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䛂㻳㻰㻼 ⤫ィ䛾⢭ᗘྥୖ䛻ྥ䛡䛯᳨ウ䛃㻌
Ᏺ㝯ࠊ୰ᮧὒ୍ࠊ㔝ᮧᾈࠊ㛛㛫୍ኵ
㸦ྲྀࡾ⧳ࡵ㸸㛛㛫㸧

㻝㻚㻌 ᑐ㇟䛸⠊ᅖ㻌
⌧⾜ *'3 ⤫ィࡢ⢭ᗘྥୖ㈨ࡍࡿᛮࢃࢀࡿᵝࠎ࡞ᨵၿ⟇ࡢ࠺ࡕࠊู㏵ࠊᮏ㹕
㹅ࡢ᳨ウࢸ࣮࣐࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠕ61$ ᥎ィࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィࡢᩚഛ㸦☜ሗ㸧ࠖࠊࠕྠ
㸦4(㸧ࠖࠊࠕࢫࢺࢵࢡ⤫ィࠖ➼࡛ᢅ࠺ࡇࡀ㐺ᙜᛮࢃࢀࡿㄽⅬࢆ㝖࠸ࡓࡶࡢࡀࠊ
ᮏሗ࿌࡛ࡢ᳨ウᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᇶᮏⓗࡣࠊ⌧⾜ࡢᇶ♏⤫ィࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ
ᡤࡋࡓୖ࡛ࠊ*'3 ⤫ィࡢసᡂ࣭᥎ィᡭἲࡢ⠊ᅖෆ୍࡛ᐃࡢᨵၿ࣭⢭ᗘྥୖࡀ
ᅗࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡳࡽࢀࡿⅬࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ

㻞㻚㻌 ⌧≧䛸ၥ㢟䛾ᡤᅾ㻌
⌧⾜ *'3 ⤫ィ㛵ࡋ࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟Ⅼࡀࡋࡤࡋࡤᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ձ 4( ࡢࢀࡸᨵゞᖜࡀࡁࡃࠊᨻᗓ࣭᪥㖟ࡢᨻ⟇ⓗ࡞ุ᩿ࠊᴗ࣭㔠⼥ᕷ
ሙࡢᬒἣឤࡢᙧᡂࠊᾏእᨻ⟇ᙜᒁࡸእᅜேᢞ㈨ᐙࡢ᪥ᮏ⤒῭㛵ࡍࡿㄆ㆑➼
࠾ࡅࡿඹ㏻ゝㄒࡋ࡚࠸ࡃ࠸ࡇࠋ
ղ 4( ☜ሗࡢ㞳ࡸࠊᇶ‽ᨵᐃࡢ㐳ཬᨵゞᖜࡀࡁࡃࠊ₯ᅾᡂ㛗⋡ࡢ᥎
ィࡸ⤒῭ᨻ⟇ࡢホ౯࡞ࡁ࡞ᙳ㡪ࡀཬࢇ࡛࠸ࡿࡇࠋ
ճ -61$ య⣔ෆ㒊࡛ࡢᩚྜᛶࡢḞዴࡸࠊ61$ ᅜ㝿ᇶ‽ࡢ‽ᣐࡀ༑ศ࡞ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸࡞ࠊㄢ㢟ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡇࠋ

ࡇࡢࡼ࠺࡞ᣦ㛵ࡋ࡚ࠊᡃࠎࡣ௨ୗࡢࡼ࠺⪃࠼ࡿࠋ

ϸ  *'3 ⤫ィࡣຍᕤ⤫ィ࡛࠶ࡾࠊᇶ♏⤫ィࡢᨵゞࡸ᪂ࡓุ᫂ࡋࡓᇶ♏⤫ィ
➼ࢆᫎࡍࡁ࠶ࡿࡇࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ ḟ 4(Ѝ ḟ 4( ࡸ 4(Ѝ☜
ሗࡢࠕᨵゞᖜࠖࡀᇶ♏⤫ィࢆᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㝈ࡾࠊࡑࡢࡁࡉ⮬యࢆၥ
㢟どࡍࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡋࠊ୍᪉࡛ࠊᇶ♏⤫ィࡢㄗᕪࡀࡁ࠸ࡇࡸࠊྛ
ẁ㝵࡛ࡢ᥎ィἲࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࢀࡸᨵゞᖜࡀࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ
㧗࠸ࡢ࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓⅬ㛵ࡋ࡚ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅᨵၿࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
1

ձࠊղࡢⅬ㛵ࡍࡿᐃ㔞ⓗホ౯ࠊᾏእࡢẚ㍑㛵ࡋ࡚ࡣࠊ4/11 ᪥ࡢ➨㸴ᅇྜࡢሗ࿌㈨ᩱࢆཧ↷ࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓᐇドศᯒ⤖ᯝ࡛ࡣࠊ ḟ 4(Ѝ ḟ 4(ࠊ4(Ѝ☜ሗࡢࣜࣂࢫࡀᇶ♏⤫ィࡢᨵゞ➼ࡢ
ணࡵணぢ࡛ࡁ࡞࠸ࠕࢽ࣮ࣗࢫࠖࡔࡅ࡛ࡣㄝ᫂ฟ᮶࡞࠸࠸ࡗࡓ⤖ᯝࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋἙ㉺ṇ᫂ࠕ⤒῭ᡂ
㛗⋡ࡢᚋಟṇ㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹؐؐᐇ㉁ GDP ࡢ࣭ࣜࣝࢱ࣒࣭ࢹ࣮ࢱࡼࡿศᯒࠖ
ࠗᏘหᅜẸ⤒῭ィ⟬࠘
➨ 134 ྕ (2007 ᖺ 12 ᭶)ࠊ㛵㔝⚽ᓠࠕGDP ᡂ㛗⋡ࡢᨵᐃせᅉศᯒؐؐMankiw-Shapiro ࡢ᪉ἲࡼࡿศ
ᯒࠖྠࠋ

2

1
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ࡇࡢࡓࡵࠊ*'3 ⤫ィࡢᨵゞせᅉࢆᐇドⓗヲ⣽ศᯒࡍࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕࣜ
ࣅࢪ࣭ࣙࣥࢫࢱࢹࠖࢆ᪩ᛴᐇࡋ࡚ࠊࠕᨵゞᖜࠖࡢࡁࡉࡢホ౯ࡸࡑࡢ
ཎᅉ✲᫂ࢆᅗࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋࣜࣅࢪ࣭ࣙࣥࢫࢱࢹࡣࠊ*'3 ⤫ィసᡂ㒊⨫࡛
࠶ࡿෆ㛶ᗓ⤒῭♫⥲ྜ◊✲ᡤᅜẸ⤒῭ィ⟬㒊㸦௨ୗࠊᅜẸ⤒῭ィ⟬㒊㸧ࡀࠊ
ᅜẸ⤒῭ィ⟬㒊ࡢ⏕⏘࣭ᨭฟᑓ㛛ጤဨࡢពぢࢆ⫈ࡁࡘࡘࠊᇶᮏィ⏬⾜
㸦 ᭶㸧ᚋ㏿ࡸᐇࡋࠊ ࣨ᭶⛬ᗘ㸦 ᭶㡭ࡲ࡛㸧࡛⤖ㄽࢆᚓࡿ
ࡁㄢ㢟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࡣࠊᾏእせᅜẚࡓᨵゞᖜࡢ┦ᑐⓗ࡞
ࡁࡉࡸࠊࡑࡢཎᅉ㸦ᨵゞᖜࡀᑠᖜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿᅜࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢ⌮⏤㸺
ᇶ♏⤫ィࡀᙜึࡽᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᥎ィᡭἲࡀ୍㈏ࡋ࡚࠸
ࡿࡢ㸼➼㸧ࡶ᳨ウㄢ㢟࡞ࢁ࠺ࠋࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᨵࡵ࡚ࠊᵝࠎ࡞ㄢ
㢟ࡸࡑࢀࡽࡢᑐᛂ⟇ࡢඃඛᗘࡅࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸦ࡑࡢព࡛ࡣࠊ
ᮏ✏ࡢ 㸬௨ୗ࡛㏙ࡿྛ✀ㄢ㢟ࡘ࠸࡚ඃඛᗘࡸᐇࢱ࣑ࣥࢢࡣࠊ⌧
Ⅼ࡛ࡢᬻᐃⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ

Ϲ  ほ ᑐ㇟⮬యࡀᣢࡘつ๎ኚືࢆࠊほ ㄗᕪཝᐦศ㞳ࡍࡿࡇࡣᅔ
㞴࡛࠶ࡿࡀࠊᚑ᮶ࡢⓎࡣࠊ๓⪅ࡘ࠸࡚ࡣཎ๎ⓗᖹࢆ⾜ࢃ࡞࠸࠸
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࢇ࡛ᖹࢆ⾜࠺ࡁࡢ⪃࠼᪉ࡶ࠶
ࢁ࠺ࡀࠊࡇࢀࡣᣦᶆࡢᛶ᱁ࡢኚ᭦ࡘ࡞ࡀࡿࡇࡶ࠶ࡾࠊࡲࡎࠊୖグϸ ࡢ
ດຊࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊࡇࡢⅬࢆᨵࡵ᳨࡚ウㄢ㢟ࡍࡿࡇࡀ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

Ϻ  4( ☜ሗࡢ᥎ィἲୖࡢᩚྜᛶࢆ㧗ࡵࡿᚲせࡘ࠸࡚ࡣࠊϸ ࡛㏙ࡓ
࠾ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊ4( 㛵ࡋ࡚ࡣᬒẼᣦᶆࡋ࡚ࡢ᭷ຠᛶࢆ⥔ᣢ࣭ᙉࡋ࡚࠸ࡃ
࠸࠺どⅬࡶ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᖐᒓィ⟬࡞ࢆ㝖࠸ࡓᣦᶆࢆ୪⾜ࡋ࡚᥎ィ࣭බ⾲
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡞ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ㐺ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㻌
㻟䠊㻌 㻳㻰㻼 ⤫ィ䛾᥎ィ⢭ᗘྥୖ䛻㛵䛩䜛ᑐฎ⟇㻌
㻌
㻔㻝㻕㻌 Ꮨ⠇ㄪᩚ䞉ᅄ༙ᮇ䝟䝍䞊䞁䛾᳨ウ㻌
Ꮨ⠇ㄪᩚࡸᅄ༙ᮇࣃࢱ࣮ࣥ᥎ィࡢၥ㢟ࡀࠊ4( ࡢࢀࡢ  ࡘࡢࡁ࡞ཎᅉ࡞
ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
Ꮨ⠇ㄪᩚ㉳ᅉࡍࡿ 4( ࡢࢀ㛵ࡋ࡚ࡣࠊձẖᅇᏘ⠇ㄪᩚࢆࡅ࡞࠾ࡍ⌧⾜
᪉ᘧࡢ࣓ࣜࢵࢺ࣭ࢹ࣓ࣜࢵࢺࠊղ㞟ィ๓ࡢᇶ♏⤫ィẁ㝵࡛Ꮨ⠇ㄪᩚࢆࡅࡿ
᪉ἲࡢྍྰࠊࡢ  ࡘㄽⅬࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࡢⅬࡘࡁ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ẖᅇᏘ⠇ㄪᩚࢆࡅ┤ࡍࡇ࡛ࠊᇶ♏⤫ィ㛵ࡍࡿሗࡢ㏣ຍ࣭ಟṇ➼ࠊ᭱᪂ࡢሗࡀᏘ⠇ㄪᩚ್
ᫎࡉࢀࡿ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿ୍᪉࡛ࠊ ḟ  ḟ࡛ࡣ⏝࠸ࡽࢀࡿᇶ♏⤫ィࡸ᥎ィ᪉ἲ➼ࡢ㐪࠸ࡀࡁ࠸ 4( 㞟
ィ್࡛ࣞ࣋ࣝᏘ⠇ㄪᩚࢆࡅ┤ࡍࡇࡀ༷ࡗ࡚ࣀࢬࢆ⏕ࢇ࡛࠸ࡿྍ⬟ᛶࡸࠊ⤖ᯝࡋ࡚ 4( ࡢ๓ண ⢭
ᗘࡀపୗࡍࡿ➼࡛࣮ࣘࢨ࣮ࡽࡳࡓ 4( ࡢ࠸ᡭࢆᝏࡃࡋ࡚࠸ࡿ➼ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

3

2
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ձ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕᏘ⠇ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿ⛬ᗘᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊᘏ㛗Ꮨ⠇
ᣦᩘࢆ⏝ࡍࡿࠖ➼ࡢぢ┤ࡋࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ
ࠕᏘ⠇ㄪᩚࡣࠊ᭱᪂ࡢሗࢆ

