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＜ポイント＞  
 
■ 民主党の経済政策のアキレス腱は、成長戦略が欠如していることである。マクロ政策運

営の意識も薄いようにみえる。 
■ 家計が豊かになることを目指すべきという民主党の考え方は正しいが、豊かな国民生活

の実現のためには所得のパイを増やす成長戦略が必要不可欠である。企業活動が活性化

しなければ、家計も豊かになれない。 
■ 人口減少で国内市場のパイが増えない以上、日本企業はアジア新興国など海外市場の開

拓に注力する必要がある。新政権が FTA・EPA 交渉を迅速に進め、企業がグローバル戦

略を展開しやすい環境を整備していくことを期待したい。 
■ 農業、医療、教育など、潜在需要があるのに強い規制の下で非効率に運営されてきた分

野では、抜本的な規制緩和により産業としての活性化を図る必要がある。 
■ 環境関連分野には思い切った資源配分を行い、規制緩和を徹底して新規事業創出を促す

ことによってイノベーションを加速し、産業を活性化させるビジョンを示すことが望ま

しい。 
■ 新政権が温暖化ガスの中期目標として 1990 年対比 25％削減という「意欲的」な目標を

掲げたことは、（この数値の妥当性はともかく、）日本の産業の枠組みを変えるきっかけ

になる可能性がある。 
■ 民主党は中小企業法人税の引き下げを表明しているが、企業活性化を図るには大企業に

も目を向け、主要国の中で も高い法人税を引き下げることが望まれる。 
■ 官僚依存からの脱却のためには、新設の国家戦略局（現状、室）がマクロ的な戦略とビ

ジョンを持つ必要がある。 
■ 新政権はマニフェストの基本的な考え方を尊重しながらも、実際の政策はより合理的、

整合的なものへと修正していく勇気を持つことが必要だろう。 
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はじめに 
2009 年 8 月の総選挙の結果、歴史的な政権交代が実現し、民主党の鳩山由紀夫代表を首相

とする社民党、国民新党との連立政権が誕生した。 
政権発足後直後の記者会見では、新閣僚が役所の用意したメモに頼ることなく、自分の言葉

で語っており、熱意の伝わるものであった。閣僚人事でも役所が嫌う人物を大臣に充てるなど、

政治主導へ向けての本気度が伝わってくる。10 月に行われた 09 年度補正予算見直しと 10 年

度予算概算要求出し直しでも、官僚に頼らず政治主導で進める従来にない光景が見られた。 
今、多くの国民は政権交代で生じた変化を実感し、今後どのような政策が実行されるのかを、

