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アジア経済の次の成長モデル
―「世界の工場」を超えて―
日本銀行総裁
黒田東彦

１．はじめに

協力関係を築き上げた結果、
アジア地域が
「世界の工場」と呼ばれるまでに成長し、

環日本 海 経 済 研 究 所 が 設 立された

世界経済をリードしてきた。

1993年は、世界が冷戦終結後の新たな

しかし、近年、
この「世界の工場」という

進展に伴う副作用を主張する動きも拡がり
つつある。
本日はこのような転換点に立つアジア経
済について、中長期的な視点から私なりに

姿を模索し始めた時期にあたる。
その時期

アジアの経済成長モデルは転換点を迎え

思うところを述べたい。まずは、アジア経済

に旧東側と旧西側の国が隣接し合う「北

ている可能性がある。アジアの経済成長

の発展の歴史を振り返り、冷戦後グローバ

東アジア」地域に着眼し、新しい協力関係

率は2000年代後半の世界的な金融危機

ル・バリュー・チェーン
（GVC）が構築される

のもとで互いに発展していこうと立ち上げら

を境に減速している。また、世界的に貿易

なかで、
「世界の工場」として成長を謳歌

れた研究所の意義は、今から振り返って

量の伸びが鈍化しており、外需主導の経

してきた経緯を概観する。その後、こうした

みても大変時宜を得たものであったと思う。

済成長を続けてきたアジア経済に逆風とし

成長モデルが、現在、揺らぎつつある点を

1993年以降、各国が互いに連携し合って

て作用している。さらに「グローバル化」の

指摘する。そして、アジアの次の時代の成

アジアの実質GDP成長率

図１ アジアの実質 GDP 成長率

長モデルを考えるうえで、サービス業の生
産性を高め、次の成長の牽引役としていく
ことが重要であることを示したい。

２．アジア経済の現状
まず、アジア経済の現状を確認する。図
１は日本を除くアジア９か国の実質 GDP
の成長率を示している。通貨危機の影響
を強く受けた1998年を除けば、アジア経
済は2000年代半ばまで平均して８％程度
の高い成長を続けてきた。しかし、2000
年代後半以降、成長率は趨勢的に鈍化
し、2015年には６％程度まで落ち込んだ。
（注）直近は15年。アジアは中国、NIEs（韓国、台湾、香港、シンガポール）
、ASEAN（タイ、インドネシア、マレーシ
ア、フィリピン）の9か国。
（資料）IMF

図２ アジア各国の一人あたりの所得（GNI）

2000年代後半以降の成長率を地域別に
比較すると、アジア経済の減速幅は原油
価格の下落や政情の不安定化に直面し
た中東地域に次ぐ大きさであり、世界的に
見てもその減速ぶりは目立つ。
アジア経済の成長率の鈍化により、アジ
アの多くの国々では「高所得国」に向けた
歩みが鈍っている。図２は国の豊かさのバ
ロメーターのひとつとされる国民一人あたり
の所得（GNI）
を示している。世界銀行の
定義によると、これが12000ドルあたりを超
えると「高所得国」に分類される。現時点
では、このラインを超えられない「中所得

（注）直近は15年。
（資料）HAVER、世界銀行

国」が多いのが実情である。
世界銀行の調査によれば1960年に中
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所得国であった101か国のうち、高所得

