことだと思うのです。もちろん 1

つの国の単位で考えれば、まずは自分の国から普

通スタートするわけですが、飽和したときにそれ

を打開する道は何かというと、もちろん輸出です。

ニューマーケットの発見ということです。繊維工

業を中心とする 19 世紀のイギリス経済はやがて

成長率が落ちていくということだったでしょう

が、イギリスは海外のマーケットの開発（インド

から最後は日本まで）をしたということです。し

かし、輸出をやっても何をしても、世界全体でも

同じ理屈が働きますから、ご承知の通り、車で言

えば既存の車はもう世界全体で飽和してくる。そ

れを突破するというのは、新しいもの、新しいサ

ービスだと思います。それが人々に受け入れられ

て、「なるほど便利だ」「これが欲しい」「これを

使いたい」と。

シュンペーターという有名な経済学者がいま

す。シュンペーターはウォンツなどは、一人一人

の消費者の頭の中にあるが、それはあくまで潜在

的だと言った。それを顕在化するのは、企業であ

るというわけです。私もその通りだと思います。

それこそが企業の役割なのではないでしょうか。

それは必ずしも、ハードだけではありません。

ハードだけでは成長できない、ソフトが大事
－人材がカギを握っている－

佐々木：これからは、ハードだけではなく、その

ハードをいかに消費者の欲求を引き出すような使

い方、感性を刺激するような利用法など、ソフト

商品、ソリューション的なサービスを充実させて

いくかということが需要創造のポイントになって

いくと思います。

吉　川：サービス業もピンキリなのではないでし

ょうか。例えば、非製造業には建設業も入ります。

建設業も実は、戦後のある時期は、非常に生産性

が伸びたセクターでした。それは、大型の機械な

どが導入されたからです。しかし、建設業は公共

投資などの関係で、スポイルされてしまった面が

あるのでしょう。やはり世界と競争するという感

じではなくなってしまいました。

佐々木：個別の技術を見ると、あのドーバー海峡

のトンネル工事を日本企業が受注しています。確

か、トンネルを掘る技術は世界一という話を聞き

ますが、全体として産業として見るとそうですね。

例えば、レストランもサービス業、どんな大

きなレストランでも所詮中小企業ですよね。 こ

れもピンからキリでしょう。つまり、予約が取れ

ないレストランもあるのですから。

吉　川：レストランの資本装備率は知れています

ね。要はシェフの腕でしょう。これは、経済学の

言葉で言えば『技術ファクター』です。それが付

加価値を生むのです。ですから、予約の取れない

レストラン、これをちょっと頭の中で想像すれば、

その付加価値率、収益率はすごいのではないでし

ょうか。こういうものが一方ではある。旅館のよ

うな観光業、もちろん非製造業ですが、『プロジ

ェクト X』で見ましたが、大分県の観光地の湯布

院では、一時ずいぶんと厳しい状況にまで行った

みたいです。それが今では湯布院というブランド

で蘇りました。別に東京の真似をしているわけで
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はなくて、むしろ東京と逆のコンセプトで「豊か