期待と不安の両方を抱きながら見つめている。 
一方で、日本経済の現状は決してよくない。景気は 悪期こそ脱したものの、日本経済は依

然として民需の自律回復にはほど遠い状況にある。雇用悪化に歯止めがかからないなか、景気

が今後息切れして二番底をつける可能性も否定できない。 
 鳩山新政権はこの難局にどう取り組んでいこうとしているのか。鳩山政権は直ちに今年度補

正予算の組み替えと来年度予算編成に取り組むことになるが、それが目先の景気にどのような

影響を与えるのか。民主党の経済政策については成長戦略がないとの指摘が多いが、この点は

大丈夫なのか。鳩山政権の経済の舵取りは、これまでの自民党政権の政策とどのような点で異

なるものになるのか。 
本稿では、新政権下でとられると予想される経済政策について民主党のマニフェスト（政権

公約）をもとに考察し、今後の注目点や留意点について指摘してみたい。 
 
成長戦略の欠如がアキレス腱 

民主党のマニフェスト（図表１）に掲げられた経済政策の 大のアキレス腱は、成長戦略が

欠如していることである。この弱点を補うため、選挙戦の中盤にマニフェストに次の文言が追

加された。 
「子ども手当、高校無償化、高速道路無料化、暫定税率廃止などの政策により、家計の可処

分所得を増やし、消費を拡大します。それによって日本の経済を内需主導型へ転換し、安定し

た経済成長を実現します」 
つまり、庶民に対してバラマキを行えば、消費が増えて景気が良くなるという発想であるが、

これは成長戦略とは言えない。 
日本の厳しい財政状況を考えれば、大盤振る舞いの家計支援策を恒久的に続けることは不可

能である（当てにしている霞が関の「埋蔵金」も税とは違って一回限りの財源である）。家計へ

の支援金が一時的なものであれば、消費刺激効果は一過性にとどまる。また、国民から見れば、

国が家計支援のために使ったカネは後で税として徴収されることが想定されるため、国民の間

に「一時的に収入が増えても、どうせ後で税金で取られるので、貯蓄した方がよい」という合

理的期待が生じて、短期的な景気刺激効果すらも薄れることが予想される。 
更に、民主党の政策は所得再分配に傾斜しているが、所得再分配は成長戦略とは全く別物で

ある。もちろんマクロの所得分配の公平性を高め、安心できる社会をつくることは大切だ。し

かし、例えば子供手当をもらう家庭で可処分所得が増えても、子供のない家庭では配偶者控除

や扶養控除が減額されて可処分所得が減るのであれば、マクロの消費は増えない。つまり、財

政拡大によるバラマキやゼロサムの所得再分配は、経済のパイを拡大させる成長戦略にはなり

えない。 
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目先の景気下支えは大丈夫か 
成長戦略がないだけでなく、そもそもマクロ経済運営の意識が薄いように見える点もやや気

がかりである。景気実態の把握や経済対策の取りまとめを担う司令塔が政府のどこになるのか

も見えにくい。 
目先の景気下支え策が適切に行われるかどうかという点も懸念材料である。 
日本経済は、 悪期は脱したとはいえ、持ち直しの原動力は世界各国の財政出動による外需

の回復、公共投資の増加、消費刺激策といった政策の効果によるもので、民需を軸とした自律

回復は今なお展望できない状況である。図表２に見るように、雇用者数は 09 年 6 月をボトム

に足元やや持ち直しているが極めて低水準で推移しており、賃金も前年比で大幅な減少が続い

ている。このような厳しい雇用・所得環境のもとでは、個人消費の低迷は避けられない。

図表１　　民主党のマニフェストの主な政策メニュー（抜粋）

○ 中学卒業まで月額2万6000円（年31万2000円）の「子ども手当」を創設
○ 出産一時金を見直し、出産時に55万円まで助成
○ 公立高校授業料を実質無償化、私立高校生には年12万円（低所得者は24万円）を支給

　子育て・教育 ○ 大学などの学生に希望者全員が受けられる奨学金制度を創設
○ 生活保護の母子加算を復活し、父子家庭にも児童扶養手当を支給
○ 保育所の待機児童を解消する（小中学校の余裕教室・廃校を利用した認可保育園分園
　　の増設など）
○ 月額10万円の手当付き職業訓練制度により求職者を支援
○ 雇用保険を全ての労働者に適用し、雇用保険の国庫負担を法律本則の「4分の1」に戻す
○ 製造現場への派遣を原則禁止する（新たな専門職制度を設ける）

　雇用 ○ 2ヵ月以下の労働者派遣を禁止、「日雇い派遣」「スポット派遣」も原則禁止
○ 派遣労働者と派遣先労働者の均等待遇原則を確立
○ 最低賃金を引き上げる（全ての労働者に適用される「全国最低賃金」（800円を想定）を
　　設定、最低賃金の全国平均1000円を目指す）
○ 地球温暖化対策を協力に推進、CO2等排出量につき2020年までに25％減（1990年比）、
　　2050年までに60％超減（同前）を目標とする
○ 全量買い取り方式の再生可能エネルギーに対する固定価格買取制度を早急に導入

　環境 ○ 効率的な電力網（スマートグリッド）の技術開発・普及を促進
○ 住宅用などの太陽光パネル、環境対応車、省エネ家電などの購入を助成
○ 1次エネルギーの総供給量に占める再生可能エネルギーの割合を2020年までに10％
　　程度の水準まで引き上げる
○ 環境技術の研究開発・実用化を進めることで、わが国の国際競争力を維持・向上させる
○ 中小企業向けの法人税率を現在の18％から11％に引き下げ

　中小企業
○ 「中小企業いじめ防止法」を制定し、大企業による不当な値引きや押しつけ販売、
　　サービスの強要などを禁止
○ 使い勝手の良い「特別信用保証」を復活
○ 中小企業の技術開発を促進する制度の導入など総合的な起業支援策を講じることで、
　　「100万社起業」を目指す
○ 「消えた年金」「消された年金」民代への対応を国家プロジェクトと位置づけ、2年間
　　集中的に取り組む
○ 全ての人が「所得が同じなら同じ保険料」を負担し、納めた保険料を基に受給額を計算
　　する「所得比例年金」を創設

　年金・医療 ○ 消費税を財源とする「最低保障年金」を創設し、全ての人が7万円以上の年金を受け取
　　れるようにする
○ 後期高齢者医療保険制度を廃止
○ 社会保障費2200億円の削減方針は撤回し、医師・看護師・その他の医療従事者の増員
　　に努める医療機関の診療報酬（入院）を増額
○ 介護労働者の賃金を月額4万円引き上げ
○ ガソリン税などの暫定税率を廃止し、2.5兆円の減税を実施

