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「商品輸出への支援を見直す」
　2017年 12月 5日、ソウル・江南にあるコンベ
ンションセンター・COEXに 5月に就任した文在
寅（ムン・ジェイン）大統領の姿があった。54回
目となる「貿易の日」記念式で祝辞を述べるため
であった。
　貿易の日とは、輸出促進を通じた経済発展政策
を提唱・実践した故朴正煕（パク・チョンヒ）大
統領が輸出1億ドルを達成した1964年に制定し
た「輸出の日」に起源をもつ由緒ある法定記念日
である。この日に開かれる記念式には大統領が出
席し、貿易拡大への貢献が大きかった企業に産業
勲章を授与する。
　「人中心　韓国貿易」のキャッチフレーズが大書
された壇上に立った文大統領は、会場に集まった
貿易業界人らに賛辞を送った。「私は貿易業界の皆
さんとわが国民を誇らしく思います」という熱い
フレーズで締めくくった祝辞の中で、文大統領は
貿易がこれまでの経済発展の原動力となったこと
を認めながらも、二極化と低成長に直面した韓国
経済には雇用増大が求められること、輸出産業が
第4次産業革命に対応し中小企業による輸出を促

すべきことを強調した。祝辞の中には「商品輸出
拡大を念頭に置いた各種支援制度を改編する」と
いうくだりもあった。

新経済政策がちりばめられた「貿易の日」
　昔ほどには注目されなくなった「貿易の日」だが、
この日の式典には文政権の経済政策のエッセンス
がいくつもちりばめられていた。
　壇上に大書された「人中心」、文大統領が祝辞の
中で触れた「商品輸出への支援を見直す」こと、
雇用増大、第4次産業革命、そして中小企業振興
などはいずれも文政権の社会民主主義的な経済政
策を特徴づけるキーワードであった。
　文在寅政権は7月 25日に経済政策の綱領文書
ともいうべき「新政府経済政策方向」を発表した。
そこでは、先発国の模倣・追撃と物的投入による
量的拡張を目指した旧来のパラダイムはもはや無
効であるとされた。輸出の雇用誘発力が弱まり、
消費の低調と成長鈍化の悪循環が起きていること
は文大統領も式典の中で述べているところであ
る。そして、今こそ大企業や輸出業者ではなく、人、
つまり労働者が成長の果実を受け取る主体となる
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❷  「半導体の後」が見つからない。中国の追撃が激化するなか、反企業感情で韓国企業の動きは鈍い。
❸  世界各地で日本のシェアは回復傾向。韓国企業の動きの鈍化は日本にとって一つのチャンス。
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「人中心の経済」という新たなパラダイムに移行す
べきであると「政策方向」は指摘した。輸出立国・
韓国の輝かしい伝統を脇に置かねばならないほど
低所得層の状況は切実になったというわけだ。
　模倣・追撃すべき対象がなくなった今では、こ
れまでのような大企業や輸出への集中支援はもは
や効果をもたらさず、むしろ労働者や中小企業が
裨益する別の政策を展開した方がよいということ
になる。文大統領が祝辞の中で「商品輸出の支援
を見直す」と言ったのは、このことを念頭に置い
たものだった。
　「人中心の経済」のもとで重要なのは雇用の確保
であり、雇用吸収力の大きい中小企業の振興であ
る。また、こうした経済を持続可能なものとする
ためには第4次産業革命に代表されるような技術
革新にも対応していく必要がある。文大統領の祝
辞は、「貿易の日」に象徴される輸出支援というも
のを彼の経済政策体系の中で再定義する性格を帯
びたものであったといってよかろう。

社会民主主義的な「人中心の経済」
　文政権が経済政策のパラダイムとして掲げた「人
中心の経済」。平易に表せば、こんな感じである。
『家計収入の純増と雇用の増大を図ることで家計部
門を成長の原動力とする。一方、企業は技術革新
に対応して付加価値を確保すると同時に労働者や
下請け企業に対して適正に報償する…』。
　つまり、家計部門への大々的な所得再分配を実

施し、企業にはそのための協力を求めるという社
会民主主義的な経済政策の典型例である。

　「人中心の経済」と関連して文政権が実際に打ち
出した主要な政策は次の通りである。（図表1を
参照）
　家計収入の純増策は「所得主導成長」と名づけ
られ、「人中心の経済」の中核をなす。代表的な施
策としては最低賃金の引き上げ（時給ベースで
2017年の 6,470 ウォン（約 647円）から 2020年
には 1万ウォン＝約 1,000円）や児童手当創設（月
額10万ウォン =約 1万円）、老齢基礎年金の拡充
（月額10万ウォン＝約 1万円引き上げ）、修学前
課程の国庫負担、公的賃貸住宅建設（17万戸）、
通信・教育などの費用軽減などが挙げられる。
　雇用増大策は「雇用中心の経済」と名付けられ、
代表的な施策としては公共部門での81万人の直接
雇用が挙げられる。このほか、企業の青年雇用増
などに対する補助金・税制支援などが挙げられる。
　企業の技術革新関連の施策は「革新経済」と呼
ばれ、具体的にはR&Dや設備投資への税制支援
が該当する。最後に、労働者や下請け企業への適
正報償は「公正経済」と名付けられ、その主要内
容は優越的地位の乱用防止である。

