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和歌山社会経済研究所創立 30 周年の講演会にお招きいただき、光栄に存じます。今日は「日本経
済の展望と和歌山県の将来」という題で、私の感じていることを率直にお話ししたいと思います。
個人的な話になりますが、私は和歌山県がとても好きで、熊野古道を来年の 1 月ごろ歩こうと随分
前に決めていました。ところが、台風 12 号で被害を受けて、どうしたものかと思っていましたら、
知事を先頭にして和歌山県の皆さんがすごい勢いで熊野の周辺の復旧に当たられて、もう大丈夫だと
いうニュースが流れました。そこで、来年の 1 月には安心して熊野古道を歩こうと思っております。
さて、今私どもが生活し仕事をしている経済の環境は、大変な事態になっています。3 年前のリー
マンショックに始まり、今年に入ってからは千年に一度の東日本大震災があり、9 月にはこの紀伊半
島に信じがたい水害をもたらす台風が襲いました。
一方、世界経済は、ギリシャが大盤振る舞いをして国債の価値が下がる。その国債を持っている欧
州の銀行が危なくなる。収拾がつくかと思ったらイタリアに飛び火です。イタリアが変になると日本
にも影響が及んできます。次にはタイに大洪水が来て、世界の生産に対する衝撃は東日本大震災より
大きいとか、いろんなことが起きています。
以上を申し上げた上で、今の状況、将来の課題について考えます。
日本ではこの数年、天災は別として、残念なことが幾つも続いています。経済は衰退過程に入って、
長い間日本を引っ張っていた自民党が国民の人気がなくなり、政権交代が叫ばれました。政権交代す
れば新しい日本になるかもしれないと多くの人が期待して民主党に票を投じたのです。そして、華々
しく民主党がスタートしました。
今度こそ新しい日本に生まれ変わらせてくれると思ったら、スタートしてほどなく鳩山さん、小沢
さんのお金の問題が出て、自民党よりおかしいとわかった。沖縄問題に至っては我々の想像を絶しま
す。アメリカもあきれて、鳩山さんが首相をやっている間、オバマさんは一度も会っていません。そ
れほど日本は外国の信用を失いました。
代わった菅さんは、運動家だったのでしょう。役人を全然信じない。部下も信じない。自分で何で
もやろうとするから組織が動かない。あれだけの大震災があっても動かなくて、恐らく菅さんのおか
げで日本は半年、全く動かなかったと思います。
そこで、ようやく野田総理が登場しました。野田総理は普通の人ですから、皆さんはほっとされた
と思います。普通の人でほっとされるのが日本政治の悲しい現実です。
そして、今の日本には、この何年かの間に負の遺産が大きく累積しています。幾つか整理しておき
ます。
1 つは、ここ 20 数年間、経済は衰退を続けています。1993 年に日本は神武天皇以来初めて 1 人当
たり国民所得が世界のトップになりました。2005 年には 23 位になり、今は恐らく 30 位ぐらいと、
つるべ落としに落ちています。
それを象徴する現象が長期デフレです。20 年以上、日本はデフレが続いています。これは世界史
に例がありません。デフレで物やサービスの値段が下がるので、消費が手控えられます。経済の 6 割
を占める消費が伸びず、経済は停滞、収縮します。また、企業の投資が非常に低迷しています。
そのおかげで、今日本の企業は史上空前のキャッシュを抱え込んでいます。日銀の資金循環統計で
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見ると約 230 兆円。こんな国は珍しいし、日本史の中でも異常な事態です。デフレは人の体に例える
と悪質の糖尿病です。それに 20 年取りつかれて体力はボロボロ。これが負の遺産の 1 つです。
それから、財政赤字がひどいことは皆さんもご存じのとおりです。今、政府の総債務は 1,040 兆円
になりました。GDP は 500 兆円ですから、GDP の倍以上の累積赤字を抱えています。累積債務で血
管が硬直化して、心臓がおかしくなり、いつ心肺停止になるかもしれません。
もう 1 つ、負の遺産があります。レジュメに「希望格差社会」と書きました。日本の国民は昔のよ
うにみんな一緒ではなくなって、分裂しています。30 年前は「1 億総中流」と言われ、だれでも勉強
すればいい会社に入れる、いい会社に入ればいい家庭を持って中流になれるという世の中でした。
ところが、バブルが崩壊して長期デフレになり、
一流会社がつぶれていく。
金融機関すらだめになる。
すると若い人たちの就職に響きます。文科省は「大卒の就職率は 9 割近い」と言いますが、あれは誤
解を生む数字です。分母が 23 校しかない。日本には 760 の大学がありますが、就職率は約 50%。就
職できない人たちが企業の外に蓄積しています。
例えば、30 代前半より若い失業者は今 140 万人。それからフリーター、アルバイトが 300 万から
