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■１．アベノミクスの真価は第三の
矢「民間投資を喚起する成長戦
略」によって質される

　日本経済は、安倍政権打ち出した経済政策、

いわゆる「アベノミクス」の効果もあって、

2012年10−12月期から回復軌道にある。2014

年も日本経済は成長軌道を維持できる見通し

だが、複数の不安要素を抱えているため、成

長率がさらに高まるかどうかは不透明だ。実

際に、多くの産業で国内の事業活動が停滞し

ており、民間設備投資も盛り上がりに欠けて

いる。

　アベノミクスの第一の矢「大胆な金融政策」

は大きな景気浮揚効果を発揮している。円高

の是正、２％のインフレターゲットの早期実

現といった具体的な目標を示しつつ、徹底し

た量的・質的金融緩和を実施したことによっ

て、円高の是正、株価の上昇、企業・家計に

蔓延していたデフレマインドの払拭などが図

られたこともあり、輸出採算の改善、海外事

業の収益拡大、資本・金融市場の活性化、雇

用情勢の改善、所得の増加、消費の拡大とい

った好循環が起きている。

　第二の矢「機動的な財政政策」も効果を発

揮している。公共投資の拡大によって、土木
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（図表１）実質GDP季節調整系列（年率寄与度）

（図表２）主要産業の鉱工業生産指数（2010年＝100）

（出所）内閣府「国民経済計算」

（出所）経済産業省
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・建設業界が活況を呈しており、関連資機材

を製造する産業の業績も改善している。

　ただし、第一の矢、第二の矢の景気対策の

中身は、過去に実施されてきた景気対策と大

きな違いはない。

　アベノミクスの真価は、第三の矢「民間投

資を喚起する成長戦略」、具体的には、民間

需要を持続的に生み出し、経済を力強い成長

軌道に乗せていき、投資によって生産性を高

め、雇用の創出や報酬の増を広く国民生活に

浸透させることなどができるかどうかによっ

て問われることになろう。

　現時点では、第三の矢の成長戦略は、十分

な成果を上げているとは言い難い。例えば、

今回の円安局面ではかつてのようなＪカーブ

効果が発現しておらず、貿易赤字が拡大傾向

で推移し続けているが、その背景には、１）

かつて日本経済のけん引役だった情報通信機

械、電子部品などの産業・企業の国際競争力

が低下していること、２）事業を国際展開し

ている産業・企業が円安効果を主に海外での

収益改善に振り向け、生産の拡大や事業投資

を主に海外で行っていること、この結果、３）

国内生産が盛り上がりに欠け、設備の新増設

も限定的にしか行われていないことなどの事

情がある。

■２．成長戦略に水を差してい
る厳しいエネルギー事情

　足元の貿易赤字の拡大、並びに、国内にお

ける生産設備の新増設の抑制要因となってい

るのが、あらゆる経済活動や国民の暮らしに

必要欠くべからざる基礎資材であるエネルギ

ー、とりわけ電力事情の悪化である。

　電力需要と経済との間にはきわめて強い相

関性が見られる。図表３に見るように、経済

成長率と電力需要全体の約３割を占める大口

電力需要はほぼ一致した動きを示しているこ

とがわかる。ちなみに、2008年から2009年に

（図表３）実質GDP成長率と大口電力需要前年比伸び率の推移

（出所）内閣府、電気事業連合会
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かけての大きな変動はリーマンショックとそ

