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ズ ー ムアップ

半導体やFPD（フラットパネルディスプレイ）の製
造には、多くの高純度薬液が使用される。薬液は純
度を保った状態で、薬品工場からコネクター（配管継
手）がセットされたタンクローリーや圧送容器等に移
され、半導体製造工場等に輸送される。そして、工場
内の各種製造ラインで流量計やバルブ、レギュレー
ター、圧力センサー等によってコントロールされ供給
されていく。
使われる薬液は危険なものが多いため、コネク

ターやバルブ等の部品は、丈夫で液漏れが発生しな
いなど、安全性の高いものが必要不可欠となる。
フッ素樹脂加工したものを中心にこれらのコネク
ターやバルブ、センサー等、液体をコントロールする
流体配管部品を設計、開発、製造、販売するのが、行
田市に本社を置くサーパス工業株式会社だ。
「製品の多くは、半導体業界の薬品会社さまや装
置メーカーさまを中心に販売しています。製造アイテ
ムは数万点以上。そのほとんどが、お客さまの仕様に
合わせてカスタマイズしたものです」（今井高志社長）
製品は半導体やFPD業界のほか、理化学機器業
界でも活躍する。差し込むだけで接続が可能なフッ

計測不可能だった30ml以下の微小流量を計測でき
小型化にも成功した、産業界にも通用する製品だ。パ
ソコン操作による微小流量の管理も簡単にでき、使用
薬液の節約にもつながるという。タイムオブフライト式
微小流量計は半導体業界のみならず、医療やバイオ
分野の新たな業界からも引き合いがあるという。

今井社長は大学卒業後、商社勤務と海外留学を
経て平成11年、同社に入社する。当時は社員数20
名ほどの規模だったのが、九州及び関西営業所の開
設、TCセンターの開設・増築……と、会社の成長に
伴い規模も拡大していき、現在は従業員数100名ほ
どの大所帯となった。
「この数年で30～40人増えました。僕も全員を見ら
れませんから、部単位で組織化して権限委譲していま
す。ただ、大企業のように硬直化はしたくないので、中
小企業の良さを残してバランス良くやっていきたい」
コネクターやバルブ等のフッ素樹脂加工の技術を

コアとする製品から、電気信号やセンサー技術を用
いて圧力や流量を計る製品、そして制御機能を伴い
自動的にバルブの開度を調整して流量を制御するメ
カトロニクス製品へと、時代に応じて製品開発の幅を
拡大してきた同社。
「フッ素樹脂の加工技術を強みとして商品開発をし
てきましたが、気づいたら流体機器のことなら当社に何
でも相談してください、と言える流体機器の総合メー
カーへと躍進しています。今後はそのノウハウを持っ
て、他業界でも活躍の場を増やしていきたいです」
今井社長の視線の先には、これまで開拓してきた

半導体・理化学機器業界とともに医療や食品、バイ
オケミカルといった新たなフィールドが広がる。
サーパス（超越する）という名のとおり現状の自分た

ち自身をも超越し、今後も困難と思われる開発に挑み
続け限界を乗り越えていく―同社は日本のモノづく
りを支える、必要不可欠な存在であり続けるだろう。

合わせが殺到。すぐさま大手半導体薬品メーカーで
採用が決まったのだ。錆びやすい金属製とは違い、
耐薬品性、耐リーク性に優れたフッ素樹脂のコネク
ターは、半導体業界の成長期という時代のニーズを
しっかりと捉えた。やがて同社のもとに、同素材を
使ったバルブや圧力センサー等、次々と新たな製品
開発の依頼が入る。会長が“面白い”と思い、研究開
発部員と一緒に開発してきたフッ素樹脂製の流体機
器とともに、同社は右肩上がりに成長を続けていった。

同社は薬液を供給する薬品メーカー、薬液を使用
する半導体・FPD・理化学機器メーカー、そしてタンク
ローリーやプラスチック製ドラム等の輸送用容器メー
カーそれぞれに部品を提供している。他の流体配管
部品メーカーは、特定の業界を中心にコネクターや流
量計、バルブといった１アイテムに特化した製品づくり
に力を入れる企業が多いという。同社のようにさまざ
まな業界に向けて、流体に使用される製品をトータル
に技術提案できる企業は珍しく、それは同時に他社に
ない製品を開発できる強みにもなっている。
例えば、海外で使用されている使い捨てプラス

チック製ドラムには、ドラムから半導体工場内の各種
装置に移送するための専用コネクターがなかった。
そのため、現場の作業員は四苦八苦しながらチュー
ブを直接缶に差し入れ、薬液を移していたらしい。
「当社には、お客さまの現場に行ってさまざまな話
を聞くという昔からのDNAが受け継がれています。
そこで営業がキャッチしてきた情報をもとに、プラス
チック製ドラム専用の使い捨てコネクター
（USE-ONE型）を開発しました。半導体、薬品、装
置メーカー等、多くのお客さまの製品を手がけている
ので、常にいろいろな情報が入ってきます」
誰もが簡単に装着でき、危険な薬液を安全に移送

できるこのコネクターは着実に販売を伸ばし、会社の
業績に貢献している。リーマン・ショックの際にも、

コネクターやバルブなど半導体業界の流体配管部品を手がけ
トップクラスのシェアを持つ流体機器の総合メーカー
他社に先駆けフッ素樹脂のコネクターを開発したサーパス工業。同社の強みとするフッ素樹脂を用いた配管部品は、
いまや半導体業界になくてはならないものとなっている。今後もそのノウハウを武器に流体機器の総合メーカーとして
医療や食品、バイオケミカル等、新たな分野においても存在感を示していく。

サーパス工業株式会社

フッ素樹脂コネクターのパイオニア

その成長が止まることはなかったという。

現在、日本で180件ほどの特許を出願し、80件を
登録する同社。このほか中国や韓国、ドイツ、アメリ
カ等海外でも数多くの特許を出願し、国内外の特許
の登録と出願数は600件にも及ぶ。
「以前から特許の出願はしていました。ただ、海外
で技術をマネされたということもありましたし、競合が
出てきた際、どうにかして当社の製品を価格競争か
ら守る方法はないか……と考えて、積極的に特許を

取っていこうと思いました」
特許には期間があり、それを過ぎると技術を公開し

なければならない。しかし、それについても同社はしっ
かりと対策をとっている。比較的追随が容易な技術は
一定期間特許で守るに留め、より高度な技術は顧客
の要望に合わせて商品のマイナーチェンジを重ねて
特許を新たに申請する。さらに、製品を分解しても技
術が解明できないものは特許を取らず、ブラックボック
ス化するという徹底した技術情報の管理を行っている。
同社はその積極的な知財戦略において、平成23

（2011）年、経済産業省の「知財功労賞」を受賞した。

前述したように、同社の開発力の原点は「現場力」
にある。営業と技術者がともに現場に赴き、顧客の
ニーズを拾い上げて新製品が開発される。また、設計
から試作、検証実験まですべてを自社で手がけるため、
リードタイムも短縮され、細やかな対応も可能だ。
さらに、約2,000坪の敷地内に最先端の機器を導
入した県内最大級規模の工場「TCセンター」を持ち、
一貫した管理体制のもとで加工・製作、検査が行われ、

高精度・高品質な製品を顧客のもとに届けている。
「当社のエンジニアは、機械系、ソフト系、電気系等
を含めて約15名。社員の平均年齢も約36歳です。今
後も研究開発部隊の増強は臆せず行っていきます」
設立当初から現在まで脈々と続く“技術者魂”で、

これまでなかったものを数々と生み出してきた同社。
平成27年には「タイムオブフライト式微小流量計」が、
りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社主催の
「中小企業優秀新技術・新製品賞」の優良賞に輝いた。
これは会長の数十年来の悲願であり、それまで

●代 表 者 代表取締役社長　今井 高志
●設　　立 昭和57年8月
●資 本 金 5,000万円
●従業員数 90名
●事業内容 半導体、理化学、医療機器の設計・開発から製造・販売
●所 在 地 〒361-0037 埼玉県行田市下忍2203
 TEL 048-554-9760　FAX 048-554-9906
●U R L http://www.surpassindustry.co.jp/

代表取締役社長　今井 高志氏

素樹脂のクイックコネクターにおいては、同社は国内
シェア90％でトップ。圧力センサーや流量計等でも
高いシェアを誇る。さらに、耐薬品性、耐リーク性（漏
れにくさ）、耐食性、耐久性等を兼ね備えた高品質な
製品群は、各業界から高い評価と信頼を得ている。

社長の父で、現会長の今井弘氏が、「自分が好き
なもの、面白いと思うものをつくりたい」と、勤めてい
た理化学系の会社から独立。昭和57（1982）年に
同社を設立し、理化学商品や医療用装置の設計を
行っていた。そして昭和59年、今井会長は、長年研
究を続けてきたフッ素樹脂のコネクターを開発する。
「金属製の機械設計にはJISの規格がありますが、
フッ素樹脂は新しい材料だったため設計基準も加工
方法も世の中には存在していませんでした。ですか
ら、会長自ら試行錯誤して、設計や加工における規
格をつくっていったと聞いています」
そして、完成したフッ素樹脂製クイックコネクター
の広告を新聞に出したところ、半導体業界から問い

「着眼大局、着手小局」をモットーに･･････

埼玉経済同友会
代表幹事
菊池 眞紀氏

新年を迎えた。毎年のことながら、先ずは神
棚に「今年も社員とその家族が、皆健康で幸せ
に暮らせますように」と手を合わせる。
昨年は英国のEU離脱、米国大統領選など、

予期せぬサプライズが続いた。各国で内向き志
向が広がる中、世界は一体何処へ向かうのか。
しばらくは政治や経済、外交など混沌とした状
態が続くであろう。
私が経営するポーライト株式会社は、よく｢中

小企業にして、グローバル企業」という評価を
いただく。経営の根っこには「社員と家族の生
活の安定」が判断基準として受け継がれており、
したがって、ある国の事業が不調でも「何とか社
員と家族が食べられるように出来ないか」とも
がく。もはやそうした経営は、利潤や効率性を追
求する資本主義の論理から、ズレているかも知
れないが・・・
その資本主義について、「その終焉」とか、

「役割が終わった」といったタイトルの書籍やテ
レビ番組を目にする。ICT化も相まって、資本が
貪欲に世界市場を駆け巡り、持てる者と持たざ
る者の所得格差が拡大する。これが次世代の
教育格差を生み、さらにそれが固定化されテロ
の温床にもなる。マスメディアは｢今や資本主義
は“経世済民”の仕組みとして機能しないのか」
と問題を投げ掛ける。
このことは同時に、私ども企業人一人ひとり

に対して、｢自由、民主主義、公益を守るといっ
た基本的価値を尊重しつつ、市場経済に臨む
べし」と教示しているに他ならない。

さて、埼玉経済同友会代表幹事に就任して
半年が経つ。この間、国内では「日本一住みた
い田舎の総合戦略」を推進する長野県青木村
の視察、海外では「インダストリー4.0」に取り
組むドイツ自動車産業の視察、さらには各種委
員会や部会への参加を通して、様々な勉強をさ
せていただいている。
昨年8月、埼玉経済同友会は埼玉県知事に

「豊かな少子高齢社会の実現に向けて」と題し
て提言を行った。その骨子は、①一次産業の活
性化と観光振興、②若年層とアクティブシニア
の就業支援、③出会う機会の創出と育児休暇
の取得促進、④若者の｢まちづくり｣参画、⑤行
財政改革の推進とPFI・PPP事業の拡充の5つ
である。いかにも同友会らしい内容と自負してい
るが、これまでと異なり、提言の中に「今、同友
会として出来る3つの事業～隗(かい)より始め
よ～」を盛り込んだ。
それは、①「チームDOYU～森づくり」の結

成、②「サロンDOYU～縁結び」の設置、③「イ
クボス宣言」署名欄付ポスターの作成と配布で
あり、「あるべき姿を言っているだけでは前進し
ない。同友会として出来ることを速やかに実行
しよう」という会員の声を反映した。すでに3事
業とも着手したが、今後の同友会活動では、立
案や建議力に加え、実行力がますます問われて
くると思う。
私の好きな言葉、「着眼大局、着手小局」を

モットーに、今年も埼玉県のさらなる元気に向け
て、活発な事業を展開してまいりたい。
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ズ ー ムアップ

半導体やFPD（フラットパネルディスプレイ）の製
造には、多くの高純度薬液が使用される。薬液は純
度を保った状態で、薬品工場からコネクター（配管継
手）がセットされたタンクローリーや圧送容器等に移
され、半導体製造工場等に輸送される。そして、工場
内の各種製造ラインで流量計やバルブ、レギュレー
ター、圧力センサー等によってコントロールされ供給
されていく。
使われる薬液は危険なものが多いため、コネク

ターやバルブ等の部品は、丈夫で液漏れが発生しな
いなど、安全性の高いものが必要不可欠となる。
フッ素樹脂加工したものを中心にこれらのコネク
ターやバルブ、センサー等、液体をコントロールする
流体配管部品を設計、開発、製造、販売するのが、行
田市に本社を置くサーパス工業株式会社だ。
「製品の多くは、半導体業界の薬品会社さまや装
置メーカーさまを中心に販売しています。製造アイテ
ムは数万点以上。そのほとんどが、お客さまの仕様に
合わせてカスタマイズしたものです」（今井高志社長）
製品は半導体やFPD業界のほか、理化学機器業
界でも活躍する。差し込むだけで接続が可能なフッ

計測不可能だった30ml以下の微小流量を計測でき
小型化にも成功した、産業界にも通用する製品だ。パ
ソコン操作による微小流量の管理も簡単にでき、使用
薬液の節約にもつながるという。タイムオブフライト式
微小流量計は半導体業界のみならず、医療やバイオ
分野の新たな業界からも引き合いがあるという。

今井社長は大学卒業後、商社勤務と海外留学を
経て平成11年、同社に入社する。当時は社員数20
名ほどの規模だったのが、九州及び関西営業所の開
設、TCセンターの開設・増築……と、会社の成長に
伴い規模も拡大していき、現在は従業員数100名ほ
どの大所帯となった。
「この数年で30～40人増えました。僕も全員を見ら
れませんから、部単位で組織化して権限委譲していま
す。ただ、大企業のように硬直化はしたくないので、中
小企業の良さを残してバランス良くやっていきたい」
コネクターやバルブ等のフッ素樹脂加工の技術を

コアとする製品から、電気信号やセンサー技術を用
いて圧力や流量を計る製品、そして制御機能を伴い
自動的にバルブの開度を調整して流量を制御するメ
カトロニクス製品へと、時代に応じて製品開発の幅を
拡大してきた同社。
「フッ素樹脂の加工技術を強みとして商品開発をし
てきましたが、気づいたら流体機器のことなら当社に何
でも相談してください、と言える流体機器の総合メー
カーへと躍進しています。今後はそのノウハウを持っ
て、他業界でも活躍の場を増やしていきたいです」
今井社長の視線の先には、これまで開拓してきた

半導体・理化学機器業界とともに医療や食品、バイ
オケミカルといった新たなフィールドが広がる。
サーパス（超越する）という名のとおり現状の自分た

ち自身をも超越し、今後も困難と思われる開発に挑み
続け限界を乗り越えていく―同社は日本のモノづく
りを支える、必要不可欠な存在であり続けるだろう。

合わせが殺到。すぐさま大手半導体薬品メーカーで
採用が決まったのだ。錆びやすい金属製とは違い、
耐薬品性、耐リーク性に優れたフッ素樹脂のコネク
ターは、半導体業界の成長期という時代のニーズを
しっかりと捉えた。やがて同社のもとに、同素材を
使ったバルブや圧力センサー等、次々と新たな製品
開発の依頼が入る。会長が“面白い”と思い、研究開
発部員と一緒に開発してきたフッ素樹脂製の流体機
器とともに、同社は右肩上がりに成長を続けていった。

同社は薬液を供給する薬品メーカー、薬液を使用
する半導体・FPD・理化学機器メーカー、そしてタンク
ローリーやプラスチック製ドラム等の輸送用容器メー
カーそれぞれに部品を提供している。他の流体配管
部品メーカーは、特定の業界を中心にコネクターや流
量計、バルブといった１アイテムに特化した製品づくり
に力を入れる企業が多いという。同社のようにさまざ
まな業界に向けて、流体に使用される製品をトータル
に技術提案できる企業は珍しく、それは同時に他社に
ない製品を開発できる強みにもなっている。
例えば、海外で使用されている使い捨てプラス

チック製ドラムには、ドラムから半導体工場内の各種
装置に移送するための専用コネクターがなかった。
そのため、現場の作業員は四苦八苦しながらチュー
ブを直接缶に差し入れ、薬液を移していたらしい。
「当社には、お客さまの現場に行ってさまざまな話
を聞くという昔からのDNAが受け継がれています。
そこで営業がキャッチしてきた情報をもとに、プラス
チック製ドラム専用の使い捨てコネクター
（USE-ONE型）を開発しました。半導体、薬品、装
置メーカー等、多くのお客さまの製品を手がけている
ので、常にいろいろな情報が入ってきます」
誰もが簡単に装着でき、危険な薬液を安全に移送

できるこのコネクターは着実に販売を伸ばし、会社の
業績に貢献している。リーマン・ショックの際にも、

コネクターやバルブなど半導体業界の流体配管部品を手がけ
トップクラスのシェアを持つ流体機器の総合メーカー
他社に先駆けフッ素樹脂のコネクターを開発したサーパス工業。同社の強みとするフッ素樹脂を用いた配管部品は、
いまや半導体業界になくてはならないものとなっている。今後もそのノウハウを武器に流体機器の総合メーカーとして
医療や食品、バイオケミカル等、新たな分野においても存在感を示していく。

サーパス工業株式会社

フッ素樹脂コネクターのパイオニア

その成長が止まることはなかったという。

現在、日本で180件ほどの特許を出願し、80件を
登録する同社。このほか中国や韓国、ドイツ、アメリ
カ等海外でも数多くの特許を出願し、国内外の特許
の登録と出願数は600件にも及ぶ。
「以前から特許の出願はしていました。ただ、海外
で技術をマネされたということもありましたし、競合が
出てきた際、どうにかして当社の製品を価格競争か
ら守る方法はないか……と考えて、積極的に特許を

取っていこうと思いました」
特許には期間があり、それを過ぎると技術を公開し

なければならない。しかし、それについても同社はしっ
かりと対策をとっている。比較的追随が容易な技術は
一定期間特許で守るに留め、より高度な技術は顧客
の要望に合わせて商品のマイナーチェンジを重ねて
特許を新たに申請する。さらに、製品を分解しても技
術が解明できないものは特許を取らず、ブラックボック
ス化するという徹底した技術情報の管理を行っている。
同社はその積極的な知財戦略において、平成23

（2011）年、経済産業省の「知財功労賞」を受賞した。

前述したように、同社の開発力の原点は「現場力」
にある。営業と技術者がともに現場に赴き、顧客の
ニーズを拾い上げて新製品が開発される。また、設計
から試作、検証実験まですべてを自社で手がけるため、
リードタイムも短縮され、細やかな対応も可能だ。
さらに、約2,000坪の敷地内に最先端の機器を導
入した県内最大級規模の工場「TCセンター」を持ち、
一貫した管理体制のもとで加工・製作、検査が行われ、

高精度・高品質な製品を顧客のもとに届けている。
「当社のエンジニアは、機械系、ソフト系、電気系等
を含めて約15名。社員の平均年齢も約36歳です。今
後も研究開発部隊の増強は臆せず行っていきます」
設立当初から現在まで脈々と続く“技術者魂”で、

これまでなかったものを数々と生み出してきた同社。
平成27年には「タイムオブフライト式微小流量計」が、
りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社主催の
「中小企業優秀新技術・新製品賞」の優良賞に輝いた。
これは会長の数十年来の悲願であり、それまで

●代 表 者 代表取締役社長　今井 高志
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代表取締役社長　今井 高志氏

素樹脂のクイックコネクターにおいては、同社は国内
シェア90％でトップ。圧力センサーや流量計等でも
高いシェアを誇る。さらに、耐薬品性、耐リーク性（漏
れにくさ）、耐食性、耐久性等を兼ね備えた高品質な
製品群は、各業界から高い評価と信頼を得ている。

社長の父で、現会長の今井弘氏が、「自分が好き
なもの、面白いと思うものをつくりたい」と、勤めてい
た理化学系の会社から独立。昭和57（1982）年に
同社を設立し、理化学商品や医療用装置の設計を
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「着眼大局、着手小局」をモットーに･･････

埼玉経済同友会
代表幹事
菊池 眞紀氏
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さて、埼玉経済同友会代表幹事に就任して
半年が経つ。この間、国内では「日本一住みた
い田舎の総合戦略」を推進する長野県青木村
の視察、海外では「インダストリー4.0」に取り
組むドイツ自動車産業の視察、さらには各種委
員会や部会への参加を通して、様々な勉強をさ
せていただいている。
昨年8月、埼玉経済同友会は埼玉県知事に

「豊かな少子高齢社会の実現に向けて」と題し
て提言を行った。その骨子は、①一次産業の活
性化と観光振興、②若年層とアクティブシニア
の就業支援、③出会う機会の創出と育児休暇
の取得促進、④若者の｢まちづくり｣参画、⑤行
財政改革の推進とPFI・PPP事業の拡充の5つ
である。いかにも同友会らしい内容と自負してい
るが、これまでと異なり、提言の中に「今、同友
会として出来る3つの事業～隗(かい)より始め
よ～」を盛り込んだ。
それは、①「チームDOYU～森づくり」の結

成、②「サロンDOYU～縁結び」の設置、③「イ
クボス宣言」署名欄付ポスターの作成と配布で
あり、「あるべき姿を言っているだけでは前進し
ない。同友会として出来ることを速やかに実行
しよう」という会員の声を反映した。すでに3事
業とも着手したが、今後の同友会活動では、立
案や建議力に加え、実行力がますます問われて
くると思う。
私の好きな言葉、「着眼大局、着手小局」を

モットーに、今年も埼玉県のさらなる元気に向け
て、活発な事業を展開してまいりたい。
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半導体やFPD（フラットパネルディスプレイ）の製
造には、多くの高純度薬液が使用される。薬液は純
度を保った状態で、薬品工場からコネクター（配管継
手）がセットされたタンクローリーや圧送容器等に移
され、半導体製造工場等に輸送される。そして、工場
内の各種製造ラインで流量計やバルブ、レギュレー
ター、圧力センサー等によってコントロールされ供給
されていく。
使われる薬液は危険なものが多いため、コネク

ターやバルブ等の部品は、丈夫で液漏れが発生しな
いなど、安全性の高いものが必要不可欠となる。
フッ素樹脂加工したものを中心にこれらのコネク
ターやバルブ、センサー等、液体をコントロールする
流体配管部品を設計、開発、製造、販売するのが、行
田市に本社を置くサーパス工業株式会社だ。
「製品の多くは、半導体業界の薬品会社さまや装
置メーカーさまを中心に販売しています。製造アイテ
ムは数万点以上。そのほとんどが、お客さまの仕様に
合わせてカスタマイズしたものです」（今井高志社長）
製品は半導体やFPD業界のほか、理化学機器業
界でも活躍する。差し込むだけで接続が可能なフッ

計測不可能だった30ml以下の微小流量を計測でき
小型化にも成功した、産業界にも通用する製品だ。パ
ソコン操作による微小流量の管理も簡単にでき、使用
薬液の節約にもつながるという。タイムオブフライト式
微小流量計は半導体業界のみならず、医療やバイオ
分野の新たな業界からも引き合いがあるという。

今井社長は大学卒業後、商社勤務と海外留学を
経て平成11年、同社に入社する。当時は社員数20
名ほどの規模だったのが、九州及び関西営業所の開
設、TCセンターの開設・増築……と、会社の成長に
伴い規模も拡大していき、現在は従業員数100名ほ
どの大所帯となった。
「この数年で30～40人増えました。僕も全員を見ら
れませんから、部単位で組織化して権限委譲していま
す。ただ、大企業のように硬直化はしたくないので、中
小企業の良さを残してバランス良くやっていきたい」
コネクターやバルブ等のフッ素樹脂加工の技術を
コアとする製品から、電気信号やセンサー技術を用
いて圧力や流量を計る製品、そして制御機能を伴い
自動的にバルブの開度を調整して流量を制御するメ
カトロニクス製品へと、時代に応じて製品開発の幅を
拡大してきた同社。
「フッ素樹脂の加工技術を強みとして商品開発をし
てきましたが、気づいたら流体機器のことなら当社に何
でも相談してください、と言える流体機器の総合メー
カーへと躍進しています。今後はそのノウハウを持っ
て、他業界でも活躍の場を増やしていきたいです」
今井社長の視線の先には、これまで開拓してきた
半導体・理化学機器業界とともに医療や食品、バイ
オケミカルといった新たなフィールドが広がる。
サーパス（超越する）という名のとおり現状の自分た

ち自身をも超越し、今後も困難と思われる開発に挑み
続け限界を乗り越えていく―同社は日本のモノづく
りを支える、必要不可欠な存在であり続けるだろう。

使い捨てコネクター(ワンウェイコネクター・左)とタイムオブフライト式微小流量計

本社社屋(左)とＴＣセンター

合わせが殺到。すぐさま大手半導体薬品メーカーで
採用が決まったのだ。錆びやすい金属製とは違い、
耐薬品性、耐リーク性に優れたフッ素樹脂のコネク
ターは、半導体業界の成長期という時代のニーズを
しっかりと捉えた。やがて同社のもとに、同素材を
使ったバルブや圧力センサー等、次々と新たな製品
開発の依頼が入る。会長が“面白い”と思い、研究開
発部員と一緒に開発してきたフッ素樹脂製の流体機
器とともに、同社は右肩上がりに成長を続けていった。

同社は薬液を供給する薬品メーカー、薬液を使用
する半導体・FPD・理化学機器メーカー、そしてタンク
ローリーやプラスチック製ドラム等の輸送用容器メー
カーそれぞれに部品を提供している。他の流体配管
部品メーカーは、特定の業界を中心にコネクターや流
量計、バルブといった１アイテムに特化した製品づくり
に力を入れる企業が多いという。同社のようにさまざ
まな業界に向けて、流体に使用される製品をトータル
に技術提案できる企業は珍しく、それは同時に他社に
ない製品を開発できる強みにもなっている。
例えば、海外で使用されている使い捨てプラス

チック製ドラムには、ドラムから半導体工場内の各種
装置に移送するための専用コネクターがなかった。
そのため、現場の作業員は四苦八苦しながらチュー
ブを直接缶に差し入れ、薬液を移していたらしい。
「当社には、お客さまの現場に行ってさまざまな話
を聞くという昔からのDNAが受け継がれています。
そこで営業がキャッチしてきた情報をもとに、プラス
チック製ドラム専用の使い捨てコネクター
（USE-ONE型）を開発しました。半導体、薬品、装
置メーカー等、多くのお客さまの製品を手がけている
ので、常にいろいろな情報が入ってきます」
誰もが簡単に装着でき、危険な薬液を安全に移送

できるこのコネクターは着実に販売を伸ばし、会社の
業績に貢献している。リーマン・ショックの際にも、

現場の声を拾って生まれた製品群

流体機器の総合メーカーとして躍進を続ける

サーパス工業株式会社ZOOM UP

その成長が止まることはなかったという。

現在、日本で180件ほどの特許を出願し、80件を
登録する同社。このほか中国や韓国、ドイツ、アメリ
カ等海外でも数多くの特許を出願し、国内外の特許
の登録と出願数は600件にも及ぶ。
「以前から特許の出願はしていました。ただ、海外
で技術をマネされたということもありましたし、競合が
出てきた際、どうにかして当社の製品を価格競争か
ら守る方法はないか……と考えて、積極的に特許を

取っていこうと思いました」
特許には期間があり、それを過ぎると技術を公開し

なければならない。しかし、それについても同社はしっ
かりと対策をとっている。比較的追随が容易な技術は
一定期間特許で守るに留め、より高度な技術は顧客
の要望に合わせて商品のマイナーチェンジを重ねて
特許を新たに申請する。さらに、製品を分解しても技
術が解明できないものは特許を取らず、ブラックボック
ス化するという徹底した技術情報の管理を行っている。
同社はその積極的な知財戦略において、平成23

（2011）年、経済産業省の「知財功労賞」を受賞した。

前述したように、同社の開発力の原点は「現場力」
にある。営業と技術者がともに現場に赴き、顧客の
ニーズを拾い上げて新製品が開発される。また、設計
から試作、検証実験まですべてを自社で手がけるため、
リードタイムも短縮され、細やかな対応も可能だ。
さらに、約2,000坪の敷地内に最先端の機器を導
入した県内最大級規模の工場「TCセンター」を持ち、
一貫した管理体制のもとで加工・製作、検査が行われ、

高精度・高品質な製品を顧客のもとに届けている。
「当社のエンジニアは、機械系、ソフト系、電気系等
を含めて約15名。社員の平均年齢も約36歳です。今
後も研究開発部隊の増強は臆せず行っていきます」
設立当初から現在まで脈々と続く“技術者魂”で、

