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Almost three years after regaining the presidency of the Liberal 
Democratic Party (LDP) with a three-arrow plan for revitalising the 
economy, Japanese prime minister Shinzo Abe is getting mixed 
reviews. Japan’s turbo-charged stock market and rising corporate 
profits suggest Mr Abe is right to say, “Japan is back.” But last year’s 
meagre GDP growth of 0.5%, and the slow pace of meaningful 
economic reforms, give his critics room to argue otherwise. At the 
Japan Summit 2015, held at the Hotel Okura Tokyo on July 9th, 
leaders in politics, business and academia took stock of Japan’s 
progress since Mr Abe’s return to the prime ministership.

Japan’s aging, shrinking population and huge public debt underpin 
the country’s structural problems. Compounding matters, its 
corporations are risk averse and poorly governed. As the summit 
took place, Mr Abe was grappling with what may be his most lasting 
political legacy—a clutch of security bills designed to loosen the 
shackles of Japan’s pacifist constitution and allow it to do more in its 
own defence. If he succeeds, the prime minister will have achieved 
a key political goal. But the fight may burn up political capital that he 
badly needs in his fight to help Japan achieve its full potential.

INTRODUCTION

“Since I took  
office in December 
2012, the amount 
of FDI (foreign 
direct investment) 
into Japan has 
increased to more 
than ten times its 
previous level. 
But this is far from 
sufficient.” 

Shinzo Abe 
Prime minister 

Japan 
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Abenomics is working, Mr Abe told the 
summit. A virtuous economic cycle has finally 
been set in train, he said: corporate profits 
and investment are up and the economy is 
humming along—growing at an annual rate of 
9%. Government tax revenues for fiscal 2014 hit 
a 21-year high of ¥54 trillion. The net earnings of 
companies listed on the Tokyo Stock Exchange 
have topped ¥20 trillion for the first time in 
history, and the ratio of job offers to seekers 
hit a 23-year high. Mr Abe claimed that his 
economic plan is so successful, the opposition 
has stopped debating its merits.

Though upbeat, Mr Abe’s assessment could be 
seen as slightly misleading. The Nikkei index has 
finally regained the levels of the 1990s, after 
dropping nearly 60% between December 1989 
and June 1992. But the market capitalisation 
of American stock exchanges in 2015 is nine 
times what it was in 1990. Meanwhile, Japan’s 

government debt has ballooned from ¥200 
trillion to over ¥1000 trillion over those past 25 
years. Many of the same large corporations 
dominate the Japanese market, while in 
America there has been far more creative 
destruction. Japan has the lowest rate of firm 
turnover in the OECD.

Mr Abe also glossed over last year’s economic 
growth, which was anaemic despite the 
weak yen, cheap oil and huge government 
stimulus. Domestic demand and individual 
consumption—equivalent to half of Japan’s 
GDP—are weak. Wages are mostly flat. Richard 
Katz, editor-in-chief of the Oriental Economist, 
pointed out that GDP is still not back to its 2008 
level. Above all, the third arrow in Mr Abe’s 
quiver—structural reform—has been slow to 
materialise. Motoshige Itoh of the University 
of Tokyo pleaded for attendees to give the 
government more time.

ABE’S UPBEAT ASSESSMENT
“GDP is still not 
back to the level 
it was in 2008. 
That’s astonishing. 
The way to fix 
Abenomics is to 
use all three arrows 
together.” 

Richard Katz 
Editor-in-chief 

the Oriental Economist 



4 economistinsights.com
© The Economist Events 2015

JAPAN SUMMIT 2015

Drilling through the bedrock of vested interests, 
as Mr Abe’s metaphor goes, takes time. But 
the prime minister insisted his government has 
achieved much. For instance, it has passed 
a landmark energy bill liberalising markets for 
power and gas, “the bastions of oligopolies 
for 60 years.” Legislation to transform another 
sacred cow—the Nokyo, or Central Union of 
Agricultural Co-operatives—is making its way 
through parliament. More than 2,000 publicly 
traded companies have adopted Japan’s first 
corporate governance code.

Will that code lead to greater openness in 
Japan’s boardrooms? The country’s firms 
continue to fall short of global standards for 
corporate oversight, and its insular boards 
have been slow to expand on their in-house 
gene pools. Truly global companies need 
diversified, risk-taking directors, said Laurent 
Boissart, president of Philip Morris Japan. 
Japanese boards need more women and 

foreigners, agreed Takashi Mitachi, co-
chairman of the Boston Consulting Group 
in Japan, who also hoped for a culture of 
debate and discussion to supersede the 
practice of referring matters up to the old 
men in charge. 