「人中心の経済」実現に韓国経済は
耐えられるか？
　果たして、文政権の目指す「人中心の経済」は

図表 1　文在寅政権の「人中心の経済」
基本方向 主要内容 代表的施策

所得主導の成長 家計の可処分所得増大、セーフティー
ネットの拡充、人的資本投資の拡大

最低賃金引き上げ、住居・医療・交通・通信・教
育費の軽減、児童手当、基礎老齢年金、認知症国
家責任制、第 4次産業革命に備えた生涯教育

雇用中心の経済 「雇用親和的」システムの構築、労
働市場の制度・慣行の改善、積極的
な労働市場政策

公共雇用拡大、予算・税制・金融・投資受け入れ
における雇用効果査定、非正規職の正規転換、労
働時間短縮、第 4次産業革命に備えた職業訓練、
青年・女性の就業支援

革新成長 中小企業の成長動力化、第 4次産業
革命対応、対外開放・戦略的海外進出

中小ベンチャー企業部創設による政策一元化、第
4次産業革命委員会設立

公正経済 不公正な取引慣行の根絶、企業支配
構造の改善、大企業・中小企業の同
伴成長

下請けなどに対する優越的地位乱用の防止、参入
規制の見直し、系列子会社への一括発注・財閥一
家の変則的支配の抑制

出所： 関係部署合同、「新政府の経済政策方向－経済パラダイムの転換」（2018年7月25日）より筆者作成
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持続可能か？　7月 19日に発表された「文在寅政
府国政運営5カ年計画」によれば、5年間の追加
的費用の総額は178兆ウォン（約 17兆 8,000 億
円）、GDPの 10.9％（2016年基準）に上り、その
ほとんどが「人中心の経済」関連の費用である。
このうち、61兆ウォン（約 6兆 1,000 億円）を自
然増収で、60兆ウォン（約 6兆円）を歳出削減で
賄うという。自然増収については、国税収入を毎
年2.5％ずつ逓増させる必要がある。歳出削減に
あたってインフラ、産業振興、R&Dを 7％以上減
らすなど、裁量的支出を広範囲に削減するという。
残りは、その他収入拡充策、政策融資向けの余裕
資金活用などを計画している。
　大胆なパラダイム転換に伴って大幅な予算組み
替えが行われることとなったが、子細に見れば問
題が見えてくる。自然増収については、予想外の
低成長のため計画倒れになる恐れがある。所得再
分配に主眼を置き、経済のパイを大きくする発想
に乏しい内向きの経済政策に十分な成長動力が伴
うとは考えにくい。また、長期の成長低迷に伴っ
てデフレが常態化した場合も自然増収の障害とな
る。成長率が低下する局面で拡張的財政政策を展
開したものの、巨額の累積財政赤字だけが残った
日本のバブル崩壊後の苦い経験とも重なる。
　それでも、健全財政を売りとしてきた韓国とし
ては、財政赤字はそれほど大きな問題とはならな
いかもしれない。国債発行でしばらくはしのげる
からである。それよりも韓国にとって厄介になり
そうなのは文政権の登場に伴って生じた財政支出
構成や経済政策方向の変化が韓国経済の潜在成長
率を大きく低下させかねないことである。文政権
が目指す所得再分配という方向性について異論を
唱える向きは多くないにしても、ある程度の成長
動力が残っていないと再分配すべき所得すらなく
なってしまう恐れがある。
　「人中心の経済」への路線変更でインフラ、産業
振興、R&Dの予算がカットされることになったが、
これは韓国の産業競争力を弱体化させる可能性が
高い。文政権の経済政策では「革新経済」によっ

て世界標準の技術へのキャッチアップを通じて生
産性を確保することになっているが、その効果は
政策推進のための財源捻出のあおりを受けて減殺
されかねない。また、大企業や富裕層に対する増
税は法人税率および所得税の最高税率を2ポイン
ト引き上げることで年間6兆ウォン（6,000億円）
程度の税収増をもたらすが、将来的にはより大き
な対価を払わされかねない。増税を嫌気して優良
企業や能力ある個人が韓国を離れれば将来におけ
る韓国経済の成長を抑える要因となるからである。

「半導体の次がない」－韓国経済の憂鬱
　輸出の縮小、成長率の鈍化、国民生活の苦境な
ど、暗い話題が多かった韓国経済にとって、2017
年における半導体産業の活況は久々の明るい
ニュースであった。2017 年の韓国の半導体輸出
（HS8541,8542）は前年比 59.2％増の 923億ドル（約
9兆 8,300 億円）を記録した。これに助けられ、
総輸出も前年比15.8％増（通関、米ドルベース）
と2011年以来の高い伸びを示した。半導体輸出
が2017年に特に大きく伸びたのが中国向けで、
前年比62.7％増の 377億ドル（約 4兆 200億円）
を記録した。対中輸出総額も前年比14.2％増を記
録した。米軍の高高度防衛ミサイル（THAAD）
配備を巡り中国との関係が悪化し、中国側による
「制裁」の影響が懸念されていたなかでまずまずの
実績が上がったことに胸をなでおろした向きも多
かった。