これまでなかったものを数々と生み出してきた同社。
平成27年には「タイムオブフライト式微小流量計」が、
りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社主催の
「中小企業優秀新技術・新製品賞」の優良賞に輝いた。
これは会長の数十年来の悲願であり、それまで

フッ素樹脂製センサー類

フッ素樹脂製コネクター類

素樹脂のクイックコネクターにおいては、同社は国内
シェア90％でトップ。圧力センサーや流量計等でも
高いシェアを誇る。さらに、耐薬品性、耐リーク性（漏
れにくさ）、耐食性、耐久性等を兼ね備えた高品質な
製品群は、各業界から高い評価と信頼を得ている。

社長の父で、現会長の今井弘氏が、「自分が好き
なもの、面白いと思うものをつくりたい」と、勤めてい
た理化学系の会社から独立。昭和57（1982）年に
同社を設立し、理化学商品や医療用装置の設計を
行っていた。そして昭和59年、今井会長は、長年研
究を続けてきたフッ素樹脂のコネクターを開発する。
「金属製の機械設計にはJISの規格がありますが、
フッ素樹脂は新しい材料だったため設計基準も加工
方法も世の中には存在していませんでした。ですか
ら、会長自ら試行錯誤して、設計や加工における規
格をつくっていったと聞いています」
そして、完成したフッ素樹脂製クイックコネクター
の広告を新聞に出したところ、半導体業界から問い

これまでにない新製品で新市場を開拓自社製品を守る“特許戦略”
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半導体やFPD（フラットパネルディスプレイ）の製
造には、多くの高純度薬液が使用される。薬液は純
度を保った状態で、薬品工場からコネクター（配管継
手）がセットされたタンクローリーや圧送容器等に移
され、半導体製造工場等に輸送される。そして、工場
内の各種製造ラインで流量計やバルブ、レギュレー
ター、圧力センサー等によってコントロールされ供給
されていく。
使われる薬液は危険なものが多いため、コネク

ターやバルブ等の部品は、丈夫で液漏れが発生しな
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田市に本社を置くサーパス工業株式会社だ。
「製品の多くは、半導体業界の薬品会社さまや装
置メーカーさまを中心に販売しています。製造アイテ
ムは数万点以上。そのほとんどが、お客さまの仕様に
合わせてカスタマイズしたものです」（今井高志社長）
製品は半導体やFPD業界のほか、理化学機器業

界でも活躍する。差し込むだけで接続が可能なフッ

計測不可能だった30ml以下の微小流量を計測でき
小型化にも成功した、産業界にも通用する製品だ。パ
ソコン操作による微小流量の管理も簡単にでき、使用
薬液の節約にもつながるという。タイムオブフライト式
微小流量計は半導体業界のみならず、医療やバイオ
分野の新たな業界からも引き合いがあるという。
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「この数年で30～40人増えました。僕も全員を見ら
れませんから、部単位で組織化して権限委譲していま
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拡大してきた同社。
「フッ素樹脂の加工技術を強みとして商品開発をし
てきましたが、気づいたら流体機器のことなら当社に何
でも相談してください、と言える流体機器の総合メー
カーへと躍進しています。今後はそのノウハウを持っ
て、他業界でも活躍の場を増やしていきたいです」
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本社社屋(左)とＴＣセンター
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しっかりと捉えた。やがて同社のもとに、同素材を
使ったバルブや圧力センサー等、次々と新たな製品
開発の依頼が入る。会長が“面白い”と思い、研究開
発部員と一緒に開発してきたフッ素樹脂製の流体機
器とともに、同社は右肩上がりに成長を続けていった。

同社は薬液を供給する薬品メーカー、薬液を使用
する半導体・FPD・理化学機器メーカー、そしてタンク
ローリーやプラスチック製ドラム等の輸送用容器メー
カーそれぞれに部品を提供している。他の流体配管
部品メーカーは、特定の業界を中心にコネクターや流
量計、バルブといった１アイテムに特化した製品づくり
に力を入れる企業が多いという。同社のようにさまざ
まな業界に向けて、流体に使用される製品をトータル
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ない製品を開発できる強みにもなっている。
例えば、海外で使用されている使い捨てプラス
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を聞くという昔からのDNAが受け継がれています。
そこで営業がキャッチしてきた情報をもとに、プラス
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（USE-ONE型）を開発しました。半導体、薬品、装
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経営者セミナー 

せると考えられてきた。2015・2016年は逆に世界の
貿易取引量が縮小する傾向が強まっていた。だから
こそ、ＴＰＰなどの貿易連携が貿易取引量をリバウン
ドさせる勢いを大きく後押しできそうだと期待してい
た。日米アジアの貿易拡大が海外企業の対日輸出
あるいは対日直接投資へと展開できれば、産業空洞
化を穴埋めするカウンター・パワーにもなっていく可
能性がある。おそらく、2020年の東京五輪がわが国
の経済発展に結び付くとすれば、それは五輪を契機
に海外企業が日本市場を再評価することで、対日進
出を積極化するという現象が継続的なトレンドになる
ことだろう。日本の人口が減少しても、もともと日本に
存在したビジネスチャンスが海外に売り出されると、
衰退する事業を成長へと転換できるかもしれない。
2017年は東京五輪に向けて日本が飛躍していく
道筋をおぼろげながらも見出していく未来への第一
歩にしていかなくてはいけない。

日銀は9月に総括的検証を行って、政策の枠組み
を長期金利ゼロ％ターゲットを含む「イールドカー
ブ・コントロール」へ切り替えた。当初、この枠組みの
有効性に疑問も大きかったが、幸運なことにトランプ
相場という風が吹いて、うまく円安・株高が起こった。
この相場変動の背景にあるのは、大半はＦＲＢの
利上げや米経済の好転といった要因であろうが、
11月上旬の米大統領選挙のタイミングが流れを印
象付けたという意味でトランプ相場のお陰という説
明が正当化されているように思える。
日銀が能動的に果たした役割は、上昇に転じた米
長期金利が、日本の長期金利との間で、日米金利
差を広げるのに一役買ったという点だろう。これまで
も、米金利上昇に連動して日米の長期金利差が拡
大しやすく、円安のスピードも速くなる。米大統領選
直後は1ドル＝101円となったが、すぐに1ドル＝113
円台の円安へと変わった。日銀にとって、この恩恵

米大統領がドナルド・トランプ氏に決まり、2017年
は極めて先読みが難しくなっている。米経済自体は、
好調さを強めるとしても、マーケットや外交は大きな
不確実性をはらむ。国内経済は追い風を受けて、企
業収益を改善させる。一方、個人消費は、2014年
以降の低迷を抜け出せるかどうかが読みにくい。雇
用環境は、人手不足が進み、それが中小企業の成
長を阻害するだろう。生産性上昇を通じて、日本経
済の底上げをする期待がさらに強まる。

2016年を振り返ると「まさか」と思うような出来事
が相次いだ。1月・日銀のマイナス金利政策の導入、
6月・英国のＥＵ離脱の決定、そして11月・米大統領
選でのトランプ候補の勝利である。この3つの「まさ
か」が多くの経済人に先行きの不透明感を与えた。
その中でも、トランプ大統領が1月に就任すると、彼

が公約したいくつかの政策が実行されることになる。
わが国では、トランプ大統領の勝利は大部分の識者
には予想外であり、勝利直後は悲観論一色となった。
しかし、株価が急上昇して、円安が急伸すると、マー
ケットの参加者たちは悲観から一転して、楽観へ宗
旨変えをする。「もう決まったことなのだから、トランプ
大統領の良いところを前向きに考えようよ」という正
直な意見を言う人もいる。もっとも、トランプ氏はしば
らくして、ビデオメッセージのかたちで、ＴＰＰ参加を
見直すことを表明した。国会でも安倍政権が懸命に
ＴＰＰ法案を通そうと力を注いでいる矢先のことであ
る。トランプ氏はそう甘くはないのだ、トランプ就任後
も、そうした読めない行動がまるで地雷のように暴発
するかもしれない。だから、2017年は「不確実の1
年」と心得ておいた方がよい。
ひとつだけ、トランプ氏の保護主義的な発想につ
いて注意点を述べておきたい。なぜ、日本にとって
TPPが大きな恩恵をもたらすかと言えば、成長率を
押し上げる効果があるからだ。例えば、日本の成長
率が実質1％で、米国が2％、欧州が1.5％だったと
する。いずれの国も日本の成長スピードよりも速い。
ならば米国に輸出をするとその取引数量は、米国の
スピードで拡大し、日本国内の販売数量よりも高い
成長率が期待できる。人口減少によって内需の成
長率が落ちるとすれば、内需向けから輸出向けに生
産物の販売をシフトすることで、企業は人口減少の

引力に縛られずに業績を向上させられる。人口減少
の続くわが国にとって貿易拡大こそが最大の人口
減少対策と言える。
人によっては米国抜きでもＴＰＰが発効できる見
直しを加えたり、他の貿易連携を拡げる道があると
考える。しかし、話はそう単純ではない。これまで米
国と日本がタッグを組んだ巨大なＴＰＰが成り立つ
から、それを強く意識してＴＰＰ参加国以外の国々が
他の貿易連携を推進する力が作用してきた。要する
に、競争圧力が他の貿易連携の相乗効果を生み出
してきたのである。米国が攻めから守りに回ってしま
うと、各国とも関税率をお互いに引き下げるモチ
ベーションを失ってしまう。
ＴＰＰの政治的な意味は、対中国を意識した米国
主導の包囲網であったから、筆者は米国の経済外
交がこのままで済まされるとは思わない。中国は暗
黙の対抗策としてＡＩＩＢを設立している。米国の外
交方針がトランプ氏の公約だけに動かされて何もし
ない選択を採ると考える方が不自然である。
一方、中国はＴＰＰの挫折を喜んでいるという見
方も正しくない。中国は、日韓とＦＴＡを進めており、
自前の貿易連携を必要としている。おそらく、ＴＰＰ
という外圧は、中国における貿易自由化を進めたい
と考える勢力には必要悪として映っていただろう。
過剰生産能力を抱える中国も、貿易連携を通じて
輸出を増やしたいと考える国のひとつである。
筆者は大局的にみて、米国が絵に描いたような保
護主義に走るとは考えない。何か折衷案を出して、
自由貿易の原則は守ると思う。トランプ氏も選挙戦
術としてオバマ大統領のレガシーを壊すことを考え
ていたに過ぎないはずだ。現在のように先が読みに
くい時は、歴史から学ぶことが役立つ。1929年の
ウォール街の株価暴落後、世界経済は恐慌に向
かったが、その傷口を広げたのは保護主義政策だっ
た。各国は、自国産業保護の名目で関税率を引き上
げたり、為替切り下げに動いた。その代表は、1930
年の米国のスムート・ホーレー関税法である。当時、

米議会では、輸入品と競合する国内産業を守ると
いう方針の下、高関税や輸入制限措置を盛り込ん
だスムート・ホーレー関税法が立法化された。この措
置は各国の報復を招き、1931年にはフランスが輸
入割当制を導入する。その結果、世界の輸入総額
は、1930年代の僅か3年間で70％も急減したとい
う（2009年の経済産業省・通商白書より）。また、通
貨ごとに、スターリング・ブロック、ドル・ブロック、フラ
ン・ブロックが形成される。ドイツ、イタリア、日本は
「持たざる国」として自給自足圏を築こうとし、軍事
的侵略の道を選んだという見方もある。
こうした教訓を踏まえて、保護主義は禁じ手とさ
れている。しかし、リーマンショックで全世界の輸出
量は戦後最大の前年比9％の減少となっており、そ
の打撃もあって、再び保護主義の流れが生まれてい
る。トランプ大統領の誕生は、そうした見えない糸の
上にあることを忘れてはいけない。
2017年に予定される各国の政治イベントを簡単
に整理すると、次のようになる。フランスでは、春に
大統領選挙がある。極右政党の動向が気になる。
秋には、ドイツで連邦議会選が行なわれる。また、中
国は指導部が入れ替わる人事が秋に予定されてい
る。いわゆるチャイナ・セブン、政治局常務委員7人
のうち、習近平主席と李克強首相を除く5人が交代
する。習主席の絶対優位は変わりそうにないが、政
治基盤が揺るぎないかどうかが試される。
2017年はまさしく政治一新の1年になりそうだ。
人に付随する政策、外交関係に大きな変化が生じ
ると、先のトランプ大統領の不確実な行動と相まっ
て、マーケットの反応が大きく上下動することになる。

筆者がＴＰＰの行方にこだわる理由は、米経済が
2016年秋から成長加速を遂げてきているからであ
る。2015年後半から米経済は足踏みし、その悪影響
がアジアにも減速感をもたらしていたのが、2016年
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はじめにはじめに

最大の不確実はトランプ大統領

平成28年12月7日(水)、株式会社第一生命経済研究
所経済調査部・首席エコノミスト熊野英生氏を講師にお
迎えし「わが国経済の活路～不確実性を越えて～」と題
してセミナーを開催した。以下、その概要を紹介したい。

秋から徐々に上向きに変わっている。特に輸出に関
しては、一般機械・電気機械などの増加が起こり、
遅れて自動車や化学、鉄鋼にも恩恵が波及すると
みられる。最近の生産統計には、ようやく上向きの
動きが見られる（図表1）。

現時点では、新型スマホ需要の一時的な需要増
とか、米自動車販売の弱さへの心配があって、個々
に弱気の判断材料が目立つことは事実だ。それでも、
過去のトレンドから考えて米経済が一旦上向きに変
わると、その勢いは日本やアジアに大きな波及効果
をもたらす。リーマンショック後、米経済は2010年・
2011年、2014年、そして今回が3回目の盛り上が
りとなる。過去２回は震災や増税の反動によって小
さな山に終わった。それと比べると、2016年秋から
始まったとみられる山は、過去2回の盛り上がりのと
きのような阻害要因に見舞わなければ、2017・
2018年に亘る大型の景気拡大局面へと育っていく
ポテンシャルを持っている。
こうした米国発の成長エネルギーが、アジア全体
に波及していくとすれば、日本企業にとっては、米国
だけではなく、アジア市場に事業展開している方がメ
リットは大きい。ＡＳＥＡＮを包含するＴＰＰは、日本と
米国だけではなく、ＡＳＥＡＮ諸国との関税率を引き
下げることで、加盟国における貿易取引を活性化さ

は絶大である。もしも、ドル円レートが2017年1月以
降も1ドル＝110円で推移すれば、レート変化は対前
年比で6月以降4～8％のプラスに転じるだろう。こ
れは、輸入物価への上昇圧力である。
さらに、原油WTIの価格が1バレル45ドルだった
と仮定して、円ベースの原油価格の伸びを計算す
ると、2017年1～4月の前年比は、10～40％へと高
まる。つまり、2017年の少なくとも前半にかけては
消費者物価の上昇圧力が高まって、黒田東彦日銀
総裁の思惑が成功することになりそうだ。
もちろん、原油や輸入品だけの物価上昇では、デ
フレ脱却とは言えない。賃金が上昇しなければ、コ
ストプッシュ・インフレによって実質賃金は切り下
がってしまう。そうなると円安効果によって、2016年
度後半の企業収益が盛り返して、2017年の春闘交
渉が成果を上げるかがポイントとなる。企業の収益
環境は、2016年度前半までの円高傾向によって減
益になる可能性が小さくない。だから、少し前まで春
闘は厳しいと見られてきた。もっとも、11月からの追
い風は、その逆境を変えつつある。
2017年は春闘が0.5％～1.0％のベースアップ率
を獲得できれば、個人消費増加への大きなインパク
トを与えることになる。消費者物価の上昇率も、コス
トプッシュ要因だけでなく、需要面での押し上げが
期待できる。まさしく、2017年がデフレ脱却の正念
場となる。
一方、2017年のリスクは、米国発の変化である。

トランプ大統領がドル高に不満を感じて、ドル安を歓
迎するとどうなるだろうか。ＦＲＢのイエレン議長と
対立して、利上げの前途が見えなくなる。トランプ氏
の発想は、財政健全化をあまり重視していないよう
にも思える。だから、米長期金利は上昇していると
みることもできる。また、ＦＲＢの利上げが2017年に
かけて、2回あるいはそれ以上に行なわれると、どこ
かで米経済のスローダウンか、利上げの打ち止めの
観測が生じるだろう。これらは、ドル高がどこまでも
進まないことを暗示させる要因だ。ドル円レートも、

トランプ相場によって一旦は円安に振れたが、その
流れがずっと続くとは限らない。日銀の金融緩和が
成功を納める局面も、2017年のどこかで変わって
いく可能性がある。そうしたリスクが顕在化したとき、
「やはり追い風頼みはまずかった」と皆が思うことに
なるだろう。

景気情勢をみて考えさせられるのは、いつになれ
ば個人消費は伸びるのだろうかという点である。た
とえ、製造業が海外経済の追い風を受けて回復し
ても、その好影響だけでは個人消費を動かしにくい
とみられるからだ。
個人消費の動向をやや長い目で振り返ると、リー
マンショックから2011年の東日本大震災までは年
率2.4％の伸び、その後2013年末に消費増税の駆
け込み需要が生じる手前までは年率1.6％の伸び
率だった。それが、2014年4月以降反動減が一段
落した後から最近までは、ほとんど横ばいになって
いる（図表2）。これほど消費不振が長期化すること
も珍しい。
筆者は、いよいよ人口減少による消費減が現実
化したのではないかと感じている。マクロの消費は、

製造業への追い風

消費低迷の原因は、賃上げの効果を年金不安が
相殺しているからである。この関係を変えるために
は、それでも賃上げを続けることだろう。
例えば、2014年度から消費税率が8％へと上
がった。非課税の品目を含めて、消費者物価が押し
上げられたのはプラス2％である。この家計への負
担増に対して、2014年度からのベースアップは3年
間の累計でプラス1.4％しか増加していない。まだ
勤労者は割り負けているというのが実情だ。水準と
しても、家計はさらに賃上げが続かなければ豊かさ
の実感を取り戻さないだろう。
2017年の春闘は、少し前までは厳しいという見方
が多かった。ところが、2016年の秋頃から米経済が
拡大ペースを強めて、製造業の生産も上向きの力が
働き、円安によって収益下押しの圧力も弱まった。
おそらく、春闘では、トランプ大統領の下での米経
済の拡大などに対して、まだまだ、不信感が根強く、
それを理由に賃上げも慎重に臨みたいという心理
が働くだろう。こうした先行きの慎重姿勢こそが、デ
フレ・マインドの正体であり、日本の内需を脆弱なも
のにしてきた。値下げが当然で、労働力を非正規化
することで値下げに耐えうる体質をつくろうとする
「守りの経営」である。2017年に臨むにあたり、本
当にわが国がデフレ体質を抜出せるかどうかは賃
上げにかかっている。
学者的な見解を述べると、現在の日本は完全雇
用である（図表３）。
人手不足の領域に入って日本経済はいつ賃上げ
率が上昇してもおかしくない局面に入っている。失
業率と賃上げ率をプロットしたフィリップス曲線とい
う経験則からみて、もうそろそろ失業率が下がりにく
く、むしろ賃上げ率が急上昇する分岐点にさしか
かっている。わかりやすく言えば、労働市場で失業し
ている人が居なくなって、従来よりも高い賃金を求
人企業がオファーしなければ必要人数を獲れなく

「人口×1人当たり消費」と分解できる。人口減が進
むことは、1人当たり消費の増加がなければ、マクロ
の消費のパイが縮んでいくことを意味している。
さらに、消費の低迷には、高齢化の影響も色濃い。
例えば、不振の消費財は衣料品や靴、家電製品、乗
用車が挙げられる。家計が勤労世代からリタイヤし
て、年金生活者へと移行すると、単に所得水準が下
がるだけではなく、購入する財も減っていく。衣料品
や家電、車を買い控えたり、単価の安いものにシフト
させることも多い。本来は、50歳代は消費水準が高
く、消費の牽引役なのだが、最近は結婚年齢が高く
なり、子供の教育費の負担から解放されない人も増
えている。彼らは、10年、20年前の50歳代よりも生
活に余裕がなく、老後の準備資金を貯めようという
切迫感も強い。
人口減と高齢化の要因は、単年度の消費減への
寄与度自体は小さいはずであるが、2010年頃からそ
の蓄積がより大きな構造的重石となって、消費低迷
をそう簡単には変わらない潮流としている観がある。
もうひとつ大きいのは、年金改革である。改革と
は言っても、消費にマイナスの要因である。厚生年
金の支給開始年齢は、以前は60歳であった。厚生
年金の定額部分は65歳支給で報酬比例部分は長
く60歳から受け取れた。それが2013年度から61歳
へ繰り上がり、2016年度からは62歳となった。これ
は1年間の年金財政収支を8千億円ほど改善させ
る。その裏返しとして、家計消費は収入減となって
消費減に繋がる。先の50歳代の消費は、この年金
改革に身構えて、多少の賃上げがあったとしても、
その増加分を貯蓄に回して、すぐには消費を増やさ
ない。つまり、せっかくのベースアップが年収の高い
50歳代のところに行き届いても、それが消費拡大
へと展開しないのだ。
これは、年金生活者の増加によって消費が減少
する要因を、賃上げで穴埋めしようとしても、2004
年に決定された年金改革が邪魔をして、家計全体
の消費が持ち上がらない関係とも言える。

なっているということだ。
政府は、最低賃金を引き上げる対策を採り、配偶
者控除の枠を103万円から150万円と拡げて、
女性を中心に労働時間の延長を促がそうとしてい
る。安倍政権は2017年も賃上げ促進を大企業に呼
びかけて、デフレ経済の慣性力が残っていることに
対して、上向きの圧力をかける構えである。
冒頭、筆者はトランプ・リスクに対する警戒を緩め
てはいけないと示唆した意味は、企業経営者に身構
えて防衛的な備えをしてほしいと訴えている訳でな
い。むしろ、賃上げをはじめとする前向きな経済メカ
ニズムを最大限にワークさせて、厳しくなるかもしれ
ない外部環境に対しても打たれ強さを持つように心
掛けてほしいと言ったつもりである。
企業の収益水準は十分に高く、守るよりもどう攻
めるかを考える方が、経営者の課題に思える。攻め
るためには、限られた優秀な人材をできるだけ採用
して、10年先の活躍に備えて鍛えることが大切であ
る。財務的な強さではなく、人材の集合体として魅
力を高めることが経営者の使命である。

これから2020年にかけて日本経済は正念場であ
る。今後の中小企業が荒波を乗り越えていく上での

キーワードは、「生産性上昇」であろう。1企業の利
益と人件費を合計した付加価値額を、従業員で割
ると1人当たりの生産性が求められる。この1人当た
りの稼ぎを最大化するために、企業内の効率性を高
めるとともに、営業現場の従業員は何の仕事を取っ
てくれば、数量×単価が大きくなるかを考えて行動
することになる。達観すれば、この1人当たり生産性
の中から、賃金は分配される。その分配率を高める
ことがある程度は必要だとしても、やはり生産性自
体を膨らませなくては、賃金は大きくできない。頭の
中に生産性の概念を描くことが、経営者のみならず、
従業員にも必要になる。それが上手にできる人が、
まさに人材である。
長い目でみれば、生産性上昇は技術導入と設備
投資である。中小企業にとって投資ニーズは潜在
的には大きいと考えられるが、具体的に優先順位を
つけて投資計画を組むのは簡単ではない。現在、中
小企業にとって、設備投資の不足感は結構強まって
いる。ＩＴなど情報インフラ、旧式化した機器のリ
ニューアルなどが挙げられる。技術についても、まだ
実用化には距離感があるものの第四次産業革命と
してＡＩやＧＰＳ活用、ＡＲ・ＶＲ技術などが目白押しと
なっている。これらは、従来に比べて格安のコストで
利用できる点が、中小企業にとってのチャンスであ
ろう。
若い経営者は、現在だけではなく、未来のビジネ
ス・チャンスに照準を合わせて、何が大化けするの
かを検討しておいた方が良い。その成功事例は、日
本国内というよりも、海外で起こって、あっという間
に上陸してくるだろう。2020年の東京五輪でもっと
グローバル化が広がれば、海外のブームは駆け足
で日本にもやって来る。
2017年こそは、その先の未来を見据えて、次に
何がチャンスになるか、次の次のブームは何か。そし
て、未来の後継者、社内のリーダーを頭に置いて、
一歩一歩、地道な備えをしていかなくてはいけない。
2017年は、未来につながる意義のある年にしたい。
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せると考えられてきた。2015・2016年は逆に世界の
貿易取引量が縮小する傾向が強まっていた。だから
こそ、ＴＰＰなどの貿易連携が貿易取引量をリバウン
ドさせる勢いを大きく後押しできそうだと期待してい
た。日米アジアの貿易拡大が海外企業の対日輸出
あるいは対日直接投資へと展開できれば、産業空洞
化を穴埋めするカウンター・パワーにもなっていく可
能性がある。おそらく、2020年の東京五輪がわが国
の経済発展に結び付くとすれば、それは五輪を契機
に海外企業が日本市場を再評価することで、対日進
出を積極化するという現象が継続的なトレンドになる
ことだろう。日本の人口が減少しても、もともと日本に
存在したビジネスチャンスが海外に売り出されると、
衰退する事業を成長へと転換できるかもしれない。
2017年は東京五輪に向けて日本が飛躍していく
道筋をおぼろげながらも見出していく未来への第一
歩にしていかなくてはいけない。

日銀は9月に総括的検証を行って、政策の枠組み
を長期金利ゼロ％ターゲットを含む「イールドカー
ブ・コントロール」へ切り替えた。当初、この枠組みの
有効性に疑問も大きかったが、幸運なことにトランプ
相場という風が吹いて、うまく円安・株高が起こった。
この相場変動の背景にあるのは、大半はＦＲＢの
利上げや米経済の好転といった要因であろうが、
11月上旬の米大統領選挙のタイミングが流れを印
象付けたという意味でトランプ相場のお陰という説
明が正当化されているように思える。
日銀が能動的に果たした役割は、上昇に転じた米
長期金利が、日本の長期金利との間で、日米金利
差を広げるのに一役買ったという点だろう。これまで
も、米金利上昇に連動して日米の長期金利差が拡
大しやすく、円安のスピードも速くなる。米大統領選
直後は1ドル＝101円となったが、すぐに1ドル＝113
円台の円安へと変わった。日銀にとって、この恩恵

米大統領がドナルド・トランプ氏に決まり、2017年
は極めて先読みが難しくなっている。米経済自体は、
好調さを強めるとしても、マーケットや外交は大きな
不確実性をはらむ。国内経済は追い風を受けて、企
業収益を改善させる。一方、個人消費は、2014年
以降の低迷を抜け出せるかどうかが読みにくい。雇
用環境は、人手不足が進み、それが中小企業の成
長を阻害するだろう。生産性上昇を通じて、日本経
済の底上げをする期待がさらに強まる。

2016年を振り返ると「まさか」と思うような出来事
が相次いだ。1月・日銀のマイナス金利政策の導入、
6月・英国のＥＵ離脱の決定、そして11月・米大統領
選でのトランプ候補の勝利である。この3つの「まさ
か」が多くの経済人に先行きの不透明感を与えた。
その中でも、トランプ大統領が1月に就任すると、彼

が公約したいくつかの政策が実行されることになる。
わが国では、トランプ大統領の勝利は大部分の識者
には予想外であり、勝利直後は悲観論一色となった。
しかし、株価が急上昇して、円安が急伸すると、マー
ケットの参加者たちは悲観から一転して、楽観へ宗
旨変えをする。「もう決まったことなのだから、トランプ
大統領の良いところを前向きに考えようよ」という正
直な意見を言う人もいる。もっとも、トランプ氏はしば
らくして、ビデオメッセージのかたちで、ＴＰＰ参加を
見直すことを表明した。国会でも安倍政権が懸命に
ＴＰＰ法案を通そうと力を注いでいる矢先のことであ
る。トランプ氏はそう甘くはないのだ、トランプ就任後
も、そうした読めない行動がまるで地雷のように暴発
するかもしれない。だから、2017年は「不確実の1
年」と心得ておいた方がよい。
ひとつだけ、トランプ氏の保護主義的な発想につ
いて注意点を述べておきたい。なぜ、日本にとって
TPPが大きな恩恵をもたらすかと言えば、成長率を
押し上げる効果があるからだ。例えば、日本の成長
率が実質1％で、米国が2％、欧州が1.5％だったと
する。いずれの国も日本の成長スピードよりも速い。
ならば米国に輸出をするとその取引数量は、米国の
スピードで拡大し、日本国内の販売数量よりも高い
成長率が期待できる。人口減少によって内需の成
長率が落ちるとすれば、内需向けから輸出向けに生
産物の販売をシフトすることで、企業は人口減少の

