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1 年半前には予想もしなかった今回のコロナ禍。その下でさまざまな社会的課題が浮き彫りになっている。
振り返ると、大きなショックはいつも社会の根本的な課題を浮き上がらせてきた。1990 年代のバブル崩壊、
2000 年代の世界金融危機、2010 年代の東日本大震災、そして 2020 年代に入ってからのコロナ禍。いずれ
も既に顕在化しつつあったが、解決が難しい社会的課題を改めて浮き彫りにしてきた。

バブルの崩壊は、先進国に追いつくために効率化された金融経済の構造を、米欧と同じ土俵での競争の中
で生き残れるよう変えなくてはいけない現実を明らかにした。世界金融危機では、急速に統合された国際金
融市場の動きが、時として実体経済から大きく遊離し、それが経済に大きなダメージを与えることが分かった。

東日本大震災では、自然災害の多い日本で、安心安全な生活を続けていくためのインフラ整備のあり方が
改めて問われた。そして今回のコロナ禍では、デジタル化の遅れや、危機対応のための社会的意思決定の遅
さに気づかされたことは言うまでもない。

加えて、こうした 30 年余に及ぶ期間の出来事を通じて、日本でもさまざまな格差が拡大する方向にあり、
それが社会分断的に作用しがちなことは、欧米とも共通する。さらに日本では、先進国の中で最も速く高齢
化が進んでおり、それに伴う課題もたくさんある。

このように簡単には解決できない社会的課題が山積する中で、変わることができない日本に対する否定的
な論調も目立つ。しかし、日本は世界的にみて失敗国なのかと言えば、決してそうではない。

75 年余の間、戦火にまみえることは一度もなく、文字通りいったん灰燼（かいじん）に帰した経済は、
中国に追い抜かれたとはいえ、規模ではなお世界第 3 位である。一人当たりの名目 GDP をみても、日本は
その躍進著しい中国の約 4 倍あり、世界の中では恵まれた部類に属する。確かに目の前には数々の難問が
並んでいるが、それらへの取り組みはこのように恵まれた出発点から始めれば良いのである。

とは言え、これまでと同じ認識、やり方ではうまくいかないことも明らかだ。単純に先輩の背中に学んで
やっていけば良い時代では決してない。過去の知恵を、新しい時代の中で解釈し直した上で前に進む必要が
ある。そのためには、先輩世代においては、これまでとは違う発想や新しい行動パターンについて、自分の
時代と違うからという理由で否定しない思考の謙虚さが求められる。同時に後輩世代には、今、何故そうなっ
ているかを理解した上で、どうしてこれからは違うようにしなければいけないのかを明らかにする思考の奥
行きが必要だ。

年齢がさまざまなメンバーで構成される組織が、これからの大きな変化を乗り切るためには、そうした謙
虚さと奥行きのある思考の下でのコミュニケーションが重要になる。またこれからは、組織ではなく、個と
して社会的課題に挑戦していくための仕組みもますます充実していくだろう。それでも、社会的課題の解決
を目指す以上、さまざまなステークホールダーの間での相互理解なしには前に進めない。

今、わたしたちがみている困難な社会的課題の解決には、全世代の総力が必要だ。それぞれの立ち位置で、
それぞれの持ち場で、周囲の多様性を自覚しながら、臆することなく前に進んで行きたい。今日の世界を見
渡した時、日本の社会にさらに前進するための条件が不足しているとは、到底言えないのだから。
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新型コロナウイルスの感染拡大抑止の切り札として、ワクチン投与が世界中で始まった。これで今
回のパンデミック（世界的大流行）が本当に収まるのか、なお予断を許さない。仮にある程度感染が
収まり始めたら、人々は以前のようにオフィスに戻ってくるのであろうか。

人々の接触機会を減らし感染を抑止する重要な手立てとして、多くの主要国ではオフィスに通勤す
る代わりに在宅勤務が強く推奨された。既にオフィス業務はパソコン中心になっていたので、メール
やチャットシステム、オンライン会議システムなどを駆使すれば、すぐにでも在宅勤務が始められる
状況にあったからだ。

この在宅勤務という形態は、ポストコロナのニューノーマルにおいてもある程度は残るのではない
か。そういう見方が最近強まっている。実際、週に 3 日出勤・2 日在宅といった「最適構成」をめぐ
り、企業経営者と従業員の間で模索が始まっている。

感染対策としてスタートした在宅勤務だが、多くの従業員にとって思いのほか快適なため、もはや
週５日も憂鬱（ゆううつ）な通勤に大事な時間を費やすことは耐えられないだろう。まして介護や育
児を抱える従業員は、在宅勤務が可能にした柔軟な勤務体制の有用性を実感している。