　しかし、2017年の半導体頼みによる輸出増の思
わぬ幸運はその後の不安と背中合わせの危うさを
内包するものと言わざるを得ない。輸出の雇用誘
発力の弱さが指摘されて久しく、このことが文政
権による経済政策の路線変更につながったわけだ
が、半導体輸出の雇用誘発力の低さは他の商品に
比べて顕著である。データが少々古いが、2014年
産業連関表から輸出10億ウォン（約 1億円）当
たりの雇用誘発を調べてみると、半導体は3.0 人
にすぎず、自動車の6.8 人、鉄鋼一次製品の3.5

低成長下での経済民主化に取り組む韓国
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人よりも低い（図表2を参照）。それでも、輸出に
頼らざるを得ないのが韓国の苦しい現状である。
GDPの 37％（2016年）を占める輸出が落ち込め
ば成長率の鈍化は避けられない。「人中心の経済」
実現のために輸出支援を縮小するのはもろ刃の剣
なのである。

図表 2　  輸出10億ウォン当たりの雇用誘発
（2014 年、人）

繊維と衣服 7.8

鉄鋼一次製品 3.5

一般目的用機械 7.6

半導体 3.0

家庭用電気機器 7.9

自動車 6.8

船舶 6.6

飲食店および宿泊サービス 13.1

映像、オーディオ制作および配給 10.5

（注）上記数値はほかの最終需要項目（消費、投資など）と共通。
出所： 韓国銀行、「2010年実測産業連関表　2014延長表」

　半導体にはさらなる不安要因がある。中国が半
導体製品の国産化に本腰を入れ、国際市場への進
出も視野に入れ始めている。産業用の特殊DRAM
に強い福建省晋華集成電路（JHICC）、モバイル
DRAMに注力する睿力集成電路（Innotron）、ロー
エンドのNAND型フラッシュメモリ市場を深耕し
ようとしている清華紫光集団（ユニチンファ）の
子会社・長江ストレージ （YMTC） の 3社が中国
政府の支援を受けて拡大著しい中国市場の制覇を
狙っているという。中国政府としては、半導体製
品の外国依存が国家保安上の問題であると認識し
ているほか、半導体輸入の代金支払いを節約して
国内に付加化価値をとどめることを狙って、半導
体国産化・輸出産業化を本格化しているという。
　2017年に韓国の対中半導体輸出は大きく伸びた
が、今後はサムスン電子をはじめとする韓国半導体
企業は大きな試練に直面することが予想される。
しかし、半導体の次の基幹産業を韓国は探しあぐ
ねている。次世代の基幹産業を立ち上げるべきビ
ジネスリーダーは冒険しなくなっている。文政権の
「革新経済」には9分野にわたる未来産業育成計画
が示されているが、残念ながら迫りくる韓国半導
体産業の危機を救うまでにはなり得そうもない。

反企業感情に立ちすくむ韓国企業と
日本のチャンス
　朴槿恵（パク・クネ）前大統領が友人を青瓦台
に引き込んで国政に介入させるという不祥事が発
覚してから、進歩派の論調が韓国世論の中で幅を
利かせるようになった。北朝鮮との対話に大きく
舵を切った文政権の判断も進歩派がリードする世
論によるところが大きい。そんな中、進歩派が目
の敵にする保守派と企業家たちは自身の存在が目
立たぬよう息をひそめている。韓国の企業家たち
が半導体の次を探す冒険をしないのは、それを探
し当てて一財を成してもいずれはすさまじい反企
業感情のもとで袋だたきに遭うと思っているから
だ。企業側に自業自得の面はあるが、それでもビ
ジネスリーダーたちが刑務所と娑

しゃ

婆
ば

を頻繁に行き
来するというのは尋常でない。
　リーマンショックの痛手からようやく立ち直り、
体勢を立て直しつつある日本勢は世界各地の市場
でシェアを回復している（図表3を参照）。消費財、
中間財を問わず、品質志向が強まっていることが
日本企業への追い風となっている模様だが、韓国
勢のシェア拡大の勢いは鈍い。世論の容赦ないバッ
シングで韓国企業の動きが鈍っているとすれば、
皮肉にもそれは日本企業をはじめとする海外の競
争者にとってはチャンスとなる。

図表 3　世界市場における日韓のシェア（％）
日本 韓国

2014 4.25 3.23

2015 4.40 3.38

2016 4.61 3.33

（注）  対日、対韓輸入の世界計を世界輸入額で除した数値。世界輸入額
は国連貿易統計の各国報告の総和で、未報告データの調整はして
いない。

出所：国連貿易統計（Comtrade）

　現代人はとかく結論を急ぎ、わかりやすいが細
部においてはバランスを欠く「部分均衡」的な解
決を求めがちだ。しかし、それがかえって自己の
利益を害することがある。韓国での最近の動きは
このことをあらためて思い起こさせてくれる。
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