の後の反動で、この間も経済成長率と電力需

要との関係は崩れていなかった。2011年の半

ばから2013年初頭にかけて電力需要が経済成

長率に対して下方かい離を起こしているが、

これは節電・省エネの影響で、2013年の半ば

以降は再び同様に変化するようになっている

ことから、節電等の効果は一巡したと考えら

れる。

　エネルギー事情の悪化は、東日本大震災に

よって被災した東京電力福島第一原子力発電

所における原子力事故と、その後に民主党政

権が打ち出した脱原子力政策によって拡大し

た。原子力利用率の低下によって、代替のた

め火力発電用燃料需要が大幅に増加し、ＬＮ

Ｇ、石油、石炭の輸入が拡大して、燃料費が

著しく増加しているからだ。現状では、この

費用の増分の一部しか電気料金には反映され

ていないが、その影響で複数の電力会社の経

営は破たん寸前まで追いやられている。福島

原子力事故を踏まえた安全対策が講じられて

いるにもかかわらず休止を余儀なくされてい

る原子力発電所を正常に活用できるようにな

らない限り、電気料金のさらなる引き上げは

避けられず、日本経済の成長戦略に悪影響を

及ぶことも避けられないと考える必要があ

る。

　なお、2014年４月中旬現在において、６電

力会社が規制部門の電気料金について6.2〜

9.8％の値上げ改定を行っており、中部電力

が今年５月から3.7％の料金引き上げを行う

ことが決定している。原油価格の高止まりと

為替の円安による燃料価格の高騰による影響

を加味すると、全国で標準世帯のモデル料金

が震災前に比べて２割程度上昇しているが、

電力供給コストの上昇率は平均３割程度に達

している。この差が電力各社の収支の悪化に

直結しており、特にその影響が大きい北海道

電力と九州電力は、原子力発電所の早期再稼

働、料金の再改定、増資、燃料価格の大幅な

低下などを見込まなければ、2014年度中に債

務超過状態に陥る可能性が高い。両社に限ら

ず、原子力発電所を擁する電力各社は、給与

・賞与の大幅な削減、修繕費・諸経費などの

圧縮、設備投資の削減等、まとまった費用削

減につながる対策はすでに実施済みであるた

め、収支を改善できる余地は少ない。よって、

電力各社から再値上げが申請された場合は、

速やかに審査をし、原価の変動に応じた適正

な値上げを認める必要があると思われるが、

目先の景気への影響を懸念する政府・行政は、

電力各社の値上げの動きをけん制している。

このような現実逃避的な対応は、将来に大き

な禍根を残すことになる可能性が高い。

■３．エネルギーコストを削減
するためには原子力と石炭
を活用するしかないが…

　わが国産業の競争力強化や国際展開に向け

た成長戦略の具現化と推進について調査審議

する目的で2013年１月に設置された産業競争
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力会議において、エネルギーコスト削減対策

等が度々議論されている。

　エネルギーコストを短期間で引き下げるた

めには、安全が確認された原子力発電所を早

期に立ち上げていくしかないが、原子力活用

に向けた議論はほとんど行われておらず、休

止中の原子力発電所がいつ再稼働できるかの

目途は立っていない。先ごろ閣議決定された

新「エネルギー基本計画」において、ようや

く原子力の活用の方針が示されるようになっ

たが、原子力政策に関わる議論は依然限定的

にしか行われていない。

　なお、新たな原子力規制組織である「原子

力規制委員会および原子力規制庁」によって

12年７月に福島原子力事故を踏まえた新規制

基準が設定され、この基準の達成、あるいは、

達成のめどが立った原子力発電ユニットにお

いて、再稼働の是非を判断するための審査が

行われているが、４月中旬現在では、再稼働

の目途が立っているユニットはない、原子力

規制委員会による現在の審査状況を見る限

り、新規制基準が明確に定められているとは

思えない。

　休止中の原子力発電所を再稼働するケース

に次いで発電コストが安いのは石炭火力だ。

石炭は資源量が豊富なため化石燃料の中では

相対的に供給安定性も高い。石炭火力に関し

ては、地球環境変動問題がクローズアップさ

れるようになった2000年代に入って環境アセ

スメントの運用が厳格化され新設が困難化し

ていたが、最先端の高効率設備に限って容認

されるようになった。しかし、大規模発電所

は、建設計画が策定されてから運転を開始す

るまでに最短でも５年程度の期間を要するこ

とから、即効性には欠ける。また、二酸化炭

素の排出量が大幅に増加することとなるた

め、環境負荷の重さを勘案すると原子力の不

足分を石炭火力だけで補うことは難しい。

　ガス火力や石油火力は燃料費がかさむた

め、熱効率が60％を超える高効率のコンバイ

ンドサイクル発電や、排熱利用を含む総合効

率が70％を超えるようなコジェネレーション

システムですら、コスト面でこれらに対抗す

ることはできない。

　一方、政策的に導入が推進されている太陽

光、風力など再生可能エネルギーは、コスト

が高いため導入量が拡大すればするほど電力

の供給コストを押し上げる。

　このように電力を低廉かつ安定的に調達で

きるかどうかわからない状況で、国内で設備

を増強しようとする動きが起きないのも無理

はない。

　日本経済団体連合会（経団連）、日本商工

会議所（日商）、経済同友会の３団体が共同

で開催した2014年の新年祝賀パーティーで、

日商の三村会頭が今年の課題の一つに「低廉

なエネルギーの安定的な供給」を挙げたが、

ほとんどのマスメディアがこの重要な提案を

黙殺した。その実現のためには原子力の活用

に触れざるを得なくなるからだろう。このよ

うに多くのマスメディアは、エネルギー政策

の本質的な課題について無視を続けている。
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これが日本経済の回復を遅らせることになり