　地域 ○ 高速道路を原則無料化して、地域経済の活性化を図る
○ 農畜産物の販売価格と生産費の差額を基本とする「戸別所得補償制度」の創設により、
　　農山漁村を再生する

出所 ： 「民主党・2009年版マニフェスト」をもとに作成
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出所 ： 総務省「労働力調査」、厚生労働省「毎月勤労統計」より作成

図表２　　　雇用者数と賃金（現金給与総額）の推移

（万人） （％）

 
 
 
 

図表３　　企業内失業者は80年代以降で最大の水準

（注）・総務省「労働力調査」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」、経済産業省「鉱工業生産指数」、
　　　　内閣府「国民経計算」により作成。
　　　・稼働率とタイムトレンドの2 変数を説明変数とする労働生産性関数を計測する。上図は期間中
　　　　のピーク時の稼働率を代入した結果を適正労働生産性としたケース。
　　　・08年1～3月期の企業内失業者数（推計結果）は、全産業で607万人、製造業で369万人。
出所 ： 内閣府 「経済財政白書　2009年版」
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新政権による子ども手当、高校無償化などの家計支援策は、2010 年度の個人消費の底割れを

防ぐだろうが、その効果は一時的かつ限定的とみられる。企業部門が回復して人件費抑制姿勢

が緩和しないことには、雇用も賃金も増えない。また、製造現場への派遣の禁止が本当に実行

されれば、失業者が更に増えると予想される。 
 内閣府の推計によれば、金融危機による急激な需要の縮小を受けて、余剰人員となっている

「企業内失業者」が 09 年 1～3 月期には 大 607 万人にのぼっており、これは 1980 年以降で

悪の水準である（図表３）。企業内失業者を本当の失業者にさせないためにも、不況からの脱

出が急務である。また、新規の雇用を増やすためにも、景気を良くすることが必要なことは言

うまでもない。 
 つまりは、雇用情勢の改善には景気の回復が必要不可欠である。新政権は今年度補正の一部

執行停止と来年度予算の全面的組み換え作業に着手することになるが、景気・雇用対策が喫緊

の課題であることを認識し、景気に十分目配りした慎重な対応を期待したい。 
 
パイの拡大がなぜ必要か 

「もう成長至上主義はたくさんだ」「経済成長しなくても、安心な社会で皆がのんびり仲良く

暮らしていければいい」と言う人も少なくない。しかし、成長しなくてもいいと考えるのは間

違いである。人口減少社会の日本が GDP 規模で世界第二の経済大国の座を中国に奪われるこ

とはそれほど深刻な問題ではないが、国民生活の豊かさに直結する一人当たり GDP を維持・

向上していくことは重要である。生活の質を維持するためには、GDP は減ってもよいが一人当

たり GDP は低下させてはならないのであり、そのためには成長戦略が欠かせない。 
 人口減少社会に移行して潜在成長率の低下が見込まれるなか、経済を活性化させてパイを拡

大することで、一人当たり GDP を維持、拡大しなければ、われわれの生存を支えることはで

きない。医療や福祉、教育の充実、社会の安全の維持などは所得があって初めて可能になるも

のであり、所得を増やすには成長が必要である。成長しないパイをどう配分したところで国民

は豊かになれないのだが、政治の関心が分配問題に集中し、パイを大きくする成長戦略に向い

ていない点はやはり問題であろう。 
 
企業の活性化なくして成長はない 

成熟社会は企業ではなく家計が主役になる社会であり、家計が豊かになることを目指すべき

という考え方は間違いではない。「子ども手当」などの家計支援策も企業から家計への所得移転

のルートが目詰まりを起こしている現状では必要な政策と言える。 
 しかし、家計が豊かになるためには成長が必要不可欠であり、企業活動が活性化しなければ

成長はありえない。シュンペーターが指摘したように、資本主義は創造的な企業家のイノベー

ションによって発展するのである。新しい財やサービス、市場をつくり、富を創出する活動を

行うのは企業であって、家計や政府ではない。富の公正な配分は大事だが、そもそも富を創出

しなければ配分ができない。 
したがって、経済政策には富を生み出す唯一の主体である企業を活性化するスタンスが必要

であるが、民主党の政策スタンスは次の 3 点で、企業の活性化にマイナスに作用する可能性が

あることに注意すべきであろう。 
①外需依存体質から内需主導への転換を強調するあまり、グローバル化に対応した企業経営

を阻害する可能性があること 
②中小企業支援とベンチャー立ち上げ支援を除き企業への支援策がほとんどないこと 
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③産業育成政策がほとんどないこと 
 