The old ways are no longer an option 
for large domestic corporations, said 
Yasuchika Hasegawa, chairman of Takeda 
Pharmaceutical. Japan’s share of world GDP 
has slipped to 8% from its mid-1990s peak of 
18%, and it will fall further as newly industrialised 
countries steam ahead. “We have go out and 
bring back the wealth,” he said. Globalisation 
will inevitably bring stronger pressure to improve 
management and decentralise control, as 
will more international scrutiny of Japanese 
corporate practices. Mr Hasegawa said the 
effectiveness of the new code will depend 
on how strongly CEOs are willing to commit 
themselves to fairness and neutrality.

CHANGE IS COMING“Japanese 
GDP in 1993–95 
accounted for 18% 
of global GDP. It’s 
now 8% and will 
fall further. You 
have go out and 
bring back the 
wealth to Japan or 
we will not be able 
to catch up.”
“We have realised 
that the global best 
practices were 
not practiced [in 
Japan] because 
we were quite 
complacent with 
our past glories.” 

Yasuchika Hasegawa 
Chairman 

Takeda Pharmaceutical



5economistinsights.com
© The Economist Events 2015

JAPAN SUMMIT 2015

Mr Abe’s government wants to make it easier 
for Japan’s armed forces to join military 
activities abroad and defend allies—principally 
America—if they are under attack. Tomohiko 
Taniguchi, a special adviser to Mr Abe’s cabinet, 
said new security bills will let Japan take more 
responsibility for its own defence and strengthen 
its military alliance with America. “We used to 
have a hub-and-spokes security structure,” he 
said. “Now it has become more like a network.” 
Japan is enhancing the network of maritime 
democracies, he said.

But the attempt to legislate for “collective 
defence” has drawn heavy fire at home. 
Most of Japan’s constitutional scholars say 
the government’s security bills are illegal. 
Public backing for the cabinet is falling, even 
in the conservative media. When three of the 

country’s top legal experts said in June that the 
government’s plans violated the constitution, 
they embarrassingly highlighted Mr Abe’s 
difficulties. One had been hand-picked by the 
prime minister’s own party.

Mr Abe dismissed the experts’ concerns. It 
took 25 to 30 years for the Japanese people to 
accept the merits of the security treaty made 
with America in 1960, Mr Abe said, implying that 
the public would eventually support the latest 
bills. Kunihiko Miyake, president of the Foreign 
Policy Institute, insisted Japan is not trying to 
change the status quo—it wants to maintain it 
against those who would change it by force. 
That means posing a deterrent, and convincing 
others to be part of the international community. 
“If they do that,” said Mr Miyake, they are 
wholeheartedly welcome.”

MAINTAINING 
THE STATUS QUO

“The Shinzo Abe 
that I know is a 
very conservative 
politician and a 
patriot, but not an 
ultranationalist. 
He’s a realist, 
not a nationalist 
ideologue.” 

Kunihiko Miyake 
President 

Foreign Policy Institute 
research director 

Canon Institute for 
Global Studies  
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TAMING NATIONALISM
Jeffrey Kingston of Temple University, Japan 
Campus, said Mr Abe’s historical revisionism 
complicates his long-cherished mission to make 
Japan a “normal” country. To reset diplomatic 
ties with China and Korea, the prime minister 
would have to state clearly that Japan’s 
decision to wage war across Asia in the 1930s 
and 1940s was a mistaken national policy. Mr 
Kingston said Mr Abe has a historic opportunity 
to do so this year, on the 70th anniversary of the 
end of the second world war.

The stakes are high. Over the past decade, 
China’s military budget has mushroomed to 
30 times its former level, and the country’s 
growing ability to project power across East 
Asia alarms Japan. Since Mr Abe returned to 
office, his government has authorised three 

consecutive rises in defence spending. Much 
of this build-up, though small by international 
standards, is aimed at deterring an attack on 
Japan’s far-flung south-east, where there is a 
tense standoff with China over the Senkaku (or 
Diaoyu) Islands.

Rising nationalism on all sides makes the situation 
easily inflamed. Mr Taniguchi sounded a note of 
pessimism, doubting that “rampant” nationalism 
in China and Korea can be tamed. Hatred of 
Japan has been engraved in the South Korean 
and Chinese psyches, he said. Mr Miyake said 
rapprochement will require not only an apology, 
but also another side willing to accept it, and 
China and Korea have repeatedly moved the 
diplomatic goalposts because they do not want 
an end to the animosity.

“Shinzo Abe has a 
historic opportunity 
to reset the button. 
A lot of people 
have told him to 
listen to his inner 
German. I’d advise 
him to engage his 
inner Nixon.” 

Jeffrey Kingston 
Professor and director 

of Asian studies 
Temple University 

Japan Campus
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Japan’s government has committed to restarting 
the country’s nuclear reactors. But while they sit 
idle, Japan has also become one of the planet’s 
most dynamic markets for green energy. A feed-
in tariff introduced in 2012 has triggered more 
than 1.2m applications, mostly for solar-power 
installations. The government plans to increase 
renewables’ share of electricity output to 20% 
by 2030, almost double what it was before the 
Fukushima disaster, when nuclear provided 
about 30% of Japan’s electricity. 