引力に縛られずに業績を向上させられる。人口減少
の続くわが国にとって貿易拡大こそが最大の人口
減少対策と言える。
人によっては米国抜きでもＴＰＰが発効できる見
直しを加えたり、他の貿易連携を拡げる道があると
考える。しかし、話はそう単純ではない。これまで米
国と日本がタッグを組んだ巨大なＴＰＰが成り立つ
から、それを強く意識してＴＰＰ参加国以外の国々が
他の貿易連携を推進する力が作用してきた。要する
に、競争圧力が他の貿易連携の相乗効果を生み出
してきたのである。米国が攻めから守りに回ってしま
うと、各国とも関税率をお互いに引き下げるモチ
ベーションを失ってしまう。
ＴＰＰの政治的な意味は、対中国を意識した米国
主導の包囲網であったから、筆者は米国の経済外
交がこのままで済まされるとは思わない。中国は暗
黙の対抗策としてＡＩＩＢを設立している。米国の外
交方針がトランプ氏の公約だけに動かされて何もし
ない選択を採ると考える方が不自然である。
一方、中国はＴＰＰの挫折を喜んでいるという見
方も正しくない。中国は、日韓とＦＴＡを進めており、
自前の貿易連携を必要としている。おそらく、ＴＰＰ
という外圧は、中国における貿易自由化を進めたい
と考える勢力には必要悪として映っていただろう。
過剰生産能力を抱える中国も、貿易連携を通じて
輸出を増やしたいと考える国のひとつである。
筆者は大局的にみて、米国が絵に描いたような保
護主義に走るとは考えない。何か折衷案を出して、
自由貿易の原則は守ると思う。トランプ氏も選挙戦
術としてオバマ大統領のレガシーを壊すことを考え
ていたに過ぎないはずだ。現在のように先が読みに
くい時は、歴史から学ぶことが役立つ。1929年の
ウォール街の株価暴落後、世界経済は恐慌に向
かったが、その傷口を広げたのは保護主義政策だっ
た。各国は、自国産業保護の名目で関税率を引き上
げたり、為替切り下げに動いた。その代表は、1930
年の米国のスムート・ホーレー関税法である。当時、

米議会では、輸入品と競合する国内産業を守ると
いう方針の下、高関税や輸入制限措置を盛り込ん
だスムート・ホーレー関税法が立法化された。この措
置は各国の報復を招き、1931年にはフランスが輸
入割当制を導入する。その結果、世界の輸入総額
は、1930年代の僅か3年間で70％も急減したとい
う（2009年の経済産業省・通商白書より）。また、通
貨ごとに、スターリング・ブロック、ドル・ブロック、フラ
ン・ブロックが形成される。ドイツ、イタリア、日本は
「持たざる国」として自給自足圏を築こうとし、軍事
的侵略の道を選んだという見方もある。
こうした教訓を踏まえて、保護主義は禁じ手とさ
れている。しかし、リーマンショックで全世界の輸出
量は戦後最大の前年比9％の減少となっており、そ
の打撃もあって、再び保護主義の流れが生まれてい
る。トランプ大統領の誕生は、そうした見えない糸の
上にあることを忘れてはいけない。
2017年に予定される各国の政治イベントを簡単
に整理すると、次のようになる。フランスでは、春に
大統領選挙がある。極右政党の動向が気になる。
秋には、ドイツで連邦議会選が行なわれる。また、中
国は指導部が入れ替わる人事が秋に予定されてい
る。いわゆるチャイナ・セブン、政治局常務委員7人
のうち、習近平主席と李克強首相を除く5人が交代
する。習主席の絶対優位は変わりそうにないが、政
治基盤が揺るぎないかどうかが試される。
2017年はまさしく政治一新の1年になりそうだ。
人に付随する政策、外交関係に大きな変化が生じ
ると、先のトランプ大統領の不確実な行動と相まっ
て、マーケットの反応が大きく上下動することになる。

筆者がＴＰＰの行方にこだわる理由は、米経済が
2016年秋から成長加速を遂げてきているからであ
る。2015年後半から米経済は足踏みし、その悪影響
がアジアにも減速感をもたらしていたのが、2016年
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2017年 日本経済の展望
わが国経済の活路～不確実性を越えて～
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はじめにはじめに

最大の不確実はトランプ大統領

平成28年12月7日(水)、株式会社第一生命経済研究
所経済調査部・首席エコノミスト熊野英生氏を講師にお
迎えし「わが国経済の活路～不確実性を越えて～」と題
してセミナーを開催した。以下、その概要を紹介したい。

秋から徐々に上向きに変わっている。特に輸出に関
しては、一般機械・電気機械などの増加が起こり、
遅れて自動車や化学、鉄鋼にも恩恵が波及すると
みられる。最近の生産統計には、ようやく上向きの
動きが見られる（図表1）。

現時点では、新型スマホ需要の一時的な需要増
とか、米自動車販売の弱さへの心配があって、個々
に弱気の判断材料が目立つことは事実だ。それでも、
過去のトレンドから考えて米経済が一旦上向きに変
わると、その勢いは日本やアジアに大きな波及効果
をもたらす。リーマンショック後、米経済は2010年・
2011年、2014年、そして今回が3回目の盛り上が
りとなる。過去２回は震災や増税の反動によって小
さな山に終わった。それと比べると、2016年秋から
始まったとみられる山は、過去2回の盛り上がりのと
きのような阻害要因に見舞わなければ、2017・
2018年に亘る大型の景気拡大局面へと育っていく
ポテンシャルを持っている。
こうした米国発の成長エネルギーが、アジア全体
に波及していくとすれば、日本企業にとっては、米国
だけではなく、アジア市場に事業展開している方がメ
リットは大きい。ＡＳＥＡＮを包含するＴＰＰは、日本と
米国だけではなく、ＡＳＥＡＮ諸国との関税率を引き
下げることで、加盟国における貿易取引を活性化さ

は絶大である。もしも、ドル円レートが2017年1月以
降も1ドル＝110円で推移すれば、レート変化は対前
年比で6月以降4～8％のプラスに転じるだろう。こ
れは、輸入物価への上昇圧力である。
さらに、原油WTIの価格が1バレル45ドルだった
と仮定して、円ベースの原油価格の伸びを計算す
ると、2017年1～4月の前年比は、10～40％へと高
まる。つまり、2017年の少なくとも前半にかけては
消費者物価の上昇圧力が高まって、黒田東彦日銀
総裁の思惑が成功することになりそうだ。
もちろん、原油や輸入品だけの物価上昇では、デ
フレ脱却とは言えない。賃金が上昇しなければ、コ
ストプッシュ・インフレによって実質賃金は切り下
がってしまう。そうなると円安効果によって、2016年
度後半の企業収益が盛り返して、2017年の春闘交
渉が成果を上げるかがポイントとなる。企業の収益
環境は、2016年度前半までの円高傾向によって減
益になる可能性が小さくない。だから、少し前まで春
闘は厳しいと見られてきた。もっとも、11月からの追
い風は、その逆境を変えつつある。
2017年は春闘が0.5％～1.0％のベースアップ率
を獲得できれば、個人消費増加への大きなインパク
トを与えることになる。消費者物価の上昇率も、コス
トプッシュ要因だけでなく、需要面での押し上げが
期待できる。まさしく、2017年がデフレ脱却の正念
場となる。
一方、2017年のリスクは、米国発の変化である。

トランプ大統領がドル高に不満を感じて、ドル安を歓
迎するとどうなるだろうか。ＦＲＢのイエレン議長と
対立して、利上げの前途が見えなくなる。トランプ氏
の発想は、財政健全化をあまり重視していないよう
にも思える。だから、米長期金利は上昇していると
みることもできる。また、ＦＲＢの利上げが2017年に
かけて、2回あるいはそれ以上に行なわれると、どこ
かで米経済のスローダウンか、利上げの打ち止めの
観測が生じるだろう。これらは、ドル高がどこまでも
進まないことを暗示させる要因だ。ドル円レートも、

トランプ相場によって一旦は円安に振れたが、その
流れがずっと続くとは限らない。日銀の金融緩和が
成功を納める局面も、2017年のどこかで変わって
いく可能性がある。そうしたリスクが顕在化したとき、
「やはり追い風頼みはまずかった」と皆が思うことに
なるだろう。

景気情勢をみて考えさせられるのは、いつになれ
ば個人消費は伸びるのだろうかという点である。た
とえ、製造業が海外経済の追い風を受けて回復し
ても、その好影響だけでは個人消費を動かしにくい
とみられるからだ。
個人消費の動向をやや長い目で振り返ると、リー
マンショックから2011年の東日本大震災までは年
率2.4％の伸び、その後2013年末に消費増税の駆
け込み需要が生じる手前までは年率1.6％の伸び
率だった。それが、2014年4月以降反動減が一段
落した後から最近までは、ほとんど横ばいになって
いる（図表2）。これほど消費不振が長期化すること
も珍しい。
筆者は、いよいよ人口減少による消費減が現実
化したのではないかと感じている。マクロの消費は、

製造業への追い風

消費低迷の原因は、賃上げの効果を年金不安が
相殺しているからである。この関係を変えるために
は、それでも賃上げを続けることだろう。
例えば、2014年度から消費税率が8％へと上
がった。非課税の品目を含めて、消費者物価が押し
上げられたのはプラス2％である。この家計への負
担増に対して、2014年度からのベースアップは3年
間の累計でプラス1.4％しか増加していない。まだ
勤労者は割り負けているというのが実情だ。水準と
しても、家計はさらに賃上げが続かなければ豊かさ
の実感を取り戻さないだろう。
2017年の春闘は、少し前までは厳しいという見方
が多かった。ところが、2016年の秋頃から米経済が
拡大ペースを強めて、製造業の生産も上向きの力が
働き、円安によって収益下押しの圧力も弱まった。
おそらく、春闘では、トランプ大統領の下での米経
済の拡大などに対して、まだまだ、不信感が根強く、
それを理由に賃上げも慎重に臨みたいという心理
が働くだろう。こうした先行きの慎重姿勢こそが、デ
フレ・マインドの正体であり、日本の内需を脆弱なも
のにしてきた。値下げが当然で、労働力を非正規化
することで値下げに耐えうる体質をつくろうとする
「守りの経営」である。2017年に臨むにあたり、本
当にわが国がデフレ体質を抜出せるかどうかは賃
上げにかかっている。
学者的な見解を述べると、現在の日本は完全雇
用である（図表３）。
人手不足の領域に入って日本経済はいつ賃上げ
率が上昇してもおかしくない局面に入っている。失
業率と賃上げ率をプロットしたフィリップス曲線とい
う経験則からみて、もうそろそろ失業率が下がりにく
く、むしろ賃上げ率が急上昇する分岐点にさしか
かっている。わかりやすく言えば、労働市場で失業し
ている人が居なくなって、従来よりも高い賃金を求
人企業がオファーしなければ必要人数を獲れなく

「人口×1人当たり消費」と分解できる。人口減が進
むことは、1人当たり消費の増加がなければ、マクロ
の消費のパイが縮んでいくことを意味している。
さらに、消費の低迷には、高齢化の影響も色濃い。
例えば、不振の消費財は衣料品や靴、家電製品、乗
用車が挙げられる。家計が勤労世代からリタイヤし
て、年金生活者へと移行すると、単に所得水準が下
がるだけではなく、購入する財も減っていく。衣料品
や家電、車を買い控えたり、単価の安いものにシフト
させることも多い。本来は、50歳代は消費水準が高
く、消費の牽引役なのだが、最近は結婚年齢が高く
なり、子供の教育費の負担から解放されない人も増
えている。彼らは、10年、20年前の50歳代よりも生
活に余裕がなく、老後の準備資金を貯めようという
切迫感も強い。
人口減と高齢化の要因は、単年度の消費減への
寄与度自体は小さいはずであるが、2010年頃からそ
の蓄積がより大きな構造的重石となって、消費低迷
をそう簡単には変わらない潮流としている観がある。
もうひとつ大きいのは、年金改革である。改革と
は言っても、消費にマイナスの要因である。厚生年
金の支給開始年齢は、以前は60歳であった。厚生
年金の定額部分は65歳支給で報酬比例部分は長
く60歳から受け取れた。それが2013年度から61歳
へ繰り上がり、2016年度からは62歳となった。これ
は1年間の年金財政収支を8千億円ほど改善させ
る。その裏返しとして、家計消費は収入減となって
消費減に繋がる。先の50歳代の消費は、この年金
改革に身構えて、多少の賃上げがあったとしても、
その増加分を貯蓄に回して、すぐには消費を増やさ
ない。つまり、せっかくのベースアップが年収の高い
50歳代のところに行き届いても、それが消費拡大
へと展開しないのだ。
これは、年金生活者の増加によって消費が減少
する要因を、賃上げで穴埋めしようとしても、2004
年に決定された年金改革が邪魔をして、家計全体
の消費が持ち上がらない関係とも言える。

なっているということだ。
政府は、最低賃金を引き上げる対策を採り、配偶
者控除の枠を103万円から150万円と拡げて、
女性を中心に労働時間の延長を促がそうとしてい
る。安倍政権は2017年も賃上げ促進を大企業に呼
びかけて、デフレ経済の慣性力が残っていることに
対して、上向きの圧力をかける構えである。
冒頭、筆者はトランプ・リスクに対する警戒を緩め
てはいけないと示唆した意味は、企業経営者に身構
えて防衛的な備えをしてほしいと訴えている訳でな
い。むしろ、賃上げをはじめとする前向きな経済メカ
ニズムを最大限にワークさせて、厳しくなるかもしれ
ない外部環境に対しても打たれ強さを持つように心
掛けてほしいと言ったつもりである。
企業の収益水準は十分に高く、守るよりもどう攻
めるかを考える方が、経営者の課題に思える。攻め
るためには、限られた優秀な人材をできるだけ採用
して、10年先の活躍に備えて鍛えることが大切であ
る。財務的な強さではなく、人材の集合体として魅
力を高めることが経営者の使命である。

これから2020年にかけて日本経済は正念場であ
る。今後の中小企業が荒波を乗り越えていく上での

キーワードは、「生産性上昇」であろう。1企業の利
益と人件費を合計した付加価値額を、従業員で割
ると1人当たりの生産性が求められる。この1人当た
りの稼ぎを最大化するために、企業内の効率性を高
めるとともに、営業現場の従業員は何の仕事を取っ
てくれば、数量×単価が大きくなるかを考えて行動
することになる。達観すれば、この1人当たり生産性
の中から、賃金は分配される。その分配率を高める
ことがある程度は必要だとしても、やはり生産性自
体を膨らませなくては、賃金は大きくできない。頭の
中に生産性の概念を描くことが、経営者のみならず、
従業員にも必要になる。それが上手にできる人が、
まさに人材である。
長い目でみれば、生産性上昇は技術導入と設備
投資である。中小企業にとって投資ニーズは潜在
的には大きいと考えられるが、具体的に優先順位を
つけて投資計画を組むのは簡単ではない。現在、中
小企業にとって、設備投資の不足感は結構強まって
いる。ＩＴなど情報インフラ、旧式化した機器のリ
ニューアルなどが挙げられる。技術についても、まだ
実用化には距離感があるものの第四次産業革命と
してＡＩやＧＰＳ活用、ＡＲ・ＶＲ技術などが目白押しと
なっている。これらは、従来に比べて格安のコストで
利用できる点が、中小企業にとってのチャンスであ
ろう。
若い経営者は、現在だけではなく、未来のビジネ
ス・チャンスに照準を合わせて、何が大化けするの
かを検討しておいた方が良い。その成功事例は、日
本国内というよりも、海外で起こって、あっという間
に上陸してくるだろう。2020年の東京五輪でもっと
グローバル化が広がれば、海外のブームは駆け足
で日本にもやって来る。
2017年こそは、その先の未来を見据えて、次に
何がチャンスになるか、次の次のブームは何か。そし
て、未来の後継者、社内のリーダーを頭に置いて、
一歩一歩、地道な備えをしていかなくてはいけない。
2017年は、未来につながる意義のある年にしたい。
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せると考えられてきた。2015・2016年は逆に世界の
貿易取引量が縮小する傾向が強まっていた。だから
こそ、ＴＰＰなどの貿易連携が貿易取引量をリバウン
ドさせる勢いを大きく後押しできそうだと期待してい
た。日米アジアの貿易拡大が海外企業の対日輸出
あるいは対日直接投資へと展開できれば、産業空洞
化を穴埋めするカウンター・パワーにもなっていく可
能性がある。おそらく、2020年の東京五輪がわが国
の経済発展に結び付くとすれば、それは五輪を契機
に海外企業が日本市場を再評価することで、対日進
出を積極化するという現象が継続的なトレンドになる
ことだろう。日本の人口が減少しても、もともと日本に
存在したビジネスチャンスが海外に売り出されると、
衰退する事業を成長へと転換できるかもしれない。
2017年は東京五輪に向けて日本が飛躍していく
道筋をおぼろげながらも見出していく未来への第一
歩にしていかなくてはいけない。

日銀は9月に総括的検証を行って、政策の枠組み
を長期金利ゼロ％ターゲットを含む「イールドカー
ブ・コントロール」へ切り替えた。当初、この枠組みの
有効性に疑問も大きかったが、幸運なことにトランプ
相場という風が吹いて、うまく円安・株高が起こった。
この相場変動の背景にあるのは、大半はＦＲＢの
利上げや米経済の好転といった要因であろうが、
11月上旬の米大統領選挙のタイミングが流れを印
象付けたという意味でトランプ相場のお陰という説
明が正当化されているように思える。
日銀が能動的に果たした役割は、上昇に転じた米
長期金利が、日本の長期金利との間で、日米金利
差を広げるのに一役買ったという点だろう。これまで
も、米金利上昇に連動して日米の長期金利差が拡
大しやすく、円安のスピードも速くなる。米大統領選
直後は1ドル＝101円となったが、すぐに1ドル＝113
円台の円安へと変わった。日銀にとって、この恩恵

米大統領がドナルド・トランプ氏に決まり、2017年
は極めて先読みが難しくなっている。米経済自体は、
好調さを強めるとしても、マーケットや外交は大きな
不確実性をはらむ。国内経済は追い風を受けて、企
業収益を改善させる。一方、個人消費は、2014年
以降の低迷を抜け出せるかどうかが読みにくい。雇
用環境は、人手不足が進み、それが中小企業の成
長を阻害するだろう。生産性上昇を通じて、日本経
済の底上げをする期待がさらに強まる。

2016年を振り返ると「まさか」と思うような出来事
が相次いだ。1月・日銀のマイナス金利政策の導入、
6月・英国のＥＵ離脱の決定、そして11月・米大統領
選でのトランプ候補の勝利である。この3つの「まさ
か」が多くの経済人に先行きの不透明感を与えた。
その中でも、トランプ大統領が1月に就任すると、彼

が公約したいくつかの政策が実行されることになる。
わが国では、トランプ大統領の勝利は大部分の識者
には予想外であり、勝利直後は悲観論一色となった。
しかし、株価が急上昇して、円安が急伸すると、マー
ケットの参加者たちは悲観から一転して、楽観へ宗
旨変えをする。「もう決まったことなのだから、トランプ
大統領の良いところを前向きに考えようよ」という正
直な意見を言う人もいる。もっとも、トランプ氏はしば
らくして、ビデオメッセージのかたちで、ＴＰＰ参加を
見直すことを表明した。国会でも安倍政権が懸命に
ＴＰＰ法案を通そうと力を注いでいる矢先のことであ
る。トランプ氏はそう甘くはないのだ、トランプ就任後
も、そうした読めない行動がまるで地雷のように暴発
するかもしれない。だから、2017年は「不確実の1
年」と心得ておいた方がよい。
ひとつだけ、トランプ氏の保護主義的な発想につ
いて注意点を述べておきたい。なぜ、日本にとって
TPPが大きな恩恵をもたらすかと言えば、成長率を
押し上げる効果があるからだ。例えば、日本の成長
率が実質1％で、米国が2％、欧州が1.5％だったと
する。いずれの国も日本の成長スピードよりも速い。
ならば米国に輸出をするとその取引数量は、米国の
スピードで拡大し、日本国内の販売数量よりも高い
成長率が期待できる。人口減少によって内需の成
長率が落ちるとすれば、内需向けから輸出向けに生
産物の販売をシフトすることで、企業は人口減少の

引力に縛られずに業績を向上させられる。人口減少
の続くわが国にとって貿易拡大こそが最大の人口
減少対策と言える。
人によっては米国抜きでもＴＰＰが発効できる見
直しを加えたり、他の貿易連携を拡げる道があると
考える。しかし、話はそう単純ではない。これまで米
国と日本がタッグを組んだ巨大なＴＰＰが成り立つ
から、それを強く意識してＴＰＰ参加国以外の国々が
他の貿易連携を推進する力が作用してきた。要する
に、競争圧力が他の貿易連携の相乗効果を生み出
してきたのである。米国が攻めから守りに回ってしま
うと、各国とも関税率をお互いに引き下げるモチ
ベーションを失ってしまう。
ＴＰＰの政治的な意味は、対中国を意識した米国
主導の包囲網であったから、筆者は米国の経済外
交がこのままで済まされるとは思わない。中国は暗
黙の対抗策としてＡＩＩＢを設立している。米国の外
交方針がトランプ氏の公約だけに動かされて何もし
ない選択を採ると考える方が不自然である。
一方、中国はＴＰＰの挫折を喜んでいるという見
方も正しくない。中国は、日韓とＦＴＡを進めており、
自前の貿易連携を必要としている。おそらく、ＴＰＰ
という外圧は、中国における貿易自由化を進めたい
と考える勢力には必要悪として映っていただろう。
過剰生産能力を抱える中国も、貿易連携を通じて
輸出を増やしたいと考える国のひとつである。
筆者は大局的にみて、米国が絵に描いたような保
護主義に走るとは考えない。何か折衷案を出して、
自由貿易の原則は守ると思う。トランプ氏も選挙戦
術としてオバマ大統領のレガシーを壊すことを考え
ていたに過ぎないはずだ。現在のように先が読みに
くい時は、歴史から学ぶことが役立つ。1929年の
ウォール街の株価暴落後、世界経済は恐慌に向
かったが、その傷口を広げたのは保護主義政策だっ
た。各国は、自国産業保護の名目で関税率を引き上
げたり、為替切り下げに動いた。その代表は、1930
年の米国のスムート・ホーレー関税法である。当時、

米議会では、輸入品と競合する国内産業を守ると
いう方針の下、高関税や輸入制限措置を盛り込ん
だスムート・ホーレー関税法が立法化された。この措
置は各国の報復を招き、1931年にはフランスが輸
入割当制を導入する。その結果、世界の輸入総額
は、1930年代の僅か3年間で70％も急減したとい
う（2009年の経済産業省・通商白書より）。また、通
貨ごとに、スターリング・ブロック、ドル・ブロック、フラ
ン・ブロックが形成される。ドイツ、イタリア、日本は
「持たざる国」として自給自足圏を築こうとし、軍事
的侵略の道を選んだという見方もある。
こうした教訓を踏まえて、保護主義は禁じ手とさ
れている。しかし、リーマンショックで全世界の輸出
量は戦後最大の前年比9％の減少となっており、そ
の打撃もあって、再び保護主義の流れが生まれてい
る。トランプ大統領の誕生は、そうした見えない糸の
上にあることを忘れてはいけない。
2017年に予定される各国の政治イベントを簡単
に整理すると、次のようになる。フランスでは、春に
大統領選挙がある。極右政党の動向が気になる。
秋には、ドイツで連邦議会選が行なわれる。また、中
国は指導部が入れ替わる人事が秋に予定されてい
る。いわゆるチャイナ・セブン、政治局常務委員7人
のうち、習近平主席と李克強首相を除く5人が交代
する。習主席の絶対優位は変わりそうにないが、政
治基盤が揺るぎないかどうかが試される。
2017年はまさしく政治一新の1年になりそうだ。
人に付随する政策、外交関係に大きな変化が生じ
ると、先のトランプ大統領の不確実な行動と相まっ
て、マーケットの反応が大きく上下動することになる。

筆者がＴＰＰの行方にこだわる理由は、米経済が
2016年秋から成長加速を遂げてきているからであ
る。2015年後半から米経済は足踏みし、その悪影響
がアジアにも減速感をもたらしていたのが、2016年

秋から徐々に上向きに変わっている。特に輸出に関
しては、一般機械・電気機械などの増加が起こり、
遅れて自動車や化学、鉄鋼にも恩恵が波及すると
みられる。最近の生産統計には、ようやく上向きの
動きが見られる（図表1）。

現時点では、新型スマホ需要の一時的な需要増
とか、米自動車販売の弱さへの心配があって、個々
に弱気の判断材料が目立つことは事実だ。それでも、
過去のトレンドから考えて米経済が一旦上向きに変
わると、その勢いは日本やアジアに大きな波及効果
をもたらす。リーマンショック後、米経済は2010年・
2011年、2014年、そして今回が3回目の盛り上が
りとなる。過去２回は震災や増税の反動によって小
さな山に終わった。それと比べると、2016年秋から
始まったとみられる山は、過去2回の盛り上がりのと
きのような阻害要因に見舞わなければ、2017・
2018年に亘る大型の景気拡大局面へと育っていく
ポテンシャルを持っている。
こうした米国発の成長エネルギーが、アジア全体
に波及していくとすれば、日本企業にとっては、米国
だけではなく、アジア市場に事業展開している方がメ
リットは大きい。ＡＳＥＡＮを包含するＴＰＰは、日本と
米国だけではなく、ＡＳＥＡＮ諸国との関税率を引き
下げることで、加盟国における貿易取引を活性化さ

は絶大である。もしも、ドル円レートが2017年1月以
降も1ドル＝110円で推移すれば、レート変化は対前
年比で6月以降4～8％のプラスに転じるだろう。こ
れは、輸入物価への上昇圧力である。
さらに、原油WTIの価格が1バレル45ドルだった
と仮定して、円ベースの原油価格の伸びを計算す
ると、2017年1～4月の前年比は、10～40％へと高
まる。つまり、2017年の少なくとも前半にかけては
消費者物価の上昇圧力が高まって、黒田東彦日銀
総裁の思惑が成功することになりそうだ。
もちろん、原油や輸入品だけの物価上昇では、デ
フレ脱却とは言えない。賃金が上昇しなければ、コ
ストプッシュ・インフレによって実質賃金は切り下
がってしまう。そうなると円安効果によって、2016年
度後半の企業収益が盛り返して、2017年の春闘交
渉が成果を上げるかがポイントとなる。企業の収益
環境は、2016年度前半までの円高傾向によって減
益になる可能性が小さくない。だから、少し前まで春
闘は厳しいと見られてきた。もっとも、11月からの追
い風は、その逆境を変えつつある。
2017年は春闘が0.5％～1.0％のベースアップ率
を獲得できれば、個人消費増加への大きなインパク
トを与えることになる。消費者物価の上昇率も、コス
トプッシュ要因だけでなく、需要面での押し上げが
期待できる。まさしく、2017年がデフレ脱却の正念
場となる。
一方、2017年のリスクは、米国発の変化である。

トランプ大統領がドル高に不満を感じて、ドル安を歓
迎するとどうなるだろうか。ＦＲＢのイエレン議長と
対立して、利上げの前途が見えなくなる。トランプ氏
の発想は、財政健全化をあまり重視していないよう
にも思える。だから、米長期金利は上昇していると
みることもできる。また、ＦＲＢの利上げが2017年に
かけて、2回あるいはそれ以上に行なわれると、どこ
かで米経済のスローダウンか、利上げの打ち止めの
観測が生じるだろう。これらは、ドル高がどこまでも
進まないことを暗示させる要因だ。ドル円レートも、

トランプ相場によって一旦は円安に振れたが、その
流れがずっと続くとは限らない。日銀の金融緩和が
成功を納める局面も、2017年のどこかで変わって
いく可能性がある。そうしたリスクが顕在化したとき、
「やはり追い風頼みはまずかった」と皆が思うことに
なるだろう。

景気情勢をみて考えさせられるのは、いつになれ
ば個人消費は伸びるのだろうかという点である。た
とえ、製造業が海外経済の追い風を受けて回復し
ても、その好影響だけでは個人消費を動かしにくい
とみられるからだ。
個人消費の動向をやや長い目で振り返ると、リー
マンショックから2011年の東日本大震災までは年
率2.4％の伸び、その後2013年末に消費増税の駆
け込み需要が生じる手前までは年率1.6％の伸び
率だった。それが、2014年4月以降反動減が一段
落した後から最近までは、ほとんど横ばいになって
いる（図表2）。これほど消費不振が長期化すること
も珍しい。
筆者は、いよいよ人口減少による消費減が現実
化したのではないかと感じている。マクロの消費は、