場」に所得が集中するようになったことを

ITの発達によって情報の伝達コストが大き

国に入った国はわずか13か国のみで、残

指摘している。1970年から80年代末にか

く低下し、先進国と新興国の間で情報共

りの多くの国は50年以上経った今でも中

けては、
日本とドイツがキャッチアップを果た

有が容易になったため、新興国の高い経

所得国の地位にある。中所得国をなかな

して「世界の工場」の立場を引き継ぎ、急

済成長が可能になったと指摘した。
その結

か卒業できない状況は「中所得国の罠」

速に所得を蓄積するようになった。

果、G７諸国が世界の GDP に占めるシェ
アは、３分の２に達した1990年から2000

といわれている。アジアではシンガポール、
香港、韓国など、いくつかの国・地域がこ
の罠を脱して高所得国に転換したが、こ
れらの国・地域が中所得国になってから高

（グローバル・バリュー・チェーンとア
ジアの経済成長）
1980年代末、東西冷戦が終結すると、

年代後半には５割程度まで低下するなど、
新興国のプレゼンスが拡大した。
GVC が構築されていくなかで、世界の

所得国に転じるのに要した期間は平均し

世界は新たな「グローバル化」時代に入っ

貿易取引は大きく拡大した。図３は、世界

て20年程度である。この点で、アジアの

た。中国や旧ソ連、東欧など旧東側諸国

の貿易額を世界の実質 GDPとの対比で

多くの国は中所得国にとどまる期間が20

にたくさんの資本が入るようになり、国際間

みたものである。1980年代は概ね横ばい

年を超えており、
「中所得国の罠」に陥っ

の直接投資がさらに拡大した。また、1995

で推移しており、世界の貿易額の伸びは

年に WTO（世界貿易機関）が設立され、

経済成長率と同じ程度だった。ところが

以下では、アジア経済の成長率が近

自由貿易の制度的な枠組みが強化され

1990年代以降は右肩上がりとなり、世界

年鈍化した背景を探るべく、アジア経済が

た。こうしたなかで、すでに各地に拠点を

の貿易額は実質 GDP を上回るペースで

「 世界の工場 」として経済成長を果たし

築いていた多国籍企業は生産体制を一

増加した。GVC のもとでは、ひとつの製品

段と進化させていく。多国籍企業は、製

を作り上げるまでに、たくさんの部材を国際

品の企画・開発から、部材の生産・組み立

間で調達・供給する。このため、貿易量は

て、販売に至るまでの工程を細分化した。

最終製品の需要の伸び以上に増加する。

そして、各工程で規模の経済や立地の

また、GVC の構築に伴い、世界各地で生

優位性を追求し、最適な部材・サービスの

産拠点が建設された。このため、工作機

調達地・供給地を世界各地に分散させて

械や建設機械といった資本財の貿易が活

ここでは、まず、現在のアジアの立ち位

いった。こうして、2000年代半ばにかけて

発となったことも貿易量の増大の背景に挙

置を探る観点から、
「 世界の工場」が経済

網の目のような国際分業ネットワークが確立

げられる。なお、2000年代後半の世界的

のグローバル化の波の中でどのように変遷

された。いわゆる GVC である。

な金融危機以降、世界の貿易量のグラフ

ている可能性が懸念されている。

た経緯と現状についてお話したい。

３．
「 世界の工場」としての経済
成長
（経済のグローバル化）

してきたかを歴史的に振り返る。
もともと、
「世界の工場」という用語は、
圧倒的な工業力を誇った19世紀の英国

この GVC の確立には IT の発展が大き
く貢献した。すなわち、GVC のもとでは、製

は屈折し、再び横ばいになっている。この
点については後ほどお話しする。

品の完成に至るまで多くの工程を経ること

GVC の中心はアジア地域であり、その

を称する際に用いられた。そして、20世紀

になるが、
各工程が地理的に離れていたと

中でも中国が「世界の工場」と呼ばれるに

に入ると、英国に代わって米国が「世界の

しても、ひとつの事業として管理・統括する

至ったのは承知のとおりである。中国が最

工場」と呼ばれるようになった。
「世界の工

ことが IT のおかげで可能となった。
前述し

終的な組み立て拠点となり、資本財や製

場」としての英国と米国は蒸気機関や電

たボールドウィン教授は1980年末以降の

品の部材を周辺のアジア諸国が供給する

信・電話技術をはじめ、画期的な技術革新
を数多く生み出し、これを基盤に近代的な
工場制度を構築して大量生産を行うことを

図３ 世界の貿易量（対世界の実質 GDP 比率）

可能にした。また、原材料を世界中から
輸入して工業製品を輸出する加工貿易パ
ターンを確立した。
「世界の工場」を起点
に自由貿易が推進され、世界の貿易取引
が拡大した。現在では、様々な分野で「グ
ローバル化」という用語がすっかり定着し
たが、経済の「グローバル化」は、この19
世紀以降に本格化したとされている。
ジュネーブ大学のボールドウィン教授は、
この英国と米国が主導した「グローバル
化」局面の特徴として、技術革新によりモ
ノの輸送コストが低下した結果、世界中
でモノが取引されるようになり、
「世界の工
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（注）直近は14年。
（資料）WTO
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の成長率を上回る形で増加していたが、