The renewables target of 20% is too modest 
for some, and many experts also question the 
feasibility of the government’s plan to keep 
20–22% of the nation’s energy coming from 
nuclear power. Kimio Yamaka, president of the 
Institute of Energy Strategy, pointed out that 
the statutory limit on the lifespan of operating 
reactors is 40 years. The government’s plan 
assumes this will be extended. At present, 
virtually all the nuclear restarts are the focus 

of potentially drawn-out legal disputes. And 
where, he asked, is the spent nuclear fuel going 
to be stored?

Joseph Bevash of law firm Latham & Watkins 
said the huge sunk costs involved in Japan’s 
nuclear plants makes the government’s stance 
understandable. By contrast, renewable energy 
requires considerable upfront investment and 
state subsidies. But the government’s estimates 
of the cost of nuclear power do not include 
externalities such as disposing of spent fuel and 
cleaning up from the Fukushima disaster. “If 
you’re trying to look at the true costs, renewables 
look a lot better,” he said. 

Japan must diversify its energy mix, said Mr 
Yamaka: coal, gas and oil prices can rise. Yukari 
Takamura of Nagoya University said the post-
Fukushima rise in fossil-fuel imports also makes 
it “critical” that the government send a much 
clearer message on reducing CO2 emissions.

STILL NUCLEAR
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DEFUSING THE DEMOGRAPHIC 
TIME BOMB
In the background of all these discussions, you 
can hear Japan’s demographic time bomb 
ticking away. By 2060, the population is projected 
to fall from 127m to about 87m, of which almost 
40% will be 65 or older. Last year, the government 
pledged to stem the decline at 100m and 
made a new cabinet position for reviving rural 
communities. It is even mulling a proposal to 
deal with a surfeit of pensioners in the overstuffed 
capital by persuading them to move out.

Radical problems require radical solutions. 
Shigeru Ishiba, minister in charge of overcoming 
population decline and vitalizing local 
economy, said computer projections suggest 
there may be virtually no Japanese left by 
the year 2900. In the meantime, Japan’s rural 
labour force is ageing. In 20 years’ time, the 
average age of a Japanese farmer will be 87, 
Mr Ishiba warned. Japanese people live long, 
but they can’t live forever: “It really is a very 
dire situation for this country,” he said.

Akira Amari, minister of state for economic 
and fiscal policy, said a successful conclusion 

to the Trans-Pacific Partnership (TPP) trade 
deal would help consolidate small farms and 
industrialise agriculture. Mr Katz was doubtful, 
saying one reason Japanese consumers 
spend more on food than most of their 
counterparts in the OECD is that bureaucratic 
rules limit the open market for agricultural 
products, and nothing in the TPP would 
change that.

Whoever is right about the TPP, Japan’s fiscal 
state means the old model of propping up 
the country’s far-flung regions with public 
works is no longer feasible, said Mr Ishiba. 
The way to stem decline in the regions is 
to encourage them to stand on their own 
feet and rally around successful businesses. 
Many areas are already regaining vigour: the 
prospect of larger homes and more spending 
power will lure young people will back to the 
countryside, he said. Local authorities have 
been told the old ways no longer work. “If 
they do not make efforts toward self-help, we 
are very clear that we cannot support them,” 
said Mr Ishiba.

“In 2900, there 
will be about 
4,000 Japanese 
left, according 
to a computer 
calculation. The 
nation is gradually 
evaporating. It 
really is a very 
dire situation for 
this country.” 

Shigeru Ishiba 
Minister in charge of 

overcoming population 
decline and vitalizing 

local economy  
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Mr Amari said the declining, aging population 
makes it a priority to tame rising social security 
costs, which are the largest single item in the 
government’s spending. Cutting wastage would 
let the government maintain services without 
deterioration, he insisted. This is particularly 
apparent in health care. The frequency of 
expensive hospital visits is being cut, overlapping 
administration of drugs is being streamlined, 
and health check-ups incentivised by the 
government should dramatically curtail costs 
further down the road.

Caring for the old and sick depends on a 
healthy economy, Mr Amari said. Hence the 
government’s focus on ending deflation. 
“Deflation is the economy getting sick,” he said. 
“Abenomics is going to make this body healthy 
and full of muscles.” The optimistic assessment 
echoed that of Mr Abe, who said that far from 
being broken, as Mr Katz claimed, “Abenomics 
is in fact picking up acceleration, a point I would 
like you to take home today.” Yet, expectations 
are lower than when Japan embarked on Mr 
Abe’s economic journey in late 2012. 

STREAMLINING THE ECONOMY
“The Japanese 
economy is going 
to get healthy. 
Abenomics is 
going to make this 
body healthy and 
full of muscles.” 