400 万人。さらに、正社員になれないワーキングプアが 600 万人。1,000 万人前後の人たちがこうい
う状況に置かれています。その方々は希
望の持ちようがない。中央大学の山田昌
弘さんが言われる「希望格差社会」はそ
のとおりだと思います。国民は一つにな
っていません。
そうしているうちに東日本大震災が起
き、福島県で史上最悪の原子力発電所事
故が起きました。政府は「冷やして安定さ
せる」と言っていますが、恐らくあれは何
十年も収束しません。要するに、糖尿病
と心臓病と精神分裂にかかっている人が、
交通事故に遭って血だらけになったのが
今の日本です。
日本の歴史を振り返ると、実は何度か国がなくなるのではないかという危機を乗り越え、立ち直っ
てきた経験があります。直近では第二次大戦です。第二次大戦になる前の日本は世界の列強の 1 つで
したが、戦争で全部失った。日本の都市は全部焼け野原です。民間人と軍人を合わせて 310 万人が亡
くなった。普通に考えればこれで国は終わりです。しかし、日本はすごかった。
それから 25 年後の 1970 年に、世界が日本を刮目しました。何と日本がアメリカに次ぐ世界第 2 の
経済大国になったのです。なぜそんなことができたのか。簡単に言うと、明治以来、日本を戦争に追
いやった仕組みを全部否定して、新しいものを入れて、生まれ変わったのです。
何をしたか。まず軍隊の解体、財閥の解体、そして農地解放です。教育を平等化し、労働組合を認
めて民主化をした。財閥がなくなって日本中、全部中小企業になった。市場を支配する人がいないの
で、日本はどの共産主義国よりも平等で、どの資本主義国よりも競争的な国になったのです。
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昔の財閥や地主がいませんから、
みんな競争ラインが一線。だから全国民が必死で頑張ったのです。
20 何年間、世界で一番働いたと思います。気がつくと世界第 2 の経済大国になっていた。そういう
離れわざを日本民族はやっています。たった 1 世代、
2 世代前の人たちです。彼らがやったことを今我々
がやれないことはありません。
今回、ものすごい大震災になった。千年に一度、M9 なんてほとんど人類は経験したことがない。
しかも、同時に原発事故が起きた。これは戦争です。こういう状態のとき日本はどうすべきか真剣に
考え、私は『岐路』という本を書ました。今、
分かれ道に来ています。
「こうすれば日本はよくなるぞ」
という処方箋です。
私はこの本の中で「太陽経済都市圏」を東北につくることを提案しました。日本は 2 つの難しいエ
ネルギー問題に挟まれています。つまり、日本は石油・石炭が出ないので、海外から買っています。
ことし石油・石炭の買いつけで 30 兆円で
す。国全体の税収は 40 兆円しかありませ
ん。
原発はつくるときに大変な金がかか
ります。100 万キロワットの火力発電は
2,500 億円でできますが、原発は 6,000 億
円。しかも、今は地域の問題があり、ま
た終わってからの処理のめどがたってい
ません。原発は長期的に減らしていく。
CO2 を出す石油、石炭、火力も減らす。
そして「太陽エネルギー発電」の推進です。
太陽のエネルギーは強烈で、地球上に降り注ぐ太陽エネルギーの 1.7% で 70 億人が 1 年間暮らせる
と言われます。太陽は少なくとも今後 150 億年は続きます。ですから、一刻も早くこれに全力で取り
組んで、再生可能エネルギーを使うことです。
例えばバイオマス。バイオマスは植物ですが、地球の陸地の半分は緑です。あの緑を 1 年間使えば
70 億人が 1 年間暮らせます。翌年また緑になるから再生可能。地熱もそう、波の力もそう、風力も
そうです。それを総動員したらいい。
今、水力はこれ以上使えません。ダムの下に砂がたまって効率が悪い。しかも生態系を破壊します。
すると、あと残った 5 つ（太陽・バイオ・地熱・波・風）ですが、この残った 5 つが全電力に占める
総量は日本は 1.6% しかない。ドイツは 35% あると公称していますが、分母の 30% はフランスの原
子力発電のエネルギーですから、それを差し引くと 25% になります。でも、25% です。ドイツにで
きることが日本にできないことはありません。
では、なぜドイツの 10 分の 1 以下なのか。我々が不まじめだからです。自覚が足りな過ぎます。今、
みんな目覚めて、原子力は危険だから最高の安全を求めよう。30 兆円も外国に払うわけにいかない。
徹底的に太陽エネルギーを活用しようという方向に向ける。そのモデルを東北地方につくるべきだと
私は唱えています。
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財源は何か。国債です。野田さんは増税を言っていますが、私がもし総理ならまず減税します。そ
して、東北地方に「太陽経済国家」のモデルをつくります。財源は 30 兆円の政府保証債にします。