ある。この点は2000年代半ばまでに GVC

域が製造拠点として選ばれた背景として、

金融危機以降、貿易量はそこまで増加し

を構築する動きが一巡したとの指摘と整

低廉で豊富な労働力と工業用地を有し、

なくなっている。それはなぜか。

合的だ。

という生産体制が確立された。アジア地

世界貿易量の増勢鈍化をもたらした構

低コストでの大量生産・輸出が可能であっ

まず考えられるのは、金融危機以降の

たことに加え、人口が多く、将来の有望

世界経済の成長率鈍化である。これは、

造的な要因の第二として、中国で内製化

な消費地として期待されたことが挙げられ

金融危機以前と比べて、完成品の需要

が進んでいることが挙げられる。かつて国

る。また、アジア各国の政府が、製造業

の増加テンポが鈍化すること、そして構

内の技術力がさほど高くなかった中国は、

への外資規制を緩和するなど、対内直接

成する部品の需要の伸びも鈍化すること

高い技術力を要する部材の製造を他国に

投資の呼び込みに努めたことも大きかった

を意味する。この結果、貿易取引は相乗

任せ、低廉な労働力を生かして完成品の

と思う。

的に鈍化する。さきほど GVC のもとでは、

組み立て工程を主に担った。しかし、この

それでは、GVC はアジアの経済成長

経済が成長すると貿易量が増加しやすい

構図は、
すでに過去のものになりつつある。

にどのような影響を及ぼしたのだろうか。

と申し上げたが、金融危機後はこの逆の

近年、中国では、技術力が大きく向上し、

GVC は工程ごとに効率性を追求して生

ことが生じたと考えることができる。もしそ

高度な部材を国内で製造できるようになっ

産コストの低下や付加価値の向上を図り

うであれば、世界経済の成長率が高まる

たため、一部製品については部材の製

つつ、開発・生産拠点を構築していく。こ

と、世界の貿易額も再び増勢を強めるは

造から組み立てまで中国国内で一貫して

のため、GVC の生産拠点となったアジア

ずである。しかし、危機前のペースを完全

行えるようになっている。また、中国政府が

の国々では、直接投資を呼び水に設備

に取り戻す可能性は必ずしも高くなさそう

「製造強国」を目標に、税制や補助金な

投資が行われ、同時に高い技術やノウハ

である。その理由は、世界貿易額の増勢

どの面で企業活動を強力にサポートして

ウが導入されていく。この点は、
「世界の

鈍化の背景に、景気循環以外の構造的

いることもその背景に挙げられる。

工場」であったかつての英国や米国とや

な要因が作用している可能性が高いため

や異なっている。英国や米国は自ら興し

だ。

そうなると、これまで中国に部材を供給
していた周辺のアジア諸国は主要な輸出

た技術革新を生産の基盤とした一方、製

構造的な要因の第一は、GVC 構築の

先を失い、貿易取引が減退することにな

造工程に特化するアジア地域は、先進国

一服である。2000年代半ばまでに世界の

る。これが、アジア地域の中間財輸入の

の技術を導入しながら自らの技術を高めて

主要企業が GVC の構築をひと通り終え、

鈍化につながっていると考えられる。中国

いった。これは、海外から輸入する資本

さらに低廉で豊富な労働力や消費市場を

向け輸出を成長のドライバーとしてきた周

財や中間財に埋め込まれた技術を取り組

求めてフロンティアを拡大する動きが停滞

辺のアジア諸国にとっては、成長モデルの

むことや、IT を活用し取引関係にある先

している。これに伴って、関連する貿易

見直しを迫る要素かもしれない。

進国企業の技術や知識を共有することな

取引が鈍化した可能性がある。表１では、

どを指している。

金融危機以降、どの国においてどのような

化が停滞し、保護主義的な動きが少しず

構造的な要因の第三は、貿易の自由

このように、アジアでは、冷戦後、GVC

財の輸入が、伸びを低下させたかを示し

つ見られ始めている点である。たとえば

に関連した投資拡大と技術進歩を基盤と