Akira Amari 
Minister of state 

for economic and 
fiscal policy  
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TAKEAWAYS
Abenomics is working, according to Abe
Japanese prime minister Shinzo Abe told the 
Japan Summit 2015 that Abenomics is working. 
After two and a half years in office, he has set 
a virtuous economic cycle in train, he said. 
Corporate profits and investment are up, and 
the economy is growing at an annual rate of 
9%. Government tax revenues for fiscal 2014 
hit a 21-year high of 54 trillion yen. The net 
earnings of listed companies on the Tokyo Stock 
Exchange have topped ¥20 trillion for the first 
time in history, and the ratio of job offers to 
seekers hit a 23-year high. 

Others doubt Japan’s prospects
Not everyone is convinced. Mr Abe glossed 
over anaemic economic growth last year, at 
just 0.5% despite the weak yen, cheap oil and a 
huge government stimulus. Domestic demand 
and individual consumption—equivalent to 
half of Japan’s GDP—are still weak. Wages 
are mostly flat. Richard Katz of the Oriental 
Economist pointed out GDP is still not back to 
the level it was in 2008. And the third arrow in Mr 
Abe’s quiver—structural reform—has been slow 
to materialise. Motoshige Itoh of the University 
of Tokyo pleaded for attendees to give the 
government more time.

Abe risks political capital on security
Mr Abe may burn up much-needed political 
capital on the security bills he is trying to push 
through the lower house by July 16th. The longer 
the debate goes on, the less support he seems 
to have. Mr Abe told The Economist that it took 
25–30 years for the majority of Japanese to 

accept the security treaty with America pushed 
through in 1960 by his grandfather Nobusuke 
Kishi, then prime minister. The implication is that 
the public will eventually support the latest bills.

Demographics are the long-term challenge
In the long term, Japan has an even bigger 
problem than defence. The country’s 
population is falling even as Tokyo continues 
to suck in people, capital and resources. 
Shigeru Ishiba, minister in charge of overcoming 
population decline and vitalizing local 
economy, said that by the year 2900, there 
might be virtually no Japanese left. “It really 
is a very dire situation for this country.” But he 
believes rural decline can be halted if local 
businesses and governments take the initiative 
and stop relying on Tokyo’s largesse.

Globalisation and better governance  
are essential
Japan’s demographic disaster means local 
businesses will be forced to globalise, said 
Yasuchika Hasegawa, chairman of Takeda 
Pharmaceutical. Japan’s share of world GDP 
has slipped to 8% from its mid-1990s high of 
18%, and it will fall further as newly industrialised 
countries steam ahead. “We have to go 
out and bring back the wealth,” he said. 
Globalisation will inevitably bring more diversity 
in Japan’s boardrooms, stronger pressure 
to decentralise control, and more scrutiny 
of business practices. Japan’s first code of 
corporate governance, which went into force 
in June, is an important step in improving 
prospects for Japanese firms.
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安倍晋三氏が自由民主党総裁に再任され、３つの矢からなる経済再活性化策 アベノミクス

を掲げてから、ほぼ３年が経つ。そして現在、同首相に対する評価は二分している。日経平

均株価の大幅な上昇や、企業収益の拡大を考えれば、「Japan is back（日本は復活した）」と

いう安倍氏の主張はある意味で正しい。しかし、0.5% という昨年の GDP 成長率や、具体的

な構造改革が遅々として進まない状況が、専門家に批判の余地を与えているのもたしかだ。

７月９日にホテルオークラ東京で開催された「ジャパン・サミット 2015」では、政府関係者、

ビジネスリーダー、学識経験者、オピニオンリーダーなどが一堂に会し、安倍政権発足後の

日本の現状について検証が行われた。

日本は、人口の高齢化と減少、そして膨大な財政赤字などの深刻な構造的問題を抱えている。

リスク回避志向やガバナンスの不備が見られる国内企業の現状も、事態をさらに複雑化させ

ている。ジャパン・サミット 2015 の開催時期、安倍首相は憲法解釈を見直し、集団的自衛権

の行使を可能にする安全保障関連法案に力を注いでいた。もし同氏の宿願であるこの法案が

成立すれば、安倍政権が残す最も永続的な政治遺産となる可能性は高い。しかしその結果、

日本の潜在能力活用に向けた改革に必要な政治資産（Political Capital）を使い果たしてしま

う恐れもある。

はじめに

「最後まで、決して諦め
ない。私も、「悔いなく、
やりきった」と言える
ぐら い、 成 長 戦 略 の
実行に、全力を尽くし
ていく決意だ。」  
内閣総理大臣 
安倍晋三 



economistinsights.com
© The Economist Events 2015

ジャパン・サミット 2015

安倍首相は、基調講演の中で「アベノミクスは機能し
ている」というメッセージを強調した。企業の収益や設
備投資は拡大傾向にあり、経済も年率9％のペースで成
長している。ここにきて、経済の好循環が生まれつつある
というのが同氏の見方だ。2014年度の税収は約54兆円
と、21年ぶりの高水準となった。東京証券取引所第1部
に上場する企業の最終益も史上初めて20兆円を超え、
有効求人倍率は23年ぶりの高い数値を記録している。
安倍首相によると、野党が経済政策を国会論議の争点に
しないのは、アベノミクスが成功をおさめている証しだ。