な田舎」というコンセプトで成功している。です

から、観光なんかでもいろいろな話を聞きます。

金沢の方の大きい旅館で、お客さんは中国や韓国

の人が多いらしい。何のことはない、仲居さんた

ちが「いらっしゃいませ」を韓国語で言えるよう

にしたというちょっとした努力です。それから北

海道の倶知安町が成功例で、オーストラリアの人

がスキーを楽しみに来るということで、地価も上

昇ということになっています。結局行き着くのは

やはり人材なんですね。湯布院などは、地元の方

が頑張ったみたいなんですが、いろいろな成功例

で、ちょっと外部の人が入って、例えば、アメリ

カ人の女性が地方の町に 1人きて、造り酒屋に入

って頑張ってね、「町おこし」をしたというのも

あります。

佐々木： 2 年前の本誌で新春対談のお相手をして

いただいたセーラ・マリ・カミングスさんと長野

県の小布施町の話ですね。小布施町の造り酒屋で

対談しました。

吉　川：そうですか。何と言うのか、どっぷり漬

かってみんなで暗中模索するのとは違い、外国人

など全然違った目で見ると、「いや、ここに宝の

山がある」というようなものが見えるってことが

あるのではないですかね。

海外から人財を導入する

佐々木：そうですね。統計委員会の話に戻ります

が、みんな統計の専門家ばかりの中で、私なんか

非常にマイノリティですが、何でこんな細かいこ

とを議論するのかなぁと思って、どうでもいいじ

ゃないそんなこと、というような考えがありまし

てね。「これは 1986 年にこうなってああなって」

と言われると、「あぁそうですか、どうぞ」とい

う感じになってしまう。やはり、先程言われたよ

うに違う目で見ることが大事だと思います。

吉　川：そうですね。あの会議は日本の統計の世

界では、会社の役員会みたいなものなのですが。

ちなみに今、『外国から来る』というところが、

マクロスケールでも大事だと思いますよ。先程の

例は、1 つの地域で町おこしによって観光客や外

国人の目が向いたのですが、日本経済全体の将来

にとっても、私は大きいと思います。要するに外

国人がどれくらいこの日本列島の上を通過してい

くか、というのが、住み着かなくても、いろいろ

な人がいろいろな理由で、ビジネスで来る、コン

ファランスで来る、とにかく日本列島を経由して

いくのか、あるいは敬遠されバイパスされるのか、

で大違いだと思います。

理数系離れと理数系の経済学部進級

佐々木：理数系の人材育成というか、理科離れに

ついての先生のお考えをお伺いしたいと思いま

す。弊社の 2代前の社長の原陽一郎さんが今、学

長を務めて長岡大学改革の先頭を走っておられま

す。原学長に言わせれば理数系離れは日本もアメ

リカも同じ状況だと、ヨーロッパも同じだという

ことです。要するに若者が必ず持つような志、何

かを目指して頑張ろうというような大志というも

のがだんだん薄らいできているということです。

また、企業では理科系の人はどちらかという

とあまり表に出てこないで、研究開発とか製造現

場などで働いている。それでもって、生涯賃金も

低いから、あまり努力しないで稼げる分野に行こ

うというような問題があるということですが、そ

の辺についてどのようにお考えですか。

吉　川：私はやはり理科の人材というのは大変大

切だと思っています。私自身はいわゆる日本の分

類でいう文科系の経済学部ですが、理科ファンで

す。やはり理科の人がいろいろな意味で社会を支

えている。その意味で、お話にあったいわゆる理

科系人材の処遇というのが日本の会社では少し低

いのかもしれませんね。ものすごいホームラン級

の技術開発をした人の報償を巡った訴訟などが
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時々話題になりますが、それは企業で然るべく対

