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Point
1 日本の金融システムの基盤はしっかりしており、今回の世界同時不況からの回復も遠くないだろう。
日本の経済構造は既に内需型になっており、内需拡大での経済拡大は難しい反面、世界同時不況の
影響は受けにくい体質になっている。

2 日本人は歴史的に見ても極めて高い独創性とイノベーション力を備え、またそれを受け入れる柔軟
性を備えた国民である。日本は技術力を活かして世界に優秀な工業製品を輸出しているが、これは
単に技術を売っているだけでなく、これに伴う文化を輸出していると言える。この独創性に優れた
「文化」こそが日本の強みである。

3 日本がその技術力を活かして世界に貢献するためには、国際的な規模でのプロジェクトを束ねて
いくプロジェクトマネジメント力が必要であり、この強化こそがMOT人材育成の目的である。

4 長期的には、日本の技術力継承のためには海外からの人材受け入れが不可欠であり、また全国に
点在する特徴ある中小企業や地方大学を支援する仕組み作りも重要である。
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このシリーズは東レ経営研究所が主催する上級

MOT 短期集中「戦略的技術マネジメント研修」で

ご協力いただいている講師の方々へのインタ

ビューや講演録をお届けするものです。

今回は、ノースアジア大学経済学部教授で野口

秀行事務所代表の野口秀行先生（元日本政策投資

銀行）にお話を伺いました（2009 年 7 月 13 日、

下北沢のギャラリー・カフェ現代HEIGHTS にて）。

MOT の講座でお話しいただいている「わが国の

技術競争力の現状と将来展望」というテーマを更

に掘り下げた今回のインタビューでは、昨秋から

の金融危機に対するご見解や、21 世紀において日

本が「世界に対しどのように貢献できるのか？」

ということに関してお話しいただきました。

なぜ世界金融危機は起こったのか

宮木：企業経営を考える上で、世界経済の潮流や

産業構造の変革といったマクロ経済的な視点や、

中長期的な技術動向などに関する正確な認識が不

可欠であるという考えから、野口先生にはその辺

りの講義をお願いしています。

特に最近は、日本政策投資銀行で 3年前まで金

融のプロとしてご活躍されていた先生に、昨年秋

以来の世界的金融危機についても触れていただい

ておりますが、まずはその辺りについてのご見解

からお話しいただけますか。

野口：何事に対しても、漠然とした不安を抱くの

ではなく、原因を正確に知ることで適切な対処の

方法を得ることができます。その意味で、最近は

昨今の世界同時不況に至る経緯について皆さんに

解説することから講義を始めています。

現在の金融危機の発端を振り返ると、1995 年 4

月 19 日にさかのぼります。この日、円は 1 ドル

79.75 円まで円高になり、当時、日本の最大の輸

出産業であった自動車産業等は、大変な苦境に陥

りました。そこで初めて日米両国の中央銀行が協

調してドル高・円安に向けて為替市場への介入が

行われました。これから半年後、1 ドル 100 円の

水準に戻り、日本は一息つくことになり産業競争

力を回復することができました。

一方米国は、財政面で世界から資金を集めるた

めにドル高に誘導する必要があったわけです。実

にここに今回の金融危機の切っ掛けがあったわけ

です。その結果、世界中の資金が米国に集まると

いう構図ができました。これにより米国では資金

の過剰流動性が生じ、このようにして生まれた過

剰流動性が、米国をかつての日本のような不動産

投資に向かわせました。しかし、いったんこの米

国に向けた資金の循環が止まると、一気にバブル

の崩壊ということになるのです。この資金の流れ

を変えたのは、ブッシュ政権のイラク戦争の失敗

による権威失墜と巨額の出費、EU がモノづくり

から金融による経済発展を目指すという方針転換

により、米国に向けて流れていた資金の EUへの

流れの変化などによるものです。

この破綻の元凶となったのが CDS（クレジッ

ト・デフォルト・スワップ）と呼ばれる新しい債

権の証券化のシステムです。CDS は金融機関が

保有する債権（ローン・貸付金・社債等）を相互
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に保証し合う仕組みで、互いに AAA の格付けで