ている。色が濃いほど経済成長率対比で

1990年に14％であった世界の平均的な

して輸出を伸ばすことで所得水準を向上

の輸入の下振れ幅が大きいことを表す。

関税率は、2010年に４％へ低下した後に

させた。その結果、中間所得層が形成さ

金融危機以降、中国とNIEs・ASEAN に

反転し、2013年には５％程度まで上昇し

れ、国内消費が活性化された。所得水

よる資本財と中間財の増勢鈍化が顕著で

ている。IMF は金融危機以降、各国で

準の上昇と国内消費の増加はアジア地
域を単なる生産地ではなく、世界の主要
企業が注目する最終消費地へと変化させ

表１ 輸入の実績値と推計値の乖離

た。これが冷戦後のアジア経済の成長パ
ターンだった。

（世界貿易の停滞）
GVC を起点としたアジアの成長モデル
は、2008年の世界的な金融危機を境に
揺らいでいるように見える。その主因は貿
易取引の伸びが世界的に鈍化しているこ
とにある。さきほど世界の貿易量のグラフ
が2000年代後半以降屈折し、再び横ば
いで推移するようになったと申し上げた。
世界の貿易量は金融危機以前には世界

（注）03～06年の GDP に対する輸入の弾性値から12～14年の輸入量を外挿推計し、輸入伸び率実績との差を寄
与度分解。シャドーが濃いほど、マイナスの寄与度が大きい。
（資料）UNComtrade 、HAVER
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非関税障壁が増加しており、保護主義的

クの法則」が当てはまっていることがわか

やインド、インドネシアといった ASEAN 諸

な動きが徐々に強まっていると指摘してい

る。

国では６割程度にとどまっている。

る。

一方、やや気がかりなことは、アジアの

サービス業の生産性が製造業より低い

国々では第三次産業の労働生産性が第

まま、サービス業のシェアが拡大すると、

二次産業と比べて特に低い点である。図

経済全体の生産性、ひいては成長率が

４の右のグラフでは第三次産業の労働

下押しされる。これは、
「ボーモルのコスト

生産性を第二次産業との比率で示してい

病」と言われる現象であり、先進国が陥り

る。一般に技術革新のスピードの早い製

がちな病として知られているが、アジア地

仮に世界のモノの貿易活動が以前ほど

造業に比べると、サービス業の生産性は

域も同様の状況に陥る可能性がある。

活発にならないとすると、アジアの国々は

低い傾向がある。先進国では第二次産

成長モデルを見直す必要がある。その際

業の生産性を100とすると第三次産業の

にひとつの鍵を握るのがサービス業である

生産性は90程度である。しかし、中国や

アジアのサービス業の状況についてもう

と思う。その理由は、第一に、一人あたり

韓国などの NIEs 諸国では、第三次産業

少し詳しくみる。図５の左では先ほどの第

の所得水準が上昇するにつれて、モノか

の生産性は第二次産業の７割程度、タイ

三次産業のシェアを「伝統的サービス」と

４．成 長の牽引役が期待される
サービス業
（低いサービス業の生産性）

（GVC と近代的サービス）

らサービスへ需要がシフトする傾向がある
点である。経済発展につれてサービス業
のシェアが拡大する現象は「ペティ・クラー
クの法則」として知られている。また、アジ

図４ アジアの第三次産業
＜アジアの第三次産業のシェア＞

＜第三次産業の労働生産性＞

アでは社会保障制度が未整備であること
もあって、貯蓄率が高い国が少なくない。
今後、社会保障制度を整備することで貯
蓄率が低下し、個人消費が活性化すれ
ば、サービス需要が大きく成長する可能
性がある。
第二に、GVC を発展させ、これまで以
上に輸出品の高付加価値化を図っていく
うえでは、サービスが重要な役割を担って
いる点である。後で述べるように、付加価
値の高いモノを製造して差別化を図ってい
くためには、サービスを投入することが欠
かせない。
第三に、モノの貿易の増勢が鈍化した