個人消費の低迷は変わるか

消費低迷の原因は、賃上げの効果を年金不安が
相殺しているからである。この関係を変えるために
は、それでも賃上げを続けることだろう。
例えば、2014年度から消費税率が8％へと上
がった。非課税の品目を含めて、消費者物価が押し
上げられたのはプラス2％である。この家計への負
担増に対して、2014年度からのベースアップは3年
間の累計でプラス1.4％しか増加していない。まだ
勤労者は割り負けているというのが実情だ。水準と
しても、家計はさらに賃上げが続かなければ豊かさ
の実感を取り戻さないだろう。
2017年の春闘は、少し前までは厳しいという見方
が多かった。ところが、2016年の秋頃から米経済が
拡大ペースを強めて、製造業の生産も上向きの力が
働き、円安によって収益下押しの圧力も弱まった。
おそらく、春闘では、トランプ大統領の下での米経
済の拡大などに対して、まだまだ、不信感が根強く、
それを理由に賃上げも慎重に臨みたいという心理
が働くだろう。こうした先行きの慎重姿勢こそが、デ
フレ・マインドの正体であり、日本の内需を脆弱なも
のにしてきた。値下げが当然で、労働力を非正規化
することで値下げに耐えうる体質をつくろうとする
「守りの経営」である。2017年に臨むにあたり、本
当にわが国がデフレ体質を抜出せるかどうかは賃
上げにかかっている。
学者的な見解を述べると、現在の日本は完全雇
用である（図表３）。
人手不足の領域に入って日本経済はいつ賃上げ
率が上昇してもおかしくない局面に入っている。失
業率と賃上げ率をプロットしたフィリップス曲線とい
う経験則からみて、もうそろそろ失業率が下がりにく
く、むしろ賃上げ率が急上昇する分岐点にさしか
かっている。わかりやすく言えば、労働市場で失業し
ている人が居なくなって、従来よりも高い賃金を求
人企業がオファーしなければ必要人数を獲れなく

「人口×1人当たり消費」と分解できる。人口減が進
むことは、1人当たり消費の増加がなければ、マクロ
の消費のパイが縮んでいくことを意味している。
さらに、消費の低迷には、高齢化の影響も色濃い。
例えば、不振の消費財は衣料品や靴、家電製品、乗
用車が挙げられる。家計が勤労世代からリタイヤし
て、年金生活者へと移行すると、単に所得水準が下
がるだけではなく、購入する財も減っていく。衣料品
や家電、車を買い控えたり、単価の安いものにシフト
させることも多い。本来は、50歳代は消費水準が高
く、消費の牽引役なのだが、最近は結婚年齢が高く
なり、子供の教育費の負担から解放されない人も増
えている。彼らは、10年、20年前の50歳代よりも生
活に余裕がなく、老後の準備資金を貯めようという
切迫感も強い。
人口減と高齢化の要因は、単年度の消費減への
寄与度自体は小さいはずであるが、2010年頃からそ
の蓄積がより大きな構造的重石となって、消費低迷
をそう簡単には変わらない潮流としている観がある。
もうひとつ大きいのは、年金改革である。改革と
は言っても、消費にマイナスの要因である。厚生年
金の支給開始年齢は、以前は60歳であった。厚生
年金の定額部分は65歳支給で報酬比例部分は長
く60歳から受け取れた。それが2013年度から61歳
へ繰り上がり、2016年度からは62歳となった。これ
は1年間の年金財政収支を8千億円ほど改善させ
る。その裏返しとして、家計消費は収入減となって
消費減に繋がる。先の50歳代の消費は、この年金
改革に身構えて、多少の賃上げがあったとしても、
その増加分を貯蓄に回して、すぐには消費を増やさ
ない。つまり、せっかくのベースアップが年収の高い
50歳代のところに行き届いても、それが消費拡大
へと展開しないのだ。
これは、年金生活者の増加によって消費が減少
する要因を、賃上げで穴埋めしようとしても、2004
年に決定された年金改革が邪魔をして、家計全体
の消費が持ち上がらない関係とも言える。

なっているということだ。
政府は、最低賃金を引き上げる対策を採り、配偶
者控除の枠を103万円から150万円と拡げて、
女性を中心に労働時間の延長を促がそうとしてい
る。安倍政権は2017年も賃上げ促進を大企業に呼
びかけて、デフレ経済の慣性力が残っていることに
対して、上向きの圧力をかける構えである。
冒頭、筆者はトランプ・リスクに対する警戒を緩め
てはいけないと示唆した意味は、企業経営者に身構
えて防衛的な備えをしてほしいと訴えている訳でな
い。むしろ、賃上げをはじめとする前向きな経済メカ
ニズムを最大限にワークさせて、厳しくなるかもしれ
ない外部環境に対しても打たれ強さを持つように心
掛けてほしいと言ったつもりである。
企業の収益水準は十分に高く、守るよりもどう攻
めるかを考える方が、経営者の課題に思える。攻め
るためには、限られた優秀な人材をできるだけ採用
して、10年先の活躍に備えて鍛えることが大切であ
る。財務的な強さではなく、人材の集合体として魅
力を高めることが経営者の使命である。

これから2020年にかけて日本経済は正念場であ
る。今後の中小企業が荒波を乗り越えていく上での

キーワードは、「生産性上昇」であろう。1企業の利
益と人件費を合計した付加価値額を、従業員で割
ると1人当たりの生産性が求められる。この1人当た
りの稼ぎを最大化するために、企業内の効率性を高
めるとともに、営業現場の従業員は何の仕事を取っ
てくれば、数量×単価が大きくなるかを考えて行動
することになる。達観すれば、この1人当たり生産性
の中から、賃金は分配される。その分配率を高める
ことがある程度は必要だとしても、やはり生産性自
体を膨らませなくては、賃金は大きくできない。頭の
中に生産性の概念を描くことが、経営者のみならず、
従業員にも必要になる。それが上手にできる人が、
まさに人材である。
長い目でみれば、生産性上昇は技術導入と設備
投資である。中小企業にとって投資ニーズは潜在
的には大きいと考えられるが、具体的に優先順位を
つけて投資計画を組むのは簡単ではない。現在、中
小企業にとって、設備投資の不足感は結構強まって
いる。ＩＴなど情報インフラ、旧式化した機器のリ
ニューアルなどが挙げられる。技術についても、まだ
実用化には距離感があるものの第四次産業革命と
してＡＩやＧＰＳ活用、ＡＲ・ＶＲ技術などが目白押しと
なっている。これらは、従来に比べて格安のコストで
利用できる点が、中小企業にとってのチャンスであ
ろう。
若い経営者は、現在だけではなく、未来のビジネ
ス・チャンスに照準を合わせて、何が大化けするの
かを検討しておいた方が良い。その成功事例は、日
本国内というよりも、海外で起こって、あっという間
に上陸してくるだろう。2020年の東京五輪でもっと
グローバル化が広がれば、海外のブームは駆け足
で日本にもやって来る。
2017年こそは、その先の未来を見据えて、次に
何がチャンスになるか、次の次のブームは何か。そし
て、未来の後継者、社内のリーダーを頭に置いて、
一歩一歩、地道な備えをしていかなくてはいけない。
2017年は、未来につながる意義のある年にしたい。

●図表2： 実質個人消費の推移

海外からのチャンスとリスク

●図表１： 鉱工業生産
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せると考えられてきた。2015・2016年は逆に世界の
貿易取引量が縮小する傾向が強まっていた。だから
こそ、ＴＰＰなどの貿易連携が貿易取引量をリバウン
ドさせる勢いを大きく後押しできそうだと期待してい
た。日米アジアの貿易拡大が海外企業の対日輸出
あるいは対日直接投資へと展開できれば、産業空洞
化を穴埋めするカウンター・パワーにもなっていく可
能性がある。おそらく、2020年の東京五輪がわが国
の経済発展に結び付くとすれば、それは五輪を契機
に海外企業が日本市場を再評価することで、対日進
出を積極化するという現象が継続的なトレンドになる
ことだろう。日本の人口が減少しても、もともと日本に
存在したビジネスチャンスが海外に売り出されると、
衰退する事業を成長へと転換できるかもしれない。
2017年は東京五輪に向けて日本が飛躍していく
道筋をおぼろげながらも見出していく未来への第一
歩にしていかなくてはいけない。

日銀は9月に総括的検証を行って、政策の枠組み
を長期金利ゼロ％ターゲットを含む「イールドカー
ブ・コントロール」へ切り替えた。当初、この枠組みの
有効性に疑問も大きかったが、幸運なことにトランプ
相場という風が吹いて、うまく円安・株高が起こった。
この相場変動の背景にあるのは、大半はＦＲＢの
利上げや米経済の好転といった要因であろうが、
11月上旬の米大統領選挙のタイミングが流れを印
象付けたという意味でトランプ相場のお陰という説
明が正当化されているように思える。
日銀が能動的に果たした役割は、上昇に転じた米
長期金利が、日本の長期金利との間で、日米金利
差を広げるのに一役買ったという点だろう。これまで
も、米金利上昇に連動して日米の長期金利差が拡
大しやすく、円安のスピードも速くなる。米大統領選
直後は1ドル＝101円となったが、すぐに1ドル＝113
円台の円安へと変わった。日銀にとって、この恩恵

米大統領がドナルド・トランプ氏に決まり、2017年
は極めて先読みが難しくなっている。米経済自体は、
好調さを強めるとしても、マーケットや外交は大きな
不確実性をはらむ。国内経済は追い風を受けて、企
業収益を改善させる。一方、個人消費は、2014年
以降の低迷を抜け出せるかどうかが読みにくい。雇
用環境は、人手不足が進み、それが中小企業の成
長を阻害するだろう。生産性上昇を通じて、日本経
済の底上げをする期待がさらに強まる。

2016年を振り返ると「まさか」と思うような出来事
が相次いだ。1月・日銀のマイナス金利政策の導入、
6月・英国のＥＵ離脱の決定、そして11月・米大統領
選でのトランプ候補の勝利である。この3つの「まさ
か」が多くの経済人に先行きの不透明感を与えた。
その中でも、トランプ大統領が1月に就任すると、彼

が公約したいくつかの政策が実行されることになる。
わが国では、トランプ大統領の勝利は大部分の識者
には予想外であり、勝利直後は悲観論一色となった。
しかし、株価が急上昇して、円安が急伸すると、マー
ケットの参加者たちは悲観から一転して、楽観へ宗
旨変えをする。「もう決まったことなのだから、トランプ
大統領の良いところを前向きに考えようよ」という正
直な意見を言う人もいる。もっとも、トランプ氏はしば
らくして、ビデオメッセージのかたちで、ＴＰＰ参加を
見直すことを表明した。国会でも安倍政権が懸命に
ＴＰＰ法案を通そうと力を注いでいる矢先のことであ
る。トランプ氏はそう甘くはないのだ、トランプ就任後
も、そうした読めない行動がまるで地雷のように暴発
するかもしれない。だから、2017年は「不確実の1
年」と心得ておいた方がよい。
ひとつだけ、トランプ氏の保護主義的な発想につ
いて注意点を述べておきたい。なぜ、日本にとって
TPPが大きな恩恵をもたらすかと言えば、成長率を
押し上げる効果があるからだ。例えば、日本の成長
率が実質1％で、米国が2％、欧州が1.5％だったと
する。いずれの国も日本の成長スピードよりも速い。
ならば米国に輸出をするとその取引数量は、米国の
スピードで拡大し、日本国内の販売数量よりも高い
成長率が期待できる。人口減少によって内需の成
長率が落ちるとすれば、内需向けから輸出向けに生
産物の販売をシフトすることで、企業は人口減少の

引力に縛られずに業績を向上させられる。人口減少
の続くわが国にとって貿易拡大こそが最大の人口
減少対策と言える。
人によっては米国抜きでもＴＰＰが発効できる見
直しを加えたり、他の貿易連携を拡げる道があると
考える。しかし、話はそう単純ではない。これまで米
国と日本がタッグを組んだ巨大なＴＰＰが成り立つ
から、それを強く意識してＴＰＰ参加国以外の国々が
他の貿易連携を推進する力が作用してきた。要する
に、競争圧力が他の貿易連携の相乗効果を生み出
してきたのである。米国が攻めから守りに回ってしま
うと、各国とも関税率をお互いに引き下げるモチ
ベーションを失ってしまう。
ＴＰＰの政治的な意味は、対中国を意識した米国
主導の包囲網であったから、筆者は米国の経済外
交がこのままで済まされるとは思わない。中国は暗
黙の対抗策としてＡＩＩＢを設立している。米国の外
交方針がトランプ氏の公約だけに動かされて何もし
ない選択を採ると考える方が不自然である。
一方、中国はＴＰＰの挫折を喜んでいるという見
方も正しくない。中国は、日韓とＦＴＡを進めており、
自前の貿易連携を必要としている。おそらく、ＴＰＰ
という外圧は、中国における貿易自由化を進めたい
と考える勢力には必要悪として映っていただろう。
過剰生産能力を抱える中国も、貿易連携を通じて
輸出を増やしたいと考える国のひとつである。
筆者は大局的にみて、米国が絵に描いたような保
護主義に走るとは考えない。何か折衷案を出して、
自由貿易の原則は守ると思う。トランプ氏も選挙戦
術としてオバマ大統領のレガシーを壊すことを考え
ていたに過ぎないはずだ。現在のように先が読みに
くい時は、歴史から学ぶことが役立つ。1929年の
ウォール街の株価暴落後、世界経済は恐慌に向
かったが、その傷口を広げたのは保護主義政策だっ
た。各国は、自国産業保護の名目で関税率を引き上
げたり、為替切り下げに動いた。その代表は、1930
年の米国のスムート・ホーレー関税法である。当時、

米議会では、輸入品と競合する国内産業を守ると
いう方針の下、高関税や輸入制限措置を盛り込ん
だスムート・ホーレー関税法が立法化された。この措
置は各国の報復を招き、1931年にはフランスが輸
入割当制を導入する。その結果、世界の輸入総額
は、1930年代の僅か3年間で70％も急減したとい
う（2009年の経済産業省・通商白書より）。また、通
貨ごとに、スターリング・ブロック、ドル・ブロック、フラ
ン・ブロックが形成される。ドイツ、イタリア、日本は
「持たざる国」として自給自足圏を築こうとし、軍事
的侵略の道を選んだという見方もある。
こうした教訓を踏まえて、保護主義は禁じ手とさ
れている。しかし、リーマンショックで全世界の輸出
量は戦後最大の前年比9％の減少となっており、そ
の打撃もあって、再び保護主義の流れが生まれてい
る。トランプ大統領の誕生は、そうした見えない糸の
上にあることを忘れてはいけない。
2017年に予定される各国の政治イベントを簡単
に整理すると、次のようになる。フランスでは、春に
大統領選挙がある。極右政党の動向が気になる。
秋には、ドイツで連邦議会選が行なわれる。また、中
国は指導部が入れ替わる人事が秋に予定されてい
る。いわゆるチャイナ・セブン、政治局常務委員7人
のうち、習近平主席と李克強首相を除く5人が交代
する。習主席の絶対優位は変わりそうにないが、政
治基盤が揺るぎないかどうかが試される。
2017年はまさしく政治一新の1年になりそうだ。
人に付随する政策、外交関係に大きな変化が生じ
ると、先のトランプ大統領の不確実な行動と相まっ
て、マーケットの反応が大きく上下動することになる。

筆者がＴＰＰの行方にこだわる理由は、米経済が
2016年秋から成長加速を遂げてきているからであ
る。2015年後半から米経済は足踏みし、その悪影響
がアジアにも減速感をもたらしていたのが、2016年

秋から徐々に上向きに変わっている。特に輸出に関
しては、一般機械・電気機械などの増加が起こり、
遅れて自動車や化学、鉄鋼にも恩恵が波及すると
みられる。最近の生産統計には、ようやく上向きの
動きが見られる（図表1）。

現時点では、新型スマホ需要の一時的な需要増
とか、米自動車販売の弱さへの心配があって、個々
に弱気の判断材料が目立つことは事実だ。それでも、
過去のトレンドから考えて米経済が一旦上向きに変
わると、その勢いは日本やアジアに大きな波及効果
をもたらす。リーマンショック後、米経済は2010年・
2011年、2014年、そして今回が3回目の盛り上が
りとなる。過去２回は震災や増税の反動によって小
さな山に終わった。それと比べると、2016年秋から
始まったとみられる山は、過去2回の盛り上がりのと
きのような阻害要因に見舞わなければ、2017・
2018年に亘る大型の景気拡大局面へと育っていく
ポテンシャルを持っている。
こうした米国発の成長エネルギーが、アジア全体
に波及していくとすれば、日本企業にとっては、米国
だけではなく、アジア市場に事業展開している方がメ
リットは大きい。ＡＳＥＡＮを包含するＴＰＰは、日本と
米国だけではなく、ＡＳＥＡＮ諸国との関税率を引き
下げることで、加盟国における貿易取引を活性化さ

は絶大である。もしも、ドル円レートが2017年1月以
降も1ドル＝110円で推移すれば、レート変化は対前
年比で6月以降4～8％のプラスに転じるだろう。こ
れは、輸入物価への上昇圧力である。
さらに、原油WTIの価格が1バレル45ドルだった
と仮定して、円ベースの原油価格の伸びを計算す
ると、2017年1～4月の前年比は、10～40％へと高
まる。つまり、2017年の少なくとも前半にかけては
消費者物価の上昇圧力が高まって、黒田東彦日銀
総裁の思惑が成功することになりそうだ。
もちろん、原油や輸入品だけの物価上昇では、デ
フレ脱却とは言えない。賃金が上昇しなければ、コ
ストプッシュ・インフレによって実質賃金は切り下
がってしまう。そうなると円安効果によって、2016年
度後半の企業収益が盛り返して、2017年の春闘交
渉が成果を上げるかがポイントとなる。企業の収益
環境は、2016年度前半までの円高傾向によって減
益になる可能性が小さくない。だから、少し前まで春
闘は厳しいと見られてきた。もっとも、11月からの追
い風は、その逆境を変えつつある。
2017年は春闘が0.5％～1.0％のベースアップ率
を獲得できれば、個人消費増加への大きなインパク
トを与えることになる。消費者物価の上昇率も、コス
トプッシュ要因だけでなく、需要面での押し上げが
期待できる。まさしく、2017年がデフレ脱却の正念
場となる。
一方、2017年のリスクは、米国発の変化である。

トランプ大統領がドル高に不満を感じて、ドル安を歓
迎するとどうなるだろうか。ＦＲＢのイエレン議長と
対立して、利上げの前途が見えなくなる。トランプ氏
の発想は、財政健全化をあまり重視していないよう
にも思える。だから、米長期金利は上昇していると
みることもできる。また、ＦＲＢの利上げが2017年に
かけて、2回あるいはそれ以上に行なわれると、どこ
かで米経済のスローダウンか、利上げの打ち止めの
観測が生じるだろう。これらは、ドル高がどこまでも
進まないことを暗示させる要因だ。ドル円レートも、

トランプ相場によって一旦は円安に振れたが、その
流れがずっと続くとは限らない。日銀の金融緩和が
成功を納める局面も、2017年のどこかで変わって
いく可能性がある。そうしたリスクが顕在化したとき、
「やはり追い風頼みはまずかった」と皆が思うことに
なるだろう。

景気情勢をみて考えさせられるのは、いつになれ
ば個人消費は伸びるのだろうかという点である。た
とえ、製造業が海外経済の追い風を受けて回復し
ても、その好影響だけでは個人消費を動かしにくい
とみられるからだ。
個人消費の動向をやや長い目で振り返ると、リー
マンショックから2011年の東日本大震災までは年
率2.4％の伸び、その後2013年末に消費増税の駆
け込み需要が生じる手前までは年率1.6％の伸び
率だった。それが、2014年4月以降反動減が一段
落した後から最近までは、ほとんど横ばいになって
いる（図表2）。これほど消費不振が長期化すること
も珍しい。
筆者は、いよいよ人口減少による消費減が現実
化したのではないかと感じている。マクロの消費は、

個人消費の低迷は変わるか

消費低迷の原因は、賃上げの効果を年金不安が
相殺しているからである。この関係を変えるために
は、それでも賃上げを続けることだろう。
例えば、2014年度から消費税率が8％へと上
がった。非課税の品目を含めて、消費者物価が押し
上げられたのはプラス2％である。この家計への負
担増に対して、2014年度からのベースアップは3年
間の累計でプラス1.4％しか増加していない。まだ
勤労者は割り負けているというのが実情だ。水準と
しても、家計はさらに賃上げが続かなければ豊かさ
の実感を取り戻さないだろう。
2017年の春闘は、少し前までは厳しいという見方
が多かった。ところが、2016年の秋頃から米経済が
拡大ペースを強めて、製造業の生産も上向きの力が
働き、円安によって収益下押しの圧力も弱まった。
おそらく、春闘では、トランプ大統領の下での米経
済の拡大などに対して、まだまだ、不信感が根強く、
それを理由に賃上げも慎重に臨みたいという心理
が働くだろう。こうした先行きの慎重姿勢こそが、デ
フレ・マインドの正体であり、日本の内需を脆弱なも
のにしてきた。値下げが当然で、労働力を非正規化
することで値下げに耐えうる体質をつくろうとする
「守りの経営」である。2017年に臨むにあたり、本
当にわが国がデフレ体質を抜出せるかどうかは賃
上げにかかっている。
学者的な見解を述べると、現在の日本は完全雇
用である（図表３）。
人手不足の領域に入って日本経済はいつ賃上げ
率が上昇してもおかしくない局面に入っている。失
業率と賃上げ率をプロットしたフィリップス曲線とい
う経験則からみて、もうそろそろ失業率が下がりにく
く、むしろ賃上げ率が急上昇する分岐点にさしか
かっている。わかりやすく言えば、労働市場で失業し
ている人が居なくなって、従来よりも高い賃金を求
人企業がオファーしなければ必要人数を獲れなく

「人口×1人当たり消費」と分解できる。人口減が進
むことは、1人当たり消費の増加がなければ、マクロ
の消費のパイが縮んでいくことを意味している。
さらに、消費の低迷には、高齢化の影響も色濃い。
例えば、不振の消費財は衣料品や靴、家電製品、乗
用車が挙げられる。家計が勤労世代からリタイヤし
て、年金生活者へと移行すると、単に所得水準が下
がるだけではなく、購入する財も減っていく。衣料品
や家電、車を買い控えたり、単価の安いものにシフト
させることも多い。本来は、50歳代は消費水準が高
く、消費の牽引役なのだが、最近は結婚年齢が高く
なり、子供の教育費の負担から解放されない人も増
えている。彼らは、10年、20年前の50歳代よりも生
活に余裕がなく、老後の準備資金を貯めようという
切迫感も強い。
人口減と高齢化の要因は、単年度の消費減への
寄与度自体は小さいはずであるが、2010年頃からそ
の蓄積がより大きな構造的重石となって、消費低迷
をそう簡単には変わらない潮流としている観がある。
もうひとつ大きいのは、年金改革である。改革と
は言っても、消費にマイナスの要因である。厚生年
金の支給開始年齢は、以前は60歳であった。厚生
年金の定額部分は65歳支給で報酬比例部分は長
く60歳から受け取れた。それが2013年度から61歳
へ繰り上がり、2016年度からは62歳となった。これ
は1年間の年金財政収支を8千億円ほど改善させ
る。その裏返しとして、家計消費は収入減となって
消費減に繋がる。先の50歳代の消費は、この年金
改革に身構えて、多少の賃上げがあったとしても、
その増加分を貯蓄に回して、すぐには消費を増やさ
ない。つまり、せっかくのベースアップが年収の高い
50歳代のところに行き届いても、それが消費拡大
へと展開しないのだ。
これは、年金生活者の増加によって消費が減少
する要因を、賃上げで穴埋めしようとしても、2004
年に決定された年金改革が邪魔をして、家計全体
の消費が持ち上がらない関係とも言える。

なっているということだ。
政府は、最低賃金を引き上げる対策を採り、配偶
者控除の枠を103万円から150万円と拡げて、
女性を中心に労働時間の延長を促がそうとしてい
る。安倍政権は2017年も賃上げ促進を大企業に呼
びかけて、デフレ経済の慣性力が残っていることに
対して、上向きの圧力をかける構えである。
冒頭、筆者はトランプ・リスクに対する警戒を緩め
てはいけないと示唆した意味は、企業経営者に身構
えて防衛的な備えをしてほしいと訴えている訳でな
い。むしろ、賃上げをはじめとする前向きな経済メカ
ニズムを最大限にワークさせて、厳しくなるかもしれ
ない外部環境に対しても打たれ強さを持つように心
掛けてほしいと言ったつもりである。
企業の収益水準は十分に高く、守るよりもどう攻
めるかを考える方が、経営者の課題に思える。攻め
るためには、限られた優秀な人材をできるだけ採用
して、10年先の活躍に備えて鍛えることが大切であ
る。財務的な強さではなく、人材の集合体として魅
力を高めることが経営者の使命である。

これから2020年にかけて日本経済は正念場であ
る。今後の中小企業が荒波を乗り越えていく上での

キーワードは、「生産性上昇」であろう。1企業の利
益と人件費を合計した付加価値額を、従業員で割
ると1人当たりの生産性が求められる。この1人当た
りの稼ぎを最大化するために、企業内の効率性を高
めるとともに、営業現場の従業員は何の仕事を取っ
てくれば、数量×単価が大きくなるかを考えて行動
することになる。達観すれば、この1人当たり生産性
の中から、賃金は分配される。その分配率を高める
ことがある程度は必要だとしても、やはり生産性自
体を膨らませなくては、賃金は大きくできない。頭の
中に生産性の概念を描くことが、経営者のみならず、
従業員にも必要になる。それが上手にできる人が、
まさに人材である。
長い目でみれば、生産性上昇は技術導入と設備
投資である。中小企業にとって投資ニーズは潜在
的には大きいと考えられるが、具体的に優先順位を
つけて投資計画を組むのは簡単ではない。現在、中
小企業にとって、設備投資の不足感は結構強まって
いる。ＩＴなど情報インフラ、旧式化した機器のリ
ニューアルなどが挙げられる。技術についても、まだ
実用化には距離感があるものの第四次産業革命と
してＡＩやＧＰＳ活用、ＡＲ・ＶＲ技術などが目白押しと
なっている。これらは、従来に比べて格安のコストで
利用できる点が、中小企業にとってのチャンスであ
ろう。
若い経営者は、現在だけではなく、未来のビジネ
ス・チャンスに照準を合わせて、何が大化けするの
かを検討しておいた方が良い。その成功事例は、日
本国内というよりも、海外で起こって、あっという間
に上陸してくるだろう。2020年の東京五輪でもっと
グローバル化が広がれば、海外のブームは駆け足
で日本にもやって来る。
2017年こそは、その先の未来を見据えて、次に
何がチャンスになるか、次の次のブームは何か。そし
て、未来の後継者、社内のリーダーを頭に置いて、
一歩一歩、地道な備えをしていかなくてはいけない。
2017年は、未来につながる意義のある年にしたい。

●図表2： 実質個人消費の推移

海外からのチャンスとリスク

●図表１： 鉱工業生産
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せると考えられてきた。2015・2016年は逆に世界の
貿易取引量が縮小する傾向が強まっていた。だから
こそ、ＴＰＰなどの貿易連携が貿易取引量をリバウン
ドさせる勢いを大きく後押しできそうだと期待してい
た。日米アジアの貿易拡大が海外企業の対日輸出
あるいは対日直接投資へと展開できれば、産業空洞
化を穴埋めするカウンター・パワーにもなっていく可
能性がある。おそらく、2020年の東京五輪がわが国
の経済発展に結び付くとすれば、それは五輪を契機
に海外企業が日本市場を再評価することで、対日進
出を積極化するという現象が継続的なトレンドになる
ことだろう。日本の人口が減少しても、もともと日本に
存在したビジネスチャンスが海外に売り出されると、
衰退する事業を成長へと転換できるかもしれない。
2017年は東京五輪に向けて日本が飛躍していく
道筋をおぼろげながらも見出していく未来への第一
歩にしていかなくてはいけない。

日銀は9月に総括的検証を行って、政策の枠組み
を長期金利ゼロ％ターゲットを含む「イールドカー
ブ・コントロール」へ切り替えた。当初、この枠組みの
有効性に疑問も大きかったが、幸運なことにトランプ
相場という風が吹いて、うまく円安・株高が起こった。
この相場変動の背景にあるのは、大半はＦＲＢの
利上げや米経済の好転といった要因であろうが、
11月上旬の米大統領選挙のタイミングが流れを印
象付けたという意味でトランプ相場のお陰という説
明が正当化されているように思える。
日銀が能動的に果たした役割は、上昇に転じた米
長期金利が、日本の長期金利との間で、日米金利
差を広げるのに一役買ったという点だろう。これまで
も、米金利上昇に連動して日米の長期金利差が拡
大しやすく、円安のスピードも速くなる。米大統領選
直後は1ドル＝101円となったが、すぐに1ドル＝113
円台の円安へと変わった。日銀にとって、この恩恵

米大統領がドナルド・トランプ氏に決まり、2017年
は極めて先読みが難しくなっている。米経済自体は、
好調さを強めるとしても、マーケットや外交は大きな
不確実性をはらむ。国内経済は追い風を受けて、企
業収益を改善させる。一方、個人消費は、2014年
以降の低迷を抜け出せるかどうかが読みにくい。雇
用環境は、人手不足が進み、それが中小企業の成
長を阻害するだろう。生産性上昇を通じて、日本経
済の底上げをする期待がさらに強まる。

2016年を振り返ると「まさか」と思うような出来事
が相次いだ。1月・日銀のマイナス金利政策の導入、
6月・英国のＥＵ離脱の決定、そして11月・米大統領
選でのトランプ候補の勝利である。この3つの「まさ
か」が多くの経済人に先行きの不透明感を与えた。
その中でも、トランプ大統領が1月に就任すると、彼