破綻しないという前提の下に成立しています。当

時世界の金融資産の 6,000 兆円が CDS 契約に

よって守られ、資金が循環し、バブルが発生しま

した。この実態経済の 1.5 倍にもなる金融資産

6,000 兆円が不良債権化してしまう危機に陥った

のです。

世界の GDP が 95 年の 3,000 兆円から 05 年は

4,000 兆円に伸びたのに対し、世界の金融市場で

動いているお金は 95 年の 6,095 兆円から 05 年に

は 1 京 3,800 兆円に膨張しました。実態経済の伸

びが年率 3 ％に対し金融資産はその 3 倍の年率

9 ％で膨張し、完全なバブル状態となっていまし

た。

宮木：この金融危機を受けて、G20 によって各国

政府が銀行を救済する政策を採ったのですね。

野口：そうです。G20 に集まった各国のトップは

「銀行を倒産させない」「税金を使って銀行を支え

る」という政策で合意し、世界の金融危機はひと

まず回避できました。しかし、世界経済の信用収

縮により、GMのような大企業が次々に破綻する

という事態が発生しました。そこで再度開催され

た G20 において、各国が新幹線網の整備などを

中心に大規模な公共投資による景気刺激策を講じ

るということを合意し、現在に至っています。

日本が世界的な金融再編の主役に

宮木：このように世界中で大規模な公共投資が行

われるとなると、新幹線に限らず日本の先端技術

が活用される場もたくさん出てきますし、日本を

含め大規模な国債発行が必要となりますね。

野口：そうです。今回の金融危機に際して、日本

の金融機関は国内の不良債権処理に手一杯であま

り CDS を扱わなかった結果として比較的影響が

小さくて済みました。また、公共投資に必要な資

金を得るための国債に関しても 1.5 ％程度の低金

利（比較：米国は 3.5 ％程度）で発行できる上、

国内に多額の金融資産があるため他国と違い国内

で消化できます。日本は世界で唯一国債を外貨建

てにする必要のない、また、対外純資産 220 ～

250 兆円を持つ金持ち国なのです。

宮木：日本の金融機関が数千億円の増資をして海

外金融機関を傘下に収める動きを見せ、世界の金

融再編の主役になりつつありますね。

野口：そうですね。そして、日本が世界的不況か

らいち早く抜け出せることも確実だと思います。

現在、日本は今回の世界同時不況による輸出激減

のため大変厳しい状況にあると言われています

が、これは日本の輸出品目の相当分が生産財であ

り、一番先に影響を受けるからです。これに対し

韓国などは原料や部品を輸入して組み立てられた

加工品を輸出する産業構造にあるため、貿易依存

度が高い割に付加価値が低く、このようなビジネ

スの国は、今後徐々に金融危機の影響があらわに

なってきます。

日本でも不況脱出のためには内需を拡大すべき

だという論調がマスコミなどに見られますが、日
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本は既にかつてのような外需依存型経済から米国

に次ぐ内需依存型経済になっており、マクロ経済

的には内需拡大では解決できません。GDP に占

める輸出比率はドイツ・韓国・中国がそれぞれ

37 ～ 39 ％であるのに対し、日本は 14.8 ％と低く、

今のままでは経済の拡大が難しい反面、世界同時

不況の影響を相対的に受けにくい体質になってき

ています。私の予測では、今年の秋ぐらいから経

済が盛り返してくる実感を得られるのではないか

と思います。

世界に“文化”を輸出する日本

宮木：日本は、金融システムの面ではまだまだ磐

石であるということですが、日本の産業競争力の

維持に不安を抱く人は多いと思います。今後、世

界における日本の重要性を更に高めていこうとす

るとき、日本の“強み”や特質を再認識する必要

があると思います。

野口先生がお考えになる日本の“強み”とは一

体何でしょうか。

野口：それは技術革新力、すなわちイノベーショ

ン力です。これはスウェーデンやフィンランド、

デンマーク、スイス、ドイツ、アメリカといった

国々と比較しても世界で群を抜いています。

宮木：しかし日本人はよく独創性に欠けるとか、

没個性的であると言われますね？

野口：それは大きな誤解だと思います。確かに没

個性的な教育が行われてきていることなど

は否めませんが、実際は世界で最もユニー

クなのが日本人であり、また個々のユニー

クな人たちを受け入れるだけの素地が社会にあり

ます。ざっくばらんに言うならば“何でもあり”