ᫎࡍࡁ࡛࠶ࡿ ࠖࠊࠕᇶ♏⤫ィࡀᨵᐃࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤࠊᏘ⠇ㄪᩚࢆࡅ࡞࠾ࡍ᪉
ࡀ⮬↛ࠖ
ࠊ
ࠕᘏ㛗ᣦᩘ᪉ᘧ࡛ࡣ⤖ᯝⓗつ๎ኚືせᅉࡀᣑࡍࡿ➼ࡢ⌮⏤ࡽࠊ
ẖᅇࡅ࡞࠾ࡍ᪉ᘧࢆ⥔ᣢࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠖࡢពぢࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊղ㛵ࡋ࡚ࡶࠊࠕᇶ♏⤫ィࡢ୰࡛ࡶࠊయࡢ㞟ィ್࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡽ⣽
࠸ศ㢮ࡢẁ㝵➼㸦ሙྜࡼࡗ࡚ࡣࠊಶู⣔ิ㸧ࡲ࡛㝆ࡾ࡚Ꮨ⠇ࣃࢱ࣮ࣥࢆศ
ᯒࡍࡿࡇ࡛ࠊ⣔ิࡈࡢ᭙᪥ㄪᩚࡀྍ⬟࡞ࡿࡇ➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊయࡋ࡚
ᨵၿࡀᅗࢀࡿࠖ⪃࠼ࡽࢀࡿ୍᪉࡛ࠊ
ࠕ㐣ᗘࡢ⣽ศࡀ࠼ࡗ࡚Ꮨ⠇ㄪᩚࡢ⢭ᗘ
ࢆⴠࡍᠱᛕࠖࡸࠕᇶ♏⤫ィసᡂ㒊⨫ࡢసᴗయไୖᅔ㞴࡛࠶ࡿࠖ➼ࡢไ⣙ࡀ࠶
ࡿࠋࡢࣞ࣋ࣝࡲ࡛㝆ࡾ࡚Ꮨ⠇ㄪᩚࢆࡅࡿࡁࡣࠊᏘ⠇ㄪᩚἲࡢᶆ‽ⓗ࢜
ࣉࢩࣙࣥࡀ⏝ྍ⬟࠺࠸ࡗࡓⅬࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢㄽⅬ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅜẸ⤒῭ィ⟬㒊ࡢ⏕⏘࣭ᨭฟᑓ㛛ጤဨࡢୗࠊ
Ꮨ⠇ㄪᩚᡭἲࡢᑓ㛛ᐙ➼ࡶྵࡵࡓ◊✲ࢆ❧ࡕୖࡆࠊㅖእᅜ࠾ࡅࡿᑐᛂࡢㄪ
ᰝ࡞ࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࠊୖグࡢࡼ࠺࡞ᐇົ㠃ࡶྵࡵ᳨࡚ウࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡑࡇ࡛ᇶᮏィ⏬⾜ࡽ  ᖺ⛬ᗘࡅ࡚㸦 ᖺᗘᮎ㡭ࡲ࡛㸧⤖ㄽࢆᚓࡓ
ୖ࡛ࠊ᪩ᮇ㐺⏝ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ4( ☜ሗࡢ㞳ࡢၥ㢟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᖺḟ࣮࣋ࢫࡢ☜ሗィᩘࢆᅄ༙ᮇศ
ࡍࡿᡭἲ㛵ࡍࡿၥ㢟ࡀࠊ㞳ࡢཎᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡶࠊ
᥎ィᡭἲ㛵ࡍࡿ⣧⢋ᢏ⾡ⓗ࡞ၥ㢟ࡳࡽࢀࠊୖグࡢⅬేࡏ᳨࡚ウࢆ⾜ࡗ
࡚ࠊ᪩ᛴᨵၿࢆᅗࡿࡁ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㻔㻞㻕㻌 ᇶ♏⤫ィ䛾䝜䜲䝈ฎ⌮䛾ၥ㢟㻌
ࠗἲேᴗ⤫ィᏘሗ࠘ࡸࠗᐙィㄪᰝ࠘➼ࠊ4( ᥎ィ࠾࠸࡚㔜せ࡞ᙺࢆᯝࡓ
ࡍ㟂せഃࡢᇶ♏⤫ィࠊࢧࣥࣉࣝධࢀ᭰࠼ࡸࢧࣥࣉࣝࡢᑡ࡞ࡉ➼క࠺ࢀࡀ
ࡁࡃࠊࡇࢀࡀ 4( ࡢࢀࢆࡁࡃࡋ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊ
ࡰඹ㏻ㄆ㆑࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢၥ㢟ࡣࠊ⣧⢋᥎ィᡭἲ㛵ࡍࡿࡶࡢ࠸࠺ࡼࡾࡣࠊᇶ♏⤫ィࡢ㛫࡛ࡢ
┦㐃ᦠࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽࠊ᭱⤊ⓗࡣᇶ♏⤫ィࡢᩚഛేࡏ࡚ゎỴࡀᅗࡽࢀࡿ
ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕࠊձᇶ♏⤫ィഃ࡛ࡢࢧࣥࣉࣝᩘᣑࡼࡿᶆᮏㄗᕪࡢ⦰ᑠࠊ
ղ⥅⥆ࢧࣥࣉࣝィᩘࡢసᡂ࣭බ⾲㸦ࡑࡢࡓࡵᚲせ࡛࠶ࢀࡤࠊ⥅⥆ࢧࣥࣉࣝࡢ
㞟ࢆᣑ㸧
ࠊճ⣽࠸ศ㢮ࡸಶ⚊ẁ㝵ࡲ࡛㐳ࡗࡓ␗ᖖ್ಟṇࡢᐇ㸦ಶ⚊ሗ
ࡀ⏝࡛ࡁ࡞࠸ຍᕤഃ࡛ࡢᑐᛂࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ㸧➼ࡀࠊ᭷ຠ࡞ゎỴ⟇ᮇᚅࡉ
4 ࡑࡢⅬ࡛ᚓࡽࢀࡿሗࢆ᭷ຠά⏝ࡋ࡞࠸ࠊ᥎ィ್ࡀṍࡴࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᚋࡢᨵゞᖜࡀࡁࡃ࡞ࡿ࠸
࠺ၥ㢟ࡶ⏕ࡌࡿࠋ
5  ࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌧ᅾࡢᏘ⠇ㄪᩚࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦;$5,0$ ࡢ᭱᪂ࣂ࣮ࢪࣙࣥࡸࠊ75$026($76㸧࡛ࡣࠊ
ࣔࢹࣝ㑅ᢥࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ⮬ືࡋ࡚⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࡽࢆ⏝࠸࡚ᇶ♏⤫ィసᡂ㒊⨫ࡢ㈇ᢸࢆ
ῶࡽࡍࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ↓ㄽࠊࡇ࠺ࡋࡓࣔࢹࣝࡢ⮬ື㑅ᢥࡸᶆ‽᪉ᘧࡢ᭷ຠᛶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࢀ⮬యࠊ
ᐇドⓗ࡞ࢳ࢙ࢵࢡࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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ࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬࡘ࠸࡚ࡣࠊู㏵ࠕ61$ ᥎ィࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィࡢᩚഛ㸦4(㸧ࠖ
ࡢ㡯࡛ヲࡋࡃ㏙࡚࠸ࡿࠋ
ࡓࡔࠊ࠸ࡎࢀࡋ࡚ࡶࠊᇶ♏⤫ィഃ࡛ࡢᑐฎ㸦≉ࠊձࠊղࡢࡼ࠺⤫ィㄪᰝ
⮬యࡢᣑࢆせࡍࡿㄢ㢟ࡢᑐฎ㸧ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ㛫ࢆせࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇ
ࡢ㛫ࠊ*'3 ⤫ィసᡂഃࡋ࡚ࠊձ⥅⥆ࢧࣥࣉࣝࡼࡿኚ⋡ሗࢆධᡭࡋࠊࡇࢀ
ᇶ࡙ࡁ *'3 ࢆ᥎ィࡍࡿࠊղ㛵㐃⤫ィࢆά⏝ࡍࡿࠊճ࿘㎶ሗࢆ⏝ࡋ࡚ㄗᕪ
⦰ᑠࢆᅗࡿ➼ࠊ᥎ィᡭἲ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᑐฎ⟇ࡼࡗ࡚ࢀࢆᑠࡉࡃࡍࡿవᆅࡀ࠶
ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ⣧⢋⤫ィⓗ࡞ᡭἲࡼࡗ࡚ᇶ♏⤫ィࡢࢀࢆᖹ
ࡍࡿࡇࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ᥎ィᡭἲ࡛ࣞ࣋ࣝࡢᑐฎࡸ⤫ィⓗᡭἲࡼࡿᖹࡢ᭷ຠᛶࡣࠊᴟࡵ
࡚ᐇドⓗ࣭ᐇົⓗ࡞᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡾࠊᅜẸ⤒῭ィ⟬㒊ࡀࠊᅜẸ⤒῭ィ⟬㒊ࡢ
⏕⏘࣭ᨭฟᑓ㛛ጤဨࡢពぢࢆ⫈ࡁࡘࡘࠊᇶᮏィ⏬⾜ࡽ༙ᖺ⛬ᗘࡢᮇ㛫ࢆ
┠㏵㸦 ᭶㡭ࡲ࡛㸧᳨ウࡋࠊ୍ᐃࡢ⤖ㄽࢆᚓࡓୖ࡛ࠊྍ⬟࡞ࡶࡢࡽᐇ
ࡋ࡚᥎ィ⢭ᗘࡢྥୖࡘ࡞ࡆࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㻔㻟㻕㻌 㻽㻱 ᥎ィ䛻⏝䛩䜛ᇶ♏⤫ィ䛾㑅ᢥ㻌
4( ࡢᨵゞᖜࡢࡁࡉࡸࠊ☜ሗࡢ㞳㛵ࡋ࡚ࡣࠊྛẁ㝵࡛ࡢ᥎ィ᪉ᘧࡢ㐪
࠸ࡀࡁ࡞Ⓨ⏕ཎᅉ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊࡰඹ㏻ࡢㄆ㆑࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᥎ィ
᪉ᘧࡢ㐪࠸⮬యࡣࠊ4(㸦 ḟࠊ ḟ㸧ࠊ☜ሗࡑࢀࡒࢀࡢసᡂⅬ࡛⏝ྍ⬟࡞ᇶ
♏⤫ィࡀ␗࡞ࡿࡇࢆᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព࡛ࡣྛⅬ࡛ࡢ EHVW
HIIRUW ࡢぢ᪉ࡶ࠶ࡾᚓࡿࠋࡋࡋࠊ  ࡛㏙ࡓࡼ࠺ࣀࢬࡸࢀࡢࡁ࡞
㟂せഃ⤫ィ࡛࠶ࡿࠗἲேᴗ⤫ィ࠘ࡸࠗᐙィㄪᰝ࠘➼ࡢࠊྛẁ㝵࡛ࡢ᥎ィࡢ
⏝࠸ࡽࢀ᪉ࡢ㐪࠸ࡀཎᅉ࡞ࡗ࡚ࠊ ḟ 4(Ѝ ḟ 4( ࡢᨵゞᖜࡸࠊ4(Ѝ☜ሗࡢ
㞳ࡀᣑࡋ࡚࠸ࡿࡇࡶ☜࡛࠶ࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊࡑࡢᨵၿ᪉ྥࡋ࡚ࡣࠊ4( ࡶ⏕⏘➼ࡢ౪⤥ഃ⤫ィᇶ࡙ࡃ౪⤥ഃ᥎
ィ್ࢆ࣓ࣥసᡂࡍࡿ㸦࠼ࡤࠊࢥࣔἲၟရศ㢮ࡢ⣽┠࡞ࠊ౪⤥ഃࡢ
ሗࢆࡼࡾ᭷ຠάࡏࡿࡼ࠺࡞ᨵၿࢆ⾜࠺୍᪉࡛ࠊࣀࢬࡢࡁ࠸㟂せഃ⤫ィ
ᇶ࡙ࡃ㟂せഃ᥎ィ್ࡣ⏝ࡋ࡞࠸ࠊ࡞࠸ࡋ࢙࢘ࢺࢆୗࡆࡿ㸧ࡇࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡇࡢሙྜ 4( ࡢࢀࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿࡇࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ୍᪉࡛ࠊᨭฟ
6

ࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡢ⿵ሗࡋ࡚ࠊϸ ࡼࡾࢧࣥࣉࣝᩘࡢࡁ࠸ࠗᐙィᾘ㈝≧ἣㄪᰝ࠘ࡢά⏝ࢆᣑࡍࡿࠊ
Ϲ㸧ྛ✀㈍⤫ィ➼ࢆ⏝࠸ࡿ➼ࠋ
7 ࠗἲேᴗ⤫ィ࠘ࡢẁᕪㄪᩚࢆ⾜࠺㝿ࠊᴗࡢศ㢮ኚ᭦㸦୰ᑠᴗяᴗࠊබⓗ㒊㛛яẸ㛫㒊㛛ࠊ➼㸧
㛵ࡍࡿ࿘㎶ሗࢆ⏝࠸࡚ࡁࡵ⣽ࡃㄪᩚࡍࡿ➼ࠋ
8  ࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡣ QE ᥎ィ㸦1 ḟࠊ2 ḟࡶ㸧࡛ࡣࠕᐙィ᭱⤊ᾘ㈝ᨭฟࠖࡢ㟂せഃ᥎ィ್సᡂࡢ୰ᚰⓗ࡞
ᇶ♏⤫ィࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ
ࠗἲேᴗ⤫ィ࠘ࡣ 1 ḟ QE ࡛ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸㸦බ⾲ᮇࡀ㛫ྜࢃ࡞
࠸㸧ࡀࠊ2 ḟ QE ࡛ࡣࠕẸ㛫ᴗタഛࠖࡢ㟂せഃ᥎ィ್ࡢసᡂ➼⏝ࡉࢀࡿࠋ୍᪉ࠊ☜ሗ᥎ィ࡛ࡣࠊࡇ
ࢀࡽ㟂せഃ⤫ィࡣࢥࣔἲࡢ୍㒊ࡸ࣐࣮ࢪࣥ⋡᥎ィࠊᅄ༙ᮇศ➼⿵ຓⓗ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡳ࡞ࡿࠋᅉࡳ
ࠊබⓗᅛᐃ㈨ᮏᙧᡂ㛵ࡋ࡚ࡣ㏫ࠊQE ẁ㝵࡛ࡣࠗᘓタ⥲ྜ⤫ィ࠘➼ࡢ౪⤥ഃ⤫ィࡽ᥎ィࡋࠊ☜ሗ
࡛ࡣỴ⟬࠸࠺㟂せഃࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ
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㡯┠ูࡢືࡁࢆᢕᥱࡍࡿୖ࡛ࡢ⢭ᗘࡀⴠࡕࡿࢀࡶ࠶ࡿࠋ
ୖ㏙ࡢࡼ࠺ࠊᇶ♏⤫ィẁ㝵࡛ࡢࣀࢬࡸࢀࡢ⦰ᑠࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ㛫ࢆせࡍ
ࡿࡍࢀࡤࠊᙜ㠃㸦┠ඛ 㹼 ᖺ⛬ᗘ㸧ࡣࠊ
ࠗἲேᴗ⤫ィ࠘ࡸࠗᐙィㄪᰝ࠘➼
ࡢᇶ♏⤫ィࡢ⌧≧ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘᡤࡋࡓୖ࡛ࠊࡘୖ㏙ࡋࡓᇶ♏⤫ィࡢࣀࢬ
ฎ⌮ᡭἲࡢ᳨ウࡶ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ4( ᥎ィ⏝ࡍࡿᇶ♏⤫ィࡢ㑅ᢥ㸦㟂せഃ᥎ィ್
౪⤥ഃ᥎ィ್ࢆ⤫ྜࡍࡿ㝿ࡢ࢙࢘ࢺࡢ㑅ᢥࡶྵࡴ㸧ࢆぢ┤ࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀ
ㄢ㢟࡞ࢁ࠺ࠋᇶᮏィ⏬ࡶࠊࡇࡢⅬࢆ▷ᮇⓗㄢ㢟ࡋ࡚┒ࡾ㎸ࡴࡢࡀ㐺ᙜ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡼࡾ㛗ᮇⓗ⪃࠼ࢀࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓ᥎ィ᪉ἲ㛫ࡢඃຎẚ㍑ࡣࠊ⏝࠸ࡽࢀ
ࡿᇶ♏⤫ィࡢᩚഛ≧ἣࡼࡗ࡚ࡶኚࢃࡾᚓࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ౪⤥ഃᇶ♏
⤫ィࡢ  ࡘ⪃࠼ࡽࢀࡿࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢ⏘ฟ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏᖺᗘࡼࡾ㛤ጞࡉࢀࡿ
ࠗࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗືྥㄪᰝ࠘ࡢ⤖ᯝࡀ⏝ྍ⬟࡞ࢀࡤࠊಶேᾘ㈝ࢆ୰ᚰ౪⤥
ഃࡢ᥎ィ⢭ᗘࡀྥୖࡋࠊ4( ᥎ィ࠾ࡅࡿࠗᐙィㄪᰝ࠘➼ࡢ㟂せഃ⤫ィࡢ౫Ꮡ
ᗘࢆୗࡆࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊᇶᮏィ⏬⾜ᚋࡢࠊࡸࡸ㛗ᮇⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞᳨ウㄢ㢟ࡣࠊᇶ♏⤫ィᩚഛ
ࡢྍ⬟ᛶࡶྵࡵ࡚ࠊ☜ሗ 4( ࡢ᥎ィ᪉ᘧࢆ㸦ูಶࡢ⤫ィࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸧⥲ྜ
ⓗ᳨ウࡋࠊ᭱㐺࡞᥎ィࢩࢫࢸ࣒ࢆᐃࡵࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㝿ࡣࠊ
ϸ㸧4( ☜ሗ᥎ィ⏝࠸ࡽࢀࡿᇶ♏⤫ィ㛫ࡢ㛵ಀࡢᩚ⌮㸦ࠗᕤᴗ⤫ィ⾲࠘ࠗ⏕
⏘ືែ⤫ィ࠘ࡢ㞳⦰ᑠ➼㸧ࠊ
Ϲ㸧ᇶ♏⤫ィ㛫ࡢᐃ⩏࣭ᴫᛕࡢ⤫୍ࠊ
Ϻ㸧ᇶ♏⤫ィࡢᣑ㸦࠼ࡤࠊ⌧⾜ࠗᐙィᾘ㈝≧ἣㄪᰝ࠘ࢆࠊ4( ᥎ィࡢࡓࡵ
ࡢ࣐ࢡࣟⓗ࡞ᾘ㈝ᢕᥱࡢࡓࡵࡢ⤫ィࡋ࡚ᩚഛ࣭ᣑࡍࡿࠊ➼㸧ࠊ
ϻ㸧⾜ᨻグ㘓㸦⛯ົࢹ࣮ࢱࠊ♫ಖ㞀ࢹ࣮ࢱ➼㸧ࡢά⏝ࡢྍ⬟ᛶࠊ
➼ࡀ᳨ウㄢ㢟࡞ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࡣࠊᐇ⌧ࡲ࡛ࡣ  ᖺ⛬ᗘࢆせࡍࡿᛮࢃࢀࡿ
㛗ᮇⓗ࡞᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࡀࠊᅜẸ⤒῭ィ⟬㒊ࡢ຺ᐃయ⣔࣭ᨭฟᑓ㛛ጤဨࢆ
୰ᚰࠊ╔ᐇ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ*'3 ⤫ィࡢ⢭ᗘྥୖ㛵ࡍࡿ᪉ྥᛶࡋ࡚ࡣࠊ㟂せഃ㸭౪⤥ഃ⤫ィࡼ
ࡿᨭฟ㠃ࡢ *'3 ᥎ィ࠸࠺㆟ㄽࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ4( ࠾࠸࡚ࡶ⏕⏘㠃࠾ࡼࡧศ㓄
㠃ࡢࡼࡾヲ⣽࡞ሗࡀ⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࡇࡶ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺
ࡕࠊศ㓄㠃ࡢ᥎ィ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⾜ᨻグ㘓ࡢά⏝ࢆ୰ᚰࡋࡓᇶ♏⤫ィࡢᩚഛࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡾࠊ
ࠕ61$ ᥎ィࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィᩚഛ㸦4(㸧࡛ࠖヲࡋࡃㄽࡎࡿࠋ୍᪉ࠊ⏕
⏘㠃᥎ィ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ〇㐀ᴗࡢࠗ⏕⏘ືែ⤫ィ࠘ຍ࠼࡚ࠊࢧ࣮ࣅࢫᴗ㛵ࡋ
࡚ࡶࠗࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗືྥㄪᰝ࠘ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡇ࡛ࠊ᪩ᬌࠊ᥎ィᡭἲࡢᕤኵࡢ
9  ࠼ࡤࠊ
ࠕධ㢠ࠖ㈝⏝㸦
ࠕᴗᚑ⪅ᩘࠖᖹᆒ㈤㔠➼㸧ࡽ㏆ఝⓗ࣐࣮ࢪࣥ⋡ࢆồࡵࡿࡇ࡛ࠊ
᭶ḟ࣭ᅄ༙ᮇ࣮࣋ࢫ࡛ࡢࢧ࣮ࣅࢫᴗࡢຍ౯್⏕⏘ࡢ᥎ィࡀྍ⬟࡞ࡿࠊ➼ࠋ
10 ⱥᅜ࡛ࡣ⏕⏘㠃ࡽࡢ GDP ᥎ィ್ࡀᙜヱᅄ༙ᮇ⤊ࡽ 1 ࣨ᭶ᮍ‶࡛බ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࢝ࢼࢲ࡛
ࡣ᭶ḟ࡛⏕⏘㠃ࡽࡢ GDP ᥎ィ್ࢆබ⾲ࠋ
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⠊ᅖෆ୍࡛ᐃࡢ᥎ィࡀ⾜࠸ᚓࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡗࡓࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿ࠊㅖ
እᅜ࡛ࡶ⏕⏘㠃᥎ィࡣᶆ‽ⓗ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡴࡋࢁᨭฟ㠃᥎ィࡋ࡞࠸᪥ᮏ
ࡀ≉Ṧࡶ࠸࠼ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢⅬࡶࠊᚲせ࡞ᇶ♏⤫ィࡢᩚഛࡶྵࡵ࡚ࠊୖグࡢ㛗ᮇⓗ࣭⥲ྜⓗ࡞᳨ウ
ㄢ㢟ྵࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㻔㻠㻕㻌 ᅜ㝿ᶆ‽䛸䛾ᩚྜᛶ☜ಖ䛸 㻽㻱㻌
୍⯡ㄽࡋ࡚ࡣࠊᑡ࡞ࡃࡶ☜ሗ᥎ィ࠾࠸࡚ࡣࠊᅜ㝿ⓗ࡞ẚ㍑ྍ⬟ᛶࡢᢸಖ
➼ࡢࡓࡵࠊ*'3 ࡢ᥎ィ᪉ᘧࡣᴟຊᅜ㝿ᶆ‽ྜࢃࡏ࡚⾜ࡃࡁ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᇶ♏⤫ィࡀ༑ศ࡛࠶ࡿ➼ࡢ⌮⏤࡛༑ศ࡞᥎ィ⢭ᗘࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋ࠸ศ㔝
㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕᅜ㝿ᶆ‽ࡢ᥎ィ᪉ᘧ࡞ࡿࡃྜࢃࡏ࡚࠾ࡃࠖࡇࡀࠊᶆ‽ⓗ࡞
ᇶ♏⤫ィࡢᩚഛࢆಁࡍࡇࡶࡘ࡞ࡀࡿഃ㠃ࡶ࠶ࢁ࠺ࠋ
⌧⾜ࡢ *'3 ᥎ィ᪉ᘧ࡛ࠊ≉ᅜ㝿ᶆ‽ࡢ㞳ࡀၥ㢟ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡢࡣࠊ
ձබⓗ㒊㛛ࡢศ㢮ᇶ‽ࠊղ⮬♫㛤Ⓨࢯࣇࢺ࢙࢘ࠊճ),6,0 ࡢ  ࡘ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ
ࡽࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᇶ♏⤫ィᩚഛࡶྵࡵࡓ☜ሗ᥎ィ᪉ᘧࡢ᳨ウࡢ୰୍࡛ᐃࡢ⤖
ㄽࢆᚓࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢ࠺ࡕ ),6,0 㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌧ᅾ᪤ࠕཧ⪃ヨ⟬್ࠖࡀබ⾲ࡉࢀ࡚ࡣ࠸
ࡿࡀࠊࡲࡔゎỴࡍࡁၥ㢟Ⅼࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋḟࡢᇶ‽ᨵゞ࡛ࡢᮏయ⣔⤌ධࢀࢆ
┠ᶆࠊᅜẸ⤒῭ィ⟬㒊࠾࠸࡚ࠊᅜẸ⤒῭ィ⟬㒊ࡢ㈈ᨻ࣭㔠⼥ᑓ㛛ጤဨ
ࡢពぢࢆ⫈ࡁࡘࡘࠊࡲࡓ⌮ㄽ࣭ࢹ࣮ࢱ୧㠃࡛ࡇࡢศ㔝ᑓ㛛ᛶࢆ᭷ࡍࡿ㛵ಀඛ
ࡢ༠ຊ➼ࡶᚓ࡞ࡀࡽࠊ᪩ᛴၥ㢟ⅬࡢゎỴྥࡅࡓ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡽᅜ㝿ᶆ‽ࡢ 4( ᥎ィࡢ㐺⏝㛵ࡋ࡚ࡣࠊู㏵ࡢ᳨ウࡀᚲせ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ༶ࡕࠊձ☜ሗẚ࡚ᇶ♏⤫ィࡀ༑ศ࡞ 4( ᥎ィ࠾࠸࡚ࠊ↓⌮
ᅜ㝿ᶆ‽ࢆ㐺⏝ࡋࡼ࠺ࡍࡿࠊ༷ࡗ࡚᥎ィ⢭ᗘࡀపୗࡋ࡚☜ሗࡢ㞳ࢆ
ᣑࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡸࠊղ),6,0 ࡸྛ✀ࡢᖐᒓィ⟬ࢆྵࡵࡿࡇ࡛ࠊ4( ࡀࠊ
ࠕᨻᗓ࣭᪥㖟ࡢᨻ⟇ุ᩿ࡸᴗ࣭ᕷሙࡢᬒἣឤᙧᡂࡢඹ㏻ゝㄒࠖࡋ࡚ࠊࡉࡽ
࠸㎞࠸ࡶࡢ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࠊ➼ࡘ࠸࡚ࡶࠊ༑ศ࡞㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ4( ᥎ィ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠕ⥲ྜⓗ࡞ᬒẼᣦᶆࡋ࡚⨨ࡅࠊ),6,0 ➼
ࡣᑟධࡋ࡞࠸ࠖࠊ
ࠕ4( ࡛ࡶᅜ㝿ᶆ‽ྜࢃࡏࡓ *'3 ࢆ᥎ィࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡇࡽࠗᕷ
ሙྲྀᘬ࣮࣋ࢫ࠘ࡢ *'3 ࢆసᡂࡋ࡚ࠊࡇࢀࢆ⥲ྜⓗ࡞ᬒẼᣦᶆࡋ࡚⏝࠸ࡿ㸦࠶
ࡿ࠸ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮ࡀࡇࢀࢆ⮬ศ࡛ᐃ⩏࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛ሗࡀᥦ౪ࡍࡿ㸧ࠖ➼ࡢ
㑅ᢥ⫥ࡶ᳨ウࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㻔㻡㻕㻌 㻳㻰㻼 ᥎ィ䛾䛯䜑䛾䝸䝋䞊䝇☜ಖ㻌
௨ୖ㏙࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ *'3 ⤫ィࡢ⢭ᗘྥୖ㛵ࡍࡿ᳨ウㄢ㢟ࡢከࡃࡣᢸᙜ㒊
ᒁࡶ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ*'3 ⤫ィసᡂࡢ㐺⏝ࢆ╔ᐇ㐍ࡵࡿࡓ
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ࡵࡣࠊࢩࢫࢸ࣒㛤Ⓨ㠃ࡶྵࡵ࡚ࠊᚲせ࡞ࣜࢯ࣮ࢫࡀࡁࡕࢇ☜ಖࡉࢀࡿࡇ
ࡀྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
᪥ᮏࡢ 61$ ᢸᙜ㒊ᒁࡢࣜࢯ࣮ࢫࡣᅜ㝿ⓗࡳ࡚ࡶⴭࡋࡃ㈋ᙅ࡛࠶ࡾ㸦⾲ཧ
↷㸧
ࠊ,0) ࡀ  ᖺබ⾲ࡋࡓ࣐ࢡࣟ⤒῭⤫ィ㛵ࡍࡿホ౯ሗ࿌᭩࡛ࡶࠊ
ࠕ61$
సᡂࡢࡓࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫ㸦ᐃဨࠊタഛࠊண⟬㸧ࠖࡀࠕᇶ‽ࢆᴫࡡ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠸ࠖ
ࡢ␗ࡢᣦࢆཷࡅࡿ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓⅬࡶᇶᮏィ⏬┒ࡾ㎸ࡴࡁ
࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࡶ࠺ᑡࡋ㛗ᮇⓗࡳࡿࠊศᩓᆺࡢ⤫ィࢩࢫࢸ࣒ࡢୗ࡛ࠊ61$ సᡂ㒊⨫
ෆ㛶ᗓෆࡢ㒊㛛㸦㠀⤫ィ㒊㛛㸧➼ࡢ㛫࡛㢖⦾ே␗ືࡀ⾜ࢃࢀࡿ⤖ᯝࠊ
61$ ᑓ㛛ᐙࡸࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿࢩࢫࢸ࣒せဨࡢ⫱ᡂࡀᅔ㞴࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠸࠺ၥ㢟
ࡶ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊ*'3 ⤫ィసᡂ㒊⨫ᗓ┬ࡢᇶ♏⤫ィసᡂ㒊⨫ࡢ㛫࡛ࡢே␗
ືࡣࠊ
ࠕ*'3 ⤫ィసᡂ㒊⨫࠾࠸࡚ࠊᇶ♏⤫ィࢆ༑ศ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ*'3 ᥎ィ
ࡸࡑࡢᨵၿᥦゝࢆ⾜࠺ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㏫ࠊ
ࠕᇶ♏⤫ィసᡂ㒊⨫࠾࠸࡚ࠊ*'3 ⤫ィ
ࡢసᡂᡭἲࡸࢽ࣮ࢬࢆ༑ศㄆ㆑ࡋࡓୖࠊᇶ♏⤫ィࡢᨵၿࡸᇶ♏⤫ィഃࡽぢ
ࡓ *'3 ᨵၿࡢᥦゝࢆ⾜࠺ࠖ➼ࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡍேᮦࢆ⫱࡚ࠊศᩓᆺ⤫ィࢩࢫࢸ࣒
ࡢᘢᐖ㍍ῶ㈨ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ -61$ ᵓ⠏㛵ࢃࡿேᮦ⫱ᡂࡢ
ᚲせᛶ㛵ࡋ࡚ࡶࠊేࡏ࡚ᇶᮏィ⏬┒ࡾ㎸ࡴࡁ࡛࠶ࡿࠋ