（注）1.左図の直近は14年。右図は11年の値。

2.先進国は、OECD 加盟国のうち27か国。アジアは中国、NIEs（韓国、台湾、香港、シンガポール）、ASEAN
（タイ、

インドネシア、マレーシア、フィリピン）の9か国。
（資料）UN 、PennWorldTable 、世界銀行

としても、サービスの貿易にはまだまだ拡
大余地がある点である。
日本を除くアジア諸国のサービス業の
現状を確認してみる。図４の左側のグラフ

図５ サービス業の GDP シェア
＜サービス業の GDP シェア＞

＜近代的サービス業の GDP シェア＞

は、
日本を除くアジアにおける第三次産業、
すなわちサービス業が名目 GDP に占める
シェアを示している。アジアは第二次産
業すなわち製造業のイメージが強い地域
だが、それでも第三次産業のシェアは緩
やかな上昇傾向をたどっており、2014年
には半分弱に達している。第三次産業の
シェアが平均６割程度に達する先進国と
比べれば低いものの、経済構造が製造業
に著しく偏っているわけではないということ
を示している。すでにみたとおり、アジアの
国々は着実に一人あたりの所得を上昇さ
せてきており、先ほど述べた「ペティ
・クラー
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（注）1.先進国は、イタリア、ドイツを除く G7メンバー国。アジアは、中国、NIEs（韓国、台湾、香港、シンガポール）、
ASEAN（タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン）の9か国。
2 .EichengreenandGupta（2013）に基づいて、近代的サービス、伝統的サービスに分類。
3.15年の値。一部の国についてはデータ制約から利用可能な直近年の値を用いて算出。
（資料）CEIC、
RIETI、
Eichengreen,B.,andGupta,P.（2013）,“TheTwoWavesofService-SectorGrowth,”
OxfordEconomicPapers ,65（1）,96-123.
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道路・鉄道といったハード面だけではない。