だ が 、同 氏 の 楽 観 的 な 見 方 に は 異 論 の 余 地 も
ある。1 9 8 9 年 1 2 月と1 9 9 2 年 6 月に 約 6 0 ％ の 下 落
を 経 験 し た 日 経 平 均 株 価 は 、1 9 9 0 年 の 水 準 に
やっと戻ったところだ。米国の上場企業の時価総額
は 、2 0 1 5 年 時 点で 1 9 9 0 年 の 9 倍 に 増 加している。
その間、日本の財政赤字は、約200兆円から1000兆
円 超 に 拡 大した 。米 国で は 活 発 な “ 創 造 的 破 壊 ” が

見られる一 方、日本 の 市 場で は 依 然として同じよう
な大企業が影響力を保っている。日本における企業
の新陳代謝のスピードが、OECD加盟国の中で最も
低いのもこうした現状の表れだ。

昨 年 の 経 済 成 長 に 関 する安 倍 首 相 の 発 言 にも、
疑問をさしはさむ余地がある。円安や原油安、そして
政府による大規模な景気刺激策といった好材料にも
かかわらず、GDPはほぼ横ばい状態だった。GDPの約
半分を占める国内需要や個人消費は弱含みで推移
し、賃金水準にも大きな改善は見られなかった。オリ
エンタル・エコノミスト・アラートの編集長 リチャード・
カッツ氏は、GDPが依然として2008年の水準に戻って
いないと指摘している。アベノミクスの3本目の矢に
あたる構造改革にも、目覚ましい進展は見られない。
しかし、東京大学の伊藤元重教授は、政府にもう少し
時間の猶予を与えるべきだという見解を示している。

安倍首相の現状認識は
あくまでも強気

「日本の GDP は、依然
として 2008 年のレ ベ
ルに戻っていない。こ
れは驚くべき事態だ。
アベノミクスを機能さ
せるためには、３つの
矢を全て用いる必要が
ある。」  
オリエンタル・エコノミス
ト・アラート　編集長 
リチャード・カッツ 
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“岩盤規制にドリルで風穴を空ける”ためには一定の
時間が必要だ。しかし、安倍首相によると、改革はすで
に多くの成果を挙げている。例えば、“60年の地域寡占
状態が続いた”電力・ガス市場で、小売の全面自由化を
実現する法案が国会で成立した。JA全中の監査権限
撤廃を柱とする農協改革も審議が進められている。ま
た、新たなコーポレート・ガバナンス・コードは、2000社
を超える上場企業に適用された。

こうし た 改 革 は 、“ 開 か れ た 取 締 役 会 ” の 実 現
に つ な がる の だろうか？一 部 の 日 本 企 業 は 、依 然
としてグ ロ ー バ ル な 監 視 機 能 の 基 準 を 満 たして
いない。ともすれば閉鎖的な傾向の見られる経営陣
も、より多 様 な 経 営 人 材 の 受 け 入 れ を 十 分 に 進 め
てい な い。フィリップ  モリスジャパンの 代 表 取 締 役
社長 ローラン・ボアサール氏によると、真のグローバル企業には、
多様なバックグラウンドを持ち、リスクをいとわない取締
役が必要だという。ボストン コンサルティング  グループの日
本代表を務める御立尚資氏もこの見方に同意し、女性・

外国人取締役をさらに増やす必要性を訴えている。
同氏によると、目上の取締役の意見を重視する慣行を
廃し、ディベートや議論を重視する企業文化を培うことも
重要だ。

武 田 薬 品 工 業  取 締 役 会 長 の 長 谷 川 閑 史 氏 も 、
日本 の 大 企 業 にこれまで の やり方 を 続 けるという
選択肢はないという見方を示している。日本が世界
のGDPに占める割合は、ピークとなる1990年代中頃
の18％から8％にまで落ち込んでおり、新興工業国の
台頭によってさらに縮小する可能性が高い。「企業は
積極的に海外展開を行い、日本に富を持ち帰らなけれ
ばならない」と同氏は指摘する。グローバル化がさら
に進み、日本企業の行動に対する国際的注目が高ま
れば、経営改善や意思決定の分権化への圧力はさら
に強まるというのが長谷川氏の見解だ。新たなコーポ
レート・ガバナンス・コードがもたらす効果は、日本の
経営者が公正・中立という原則にどれだけ強くコミット
できるかに大きく左右されるという。