グローバル戦略強化に動く企業 

 では、企業が活性化して成長するには何が必要か。08 年 9 月のリーマン・ショック後の世界

不況で日本は先進国の中で も深い景気後退に見舞われたが、これは日本経済が外需に大きく

依存していたからである。これに懲りて企業は内需への転換を急ぎ、海外市場への展開にブレ

ーキをかけるべきだろうか。もちろん答えはノーである。 
図表４に掲げたジェトロのアンケートに見るように、金融危機後日本企業は海外市場開拓を

むしろ積極化している。海外展開の重点ターゲットは成熟した米欧先進国市場ではなく、今後

中長期的に成長の見込めるアジア新興国市場である。 
注目すべきは、今回の危機であまり打撃を受けていない内需型企業も、新興国市場への進出

を加速させていることだ。人口減少で日本市場のパイが増えない以上、今こそ新興国市場を開

拓すべき時と考えているのである。 
カジュアル衣料の勝ち組であるユニクロを展開するファーストリテイリングが今年 4月のシ

ンガポール出店を皮切りにアジアで年 100 店出店する計画であるほか、宅配便 大手のヤマト

ホールディングスが来年 1 月の中国上海進出を皮切りにアジアでの事業展開を表明するなど、

ここにきて企業の新興国市場攻略の動きに拍車がかかっている。 
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海外での新規ビジネス展開を中止・延期する（103）

海外での新規ビジネス展開を開始する（157）

海外での既存事業を拡充する（159）

（注） カッコ内の数字は回答企業数。
出所 ： ジェトロ 「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」（09年3月） をもとに作成

（複数回答、ｎ＝690）

（％）

図表４　　日本企業の米国発世界金融危機の影響への対応
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FTAを推進できるか 

政府がすべきことは、日本企業が海外市場開拓に積極的に乗り出すのを後押しすることであ

る。この点で民主党が内需主導型経済への転換を強調するあまり、国内の需要づくりを偏重し、

今後の成長に欠かせない外需の取り込みへの支援が手薄になることが危惧される。 
 重要性を増しているのは自由貿易協定（FTA）や経済連携協定（EPA）だ。全般に内向き姿

勢が目立つ民主党の政策の中で、日米 FTA の推進をマニフェスト（政権公約）に盛り込んだ

点は評価に値しよう。これまで日本は FTA 交渉で出遅れており、特に米国との FTA は農業問

題がネックとなり、手がつけられなかったからだ。農業関係の既得権益者の反対は強いが、新

政権が強いリーダーシップを発揮して締結へ向けた交渉を前進させることを期待したい。 
 米国だけでなく、EU（欧州連合）や韓国などとの FTA・EPA 交渉も進める必要がある。 
 近、世界の FTA で先手を打っているのは韓国だ。韓国政府は FTA を軸に輸出市場を拡大

する路線を打ち出し、米国、インドなどとの FTA を妥結した。今年 7 月には EU との FTA 交

渉を妥結させ、早ければ 2010 年上半期中の発効を目指している。この協定により韓国製品に

対する関税（薄型テレビが 14％、自動車が 10％）の撤廃が実現する一方、日本製品への高率

な関税が続けば、日本企業は韓国企業との価格競争上、不利な立場に追い込まれる。日本は

FTA・EPA 交渉を迅速に進め、企業がグローバル戦略を展開しやすい環境を整備していかなけ

ればならない。 
 
内需拡大のために規制緩和が不可欠 

 経済を活性化させるのに、 も効果的な方法は市場で競争することである。規制緩和を進め、

新規参入者を増やして競争を加速させることが有効だというのが人類の英知である。 
 日本が内需拡大を図る場合、欠かせないのは規制緩和である。日本では製造業に比べてサー