「近代的サービス」の２つに分けた。この

きい。すなわちモノづくりの工程と生産性

うち「伝統的サービス」とは、昔からの生

との関係を描くと U 字型の「スマイルカー

法律や規制もソフト面でのインフラであるほ

活に欠かせないサービスであり、たとえば

ブ」になると言われている。GVC は、工

か、教育システムなどもインフラのひとつで

小売業、卸売業、行政サービスといった

程を細分化し、比較優位を最大限に活

ある。

分野が該当する。一方、
「近代的サービ

用する取り組みだった。GVC の結果、製

こうした広い意味のインフラが充実して

ス」とは、所得水準が高くなるほど人々が

造工程はアジア諸国など新興国に移設さ

いる国ほど、サービス業の労働生産性が

必要とするサービスを指しており、外食、

れる一方、製造以外の工程の多くは先進

高い傾向がある。表２はアジアの国々を

教育、金融、医療などが該当する。
「近

国に残った。モノづくりの工程で付加価値

サービス業の労働生産性が高い順に並

代的サービス」は、国やサービスの内容に

の多くを生み出すサービスが国内にあるか

べたうえで、各国の法律制度や規制、教

より違いがあるが、総じて付加価値が高

どうか、それを支える高付加価値の専門

育年数、社会資本の充実度を数値化し

いとされている。ここから明らかなとおり、

サービスが発達しているかどうかが、先進

た指標を示している。各項目のうち色のつ

先進国とアジア地域を比べると、
「伝統的

国とアジア地域との間で専門的サービス、

いた項目は先進国と比べて見劣りし、色

サービス」のシェアにはあまり差はない。一

ひいては「 近代的サービス」が GDP に

が濃くなるほど、先進国を下回る度合いが

方、
「近代的サービス」のシェアは先進国

占めるシェアの違いをもたらしたと考えられ

大きくなることを示している。

ほど大きく、アジア地域はそれと比べて見

る。

ここから、幾つかの特徴を指摘すること

付加価値の高いモノがあふれる現代に

ができる。第一に、シンガポールや香港と

おいて、サービス投入の重要性は一段と

いった生産性の高い国では、他の先進国

いことには、
「近代的サービス」分野が十

増しており、
「製造業のサービス化」が進

と同様にインフラが整備されている。一方、

分に発達していないことが関連していると

んでいる。これまでアジア地域は「世界の

サービス業の労働生産性が見劣りする、

考えられる。図５の右のグラフで「近代的

工場」として製造工程を担うことにより、経

すなわち下方に位置する国ほど、赤い色

サービス」のシェアを細かくみると、アジア

済成長を実現してきた。しかし、サービス

が多くなっており、インフラの不十分さが労

劣りがする。
アジア地域でサービス業の生産性が低

地域では、特に医療・介護サービスと専門

の発展という点では、先進国の後塵を拝

働生産性の低さにつながっていることが示

サービスのシェアが先進国と比べて小さい

している。今後、高度なサービスを発達さ

唆される。

ことがわかる。このうち医療・介護サービス

せ、モノづくりの高付加価値化を進めてい

第二に、今度は各項目別にみると、ハー

のシェアが小さい点は、先進国と比べて

くことは、アジア諸国にとって、次の成長

ド面のインフラについては、インドネシアや

医療システムが整備されていないことなど

に向けた足がかりとなると思う。

フィリピンなどでは、道路や鉄道、電力供
給を充実させる余地がある。ハード面の

が背景にあると思う。
「近代的サービス」のうちの専門サービ

（求められるインフラの整備）

インフラを整備すると、それを直接活用す

スは、法律・会計、コンサルティング、デ

サービス業の生産性を引き上げ、サー

ザインといった企業向けを主に対象とする

ビス業のシェアを大きくしていくうえで欠か

サービス業の生産性向上に直結するほ

サービスである。アジア地域で専門サービ

せないのは、インフラの整備である。ここ

か、人口が集積する都市の機能強化を通

スのシェアが見劣りする背景には、先ほど

で申し上げているインフラとは、広い意味

じてサービス業の労働生産性の向上に資

申し上げた GVC の進展と関連している

でのインフラを指している。インフラは電力・

すると考えられる。

るエネルギー業や運輸業などの公共的な

可能性がある。
モノづくりの工程は、単に部材を組み合
わせて製品に仕立てる製造工程だけでは

表２ アジア各国のインフラ指標

ない。製造工程の前には、製品の開発、
デザイン、マーケティングといった製造その
もの以外の工程、すなわちサービスの投
入が必要である。また、製造工程の後に
も、広告や販売、メンテナンスなどのサー
ビスの投入が必要だ。このようにひとつの
モノを作るには、製造工程の前後におけ
るサービスの投入が不可欠だ。
また、このサービスの投入がモノの付加
価値の高さを大きく左右すると考えられて
いる。一般にモノの付加価値のうち、製
造工程により生み出される部分は小さく、
前後のサービスで生み出される部分が大

（注）1.8未満の項目は赤 、8以上9未満の項目はオレンジ。
2.サービス貿易制限指数は、0に近付くほどサービス貿易の制限が大きいことを示す。
3.解雇障壁 、起業障壁 、汚職度は0に近付くほど障壁または汚職度が大きいことを示す。
4.道路の質 、鉄道の質 、港湾の質 、航空輸送の質の平均。
5.先進国は、OECD の加盟国のうち27か国。
（資料）OECD、
WorldEconomicForum、
Barro,R.,andLee,J.W.
（2013）
,“ANewDateSetofEducational
AttainmentintheWorld,1950-2010,”JournalofDevelopmentEconomics ,104,184-198.
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基調講演（黒田東彦）