変化の兆し
「1993 年 から 1995 年

にかけて、日本の GDP
は 世 界 全 体 の 18 ％
を占 めてい た。 現 在
は 8％にまで低下して
おり、今後も減少が続
く可能性は高い。日本
企業は積極的に海外
市場へ進出し、富を国
に持ち帰らなければな
らない。さもないと世
界から取り残されてし
まうだろう。」  
武田薬品工業 
取締役会長 
長谷川閑史 
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政 府 は 安 保 法 案 の目的 の 1 つとして、自衛 隊 の 海
外活動参加や、同盟国（特に米国）が攻撃対象となっ
た場合の防衛活動を容易にすることを挙げている。
内閣府参与を務める谷口智彦氏によると、同法案の成立
は、自国防衛に対する日本の責任拡大、そして米国との
軍事関係強化につながるという。「安全保障体制は、これ
までの米国を中心としたハブ・アンド・スポーク型から、
ネットワーク型へと移行しつつある」と同氏は指摘する。
また現在、日本は海洋民主主義国家との協力関係拡大
に取り組んでいるという。

しかし、“集団的自衛権”の法制化に向けた政府の
動きは、国 内で 大きな 批 判 にさらされている。日本
の憲法学者の多くは安保法案が憲法に反するという
見方を示しており、内閣支持率（保守メディアの調査
結果を含む）も下落傾向にある。衆院憲法審査会に

識者として呼ばれた憲法学者3名（うち1名は自民党
の推薦）が、集団的自衛権に対して違憲判断を下した
ことで、前途多難な状況が改めて浮き彫りとなった。

こうした専門家の指摘にもかかわらず、安倍首相
は強気の姿勢を保っている。国民が新日米安全保障
条約（1960年に調印）の恩恵を理解するまでには、25年
から30年の時間を必要とした。安保法案もやがて国民
の支持を得るようになるというのが安倍氏の見解だ。
一方、外交政策研究所の代表を務める宮家邦彦氏は、
安保法案の狙いが現状の変更ではなく、力によって現状
を変えようとする国々の牽制にあると指摘した。同氏に
よると、抑止力を高めることで、他国に国際社会の一員と
しての行動を促すのが法案の目的だ。「もし狙いがそこ
にあるのならば、政府の取り組みは歓迎されるべきだ」
という。

現状維持に向けた布石？
「 私 の 知 る か ぎ り、

安倍首相は、とても保
守的な政治家で愛国
者だが、 超国家主義
者ではない。彼は現実
主義者であって、国家
主義イデオロギーの信
奉者ではない。」  
外交政策研究所 
代表 キャノングローバル 
戦略研究所 
研究主幹 
宮家邦彦 
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テンプ ル 大 学（日 本 キャン パ ス ）の ジェフリー・
キングストン教授は、安倍首相の歴史修正主義的な
傾向が、日本を“普通の国”にするという宿願達成の
足かせになっていると指摘した。対中・韓関係を改善する
ために、首相はアジアにおける1930〜40年代の戦争が
日本の政策的誤りであったことを認めなければならない。
第二次世界大戦終結から70年目にあたる今年は、安倍氏
にとって絶好の機会だという。

政府による対応は、今後のアジアの動向に大きな影響
を与える可能性が高い。中国の軍事費は過去二十数年で
約30倍に拡大しており、東アジア全域で強まる同国の軍
事的影響力に、日本は警戒感を示している。日本の軍事

費も、安倍氏の首相再任以来3年連続で増加した。その大
きな背景となっているのは、（国際的には小規模ながら）
緊張状態が続く尖閣諸島での対中牽制だ。

東アジア各国で見られるナショナリズムの台頭に
より、事態は容易にエスカレートしかねない状況だ。
谷口氏は、中国・韓国で広まるナショナリスト的風潮
を抑制できるかという問いに対し、悲観的な見方を
示した。両国国民の反日感情は根深いという。宮家氏に
よると、緊張緩和の実現には日本の謝罪だけでなく、中・
韓両国による謝罪の受け入れ姿勢が必要だ。対立関係
の解消を望まない両国政府は、繰り返し“ゴールポストを
動かしている”という。

ナショナリズムの抑制は可能？「安倍首相は、外交関係
を仕切り直す千載一遇
のチャンスを与えられて
いる。多くの関係者は
同氏に、自分の中にあ
るドイツ人的な考え方
に耳を傾けるよう助言
している。 私は、自分
の中にあるニクソン的
な考え方に耳を傾ける
よう、 安倍氏に助言し

たい。」  
テンプル大学 

（日本キャンパス） 教授 
ジェフリー・キングストン 
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政 府 は 、国 内 の 原 子 力 発 電 所 を 再 稼 働させる意
向を明らかにしている。しかし、その全てが稼働停止
状態にある中、日本は世界有数のダイナミックな再生
可能エネルギー市場へと変貌を遂げつつある。2012
年に導入された固定価格買取制度（FIT）の認定申請
件数（その多くは太陽光発電）は120万を超えた。政府
は、発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合
を、2030年までに20％へ拡大する計画を明らかにして
いる。これは、原発が発電量の約30％を占めていた福島
事故前のほぼ2倍にあたる数字だ。