まず、岩手県から茨城県まで太陽光パネルを張ればいい。太陽光パネルよりもっと効果のあるのは
風力です。日本は造船立国です。フロートを何十隻も 10 〜 15 キロ沖に浮かべるぐらいできるはず。
そこに風車を立てる。そういうことを首相が言えばいい。そのチャンスを日本は逸しています。震災
は最大の不幸ですが奇貨でもあったのです。
その機会は逸しましたが、これから長期戦に腹を据えてかかるとき最大の問題は何か。さっき申し
上げた 20 何年間の衰退、デフレの克服です。
デフレはなぜ起きるか。学者はお金の経済が実質経済に比べて少ないから物の値段が下がると言い
ます。これも一理あります。もう一つは、日本は人口が縮小しているからデフレになると言います。
しかし、台湾や韓国やシンガポールの人口縮小は日本以上ですが、デフレになっていません。
人口が減って需要が少ないはずなのに、なぜデフレにならないか。韓国がいい例です。韓国はアメ
リカと四つに組んで自由貿易圏をつくり、次は EU、次は中国と、韓国中心経済圏を世界につくって
います。そういう方向性を指導者が見せたとき国民は沸き立ちます。だからデフレにならない。シン
ガポールもそうです。台湾もそうです。日本にはそれがありません。お金の問題でもないし、人口減
少の問題でもない。次のモデルを示していないためです。
例えば、自動車産業は日本に 8 社あります。電機会社は 18 社あります。ひしめいている。高度成
長時代の構造です。それから 40 年間低成長なのに再編整理ができない。なぜか。次のモデルが見え
ない。だれも示さないから、古いモデルにしがみついてしまうのです。
ビジネスモデルもそうです。液晶にしてもカーナビにしても太陽光パネルにしても、全部日本がつ
くった技術です。できたときは世界の 8 割〜 9 割のシェアを占めていた。今、シェアを調べると 1 割
とか 2 割です。なぜそんなに負けるのか。日本のモデルが世界の変化に追いつていないのです。
農業がひどくおくれています。今度の TPP で問題になっている米の関税は 780% です。常軌を逸
しています。なぜそうなったか、ぜひ歴史を学んでいただきたい。農業は全然生産性が上がらない。
農水省や国が大規模化しろ、近代化しろと言っても、自民党は一切聞かなかった。なぜか。そんなこ
とをしたら 3,000 万の票が 300 万になり、社会党に負けてしまう。そこで都会の人と同じ所得を補償
してくれという農村の人たちの言うことを聞いた、あるいはそれ以上の政治米価決定を 55 年間続け
た、その結果です。
では、生きる道はないのか。あります。例えば米作農家は 36 万軒ありますが、世界で競争できる
産業農業は 3 万軒で十分です。33 万軒は要りません。あとの方は 3 つの農業、福祉農業、教育農業、
環境農業の中から選んでいただく。
産業農業で何ができるか。例えば青森のリンゴ、岡山のモモは中国で高値で売れます。すごい競
争力です。秋田県の「あきたこまち」の発芽玄米はがん対策になります。輸出産業で大活躍できます。
産業農業はそういう人たちにやってもらう。
ほかの人はそういう農家に土地を貸して地代を取ればいい。
あとは何をするか。福祉農業です。小さい畑に出て毎日野良仕事。一番幸せな生き方。そのために
月に 3 万円ずつ特別な年金を差し上げる。この人から農地を取り上げたら特別養護老人ホームに行き
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ますから、1 カ月 35 万円かかります。
2 つ目は、教育農業です。和歌山には教育農業をやれる農村、漁村がたくさんあります。都会で朝
ご飯を食べない子供が骨粗鬆症になっています。そんな子供を和歌山県の農家が預かって、親は月何
万円の食費を出す。7 〜 8 人預かれば農業所得より多くなります。そして海岸を歩いたり、お試しラ
イフを一緒にさせたりしたら、本当に自然を愛するすばらしい少年少女になります。和歌山県は教育
農業で立つ。
それから、環境農業、海辺や山の中でやってくれているだけで感謝、感謝。そこへお金を差し上げ
る。しかし、この人たちはみんな年寄りですから、10 年、20 年するとかなり静かな環境になります。
産業農業が強くなって輸出農業。そしたら TPP に早く入って世界中に売りまくったらいい。どう
ですか皆さん、そういうやり方があります。
教育にも大問題があります。日本の教育は 40 〜 50 年おくれています。アメリカに追いつこうとし
て、とにかくアメリカの開発したものを覚えるんだという時代がありました。
はっきり言うと、世の中に正解はないのです。歴史や国語にも正解なんかあるわけがない。算数に
だって正解はない。いろんな解法がありますから。ところが、今の日本の学生は正解があると信じ込
まされて、黙ってやっています。問題意識のない子が入ってくるものだから、教室が混乱します。教
育にならなくなる。