ビス業の労働生産性が低いが、その一因は規制に守られて競争が阻害されていることにある。

このことは、規制緩和を推進してサービス業の労働生産性の引き上げを図ることが内需の拡大

に直結することを意味している。 
農業、医療、教育など、これまで極めて強い規制の下で社会主義的に非効率に運営されてき

た分野では、抜本的な規制緩和を行うことで成長産業としての活性化を目指すべきである。 
 
農業、医療を成長産業にできるか 
農業分野では、農地を流動化し、やる気のある農家に多くの農地を集約することや、多様な

農業経営の形態を認めることで多くの労働者を農業分野に吸引することを促す規制緩和や誘引

づくりが必要である。農業の担い手の育成と大規模化による生産性の向上を図り、農業を競争

力ある成長産業にしていくことが望まれる。 
民主党は、農家を対象に「戸別所得補償制度」を導入するとしている。農業支援策を価格下

支え型から所得補償型に移行すること自体は欧米各国の潮流に沿うものであり、また同制度を

FTA推進とセットにした点1は合理的なアプローチとして評価できる面もある。しかし、民主党

の戸別所得補償制度は、経営規模や将来性の差を無視して農家の所得を補助金で下支えすると

いうもので、これは農家の競争力強化や農村の活性化にはつながらない可能性が高い。これま

で経営努力を重ねてきた農家のやる気を削ぐ弊害も予想される。農業を産業として成長させよ

うという視点が欠落していることが残念である。 

                                                  
1 自由化で農産物価格が下がっても、所得補償があるため農家の不利益にはならないとする考え方である。 
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医療分野では、医療サービスの中で国民皆保険として公が守るべき範囲と市場経済を認める

範囲とをうまく分けることにより、多くの国民が自分の健康を守るためにより積極的に医療分

野に支出するようになり、産業としての成長を促すことができるはずだ。 
新産業の創出を阻害している各種規制の見直しも必要である。例えば、ロボット技術を活用

した斬新で画期的な医療機器を開発しても、日本では新規として薬事申請すると認可を受けづ

らいため、既存医療機器の一部改良と見せかけて申請しなければならないという話がある。風

力発電では、姉歯元建築士による耐震強度偽装事件を契機とした建築基準法改正（07 年 6 月）

後、風車にも一般の超高層ビルと同じ厳しい耐震設計が義務づけられたことで風力発電建設に

急ブレーキがかかった例もある。こういった不合理で硬直的な規制は、早急に緩和すべきであ

ろう。 
 
国はビジョンを示せ 

 日本の経済政策に欠けているのは、この国が経済的に豊かになり国民が幸福になるためのビ

ジョンである。地球環境問題や資源制約問題への世界各国の取り組み、新興国経済の台頭とグ

ローバル競争の激化といった世界経済の環境変化を認識した上で、その中で日本経済の競争力

をどのように高めるかという方向性を示すことが望まれる。こうしたビジョンがあって初めて、

それを前提とした医療・福祉・教育などの社会システムのあり方の本質的な議論が可能になり、

戦略的な経済政策が打てるようになる。 
 この点において、米国のオバマ政権の経済政策は、財政出動による目先の緊急避難的な金融

危機封じ込め・景気下支え策と合わせて、グリーン・ニューディール政策に見られるような戦

略的なビジョンが打ち出されている。 
今の日本に求められる成長戦略とは、環境関連等の成長分野に思い切った資源配分を行った

り、規制緩和を徹底して新規事業創出を促したりすることによってイノベーションを加速し、

産業を活性化させるというビジョンを示すことである。 
 
環境・エネルギー分野でも産業育成の視点が必要 
 これからの成長産業と目される環境・エネルギー分野では、国が明確なビジョンを示し、官

民が連携して産業として育成していく必要がある。 
水ビジネス関連を例にとれば、シンガポールには政府主導で水関連事業を育成し、その技術

やシステムを世界に輸出しようという戦略がある。また、韓国にも国の明確な水戦略があり、

06 年 12 月に推進部署（SEAHERO）を設置し、海水淡水化に特化した水ビジネス戦略を推進

している。日本ではこのような水事業に関する国の明確なビジョンと戦略が不在である。日本

企業はろ過膜など水関連の機器・素材では高い技術力を持つが、世界の水処理事業全体の 9 割

を占める水道事業の管理・運営にはほとんど食い込めていない。総合力で海外の水メジャー企

業に対抗していくために、政府が国家戦略として水ビジネスを捉え、政府のバックアップ体制

のもとで官民連携して水ビジネス産業を育成していくことが望まれる。 
 民主党の政策は、環境・エネルギー政策を重点項目の一つとして重視しているものの、地球

温暖化対策で世界をリードすると宣言することが主目的となっているように見え、環境ビジネ

スを創造し産業育成を図るという視点が欠落している。環境分野での局所的な助成金のバラマ

キだけにとどまらず、産業育成をにらんだしっかりした環境戦略のビジョンを示し、その実現

に向けた制度や仕組みを設計することが重要であろう。 
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環境分野では規制が産業創出を促す面も 