という柔軟な許容力を持っているのが日本人で

す。

さかのぼれば明治維新も、近代社会へ移行する

ための社会システムを容易に受け入れられる素地

が既に江戸時代からあったために成し遂げられた

と言えます。韓国や中国は日本を経済発展の手本

としましたが、日本の明治維新のときのように西

洋列強の国々から単にシステムや技術を輸入しよ

うという認識のみで、それ以前の日本の歴史を学

ぼうとしなかったのでうまくいかなかったのでは

ないでしょうか。

宮木：ここ何年かでBRICs、その後にはベトナム、

マレーシアといった国々がどんどん成長してきて

いますね。これらの国々に対して日本の力が発揮

できるのはどんなところにあるとお考えでしょう

か。

GDP 

輸出 

輸入 

貿易（輸出＋輸入） 

輸出対GDP比率 

貿易対GDP比率 

純輸出対GDP比率 

日 本 米 国 英 国 独 中 国 韓 国 

（単位；億ドル） 

43,664 

6,472 

5,792 

12,264 

14.8％ 

28.1％ 

1.6％ 

131,947 

10,366 

18,539 

28,905 

7.9％ 

21.9％ 

－6.2％ 

23,954 

4,486 

5,556 

10,042 

18.7％ 

41.9％ 

－4.5％ 

28,943 

11,210 

9,176 

20,386 

38.7％ 

70.4％ 

7.0％ 

26,447 

9,689 

7,914 

17,603 

36.6％ 

66.6％ 

6.7％ 

8,874 

3,254 

3,093 

6,347 

36.7％ 

71.5％ 

1.8％ 
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図表　外需依存度の国別比較（2006 年）

出所：野口教授講義資料
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野口：新興諸国の成長は実に目覚しいものがあり

ますね。ですが、200 年前の GDP を見てみると、

1位が中国（清）、2位はインド（ムガール帝国）、

3 位はイギリス、4 位はロシア、5 位に日本…と

続き、興味深いことにブラジルを除く BRICs が

当時の世界をリードしていました。アメリカや日

本が成熟期を迎え新興国が新たな経済的リーダー

として世界を牽引していこうとしている現在に鑑

みるに、歴史は繰り返すのだな、と感じずにいら

れません。

さて、このような状況で日本が発揮できる力と

は、先ほど申し上げたイノベーション力はもちろ

んですが、最高水準の技術力を活かして日本が世

界に送り出しているものが何なのか、もっと深層

まで掘り下げて考えてみると、それが「文化」で

あることに気付きます。

文化と言うと、宮崎駿のアニメーションやポッ

プ・カルチャーに目が向きがちです。しかし、精

巧な携帯電話、薄型テレビ、ハイブリッドカーな

どの工業製品は、高い機能や性能だけが評価され

ているだけではなく、その背景にある日本の文化

が認められているのだと思うのです。それこそが

日本の持つ本来の“強み”だと思うのです。

宮木：工業製品を通じて、日本の「文化」を輸出

しているということですね。

野口：日本人には大昔から非常に豊かな文化の素

養があり、それを育む土壌も持っています。例え

ば世界で一番古い漆は前期縄文時代（8,000 年前）

の遺跡から発掘され、これは中国の漆とは全く別

系統の日本独特のものなのです。次に弥生時代の

遺跡から出土した木工の高杯は、現代の名工が挑

戦しても歯が立たないような美術作品ですが、当

時からその価値を認めるパトロンが存在し、制作

専用の工房があり、更に各地でこの遺跡から伝

わった高杯が発見されていることから、流通の仕

組みも作られていたことが分かっています。こう

いった一連の物事の考え方や方法が現在のハイテ

ク機器にも継承されており、その特異性すなわち

文化が評価されているのだと思います。

日本人はまた一方で、豊かな表現力や技術力を

遊びの分野に花開かせるという贅沢なことをした

りもします。元々イギリスで航空宇宙用途に使用

する素材として研究されていたカーボンファイ

バーを、釣具やゴルフシャフトに使うなどという

ことは、なかなかできない発想だと思います。

更なる技術立国を目指して

宮木：そのような豊かさを持ちながら、世界にお

世界金融危機の影響とわが国の技術競争力の現状と将来展望
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ける存在感がまだまだ薄い、大きな舞台で力を発