もっとも、オフィス勤務者と在宅勤務者が混在するオンライン会議においては、なお多くの不具合
や使いにくさが指摘される。回線容量の不足で音声が途切れたり、画像が歪んだりは日常茶飯事だ。
また、従来の対面会議では可能だった会議後の意識合わせや、細かい了解事項の確認がうまくできな
いという不満も根強い。

一方、感染拡大が完全に収まることは考えにくい以上、オフィス勤務を嫌がる従業員も一定数は残
存するだろうし、逆に在宅勤務をしたくても業務上の制約からできないエッセンシャルワーカーのよ
うな人々も存在する。

いずれにせよ、企業経営者はオフィス出社を強要することなく、業務特性に応じて従業員が働き方
を柔軟に選択できるよう、執務環境のさらなる整備に努める必要がある。オフィス業務支援サービス
を主たるビジネスとするリコーグループにとっても、デジタル技術を活用した新たなビジネス機器や
ツール、さらにはそれらを統合するシステムの開発・供給を通じ、より働きやすい環境づくりを支援
していかねばならない。
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地方では人口減少が加速し、都市との経済格差も拡大す
る。コロナ禍で頼みのインバウンド消費は事実上消えてし
まい、地域を支えてきた地方銀行の経営環境も厳しさを増
す。こうした中、全国で 100 行を数える地銀の再編は不
可避なのか。また、金融と IT が融合したフィンテックの
急速な発展などに伴い、メガバンクなどの他業態も変革を
迫られる。遠藤俊英・前金融庁長官にインタビューを行い、
金融界の過去・現在・未来について聞いた（2021 年 2 月
15 日実施）。

１．地銀再編・地域金融のあり方

―長年、地銀（地方銀行と第二地方銀行の合計で 100 行）
は人口減少のほか、東京一極集中がもたらす地域経済の衰
退に苦悩してきました。さらに新型コロナウイルスという
新たな難題にも直面しています。こうした中、2020 年 9
月の自民党総裁選出馬会見で、菅義偉官房長官（現首相）
が地銀について「数が多過ぎる」と発言してから、「地銀
再編」の議論に拍車が掛かったように見えます。

遠藤俊英氏　「地域金融機関のあり方をどうするか」と
いう問題については、20 年前から金融庁と地域金融機関
の間で議論を重ねてきました。地域金融機関は地域経済を
下支えする存在としてあり続けられるのか、かつ地域金融
機関自体がサステナビリティ（持続可能性）を確保できる
のか。議論の中心は、リレーションシップバンキング（リ
レバン＝地域密着型金融）でした。

地域金融機関は海外に多くの支店を持っているわけでは
なく、基本的に地域で事業を行うしかありません。とすれ
ば、地域経済の活性化こそが生き残る道ではないか。その
ためには何をすべきかを議論してきたのです。

今もそれは変わっていません。「地域金融機関の機能や
役割、存在意義は何なのか」を、それぞれの地域に寄り添っ
た形で議論しなくてはなりません。「地域金融機関の数が
多いから再編すればよい」という、単純な議論ではないと
思います。

（金融庁長官を退官するまで）金融当局者として、「数
を減らせばよいのではない」と考えてきました。地域金融
機関が地域で役割を果たす上で、「今のままではダメだ。
もっと規模が大きくならなければ」というなら、手段とし
て近隣の金融機関と統合したほうがよい。合併・統合・再
編は目的ではなく、1 つの手段としてあり得ると思います。

ただし、菅首相という政治家のトップによる「数が多過
ぎる」という端的なメッセージの発信には、大きなインパ
クトがあります。関係者が「そのメッセージの真意は何な
のか」ということを考え、議論することが重要なのです。

―実際のところ、金融当局には内々、「地銀 100 行をい
くつにしよう」という数値目標は存在するのですか。

全くありません。単純に 100 を 50 にしたところで状況
は良くなりません。金融当局はそのような画一的な議論は
しておらず、それぞれの地域においてどのような金融機関
がどういった役割を果たしているのかを個別に見ていま
す。

今のままのほうがよいのか、あるいは何らかの対応を進
めるべきなのか。経営の健全性や財務状況だけでなく、地
域金融機関が地域の経済・企業をどういった形でサポート
すれば地域が活性化するのかを、総合的に見ることが重要
です。