 先ほど産業創出のために規制緩和が必要と述べたが、環境規制に関しては逆に規制の強化が

産業創出につながる場合がある。適正に設計された環境規制は企業のイノベーションを誘発し

て競争力を向上させ、環境ビジネスの持続的な成長を促すと期待されるからである2。 
日本では 70 年代にガソリン車には厳しい排ガス規制を適用しながら、ディーゼル車をその

対象から外したために、日本のディーゼル車の国際競争力低下を招いたという苦い教訓がある。

環境ビジネス振興策として戦略的に環境規制を強化することは有効な政策と考えられる。 
 この点に関しては、鳩山首相が 2020 年までの日本の温暖化ガスの中期目標として「1990 年

比 25％削減」という厳しい目標を掲げ、温暖化対策は経済成長を妨げるものではなく、技術革

新を通じて日本経済に新しいフロンティアをもたらすものと述べていることは、方向性として

は正しい。確かに、この目標の水準が産業競争力を高めるために「適正に設計された規制」と

言えるのかどうかは疑わしい（この日本の目標値は、国際的公平性、実現可能性、国民負担の

妥当性の 3 点において問題がある）。それでも政府が 25％削減という「意欲的」な目標を内外

に表明した以上、これが日本の産業の枠組みを大きく変えるきっかけになる可能性がある点に

注意する必要がある。 
 環境政策については、環境規制強化というアプローチのほか、うまく機能していない既存の

規制の見直しも必要だろう。例えば、使用済みペットボトルをリユース（再利用）して何度も

使うということを想定していない容器包装リサイクル法などの不適切な規制は早急に見直すこ

とが望ましい。 
 
太陽光発電の固定価格買取制度は拡充へ 
 再生可能エネルギー関連の政策としては、太陽光発電の需要掘り起こし策としてドイツで大

きな効果をあげた「フィードインタリフ（固定価格買取制度）」を真似た制度を日本でも 09 年

11 月から一般家庭を対象に導入することが、麻生政権下で決まっている。民主党は、同制度を

太陽光だけでなく、風力、地熱、小規模水力も対象に加えることや、買い取り対象を余剰電力

だけでなく全量に拡げるという制度拡充をマニフェストに明記している。日本で導入予定の固

定価格買取制度はドイツの制度に比べて優遇買取のインセンティブが小出しで中途半端な印象

は拭えず、この点では民主党の掲げる政策の方が望ましいと評価できよう。 
太陽電池に限らず、蓄電池、燃料電池、次世代照明など日本が強い技術力を持つ領域では事

業創出を促す思い切った支援制度を、諸外国の後追いではなく先陣を切って導入していくべき

であろう。 
 
法人税引き下げと消費税引き上げは国際潮流 

 民主党は中小企業法人税の引き下げをマニフェストに盛り込んでいるが、7 割近い中小企業

が赤字で法人税を払っていない中、その効果は限定的と思われる3。中小企業対策としては、企

業体力の強化につながる人材育成支援、販路拡大のためのマッチング支援等を拡充すべきであ

ろう。 
 

                                                  
2 環境規制が企業の競争力を高めるというこの考え方は、米国の経営学者（ハーバード大学教授）マイケル・

ポーターによって提唱されたもので、「ポーター仮説」と呼ばれている。 
3 国税庁「会社標本調査結果（平成 19 年）」によれば、中小企業（資本金 1 億円未満という定義）の赤字法人

割合は 67.4％にのぼり（図表５）、大企業（資本金 1 億円以上）の赤字法人割合 43.4％を大きく上回っている。 
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図表５　　中小企業の赤字法人割合の推移
昭和26年～平成18年（1951年～2006年）