だ が 2 0 ％という数 字 は 不 十 分と考える関 係 者も
おり、原発の目標値（20〜22％を維持）が非現実的
だと指摘する専門家も少なくない。エネルギー戦略
研究所の所長を務める山家公雄氏によると、原発の運転
期間には現在40年という法的制限が設けられており、政
府の計画は稼働期間の延長を前提にしている。しかし現
在、再稼働の対象となる原発のほぼ全てで、長期化する
可能性の高い訴訟が行われており、使用済み核燃料の
貯蔵場所などを考えても問題は多いという。

一 方、レイサ ムアンドワトキンス外 国 法 共 同 事 業
法律事務所の所長を務めるジョセフ・ビバッシュ氏
は、原 発 の 膨 大 な サンク・コスト（支 出 済 みコスト）
を考えれ ば 政 府 の 姿 勢 は 理 解できるという見 方を
示した 。原 発とは 対 照 的 に 、再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー
の 普 及 拡 大 に は 大 幅 な 初 期 投 資と政 府 補 助 金 が
必要となる。だが、政府による原発のコスト試算には、
使用済み核燃料の処分や福島事故の汚染除去といった
外部コストが含まれていない。「真のコストを考えれば、
再生可能エネルギーはより優れた選択肢だ」と同氏は
指摘する。

山 家 氏 によると、石 炭・ガス・原 油 の 価 格 は 今 後
上昇する可能性もあり、エネルギーミックスの多様化
は日本にとって不可欠だという。また名古屋大学の
高村ゆかり教授は、原油輸入量が増加する中で、政府が
CO2排出量の削減に関してより明確なメッセージを発す
ることは“極めて重要だ”と訴えた。

エネルギー戦略と原発の行方
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人口の高齢化と減少は、会議をつうじて行われた
意見交換の中でたびたび取り上げられたテーマだ。
日本の人口は、2060年までに現在の約1億2700万人
から約8700万人へと減少し、65才以上の高齢者が
全体のほぼ40％を占めると予測されている。政府は
昨年、人口減少を食い止め1億人を維持するという
目標を掲げるとともに、地方創生大臣という新たな
ポストを設置した。首都圏に住む年金受給者の地方移住
を促進する方策の検討も行われている。

深 刻 な 問 題 に は 抜 本 的 な 対 策 が 必 要 と
なることは 言うまで もな い。石 破 茂  地 方 創 生 担 当
大臣は、2900年までに日本の人口は事実上ゼロに
近い数字になるというコンピューターの試算を引き
合いに出し、問題の深刻さを指摘した。特に地方では
労働力の高齢化が進んでおり、20年後には農業従事者
の平均年齢が87才に達するという。日本人の平均寿命は
長いが、永遠に生きられるわけではない。「これは日本に
とって憂慮すべき事態だ」と同氏は警鐘を鳴らしている。

内 閣 府 特 命 担 当 大 臣（ 経 済 財 政 政 策 ）を 務 める
甘 利 明 氏 は 、T T P ( 環 太 平 洋 戦 略 的 経 済 連 携 協 定 )
の 締 結 が 、小 規 模 農 家 の 統 合 や 農 業 の 産 業 化 に
つながるという見方を示した。しかし、リチャード・カッツ
氏はこの見解に疑問を呈している。同氏によると、日本
の消費者による食品消費支出がOECD加盟国の中でも
高いレベルにある理由の１つは、官僚的規制により国内
農産物市場の開放が妨げられていることだ。TPPが締結
されても、こうした現状は改善しないという。

TPPに関するどの見方が正しいかについては様々な
意見がある。しかし石破氏によると、現在の財政状況で
は地方公共事業をつうじた景気のてこ入れという手法
はもはや実行不可能だ。地方の衰退を食い止めるため
には、自立の促進と繁栄をもたらすビジネスの構築が
必要だ。すでに活気を取り戻しつつある地域も多くあり、
より広いマイホームや大きな購買力という魅力が若者
を地方に惹きつける可能性は高いという。これまでのや
り方は通用しないというメッセージは、地方自治体とも
共有されており、「政府は自助努力をしない自治体には、
最低限の支援しか行えないと明言している」という。

少子高齢化は大きな懸念材料
「コンピューターを用

い た ある試 算 による
と、西暦 2900 年には
日本の人口が約 4000
人まで減少する。この
国は徐々に消滅しつつ
ある。非常に憂慮すべ
き事態だ。」  
地方創生担当大臣 
内閣府特命担当大臣 

（国家戦略特別区域） 
石破茂 
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甘 利 氏 によると、最 大 の 支 出 項 目 で ある 社 会
保障費の増加抑制は、人口の減少・高齢化に直面
する日本にとって最優先課題の１つだ。だが公共サー
ビスの産業化などをつうじて無駄を省けば、質の低下
を招かずに社会保障サービスを維持することも可能
だという。ヘルスケア分野はその顕著な例だ。費用の
かかる通院の頻度を縮小し、薬剤の多重処方をなくし、
健康診断の定期的受診を政府が促進すれば、大幅な
歳出削減も可能というのが同氏の見解だ。