㻔㻢㻕㻌 㻳㻰㻼 ⤫ィ䛾㏱᫂ᛶྥୖ䚸౽ᛶᨵၿ㻌
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࠊ*'3 ⤫ィ⮬యࡢ᥎ィ⢭ᗘྥୖ㛵ࡍࡿᑐฎ⟇ࡣࡸࡸどⅬࡀ␗
࡞ࡿࡀࠊ4( ࡢࠕࢀࠖࡀࡋࡤࡋࡤᢈุࡉࢀࡿ⌮⏤ࡢ㸯ࡘࠊᕷሙཧຍ⪅➼ࡢ
๓ண ್ 4( ࡀࡁࡃ␗࡞ࡿሙྜࡀከ࠸ࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋձෆ㛶ᗓࡀ᭶ḟ࡛
*'3 ࡸࡑࡢᵓᡂ㡯┠ࡢᣦᩘࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆసᡂ࣭බ⾲ࡍࡿࡇࠊղ4( ᥎ィᡭἲ
㛵ࡋࠊᕷሙཧຍ⪅➼ࡶᡭ㛫ࢆࡅࢀࡤ┦ᙜ⛬ᗘ⌧ྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺࡞ࣞ࣋
ࣝࡢヲ⣽ࢆබ⾲ࡍࡿࡇࠊճ௬⨨್ࡢ⨨ࡁ᪉ࡸࡑࡢィᩘࠊィᩘಟṇࡢ㝿ࡢヲ⣽
࡞⌮⏤࠸ࡗࡓⅬ㛵ࡋ࡚ࡶࡼࡾᑀ࡞ሗᥦ౪ࢆ⾜࠺ࡇࠊ➼ࡼࡾ *'3㸦≉
ࠊ4(㸧᥎ィࡢ㏱᫂ᛶࡀ㧗ࡲࢀࡤࠊ4( ᑐࡍࡿㄗゎࡸ࠶ࡽࡠᢈุࢆῶࡽࡍࡇ
ࡀྍ⬟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓࠊձ4( ࡛ᥦ౪ࡉࢀࡿሗࡢᐇ㸦ୖ㏙ࡋࡓศ㓄㠃ࡢヲ⣽ࡢ᥎ィ࣭බ⾲ࡢ
ࠊᅾᗜࡸᨻᗓᾘ㈝ࡢヲ⣽㡯┠➼㸧ࠊղ㛗ᮇ⣔ิࡢᥦ౪➼ࠊ*'3 ⤫ィᑐࡍ
ࡿ⏝⪅ഃࡽࡢせᮃࡀከ࠸Ⅼ㛵ࡋ࡚ࡶࠊᨵၿࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࣜࢯ࣮ࢫࡢ┦ᙜࡢᣑࢆᚲせࡍࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓⅬࡶࠊ㛗ᮇⓗ࡞ㄢ
㢟ࡢ㸯ࡘࡋ࡚ᇶᮏィ⏬┒ࡾ㎸ࡳࠊᅜẸ⤒῭ィ⟬㒊ࢆ୰ᚰ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

௨ୖ

7

43

䠄⾲䠅䚷せᅜ䛻䛚䛡䜛ᅜẸ⤒῭ィ⟬ᢸᙜ⫋ဨᩘ
ᢸᙜ⫋ဨᩘ
䜹䝘䝎

ྡ



䝣䝷䞁䝇 ྡ 


䜲䝍䝸䜰

ྡ

䜰䝯䝸䜹

ྡ⛬ᗘ

䜲䜼䝸䝇 ྡ⛬ᗘ
᪥ᮏ
ྡ

ഛ䚷⪃
㻞㻜㻜㻞ᖺᮎⅬ䚹
ᅜẸ⤒῭ィ⟬ᢸᙜ㒊ᒁ⫋ဨ䛾䛖䛱䚸ᨻᗓ㈈ᨻ⤫ィᢸᙜཬ䜃ᅜ㝿ᨭ⤫ィᢸ
ᙜ䜢㝖䛟ேᩘ䚹
㻞㻜㻜㻟ᖺ㻝㻜᭶Ⅼ䚹
㻵㻺㻿㻱㻱䠄ᅜ❧⤫ィ⤒῭◊✲ᡤ䠅䛻䛚䛡䜛ᅜẸ⤒῭ィ⟬ᢸᙜ㒊ᒁ䛾⫋ဨᩘ䚹䛣
䛾䚸㈈ົ┬䚸୰ኸ㖟⾜➼䛻䜒ᅜẸ⤒῭ィ⟬᥎ィᴗົ䜢⾜䛖⫋ဨ䛜ィ㻣㻜ྡ
⛬ᗘ䛔䜛䚹
㻞㻜㻜㻢ᖺ㻡᭶Ⅼ



㻞㻜㻜㻤ᖺ㻟᭶Ⅼ



䛣䜜䛻ຍ䛘䛶䚸ᨻᗓ᥎ィ䛾ᨵၿ䞉ᣑ䛾䛯䜑䛻㻠㻜ྡ⛬ᗘቑဨ䛾ணᐃ䚹

㻖㻝䠅䚷㻵㻹㻲㻛㻾㻻㻿㻯ሗ࿌᭩䛻ᇶ䛵䛟䚹
㻖㻞䠅䚷䝠䜰䝸䞁䜾䛻ᇶ䛵䛟䚹
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䛂㻿㻺㻭 ᥎ィ䛾䛯䜑䛾ᇶ♏⤫ィ䛾ᩚഛ䠄㻽㻱䠅䛃㻌
୰ᮧὒ୍䚸Ḁ㻌 ᾈ୍䚸ᒣ⃝ᡂᗣ䚸㛛㛫୍ኵ㻌
䠄ྲྀ䜚䜎䛸䜑䠖㛛㛫䠅㻌

㻝㻚㻌 ᑐ㇟䛸⠊ᅖ㻌
61$ ᥎ィࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィࡢᩚഛ㛵ࡍࡿㄽⅬࡢ࠺ࡕࠊ4( ᥎ィ㛵ࡍࡿࡶࡢࡀ
ᮏሗ࿌࡛ࡢ᳨ウᑐ㇟࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊ61$ ᥎ィࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィᩚഛ㸦⾜ᨻグ㘓ࡢά⏝ࢆྵࡴ㸧ࡣࠊ61$ సᡂ
㒊⨫ྛࠎࡢᇶ♏⤫ィ࣭⾜ᨻグ㘓➼ࢆᡤ⟶ࡍࡿᗓ┬㊬ࡿ᳨ウㄢ㢟࠸࠺ࡇ
࡞ࡿࡀࠊᇶᮏィ⏬ࡢᐇᙜࡓࡗ࡚ࡢᐇ㝿ࡢᡭ㡰ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎ 61$ సᡂ㒊
⨫ഃ࡛ಶࠎࡢᇶ♏⤫ィ➼㛵ࡍࡿලయⓗ࡞ࢽ࣮ࢬࢆࡼࡾヲ⣽ワࡵࡓୖ࡛ࠊ㛵
ಀᗓ┬ࡢ㛫᳨࡛ウࡢሙࢆタࡅࠊ⤫ィጤဨࡢពぢࡶ⫈ࡁ࡞ࡀࡽ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿ
ࡇࡀ㐺ᙜ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㻞㻚㻌 ⌧≧䛸ၥ㢟䛾ᡤᅾ㻌
⌧ᅾࡢ 4( 㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ձ ᩘᏐࡢࢀࡸࣀࢬࡀࡁࡃࠊ᭶ḟࡢྛ✀ᬒẼᣦᶆ➼ࡽ㔊ᡂࡉࢀࡿᬒἣ
ឤ㞳ࡋࡓືࡁࢆ♧ࡍࡇࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠊ
ղ 㸯ḟ 4(Ѝ ḟ 4( ࡢᨵゞᖜࡸࠊ4( ࡢ✚ୖࡆࡼࡿᖺḟィᩘ☜ሗࡢ㞳ࡀ
ࡁ࠸ࠊ
➼ࡢၥ㢟ࡽࠊᨻᗓ࣭᪥㖟ࡢᨻ⟇ⓗ࡞ุ᩿ࠊᴗ࣭㔠⼥ᕷሙࡢᬒἣឤࡢᙧᡂࠊ
ᾏእᨻ⟇ᙜᒁࡸእᅜேᢞ㈨ᐙࡢ᪥ᮏ⤒῭㛵ࡍࡿㄆ㆑➼࠾ࡅࡿඹ㏻ゝㄒࡋ
࡚࠸ࡃ࠸ࠊࡢᣦࡀࡋࡤࡋࡤ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ 4( ࡢၥ㢟Ⅼᑐࡋࠊ4( ᥎ィᡭἲࡢᨵၿࡢ⠊ᅖෆ୍࡛ᐃࡢᑐฎࡀྍ
⬟ᛮࢃࢀࡿᗄࡘࡢⅬ㸦Ꮨ⠇ㄪᩚᡭἲࠊᇶ♏⤫ィࡢࣀࢬฎ⌮ᡭἲࠊ4( ᥎ィ
⏝࠸ࡿᇶ♏⤫ィࡢ㑅ᢥࡢぢ┤ࡋ➼㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕ*'3 ⤫ィࡢ⢭ᗘྥୖྥࡅ
ࡓ᳨ウࠖ♧ࡋࡓ㏻ࡾࠋ
ࡋࡋࠊࢀ࣭ࣀࢬࡸࠊ ḟ 4(Ѝ ḟ 4( ࡢࠕᨵゞᖜࠖࠊ4( ☜ሗࡢࠕ㞳ᖜࠖ
➼ࡢࡁࡉࡀࠊࡋ࡚ᇶ♏⤫ィࡢࢀ࣭ࣀࢬ㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ
ᇶ♏⤫ィ⮬యࡢᨵゞ㸦ᇶ‽ᨵᐃࠊᏘ⠇ㄪᩚ᭰࠼➼㸧ࢆᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿሙྜ
ࡣࠊຍᕤ⤫ィࡋ࡚ࡢ 4( ࡀࡇࢀࡽࢆᫎࡍࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊୖグ
ࡢࡼ࠺࡞ 4( ࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡋࠊඹ㏻ゝㄒࡋ࡚ࡢ 4( ࡢ᭷⏝ᛶࢆྥୖࡉࡏࡿࡓ
ࡵࡣࠊ᥎ィᡭἲࡢᨵၿేࡏࠊ4( ᥎ィ⏝࠸ࡽࢀࡿྛ✀ᇶ♏⤫ィࡢẁ㝵ࡲ࡛
㐳ࡗ࡚ࠊ4( ࡢࠕࢀ࣭ࣀࢬࠖࡸࠕᨵゞᖜࠖࢆ࡞ࡿࡃᑠࡉࡃࡍࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡛
ࡢᩚഛࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
1
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ࡲࡓࠊ4( ࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィᩚഛ࠸࠺ほⅬࡽࡣࠊබⓗ㒊㛛⮬㌟㛵ࡍࡿྛ
✀ᇶ♏ࢹ࣮ࢱࡢᣑࡸࠊ⾜ᨻグ㘓ࢆ⤫ィࡋ࡚ 4( ᇶ♏㈨ᩱࡋ࡚ࡢά⏝ࡍࡿࡇ
ࠊ➼ࡶࠊ4( ࡢ⢭ᗘྥୖ㈨ࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୗ࡛ࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓほⅬࡽࠊձ㟂せഃᇶ♏⤫ィࠊղ౪⤥ഃᇶ♏⤫ィࠊճศ㓄
㠃᥎ィࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィࡢ㡰ࠊᚋࡢ⤫ィᩚഛࡢ᪉ྥᛶࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ

㻟㻚㻌 㟂せഃᇶ♏⤫ィ䛾ᩚഛ㻌
  ಶேᾘ㈝㛵㐃ࡢᇶ♏⤫ィ
4( ࡢಶேᾘ㈝㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢࠕࢀࠖࡢࡁࡉࡸࠊ᭶ḟࡢ㈍⤫ィ➼ࡢྛ
✀ᾘ㈝㛵㐃ᣦᶆᚲࡎࡋࡶືࡁࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸ࡇ㸦ࠕᬒẼᐇែࢆᫎࡋ࡚࠸࡞
࠸ࠖࡢᢈุࡶከ࠸㸧ࡀࠊࡋࡤࡋࡤၥ㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞ཎᅉࡀࠊ㟂せ
ഃ᥎ィ⏝࠸ࡽࢀࡿࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡢᑡ࡞ࡉ㸦⣙ 㸧㉳ᅉࡍࡿ
ᶆᮏㄗᕪࡢࡁࡉ࠶ࡿࡳࡽࢀࡿࡇࡶࠊࡰࢥࣥࢭࣥࢧࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᶆᮏㄗᕪࡼࡿࠕࢀࠖࡢၥ㢟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᥎ィᡭἲࡢᨵၿࡼࡗ࡚ࡢ⛬ᗘ
ᨵၿࡀྍ⬟ᐇドⓗ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࠊ4( ࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィࡢᩚഛ࠸࠺ほⅬࡽゝ࠼ࡤࠊࡸࡣࡾࠗᐙィㄪᰝ࠘
ࡢᣑࡀ᳨ウㄢ㢟࡞ࢁ࠺ࠋ↓ㄽࠊ⌧⾜ࡢࡼ࠺࡞ヲ⣽࡞ㄪᰝ㡯┠ࢆ⥔ᣢࡋࡓࡲ
ࡲࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡢࢧࣥࣉࣝᩘࢆቑࡸࡍࡇࡣࠊࣜࢯ࣮ࢫไ⣙ࡸሗ࿌⪅㈇ᢸࡢ㠃
ࡽࡳ࡚⌧ᐇⓗࡣᛮࢃࢀ࡞࠸ࠋ୍᪉࡛ࠊࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡣࠊձ➨ 㹕㹅ู࡛㏵
㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕᐙィ࣭ᬽࡽࡋ࣭ᒃఫ࣭వᬤ࣭ࣞࢪ࣮ࣕࠖ➼㛵ࡍࡿ♫⤫ィ
ࡋ࡚ࡢᶵ⬟ࡸࠊղຍᕤ⤫ィ࡛࠶ࡿࠗᾘ㈝⪅≀౯ᣦᩘ࠘సᡂࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィࠊ
➼ࡢᙺࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊㄪᰝ㡯┠ࡢᖜ࡞๐ῶ࣭⡆⣲ࡣᅔ㞴⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓࡇࢆ๓ᥦ⪃࠼ࡿࠊ
4( ࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィᩚഛ࠸࠺ほⅬࡽࡣࠊ
ࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡣูಶࠊ࣐ࢡࣟࡢᐙィᾘ㈝ືྥࢆ᭶ḟ࣮࣋ࢫ࡛ᤊ࠼ࡿ⤫ィㄪ
ᰝࢆᩚഛࡍࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡞ㄪᰝෆᐜ࣭㡯┠㸦ࡢ⛬
ᗘヲ⣽࡞ෆヂ㡯┠ࢆイࡃࠊ➼㸧㛵ࡋ࡚ࡣࠊ61$ సᡂ㒊ᒁࡶຍࢃࡗ᳨࡚ウࢆ㐍
ࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊ᭶ḟࡢ⤫ィ⤖ᯝࡶ 61$ ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀ᫂☜࡞ࡶࡢ
QE ಶேᾘ㈝ࡢࢀ࣭ࣀࢬࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡢ㛵ಀ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡼࡾヲࡋࡃࡳࡿࠊձࡑࡶࡑࡶ᭶ḟࡢẁ
㝵࡛ࠊྛ✀㈍⤫ィ➼ࡢືࡁࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡢᾘ㈝ᨭฟࡢືࡁࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸ࡇࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡇࠊղ
㸦QE ࡛ࡣࠊᾘ㈝ࡢ㟂せഃ᥎ィࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡢ࡛㸧ࡇ࠺ࡋࡓᶆᮏㄗᕪ㉳ᅉࡍࡿࡳࡽࢀ
ࡿࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡢᐇ㉁ᾘ㈝ᨭฟ➼ࡢࢀ➼ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘ⧊ࡾ㎸ࢇ࡛ண ࡸศᯒࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࠊQE ࡢಶேᾘ㈝
ࡢືࡁࡀ࡞࠾ㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡿࡇࠊࡢ 2 ࡘࡢၥ㢟ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋղ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠗᐙィㄪᰝ࠘
SNA ࡢᾘ㈝ᴫᛕࡢ㐪࠸ࡀ⏝⪅ᚲࡎࡋࡶṇࡋࡃㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡢࠊ
ࠗᐙィㄪᰝ࡛࠘ࢀࡢ
ࡁ࠸ရ┠ࢆಟṇࡍࡿࡓࡵ QE సᡂ㐣⛬࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࠗᐙィᾘ㈝≧ἣㄪᰝ࠘ࡢὀ┠ᗘࡀప࠸ࡇࠊ➼ࡶ
ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓⅬࡢ⤫ィ⏝⪅ࡢ⌮ゎࡢᾐ㏱ࢆᅗࡿᚲせࡶ࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࠊࡇ࠺ࡋ
ࡓⅬࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡳ࡚ࡶࠊ
QE ಶேᾘ㈝ࡢ㟂せഃ᥎ィၥ㢟ࡀከ࠸ࡇࡣኚࢃࡾࡣ࡞࠸ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࡞࠾ࠊ1 ḟ QEЍ2 ḟ QE ࡢᨵゞᖜࡢၥ㢟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
ࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡢᶆᮏㄗᕪࡣᙳ㡪ࢆ࠼࡚࠸࡞࠸ࠋ
2 ࠼ࡤࠊ
ࠗᐙィㄪᰝ࠘୰ࡢ⥅⥆ࢧࣥࣉࣝࡢ⏝㸦ẖ᭶  ࡀධࢀ᭰ࢃࡿࡢ࡛ࠊṧࡾ  ࢆ⏝࠸࡚๓᭶ẚఙ
ࡧ⋡ࢆィ⟬ࡋࠊࡇࢀࢆ  ࣨ᭶ศࡅྜࢃࡏࡓࢳ࢙࣮ࣥᣦᩘ࡛๓ᖺྠ᭶ẚࢆồࡵࡿ➼㸧ࡼࡾᑐฎࡍࡿࡇ
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢ᪉ἲࡼࡿᨵၿຠᯝࡣ㝈ᐃⓗࡢ᳨ド⤖ᯝࡶᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕಶேᾘ㈝ືྥࡢⓗ☜࡞
ᢕᥱࡢࡓࡵࡢ᳨ウࠖሗ࿌᭩ࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࠊ⥲ົᗇ⤫ィᒁ⤫ィㄪᰝ㒊ᾘ㈝⤫ィㄢ㸧ࠋ
1

2
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ࡍࡁ࡛࠶ࡿࠊ㏆ᖺ࢙࢘ࢺࡢ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ༢㌟ୡᖏࢆᑐ㇟ࡋࡓㄪᰝ
ࡢᣑ᪉ἲࡶ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋࡇ࠺ࡋࡓ⤫ィࡣࠊ4( ࡢᇶ♏⤫ィࡋ࡚ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀ⮬యࠊᬒẼᣦᶆࡋ࡚㠀ᖖ᭷⏝ᛮࢃࢀࡿࠊࡑࢀࡼࡗ
࡚ 4( ࡀᕷሙࡢᬒἣឤࡁࡃ␗࡞ࡿ➼ࡢࠕࢧࣉࣛࢬࠖࡶ⦰ᑠࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾ࠊලయⓗ࡞ㄪᰝᐇ᪉⟇ࡋ࡚ࡣࠊ⌧⾜ࡢࠗᐙィᾘ㈝≧ἣㄪᰝ࠘
㸦⥲ົ┬㸧
ࢆࡇ࠺ࡋࡓ᪉ྥ࡛ᨵṇ࣭ᣑࡍࡿࡇࡀ᭱ࡶ᭷ຊ࡞᪉ἲ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊ⌧ᅾྠㄪᰝࡣࠊ4( ᥎ィࡢ㝿ࡢࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡢ⿵ⓗ࡞ሗࡋ࡚ࠊ
ࠗᐙィㄪ
ᰝ࡛࠘ࡣࢀࡀࡁ࠸⮬ື㌴࡞୍㒊㧗㢠ရ┠ࡢᨭฟ㢠ࢆㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ
ࢀࢆࠊせရ┠ศ㢮ูࡢᨭฟࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢྜィࡋ࡚ࡢᾘ㈝ᨭฟ⥲㢠ࢆㄪᰝࡍ
ࡿ⤫ィᨵࡵࡿࡇࡀ୍࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⌧ᅾࡢࠗᐙィᾘ㈝≧ἣㄪᰝ࠘ࡢࢧ
ࣥࣉࣝᩘ㸦ࢧࣥࣉࣝ⣙ ࠊ᭱㏆ࡢᅇ⟅⋡ࡣ  ⛬ᗘ㸧⛬ᗘ࡛ࡣࠊᶆᮏㄗᕪ
ࡼࡿࢀࡢ⦰ᑠࡣ౫↛༑ศࡢぢ᪉ࡀከࡃࠊᐇຠ࣮࣋ࢫ࡛༑ศ࡞ࢧࣥࣉ
ࣝᩘࢆ☜ಖࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࡣࠊࡇࡢᾘ㈝㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞ᇶ♏
⤫ィࡣࠊᇶᖿ⤫ィㄪᰝࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ

   タഛᢞ㈨㛵㐃ࡢᇶ♏⤫ィ
4( ࡢタഛᢞ㈨㛵ࡋ࡚ࡶࠊ㟂せഃ᥎ィࡢᇶ♏⤫ィ࡛࠶ࡿࠗἲேᴗ⤫ィᏘሗ࠘
ࡢࠊࢧࣥࣉࣝධࢀ᭰࠼➼క࠺ࠕࢀࠖࡸつ๎ኚືࡀࠊ4( ᥎ィၥ㢟ࢆⓎ⏕
ࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇࡣࠊࡰࢥࣥࢭࣥࢧࢫ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢၥ㢟ࡢᑐᛂ⟇ࡋ࡚ࡣࠊࢧࣥࣉࣝ᭰࠼ࡢ㝿ࡢ᩿ᒙಟṇࢆ㐺ษ⾜࠺ࡇ
ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ᪤ࠊྠㄪᰝࡢ  ᖺ⥅⥆ᶆᮏ㸦 ᖺࡈ༙ᩘࡢᶆᮏࢆධࢀ᭰࠼㸧
ࡀỴࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡼࡿ⥅⥆ᶆᮏࢹ࣮ࢱࡀ⏝ྍ⬟࡞ࡾḟ➨ࠊࡑࢀࢆ⏝
࠸࡚ࢀࡸつ๎ኚືࡢ⦰ᑠࡀᅗࢀࡿࢆ᪩ᛴ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠗἲேᴗ⤫ィᏘሗ࠘୰ࡢ୰ᑠᴗ㛵ࡍࡿィᩘࡢࢀࡢࡁࡉ㛵ࡋ
࡚ࡣࠊ ᖺࡢၟἲᨵṇࡢᙳ㡪࡛ࠊ ᖺ௨㝆㈨ᮏ㔠  㹼 ࡢ㝵
ᒙࡢẕ㞟ᅋᵓ㐀ࡀࡁࡃኚࡋࡓ㸦ᴗᩘࡀࡁࡃቑຍࡋࡓࠊձၟἲᨵṇ
⌧ᅾㄪᰝࡋ࡚࠸ࡿရ┠ࡢィᩘࡢ࠺ࡕࠊᘬ⥆ࡁㄪᰝࡀᚲせ࡞ࡶࡢࡘ࠸࡚ࡣࠊせရ┠ࡢෆヂ㡯┠ࡋ࡚
ㄪᰝࡍࢀࡤࡼ࠸ࠋ
4 ᅉࡳ 2002 ᖺᚋ༙㹼2007 ᖺࡢᮇ㛫࡛ࠗᐙィㄪᰝ࠘ࠗᐙィᾘ㈝≧ἣㄪᰝ࠘ࡢࠕᐇ㉁ᾘ㈝ᨭฟࠖࡢᶆ‽
೫ᕪࢆồࡵ࡚ࡳࡿࠊࡑࢀࡒࢀ 1.41ࠊ1.25 ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࢀࡢᖜ࡞⦰ᑠࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ࡞࠾ࠊ⌧⾜ࠗᐙ
ィᾘ㈝≧ἣㄪᰝ࠘ࡢࠕᨭฟ⥲㢠ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊグධ⋡ࡀప࠸ࠊᨭฟ㡯┠ෆヂࡢᩚྜᛶࡀ᫂➼ࡢၥ㢟ࡶ
࠶ࡾࠊᾘ㈝㛵ࡍࡿᬒẼᣦᶆࡋ࡚ࡣࢇὀ┠ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
5 ᐇ㝿ࡢࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡀᚲせࡣࠊࡑࢀせࡍࡿࢥࢫࢺ㠃ࡶྵࡵ࡚ࠊᚋワࡵࡓ᳨ウࢆ㐍ࡵࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ1 ࡘࡢ┠Ᏻࡣࠊࠗᐙィᾘ㈝≧ἣㄪᰝ࠘ࡀタࡉࢀࡓ㝿ࡢ᳨ウ࡛ࡣࠊ
ࠗᐙィㄪᰝ࠘ࡢࢀ⦰ᑠ
ࡣࢧࣥࣉࣝᩘࢆ⣙㸲ಸࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠸࠺⤖ㄽࡀᚓࡽࢀࠊࡇࡇࡽ⣙ 30,000 ࠸࠺ࠗᐙィᾘ㈝≧ἣ
ㄪᰝ࠘ࡢࢧࣥࣉࣝᩘࡀᑟฟࡉࢀࡓ࠸࠺ᐇ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚑࡗ࡚ࠊᐇຠ࣮࣋ࢫ࡛ 30,000 ⛬ᗘࡢࢧࣥࣉࣝᩘࢆ
☜ಖࡍࡿࡇࡀ᭱ప㝈ᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊձᇶᖿ⤫ィࡼࡾ⌧⾜ㄪᰝࡢᅇ⋡ࢆᘬୖࡆࡿࡇ
ࡢࠊղᅇ⋡ࡢᘬୖࡆࡀᅔ㞴࡛࠶ࢀࡤࠊ30,000 ⛬ᗘࡢᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺ࢧࣥࣉࣝᩘࢆቑࡸࡍࠊ➼
ࡢ᪉ἲࡼࡾࠊᐇ⌧ྍ⬟ぢ㎸ࡲࢀࡿࠋ
6 ⥅⥆ᶆᮏࡣࠊᇶᮏⓗࡣࢧࣥࣉࣝࢆ 1/2 ࡎࡘධࢀ࠼ࡿᙧ࡛⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊ⥅⥆ᶆᮏࡢᶆᮏᩘࡣ⌧ᅾ
ࡢ 1/2 ⛬ᗘ࡞ࡾࠊࡑࡢศ༷ࡗ࡚ᶆᮏㄗᕪࡀᣑࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࠋ
3