が公約したいくつかの政策が実行されることになる。
わが国では、トランプ大統領の勝利は大部分の識者
には予想外であり、勝利直後は悲観論一色となった。
しかし、株価が急上昇して、円安が急伸すると、マー
ケットの参加者たちは悲観から一転して、楽観へ宗
旨変えをする。「もう決まったことなのだから、トランプ
大統領の良いところを前向きに考えようよ」という正
直な意見を言う人もいる。もっとも、トランプ氏はしば
らくして、ビデオメッセージのかたちで、ＴＰＰ参加を
見直すことを表明した。国会でも安倍政権が懸命に
ＴＰＰ法案を通そうと力を注いでいる矢先のことであ
る。トランプ氏はそう甘くはないのだ、トランプ就任後
も、そうした読めない行動がまるで地雷のように暴発
するかもしれない。だから、2017年は「不確実の1
年」と心得ておいた方がよい。
ひとつだけ、トランプ氏の保護主義的な発想につ
いて注意点を述べておきたい。なぜ、日本にとって
TPPが大きな恩恵をもたらすかと言えば、成長率を
押し上げる効果があるからだ。例えば、日本の成長
率が実質1％で、米国が2％、欧州が1.5％だったと
する。いずれの国も日本の成長スピードよりも速い。
ならば米国に輸出をするとその取引数量は、米国の
スピードで拡大し、日本国内の販売数量よりも高い
成長率が期待できる。人口減少によって内需の成
長率が落ちるとすれば、内需向けから輸出向けに生
産物の販売をシフトすることで、企業は人口減少の

引力に縛られずに業績を向上させられる。人口減少
の続くわが国にとって貿易拡大こそが最大の人口
減少対策と言える。
人によっては米国抜きでもＴＰＰが発効できる見
直しを加えたり、他の貿易連携を拡げる道があると
考える。しかし、話はそう単純ではない。これまで米
国と日本がタッグを組んだ巨大なＴＰＰが成り立つ
から、それを強く意識してＴＰＰ参加国以外の国々が
他の貿易連携を推進する力が作用してきた。要する
に、競争圧力が他の貿易連携の相乗効果を生み出
してきたのである。米国が攻めから守りに回ってしま
うと、各国とも関税率をお互いに引き下げるモチ
ベーションを失ってしまう。
ＴＰＰの政治的な意味は、対中国を意識した米国
主導の包囲網であったから、筆者は米国の経済外
交がこのままで済まされるとは思わない。中国は暗
黙の対抗策としてＡＩＩＢを設立している。米国の外
交方針がトランプ氏の公約だけに動かされて何もし
ない選択を採ると考える方が不自然である。
一方、中国はＴＰＰの挫折を喜んでいるという見
方も正しくない。中国は、日韓とＦＴＡを進めており、
自前の貿易連携を必要としている。おそらく、ＴＰＰ
という外圧は、中国における貿易自由化を進めたい
と考える勢力には必要悪として映っていただろう。
過剰生産能力を抱える中国も、貿易連携を通じて
輸出を増やしたいと考える国のひとつである。
筆者は大局的にみて、米国が絵に描いたような保
護主義に走るとは考えない。何か折衷案を出して、
自由貿易の原則は守ると思う。トランプ氏も選挙戦
術としてオバマ大統領のレガシーを壊すことを考え
ていたに過ぎないはずだ。現在のように先が読みに
くい時は、歴史から学ぶことが役立つ。1929年の
ウォール街の株価暴落後、世界経済は恐慌に向
かったが、その傷口を広げたのは保護主義政策だっ
た。各国は、自国産業保護の名目で関税率を引き上
げたり、為替切り下げに動いた。その代表は、1930
年の米国のスムート・ホーレー関税法である。当時、

米議会では、輸入品と競合する国内産業を守ると
いう方針の下、高関税や輸入制限措置を盛り込ん
だスムート・ホーレー関税法が立法化された。この措
置は各国の報復を招き、1931年にはフランスが輸
入割当制を導入する。その結果、世界の輸入総額
は、1930年代の僅か3年間で70％も急減したとい
う（2009年の経済産業省・通商白書より）。また、通
貨ごとに、スターリング・ブロック、ドル・ブロック、フラ
ン・ブロックが形成される。ドイツ、イタリア、日本は
「持たざる国」として自給自足圏を築こうとし、軍事
的侵略の道を選んだという見方もある。
こうした教訓を踏まえて、保護主義は禁じ手とさ
れている。しかし、リーマンショックで全世界の輸出
量は戦後最大の前年比9％の減少となっており、そ
の打撃もあって、再び保護主義の流れが生まれてい
る。トランプ大統領の誕生は、そうした見えない糸の
上にあることを忘れてはいけない。
2017年に予定される各国の政治イベントを簡単
に整理すると、次のようになる。フランスでは、春に
大統領選挙がある。極右政党の動向が気になる。
秋には、ドイツで連邦議会選が行なわれる。また、中
国は指導部が入れ替わる人事が秋に予定されてい
る。いわゆるチャイナ・セブン、政治局常務委員7人
のうち、習近平主席と李克強首相を除く5人が交代
する。習主席の絶対優位は変わりそうにないが、政
治基盤が揺るぎないかどうかが試される。
2017年はまさしく政治一新の1年になりそうだ。
人に付随する政策、外交関係に大きな変化が生じ
ると、先のトランプ大統領の不確実な行動と相まっ
て、マーケットの反応が大きく上下動することになる。

筆者がＴＰＰの行方にこだわる理由は、米経済が
2016年秋から成長加速を遂げてきているからであ
る。2015年後半から米経済は足踏みし、その悪影響
がアジアにも減速感をもたらしていたのが、2016年

秋から徐々に上向きに変わっている。特に輸出に関
しては、一般機械・電気機械などの増加が起こり、
遅れて自動車や化学、鉄鋼にも恩恵が波及すると
みられる。最近の生産統計には、ようやく上向きの
動きが見られる（図表1）。

現時点では、新型スマホ需要の一時的な需要増
とか、米自動車販売の弱さへの心配があって、個々
に弱気の判断材料が目立つことは事実だ。それでも、
過去のトレンドから考えて米経済が一旦上向きに変
わると、その勢いは日本やアジアに大きな波及効果
をもたらす。リーマンショック後、米経済は2010年・
2011年、2014年、そして今回が3回目の盛り上が
りとなる。過去２回は震災や増税の反動によって小
さな山に終わった。それと比べると、2016年秋から
始まったとみられる山は、過去2回の盛り上がりのと
きのような阻害要因に見舞わなければ、2017・
2018年に亘る大型の景気拡大局面へと育っていく
ポテンシャルを持っている。
こうした米国発の成長エネルギーが、アジア全体
に波及していくとすれば、日本企業にとっては、米国
だけではなく、アジア市場に事業展開している方がメ
リットは大きい。ＡＳＥＡＮを包含するＴＰＰは、日本と
米国だけではなく、ＡＳＥＡＮ諸国との関税率を引き
下げることで、加盟国における貿易取引を活性化さ

は絶大である。もしも、ドル円レートが2017年1月以
降も1ドル＝110円で推移すれば、レート変化は対前
年比で6月以降4～8％のプラスに転じるだろう。こ
れは、輸入物価への上昇圧力である。
さらに、原油WTIの価格が1バレル45ドルだった
と仮定して、円ベースの原油価格の伸びを計算す
ると、2017年1～4月の前年比は、10～40％へと高
まる。つまり、2017年の少なくとも前半にかけては
消費者物価の上昇圧力が高まって、黒田東彦日銀
総裁の思惑が成功することになりそうだ。
もちろん、原油や輸入品だけの物価上昇では、デ
フレ脱却とは言えない。賃金が上昇しなければ、コ
ストプッシュ・インフレによって実質賃金は切り下
がってしまう。そうなると円安効果によって、2016年
度後半の企業収益が盛り返して、2017年の春闘交
渉が成果を上げるかがポイントとなる。企業の収益
環境は、2016年度前半までの円高傾向によって減
益になる可能性が小さくない。だから、少し前まで春
闘は厳しいと見られてきた。もっとも、11月からの追
い風は、その逆境を変えつつある。
2017年は春闘が0.5％～1.0％のベースアップ率
を獲得できれば、個人消費増加への大きなインパク
トを与えることになる。消費者物価の上昇率も、コス
トプッシュ要因だけでなく、需要面での押し上げが
期待できる。まさしく、2017年がデフレ脱却の正念
場となる。
一方、2017年のリスクは、米国発の変化である。

トランプ大統領がドル高に不満を感じて、ドル安を歓
迎するとどうなるだろうか。ＦＲＢのイエレン議長と
対立して、利上げの前途が見えなくなる。トランプ氏
の発想は、財政健全化をあまり重視していないよう
にも思える。だから、米長期金利は上昇していると
みることもできる。また、ＦＲＢの利上げが2017年に
かけて、2回あるいはそれ以上に行なわれると、どこ
かで米経済のスローダウンか、利上げの打ち止めの
観測が生じるだろう。これらは、ドル高がどこまでも
進まないことを暗示させる要因だ。ドル円レートも、

トランプ相場によって一旦は円安に振れたが、その
流れがずっと続くとは限らない。日銀の金融緩和が
成功を納める局面も、2017年のどこかで変わって
いく可能性がある。そうしたリスクが顕在化したとき、
「やはり追い風頼みはまずかった」と皆が思うことに
なるだろう。

景気情勢をみて考えさせられるのは、いつになれ
ば個人消費は伸びるのだろうかという点である。た
とえ、製造業が海外経済の追い風を受けて回復し
ても、その好影響だけでは個人消費を動かしにくい
とみられるからだ。
個人消費の動向をやや長い目で振り返ると、リー
マンショックから2011年の東日本大震災までは年
率2.4％の伸び、その後2013年末に消費増税の駆
け込み需要が生じる手前までは年率1.6％の伸び
率だった。それが、2014年4月以降反動減が一段
落した後から最近までは、ほとんど横ばいになって
いる（図表2）。これほど消費不振が長期化すること
も珍しい。
筆者は、いよいよ人口減少による消費減が現実
化したのではないかと感じている。マクロの消費は、

消費低迷の原因は、賃上げの効果を年金不安が
相殺しているからである。この関係を変えるために
は、それでも賃上げを続けることだろう。
例えば、2014年度から消費税率が8％へと上
がった。非課税の品目を含めて、消費者物価が押し
上げられたのはプラス2％である。この家計への負
担増に対して、2014年度からのベースアップは3年
間の累計でプラス1.4％しか増加していない。まだ
勤労者は割り負けているというのが実情だ。水準と
しても、家計はさらに賃上げが続かなければ豊かさ
の実感を取り戻さないだろう。
2017年の春闘は、少し前までは厳しいという見方
が多かった。ところが、2016年の秋頃から米経済が
拡大ペースを強めて、製造業の生産も上向きの力が
働き、円安によって収益下押しの圧力も弱まった。
おそらく、春闘では、トランプ大統領の下での米経
済の拡大などに対して、まだまだ、不信感が根強く、
それを理由に賃上げも慎重に臨みたいという心理
が働くだろう。こうした先行きの慎重姿勢こそが、デ
フレ・マインドの正体であり、日本の内需を脆弱なも
のにしてきた。値下げが当然で、労働力を非正規化
することで値下げに耐えうる体質をつくろうとする
「守りの経営」である。2017年に臨むにあたり、本
当にわが国がデフレ体質を抜出せるかどうかは賃
上げにかかっている。
学者的な見解を述べると、現在の日本は完全雇
用である（図表３）。
人手不足の領域に入って日本経済はいつ賃上げ
率が上昇してもおかしくない局面に入っている。失
業率と賃上げ率をプロットしたフィリップス曲線とい
う経験則からみて、もうそろそろ失業率が下がりにく
く、むしろ賃上げ率が急上昇する分岐点にさしか
かっている。わかりやすく言えば、労働市場で失業し
ている人が居なくなって、従来よりも高い賃金を求
人企業がオファーしなければ必要人数を獲れなく

「人口×1人当たり消費」と分解できる。人口減が進
むことは、1人当たり消費の増加がなければ、マクロ
の消費のパイが縮んでいくことを意味している。
さらに、消費の低迷には、高齢化の影響も色濃い。
例えば、不振の消費財は衣料品や靴、家電製品、乗
用車が挙げられる。家計が勤労世代からリタイヤし
て、年金生活者へと移行すると、単に所得水準が下
がるだけではなく、購入する財も減っていく。衣料品
や家電、車を買い控えたり、単価の安いものにシフト
させることも多い。本来は、50歳代は消費水準が高
く、消費の牽引役なのだが、最近は結婚年齢が高く
なり、子供の教育費の負担から解放されない人も増
えている。彼らは、10年、20年前の50歳代よりも生
活に余裕がなく、老後の準備資金を貯めようという
切迫感も強い。
人口減と高齢化の要因は、単年度の消費減への
寄与度自体は小さいはずであるが、2010年頃からそ
の蓄積がより大きな構造的重石となって、消費低迷
をそう簡単には変わらない潮流としている観がある。
もうひとつ大きいのは、年金改革である。改革と
は言っても、消費にマイナスの要因である。厚生年
金の支給開始年齢は、以前は60歳であった。厚生
年金の定額部分は65歳支給で報酬比例部分は長
く60歳から受け取れた。それが2013年度から61歳
へ繰り上がり、2016年度からは62歳となった。これ
は1年間の年金財政収支を8千億円ほど改善させ
る。その裏返しとして、家計消費は収入減となって
消費減に繋がる。先の50歳代の消費は、この年金
改革に身構えて、多少の賃上げがあったとしても、
その増加分を貯蓄に回して、すぐには消費を増やさ
ない。つまり、せっかくのベースアップが年収の高い
50歳代のところに行き届いても、それが消費拡大
へと展開しないのだ。
これは、年金生活者の増加によって消費が減少
する要因を、賃上げで穴埋めしようとしても、2004
年に決定された年金改革が邪魔をして、家計全体
の消費が持ち上がらない関係とも言える。

なっているということだ。
政府は、最低賃金を引き上げる対策を採り、配偶
者控除の枠を103万円から150万円と拡げて、
女性を中心に労働時間の延長を促がそうとしてい
る。安倍政権は2017年も賃上げ促進を大企業に呼
びかけて、デフレ経済の慣性力が残っていることに
対して、上向きの圧力をかける構えである。
冒頭、筆者はトランプ・リスクに対する警戒を緩め
てはいけないと示唆した意味は、企業経営者に身構
えて防衛的な備えをしてほしいと訴えている訳でな
い。むしろ、賃上げをはじめとする前向きな経済メカ
ニズムを最大限にワークさせて、厳しくなるかもしれ
ない外部環境に対しても打たれ強さを持つように心
掛けてほしいと言ったつもりである。
企業の収益水準は十分に高く、守るよりもどう攻
めるかを考える方が、経営者の課題に思える。攻め
るためには、限られた優秀な人材をできるだけ採用
して、10年先の活躍に備えて鍛えることが大切であ
る。財務的な強さではなく、人材の集合体として魅
力を高めることが経営者の使命である。

これから2020年にかけて日本経済は正念場であ
る。今後の中小企業が荒波を乗り越えていく上での

キーワードは、「生産性上昇」であろう。1企業の利
益と人件費を合計した付加価値額を、従業員で割
ると1人当たりの生産性が求められる。この1人当た
りの稼ぎを最大化するために、企業内の効率性を高
めるとともに、営業現場の従業員は何の仕事を取っ
てくれば、数量×単価が大きくなるかを考えて行動
することになる。達観すれば、この1人当たり生産性
の中から、賃金は分配される。その分配率を高める
ことがある程度は必要だとしても、やはり生産性自
体を膨らませなくては、賃金は大きくできない。頭の
中に生産性の概念を描くことが、経営者のみならず、
従業員にも必要になる。それが上手にできる人が、
まさに人材である。
長い目でみれば、生産性上昇は技術導入と設備
投資である。中小企業にとって投資ニーズは潜在
的には大きいと考えられるが、具体的に優先順位を
つけて投資計画を組むのは簡単ではない。現在、中
小企業にとって、設備投資の不足感は結構強まって
いる。ＩＴなど情報インフラ、旧式化した機器のリ
ニューアルなどが挙げられる。技術についても、まだ
実用化には距離感があるものの第四次産業革命と
してＡＩやＧＰＳ活用、ＡＲ・ＶＲ技術などが目白押しと
なっている。これらは、従来に比べて格安のコストで
利用できる点が、中小企業にとってのチャンスであ
ろう。
若い経営者は、現在だけではなく、未来のビジネ
ス・チャンスに照準を合わせて、何が大化けするの
かを検討しておいた方が良い。その成功事例は、日
本国内というよりも、海外で起こって、あっという間
に上陸してくるだろう。2020年の東京五輪でもっと
グローバル化が広がれば、海外のブームは駆け足
で日本にもやって来る。
2017年こそは、その先の未来を見据えて、次に
何がチャンスになるか、次の次のブームは何か。そし
て、未来の後継者、社内のリーダーを頭に置いて、
一歩一歩、地道な備えをしていかなくてはいけない。
2017年は、未来につながる意義のある年にしたい。

●図表3： 完全失業率の推移脱出口は賃上げにあり

中小企業の成長に向けて
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せると考えられてきた。2015・2016年は逆に世界の
貿易取引量が縮小する傾向が強まっていた。だから
こそ、ＴＰＰなどの貿易連携が貿易取引量をリバウン
ドさせる勢いを大きく後押しできそうだと期待してい
た。日米アジアの貿易拡大が海外企業の対日輸出
あるいは対日直接投資へと展開できれば、産業空洞
化を穴埋めするカウンター・パワーにもなっていく可
能性がある。おそらく、2020年の東京五輪がわが国
の経済発展に結び付くとすれば、それは五輪を契機
に海外企業が日本市場を再評価することで、対日進
出を積極化するという現象が継続的なトレンドになる
ことだろう。日本の人口が減少しても、もともと日本に
存在したビジネスチャンスが海外に売り出されると、
衰退する事業を成長へと転換できるかもしれない。
2017年は東京五輪に向けて日本が飛躍していく
道筋をおぼろげながらも見出していく未来への第一
歩にしていかなくてはいけない。

日銀は9月に総括的検証を行って、政策の枠組み
を長期金利ゼロ％ターゲットを含む「イールドカー
ブ・コントロール」へ切り替えた。当初、この枠組みの
有効性に疑問も大きかったが、幸運なことにトランプ
相場という風が吹いて、うまく円安・株高が起こった。
この相場変動の背景にあるのは、大半はＦＲＢの
利上げや米経済の好転といった要因であろうが、
11月上旬の米大統領選挙のタイミングが流れを印
象付けたという意味でトランプ相場のお陰という説
明が正当化されているように思える。
日銀が能動的に果たした役割は、上昇に転じた米
長期金利が、日本の長期金利との間で、日米金利
差を広げるのに一役買ったという点だろう。これまで
も、米金利上昇に連動して日米の長期金利差が拡
大しやすく、円安のスピードも速くなる。米大統領選
直後は1ドル＝101円となったが、すぐに1ドル＝113
円台の円安へと変わった。日銀にとって、この恩恵

米大統領がドナルド・トランプ氏に決まり、2017年
は極めて先読みが難しくなっている。米経済自体は、
好調さを強めるとしても、マーケットや外交は大きな
不確実性をはらむ。国内経済は追い風を受けて、企
業収益を改善させる。一方、個人消費は、2014年
以降の低迷を抜け出せるかどうかが読みにくい。雇
用環境は、人手不足が進み、それが中小企業の成
長を阻害するだろう。生産性上昇を通じて、日本経
済の底上げをする期待がさらに強まる。

2016年を振り返ると「まさか」と思うような出来事
が相次いだ。1月・日銀のマイナス金利政策の導入、
6月・英国のＥＵ離脱の決定、そして11月・米大統領
選でのトランプ候補の勝利である。この3つの「まさ
か」が多くの経済人に先行きの不透明感を与えた。
その中でも、トランプ大統領が1月に就任すると、彼

が公約したいくつかの政策が実行されることになる。
わが国では、トランプ大統領の勝利は大部分の識者
には予想外であり、勝利直後は悲観論一色となった。
しかし、株価が急上昇して、円安が急伸すると、マー
ケットの参加者たちは悲観から一転して、楽観へ宗
旨変えをする。「もう決まったことなのだから、トランプ
大統領の良いところを前向きに考えようよ」という正
直な意見を言う人もいる。もっとも、トランプ氏はしば
らくして、ビデオメッセージのかたちで、ＴＰＰ参加を
見直すことを表明した。国会でも安倍政権が懸命に
ＴＰＰ法案を通そうと力を注いでいる矢先のことであ
る。トランプ氏はそう甘くはないのだ、トランプ就任後
も、そうした読めない行動がまるで地雷のように暴発
するかもしれない。だから、2017年は「不確実の1
年」と心得ておいた方がよい。
ひとつだけ、トランプ氏の保護主義的な発想につ
いて注意点を述べておきたい。なぜ、日本にとって
TPPが大きな恩恵をもたらすかと言えば、成長率を
押し上げる効果があるからだ。例えば、日本の成長
率が実質1％で、米国が2％、欧州が1.5％だったと
する。いずれの国も日本の成長スピードよりも速い。
ならば米国に輸出をするとその取引数量は、米国の
スピードで拡大し、日本国内の販売数量よりも高い
成長率が期待できる。人口減少によって内需の成
長率が落ちるとすれば、内需向けから輸出向けに生
産物の販売をシフトすることで、企業は人口減少の

引力に縛られずに業績を向上させられる。人口減少
の続くわが国にとって貿易拡大こそが最大の人口
減少対策と言える。
人によっては米国抜きでもＴＰＰが発効できる見
直しを加えたり、他の貿易連携を拡げる道があると
考える。しかし、話はそう単純ではない。これまで米
国と日本がタッグを組んだ巨大なＴＰＰが成り立つ
から、それを強く意識してＴＰＰ参加国以外の国々が
他の貿易連携を推進する力が作用してきた。要する
に、競争圧力が他の貿易連携の相乗効果を生み出
してきたのである。米国が攻めから守りに回ってしま
うと、各国とも関税率をお互いに引き下げるモチ
ベーションを失ってしまう。
ＴＰＰの政治的な意味は、対中国を意識した米国
主導の包囲網であったから、筆者は米国の経済外
交がこのままで済まされるとは思わない。中国は暗
黙の対抗策としてＡＩＩＢを設立している。米国の外
交方針がトランプ氏の公約だけに動かされて何もし
ない選択を採ると考える方が不自然である。
一方、中国はＴＰＰの挫折を喜んでいるという見
方も正しくない。中国は、日韓とＦＴＡを進めており、
自前の貿易連携を必要としている。おそらく、ＴＰＰ
という外圧は、中国における貿易自由化を進めたい
と考える勢力には必要悪として映っていただろう。
過剰生産能力を抱える中国も、貿易連携を通じて
輸出を増やしたいと考える国のひとつである。
筆者は大局的にみて、米国が絵に描いたような保
護主義に走るとは考えない。何か折衷案を出して、
自由貿易の原則は守ると思う。トランプ氏も選挙戦
術としてオバマ大統領のレガシーを壊すことを考え
ていたに過ぎないはずだ。現在のように先が読みに
くい時は、歴史から学ぶことが役立つ。1929年の
ウォール街の株価暴落後、世界経済は恐慌に向
かったが、その傷口を広げたのは保護主義政策だっ
た。各国は、自国産業保護の名目で関税率を引き上
げたり、為替切り下げに動いた。その代表は、1930
年の米国のスムート・ホーレー関税法である。当時、

米議会では、輸入品と競合する国内産業を守ると
いう方針の下、高関税や輸入制限措置を盛り込ん
だスムート・ホーレー関税法が立法化された。この措
置は各国の報復を招き、1931年にはフランスが輸
入割当制を導入する。その結果、世界の輸入総額
は、1930年代の僅か3年間で70％も急減したとい
う（2009年の経済産業省・通商白書より）。また、通
貨ごとに、スターリング・ブロック、ドル・ブロック、フラ
ン・ブロックが形成される。ドイツ、イタリア、日本は
「持たざる国」として自給自足圏を築こうとし、軍事
的侵略の道を選んだという見方もある。
こうした教訓を踏まえて、保護主義は禁じ手とさ
れている。しかし、リーマンショックで全世界の輸出
量は戦後最大の前年比9％の減少となっており、そ
の打撃もあって、再び保護主義の流れが生まれてい
る。トランプ大統領の誕生は、そうした見えない糸の
上にあることを忘れてはいけない。
2017年に予定される各国の政治イベントを簡単
に整理すると、次のようになる。フランスでは、春に
大統領選挙がある。極右政党の動向が気になる。
秋には、ドイツで連邦議会選が行なわれる。また、中
国は指導部が入れ替わる人事が秋に予定されてい
る。いわゆるチャイナ・セブン、政治局常務委員7人
のうち、習近平主席と李克強首相を除く5人が交代
する。習主席の絶対優位は変わりそうにないが、政
治基盤が揺るぎないかどうかが試される。
2017年はまさしく政治一新の1年になりそうだ。
人に付随する政策、外交関係に大きな変化が生じ
ると、先のトランプ大統領の不確実な行動と相まっ
て、マーケットの反応が大きく上下動することになる。

筆者がＴＰＰの行方にこだわる理由は、米経済が
2016年秋から成長加速を遂げてきているからであ
る。2015年後半から米経済は足踏みし、その悪影響
がアジアにも減速感をもたらしていたのが、2016年

秋から徐々に上向きに変わっている。特に輸出に関
しては、一般機械・電気機械などの増加が起こり、
遅れて自動車や化学、鉄鋼にも恩恵が波及すると
みられる。最近の生産統計には、ようやく上向きの
動きが見られる（図表1）。

現時点では、新型スマホ需要の一時的な需要増
とか、米自動車販売の弱さへの心配があって、個々
に弱気の判断材料が目立つことは事実だ。それでも、
過去のトレンドから考えて米経済が一旦上向きに変
わると、その勢いは日本やアジアに大きな波及効果
をもたらす。リーマンショック後、米経済は2010年・
2011年、2014年、そして今回が3回目の盛り上が
りとなる。過去２回は震災や増税の反動によって小
さな山に終わった。それと比べると、2016年秋から
始まったとみられる山は、過去2回の盛り上がりのと
きのような阻害要因に見舞わなければ、2017・
2018年に亘る大型の景気拡大局面へと育っていく
ポテンシャルを持っている。
こうした米国発の成長エネルギーが、アジア全体
に波及していくとすれば、日本企業にとっては、米国
だけではなく、アジア市場に事業展開している方がメ
リットは大きい。ＡＳＥＡＮを包含するＴＰＰは、日本と
米国だけではなく、ＡＳＥＡＮ諸国との関税率を引き
下げることで、加盟国における貿易取引を活性化さ

は絶大である。もしも、ドル円レートが2017年1月以
降も1ドル＝110円で推移すれば、レート変化は対前
年比で6月以降4～8％のプラスに転じるだろう。こ
れは、輸入物価への上昇圧力である。
さらに、原油WTIの価格が1バレル45ドルだった
と仮定して、円ベースの原油価格の伸びを計算す
ると、2017年1～4月の前年比は、10～40％へと高
まる。つまり、2017年の少なくとも前半にかけては
消費者物価の上昇圧力が高まって、黒田東彦日銀
総裁の思惑が成功することになりそうだ。
もちろん、原油や輸入品だけの物価上昇では、デ
フレ脱却とは言えない。賃金が上昇しなければ、コ
ストプッシュ・インフレによって実質賃金は切り下
がってしまう。そうなると円安効果によって、2016年
度後半の企業収益が盛り返して、2017年の春闘交
渉が成果を上げるかがポイントとなる。企業の収益
環境は、2016年度前半までの円高傾向によって減
益になる可能性が小さくない。だから、少し前まで春
闘は厳しいと見られてきた。もっとも、11月からの追
い風は、その逆境を変えつつある。
2017年は春闘が0.5％～1.0％のベースアップ率
を獲得できれば、個人消費増加への大きなインパク
トを与えることになる。消費者物価の上昇率も、コス
トプッシュ要因だけでなく、需要面での押し上げが
期待できる。まさしく、2017年がデフレ脱却の正念
場となる。
一方、2017年のリスクは、米国発の変化である。

トランプ大統領がドル高に不満を感じて、ドル安を歓
迎するとどうなるだろうか。ＦＲＢのイエレン議長と
対立して、利上げの前途が見えなくなる。トランプ氏
の発想は、財政健全化をあまり重視していないよう
にも思える。だから、米長期金利は上昇していると
みることもできる。また、ＦＲＢの利上げが2017年に
かけて、2回あるいはそれ以上に行なわれると、どこ
かで米経済のスローダウンか、利上げの打ち止めの
観測が生じるだろう。これらは、ドル高がどこまでも
進まないことを暗示させる要因だ。ドル円レートも、