はしないか懸念される。

■４．エネルギー政策の策定を
巡る錯綜

　国のエネルギー政策の指針となるエネルギ

ー基本計画が４年ぶりに改定される。政府は

４月11日、エネルギー基本計画を閣議決定し

た。昨年12月、経済産業省が当初案を公表し、

総合資源エネルギー調査会基本政策分科会で

二度にわたって審議され、同案の修正作業が

行われた。しかし、政府、与党各党などから

内容の修正が求められたことなどから、経済

産業省内で再検討され、２月25日に修正案が

公表されていた。新「エネルギー基本計画」は、

この修正案をもとに策定された。

　新「エネルギー基本計画」では、民主党政

権が2012年に打ち出した脱原子力政策が見直

され、原子力は、重要な電源と位置付けられ

た。ただし、当初案に比べると、政策的位置

付けが「引き続き活用していく重要なベース

電源」から「エネルギー需給構造の安定性に

寄与する重要なベースロード電源」に改定さ

れるなど、ややトーンダウンされた。

　一方、再生可能エネルギーは、政策的位置

付けが当初案の『温室効果ガス排出のない有

望な国産エネルギー源』から『温室効果ガス

を排出せず、国内で生産できるためにエネル

ギー安全保障に寄与できる有望かつ多様な国

産エネルギー源』に改定されるなど内容が拡

充された。

　エネルギーミックスに関しては、当初案、

修正案ともに具体的な数値は示されていなか

った。経済性、供給安定性、環境性（温室効

果ガスの排出原単位など）で優位性がある原

子力、および、経済性、供給安定性が優れた

石炭の構成比が議論できていなかったからだ

が、与党各党などから、再生可能エネルギー

の電源構成比の目標を大幅に引き上げる提案

がなされたことを考慮し、最終的に政治判断

が優先され、エネルギー源の中で唯一、再生

可能エネルギーについて2020年13.5％、2030

年に約２割といった数値目標が設定された。

　ただ、エネルギー政策を巡る世界の潮流と

上述したような日本の足元の動きとは整合性

が取れていない。

　原子力に関しては、福島第一原子力発電所

で原子力事故が起きた直後には、ドイツ、イ

タリア、スイスで脱原子力政策が打ち出され

たり、一部の新設計画が先送りされたりする

など、原子力政策の見直しを進める動きが見

られた。しかし、その後、原子力推進の動き

が世界各国に広がっており、現時点では、中

国、インドなどを中心に世界で100基以上の

新設計画が進められている。

　一方、再生可能エネルギーに関しては、こ

れまで再生可能エネルギーで発電した電気を

一定期間高値で買い取る固定価格買取制度

（FIT）などの制度によって太陽光発電や風

力発電の導入を積極的に推進してきたドイツ

やスペインで、需要家負担の拡大、需給調整
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の困難化などの問題が深刻化して、再生可能

エネルギーの導入推進計画そのものが見直さ

れている。

　わが国のFITによる負担額は４月現在にお

いて標準世帯で月額100円程度だが、すでに

計画が認可されている太陽光、風力がすべて

稼働すれば500円を超え、新しいエネルギー

基本計画で設定された2020年13.5％の導入目

標が達成されると、その負担額は月額1,000

円を超えることになると予想される。さらに、

水力による豊富な需給調整力がある北欧を含

む周辺国との間に張り巡らされた連系送電線

によって電力需給の調整が可能な欧州諸国と

異なり、わが国で電力の需給バランスを保つ

ためには、火力発電、水力発電、蓄電システ

ムなどのバックアップを十分に確保しなくて

はならなくなるので、FITによる影響以上に

電力供給コストは増加することになる。受益

者はともかく、負担だけを求められることに

なる需要家の不満が高まる可能性は高い。こ

のため、ドイツやスペインと同様にある時期

に風向きが一気に変わることになると予想さ

れるが、わが国のエネルギー政策にこの事情

が反映されるまでにはしばらく時間がかかり

そうだ。

■５．効果的な具体策が定まら
ない国家成長戦略

　成長戦略の具現化と推進を図るため、2013

年１月に開催された日本経済再生本部の第１

回会合で安倍総理から以下の10項目の指示が

なされた。

　