優秀な人には、高校の最後の 2 年は目指す大学の過去問だけしかやらせない。過去問なんて、そん
な知識は世の中で役に立たない。世の中ってそういうものではない。正解がないのです。正解がない
世の中で勝つにはどうするか。やはり論理と魅力と声のでかさ、足腰の動きです。本人の全体の魅力
です。それは学校で教えられるものではないけれども、身につけてもらわないといけない。
なぜこんなことを言うか。実は大問題があります。日本経済全体が小さくなっていきます。日本の
人口は今 1 億 2,700 万ですが、あと 40 年間で 8,900 万に減ります。経済は確実に小さくなる。主要国
の中で日本だけが小さくなっていきます。
そうすると、世界は日本に投資しません。我々の時代はまだアメリカとかヨーロッパの方が生活水
準が高かった。日本の製品は安いから飛ぶように売れた。今でも日本の品質は世界最高と思いますが、
何しろコストが高いから、インド、中国、アフリカ、南米などボリュームゾーンには売れません。
ところが、世界中はものすごく日本を求めています。中小企業のノウハウを求めています。例えば
韓国には財閥企業はありますが、中小企業はろくなのがない。支えていない。貴重な部品はみんな日
本の中小企業です。中国も中小企業がありません。中小企業ばかりの国は台湾ですが、
大企業がない。
日本は大企業と中小企業が協力し合って、非常にいい構造を持っています。ただ、日本人はせっかく
いいものを持っているのに、そのノウハウを「見える化」していない。世界に伝わっていない。
私が例えば中国やインド、イラン、サウジを訪ねます。すると、みんな日本と提携しようとします。
アラビア人なんかすごい。この前イランに講演に行ったら、講演は私が英語で話してペルシャ語に通
訳されますが、終わってパーティーになると全員英語です。みんな一度はアメリカで暮らしている。
彼らはアメリカしか頼るものがない世界が嫌なので す。オルタナティブが欲しい。それが日本なのです。
教育こそが最強の無形の産業です。中国が今そうです。彼らは今、世界中 450 カ所の大学と提携し
て孔子学院をつくっています。教室のスペースだけ貸してください、そしたら先生を送って、ただで
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中国語を教えますと言う。世界中の人が飛びつきますが、同時に中国の偉さと共産主義とを教えてい
ます。当たり前です。イギリスだって東インド会社をつくって世界中を大英帝国の傘下に置いたので
すから。
日本は終戦後、焼け野原から世界第 2
位の経済大国でつくったではありません
か。何がそうしたか。人です。技術と知
識でここまで来たのです。それを「見え
る化」して、世界中を折伏したらいいの
です。
情報化が進むと都市に人口が集まりま
す。和歌山はぎりぎりのところにありま
す。人々は大阪や東京へ行ってしまいま
す。そして、有能な人は海外へ行ってし
まう。しかし、それは構わない。
「育った
地元に残れ」と絶対言ってはいけない。人間の人生は一度しかないのですから、ニューヨークでもパ
リでもどこにでも行ってくれ、世界中で大活躍してくれと言えばいい。
ただ、地元のふるさと、やはり和歌山が世界に誇れるのは、ここは健康ランドなのです。自然が豊
か、文化が豊か、御三家のおひざ元でもあるし、果物もたくさんあるし、海産物もとれるし、人生の
最後にクオリティーライフをしようと思ったら和歌山に来ればいい。
ただ、和歌山は情報が日本中に伝わっていません。例えば「移住・交流促進プラットフォーム」と
か、「わかやま田舎暮らしワークステイ」とかいろんな努力をされています。これは高齢化社会のた
めに重要です。今、大都会はホルモンバランスがおかしくなっています。やはりどこかで自然に戻り
たい欲求があるけれども、どこへ戻ったらいいかわからない。ふるさとがないのです。新しいふるさ
とを見つける運動をする必要があります。それが JOIN の運動であり、田舎暮らし体験です。大いに
和歌山は日本のふるさとで頑張っていただきたいなと思います。
我々の時代の持っているもので、
たった 1 つだけ役に立つものがあります。それはパッションです。
戦後の焼け野原をここまで持ってきた日本人のパッションは、世界に冠たるものがあるし、和歌山は
特にそうだと思います。そのパッションを受け継がせたい。
「不易流行」と言いますが、変わらない
ものは情熱です。使命感です。尊厳です。しかし、やっていることは昔と全然違うと思います。これ
までの常識は全く役に立たない。
和歌山はある意味では日本の偉大なる田舎です。しかし、世界から見れば田舎も都市も区別がない
ので、和歌山ブランドで、人間が情熱を持って、新しい方法で自分で考えて自分で解を出す、そういう若
い人たちを陸続とつくるとなったら、私は本当にすばらしいなと思って、きょうの問題提起とします。
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