トランプ相場によって一旦は円安に振れたが、その
流れがずっと続くとは限らない。日銀の金融緩和が
成功を納める局面も、2017年のどこかで変わって
いく可能性がある。そうしたリスクが顕在化したとき、
「やはり追い風頼みはまずかった」と皆が思うことに
なるだろう。

景気情勢をみて考えさせられるのは、いつになれ
ば個人消費は伸びるのだろうかという点である。た
とえ、製造業が海外経済の追い風を受けて回復し
ても、その好影響だけでは個人消費を動かしにくい
とみられるからだ。
個人消費の動向をやや長い目で振り返ると、リー
マンショックから2011年の東日本大震災までは年
率2.4％の伸び、その後2013年末に消費増税の駆
け込み需要が生じる手前までは年率1.6％の伸び
率だった。それが、2014年4月以降反動減が一段
落した後から最近までは、ほとんど横ばいになって
いる（図表2）。これほど消費不振が長期化すること
も珍しい。
筆者は、いよいよ人口減少による消費減が現実
化したのではないかと感じている。マクロの消費は、

消費低迷の原因は、賃上げの効果を年金不安が
相殺しているからである。この関係を変えるために
は、それでも賃上げを続けることだろう。
例えば、2014年度から消費税率が8％へと上
がった。非課税の品目を含めて、消費者物価が押し
上げられたのはプラス2％である。この家計への負
担増に対して、2014年度からのベースアップは3年
間の累計でプラス1.4％しか増加していない。まだ
勤労者は割り負けているというのが実情だ。水準と
しても、家計はさらに賃上げが続かなければ豊かさ
の実感を取り戻さないだろう。
2017年の春闘は、少し前までは厳しいという見方
が多かった。ところが、2016年の秋頃から米経済が
拡大ペースを強めて、製造業の生産も上向きの力が
働き、円安によって収益下押しの圧力も弱まった。
おそらく、春闘では、トランプ大統領の下での米経
済の拡大などに対して、まだまだ、不信感が根強く、
それを理由に賃上げも慎重に臨みたいという心理
が働くだろう。こうした先行きの慎重姿勢こそが、デ
フレ・マインドの正体であり、日本の内需を脆弱なも
のにしてきた。値下げが当然で、労働力を非正規化
することで値下げに耐えうる体質をつくろうとする
「守りの経営」である。2017年に臨むにあたり、本
当にわが国がデフレ体質を抜出せるかどうかは賃
上げにかかっている。
学者的な見解を述べると、現在の日本は完全雇
用である（図表３）。
人手不足の領域に入って日本経済はいつ賃上げ
率が上昇してもおかしくない局面に入っている。失
業率と賃上げ率をプロットしたフィリップス曲線とい
う経験則からみて、もうそろそろ失業率が下がりにく
く、むしろ賃上げ率が急上昇する分岐点にさしか
かっている。わかりやすく言えば、労働市場で失業し
ている人が居なくなって、従来よりも高い賃金を求
人企業がオファーしなければ必要人数を獲れなく

「人口×1人当たり消費」と分解できる。人口減が進
むことは、1人当たり消費の増加がなければ、マクロ
の消費のパイが縮んでいくことを意味している。
さらに、消費の低迷には、高齢化の影響も色濃い。
例えば、不振の消費財は衣料品や靴、家電製品、乗
用車が挙げられる。家計が勤労世代からリタイヤし
て、年金生活者へと移行すると、単に所得水準が下
がるだけではなく、購入する財も減っていく。衣料品
や家電、車を買い控えたり、単価の安いものにシフト
させることも多い。本来は、50歳代は消費水準が高
く、消費の牽引役なのだが、最近は結婚年齢が高く
なり、子供の教育費の負担から解放されない人も増
えている。彼らは、10年、20年前の50歳代よりも生
活に余裕がなく、老後の準備資金を貯めようという
切迫感も強い。
人口減と高齢化の要因は、単年度の消費減への
寄与度自体は小さいはずであるが、2010年頃からそ
の蓄積がより大きな構造的重石となって、消費低迷
をそう簡単には変わらない潮流としている観がある。
もうひとつ大きいのは、年金改革である。改革と
は言っても、消費にマイナスの要因である。厚生年
金の支給開始年齢は、以前は60歳であった。厚生
年金の定額部分は65歳支給で報酬比例部分は長
く60歳から受け取れた。それが2013年度から61歳
へ繰り上がり、2016年度からは62歳となった。これ
は1年間の年金財政収支を8千億円ほど改善させ
る。その裏返しとして、家計消費は収入減となって
消費減に繋がる。先の50歳代の消費は、この年金
改革に身構えて、多少の賃上げがあったとしても、
その増加分を貯蓄に回して、すぐには消費を増やさ
ない。つまり、せっかくのベースアップが年収の高い
50歳代のところに行き届いても、それが消費拡大
へと展開しないのだ。
これは、年金生活者の増加によって消費が減少
する要因を、賃上げで穴埋めしようとしても、2004
年に決定された年金改革が邪魔をして、家計全体
の消費が持ち上がらない関係とも言える。

なっているということだ。
政府は、最低賃金を引き上げる対策を採り、配偶
者控除の枠を103万円から150万円と拡げて、
女性を中心に労働時間の延長を促がそうとしてい
る。安倍政権は2017年も賃上げ促進を大企業に呼
びかけて、デフレ経済の慣性力が残っていることに
対して、上向きの圧力をかける構えである。
冒頭、筆者はトランプ・リスクに対する警戒を緩め
てはいけないと示唆した意味は、企業経営者に身構
えて防衛的な備えをしてほしいと訴えている訳でな
い。むしろ、賃上げをはじめとする前向きな経済メカ
ニズムを最大限にワークさせて、厳しくなるかもしれ
ない外部環境に対しても打たれ強さを持つように心
掛けてほしいと言ったつもりである。
企業の収益水準は十分に高く、守るよりもどう攻
めるかを考える方が、経営者の課題に思える。攻め
るためには、限られた優秀な人材をできるだけ採用
して、10年先の活躍に備えて鍛えることが大切であ
る。財務的な強さではなく、人材の集合体として魅
力を高めることが経営者の使命である。

これから2020年にかけて日本経済は正念場であ
る。今後の中小企業が荒波を乗り越えていく上での

キーワードは、「生産性上昇」であろう。1企業の利
益と人件費を合計した付加価値額を、従業員で割
ると1人当たりの生産性が求められる。この1人当た
りの稼ぎを最大化するために、企業内の効率性を高
めるとともに、営業現場の従業員は何の仕事を取っ
てくれば、数量×単価が大きくなるかを考えて行動
することになる。達観すれば、この1人当たり生産性
の中から、賃金は分配される。その分配率を高める
ことがある程度は必要だとしても、やはり生産性自
体を膨らませなくては、賃金は大きくできない。頭の
中に生産性の概念を描くことが、経営者のみならず、
従業員にも必要になる。それが上手にできる人が、
まさに人材である。
長い目でみれば、生産性上昇は技術導入と設備
投資である。中小企業にとって投資ニーズは潜在
的には大きいと考えられるが、具体的に優先順位を
つけて投資計画を組むのは簡単ではない。現在、中
小企業にとって、設備投資の不足感は結構強まって
いる。ＩＴなど情報インフラ、旧式化した機器のリ
ニューアルなどが挙げられる。技術についても、まだ
実用化には距離感があるものの第四次産業革命と
してＡＩやＧＰＳ活用、ＡＲ・ＶＲ技術などが目白押しと
なっている。これらは、従来に比べて格安のコストで
利用できる点が、中小企業にとってのチャンスであ
ろう。
若い経営者は、現在だけではなく、未来のビジネ
ス・チャンスに照準を合わせて、何が大化けするの
かを検討しておいた方が良い。その成功事例は、日
本国内というよりも、海外で起こって、あっという間
に上陸してくるだろう。2020年の東京五輪でもっと
グローバル化が広がれば、海外のブームは駆け足
で日本にもやって来る。
2017年こそは、その先の未来を見据えて、次に
何がチャンスになるか、次の次のブームは何か。そし
て、未来の後継者、社内のリーダーを頭に置いて、
一歩一歩、地道な備えをしていかなくてはいけない。
2017年は、未来につながる意義のある年にしたい。

●図表3： 完全失業率の推移脱出口は賃上げにあり

中小企業の成長に向けて
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調査

Research

○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーはおおむね横ばいで推移したもの
の、百貨店が大きく落ち込み、2015年4～6月期、
同7～9月期と、2期連続で前年を下回った。

2016年7～9月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率＋1.3％と、3四半期連続でプラス成長を記
録した。景気は、このところ弱さもみられるものの、
緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産には持ち直しの動きが

みられ、雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人
消費は総じてみれば底堅い動きになっている。住宅
投資はこのところ横ばいで、設備投資は持ち直しの
動きに足踏みがみられるものの、公共投資は底堅
い動きとなっている。

埼玉県内の生産は、足元では持ち直している。雇
用・所得環境が改善するなかでも、天候不順の影響
などもあり、個人消費はおおむね横ばいで推移して
いる。設備投資は前年実績を下回り、公共投資もや
や弱い動きになっているが、住宅投資は貸家や分
譲を中心に好調に推移している。
埼玉県の景気は、一部に弱さがみられるものの、
緩やかに持ち直している。

a

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年4
～6月期に一旦落ち込んだものの、同7～9月期には、
同1～3月期を上回る水準まで回復した。県内の生
産は、足元では持ち直している。
業種別にみると、輸送工業は2016年4～6月期に
乗用車の生産が一服したが、同7～9月期には再び
持ち直した。このところ安定的に推移してきた化学
工業も、同4～6月期に一旦落ち込んだものの、その
後は、化粧品を中心に生産が回復している。比較的
堅調だった食料品工業については、春先以降、緩や
かに減速している。
〈先行き〉　先行きについても、県内の生産は持ち
直しを続けるとみられるものの、そのテンポは引き
続き緩やかなものにとどまろう。

全国の景気動向

埼玉県経済の主要項目の現状と先行き

埼玉県経済の現状

〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続くことで、消
費者マインドも徐々に好転しよう。先行きの個人消
費は、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2016年
4～6月期に続いて、同7～9月期についても前年を
大幅に上回った。2015年1月の相続税改正を契機
に、貸家が高い伸びを続け、住宅ローン金利の低下
等を背景に分譲も増加するなど、住宅投資は好調
に推移している。

○公共投資
〈現状〉　2015年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.1％と、5年ぶりに前年を下回った。
2016年度上期についても、請負件数は前年比＋
1.0％とほぼ前年並みを維持したものの、請負金額
では、同▲3.9％と前年を下回っている。
発注者別では、都道府県（前年比＋30.5％）と独
立行政法人等（同＋15.2％）は前年より増加したも
のの、国（同▲55.4％）、市町村（同▲17.4％）、地
方公社（同▲73.1％）が減少している。2016年4月
～11月の累計の請負金額でみても、同▲5.3％と前
年を下回っており、足元の公共投資は、やや弱い動
きになっている。
〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の予算額合計は、ほぼ前
年並みを維持しており、先行きの公共投資は、徐々

直したものの、足元は一進一退で推移している。

埼玉県経済の現状と先行き
景気は引き続き緩やかに持ち直し

本稿では、全国の景気動向を踏まえ、埼玉県経済
の現状を概観するとともに、先行き（約半年後）の
景気動向について展望する

●鉱工業生産指数の推移

●埼玉県経済の現状

景気全般

生産

雇用・所得

個人消費

住宅投資

設備投資
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（注）矢印の向きは、現在の状況（上向き・横ばい・下向き）を示す

景気は一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直し

生産は足元では持ち直している

雇用・所得環境は改善している

個人消費はおおむね横ばいで推移している

住宅投資は好調に推移している

設備投資は前年実績を下回っている

公共投資はやや弱い動きになっている

現状の景気判断 方向

資料：経済産業省、埼玉県「鉱工業指数」
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●埼玉県の百貨店・スーパー販売額の推移

資料：関東経済産業局「管内百貨店・スーパー販売の動向」
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●埼玉県内企業のボーナス支給総額の推移

資料：当財団「埼玉県内企業のボーナス支給状況調査」
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○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2016年10月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.10倍に達した。全国
の有効求人倍率1.40倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.30倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2015年冬のボー
ナス支給総額が、前年比＋2.5％と前年を上回った
のに続き、2016年夏のボーナス支給総額も、同＋
3.0％と2年ぶりにプラスとなった。県内の所得環境
は、小幅ながら改善している。
〈先行き〉　当財団の埼玉県内雇用動向調査によ
ると、自社の雇用人員が「不足」と回答した県内企
業の割合は、2016年に41.9％となり、1992年以降
では最も高くなった。県内企業の雇用の不足感は高
まっており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回り、これまで堅調だったドラッグストアがやや減
速しているものの、コンビニエンスストアは、引き続
き前年を上回っている。
また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2015年4～6月期以降は、前年並み程度で推移し
ていたが、足元ではやや上向いている。
雇用・所得環境が改善を続けるなかでも、天候不
順の影響などもあり、個人消費はおおむね横ばいで
推移している。

〈先行き〉　足元の貸家の伸びは、需要の増加を背
景としたものではないことから、今後のアパートの空
室率の動向等によっては、次第に鎮静化に向かう可
能性がある。しかし、住宅ローン金利が当面低い水
準で推移するとみられることなどから、総じてみれば
住宅投資は引き続き堅調に推移しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度上期の設備投
資計画額（実績）は前年比▲11.9％となり、県内の
設備投資は前年実績を下回った。非製造業は同＋
5.4％と前年を上回ったものの、過去のものづくり補
助金による押し上げ効果の反動もあって、製造業が
同▲26.7％と前年を大幅に下回った。
〈先行き〉　一方、同じ法人企業景気予測調査によ
ると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投資
計画額（見込み）は、前年比＋15.4％と前年を上回
る見通しになっている。非製造業が同＋21.5％と大
幅なプラスを見込んでいることに加え、製造業につ
いても、2016年6月に2015年度補正予算に伴う、
新たなものづくり補助金の採択企業が決定された
こともあって、同＋6.8％と上期のマイナスからプラ
スに転じる見通しとなっている。このため、2016年
度通期でみても、埼玉県の設備投資は、同＋3.4％
と前年を上回る見込みである。
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また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査では、2016年冬のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（25.2％）は、「減
少する」とした企業の割合（11.2％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながらも改善を
続ける可能性が高い。

この相続税改正では、遺産に関わる基礎控除額
が引き下げられ、課税対象が広げられる一方、最高
税率は引き上げられた。地価の高い地域を中心に、
税負担が重くなることを避けるため、保有する土地
にアパートなどの貸家を建築し、土地の相続税評価
額を引き下げようとする動きがみられる。
また、分譲については、比較的堅調だった戸建に
加え、2016年の年明け以降はマンションの着工も
徐々に持ち直しており、前年を大きく上回って推移し
ている。ただし、不動産経済研究所が発表している
埼玉県のマンション発売戸数は、2016年1～3月期、
同4～6月期とも、発売戸数が落ち込んだ前年とほぼ
同じ水準にとどまり、同7～9月期には前年を13.6％
下回るなど、足元の売上が鈍っている。持家は消費
税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動で2014
年度に大幅に落ち込んだ後、2015年度にやや持ち

に持ち直しに向かうとみられる。ただし、国の工事発
注の動きが鈍いこともあり、公共投資全体では前年
を若干下回って推移しよう。

先行きについても、県内の生産は持ち直しを続け
るとみられるものの、そのテンポは引き続き緩やか
なものにとどまろう。
県内企業の雇用の不足感が続いていることなど

から、雇用・所得環境は今後も改善を続けるとみられ、
消費者マインドも徐々に好転しよう。個人消費は、緩
やかに持ち直していくとみられる。住宅投資につい
ては、住宅ローン金利が当面低い水準で推移すると
みられることなどから、引き続き堅調に推移しよう。
設備投資についても、非製造業が大幅なプラスを見
込むことに加え、製造業もプラスに転じることから、
全体でも前年を上回る見込みである。公共投資は、
前年を若干下回って推移しよう。
先行きの埼玉県経済は、堅調に推移する住宅投
資に加え、設備投資が前年を上回り、個人消費も
徐々に上向いていくことなどから、引き続き緩やかに
持ち直していくとみられる。
ただし、英国のＥＵ離脱の動きが本格化すること
や、米国の新大統領誕生に伴って、その経済政策が
変更される可能性があることなどから、海外経済の
動向には充分留意していく必要がある。（井上博夫）
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調査

Research

○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーはおおむね横ばいで推移したもの
の、百貨店が大きく落ち込み、2015年4～6月期、
同7～9月期と、2期連続で前年を下回った。

2016年7～9月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率＋1.3％と、3四半期連続でプラス成長を記
録した。景気は、このところ弱さもみられるものの、
緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産には持ち直しの動きが

みられ、雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人
消費は総じてみれば底堅い動きになっている。住宅
投資はこのところ横ばいで、設備投資は持ち直しの
動きに足踏みがみられるものの、公共投資は底堅
い動きとなっている。

埼玉県内の生産は、足元では持ち直している。雇
用・所得環境が改善するなかでも、天候不順の影響
などもあり、個人消費はおおむね横ばいで推移して
いる。設備投資は前年実績を下回り、公共投資もや
や弱い動きになっているが、住宅投資は貸家や分
譲を中心に好調に推移している。
埼玉県の景気は、一部に弱さがみられるものの、
緩やかに持ち直している。

a

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年4
～6月期に一旦落ち込んだものの、同7～9月期には、
同1～3月期を上回る水準まで回復した。県内の生
産は、足元では持ち直している。
業種別にみると、輸送工業は2016年4～6月期に
乗用車の生産が一服したが、同7～9月期には再び
持ち直した。このところ安定的に推移してきた化学
工業も、同4～6月期に一旦落ち込んだものの、その
後は、化粧品を中心に生産が回復している。比較的
堅調だった食料品工業については、春先以降、緩や
かに減速している。
〈先行き〉　先行きについても、県内の生産は持ち
直しを続けるとみられるものの、そのテンポは引き
続き緩やかなものにとどまろう。

全国の景気動向

埼玉県経済の主要項目の現状と先行き

埼玉県経済の現状

〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続くことで、消
費者マインドも徐々に好転しよう。先行きの個人消
費は、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2016年
4～6月期に続いて、同7～9月期についても前年を
大幅に上回った。2015年1月の相続税改正を契機
に、貸家が高い伸びを続け、住宅ローン金利の低下
等を背景に分譲も増加するなど、住宅投資は好調
に推移している。

○公共投資
〈現状〉　2015年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.1％と、5年ぶりに前年を下回った。
2016年度上期についても、請負件数は前年比＋
1.0％とほぼ前年並みを維持したものの、請負金額
では、同▲3.9％と前年を下回っている。
発注者別では、都道府県（前年比＋30.5％）と独
立行政法人等（同＋15.2％）は前年より増加したも
のの、国（同▲55.4％）、市町村（同▲17.4％）、地
方公社（同▲73.1％）が減少している。2016年4月
～11月の累計の請負金額でみても、同▲5.3％と前
年を下回っており、足元の公共投資は、やや弱い動
きになっている。
〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の予算額合計は、ほぼ前
年並みを維持しており、先行きの公共投資は、徐々

直したものの、足元は一進一退で推移している。

埼玉県経済の現状と先行き
景気は引き続き緩やかに持ち直し

本稿では、全国の景気動向を踏まえ、埼玉県経済
の現状を概観するとともに、先行き（約半年後）の
景気動向について展望する

●鉱工業生産指数の推移

●埼玉県経済の現状
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●埼玉県の百貨店・スーパー販売額の推移

資料：関東経済産業局「管内百貨店・スーパー販売の動向」
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●埼玉県内企業のボーナス支給総額の推移

資料：当財団「埼玉県内企業のボーナス支給状況調査」
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○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2016年10月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.10倍に達した。全国
の有効求人倍率1.40倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.30倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2015年冬のボー
ナス支給総額が、前年比＋2.5％と前年を上回った
のに続き、2016年夏のボーナス支給総額も、同＋
3.0％と2年ぶりにプラスとなった。県内の所得環境
は、小幅ながら改善している。
〈先行き〉　当財団の埼玉県内雇用動向調査によ
ると、自社の雇用人員が「不足」と回答した県内企
業の割合は、2016年に41.9％となり、1992年以降
では最も高くなった。県内企業の雇用の不足感は高
まっており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回り、これまで堅調だったドラッグストアがやや減
速しているものの、コンビニエンスストアは、引き続
き前年を上回っている。
また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2015年4～6月期以降は、前年並み程度で推移し
ていたが、足元ではやや上向いている。
雇用・所得環境が改善を続けるなかでも、天候不
順の影響などもあり、個人消費はおおむね横ばいで
推移している。

〈先行き〉　足元の貸家の伸びは、需要の増加を背
景としたものではないことから、今後のアパートの空
室率の動向等によっては、次第に鎮静化に向かう可
能性がある。しかし、住宅ローン金利が当面低い水
準で推移するとみられることなどから、総じてみれば
住宅投資は引き続き堅調に推移しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度上期の設備投
資計画額（実績）は前年比▲11.9％となり、県内の
設備投資は前年実績を下回った。非製造業は同＋
5.4％と前年を上回ったものの、過去のものづくり補
助金による押し上げ効果の反動もあって、製造業が
同▲26.7％と前年を大幅に下回った。
〈先行き〉　一方、同じ法人企業景気予測調査によ
ると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投資
計画額（見込み）は、前年比＋15.4％と前年を上回
る見通しになっている。非製造業が同＋21.5％と大
幅なプラスを見込んでいることに加え、製造業につ
いても、2016年6月に2015年度補正予算に伴う、
新たなものづくり補助金の採択企業が決定された
こともあって、同＋6.8％と上期のマイナスからプラ
スに転じる見通しとなっている。このため、2016年
度通期でみても、埼玉県の設備投資は、同＋3.4％
と前年を上回る見込みである。
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●埼玉県の乗用車新車販売台数（除く軽自動車）の推移

資料：日本自動車販売協会連合会「新車・月別販売台数（登録車）」
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また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査では、2016年冬のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（25.2％）は、「減
少する」とした企業の割合（11.2％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながらも改善を
続ける可能性が高い。

この相続税改正では、遺産に関わる基礎控除額
が引き下げられ、課税対象が広げられる一方、最高
税率は引き上げられた。地価の高い地域を中心に、
税負担が重くなることを避けるため、保有する土地
にアパートなどの貸家を建築し、土地の相続税評価
額を引き下げようとする動きがみられる。
また、分譲については、比較的堅調だった戸建に
加え、2016年の年明け以降はマンションの着工も
徐々に持ち直しており、前年を大きく上回って推移し
ている。ただし、不動産経済研究所が発表している
埼玉県のマンション発売戸数は、2016年1～3月期、
同4～6月期とも、発売戸数が落ち込んだ前年とほぼ
同じ水準にとどまり、同7～9月期には前年を13.6％
下回るなど、足元の売上が鈍っている。持家は消費
税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動で2014
年度に大幅に落ち込んだ後、2015年度にやや持ち

に持ち直しに向かうとみられる。ただし、国の工事発
注の動きが鈍いこともあり、公共投資全体では前年
を若干下回って推移しよう。

先行きについても、県内の生産は持ち直しを続け
るとみられるものの、そのテンポは引き続き緩やか
なものにとどまろう。
県内企業の雇用の不足感が続いていることなど

から、雇用・所得環境は今後も改善を続けるとみられ、
消費者マインドも徐々に好転しよう。個人消費は、緩
やかに持ち直していくとみられる。住宅投資につい
ては、住宅ローン金利が当面低い水準で推移すると
みられることなどから、引き続き堅調に推移しよう。
設備投資についても、非製造業が大幅なプラスを見
込むことに加え、製造業もプラスに転じることから、
全体でも前年を上回る見込みである。公共投資は、
前年を若干下回って推移しよう。
先行きの埼玉県経済は、堅調に推移する住宅投
資に加え、設備投資が前年を上回り、個人消費も
徐々に上向いていくことなどから、引き続き緩やかに
持ち直していくとみられる。
ただし、英国のＥＵ離脱の動きが本格化すること
や、米国の新大統領誕生に伴って、その経済政策が
変更される可能性があることなどから、海外経済の
動向には充分留意していく必要がある。（井上博夫）
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Research

○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーはおおむね横ばいで推移したもの
の、百貨店が大きく落ち込み、2015年4～6月期、
同7～9月期と、2期連続で前年を下回った。

2016年7～9月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率＋1.3％と、3四半期連続でプラス成長を記
録した。景気は、このところ弱さもみられるものの、
緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産には持ち直しの動きが

みられ、雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人
消費は総じてみれば底堅い動きになっている。住宅
投資はこのところ横ばいで、設備投資は持ち直しの
動きに足踏みがみられるものの、公共投資は底堅
い動きとなっている。

埼玉県内の生産は、足元では持ち直している。雇
用・所得環境が改善するなかでも、天候不順の影響
などもあり、個人消費はおおむね横ばいで推移して
いる。設備投資は前年実績を下回り、公共投資もや
や弱い動きになっているが、住宅投資は貸家や分
譲を中心に好調に推移している。
埼玉県の景気は、一部に弱さがみられるものの、
緩やかに持ち直している。

a

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年4
～6月期に一旦落ち込んだものの、同7～9月期には、
同1～3月期を上回る水準まで回復した。県内の生
産は、足元では持ち直している。
業種別にみると、輸送工業は2016年4～6月期に
乗用車の生産が一服したが、同7～9月期には再び
持ち直した。このところ安定的に推移してきた化学
工業も、同4～6月期に一旦落ち込んだものの、その
後は、化粧品を中心に生産が回復している。比較的
堅調だった食料品工業については、春先以降、緩や
かに減速している。
〈先行き〉　先行きについても、県内の生産は持ち
直しを続けるとみられるものの、そのテンポは引き
続き緩やかなものにとどまろう。

〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続くことで、消
費者マインドも徐々に好転しよう。先行きの個人消
費は、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2016年
4～6月期に続いて、同7～9月期についても前年を
大幅に上回った。2015年1月の相続税改正を契機
に、貸家が高い伸びを続け、住宅ローン金利の低下
等を背景に分譲も増加するなど、住宅投資は好調
に推移している。

○公共投資
〈現状〉　2015年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.1％と、5年ぶりに前年を下回った。
2016年度上期についても、請負件数は前年比＋
1.0％とほぼ前年並みを維持したものの、請負金額
では、同▲3.9％と前年を下回っている。
発注者別では、都道府県（前年比＋30.5％）と独
立行政法人等（同＋15.2％）は前年より増加したも
のの、国（同▲55.4％）、市町村（同▲17.4％）、地
方公社（同▲73.1％）が減少している。2016年4月
～11月の累計の請負金額でみても、同▲5.3％と前
年を下回っており、足元の公共投資は、やや弱い動
きになっている。
〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の予算額合計は、ほぼ前
年並みを維持しており、先行きの公共投資は、徐々

直したものの、足元は一進一退で推移している。

埼玉県経済の先行き
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●埼玉県の公共工事請負金額（年度累計）の推移

資料：東日本建設業保証「工事場所別発注者別保証取扱高」
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○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2016年10月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.10倍に達した。全国
の有効求人倍率1.40倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.30倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2015年冬のボー
ナス支給総額が、前年比＋2.5％と前年を上回った
のに続き、2016年夏のボーナス支給総額も、同＋
3.0％と2年ぶりにプラスとなった。県内の所得環境
は、小幅ながら改善している。
〈先行き〉　当財団の埼玉県内雇用動向調査によ
ると、自社の雇用人員が「不足」と回答した県内企
業の割合は、2016年に41.9％となり、1992年以降
では最も高くなった。県内企業の雇用の不足感は高
まっており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回り、これまで堅調だったドラッグストアがやや減
速しているものの、コンビニエンスストアは、引き続
き前年を上回っている。
また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2015年4～6月期以降は、前年並み程度で推移し
ていたが、足元ではやや上向いている。
雇用・所得環境が改善を続けるなかでも、天候不
順の影響などもあり、個人消費はおおむね横ばいで
推移している。

〈先行き〉　足元の貸家の伸びは、需要の増加を背
景としたものではないことから、今後のアパートの空
室率の動向等によっては、次第に鎮静化に向かう可
能性がある。しかし、住宅ローン金利が当面低い水
準で推移するとみられることなどから、総じてみれば
住宅投資は引き続き堅調に推移しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度上期の設備投
資計画額（実績）は前年比▲11.9％となり、県内の
設備投資は前年実績を下回った。非製造業は同＋
5.4％と前年を上回ったものの、過去のものづくり補
助金による押し上げ効果の反動もあって、製造業が
同▲26.7％と前年を大幅に下回った。
〈先行き〉　一方、同じ法人企業景気予測調査によ
ると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投資
計画額（見込み）は、前年比＋15.4％と前年を上回
る見通しになっている。非製造業が同＋21.5％と大
幅なプラスを見込んでいることに加え、製造業につ
いても、2016年6月に2015年度補正予算に伴う、
新たなものづくり補助金の採択企業が決定された
こともあって、同＋6.8％と上期のマイナスからプラ
スに転じる見通しとなっている。このため、2016年
度通期でみても、埼玉県の設備投資は、同＋3.4％
と前年を上回る見込みである。
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●埼玉県のマンション発売戸数の推移