3
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࡛㈨ᮏ㔠ࢆᛴ㑉  ㉸ቑ㢠ࡋࡓ㞽⣽ᴗࠊղඖࠎࡇࡢ㝵ᒙᒓࡋ࡚
࠸ࡓẚ㍑ⓗつᶍࡢࡁ࠸୰ᑠᴗࡀΰᅾ㸧ࡶࢃࡽࡎࠊ⌧⾜ࡢᶆᮏᢳฟ᪉
ἲࡀࡇࢀࡁࡵ⣽ࡃᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀࠊࢀࢆቑຍࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇࡶ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊࡇࡢᒙࡢᢳฟ᪉ἲࢆぢ┤ࡍ㸦࠼ࡤࠊࡇࡢᒙࢆୖ㧗࡛ࡉ
ࡽ⣽ศࡋ࡚ᒙᢳฟࢆ⾜࠺ࠊ➼㸧ࡇ࡛ࠊィᩘࡢࢀࢆ⦰ᑠ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶ
ࡶ࠶ࡿࠋ

  බⓗ㟂せ㛵㐃ࡢᇶ♏⤫ィ
4( ࠾ࡅࡿබⓗ㟂せ㸦ᨻᗓᾘ㈝ࠊබⓗᅛᐃ㈨ᮏᙧᡂ㸧᥎ィࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィ
ࡣࠊ᫂ࡽᖜ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋᇶᮏⓗࡣࠊ㈈ᨻᨭฟࢆࠊໟᣓⓗࠊࡘ
ྍ⬟࡛࠶ࢀࡤ㸦⌧㔠ᨭฟ࣮࣋ࢫ࡛࡞ࡃ㸧Ⓨ⏕࣮࣋ࢫ࡛ࠊ᭶ḟ࡞࠸ࡋᅄ༙ᮇ࡛ᤊ
࠼ࡿ⤫ィࡢᩚഛࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ࡇࡢⅬ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᮏ㹕㹅ู࡛㡯┠ࡋ᳨࡚ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ㈈ᨻ⤫ィࡢᩚഛࠖ
࡛ࠊ*)6 య⣔๎ࡋࡓ㈈ᨻ⤫ィ⯡ࡢᩚഛࡀ᳨ウㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ4(
᥎ィᚲせ࡞ᅄ༙ᮇ࣮࣋ࢫ࡛ࡢ *)6 య⣔ᩚഛࡣࠊ㛗ᮇⓗ࡞ᒎᮃࡋ࡚ど㔝ࡣ
ධࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࡶࡑࡶࠊᇶ♏࡞ࡿᨻᗓࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢィࢩࢫࢸ࣒
ࡀ⌧⾜ࡢබィไᗘ࡛ࡣⓎ⏕⩏࣮࣋ࢫᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸࠸࠺⌧≧ࢆ⪃࠼ࡿ
ࠊᐇ⌧ࡲ࡛ࡣ㛫ࢆせࡍࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶࡑࡢ㛫ࡢᬻᐃⓗ࡞ᑐᛂ࠸࠺⨨ࡅࡣ࡞ࡿࡀࠊᙜ㠃ࡣࠊ
4( ࡢᨻᗓᾘ㈝ࡸබⓗᅛᐃ㈨ᮏᙧᡂ᥎ィᚲせ࡞㡯┠⤠ࡗ࡚ࠊ㛵㐃ᇶ♏⤫ィࡢ
ᩚഛࢆ㐍ࡵࡿࡇࢆ᳨ウࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓほⅬࡽࡳࡓࠊබⓗ㟂せ㠃
࡛ࡢ 4( ࡢࢀࡸᨵゞᖜࡢࡁ࡞ཎᅉࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤᣦࡉࢀࡿࠊձබඹᢞ㈨ࡢ
᥎ィࠊ࠾ࡼࡧࠊղᨻᗓᾘ㈝ᨭฟ୰ࡢ㞠⏝⪅ሗ㓘᥎ィ㛵㐃ࡍࡿᇶ♏⤫ィࡢᩚഛ
ࡀࠊႚ⥭ࡢㄢ㢟⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ձ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌧≧࡛ࡣࠊࠗᘓタ⥲ྜ⤫ィ࠘ࡢࠕබඹศࠖࡢィᩘࢆ⏝࠸࡚᥎ィ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢝ࣂࣞࢵࢪࡸᶆᮏㄗᕪࡢၥ㢟ࡸࠊ୍㒊ࢹ࣮ࢱࡀ  ḟ 4( 㛫
ྜࢃ࡞࠸ࡇ➼ࡽࠊࡋࡤࡋࡤࠊ ḟ 4( ẁ㝵࡛ࡢᖜ࡞ᨵゞࡸࠊỴ⟬ࢹ࣮ࢱ
ࢆ⏝࠸࡚᥎ィࡉࢀࡿ☜ሗࡢ㞳ࢆⓎ⏕ࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ୰ኸᨻᗓࡔࡅ࡛࡞ࡃᆅ᪉
ศࡶྵࡵࡓࠊබඹᴗண⟬ࡢᇳ⾜≧ἣ㛵ࡍࡿ⤫ィࡀᩚഛࡉࢀࢀࡤࠊ4( ᥎ィ⢭
ᗘࡢྥୖࡸᨵゞᖜࠊ㞳ᖜࡢ⦰ᑠࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊղ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ≉ᆅ᪉ࡢࢹ࣮ࢱ㊊ࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧≧࡛ࡣࠊ
ᆅ᪉බົဨᩘࢆࡈࡃ୍㒊ࡢ⾜ᨻᶵ㛵ࡸᆅ᪉⮬యᑐࡍࡿࣄࣜࣥࢢࡽ᥎ィ
タഛᢞ㈨ࡢ౪⤥ഃ᥎ィࡣࠊࢥࣔἲࡼࡾ⥲ᅛᐃ㈨ᮏᙧᡂࢆ᥎ィࡋࠊࡑࡇࡽබඹᢞ㈨ࠊఫᏯᢞ㈨ࢆᕪࡋ
ᘬ࠸࡚タഛᢞ㈨ࢆồࡵࡿࡓࡵࠊබඹᢞ㈨ࡢ᥎ィ⢭ᗘࡢపࡉࡣࠊタഛᢞ㈨ࡢࢀࡶἼཬࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ
㧗࠸ࠋ
8 QE ᥎ィࡢၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊබඹᢞ㈨㛵ࡍࡿ QE ☜ሗࡢ㞳ཎᅉࡣࠊQE ࡀࠊ⢭ᗘࡀప࠸ࡣゝ࠼
୍ᛂ SNA ࡢཎ๎๎ࡗࡓ㐍ᤖ࣮࣋ࢫࡢ᥎ィ࡛࠶ࡿࡢᑐࡋࠊỴ⟬࣮࣋ࢫࡢ☜ሗࡣᨭฟ࣮࣋ࢫ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
࠺Ⅼࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ☜ሗ᥎ィࡶ㐍ᤖ࣮࣋ࢫษࡾ᭰࠼ࡿࡇࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
7
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ࡋࠊࡇࢀᅜᐙබົဨࡢ⤥ࢆࡅࡿᙧ࡛᥎ィࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᆅ᪉බඹᅋయ㛫
ࡸᅜᆅ᪉ࡢ㛫࡛ࡢࣂࣛࡘࡁࡀࡁࡃ࡞ࡿ୰࡛ࠊࡇ࠺ࡋࡓ᥎ィᡭἲࡣᐇែ
㞳ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃࠊᆅ᪉බົဨᩘ⤥Ỉ‽㛵ࡍࡿ⤫ィࡢᩚഛࡀᮃࡲ
ࢀࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࠊබⓗ㟂せ㛵㐃ࡢ⤫ィᩚഛࡣࠊ୰ኸᨻᗓศ㛵ࡋ࡚ࡣᇶᮏⓗࡣ
⾜ᨻグ㘓ࡢά⏝ࡢ⠊࡛࠶ࡾࠊ᪂ࡓ࡞ሗ࿌⪅㈇ᢸࢆㄢࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋձࡢᆅ
᪉ศࠊ࠾ࡼࡧղ㛵ࡋ࡚ࡣࠊᆅ᪉බඹᅋయ➼ࡽィᩘࢆᚩồࡋࠊ⤫ィࡋ࡚ᩚ
ഛࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ㝿ࠊࣜࢯ࣮ࢫ㠃ࡸᆅ᪉බඹᅋయࡢሗ࿌㈇ᢸ
ࡶ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࢀࡤࠊᚲࡎࡋࡶᩘㄪᰝ࡛࠶ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊᇶᮏィ⏬᫂グࡋ࡚ࠊ᪩ᮇࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡁ࡛࠶ࡿࠋ

䠐㻚㻌 ౪⤥ഃᇶ♏⤫ィ䛾ᩚഛ㻌
  ⏕⏘⤫ィ㛵㐃
౪⤥ഃ᥎ィࡢᇶ♏⤫ィࡢ࠺ࡕࠊ㈈ࡢ⏕⏘㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌧⾜ࡢࠗ⏕⏘ືែ⤫ィ࠘
࡛ 4( ᥎ィᚲせ࡞ሗࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ࢝ࣂ࣮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᚑࡗ࡚ࠊ
ࡓࡿㄽⅬࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࠊࡋࡤࡋࡤ 4( ☜ሗࡢ㞳ࡢࡁ࡞ཎᅉ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ
ࡉࢀࡿࠊࠗ⏕⏘ືែ⤫ィ࠘ࠗᕤᴗ⤫ィ⾲࠘㛫ࡢ㞳ࡢ⦰ᑠ࡛࠶ࡿࠋ
୧⪅ࡢ㞳ࡣࠊࠊձ࢝ࣂࣞࢵࢪࡢ㐪࠸㸦ࠗ⏕⏘ືែ⤫ィ࡛࠘ࡣ㞽⣽ᴗࡀ
࢝ࣂ࣮ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࠊղ2(0 ⏕⏘ရࡢᢅ࠸ࡢ㐪࠸㸦ຍ౯್⋡ࡀࡁࡃ␗࡞ࡿ
ࡶᣊࡽࡎࠊ
ࠗ⏕⏘ືែ⤫ィ࡛࠘ࡣ༊ูࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸧ࡢ  ࡘࡢ⌮⏤ࡽ⏕ࡌ࡚
ࠗ⏕⏘ືែ⤫ィ࠘ࡢᩚഛࢆࠊᇶᮏ
࠸ࡿࡶࡢࡳࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ╔┠ࡋࡓࠊ
ィ⏬᭩ࡁ㎸ࡴࡇࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠋ

  ࢧ࣮ࣅࢫ⤫ィ㛵㐃
ࢧ࣮ࣅࢫ⏕⏘㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⌧≧࡛ࡣࠊ㈈ẚ౪⤥ഃ᥎ィࡢᇶ♏⤫ィࡀᖜ
㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊࡇࡢ㸵᭶ࡽ㛤ጞࡉࢀࡿࠗࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗືྥㄪᰝ࡛࠘
㊊ศ㔝㸦⌧ᅾࡣࠊ௦᭰ᣦᶆࠊᴗ⏺⤫ィࠊࢺࣞࣥࢻ᥎ィ➼࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿศ㔝㸧
ࡢ࡞ࡾࡢ㒊ศࡀ࢝ࣂ࣮ࡉࢀࡿぢ㏻ࡋ࡛࠶ࡾࠊᙜ㠃ࡣࠊྠㄪᰝ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚ 4(
ࡢᨵၿࢆ᳨ウࡍࡿࡇࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ࡓࡔࠊձ୍㒊ࡘ࠸࡚ 4( సᡂศ㢮ࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿࠊղ⏕⏘㠃
ࡽࡢ *'3 ᥎ィ㸦ຍ౯್᥎ィ㸧ࡢᇶ♏㈨ᩱ⪃࠼ࡓࠊ⌧⾜ࡢㄪᰝ㡯┠㸦
ධࠊ㞠⏝⪅ᩘࡢࡳ㸧࡛ᮏᙜ༑ศ㸦࠶ࡿ⛬ᗘࠊ୰㛫ᢞධ㡯┠ࢆイࡃᚲせࡣ࡞
࠸㸧➼ࡢၥ㢟㛵ࡋ࡚ࡶࠊㄪᰝࡢᐇࡸᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡢᛶ㉁➼ࢆࡳ࡞ࡀࡽࠊ
㡰ḟ᳨ウࢆ㐍ࡵࠊᚲせᛂࡌ࡚ㄪᰝᑐ㇟ࡸ㡯┠ࢆᣑࡋࠊ┿ 4( ᥎ィᙺ❧ࡘ
ㄪᰝⓎᒎࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇࡀᮃࡲࢀࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᇶᮏィ⏬ࡶࠊ᪂ࡓ࡞⤫ィࡢ
9
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ᩚഛゝ࠺ࡼࡾࡣࠊ
ࠗࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗືྥㄪᰝ࠘ࡢ⏝ᐇែᛂࡌࡓᣑࢆグࡍࡇ
ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠋ
㻌
㻡㻚㻌 ศ㓄㠃᥎ィ䛾ᇶ♏⤫ィ䛾ᩚഛ㻌
⌧⾜ 4( ࡛ࡣࠊศ㓄㠃ࡣࠊ
ࠕ㞠⏝⪅ሗ㓘ࠖࡋసᡂ࣭බ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࡼࡾ
ヲ⣽࡞ศ㓄㠃ࡢ *'3 ᥎ィࢆ⾜࠸ࠊ*'3 ࡢᨭฟ㠃ࡸ⏕⏘㠃㸦⌧ᅾࠊ⏕⏘㠃ࡢ᥎ィࡶ
⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊୖグࠗࢧ࣮ࣅࢫ⏘ᴗືྥㄪᰝ࠘ࡼࡾ⌧ᅾ㊊ࡋ࡚࠸ࡿࢧ
࣮ࣅࢫᴗ㛵ࡍࡿ౪⤥ഃ⤫ィࡢᩚഛࡀ㐍ࡵࡤࠊ⏕⏘㠃ࡶ᥎ィྍ⬟࡞ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ㧗࠸㸧ࡢ㛫࡛ࡢᩚྜᛶࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜࠺ࡁࡢពぢࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊศ㓄㠃
ࡢィᩘ㸦࠼ࡤࠊᐙィࡢྍฎศᡤᚓ➼㸧ࡀ 4( බ⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࢀࡤࠊᬒ
Ẽືྥࡸᨻ⟇ຠᯝࡢศᯒࡶ᭷⏝࡛࠶ࡿࠋ
ศ㓄ഃ᥎ィࡢࡓࡵࡢᇶ♏⤫ィᩚഛࡋ࡚ࡣࠊձ㞠⏝࣭㈤㔠㛵㐃⤫ィࡢᩚഛ࣭ᣑ
ࠊղ⛯ົࠊ♫ಖ㝤➼ࡢ⾜ᨻグ㘓ࡢ⏝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊࡇࡢⅬࢆᇶᮏ
ィ⏬᫂グࡍࡿࡇࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿࠋ
ձ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡎࠊࡋࡤࡋࡤၥ㢟࡞ࡿࠗປാຊㄪᰝ࠘ࡸࠗẖ᭶ປ⤫ィㄪ
ᰝ࠘ࡢᶆᮏㄗᕪࡢ⦰ᑠࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ㞠⏝⪅ሗ㓘ࠖࡢ࠺ࡕࠊ≉㏥⫋
㔠ࡢ᥎ィᡭἲၥ㢟ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡀ㞠⏝⪅ሗ㓘ࡢ᥎ィ⢭ᗘࢆୗࡆ࡚࠸ࡿࡇࡶ
ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗẖ᭶ປ⤫ィ࠘࠾࠸࡚㏥⫋㔠ࡢᨭᡶ࠸ࢆ㏣ຍㄪᰝࡍࡿࡇ
࡛ࠊ᥎ィ⢭ᗘࡢᨵၿࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
ࡉࡽࠊղࡢ⾜ᨻグ㘓ࡢά⏝ࡼࡾࠊศ㓄㠃ࡢ᥎ィࡢᖜ࡞ᣑࡀྍ⬟࡞ࡿ
ࡶࡢぢ㎸ࡲࢀࡿࠋලయⓗࡣࠊϸ㸧Ꮚ࣭㓄ᙜᡤᚓࢆ※Ἠᚩ㢠ࡽ᥎ィࡍ
ࡿ㸦༢୍ẚ⋡ࡢẚㄢ⛯࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⛯㢠ࡽᡤᚓ㢠ࡢ㏫⟬ࡀྍ⬟㸧ࠊϹ㸧♫
ಖ㝤ᩱ㈇ᢸࡸ♫ಖ㞀⤥㢠ࢆ⾜ᨻグ㘓ࡽ┤᥋᥎ィࡍࡿࠊϺ㸧
㸦ୖグࡢᵝᶆ
ᮏㄗᕪࡢၥ㢟ࡀከ࠸ࠗປാຊㄪᰝ࠘ࡸࠗẖ᭶ປ⤫ィㄪᰝ࠘ࡢ⿵ࡋ࡚㸧㞠
⏝ಖ㝤⿕ಖ㝤⪅ᩘࡸ⛯ົ⤫ィ࠾ࡅࡿ⤥ᡤᚓ⪅ேᩘࡢഃࡽ㞠⏝⪅ᩘࢆᤊ࠼
ࡿࠊϻ㸧ᡤᚓ⛯※Ἠᚩ㢠ࡸ♫ಖ㝤ᩱᚩ㢠ࡽࠊ㏥⫋㔠ࡸ㈤㔠ࡢᨭᡶ㢠ࢆ
᥎ィࡍࡿ㸦ࡇࢀࡽࡣࠊ⛯⋡ࡸಖ㝤ᩱ⋡ࡀ༢୍࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚩ㢠ࡀᡤᚓẚ
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ༢⣧࡞㏫⟬ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᖹᆒⓗ࡞⛯⋡࣭ಖ㝤ᩱ⋡ࡁ
࡞ኚࡣ࡞࠸ࡍࢀࡤࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ⢭ᗘ࡛ࡢ᥎ィࡣྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺㸧ࠊ➼ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ➨ 㹕㹅࡛ࡢ㆟ㄽࡶ㐃ᦠࡋࡘࡘࠊࡇ࠺ࡋࡓ 4( ᥎ィࡢࡓࡵࡢ⾜ᨻグ㘓ࡢ
ά⏝᥎㐍ࢆࠊᇶᮏィ⏬᫂グࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

௨ୖ
࠼ࡤࠊ
ࠗẖ᭶ປ⤫ィㄪᰝ࡛࠘ࡣ 5-29 ேつᶍࡢᴗᡤࡘࡁࠊ༙ᖺẖࢧࣥࣉࣝࡢ 1/3 ࡀධࢃࡿࡀࠊ
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「質の評価が困難なサービス活動」等を捉える統計を構築する方策
平成 20 年 7 月 11 日
三輪芳朗
1.検討の視点と対象
「質の評価が困難なサービス活動」を象徴する分野として医療・教育さらに政府活動が
想定されるが、これらのサービス活動が統計データから適切に捉えられているとは言い難
い。それにも拘らず、これまで「適切ではない」統計が作成されてきて、何ら見直される
こともなく現在に至っているのは、根底に大きな問題が放置されてきたのではと推量され
る。適切な統計が提供されているかとの問いに対して、医療・教育、政府活動等の「質の
評価が困難なサービス活動」は根本的な問題を露呈させるが、他の「質の評価が困難」と
は必ずしも想定されていない「（サービス）活動」においても少なからず同様である。
60 年ぶりの日本の統計法制度の改正に伴う、公的統計全般の本格見直しを課題とする統
計委員会基本計画部会の下に設置された本第 2WG において、一から統計のあり方を検討す
る際、避けることの出来ない中心的な課題であると考えられる。本報告では、「質の評価が
困難なサービス活動」を象徴する分野として想定する医療・教育さらに政府活動を念頭に
置いて、その「困難性」に対面する状況をもたらしている原因とその解決に向けた具体的
方策について検討する。
直面する最重要課題への第一の対処は（政府）統計に対する本格的な需要調査を実施す
ることである。たとえば、的確かつ多様な政策評価の実行を可能とし、それにより実質的
な政策論議が活発に行われ、適切な政策が機動的に実施される状況の実現に資すること（社
会インフラの整備）に向けた国民的要求が潜在需要の中心に位置する。かかる潜在需要の
実質的内容を調査し、政府統計の面でこれに対応するための条件・環境を整備することが
最重要課題である。本報告の課題の中心は、需要調査の有効かつ効率的な実施のための条
件と具体的方策の検討である。
2． 直面する最重要課題は（政府）統計に対する本格的な需要調査を実施すること
統計は国民の財産であり、社会の基礎的インフラである、と位置づけられた。この位置
づけの実質的内容を明確にし、この位置づけへの現行政府統計の適合度を点検し、この位
置づけにより適合した統計制度・「体系」の構築に向けた対応を開始することが今回の見直
しの中心的（あるいは最優先）課題である。この課題に照らして、最優先に取り組むべき
作業の中心が、（政府）統計に対する本格的需要調査の実施である。
その有効かつ効率的な実施は容易でない。容易でない理由及び採用すべき対応策の概略
は以下の通りである。2.5 の「距離の重要性」が理由と対応策の中心に位置する。
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2.1 一般論
既存の（政府）統計に対する需要調査では不十分である。これまでは、従来の位置づけ
に従って、作成した統計（集計結果）を定められたルールに従って公表してきた。所管庁
（担当部局）が、自らの「業務」の必要性に応じて開始した調査の一部を「統計」として
公表してきたという側面が濃厚であり、国民の「需要」を強く意識したわけではない。
担当部局と従来の「利用者」のいずれもが、「需要調査の実施」という表現からイメージ
するのは、既存統計に関連して改善点・追加需要などである。「国民の財産としての統計」
という位置づけに照らして必要かつ適切な統計の内容について考えてきたのではない。誰
もが、既存統計のイメージに強く制約される。
（さらに、本格的な需要調査を実施する誘因
の存在に関しても疑問がある。2.3 を参照。）
より広範な国民に、「国民の財産としての統計」という位置づけに照らして必要かつ適切
な統計の内容について問う（たとえば、パブリック・コメントを求め）ても、過去半世紀
にわたる長期間の経緯に条件づけられ形成された統計のイメージ（既存統計の内容とイメ
ージ、利用可能性、作成者の過去の対応に起因する改善可能性のイメージ）もあり、潜在
的なものを含めた需要の把握・発掘・明確化、表明は容易でない。もちろん、「何が実現可
能か？」まで踏まえた需要表明はほとんど不可能である。
たとえば、IBM360、パソコン、Google、宅配便、コンビニのケースについて、事前の需
要予測と実績のはなはだしい乖離は象徴的であり、周辺の関係者（だけでは視野が狭すぎ
て）による需要予測は参考にもならない、かもしれない。
2.2 統計の位置づけの変更に加えて、現時点で本格的な需要調査が必要な背景的要因――現
状と望ましい姿、潜在需要との間に壮大な乖離が発生し成長している可能性がある
60 年前の制度創設・確立期の時代背景と、その後の変化を反映した今日の時代背景との
間に大きな相違がある。相違は以下の 7 点でとりわけ顕著である。このような顕著な変化・
相違が、政府統計の機能、果たすべき役割、政府統計に対する需要を大きく変貌させた（可
能性がある）
。
(1) 集権化から分権化へ。計画化から市場化へ。民営化・deregulation の進行。
(2) サービス経済化の進展。
(3) 経済学の変貌――マクロ経済学からミクロ経済学へ。マクロ経済学の変化。数理化と
数量化。Econometrics、とりわけ microeconometrics の発展と普及。
(4) 大型コンピューターの登場・普及、さらにパソコンの普及、インターネットの普及。
並行して、政府統計の需要者層が急拡大すると同時に変貌し、需要の内容・形態が大
きく変化した。
(5 )事前・事後の政策評価が広く求められるようになった。これに伴う政策の妥当性と透
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明性に対する要求の顕在化・拡大。
(6) 以上の変化を反映した、政府・社会・国民経済に関する国民意識・要求の変化。
(7) とりわけ、1980 年代以降の各国における統計の制度・役割や内容の見直しの大展開。
（――日本における統計法の改正も、その一環かもしれない。）
2.3 この需要調査には、現状の問題点・欠陥の発見・評価、さらに対応策・改善方法の模索
という側面がある。”Who monitors the monitors? Who regulates the regulators?”と
いう普遍的に存在する困難な課題と基本性格を共有する。――だから、調査方法、そ
のための仕組み・担当者などの面で新たな工夫が必要である。従来型の審議会・研究
会は不向き・不適切である。
需要調査は、評価対象である担当部局あるいはその「関係者」ではなく、担当部局と一
定（あるいは、かなり）の距離を実質的に維持する（できる）専門家の集団が実施する必
要がある。
この集団は、国民の実質的代理人として、
（その大部分が潜在的である）国民の声を発掘・
収集・整理して、既存統計と照合し、技術的可能性の検討を踏まえて、今後整備すべき統
計などの課題を明確化する。
潜在的なものを含めた需要の調査、既存統計と照合した不足統計の明確化、各種対応策
の実現可能性の評価、その実施の performance/cost の評価という一連の作業は、短期間に
終了するとはかぎらない。実施後も、さらなる改良の可能性がつねに存在する。このため、
継続的にそのような活動に従事する専門家の集団を組織し存続させる必要がある。
専門家の集団にとっても、そのような作業の実施は容易ではない。複数の専門家集団か
ら競争的にアイデアを募集し作業を外注するという類の選択肢も検討に値する。このため、
たとえば、検討課題を明瞭化して、具体的作業を project として実施する主体を「公募」す
る方式などの新機軸を検討する必要がある。さらに、重要な分野については、中心となる
research centers を創設するという選択肢も検討に値するかもしれない。――ここでも、担
当部局との「距離」、運営方法と内容の透明性の確保が決定的に重要となる。
Research centers などを舞台とし、あるいはそれが設定する舞台を通じて実施する研究
projects や conference などの実施も重要な選択肢となり得る。
2.4 どこまでを政府統計とするかという点に関する検討も重要
政府統計とそれ以外の「統計」との関係は上下関係ではなく、適切な役割分担・分業関
係を確立する必要がある。
政府統計にはいろいろな点で制約が厳しいという側面がある。2.3 の「外注」や research
centers の創設を通じる政府統計以外の「統計」の充実も重大な選択肢となる。たとえば、
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限定された地域で関連情報の収集（さらに、そのための社会的実験）を実施する調査
projects(pilot studies)の実行を補助（あるいは、委嘱）するという選択もあり得る。
このような舞台を通じる検討成果の中から、適宜、選択して政府統計の改善・充実に資
するものを採用するルートを設定しておけば、この舞台を通じて政府統計の改善に向けた
さまざまな実験・試行を実施することもできる。
また、担当部局からも、検討課題を提起し、自ら内部で実施した検討内容をこのような
公開舞台における検討に任せること、さらに人的な交流も重要となり得る。
2.5 距離の重要性
需要調査は、評価対象である担当部局あるいはその「関係者」ではなく、担当部局と一
定（あるいは、かなり）の距離を実質的に維持する（できる）専門家の集団が実施する必
要がある。
近づきすぎては見えないし、居場所（立場）が近すぎると全体像と遠くに存在する（か
もしれない）需要に関心が向かない。現状の欠陥・欠落、潜在需要のいずれにも関心が向
かず、認知できないおそれがある。
（潜在）需要は、自然には顕在化しない・・・。（ｘｘは歩いてこない。）
統計が社会の基礎的インフラとして適切な機能・役割を果たすという望ましい状態は需
要・供給両サイドの相互作用の中で育つ。
世界の大勢から見れば、日本政府内部における統計担当部局の地位・位置づけが実質的
に低く、それが果たしている役割が小さい。この状況を改善して占めるべき地位を占め、
果たすべき役割を果たすためには、
（潜在）需要を掘り起こし、これに適切に対応し、それ
が本来果たすべき役割を果たしてみせる（国民に実績をアピールする）こと、この積み重
ねが必要である。
3. 需要調査の根本は、多くの国民が（潜在的に）抱く puzzles に注目し、その検討・解決
に必要・有用な政府統計の利用可能性と不足・欠落、および改善可能性を具体的に調査・
検討することである。政策評価の基礎資料としての政府統計の役割はその 1 側面である。
基本的なものとして注目され、その検討・解決に有用な基礎情報として政府統計の現状
の検討と必要な「改善」が望まれそうな puzzles を参考として例示する。このような puzzles
の検討に必要・有用な統計資料が利用可能な状態で整備されているか？
時節柄例示が容易であることを反映して、医療に関わる puzzles が多いが、特別の意味は
ない。
（1） 放送・ソフトウェア開発・映像や音声情報の開発・生産、さらに流通や建設などの
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分野でしばしば話題になる「丸投げ」
「下請けイジメ」の実態はどのようなものか？
付随して発生する弊害はどの程度の重要性か？唱導され実施されている関連「政策」
の実効性と貢献度の重要性の程度はどれほどか？なかなか効果が上がらないとすれ
ば、その理由は何か？1950 年代から 60 年代に盛んに議論された製造業における「(下
請)問題」と同質ではないか？どこがどのように異なるか？
（2） 談合の弊害・社会的コストの具体的態様とその規模はどのようなものか？時代（背
景）
・分野によりどのようにどの程度異なるか？独禁法による規制などさまざまな対
応策それぞれの有効性はどれほどか？規制により実現する（している）社会的便益
の増加はどれほどか？
（3） 「情報化」の進展による影響と社会的便益の増加（情報化投資の社会的収益性）は、
各分野でどのような形態でどの程度実現しているか？たとえば、流通分野における
インターネット販売の貢献は？鉄道・バス・航空などの予約や相互調整面での影響
は？通信分野そのものでは?さらに、広告分野では？Security や消防・交通事故など
への対応方法と時間の短縮の効果は？
（4） 医療分野の需要と供給を条件づけている（制度・規制などの）多様な政府の関与は
有効かつ適切か？改善の余地・可能性はないか？その方向性は？それぞれの側面に
ついて提案されている（さらに、想定できる、他の先進諸国で採用されあるいは採
用が検討されている）多様な選択肢それぞれの performance/cost はどれほどか？
（5） 医療サービス産業の効率性・生産性上昇率はどれほどか？さらなる改善の余地はな
いか？たとえば、過去 20 年間の質の改善を含めた生産性の上昇率はどれほどか？
医療サービス各分野の効率性・生産性上昇率についてはどうか？
（6） 国民皆保険制度のタテマエと実態はどれほど乖離しているか？現状を維持するコス
トはどれほどか？最適な制度は？長期的な見通しは？作成の前提となっている各種
想定と作成された見通しとの数量的な関係はいかなるものか？
（7） 先の医療保険制度改正論議でクローズアップされた日本における患者の平均入院日
数の異常な長さの原因・発生メカニズムはいかなるものか？（注目され目標として
想定された長野県でさえ、ドイツ・フランス・イギリスの平均値の 2 倍を超える。）
また、各県間の大きな差は何によるか？適切な対応策は？
（8） 現行制度下での医療費支出は国民（消費者）にどのような便益（価値）を与えてい
るか？十分な評価に値するか？（US では GDP の 16％を占める医療費支出に対す
る評価が一貫して国民的関心の的となってきた。）今後さらに激増すると予想される
医療需要への対応は、これまでの延長線上のままでよいか？システムの見直し・変
更は不要か？
（9） 長期間にわたって大規模に実施されてきた道路整備計画の（performance/cost）評
価はいかなるものか？今後も継続されることになっている計画の評価は？計画・評
価の前提となっている各種想定との作成された計画・評価との数量的な関係はいか
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なるものか？
（10） 医療過誤訴訟（増加）の実態はいかなるものか？今後の予想は？これに伴っていか
なる影響がどの程度に顕在化すると予想されるか？
（11） 救急患者「タライ回し」の現状と原因、今後の見通しはいかなるものか？適切な対
応策は？同様に、産婦人科医・産院の現状と今後の課題は？麻酔科医については？
他の分野では同様の「問題」は現実化しないか？
（12） サービス業の低生産性、ホワイトカラーの低生産性に焦点を合わせた政策がスター
トして久しい。主張・関連「施策」の妥当性・正当性の根拠は何か？唱導される対
応策の有効性・適切さの根拠は何か？これまでのところ、通念およびそれを反映し
た anecdote、「識者」のコメントなどに基づくのみで、明確な根拠に基づいていな
いのではないか？現状では、国民（消費者）は、ex ante にはもちろん、ex post に
も、唱導される政策の有効性・適切さを検討・確認できないのではないか？
すべての分野に関わる puzzles を一挙に検討の俎上に乗せるのは上策ではない。各種資源
面の制約も厳しい。このため、以上のリストに、たとえば、警察・消防・裁判所(legal service)
に関わる puzzles を追加するのが当面の選択か？（以下の分野を、政府が直接供給し、ある
いは供給・配分に強く関与する分野のうち、サービスが各個人に直接帰属する医療・教育
などと区別して”collective consumption”と呼ぶことがある。）
(13)