①　規制改革の推進

②　イノベーション／IT政策の立て直し

③　経済連携の推進

④　責任あるエネルギー政策の構築

⑤　地球温暖化対策の見直し

⑥　産業の新陳代謝の促進

⑦　若者・女性の活躍推進

⑧　攻めの農業政策の推進

⑨　資源確保・インフラ輸出戦略の推進

⑩　クールジャパンの推進

　

　また、2013年１月に設置された産業競争力

会議では、以下の７つのテーマ別に会合を開

き、2013年６月をめどに具体案をまとめると

していた。

　

１．産業の新陳代謝の促進

２．人材力強化・雇用制度改革

３．立地競争力の強化

４．クリーン・経済的なエネルギー需給実現

５．健康長寿社会の実現

６．農業輸出拡大・競争力強化

７．科学技術イノベーション・ITの強化

　しかし、その後、2014年４月中旬までに、

日本経済再生本部会合が12回、産業競争力会

議が17回（経済財政諮問会議との合同会議を

含む）、産業競争力会議課題別会合が２回、
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産業競争力会議分科会が35回（有識者ヒアリ

ングを含む）、それぞれ開催され、上述した

項目やテーマなどについて議論が繰り返され

ている。いまだ効果的な具体策は取りまとめ

きれていない。

　人口の減少、高齢化（労働人口の減少）の

同時進行が予想され、政府債務が増え続けて

いるわが国で成長戦略を描くのは容易ではな

い。

　人口の減少に歯止めをかけるためには、出

生率を向上させるか、移民を受け入れるしか

ない。先進国で出生率を向上させた国はフラ

ンスしかないが、フランスがとったのは、嫡

出子と非嫡出子の同等化、シングルマザーに

対する労働環境や育児支援の改善策など婚外

子の奨励とも取れる方策で、婚姻に対する考

え方が異なるわが国で同様の政策を導入する

のは難しいと思われる。移民の受け入れを進

めた国では、移民を巡る様々な問題が発生し

ており、これもわが国では簡単ではない。

　まず、上述した会議で検討されている建設

分野や、人材不足が指摘されている看護、介

護などに限定した分野で海外からの人材の登

用を進めるのが妥当と思われる。

　私は、人口の減少を容認し、経済成長の物

差しを、「GDP」から「一人当たりGDP」に

切り替える必要があるのではないかと考えて

いる。

■６．アベノミクス成長戦略の
ロードマップ

　安倍政権は、成長戦略のロードマップを以

下のように説明している。まず、2013年６月

に策定した「日本再興戦略」に基づいて、直

ちに着手できる第１弾の政策として、2013年

秋の臨時国会で、企業の設備投資を促進、企

業の事業再編を加速化、地域間送電システム

の構築、農地の集約化、国家戦略特別区域の

創設などを成立させて実行。次いで、先の通

常国会に、法人実効税率の引下げ、クラウド

ファンディングの利活用促進、米の供給規制

の廃止、電力の地域独占の廃止など、第２弾

の法案を提出し、2017年までに実行。そして、

2014年１月に、法人実効税率の在り方の見直

し、雇用制度改革、電力の発送電分離などの

“成長戦略進化のための今後の検討方針“を

取りまとめ、今後、この検討方針に沿って更

に議論を深め、岩盤規制等の残された課題を

達成するとしている。

　これらの対策の中には、景気浮揚効果が期

待されるものもあるが、即効性に乏しいもの

や、成長戦略とは思えないものも含まれてい

る。

　電力システム改革の断行が成長戦略に盛り

込まれていることには違和感が覚える。電気

事業全体のコストの低減につながる可能性の

ある制度の見直しは、設備投資やシステムの

変更などのための費用が先行する広域化だけ
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で、電力小売の自由化（地域独占の廃止）は、

諸外国の先例からみて、一部需要家の料金低

減につながることはあっても、電気料金全体

の低減につながらないケースが多いことが明

らかになっている。また、発送電分離につい

ては、公平性は一層の確立されるものの、現

状においても会計分離と行為規制によって送

配電部門の公平性が確保されているため、合

理化を促す効果は限定的で、送配電部門のコ

スト増や需給調整機能の低下などにつながる

リスクがある。

　企業の設備投資を促進するためには、まず、

その阻害要因を排除することが肝要と思われ

る。例えば、電力の供給力不足および供給安

定性の低下、エネルギーコストの上昇などが

国内における生産設備の稼働増や新増設の制

約要因となっているのは明らかで、システム

改革に先行して取り組むべき課題と思われる

が、十分な対策がとられていない。手順、内

容とも、検討すべき課題は多いと考えられる。
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