資料：不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」
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●埼玉県内企業の設備投資計画額

資料：関東財務局「法人企業景気予測調査」
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また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査では、2016年冬のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（25.2％）は、「減
少する」とした企業の割合（11.2％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながらも改善を
続ける可能性が高い。

この相続税改正では、遺産に関わる基礎控除額
が引き下げられ、課税対象が広げられる一方、最高
税率は引き上げられた。地価の高い地域を中心に、
税負担が重くなることを避けるため、保有する土地
にアパートなどの貸家を建築し、土地の相続税評価
額を引き下げようとする動きがみられる。
また、分譲については、比較的堅調だった戸建に
加え、2016年の年明け以降はマンションの着工も
徐々に持ち直しており、前年を大きく上回って推移し
ている。ただし、不動産経済研究所が発表している
埼玉県のマンション発売戸数は、2016年1～3月期、
同4～6月期とも、発売戸数が落ち込んだ前年とほぼ
同じ水準にとどまり、同7～9月期には前年を13.6％
下回るなど、足元の売上が鈍っている。持家は消費
税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動で2014
年度に大幅に落ち込んだ後、2015年度にやや持ち

に持ち直しに向かうとみられる。ただし、国の工事発
注の動きが鈍いこともあり、公共投資全体では前年
を若干下回って推移しよう。

先行きについても、県内の生産は持ち直しを続け
るとみられるものの、そのテンポは引き続き緩やか
なものにとどまろう。
県内企業の雇用の不足感が続いていることなど

から、雇用・所得環境は今後も改善を続けるとみられ、
消費者マインドも徐々に好転しよう。個人消費は、緩
やかに持ち直していくとみられる。住宅投資につい
ては、住宅ローン金利が当面低い水準で推移すると
みられることなどから、引き続き堅調に推移しよう。
設備投資についても、非製造業が大幅なプラスを見
込むことに加え、製造業もプラスに転じることから、
全体でも前年を上回る見込みである。公共投資は、
前年を若干下回って推移しよう。
先行きの埼玉県経済は、堅調に推移する住宅投
資に加え、設備投資が前年を上回り、個人消費も
徐々に上向いていくことなどから、引き続き緩やかに
持ち直していくとみられる。
ただし、英国のＥＵ離脱の動きが本格化すること
や、米国の新大統領誕生に伴って、その経済政策が
変更される可能性があることなどから、海外経済の
動向には充分留意していく必要がある。（井上博夫）
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Research

○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、スーパーはおおむね横ばいで推移したもの
の、百貨店が大きく落ち込み、2015年4～6月期、
同7～9月期と、2期連続で前年を下回った。

2016年7～9月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率＋1.3％と、3四半期連続でプラス成長を記
録した。景気は、このところ弱さもみられるものの、
緩やかな回復基調が続いている。
内訳をみると、足元の生産には持ち直しの動きが

みられ、雇用・所得環境の改善が続くなかで、個人
消費は総じてみれば底堅い動きになっている。住宅
投資はこのところ横ばいで、設備投資は持ち直しの
動きに足踏みがみられるものの、公共投資は底堅
い動きとなっている。

埼玉県内の生産は、足元では持ち直している。雇
用・所得環境が改善するなかでも、天候不順の影響
などもあり、個人消費はおおむね横ばいで推移して
いる。設備投資は前年実績を下回り、公共投資もや
や弱い動きになっているが、住宅投資は貸家や分
譲を中心に好調に推移している。
埼玉県の景気は、一部に弱さがみられるものの、
緩やかに持ち直している。

a

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、2016年4
～6月期に一旦落ち込んだものの、同7～9月期には、
同1～3月期を上回る水準まで回復した。県内の生
産は、足元では持ち直している。
業種別にみると、輸送工業は2016年4～6月期に
乗用車の生産が一服したが、同7～9月期には再び
持ち直した。このところ安定的に推移してきた化学
工業も、同4～6月期に一旦落ち込んだものの、その
後は、化粧品を中心に生産が回復している。比較的
堅調だった食料品工業については、春先以降、緩や
かに減速している。
〈先行き〉　先行きについても、県内の生産は持ち
直しを続けるとみられるものの、そのテンポは引き
続き緩やかなものにとどまろう。

〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続くことで、消
費者マインドも徐々に好転しよう。先行きの個人消
費は、緩やかに持ち直していくとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2016年
4～6月期に続いて、同7～9月期についても前年を
大幅に上回った。2015年1月の相続税改正を契機
に、貸家が高い伸びを続け、住宅ローン金利の低下
等を背景に分譲も増加するなど、住宅投資は好調
に推移している。

○公共投資
〈現状〉　2015年度の埼玉県の公共工事請負金
額は、前年比▲2.1％と、5年ぶりに前年を下回った。
2016年度上期についても、請負件数は前年比＋
1.0％とほぼ前年並みを維持したものの、請負金額
では、同▲3.9％と前年を下回っている。
発注者別では、都道府県（前年比＋30.5％）と独
立行政法人等（同＋15.2％）は前年より増加したも
のの、国（同▲55.4％）、市町村（同▲17.4％）、地
方公社（同▲73.1％）が減少している。2016年4月
～11月の累計の請負金額でみても、同▲5.3％と前
年を下回っており、足元の公共投資は、やや弱い動
きになっている。
〈先行き〉　埼玉県および県内市町村の2016年度
投資的経費と建設改良費の予算額合計は、ほぼ前
年並みを維持しており、先行きの公共投資は、徐々

直したものの、足元は一進一退で推移している。

埼玉県経済の先行き

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

●埼玉県の公共工事請負金額（年度累計）の推移

資料：東日本建設業保証「工事場所別発注者別保証取扱高」

（前年比、％）
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○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2016年10月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.10倍に達した。全国
の有効求人倍率1.40倍と比べると、その水準は低
いものの、県外での受理分を含めた、埼玉県内を就
業地とする求人数で算出した就業地別有効求人倍
率（季節調整値）は1.30倍に達しており、県内の雇
用情勢は着実に改善している。

また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2015年冬のボー
ナス支給総額が、前年比＋2.5％と前年を上回った
のに続き、2016年夏のボーナス支給総額も、同＋
3.0％と2年ぶりにプラスとなった。県内の所得環境
は、小幅ながら改善している。
〈先行き〉　当財団の埼玉県内雇用動向調査によ
ると、自社の雇用人員が「不足」と回答した県内企
業の割合は、2016年に41.9％となり、1992年以降
では最も高くなった。県内企業の雇用の不足感は高
まっており、雇用情勢は今後も改善を続けよう。

一方、足元のホームセンターの販売額は前年を
下回り、これまで堅調だったドラッグストアがやや減
速しているものの、コンビニエンスストアは、引き続
き前年を上回っている。
また、乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、
2015年4～6月期以降は、前年並み程度で推移し
ていたが、足元ではやや上向いている。
雇用・所得環境が改善を続けるなかでも、天候不
順の影響などもあり、個人消費はおおむね横ばいで
推移している。

〈先行き〉　足元の貸家の伸びは、需要の増加を背
景としたものではないことから、今後のアパートの空
室率の動向等によっては、次第に鎮静化に向かう可
能性がある。しかし、住宅ローン金利が当面低い水
準で推移するとみられることなどから、総じてみれば
住宅投資は引き続き堅調に推移しよう。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2016年度上期の設備投
資計画額（実績）は前年比▲11.9％となり、県内の
設備投資は前年実績を下回った。非製造業は同＋
5.4％と前年を上回ったものの、過去のものづくり補
助金による押し上げ効果の反動もあって、製造業が
同▲26.7％と前年を大幅に下回った。
〈先行き〉　一方、同じ法人企業景気予測調査によ
ると、埼玉県内企業の2016年度下期の設備投資
計画額（見込み）は、前年比＋15.4％と前年を上回
る見通しになっている。非製造業が同＋21.5％と大
幅なプラスを見込んでいることに加え、製造業につ
いても、2016年6月に2015年度補正予算に伴う、
新たなものづくり補助金の採択企業が決定された
こともあって、同＋6.8％と上期のマイナスからプラ
スに転じる見通しとなっている。このため、2016年
度通期でみても、埼玉県の設備投資は、同＋3.4％
と前年を上回る見込みである。

●埼玉県経済の先行き
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設備投資は前年を上回る見込み
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●埼玉県の新設住宅着工戸数の推移

資料：国土交通省「住宅着工統計」
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●埼玉県のマンション発売戸数の推移

資料：不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」

（戸） （%）

前年比
発売戸数

（年・四半期）

0

500

1,000

1,500

2,000

全産業 製造業 非製造業

-30

-20

-10

0

10

20

30

●埼玉県内企業の設備投資計画額

資料：関東財務局「法人企業景気予測調査」

（前年比、％）

2016年度上期（実績） 2016年度通期（見込み）2016年度下期（見込み）

5.4

21.5

▲10.1

3.4

▲11.9

15.4

6.8

▲26.7

15.4

また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査では、2016年冬のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（25.2％）は、「減
少する」とした企業の割合（11.2％）を上回っている。
県内の所得環境についても、小幅ながらも改善を
続ける可能性が高い。

この相続税改正では、遺産に関わる基礎控除額
が引き下げられ、課税対象が広げられる一方、最高
税率は引き上げられた。地価の高い地域を中心に、
税負担が重くなることを避けるため、保有する土地
にアパートなどの貸家を建築し、土地の相続税評価
額を引き下げようとする動きがみられる。
また、分譲については、比較的堅調だった戸建に
加え、2016年の年明け以降はマンションの着工も
徐々に持ち直しており、前年を大きく上回って推移し
ている。ただし、不動産経済研究所が発表している
埼玉県のマンション発売戸数は、2016年1～3月期、
同4～6月期とも、発売戸数が落ち込んだ前年とほぼ
同じ水準にとどまり、同7～9月期には前年を13.6％
下回るなど、足元の売上が鈍っている。持家は消費
税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動で2014
年度に大幅に落ち込んだ後、2015年度にやや持ち

に持ち直しに向かうとみられる。ただし、国の工事発
注の動きが鈍いこともあり、公共投資全体では前年
を若干下回って推移しよう。

先行きについても、県内の生産は持ち直しを続け
るとみられるものの、そのテンポは引き続き緩やか
なものにとどまろう。
県内企業の雇用の不足感が続いていることなど

から、雇用・所得環境は今後も改善を続けるとみられ、
消費者マインドも徐々に好転しよう。個人消費は、緩
やかに持ち直していくとみられる。住宅投資につい
ては、住宅ローン金利が当面低い水準で推移すると
みられることなどから、引き続き堅調に推移しよう。
設備投資についても、非製造業が大幅なプラスを見
込むことに加え、製造業もプラスに転じることから、
全体でも前年を上回る見込みである。公共投資は、
前年を若干下回って推移しよう。
先行きの埼玉県経済は、堅調に推移する住宅投
資に加え、設備投資が前年を上回り、個人消費も
徐々に上向いていくことなどから、引き続き緩やかに
持ち直していくとみられる。
ただし、英国のＥＵ離脱の動きが本格化すること
や、米国の新大統領誕生に伴って、その経済政策が
変更される可能性があることなどから、海外経済の
動向には充分留意していく必要がある。（井上博夫）
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アンケート調査

緊急事態発生時の対応について
近年、地震や台風などの自然災害や、テロ、システム
障害など、企業経営に影響を及ぼす緊急事態発生時の
対応が重要となっている。災害等に対する防災準備や、
緊急事態発生時の事業継続のための計画：ＢＣＰ
（Business Continuity Plan）の策定状況について
県内企業へのアンケート調査を実施した。

業務を行う上で意識している災害等
業務を行う上で意識している災害等をたずねたとこ

ろ（複数回答）、「地震」が95.1％と最も多く、次いで「台
風・水害」82.5％、「大雪」46.6％、「大規模火災・爆
発」23.9％、「伝染病」9.0％、「テロ・暴動」5.6％となっ
た。近年、大きな地震や水害の発生が多いこともあって、
多くの企業で地震など自然災害を意識している。一方、
「大規模火災・爆発」や「伝染病」、「テロ・暴動」など自
然災害以外を意識している企業は比較的少なかった。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに、「地震」が
最も多かった。また、「台風・水害」、「大雪」が、非製造
業で製造業に比べ多く、「大規模火災・爆発」が、製造
業で非製造業に比べ多かった。

災害等を想定して行っている取り組み
災害等を想定して行っている取り組みとしては（複数

回答）、「安否確認・社内連絡手段の整備」が最も多く
70.0％、次いで「緊急時の社内体制・役割分担の整
備」68.8％、「情報システム・データのバックアップ」
68.1％、「緊急時対応のための訓練」39.2％、「建物・

設備等の耐震・固定化」37.3％、「取引先との連携・協
力体制の構築」30.4％、「仕入先・販売先の分散」
15.6％となった。
業種別にみると、製造業では「安否確認・社内連絡手
段の整備」が、非製造業では「緊急時の社内体制・役割
分担の整備」が最も多かった。

災害等への対応を実施する際の課題
災害等への対応を実施する際の課題については（複
数回答）、「従業員への取り組みの浸透」が最も多く
80.2％、次いで「時間・人員の確保」45.8％、「経営層
の重要性の認識」38.2％、「取引先との協力関係」
37.8％、「費用負担」29.8％、「公的機関との関係」
14.5％となった。
業種別にみると、製造業、非製造業とも「従業員への
取り組みの浸透」が最も多い。また、「時間・人員の確
保」が、非製造業で製造業に比べ多く、「取引先との協
力関係」が、製造業で非製造業に比べ多かった。

働きかけ」24.6％、「業界団体からの要請・働きかけ」
21.0％、「親会社・関連会社からの要請・働きかけ」
16.7％、「同業他社が策定している」15.9％、「行政か
らの要請・働きかけ」12.3％となった。
業種別にみると、製造業では「首都直下型地震等今
後の災害の懸念」が、非製造業では「これまでの地震
や水害などの災害発生」が最も多かった。

ＢＣＰを策定しない理由
ＢＣＰを策定しない理由としては（複数回答）、「策定
するノウハウ・スキルが不足している」が最も多く59.3％、
次いで「策定に必要な情報が不足している」46.9％、
「策定する人的余裕がない」43.4％、「事業内容から必
要性が小さい」32.7％、「策定に必要な費用の確保が
難しい」19.5％、「策定の効果が期待できない」16.8％
となった。
業種別にみると、製造業では「策定する人的余裕が

ない」が、非製造業では「策定するノウハウ・スキルが不
足している」が最も多かった。
ノウハウや情報が不足しているとする企業が多く、現
状、行政等による支援も行われているが、さらなるノウ
ハウや情報の提供、支援等が必要と考えられる。

（吉嶺暢嗣）

緊急事態発生時の事業継続のための計画： 
ＢＣＰの策定状況
緊急事態発生時の事業継続のための計画：ＢＣＰ

（Business Continuity Plan）の策定状況については、
「策定している」18.2％、「策定中である」8.7％、「策定
を検討中である」25.8％、「策定の予定はない」28.4％、
「ＢＣＰを知らなかった」18.9％となった。「策定してい
る」と「策定中である」を合わせると26.9％の企業で
BCPをすでに策定または策定中である。
業種別にみると、「策定している」は大きな差がみら

れない。また、「策定を検討中である」が、製造業で非製
造業に比べ多く、「ＢＣＰを知らなかった」が、非製造業
で製造業に比べ多かった。

ＢＣＰを策定、または検討したきっかけ
ＢＣＰを策定、または検討したきっかけとしては（複数
回答）、「これまでの地震や水害などの災害発生」が最
も多く67.4％、次いで「首都直下型地震等今後の災害
の懸念」55.8％、「取引先や取引金融機関からの要請・

2016年10月中旬実施。対象企業数982社、
回答企業数268社、回答率27.3％。

●業務を行う上で意識している災害等

地震

台風・水害
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大規模火災・爆発

伝染病

テロ・暴動

95.1
82.5
46.6
23.9
9.0
5.6

96.0
74.0
37.0
34.0
7.0
5.0

94.6
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全産業 製造業 非製造業
（％）

●災害等への対応を実施する際の課題

従業員への取り組みの浸透

時間・人員の確保

経営層の重要性の認識

取引先との協力関係

費用負担

公的機関との関係

80.2
45.8
38.2
37.8
29.8
14.5

82.8
33.3
42.4
44.4
30.3
13.1

78.5
53.4
35.6
33.7
29.4
15.3

全産業 製造業 非製造業
（％）

●BCPの策定状況

策定している

策定中である

策定を検討中である

策定の予定はない

BCPを知らなかった

18.2
8.7
25.8
28.4
18.9

18.4
11.2
32.7
25.5
12.2

18.1
7.2
21.7
30.1
22.9

全産業 製造業 非製造業
（％）

●BCPを策定、または検討したきっかけ

これまでの地震や水害などの災害発生

首都直下型地震等今後の災害の懸念

取引先や取引金融機関からの要請・働きかけ

業界団体からの要請・働きかけ

親会社・関連会社からの要請・働きかけ

同業他社が策定している

行政からの要請・働きかけ

67.4
55.8
24.6
21.0
16.7
15.9
12.3

55.0
58.3
40.0
25.0
23.3
18.3
10.0

76.9
53.8
12.8
17.9
11.5
14.1
14.1

全産業 製造業 非製造業
（％）

●BCPを策定しない理由 

策定するノウハウ・スキルが不足している

策定に必要な情報が不足している

策定する人的余裕がない

事業内容から必要性が小さい

策定に必要な費用の確保が難しい

策定の効果が期待できない

59.3
46.9
43.4
32.7
19.5
16.8

51.5
39.4
60.6
33.3
24.2
12.1

62.5
50.0
36.3
32.5
17.5
18.8

全産業 製造業 非製造業
（％）

●災害等を想定して行っている取り組み

安否確認・社内連絡手段の整備

緊急時の社内体制・役割分担の整備

情報システム・データのバックアップ

緊急時対応のための訓練

建物・設備等の耐震・固定化

取引先との連携・協力体制の構築

仕入先・販売先の分散

70.0
68.8
68.1
39.2
37.3
30.4
15.6

71.0
61.0
68.0
45.0
41.0
29.0
22.0

69.3
73.6
68.1
35.6
35.0
31.3
11.7

全産業 製造業 非製造業
（％）
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アンケート調査

緊急事態発生時の対応について
近年、地震や台風などの自然災害や、テロ、システム
障害など、企業経営に影響を及ぼす緊急事態発生時の
対応が重要となっている。災害等に対する防災準備や、
緊急事態発生時の事業継続のための計画：ＢＣＰ
（Business Continuity Plan）の策定状況について
県内企業へのアンケート調査を実施した。

業務を行う上で意識している災害等
業務を行う上で意識している災害等をたずねたとこ

ろ（複数回答）、「地震」が95.1％と最も多く、次いで「台
風・水害」82.5％、「大雪」46.6％、「大規模火災・爆
発」23.9％、「伝染病」9.0％、「テロ・暴動」5.6％となっ
た。近年、大きな地震や水害の発生が多いこともあって、
多くの企業で地震など自然災害を意識している。一方、
「大規模火災・爆発」や「伝染病」、「テロ・暴動」など自
然災害以外を意識している企業は比較的少なかった。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに、「地震」が
最も多かった。また、「台風・水害」、「大雪」が、非製造
業で製造業に比べ多く、「大規模火災・爆発」が、製造
業で非製造業に比べ多かった。

災害等を想定して行っている取り組み
災害等を想定して行っている取り組みとしては（複数

回答）、「安否確認・社内連絡手段の整備」が最も多く
70.0％、次いで「緊急時の社内体制・役割分担の整
備」68.8％、「情報システム・データのバックアップ」
68.1％、「緊急時対応のための訓練」39.2％、「建物・

設備等の耐震・固定化」37.3％、「取引先との連携・協
力体制の構築」30.4％、「仕入先・販売先の分散」
15.6％となった。
業種別にみると、製造業では「安否確認・社内連絡手
段の整備」が、非製造業では「緊急時の社内体制・役割
分担の整備」が最も多かった。

災害等への対応を実施する際の課題
災害等への対応を実施する際の課題については（複
数回答）、「従業員への取り組みの浸透」が最も多く
80.2％、次いで「時間・人員の確保」45.8％、「経営層
の重要性の認識」38.2％、「取引先との協力関係」
37.8％、「費用負担」29.8％、「公的機関との関係」
14.5％となった。
業種別にみると、製造業、非製造業とも「従業員への
取り組みの浸透」が最も多い。また、「時間・人員の確
保」が、非製造業で製造業に比べ多く、「取引先との協
力関係」が、製造業で非製造業に比べ多かった。

働きかけ」24.6％、「業界団体からの要請・働きかけ」
21.0％、「親会社・関連会社からの要請・働きかけ」
16.7％、「同業他社が策定している」15.9％、「行政か
らの要請・働きかけ」12.3％となった。
業種別にみると、製造業では「首都直下型地震等今
後の災害の懸念」が、非製造業では「これまでの地震
や水害などの災害発生」が最も多かった。

ＢＣＰを策定しない理由
ＢＣＰを策定しない理由としては（複数回答）、「策定
するノウハウ・スキルが不足している」が最も多く59.3％、
次いで「策定に必要な情報が不足している」46.9％、
「策定する人的余裕がない」43.4％、「事業内容から必
要性が小さい」32.7％、「策定に必要な費用の確保が
難しい」19.5％、「策定の効果が期待できない」16.8％
となった。
業種別にみると、製造業では「策定する人的余裕が

ない」が、非製造業では「策定するノウハウ・スキルが不
足している」が最も多かった。
ノウハウや情報が不足しているとする企業が多く、現
状、行政等による支援も行われているが、さらなるノウ
ハウや情報の提供、支援等が必要と考えられる。

（吉嶺暢嗣）

緊急事態発生時の事業継続のための計画： 
ＢＣＰの策定状況
緊急事態発生時の事業継続のための計画：ＢＣＰ

（Business Continuity Plan）の策定状況については、
「策定している」18.2％、「策定中である」8.7％、「策定
を検討中である」25.8％、「策定の予定はない」28.4％、
「ＢＣＰを知らなかった」18.9％となった。「策定してい
る」と「策定中である」を合わせると26.9％の企業で
BCPをすでに策定または策定中である。
業種別にみると、「策定している」は大きな差がみら

れない。また、「策定を検討中である」が、製造業で非製
造業に比べ多く、「ＢＣＰを知らなかった」が、非製造業
で製造業に比べ多かった。

ＢＣＰを策定、または検討したきっかけ
ＢＣＰを策定、または検討したきっかけとしては（複数
回答）、「これまでの地震や水害などの災害発生」が最
も多く67.4％、次いで「首都直下型地震等今後の災害
の懸念」55.8％、「取引先や取引金融機関からの要請・

2016年10月中旬実施。対象企業数982社、
回答企業数268社、回答率27.3％。

●業務を行う上で意識している災害等

地震

台風・水害

大雪

大規模火災・爆発

伝染病

テロ・暴動

95.1
82.5
46.6
23.9
9.0
5.6

96.0
74.0
37.0
34.0
7.0
5.0

94.6
87.5
52.4
17.9
10.1
6.0

全産業 製造業 非製造業
（％）

●災害等への対応を実施する際の課題

従業員への取り組みの浸透

時間・人員の確保

経営層の重要性の認識

取引先との協力関係

費用負担

公的機関との関係

80.2
45.8
38.2
37.8
29.8
14.5

82.8
33.3
42.4
44.4
30.3
13.1

78.5
53.4
35.6
33.7
29.4
15.3

全産業 製造業 非製造業
（％）

●BCPの策定状況

策定している

策定中である

策定を検討中である

策定の予定はない

BCPを知らなかった

18.2
8.7
25.8
28.4
18.9

18.4
11.2
32.7
25.5
12.2

18.1
7.2
21.7
30.1
22.9

全産業 製造業 非製造業
（％）

●BCPを策定、または検討したきっかけ

これまでの地震や水害などの災害発生

首都直下型地震等今後の災害の懸念

取引先や取引金融機関からの要請・働きかけ

業界団体からの要請・働きかけ

親会社・関連会社からの要請・働きかけ

同業他社が策定している

行政からの要請・働きかけ

67.4
55.8
24.6
21.0
16.7
15.9
12.3

55.0
58.3
40.0
25.0
23.3
18.3
10.0

76.9
53.8
12.8
17.9
11.5
14.1
14.1

全産業 製造業 非製造業
（％）
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事業内容から必要性が小さい
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策定の効果が期待できない

59.3
46.9
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17.5
18.8

全産業 製造業 非製造業
（％）

●災害等を想定して行っている取り組み

安否確認・社内連絡手段の整備
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埼玉県経済は、一部に弱さがみられるものの、持ち直し ている。

百貨店・スーパー販売額（全店）・前年比（左目盛）
百貨店・スーパー販売額（既存店）・前年比（左目盛）

%
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景気動向指数 改善を示している

9月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：82.3（前月比▲1.3ポイント）、一致指数：165.1
（同▲6.0ポイント）、遅行指数：98.5（同▲2.6ポイン
ト）となった。
先行指数は2カ月ぶりに下降した。
一致指数は3カ月ぶりの下降となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比＋2.20ポイント
と、3カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判
断を、5カ月連続で「改善を示している」としている。
遅行指数は2カ月連続の下降となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が3カ月連続で減少

10月の百貨店・スーパー販売額は833億円、前年
比▲0.2％（既存店）と3カ月連続で減少した。品目
別では衣料品の売上が不振だった。業態別では、百
貨店（同▲4.4％）が減少したが、スーパー（同＋
0.9％）は増加した。新設店を含む全店ベースの販
売額も同▲0.5％と6カ月連続で減少した。
11月の新車販売台数（乗用車）は13,074台、前
年比＋16.5％と大幅に増加した。新型車の販売が
好調だった。車種別では普通乗用車が6,612台（同
＋14.6％）、小型乗用車は6,462台（同＋18.5％）
だった。

住 宅 7カ月連続で前年を上回る

10月の新設住宅着工戸数は5,730戸、前年比＋
8.4％と7カ月連続で前年を上回った。
利用関係別では、持家が1,439戸（前年比▲
3.2％）と3カ月連続で減少したものの、貸家が
2,082戸（同＋0.4％）と6カ月連続で増加し、分譲も
2,201戸（同＋27.8％）と3カ月連続で増加した。　
分譲住宅は、戸建が1,231戸（同＋5.8％）と7カ月
連続で増加し、マンションも952戸（同＋72.8％）と3
カ月連続で増加した。

公共工事 3カ月ぶりに前年を上回る

11月の公共工事請負金額は282億円、前年比＋
3.3％と3カ月ぶりに前年を上回った。4～11月累計
では、同▲5.3％と前年を下回っている。
発注者別では、国（前年比＋78.9％）と地方公社

（同＋11.6％）は増加したものの、都道府県（同▲
5.0％）と市町村（同▲0.9％）、独立行政法人等（同
▲11.3％）は減少した。
なお、請負件数は819件（同▲0.5％）と前年を下
回っている。

生 産 4カ月ぶりに減少

9月の鉱工業指数をみると、生産指数は94.1、前
月比▲4.0％と4カ月ぶりに減少した。
業種別では、輸送機械、家具、はん用機械などが
増加したものの、業務用機械、食料品、化学などが
減少した。
在庫指数は118.8、前月比▲6.8％と2カ月連続で
減少した。
業種別では、はん用機械、プラスチック製品、金属
製品などが増加したものの、輸送機械、電子部品・デ
バイス、化学などが減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.10倍

10月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の1.10倍となった。　
有効求職者数が84,232人（前年比▲6.2％）と、
77カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
93,631人（同＋13.3％）と、40カ月連続で前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.05ポイント上昇の1.74倍となっている。
なお、10月の就業地別有効求人倍率（季節調整
値）は、前月から0.02ポイント上昇の1.30倍であった。

%戸
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新設住宅着工戸数の推移

給与

貸家

持家

分譲

資料：国土交通省
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となる3カ月後方移動平均は、前月比＋2.20ポイント
と、3カ月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判
断を、5カ月連続で「改善を示している」としている。
遅行指数は2カ月連続の下降となった。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が3カ月連続で減少

10月の百貨店・スーパー販売額は833億円、前年
比▲0.2％（既存店）と3カ月連続で減少した。品目
別では衣料品の売上が不振だった。業態別では、百
貨店（同▲4.4％）が減少したが、スーパー（同＋
0.9％）は増加した。新設店を含む全店ベースの販
売額も同▲0.5％と6カ月連続で減少した。
11月の新車販売台数（乗用車）は13,074台、前
年比＋16.5％と大幅に増加した。新型車の販売が
好調だった。車種別では普通乗用車が6,612台（同
＋14.6％）、小型乗用車は6,462台（同＋18.5％）
だった。