第三に、法律や規制といったソフト面の

地域は、企業側からみれば労働コストが

を活かして、システム開発やデータ管理と

インフラについては、アジアの多くの国で

高い地域になりつつあり、いつまでも製造

いった IT 関連のアウトソーシング分野が

改善の余地があるようである。一般にサー

工程の最適地であり続ける保証はない。

伸びている。この結果、フィリピンとインド

ビス業には電力・金融・通信など公共性を

実際、より低いコストの生産拠点を求め、

はサービス貿易黒字国となっている点は注

帯びたものが多く、規制が強くなりがちで

すでに他に生産拠点を移管する動きがみ

目に値する。

ある。また、国内産業を保護する観点か

られる。アジア経済の成長率を高めていく

アジア諸国は、これまで世界の経済成

ら外資が制限されている面もあり、外貨獲

ためには、こうした GVC の再編に向けた

長の牽引役としての役割を担ってきた。次

得や雇用創出を目的に外資規制が緩めら

動きを梃子にして、投資の拡大や生産効

の時代でも、これまでとは違った形で世界

れてきた製造業とは対照的だ。表の一番

率の改善を進め、自らの新しい比較優位

経済をリードし、高所得国への歩みを確か

左の列は OECD が作成したサービス貿

を創出していく努力が重要である。そして、

なものにしていくことが望まれる。環日本海

易を制限する規制の指標であり、アジアの

そうした努力の大前提となるのが、これま

経済研究所における調査研究や経済交

いくつかの国は、先進国よりも種々の規制

で世界経済の成長を支えてきた自由貿易

流の促進活動、さらには今回の会議のよう

が強いことがわかる。また、汚職の問題

体制が維持されることである。

な北東アジア全域を挙げての取り組みが

や治安の悪さなど法律遵守の程度が見劣

自由貿易のもたらす果実を世界経済が

着実に実を結び、アジアのさらなる発展に

りすることや、知的財産権の保護が徹底

今後も享受していく際に重要なのは、サー

一段と貢献していくことを期待しつつ、結

されていないことなども、インフラとしてはマ

ビス業の役割だ。IT の発展は、サービス

びに代えさせていただく。

イナスだ。さらに、公的医療・年金といっ

の国際間取引をかつてに比べて容易にし

た社会保障制度が未整備であることは、

た。そのなかで、
「製造業のサービス化」

将来不安を惹起し、内需主導の成長を阻

が進展した。このため、サービス貿易は

害していると考えられる。

財貿易以上に拡大する傾向にある。しか

最後に教育面では、アジアの初等教育

し、その中心は依然として先進国だ。世

フロア質問
（木村冬馬：東京大学医学部２年）

の就学率は改善傾向にあり、多くの国で

界のサービス輸出に占めるアジア地域の

９割を超えている。もっとも、東南アジアの

シェアは２割に達しておらず、３割程度を

日本は、戦後の発展により、先進国に

一部では中等教育、高等教育の就学率

占める財の輸出に比べると低いと言わざる

分類されることが多く、ほかのアジア諸国

が低く、
教育年数の低さにつながっている。

を得ない。また、中国をはじめアジアの国々

とは異なった状況を呈していると思う。提

また、OECD の学力調査によれば、シン

の多くは、サービス貿易収支が赤字であ

示されたデータや図の多くでも日本はアジ

ガポールや香港などは世界トップレベルに

る。

ア諸国から除かれていて、日本の未来図

今後、新興国の所得水準が上昇する

を描くことは一筋縄ではいかないなと感じ

界平均を下回っている。サービス業では、

につれて、サービスへの需要も高まってい

ている。日本がほかのアジア諸国、特に

ある一方、東南アジア諸国の一部は世
建物や機械もさることながら、労働者の質

くと予想される。さらに、財の貿易に比べ

北東アジア諸国と協力して経済発展を遂

が付加価値の源泉である。サービス業の

ると、サービス分野の貿易自由化の余地

げていく上で、どのような位置付けである

労働生産性の向上に向けて、教育面の

はかなり残っている。そうなれば、先進国

のが望ましいとお考えか。

充実は最重要課題となっている。

と新興国の間で、あるいは新興国同士の

５．おわりに

いたアジアのサービス業の生産性や競争

間で、サービス貿易が活発になり、遅れて

以上、アジア経済のこれまでの成長と
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力の向上にも資することが期待できる。