揮し切れていないのはなぜでしょうか？

野口：その表現力や文化を客観的に分析し事業化

する力、プロジェクトとして遂行するマネジメン

ト力の不足が大きいですね。

これからの日本の役割は 21 世紀の世界にとっ

ての新しいシステムを構築していくことです。世

界各国共通の主要課題は水と食糧の確保、地球温

暖化対策などですが、日本は省エネ、エコ、ナノ

テク、バイオなどの分野での群を抜く技術力で世

界に貢献できます。しかし、こういった課題への

対応は多国籍な企業連合チームで行う必要があ

り、それを束ねていくプロジェクトマネジメント

力が必須です。要素技術では圧倒的な優位にある

日本の水事業も、従来のように設備技術は企業、

運用は行政と分担しているのでなく、欧州の水メ

ジャー企業のように一括して担えなければ競争に

なりません。これまでは行政やゼネコンが果たし

ていたマネジメント役を、これからは個々の企業

単位でできなければ国際競争で勝つことはできま

せん。それを可能にするのは「技術が分かりかつ

マネジメントができる人材」の育成であり、これ

こそがMOTの目的です。一つの提案は、日本企

業の人事部を廃止し、現場単位で必要とする優秀

な人材を採用できるようにするということです。

今後の環境・省エネ技術の分野では、例えば自動

車業界が化学系企業と提携して電気自動車を開発

するなど業際的な活動から業界再編に至る大きな

ムーブメントが起きていますから、これらをマネ

ジメントのできる人材育成が欠かせません。

もう一つは、国家レベルでの資金サポート強化

でしょうか。技術でいえば殊にバイオやナノテク

は米国を 2年もリードしていると言われています

が、それを支えているのが日本では政府系のファ

ンドであるのに対し、米国はエンジェルが支える

プライベートエクイティファンドであるといった

違いも今後の競争力強化の改善点ですね。

宮木：なるほど。しかし人材確保という点では、

日本にはもう一つ少子化という根本的な課題を抱

えていますね。

野口：おっしゃるとおりです。どれだけ素晴らし

い文化や技術があっても伝える相手がいなければ

技術体系の維持が困難になり国力に還元できなく

なります。現在の出生率は 1.3 程度ですが、2.1

以上でないと人口は増えません。その解決策とし

て考えうるのが移民の受け入れです。一般的に日

本人は移民に対して抵抗感があると言われていま

すが、最初に申し上げたような日本特有の高い許

容性があれば可能だと思います。2050 年には日

本の労働者の 3 人に 2 人が外国人労働者になる

という試算もされていますが、そうなるとこう

いった面でのマネジメント力が必要になります

ね。

大来精神を受け継いで

宮木： 30 年間政府系銀行で融資・審査・企画に

従事してこられた野口先生は、現在ご自身で不動

産の証券化の事業などに携わられる傍ら、ノース

アジア大学、東京大学大学院、法政大学大学院、

亜細亜大学大学院、東京工業大学等で教鞭をとら

れていますね。

世界経済の大きな構造変革が起きている時期

に、人材育成に携わる我々の役割も更に重要性を

増していくのではないかと思いますが、このよう

な教育界に入られる切っ掛けは何だったのでしょ

うか。

野口：私は 2004 年まで日本政策投資銀行で都

市・地域開発の融資・審査・企画に従事し数多く

の民活プロジェクトを手掛けてきましたが、その

ような経験を活かして、これからのグローバルな

厳しい競争の中で日本を支えていける若い世代

を、自分に与えられた立場で育てたいと思うよう

になったからです。

私は、1980 年に故大来佐武郎先生（第二次大

人材／人材育成の視点
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平内閣の外務大臣）が、設立された教育機関

「フォーラム’80」（〔社〕総合研究フォーラム）で、

20 数年前に宮木さんと同じように大来先生の薫

陶を受けました。大来先生自身は戦前「昭和塾」

で学ばれ、ここを巣立った多くの人材が、敗戦後

の日本の復興に活躍した経験から、1980 年代以

降の日本を担う、世界的視野、科学的な思考、自

由な精神、そして自発的な活動力を持った人材の

育成を目指されたわけです。この“大来精神”を、

今度は我々の世代が受け継ぐべき時がきたという

気持ちが大きかったと思います。

日本が世界の中でより重要な位置を占めるに

は、高度経済成長へ向けテイク・オフを控えた

国々と競争しうるだけの“素養”を身に付けてい

かなければならないと強く思うからです。

また、大学だけでなく、企業経営者を対象とし

各地で指導に当たっています。日本の最大の強み

は全国に点在する中小企業の技術力・開発力で

す。これらの経営者に「頑張れ！」というメッ

セージを送るのが私の役割ではないかと思い、情

熱を注いでいます。

また、このような日本の技術力を磐石にし、更

に高めていくためにも、特徴ある地方大学を育て、

海外からの優秀な留学生を日本に留め活躍できる

環境や仕組みづくりも重要だと思います。

最後に、東レ経営研究所のMOT研修でも、単

に技術マネジメントの能力を身に付けさせるだけ

でなく、日本人としての教養を高め、その奥にあ

るわが国の文化を知り、これに誇りを持った真の

国際人を育成する研修を行って欲しいと思ってい

ます。

宮木：本日は、日本は金融システムも盤石で、ま

だまだ強い経済基盤と技術力を維持しており、マ

ネジメント力を付ければ十分強い競争力を持って

いるという心強いお話を聞かせていただきまし

た。また、今日の日本が世界でどのような位置付

けにあり、今後どのように進むべきかをデータを

ベースに体系的な理解を深めることのできる貴重

なお時間でした。

大きな世界経済の構造変革の時代に、若い世代

の人たちが、日本の文化に対する見識を深め、真

の国際人として、自信をもって活躍して欲しいと

思っております。

私自身も、野口先生と同じように大来精神をこ

の研修に活かしたいと思っていますし、大来先生

の言われた「研修を通じて生涯の友を作れ」とい

う言葉を、このMOT研修で実践したいと思って

運営に当たっています。

野口先生には、今後ともMOT研修へのご協力

とご指導をよろしくお願いします。

本日は、お忙しい中、ありがとうございました。

世界金融危機の影響とわが国の技術競争力の現状と将来展望