出所 ： 国税庁 「会社標本調査結果 長期時系列データ」 より作成
 

 
 企業活性化を図るにはやはり大企業にも目を向け、主要国の中で も高い法人税の実効税率

4を引き下げることが望まれる。税負担を軽減することは、企業の国際競争力の維持、設備投資

の促進、企業の海外移転による空洞化の回避を通じて雇用の拡大にもつながる。企業が成長し

て日本経済のパイが拡大すれば、その恩恵は家計部門に及ぶはずだ。日本企業の国際競争力の

強化なくして国内雇用の維持は望めないことを、現場感覚のあるビジネスパーソンなら皆理解

しているはずだ。 
 残念ながら、07 年 7 月の参院選での自民党大敗後、企業の税負担を軽減する税制改革は国民

の理解を得るのが難しいとの政治的判断から、こうした税制改革の議論は消え去ってしまった。

だが、法人税引き下げと消費税率引き上げという税制改革の方向性は国際的な潮流であり、日

本だけがこの流れに逆らって経済成長を続けることはできない。 
国民が豊かで幸福な国になるためには、家計か企業かの二項対立の議論を脱して、法人税引

き下げと消費税率引き上げを含む税制改革が必要であることを、国民に対して丁寧に説明する

労を厭うべきではないだろう。 
 
産業育成政策は不要か？ 

 これまでも述べたように、現在の民主党の政策には、中小企業・ベンチャー支援を除き、産

業政策がほとんど含まれていない。これはマニフェストに入れ忘れたのではなく、意識的に落

としたものと思われる。民主党の政策を貫く基本的な思想は、政治は経済活動にできるだけ介

入すべきではないとする自由主義的路線であり、公正重視、機会均等、セーフティネット重視

の政策が指向されているからである。 
 従来の自民党政権は政治が産業育成や産業競争力強化に一定の責任を負おうとしていたが、

                                                  
4 法人税の実効税率は日本（東京）が 40.69％と、主要国の中で米国（カリフォルニア州で 40.75％）と並んで

高水準で、ドイツ（全国平均）29.83％、英国 28.00％、韓国（ソウル）24.20％を大きく上回っている（財務

省データ、09 年 1 月現在）。 
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民主党の基本思想から言えば、政府の産業活動への介入は 小限が望ましいのであり、そもそ

も産業育成政策は不要ということになる。子育て支援や農業者戸別所得補償など弱者支援こそ

が、政府のなすべき重要な経済政策という考え方である。 
 こうした政策スタンスは理念としては明快で一貫していて、美しい。また、産業政策に関し

ては、どの産業分野が未来の成長産業になるかを政府が見通すことなどできないから、政府が

特定の産業を育成するのは時代錯誤であり、どの産業がリーダーになるかは市場に任せておけ

ばよいという意見が一昔前までは説得力を持っていた。 
 しかし、近年はグローバル競争が激化する中、国が産業政策を推進すべきだという考え方が

勢いを増している。米国の元労働長官で経済学者のロバート・ライシュ氏は著書『ワーク・オ

ブ・ネーション』の中で、経済活動は自由に国家を越えられるが、国境を越えられないものが

あると指摘している。それは「普通の人」である。優秀な人は国境を越えられるが、普通の人

は国境を越えられない。産業を振興させて、その普通の人を食べさせるのが国家の役割という

わけである。 
 仮に日本の優秀な企業や人が次々と海外に流出し、大多数の「普通の人」だけが日本に残る

ことになれば、日本経済の活力は失われ、経済のパイは縮み、国民の豊かさは失われる。 
 こうした考え方に基づけば、グローバル化が進んだ今日では、国が確固たる産業政策を推進

することが必要不可欠と思われる。現に、金融危機後の世界不況下で、諸外国は軒並み戦略的

な産業政策を打ち出してきている。こうした中で日本だけが自由主義的路線の理念を重視して

政治の産業不介入を貫いていたのでは、今の経済力と豊かさを維持することは不可能であろう。

新政権には早急にしっかりした産業政策を打ち出すことを望みたい。 
 
戦略とビジョン不在では脱・官僚依存は無理 

民主党新政権は従来の官僚主導政治を打破して政治家主導に転換すると宣言しているが、こ

れを実現するには政治家がマクロ的な戦略とビジョンを持つことが必要である。マクロ的な戦

略とビジョンがなければ、官僚が出してきた案の細部にケチをつけて修正することはできても、

大筋はそのまま受け入れるしかなくなり、官僚依存を打破することは不可能と思われる。 
与党政治家がはっきりした方針を打ち出せないことが官僚依存を生んでいる根源であること

に気づく必要がある。官僚主導政治から抜け出すためには、ただ官僚の仕組みを壊すだけでは

だめで、与党がマクロ的な戦略とビジョンを示さなければならない。この意味でも、新政権は

経済政策面でしっかりした成長戦略と産業政策を打ち出し、目指すべき日本経済の未来像を示

すことが望まれる。 
鳩山政権は、縦割りの省益を離れ、官邸主導の国益に基づいた政策立案をするための首相直

属組織として国家戦略室を立ち上げた（臨時国会での法改正を経て来年には国家戦略局に格上

げされる予定）。官僚依存からの脱却を実現するには、この国家戦略室（局）でマクロ的な戦略

とビジョンを策定することが必要だろう。 
 
グローバル化や市場原理を否定すべきでない 
 今後の経済政策について注意すべきは、新政権がグローバル化や市場原理、規制改革などの

構造改革に背を向けているというメッセージを内外の市場に与えてはならないという点である。 
グローバル化や「市場の失敗」で生じた負の影響に対して政策で対応することはもちろん必