応することだと思います。

少しその問題を考えるために歴史を遡ります

と、そうした理科教育とか理科人材、それとビジ

ネス、企業、産業界との関係というのは、やはり

時代のうねりがあると思っています。例えば、大

正時代というのは、相当理系の人たちのベンチャ

ー熱が高まった時代で、また、社会もそれを許容

する時代でした。具体的には、理化学研究所とい

うのがあって、東大工学部の大河内正敏教授が大

変なボスで、第 3代所長に就任後、研究成果の事

業化を目的とした理化学興業株式会社を設立しま

した。東大自体は少し前に独立法人化したのです

が、独法化前のがんじがらめの状態からすると、

想像できないようなところがあります。

大正の当時は、会社の社長を東大の教授が兼

務するのは自由で、理系の教授が自分で会社を創

って、社長に納まっている事例がたくさんありま

す。大河内教授の理研経由で、今でも残っている

会社があります。例えば、味の素ですが、あれは

理研の創立に参画した池田菊苗博士が発見したグ

ルタミン酸ソーダがベースです。それから理研生

みの親の一人である高峰譲吉博士（現・三共の創

業者）のタカジアスターゼなどもあります。

第二次世界大戦後になると、ある時期理科熱

が非常に高まったことがあって、これは私も『高

度成長』という本の中に書きましたが、60 年前

後に国立私立合わせて、大変な理科系の学生定員

の増員をやったわけです。

それから、高等専門学校が全国にありますが、

国立の短大のようなエンジニアを養成する学校で

す。これも 61 年の高専法成立の翌年 62 年に 12

校が設立されました（現在 64 校）。

要するに、今後は、理工教育こそが日本の生

命線である。日本の屋台骨は技術力だというコン

セプトを 60 年頃に持っていたということです。

それが政界、財界、大学あるいはマスコミも含め

て、とにかく社会全体で共有されて、もちろん当

時の文部省、要はオールジャパンで実現したわけ

です。これは、今の日本のいろいろな動きの遅さ

からすると、考えられないようなスピードだった

と思います。ところがその後、60 年代の終わり

になると、大学紛争の中で、産学協同反対という

のがありました。

それからゆとり教育で、例の有名な『πを 3

にする』というところまで行ってしまったわけで

す。でも、あれはある意味では良かったと思いま

すよ。あれがあったおかげでみんな「ここまでや

るのか、これはひどいぞ」と気が付いた。あの

「πが 3.14」のままだと、ゆとり教育にストップ

がかかったかどうか分からないところでした。

これから活躍するフィナンシャルエンジニア

吉　川：それから、もう 1つ、私たちの大学で言

いますと、経済の世界でも特に金融のところで、

フィナンシャルエンジニアリングを育てて、外国

と伍していくためには、いわゆる理科系の頭脳が

必要なわけです。それでこの 4月、経済学部に金

融学科というのを作りました。

また東大では、1・ 2 年生は駒場のキャンパス

に通うわけですが、経済は文科だけれども、フィ

ナンシャルエンジニアリングは先程からお話しし

ているように理科系の人に向いているので、駒場

に理科で入った人が経済学部に進学できるように

したわけです。

佐々木：なるほど。我々の頃とは大分変わってき

ていますね。

吉　川：大リストラですよ。実はいろいろな問題

があるのです。大学内の学生が動くわけですから、

それはいろいろな学部に様々な影響が出てくるわけ

ですが、これは実行しました。それで私たちの学部

が300人強の定員ですが、昔の経済学部は文科Ⅱ類

から上がって来る学生がほとんどで、他の科類から

も1人とか2人とかという具合でした。それが、来

年進学してくる学生からですが、50人くらいが理

科Ⅰ類、Ⅱ類から来ると期待しています。
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佐々木：サービス産業の生産性向上策というの

は、20 年 30 年前から言われて久しいですが、こ

れこそやはり、人間に関わる問題だと思います。

サービス産業における生産性の向上というのは、

先生も書かれているように、なかなか計量できな

いところがあるわけですね。ただ、同じ成果の出

る仕事を時間内にピシッとやるか、残業してやる

かで、これ生産性は変わってくるわけですね。

吉　川：生産性を計るのは難しいという事例です

が、ものによっては計ることができます。例えば、

レストランでいくらの値段を取れるかということ

です。旅館でも 1泊いくらの料金を取れるかとい

うことです。自分勝手な値段を付けたら、すぐ倒

産するかもしれない。そういう意味で、生産性と

いうのが計られるんだろうと思います。

やはりお話の通り、人材ですね。それには先

程も申し上げた通り、それだけがすべてじゃな

いでしょうが、やはりどこか外部の目というか、

それは実はサービス、非製造業だけではないで

しょうけれども、大学でも同じです。先程佐々

木さんがおっしゃった統計委員会でも同じグル

ープだけでやっていると、暗黙のルールができ

てきて、そこにいる人たちの間ではもうそれで

いいということになってしまう。岡目八目と言

うか、外部の目がとても大事な意味を持ってい

ます。

佐々木：たとえ話で『茹でガエル』の話がありま

すが、変化していく状況に素早く対応していかな

いと、それと気付いたときには取り返しのつかな

い状況になっている。要するに、日本人はちょっ

と動くのが億劫なところがありますので、それを

変革しないといけないということですね。

本日はご多忙のところ、いろいろ示唆に富ん

だお話をありがとうございました。