―SBI ホールディングスの北尾吉孝社長が最大 10 行の
参加を目指す「地銀連合構想」を打ち出しています。「業
界外からの刺激」をどう見ていますか。

聞き手／リコー経済社会研究所 副所長　中野 哲也

「地銀再編」地域活性化が生き残る道
【インタビュー】　遠藤 俊英前金融庁長官

（提供）ソニー

　遠藤 俊英氏（えんどう・としひで）
　前金融庁長官
　甲府市出身。1982年東大法卒、大蔵省（現財務省）
入り。英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス
（LSE）留学（経済学修士）、米子税務署長、主税局
総務課課長補佐、国際通貨基金（IMF）アジア太平洋
局審議役などを経て2002年金融庁・証券取引等監視
委員会特別調査課長。05年監督局銀行第一課長、14年
検査局長、15年監督局長、18年長官、20年7月顧問、
同年11月ソニー（株）シニアアドバイザーに就任。
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（経営不振に陥った）地域 2 番手以下の金融機関を、
最大手の金融機関が地域の金融システムを守るために面倒
をみるという発想になりがちです。そうではなく、異業種
が入ってきて（必要なリソースを）提供するというのは 1
つのやり方だと思います。

―すべての地域金融機関に共通する難題が人口減少で
す。対処するには、発想を抜本的に転換する必要があるの
では。国内の製造業は海外市場に活路を求め、減少する内
需を外需で補おうと必死です。また、コンビニ業界は金融
業へ進出し、銀行をつくり ATM を全国の店舗に設置して
います。これに対し、「銀行がコンビニを始めた」という
話は聞きません。

１つ目の人口減少の問題については、確かに経済は人口
によって規定されると思います。人口が拡大しているな
ら、ビジネスも組み立てやすい。逆に人口が減る中で、経
済活動の拡大は至難の業です。このため地域金融機関の再
編では、県境をまたいで合併・統合することで、実質的に
地域経済圏を拡大するというのは 1 つの考え方です。

一方、県境をまたがず県内で生き残ろうと考え、収益を
確保するためには、経営規模そのものを小さくする必要が
あると思います。どういう戦略をとるかは、地域経済の実
態を見た上でどの地域で生き残るかを考え、それに合わせ
てビジネスモデルを規定する必要があります。

2 つ目の問題では、「銀行がコンビニをつくる」という
ような、明確で分かりやい新規ビジネスはまだ始まってい
ません。

ただし、金融庁は銀行の業務範囲についてかなり踏み
込んだ規制緩和を実施しました。（金融と IT が融合した）
フィンテックの存在感が非常に大きくなり、関連するベン
チャー企業がたくさん誕生する中、「金融機関がフィンテッ
クをとり込んでいかなければ、金融の将来は開かれない」
という議論があったからです。

「銀行業高度化等会社」の認定を受けた上で、銀行はグ
ループ会社に対し、従来の 5％ルールを超えて最大 100％
の出資も可能になりました。これを活用して地域金融機関
が参入しやすいのは「地域商社」という形です。地元特産
品などを全国あるいは海外で販売する役割を担います。今
国会では、業務範囲をめぐるもう一段の規制緩和が実現す
る見通しです。規制緩和が進む中で、新たなビジネスをど
れだけ展開できるかが銀行に求められています。

―近年、確かに金融当局は規制緩和に積極的ですが、銀
行側の対応は鈍いのでは。「笛吹けども踊らず」にも見え
るのですが。

わたしもそのように感じることがあります。ただし、「踊
らないのは銀行がすべて悪いからだ」とも言えません。金
融機関と当局の長年にわたる（特殊な）関係があるからで
す。例えば金融庁の課長時代、わたしが規制緩和について
「どんな業務に入りたいのか」と銀行に尋ねても、明確な
答えは返ってきませんでした。銀行からすると、「どうせ
金融庁は規制緩和なんてできないから、知恵を絞るだけ時
間の無駄だ。それより企業を一軒でも多く回り、貸し出し
を増やそう」と考えていたからです。

すなわち当時は、銀行の担当者は規制緩和の実現を期待
していなかったし、それゆえ経営層から現場に「日頃から
どんな新規業務を展開すべきか考えろ」という指示もな
かった。今では、「当局がやってくれる」と銀行も信頼し
てくれているので、いろいろ考えて動くようになり始めた
と思います。

―金融機関と事業会社の経営には、なぜ大きな違いがあ
るのですか。

銀行は免許業種であると同時に、大半が上場した株式会
社です。金融当局は法律に基づいて「免許業種としての銀
行」に対峙します。報告徴求命令や業務改善命令を出した
り、リスク管理が甘いなどと指摘したりするのは、免許業
種としておかしなことをやってもらっては困るからです。
当局のそういった対応ぶりを見て、地銀などは「免許を出
してくれた金融庁の言うことさえ聞いていればよい」とい
う態度になりました。プレーヤーの数が限られていたた
め、共存共栄でうまくいっていましたが、1990 年代の金
融危機を経て今は厳しい状況になっています。