黒田東彦
日本経済が直面している課題というの
はいくつかあると思う。第一に、日本政府

その点、サービス業も含めた GVC 拡

及び日本銀行が一緒に取り組んでいること

現在直面している課題について申し上げ、

大のカギを握る IT については、アジアで

であるが、金融政策、財政政策、構造政

次の時代の成長モデルを考える際のひと

も発展が目覚ましいことは心強い動きであ

策を活用して日本経済をデフレから脱却さ

つの鍵として、サービス業の生産性や競

る。
「中国のシリコンバレー」と呼ばれる深

せ、持続的な成長経路に乗せるということ

争力の向上が必要であることを示した。

圳市では、国内の起業家が数多く集積し

である。第二に、より長期的でよりチャレン

次の成長モデルがどのようなものになっ

ているほか、
「フォーチュングローバル500

ジングな課題は、日本経済を２％の成長経

ていくにせよ、今後のアジアの経済成長に

社」のうち約270社が研究開発拠点など

路に乗せるということである。

とって自由貿易体制は維持されることが不

を設立しており、世界的なイノベーション創

現在日本は人口減少、高齢化が進ん

可欠だ。当面、財の貿易量の成長は以

出都市として変貌を遂げつつある。すで

でおり、生産年齢人口が大体毎年100万

前ほどの高いペースを取り戻せないかもし

に、フィリピンは国民の高い英語能力を活

人ずつ減っている。こうしたもとで、内閣

れないが、アジアのこれまでの経済成長を

かし、コールセンターなど音声サービスの

府の推計によると、現在の日本の潜在成

可能にした GVC は引き続き重要な成長エ

一大拠点として海外から業務を請け負っ

長率というのは0.8％程度だろうと言われて

ンジンである。急速に豊かになったアジア

ている。また、インドは、高い ITリテラシー

いる。現在、日本経済は、世界的金融危
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国人の日本経済における活躍も含め、労

合は「近代的サービス」が非常に少ないと

で中長期的な潜在成長率を上回る1.5％

働力の投入をどのように確保していくかと

いうことではなく、
「伝統的サービス」
も
「近

程度の成長をしており、そのもとで失業率

いうのはひとつの課題である。資本の投

代的サービス」もあるが、いずれもアメリカ

も低下し、賃金も上がっていくというプロセ

入については、世界的金融危機のあと投

のサービス業の生産性に比べてかなり低

スにあるわけだが、より長期的には潜在成

資が落ち込み、資本の償却よりもグロスの

い。このあたりをどのように引き上げていく
かが重要なことであろう。

機のあと落ち込んだ経済が回復する過程

長率自体を押し上げていく必要がある。そ

投資が少なかったので、マイナスの貢献

のためには労働力の投入、資本の投入の

になっていたが、今はプラスになってきてい

最後に、この環日本海という地域は自

ほか、
トータル・ファクター・プロダクティビティ

る。設備投資、人材投資の増加によって

然的な意味では非常にコンパクトで密接

の引き上げに向け、
技術革新、
イノベーショ

何とか潜在成長率のプラスを維持し、大き

な地理関係にある。この中で、貿易や投

ンというものを強化していかなければならな

くしていけるのではないかと思うが、トータ

資が盛んになれば、この地域全体、特に

い。

ル・ファクター・プロダクティビティを引き上げ

日本海側の日本経済にとって大きなプラス

先程申し上げたように、生産年齢人口

るのはどの先進国でも大変難しいことであ

になることは間違いないと思う。そうした面

は毎年100万人ずつ減っているが、この４

り、規制緩和、教育、その他を含めて相

で皆さんもいろいろと努力をされているが、

年間は女性の就業率が非常に高くなって

当な官民の努力が必要であると思う。

今後とも外交関係も含めて、各国の努力

きて、これがかなりの程度、労働投入の

日本経済はすでに相当サービス経済化

によってこの環日本海経済圏がより密接に

落ち込みをカバーしてきた。現在の女性

しており、特にアジアの新興国と比べると、

なり、大きな貢献をする可能性があると私

の就業率は大体アメリカと同じ程度である

はるかにサービス経済化している。そうし

も思っている。

が、まだヨーロッパの水準にはいっていな

たなかで、日本のサービス業の生産性は

いので、引き上げの余地はあると思う。外

米国などと比べるとかなり低い。日本の場
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