犯罪検挙率が低下しているといわれる。本当か？本当だとすれば、原因は何か？ど
のような分野でどの程度低下しているか？地域差は？適切な対応策は？このような
変化は、国民生活の「安全」に対する脅威としてどれほど重要か？マスメディアが
与えるイメージは正確・適切か？（あるいは、過大・過剰か？）

（14）都市化、都市の高層化、人口の高齢化（さらに自動車の普及など）に伴って火災予
防・
「消防」面に新たな問題は発生していないか？活動の実績・performance 面で「問
題」は顕在化していないか？今後の見通しは？
（15） 裁判所(legal services)は本来期待されている役割を適切に果たしているか？法科大
学院や新司法試験制度はいかなる見通しに基づいて採用されたか？その後の推移は
どのように評価されるか？これらの点に関する検討を可能とする統計は利用可能
か？裁判員制度の導入に関してはどうか？
4. 課題への対応
本格的な需要調査のために、いくつかの分野を指定して、それぞれの分野について数
年間にわたる需要調査を実施するプロジェクトをスタートさせるべきである。調査プロジ
ェクトの内容の中心は、それぞれの分野について、多くの国民が（潜在的に）抱く puzzles
を発掘・収集・整理し、その検討・解決に利用可能・有用な統計情報の内容を調査・検討
することである。
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「質の評価が困難なサービス活動」を念頭に置きつつ、必ずしもそれに限定しないいく
つかの分野について、
（潜在）需要を発掘・調査し、それに基づき、政府統計の改善可能性、
そのための課題・具体的方法などについて集中的に検討するための専門家による作業チー
ム（task force、委員会および作業部会）を設置する。作業チームは、担当部局から一定（以
上）の距離を保ちつつこれと協力できる体制を構築し、これを前提として複数の専門家の
集団に実質的作業を委嘱し、それらの集団の作業と連携して統計需要の本格的調査を実施
する。
とりわけ 1990 年代以降のアメリカやヨーロッパ諸国で急展開した「統計制度・体系」見
直しの経験と実績が大きな参考となる。作業チームは、各国における見直し開始時の背景、
直面した課題と制約、採用した体制と方法、失敗を含めた試行錯誤の経過と実績、成果の
評価と残された課題などについて調査する。大きな目標・方向性を定め、それに向けた
improvements の積み重ねが各国で進展したプロセスに共通する。このため、作業チームの
機能・役割は継続的であり、一回限り、一過性のものではない。
作業チームは、目的実現のために有効かつ適切な専門家の集団の組成を促し、専門家集
団に対する統計担当各部局の協力を確保しつつ両者の協働を促すなど有効な活動に必要な
条件の整備を実現する。
政府統計の本格的な需要調査の実質的作業を委嘱する専門家の集団の組織や構成、作業
の具体的内容などの詳細については新たに設置される作業チームが決定する。その際に参
考とすべきイメージの概略を以下に示す。
4.1 組織の性格・役割等
政府統計の本格的な需要調査の実質的作業を委嘱する専門家の集団の性格・役割、活動
の仕方などについては 2.に見た。政府統計の需要調査という作業の本質から導かれるもの
であり、象徴的キーワードは「距離の重要性」である。
担当部局から一定（以上）の距離を保ちつつこれと協力できる体制を構築した専門家の
作業チームといえども、具体的構成や作業内容・方法にまで立ち入って目的の実現のため
に有効かつ適切な専門家の集団を選任し構成し、その作業内容を監視・管理下に置くこと
は不可能であり不適切だろう。1 チームあたり 1 名あるいは 2 名程度のリーダーを指名して、
作業スタート以前から適宜意見交換を行いつつも、実り多い成果の実現に向けた環境整備
に役割を限定するのが適切である。
委嘱先の専門家の集団が単数であるのは好ましくない。しかし、あまりに多いのも好ま
しくない（3 つ程度か？）
。
専門家の集団間の分野「調整」も好ましくない。
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4.2 選択すべき分野の候補
統計需要の本格的調査を期間中に実施する対象分野の候補として次の 7 分野を想定する。
（1） 流通――中心は小売業であるが、卸売業、さらにその上流も連動していることに留
意する必要がある。
（2） 金融――銀行・証券・保険などという伝統的な業態に限定すべきではなく、金融・
資本市場の全体に対する目配りが必要である。
（3） 各種 software の開発・生産・流通。
（4） 医療。
（5） 教育。
（6） 警察・消防・裁判所（legal services）――政府活動のうち、”collective consumption”
と呼ばれる分野の一部。
（7） 建設・土木：建設業は通常は service sector には含めないが、difficult-to-measure
sector である性質を共有する。
4.3 具体的検討課題(puzzles)――作業を委嘱された専門家の集団が、それぞれ自由に選択す
ることになるから、いずれにしても単なる例示である。3．に列挙した基本的 puzzles
のほとんどに加えて、次の如き puzzles or issues も検討課題として浮上する可能性が
ある？
＊流通――3.の（1）（3）。
・ 大店法の影響の評価――政治との関連に注目しすぎ？
・ コンビニの影響と貢献？
・ インターネット販売――それ以前に、IT（「情報化」？）の影響と貢献
・ 卸、小売のいずれにおいても、IT をはじめとする技術的条件の影響を受けて生産技術
が変化し、業態間の盛衰も激しい。生産性との関連では、そもそも’output’をどのよう
に捉えるかという基本問題がある。――流通と金融は、従来”margin”（額 or 率）を評
価対象の中心に位置づけてきた。生産性の計測との関連ではこの点の見直しが中心か？
＊金融
・ とりわけ 1980 年代以降の日本の金融分野で何が起こったか？「バブル崩壊」後に長期
間にわたって大規模に「実施」された金融機関の「不良債権」対策を含む金融行政の影
響と貢献の評価は？
・ 保険などの自由化の評価？――伝統的縦割り行政の cost and benefit の評価？
・ IT の影響と貢献――生産性？
・ 郵貯制度改革の影響の事前（および事後）評価？
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・ 貸金業法改正による消費者金融金利上限規制の強化の影響の事前（および事後）評価？
cost and benefit？
・ 金融商品取引法の影響の事前（および事後）評価？
＊ 各種ソフトウェア――3.]の（1）――映画、音楽、ゲーム・ソフトなども性質を共有す
る？
＊ 医療、教育――3.の（4）（5）（6）（7）（8）（10）（11）がいずれも医療に関わる。――
近年、医療と教育に関連する政策の見直しが大きな話題となった。しかし、いずれにお
いても、数量的データに基づく検討がほとんど見られない。基礎となる政府統計は十分
に整備され利用可能か？
＊ 警察・消防・裁判所(legal services)――3.の（13）（14）（15）を参照。――とりわけ
EU で進行した関連統計の整備とその改善の実態と評価、および、そのスタート時点に
おける問題意識。
＊建設・土木――3.の（1）（9）
・ 入札制度、談合の実態と影響？
・ ダムや道路建設に関わる政策の評価？
・ 1990 年代初頭までの産業規模と企業数の急拡大過程の実態（およびその詳細）と原因
はどのようなものか（たとえば、分野、企業規模、地域ごとの情報は得られるか）？最
近に至るその後の縮小（減少あるいは調整）過程についてはどうか？関連して官公需法
の適用の実態とその影響はどのようなものか？いわゆる「地元優先」政策の実態と影響
はどのようなものか？
・ 耐震偽装事件を契機として成立・施行された改正建築基準法の影響の事前および事後の
評価はどのようなものか？cost and benefit？
5. 期待される効果
政府統計に対する需要の本格的調査の実施およびそれに基づく改善作業を通して、政府
統計は国民の財産であり、社会の基礎的インフラであるという位置づけによりよく適合し
たものとすることが期待できる。
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