「地銀再編」最近の主な動向

（出所）各種報道に基づき編集部

静岡銀行＆
山梨中央銀行

包括提携

群馬銀行

TSUBASA
アライアンス
（千葉銀行

第四銀行など）

東和銀行

SBI地銀連合

じもとHD
（きらやか銀行

仙台銀行）

SBI地銀連合

青森銀行＆
みちのく銀行

経営統合観測

福井銀行

福邦銀行を子会社化へ
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金融システムの安定はもちろん重要です。しかしそれ以
前に、地銀が「株式会社」としてビジネスをどのように再
構築し、サステナビリティを確保していくかが大事です。
例えば、株式会社ならば当たり前に求められる 1 以上の
PBR（株価純資産倍率＝ 1 未満ならば会社の解散価値に比
べて株価が割安の状態）ですが、多くの地銀が 1 を大き
く割り込んでいます。

それについて、地銀からは「日銀がマイナス金利政策を
続けているから、収益を確保できない」などの声が聞こえ
てきます。「PBR1 割れは自分たちのせいじゃない。免許業
者としてやるべきことはやっている」という主張でしょう。

株主資本主義がすべて良いとは思いませんが、「株主に
対して責任を持つ」という株式会社としての基本に十分意
を用いているのでしょうか。優れた経営トップは業績不振
を夜も眠れないぐらい思い悩んでいながら、不振の原因を
外に転嫁することはしません。地銀のトップは果たしてど
うでしょう。いつの間にか次の人にバトンタッチしてし
まったと感じることも間々ありました。

―東日本大震災から 10 年経ちました。頻発する自然災
害に対し、地域金融機関の役割をどう考えますか。

地域経済のセントラルプレーヤーとして、地域金融機関
は自然災害の発生時には大きな役割を果たすことが期待さ
れます。地球温暖化の影響に伴い、自然災害はこれからも
繰り返し起こると思います。その際、地域住民の生活を再
構築する上で、経済的な部分が非常に大きい。それをどう
実現していくのかを、地域金融機関は行政をはじめとする
他の関係者と協力し、その中心となって考えていただきた
いと思います。

２．メガバンクの現状と課題

―バブル崩壊後の紆余曲折を経て、かつて 23 行（都市
銀行 13、長期信用銀行 3、信託銀行 7）を数えた国内大
手銀行は、3 つのメガバンク（三菱 UFJ、三井住友、みず
ほ）と、りそな銀行、三井住友信託銀行の 5 大銀行グルー
プに集約されました。それによって、収益力が向上したか
というと…。逆に銀行間競争が衰えたせいか、イノベーティ
ブな取り組みは目立たないような気もしますが。

確かに、1980 年代～ 1990 年代前半の、数が多いが故
に鎬（しのぎ）を削るような競争は見られなくなりました。
ただし、なぜメガバンクが誕生したかといえば、国内で競
争しても頭打ちになるからです。人口が減少する国のパイ
を奪い合うのではなく、海外でどれだけグローバルな競争
ができるかが重要。そのためには、かつての大手銀行の規
模では小さ過ぎました。歴史の必然として 3 メガバンク
に統合されたのではないかと思います。

では今、グローバルな競争ができているかといえば、ど
うでしょうか。成功も失敗もいろいろありますが、総じて
苦戦しているように見受けられます。「アジアが比較優位」
と意気込んで進出した邦銀もありますが、成功と思われた
買収案件で必ずしも安定収益を稼ぎ出せていません。

米国については、規制コストが非常に高いですね。金融
庁時代、わたしは同じ規制当局者として「よくここまでや
るな」と感じていました。やり過ぎではないかと思うこと
もありますが、米国の規制は緩みません。「郷に入っては
郷に従え」、そういうものだと覚悟した上で、対応してい
かざるを得ません。邦銀が収益を上げる道はますます狭く
なり、環境は非常に厳しいと思います。

その中でいかにブレイクスルーしていくのか。幸い、メ
ガバンクは優秀な人材をたくさん抱えています。その人た
ちの力をフルに発揮させるためには、どういう組織やガバ
ナンスが必要なのか、どのように銀行を運営していくかを
掘り下げて考えてほしいと願います。今はまだ、それがで
きていない気がします。

―銀行は就職人気ランキングで上位を維持しますが、優
秀な人的資源を活かし切れていないように見えます。

地域金融機関では相変わらず、ノルマ主義や上命下達の
ような慣行が続いています。今の若い人は自分の意に沿わ
ないことにはっきり反発しますから、そんなことだと辞め
ていきます。恐らくメガバンクも同じではないでしょう
か。企業や経済の課題に取り組めるやりがいのある仕事が
できると思って入行しても、よく分からない収益目標を押
し付けられ、その必達を要求されます。