同 氏 に よ る と 、高 齢 者 や 病 人 に 対 す る ケ ア
を 充 実 さ せ る た め に は 、経 済 の 健 全 な 成 長 が

重 要となる。そしてそ の た め に は デ フレ 脱 却 が
不可欠だ。「デフレは経済の病気を表すサインで、
アベノミクスは日本経済が健康体と活力を取り戻す
ための処方せんだ」と同氏は訴える。安倍首相と同様、
甘利氏はアベノミクスの今後に関して楽観的だ。アベ
ノミクスは、カッツ氏が指摘するように破綻を来してい
ないという。「その効果は加速している」という自らの
見解を示し、会議の重要な論点として心に留めるよう
オーディエンスに呼びかけた。しかし、2012年末に発足
した安倍内閣が経済政策を打ち出した当時よりも、国民
の期待感が薄まっているのも事実だ。

経済の効率化に向けて
「日本経済は健康体に

なりつつある。アベノ
ミクス は 日 本 経 済 を
健康にし、活力を回復
するだろう。」  
内閣府特命担当大臣  

（経済財政政策） 
経済再生担当  
社会保障・税一体 
改革担当大臣   
甘利明 
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安倍首相は、アベノミクスの有効性を強調
安 倍 首 相 は、アベノミクスが 機 能しているという
メッセージを強調した。首相再任から約2年半が
たった現在、経済の好循環が生まれつつあるという
のが同氏の見方だ。企業収益や設備投資は上向き傾
向にあり、経済も年率換算9％で成長している。2014
年度の税収は21年ぶりとなる54兆円に達し、東京証
券取引所第1部に上場する企業の最終益も史上初
めて20兆円を超えた。有効求人倍率は23年ぶりの
高水準を記録している。

しかし異論をとなえる専門家も見受けられる
だが、こうした楽観論に異論をとなえる専門家も
いる。円安や原油安、大幅な景気刺激策といった
好材料にも関わらず、昨年の経済成長率は0.5%に
とどまった。日本のGDPの半分を占める国内需要や
個人消費も依然として弱含みで、賃金レベルも大き
く改善していない。オリエンタル・エコノミスト・アラ
ートの編集長 リチャード・カッツ氏は、GDPが依然と
して2008年の水準に戻っていないと指摘している。
アベノミクスの3本目の矢にあたる構造改革にも、目
覚ましい進展は見られない。しかし、東京大学の伊藤
元重教授は、政府にもう少し時間の猶予を与える必
要があるという見解を示している。

安保法案は安倍首相にとって大きな政治的リスクに
安 倍 首 相 は 、7月1 6日に 衆 議 院 を 通 過した 安 保
法案のために、政治資産（Political Capital）を使い
果たしてしまうリスクを負っている。この問題をめぐ
る論争が長引けば長引くほど、国民の支持を失っ
ているようだ。同氏によると、国民が新日米安全保
障条約（1960年に調印）の恩恵を理解するまでに

は25年から30年の時間を必要とした。安保法案も
やがて国民の支持を得るようになるというのが安倍
氏の見解だ。

人口構成の変化は日本にとって深刻な長期課題
日本は防衛問題よりも深刻な長期的課題を抱えて
いる。首都圏には依然として人口や資本、資源が流入
しているものの、日本全体の人口は減少を続けてい
る。石破茂 地方創生担当大臣は、2900年までに日本
の人口は事実上ゼロに近い数字になるというコンピ
ューターの試算を引き合いに出し、「この国にとって
非常に憂慮すべき事態」と発言。問題の深刻さに警鐘
を鳴らした。しかし同氏は、企業と政府がイニシアティ
ブをとり、首都圏依存から脱却すれば、地方の衰退を
食い止めることは可能だという見方を示している。

グローバル化とガバナンスの改善は日本企業にとって
緊要な課題
武田薬品工業の長谷川閑史 取締役会長は、人口問
題の深刻化により日本企業がさらなるグローバル化
を余儀なくされるという見解を明らかにしている。世
界のGDPに占める日本の割合はピークとなる1990年
代中ごろの18％から8％へ減少しており、新興工業国
の台頭によってさらに低下する可能性が高い。「日本
企業は積極的に海外へ展開し、富を日本に持ち帰ら
なければならない」と同氏は指摘している。日本企業
の経営陣は、グローバル化のさらなる進行によって、
取締役会の多様化や意思決定の分権化への圧力に
直面するだろう。日本企業の行動に対する国際的な
関心も高まる可能性が大きい。今年6月から適用され
た新たなコーポレート・ガバナンス・コードは、日本企
業の成長可能性を高めるための重要なステップだ。

主要な論点