住 宅 7カ月連続で前年を上回る

10月の新設住宅着工戸数は5,730戸、前年比＋
8.4％と7カ月連続で前年を上回った。
利用関係別では、持家が1,439戸（前年比▲
3.2％）と3カ月連続で減少したものの、貸家が
2,082戸（同＋0.4％）と6カ月連続で増加し、分譲も
2,201戸（同＋27.8％）と3カ月連続で増加した。　
分譲住宅は、戸建が1,231戸（同＋5.8％）と7カ月
連続で増加し、マンションも952戸（同＋72.8％）と3
カ月連続で増加した。

公共工事 3カ月ぶりに前年を上回る

11月の公共工事請負金額は282億円、前年比＋
3.3％と3カ月ぶりに前年を上回った。4～11月累計
では、同▲5.3％と前年を下回っている。
発注者別では、国（前年比＋78.9％）と地方公社

（同＋11.6％）は増加したものの、都道府県（同▲
5.0％）と市町村（同▲0.9％）、独立行政法人等（同
▲11.3％）は減少した。
なお、請負件数は819件（同▲0.5％）と前年を下
回っている。

生 産 4カ月ぶりに減少

9月の鉱工業指数をみると、生産指数は94.1、前
月比▲4.0％と4カ月ぶりに減少した。
業種別では、輸送機械、家具、はん用機械などが
増加したものの、業務用機械、食料品、化学などが
減少した。
在庫指数は118.8、前月比▲6.8％と2カ月連続で
減少した。
業種別では、はん用機械、プラスチック製品、金属
製品などが増加したものの、輸送機械、電子部品・デ
バイス、化学などが減少した。

雇 用 有効求人倍率は1.10倍

10月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント上昇の1.10倍となった。　
有効求職者数が84,232人（前年比▲6.2％）と、
77カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
93,631人（同＋13.3％）と、40カ月連続で前年を上
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.05ポイント上昇の1.74倍となっている。
なお、10月の就業地別有効求人倍率（季節調整
値）は、前月から0.02ポイント上昇の1.30倍であった。

%戸

年月

新設住宅着工戸数の推移

給与

貸家

持家

分譲

資料：国土交通省

公共工事請負金額の推移

資料：東日本建設業保証㈱  関東：埼玉、東京、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2017.1埼玉りそな経済情報2017.1

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上、Ｐは速報値

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

165,110

158,230

156,168

147,166

14,329

11,774

11,221

11,319

11,515

13,381

18,458

9,610

10,806

13,429

13,231

10,165

15,000

11,475

13,074

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

▲ 3.8

3.5

▲ 0.3

3.1

0.4

▲ 1.1

▲ 0.7

7.9

7.6

5.4

▲ 0.9

2.8

4.7

▲ 2.5

16.5

3,014,651

2,872,111

2,860,472

2,704,485

259,813

206,608

203,014

204,327

210,384

239,409

346,794

184,562

193,891

248,301

244,215

190,749

269,713

209,836

235,871

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

▲ 3.2

▲ 0.0

▲ 0.4

3.0

1.3

▲ 4.1

▲ 2.7

8.4

7.3

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

1.6

16.2

543

483

403

359

27

28

31

28

25

31

17

26

28

30

38

38

29

27

27

69,848

74,225

56,640

36,187

2,387

3,327

3,915

1,073

1,413

2,276

3,967

8,911

2,368

1,892

11,792

4,485

6,633

3,138

3,470

12,124

10,855

9,731

8,812

673

742

711

699

675

723

746

695

671

763

712

726

649

683

693

3,834,563

2,782,347

1,874,065

2,112,382

270,898

106,241

141,650

385,353

126,927

163,516

175,899

103,344

115,852

108,065

124,019

126,049

85,063

111,235

594,484

95.8

96.4

99.1

100.0

100.2

100.1

99.7

99.8

99.5

99.7

99.6

99.8

99.8

99.7

99.5

99.5

99.5

100.1

0.4

0.6

2.8

0.9

0.1

0.2

0.3

0.0

▲ 0.1

0.1

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

96.2

96.6

99.2

100.0

100.3

100.2

99.9

99.8

99.5

99.6

99.7

99.9

100.0

99.9

99.6

99.7

99.8

100.4

0.0

0.4

2.7

0.8

0.0

0.3

0.3

0.2

▲ 0.1

0.2

0.0

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.5

0.1

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件）負債額（百万円） 件数（件）負債額（百万円） 2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

96.3

93.1

97.6

95.5

94.5

95.4

96.0

93.9

98.4

93.3

94.8

93.4

93.1

93.8

94.0

98.0

94.1

▲ 2.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

▲ 0.7

1.0

0.6

▲ 2.2

4.8

▲ 5.2

1.6

▲ 1.5

▲ 0.3

0.8

0.2

4.3

▲ 4.0

97.8

97.0

99.0

97.8

97.0

98.2

97.1

95.9

98.3

93.2

96.7

97.2

94.7

96.9

96.5

97.8

98.4

98.4

0.6

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

0.3

1.2

▲ 1.1

▲ 1.2

2.5

▲ 5.2

3.8

0.5

▲ 2.6

2.3

▲ 0.4

1.3

0.6

0.0

143.0

112.2

170.6

145.3

130.4

131.2

140.1

134.4

133.9

131.7

128.7

130.7

130.3

127.4

127.8

127.4

118.8

41.9

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

▲ 3.7

0.6

6.8

▲ 4.1

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 2.3

1.6

▲ 0.3

▲ 2.2

0.3

▲ 0.3

▲ 6.8

110.5

105.7

112.3

112.3

113.3

111.9

112.3

112.7

112.4

112.2

115.4

113.4

113.9

113.9

111.2

111.5

110.9

108.6

5.2

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 0.1

▲ 1.2

0.4

0.4

▲ 0.3

▲ 0.2

2.9

▲ 1.7

0.4

0.0

▲ 2.4

0.3

▲ 0.5

▲ 2.1

2,705

3,378

3,038

2,376

96

223

175

176

108

288

182

161

263

159

159

247

179

235

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

▲ 32.4

▲ 30.7

12.1

13.4

▲ 29.9

15.1

▲ 16.5

▲ 19.6

6.0

▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50,184

55,947

53,818

50,695

4,027

4,252

3,803

3,962

3,460

4,013

4,019

3,858

5,051

4,679

3,862

4,877

4,463

4,093

6.2

11.5

▲ 3.8

▲ 5.8

▲ 2.0

▲ 22.1

▲ 6.8

6.7

▲ 11.1

▲ 12.0

12.7

▲ 22.0

19.0

4.2

▲ 19.1

16.7

10.8

▲ 3.7

鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工非居住用（床面積）

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

59,605

63,024

56,504

57,357

4,713

5,285

5,195

4,951

4,125

4,644

4,512

4,915

6,216

5,670

5,230

5,584

5,321

5,730

3.2

5.7

▲ 10.3

1.5

5.9

13.0

4.0

▲ 5.5

▲ 1.2

3.3

▲ 2.2

8.0

36.8

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

882,797

980,025

892,261

909,299

77,872

77,153

79,697

75,452

67,815

72,831

75,744

82,398

78,728

85,953

85,208

82,242

85,622

87,707

5.8

11.0

▲ 9.0

1.9

2.6

▲ 2.5

1.7

▲ 1.3

0.2

7.8

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

10.0

13.7

13.8

14.5

15.3

16.8

17.9

16.8

17.2

16.6

14.5

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

16.1

16.7

9.2

12.8

12.6

▲ 6.9

4.8

▲ 8.6

▲ 14.7

▲ 21.4

▲ 9.9

▲ 11.3

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

2.6

▲ 6.7

15.8

16.4

17.5

17.6

17.7

17.9

18.3

18.2

16.1

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

16.7

17.6

P 17.9

0.3

4.3

6.8

▲ 0.5

1.2

0.1

0.0

▲ 1.2

▲ 4.2

▲ 2.2

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

▲1.1

▲0.5

P 0.0

102.5

102.5

103.0

104.5

104.7

104.6

104.6

104.1

104.6

104.2

103.1

104.5

104.7

104.8

104.3

104.6

104.0

0.2

0.0

0.5

1.5

1.0

0.7

0.7

0.2

▲ 0.4

▲ 0.4

0.3

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

99.7

99.5

99.9

100.9

101.1

101.2

101.3

101.5

101.2

100.9

100.3

101.9

102.0

102.3

102.3

102.2

102.1

P 102.1

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

1.0

1.0

1.2

1.2

1.3

1.2

1.0

1.2

0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

P 0.9

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

0.57

0.62

0.74

0.85

0.89

0.91

0.91

0.93

0.94

0.96

0.98

1.01

1.03

1.03

1.03

1.07

1.08

1.10

0.80

0.93

1.09

1.20

1.23

1.24

1.26

1.27

1.28

1.28

1.30

1.34

1.36

1.37

1.37

1.37

1.38

1.40

23,604

23,721

24,898

27,136

28,108

32,544

28,117

26,061

31,953

32,720

29,107

29,226

28,120

28,848

29,659

30,626

32,851

34,186

4.8

0.5

5.0

9.0

6.2

14.1

19.9

17.5

6.4

19.1

15.6

15.2

17.2

11.9

8.8

19.1

16.9

5.0

737

794

834

863

866

967

829

781

972

966

921

895

853

907

891

888

944

956

12.5

7.8

5.0

3.5

0.9

5.4

9.3

6.2

2.7

9.6

5.2

3.9

10.3

5.7

▲ 1.1

8.8

9.1

▲ 1.1

10,428

10,575

10,799

10,573

799

837

868

1,067

870

789

863

806

850

823

873

800

775

833

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

▲ 0.8

1.6

▲ 1.9

▲ 1.9

1.4

3.8

▲ 1.7

0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

0.2

▲ 4.3

▲ 3.0

▲ 0.2

195,916

197,774

201,973

200,491

15,114

16,072

16,490

20,925

16,913

14,886

16,463

15,456

15,978

15,675

17,210

15,541

14,705

15,966

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.4

1.7

2.9

▲ 1.6

0.0

0.9

2.2

▲ 1.2

▲ 0.7

▲ 2.2

▲ 1.5

0.6

▲ 3.6

▲ 3.2

▲ 1.0

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

倍 倍 人 前年比（％） 千人 前年比（％） 億円 前年比（％） 億円 前年比（％）

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2017.1埼玉りそな経済情報2017.1

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも規模30人以上、Ｐは速報値

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

165,110

158,230

156,168

147,166

14,329

11,774

11,221

11,319

11,515

13,381

18,458

9,610

10,806

13,429

13,231

10,165

15,000

11,475

13,074

27.8

▲ 4.2

▲ 1.3

▲ 5.8

▲ 3.8

3.5

▲ 0.3

3.1

0.4

▲ 1.1

▲ 0.7

7.9

7.6

5.4

▲ 0.9

2.8

4.7

▲ 2.5

16.5

3,014,651

2,872,111

2,860,472

2,704,485

259,813

206,608

203,014

204,327

210,384

239,409

346,794

184,562

193,891

248,301

244,215

190,749

269,713

209,836

235,871

26.3

▲ 4.7

▲ 0.4

▲ 5.5

▲ 3.2

▲ 0.0

▲ 0.4

3.0

1.3

▲ 4.1

▲ 2.7

8.4

7.3

3.6

▲ 0.6

5.5

3.8

1.6

16.2

543

483

403

359

27

28

31

28

25

31

17

26

28

30

38

38

29

27

27

69,848

74,225

56,640

36,187

2,387

3,327

3,915

1,073

1,413

2,276

3,967

8,911

2,368

1,892

11,792

4,485

6,633

3,138

3,470

12,124

10,855

9,731

8,812

673

742

711

699

675

723

746

695

671

763

712

726

649

683

693

3,834,563

2,782,347

1,874,065

2,112,382

270,898

106,241

141,650

385,353

126,927

163,516

175,899

103,344

115,852

108,065

124,019

126,049

85,063

111,235

594,484

95.8

96.4

99.1

100.0

100.2

100.1

99.7

99.8

99.5

99.7

99.6

99.8

99.8

99.7

99.5

99.5

99.5

100.1

0.4

0.6

2.8

0.9

0.1

0.2

0.3

0.0

▲ 0.1

0.1

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.6

▲ 0.5

▲ 0.5

▲ 0.7

▲ 0.7

0.0

96.2

96.6

99.2

100.0

100.3

100.2

99.9

99.8

99.5

99.6

99.7

99.9

100.0

99.9

99.6

99.7

99.8

100.4

0.0

0.4

2.7

0.8

0.0

0.3

0.3

0.2

▲ 0.1

0.2

0.0

▲ 0.3

▲ 0.5

▲ 0.4

▲ 0.4

▲ 0.5

▲ 0.5

0.1

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件）負債額（百万円） 件数（件）負債額（百万円） 2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

96.3

93.1

97.6

95.5

94.5

95.4

96.0

93.9

98.4

93.3

94.8

93.4

93.1

93.8

94.0

98.0

94.1

▲ 2.2

▲ 3.3

4.8

▲ 2.2

▲ 0.7

1.0

0.6

▲ 2.2

4.8

▲ 5.2

1.6

▲ 1.5

▲ 0.3

0.8

0.2

4.3

▲ 4.0

97.8

97.0

99.0

97.8

97.0

98.2

97.1

95.9

98.3

93.2

96.7

97.2

94.7

96.9

96.5

97.8

98.4

98.4

0.6

▲ 0.8

2.1

▲ 1.2

0.3

1.2

▲ 1.1

▲ 1.2

2.5

▲ 5.2

3.8

0.5

▲ 2.6

2.3

▲ 0.4

1.3

0.6

0.0

143.0

112.2

170.6

145.3

130.4

131.2

140.1

134.4

133.9

131.7

128.7

130.7

130.3

127.4

127.8

127.4

118.8

41.9

▲ 21.5

52.0

▲ 14.8

▲ 3.7

0.6

6.8

▲ 4.1

▲ 0.4

▲ 1.6

▲ 2.3

1.6

▲ 0.3

▲ 2.2

0.3

▲ 0.3

▲ 6.8

110.5

105.7

112.3

112.3

113.3

111.9

112.3

112.7

112.4

112.2

115.4

113.4

113.9

113.9

111.2

111.5

110.9

108.6

5.2

▲ 4.3

6.2

0.0

▲ 0.1

▲ 1.2

0.4

0.4

▲ 0.3

▲ 0.2

2.9

▲ 1.7

0.4

0.0

▲ 2.4

0.3

▲ 0.5

▲ 2.1

2,705

3,378

3,038

2,376

96

223

175

176

108

288

182

161

263

159

159

247

179

235

24.9

24.9

▲ 10.1

▲ 21.8

▲ 32.4

▲ 30.7

12.1

13.4

▲ 29.9

15.1

▲ 16.5

▲ 19.6

6.0

▲ 22.5

▲ 29.7

21.0

85.7

5.4

50,184

55,947

53,818

50,695

4,027

4,252

3,803

3,962

3,460

4,013

4,019

3,858

5,051

4,679

3,862

4,877

4,463

4,093

6.2

11.5

▲ 3.8

▲ 5.8

▲ 2.0

▲ 22.1

▲ 6.8

6.7

▲ 11.1

▲ 12.0

12.7

▲ 22.0

19.0

4.2

▲ 19.1

16.7

10.8

▲ 3.7

鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工非居住用（床面積）

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

59,605

63,024

56,504

57,357

4,713

5,285

5,195

4,951

4,125

4,644

4,512

4,915

6,216

5,670

5,230

5,584

5,321

5,730

3.2

5.7

▲ 10.3

1.5

5.9

13.0

4.0

▲ 5.5

▲ 1.2

3.3

▲ 2.2

8.0

36.8

8.1

7.3

18.5

12.9

8.4

882,797

980,025

892,261

909,299

77,872

77,153

79,697

75,452

67,815

72,831

75,744

82,398

78,728

85,953

85,208

82,242

85,622

87,707

5.8

11.0

▲ 9.0

1.9

2.6

▲ 2.5

1.7

▲ 1.3

0.2

7.8

8.4

9.0

9.8

▲ 2.5

8.9

2.5

10.0

13.7

13.8

14.5

15.3

16.8

17.9

16.8

17.2

16.6

14.5

16.5

16.3

16.3

14.3

16.1

16.5

16.1

16.7

9.2

12.8

12.6

▲ 6.9

4.8

▲ 8.6

▲ 14.7

▲ 21.4

▲ 9.9

▲ 11.3

▲ 10.0

▲ 8.4

▲ 4.0

0.0

0.7

2.6

▲ 6.7

15.8

16.4

17.5

17.6

17.7

17.9

18.3

18.2

16.1

17.5

17.9

17.7

15.9

17.2

17.7

16.7

17.6

P 17.9

0.3

4.3

6.8

▲ 0.5

1.2

0.1

0.0

▲ 1.2

▲ 4.2

▲ 2.2

▲ 1.6

▲ 1.1

▲ 2.4

0.0

1.1

▲1.1

▲0.5

P 0.0

102.5

102.5

103.0

104.5

104.7

104.6

104.6

104.1

104.6

104.2

103.1

104.5

104.7

104.8

104.3

104.6

104.0

0.2

0.0

0.5

1.5

1.0

0.7

0.7

0.2

▲ 0.4

▲ 0.4

0.3

▲ 0.1

▲ 0.2

0.1

▲ 0.4

▲ 0.2

▲ 0.7

99.7

99.5

99.9

100.9

101.1

101.2

101.3

101.5

101.2

100.9

100.3

101.9

102.0

102.3
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P 102.1

▲ 0.3

▲ 0.2

0.4

1.0

1.0
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1.3
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1.0
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0.8

0.8

0.9

0.8

0.9

1.0

P 0.9

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

埼玉県

2012年

2013年

2014年

2015年

15年  9月

10月

11月

12月

16年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

0.57

0.62

0.74

0.85

0.89

0.91

0.91

0.93

0.94

0.96

0.98

1.01

1.03

1.03

1.03

1.07

1.08

1.10

0.80

0.93

1.09

1.20

1.23

1.24

1.26

1.27

1.28

1.28

1.30

1.34

1.36

1.37

1.37

1.37

1.38

1.40

23,604

23,721

24,898

27,136

28,108

32,544

28,117

26,061

31,953

32,720

29,107

29,226

28,120

28,848

29,659

30,626

32,851

34,186

4.8

0.5

5.0

9.0

6.2

14.1

19.9

17.5

6.4

19.1

15.6

15.2

17.2

11.9

8.8

19.1

16.9

5.0

737

794

834
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967

829

781

972

966

921

895

853

907

891

888

944

956

12.5

7.8

5.0

3.5

0.9

5.4

9.3

6.2

2.7

9.6

5.2

3.9

10.3

5.7

▲ 1.1

8.8

9.1

▲ 1.1

10,428

10,575

10,799

10,573

799

837

868

1,067

870

789

863

806

850

823

873

800

775

833

▲ 2.0

▲ 2.6

1.4

▲ 1.0

▲ 0.8

1.6

▲ 1.9

▲ 1.9

1.4

3.8

▲ 1.7

0.3

▲ 1.3

▲ 1.1

0.2

▲ 4.3

▲ 3.0

▲ 0.2

195,916

197,774

201,973

200,491

15,114

16,072

16,490

20,925

16,913

14,886

16,463

15,456

15,978

15,675

17,210

15,541

14,705

15,966

▲ 0.8

▲ 0.4

0.9

0.4

1.7

2.9

▲ 1.6

0.0

0.9

2.2

▲ 1.2

▲ 0.7

▲ 2.2

▲ 1.5

0.6

▲ 3.6

▲ 3.2

▲ 1.0

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

倍 倍 人 前年比（％） 千人 前年比（％） 億円 前年比（％） 億円 前年比（％）

●有効求人倍率の年次は原数値。百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース
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はじめに
草加市は、埼玉県の東南部に位置し、市域の南

部を東京都足立区に接している。松尾芭蕉の「おく
のほそ道」にも記され、日光街道の宿場町だった江
戸時代の面影を今も残す、水と緑に恵まれた都市で
ある。旧日光街道の綾瀬川沿いにある約1.5㎞にわ
たる松並木「草加松原」は、草加市を代表する観光
名所で、平成26年に「おくのほそ道の風景地」とし
て国の名勝に指定された（表紙写真）。
交通は、地下鉄日比谷線や半蔵門線と直通運転

を行う東武スカイツリーラインと国道4号が市を南北
に縦断、東京外環自動車道とその高架下を走る国
道298号が東西に横断し、交通利便性は極めて高い。
都心から20㎞足らずという立地条件の良さもあり、
現在も人口増加が続く24万人を超える都市である。

３大地場産業
草加の３大地場産業は、「せんべい」「ゆかた染

め」「皮革」。
せんべいは、“草加せんべい”として全国に知られ、
市内には50軒ほどのせんべい店がある。草加せん
べいは平成18年に地域団体商標「草加せんべい」、
地域食品ブランド「本場の本物」に認定された。「本
場の本物」は、その土地で伝統的に培われた「本
場」の製法と、その地域の材料を使った「本物」の味
を作る加工食品に認定される。平成27年、イタリア・
ミラノ国際博覧会の日本館で「本場の本物」イベント

が開催され、草加せんべいをＰＲ、世界に向けてその
魅力を発信した。
草加のゆかたは“注染”という技法で染められて

いる。生地の裏表が同じ柄になり、独特の深い色合
いと美しいぼかしが特徴である。昭和の中頃のピー
ク時には年間300万反のゆかたを作る一大産地と
なったが、現在は、その伝承が課題となっており、草
加市地場産業振興協議会が毎年「注染講座」を開
催している。
草加市および草加近辺には、皮革関連企業が約

180社ある。原皮調達から、革のなめし、染色、裁断、
縫製、製造・加工に至るまですべての業者が揃い、
一貫生産ができる全国的にも数少ないところである。
草加の皮革に携わる職人が集まり開発したブランド
が「彩鞄」。原料の皮に埼玉県のブランド牛「武州和
牛」などを使った製品を作り出している。

草加モノづくりブランド
草加は製造業の年間出荷額が4,086億円、県内

8位の規模を誇るモノづくりのまち。平成18年に市と
商工会議所が中心となり「草加モノづくりブランド」
認定制度がスタートした。市内の企業が作る優れた
特徴のある製品を認定し、製品の知名度と信頼を高
めるとともに販路拡大を支援し、草加ブランドを全国
にＰＲする。現在、23社の製品26アイテムが認定さ
れている。モノづくりのまちの認定製品は、独自性・先
進性に富み、バラエティ豊かである。
たとえば、雨の日のエントランスに置かれる「レイ

ンカットＥＣＯ」―傘の滴を落とし、ビニール傘袋が
不要になる。レーシングカーにも使われる軽量・高強
度なＦＲＰ（繊維強化プラスチック）の利点を最大限
に生かした、斬新なデザインのスクーターカウル「グ
ランドイーグル」。デザイン性・耐久性に優れた上質

な「オリジナル銅製ポスト」―長期間利用すると緑青
が発生し、独特の雰囲気を醸し出す。ひな人形用に
織られた金襴緞子を使用したボトルカバーやテーブ
ルランナーなどの色鮮やかな「金襴テーブルファブ
リック」。
ほかにも、日本初のホウ素系防腐防蟻塗料「エコ
パウダー」、国内で唯一の幼児用おきあがり玩具
メーカーが作る「おきあがり」人形、国内初のエコ
マーク認定を受けたランドセル「エコランド」など技
術に裏打ちされたアイデアに富む製品が多くある。

そうかリノベーションまちづくり
リノベーションまちづくりとは、空き店舗や空き家と
いった遊休不動産を改修（リノベーション）して、カ
フェやモノづくり工房、創業支援施設など、新しいビ
ジネスや交流の場を創造し、雇用の創出を図る民間
主導・公民連携のまちづくりのこと。少子・高齢化な
どによる経済構造の変化を踏まえ、既存のストックを
活用してまちのにぎわいを創出するまちづくりである。
まずは草加駅東口周辺の旧日光街道沿いをモデル
地域として取組を行う。
市では、まちの再生のプロを招いた講演会の開催

による啓発活動に加え、実際の空き物件を対象に利
活用事業プランを作成・提案する「リノベーションス
クール」を開催。受講生は、スクール最終日に対象
物件の不動産オーナーにリノベーションプランを提
案し事業化を目指す。 （樋口広治）

快適都市－草加－ 
～地域の豊かさの創出～

草加市長　田中 和明氏

草加市
市長のメッセージ
草加市は、誰もが住みよいまち「快適都市－草加」の実現に向け、つよい市役所・つよい
財政力・つよい結束力の３つを柱に、「地域の豊かさ」を実感していただけるようなまちづく
りを進めています。地域経済の活性化は、「豊かさ」の重要な要素の１つであり、本市の持続
可能性を支える産業構造の構築を目指し、域内経済循環の活性化と市域外の需要の獲得
につながる産業の育成を重視した取り組みを進めていきたいと考えております。年々減少
する事業所数に歯止めをかけ、市内産業の振興や雇用の拡大を図るため、新たな企業誘致
や市内事業所の新たな設備投資を促進するとともに、引き続き本市の企業活動支援に係
る施策を推進してまいります。

草加市概要

●東武スカイツリーライン　草加駅、谷塚駅、松原団地駅、新田駅
●東京外環自動車道　草加ＩＣから市役所まで約4㎞

主な交通機関

人口（平成28年11月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成28年1月1日現在）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料：「埼玉県市町村勢概要」(平成28年3月)ほか

246,963人 

112,719世帯 

43.9歳 

27.46k㎡ 

431所

4,085.7億円 

1,236店 

4,421.8億円 

92.0％ 

96.0％ 

さいたま市
越谷市

川口市 八潮市

草加市

さいほう

ちゅうせん きんらんどん す

レインカットＥＣＯ

草加の３大地場産業
　上左-皮革製品
　上右-本染ゆかた
　下左-草加せんべい

スクーターカウル“グランドイーグル”

オリジナル銅製ポスト 賢翠舎 金襴テーブルファブリックおきあがり
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はじめに
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催している。
草加市および草加近辺には、皮革関連企業が約

180社ある。原皮調達から、革のなめし、染色、裁断、
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まずは草加駅東口周辺の旧日光街道沿いをモデル
地域として取組を行う。
市では、まちの再生のプロを招いた講演会の開催

による啓発活動に加え、実際の空き物件を対象に利
活用事業プランを作成・提案する「リノベーションス
クール」を開催。受講生は、スクール最終日に対象
物件の不動産オーナーにリノベーションプランを提
案し事業化を目指す。 （樋口広治）
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市町村名 平成26年 増減率
（％）

市町村名 市町村名

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

42,429 

11,097 

8,366 

22,133 

3,448 

3,495 

9,870 

3,075 

4,222 

3,594 

3,543 

7,831 

4,769 

2,215 

3,713 

5,477 

6,493 

7,648 

11,371 

2,727 

5,392 

4,898 

平成24年

40,692 

10,663 

8,531 

21,946 

3,531 

3,501 

9,636 

3,048 

4,263 

3,577 

3,503 

7,518 

4,750 

2,215 

3,672 

5,512 

6,246 

7,519 

11,213 

2,781 

5,318 

4,874 

4.3

4.1

▲ 1.9

0.9

▲ 2.4

▲ 0.2

2.4

0.9

▲ 1.0

0.5

1.1

4.2

0.4

0.0

1.1

▲ 0.6

4.0

1.7

1.4

▲ 1.9

1.4

0.5

平成26年 増減率
（％）

3,674 

2,095 

1,784 

4,967 

2,279 

5,211 

2,021 

4,484 

2,792 

5,602 

1,622 

3,050 

2,155 

2,205 

1,914 

2,113 

3,192 

1,412 

230,378 

1,342 

1,591 

1,168 

平成24年

3,558 

2,076 

1,737 

4,860 

2,329 

5,162 

1,900 

4,467 

2,814 

5,519 

1,637 

3,000 

2,199 

2,160 

1,847 

2,021 

2,976 

1,373 

226,144 

1,324 

1,524 

1,146 

3.3

0.9

2.7

2.2

▲ 2.1

0.9

6.4

0.4

▲ 0.8

1.5

▲ 0.9

1.7

▲ 2.0

2.1

3.6

4.6

7.3

2.8

1.9

1.4

4.4

1.9

平成26年 増減率
（％）

473 

551 

757 

1,286 

920 

678 

432 

563 

345 

573 

419 

655 

137 

427 

497 

997 

1,252 

1,056 

1,502 

1,079 

18,700 

249,078 

平成24年

488 

531 

792 

1,323 

900 

688 

439 

582 

346 

585 

433 

676 

148 

436 

478 

1,010 

1,212 

1,055 

1,480 

1,085 

18,681 

244,825 

▲ 3.1

3.8

▲ 4.4

▲ 2.8

2.2

▲ 1.5

▲ 1.6

▲ 3.3

▲ 0.3

▲ 2.1

▲ 3.2

▲ 3.1

▲ 7.4

▲ 2.1

4.0

▲ 1.3

3.3

0.1

1.5

▲ 0.6

0.1

1.7

民営事業所数

資料：総務省「平成24年経済センサス－活動調査」、「平成26年経済センサス－基礎調査」
（注）平成24年の調査日は2月1日現在、平成26年の調査日は7月１日現在

国指定名勝「草加松原」の松並木（草加市）