要であり、そこを手厚く手当てするのが民主党の政策の長所である。しかし、言うまでもない

ことだが、鎖国政策や社会主義体制をとるのでない以上、日本経済はグローバル化や市場原理・
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市場機能自体を否定することは自殺行為と言えよう。 
日本はグローバリゼーションの犠牲者ではなく、人、モノ、カネが自由に動くグローバル化

の進んだ世界経済から大きな利益を享受した側の国であることを認識する必要がある。 
また、国民全体の利益を追求するなら、原則として市場競争を重視すべきである。消費者に

もよい選択肢を保証するのは企業間競争だからである。企業が世界市場、世界企業を相手に

競争しない限り、日本に真の勝ち組企業は生まれてこず、国民の生活水準も向上しない。グロ

ーバルな競争や市場原理を否定する政策がとられる国からは、優良な企業、優秀な人材、内外

の投資家の資金が流出することになろう。 
 もちろん、新政権が反グローバル化、反市場主義を唱えているわけではないことは筆者もよ

く承知している。にもかかわらず上記のような言わずもがなのことを述べたのは、小泉構造改

革路線への反発と独自の政策を打ち出そうとする気負いが強過ぎるためか、新政権のリーダー

の口から今の日本経済の苦難をグローバル化や市場主義、規制改革のせいにする発言が時折聞

こえてくるからである。 
 グローバル化の負の影響に対策を講じたり、行き過ぎた競争を抑制する規制を設けたりする

ことは重要だが、政権政党になった以上、不用意な発言で日本が反グローバル、反市場主義の

国に転じたとの誤解を招かないよう留意すべきであろう。 
「それは確かに正論だが、現実にはそんな綺麗事を唱えたのでは、票にならない」、「現に、

民主党は今の日本経済の危機を小泉改革やグローバル化と市場原理主義のせいにしたおかげで

選挙に大勝したのだから、そのような発言もやむをえない」とあきらめムードの読者もいるか

もしれない。 
 米ジョージ・メイソン大学准教授ブライアン・カプランは著書『選挙の経済学』の中で、投

票者は反市場バイアス（競争は人々から搾取するという思い込み）、反外国バイアス（外国との

取引のメリットを過小評価する習性）などのバイアスを持っているから、結局は自分たちの状

態を悪くするような選択をしてしまいがちだと指摘している。だから選挙があるたびに国益に

反する愚かな政策が打ち出されるという「民主主義の失敗」が起こりやすいという。 
 
国の将来像を見せ、国民が幸福になる政策を 
 だが重要なのは、こうした傾向は世界の民主国家に等しく存在するのに、諸外国では国民の

バイアス（誤った思い込み）を克服して賢明な政策が選択されている例が少なからず存在する

ことである。 
 民主主義の失敗を抑制するための意思決定や予算の制度設計や、国を豊かにする政策を国民

に真摯に説明し理解してもらう努力など、衆愚政治に陥らないための知恵と実行力が必要であ

ろう。「目先の国民負担増を伴う不人気政策だが、孫や子の時代の日本を活力ある国とするため

に必要な改革」だけは、政争の具にせず推進することを与野党が合意し、超党派の政策協議の

場で選挙を気にせず議論し推進することが望ましい。 
一方で、すべての庶民を啓蒙して賢明な政策を理解してもらうことは現実には不可能である。

これを踏まえれば、政治家に求められる重要な使命は、庶民の意見を聞くことばかりではなく、

国家の将来像を見せて国民の信頼を得て、自らのリーダーシップで国益にかなう政策を推進し

ていくことにあるのではないだろうか。 
後にマニフェストの修正について言及したい。今回の総選挙の結果は、国民が民主党の政

策をじっくり吟味して選択したというより、ひとまず政権交代を求めた結果と考えられる。そ

うだとすれば、公約をそのまま忠実に実行することが民意だとは必ずしも言えない。政策の実

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                               200９. １０. １５ 

12 



施に向けては今一度問題点を議論し、改める点は改める度量と謙虚さをもつことが国民の幸せ

につながるだろう。 
マニフェストの基本的な考え方を尊重しながらも、実際の政策は現実の経済環境を見ながら、

より合理的、整合的なものへと修正していくことが望ましい。政権政党になったからには、場

合によっては現実路線に転換するなど、マニフェストに掲げた政策を修正する勇気をもつこと

が必要と考える。また、こうした政策の修正があった場合、マスコミや評論家はそれを一貫性

がないなどと批判すべきではないだろう。 
 
 
 
 

 
 

（ご注意） 
・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので

はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 
・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に

従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 
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