インタビューを受ける遠藤氏　（写真）編集部

3.11巨大津波
に襲われた
大槌町役場
（岩手県）

（写真）
中野 哲也
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（出所）全国銀行協会に基づき編集部

3 メガバンク誕生までの変遷

東海

UFJ HD(2001.4) UFJ HD(2002.1)

三菱東京FG
(2001.4)

三菱東京FG
(2001.10）

東京信託

東洋信託

【注1】東洋信託と東海信託は、2001年7月

に合併（存続銀行は東洋信託）

三菱UFJ FG(2005.10)

UFJ

UFJ信託

三菱信託

東京三菱 東京三菱

三菱UFJ FG(2006.1)東京

三菱

東海信託

東京三菱

UFJ

日本信託

三菱信託

東洋信託

三和 三和

東海

三菱東京UFJ

三菱UFJ信託

三菱信託

日本信託

東京三菱
(1996.4）

三菱UFJ信託

しんきん信託

三菱UFJ FG(2018.4)

三菱UFJ

三菱UFJ信託三菱UFJ信託

三菱東京UFJ

三菱UFJ FG(2017.9)

三菱UFJ FG

太陽神戸三井
(1990.4)

三井

三井住友
(2001.4)

三井住友FG(2002.12) 三井住友FG(2003.3)

わかしお(1996.9)

太陽神戸

さくら(1992.4)

住友

太平洋

三井住友三井住友

三井住友 FG

富士

みずほFG(2003.3)みずほHD(2000.9) みずほHD(2002.4)

第一勧業

みずほｱｾｯﾄ信託
(2002.4)

みずほ

みずほｺー ﾎ゚ ﾚー ﾄ

みずほ信託

日本興業

安田信託

第一勧業

富士

日本興業

みずほ信託

みずほFG(2005.10)

みずほ信託みずほ信託

みずほFG(2013.7)

みずほ

みずほ信託

みずほ

みずほｺー ﾎ゚ ﾚー ﾄ

みずほｺー ﾎ゚ ﾚー ﾄ

みずほ

みずほHD

みずほ FG

https://www.zenginkyo.or.jp/
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昔は、上司から「金融業の基礎を習得するため、若いう
ちは何事も勉強だ」と教えられ、新入行員も「そんなもの
かな」と従っていました。でも今はそれでは通用しません。

むしろ若い人の志や発想、機動力をいかに活かすかを、
組織として考えるべきでしょう。世の中の変化ほどには金
融機関の内部は変わっていません。上に立つ人たちが抜本
的に発想を変えられず、若い人の思いも理解しようとしな
いからです。

ただし、メガバンクもいろいろな施策を始めているよう
です。若い人の意見を何とか汲み取ろうとタウンミーティ
ングを行ったり、ダイバーシティ（多様性）の視点で女性
を積極的に活用したり。まだ目に見える成果が上がってい
ないため、現時点での評価はいま一つかもしれません。

若い人は銀行に閉じこもるのではなく、顧客の中小企業
に出向したり、ベンチャー企業の経営に共同参画したりを
考えるべきでしょう。外に出れば、親元のことがよく見え
るようになります。その上で銀行に戻ってきた若手が的確
な問題意識を持って改革を断行し、金融の新しいビジネス
モデルを創る。そういう人事政策が必要です。経営陣には、
「武者修行に出したけど、そのまま銀行に帰ってこないか
もしれない。それでも構わないじゃないか」という度量が
求められます。

３．保険・証券業界の未来

―未来の銀行・保険・証券業界をどう予測しますか。

「銀行」「保険」「証券」という名前は将来も残ると思い
ますが、実際の業務は他の業界とかなり競合しているので
はないでしょうか。

金融の機能は絶対に必要なのでそれ自体は残ります。し
かし、だれがその機能を担うかといえば、既存の金融機関
でなくても構わないわけです。ベンチャー企業だけど、非
常に効率的でサービスが良くてコストも安いというところ
は、勝ち残ります。フィンテックの発展とともに、そうい
う動きがどんどん加速していく予感がします。

―コロナ禍に象徴されるように不確実性が高まる時代で
は、保険ビジネスには将来性を感じますが。

面白いと思います。いろいろな事象が起こる確率をベー
スとするビジネスの中で、保険は最も基本的なものです。
人工知能（AI）のような技術の発展に伴い、今までの計算
確率もよりキメ細かく精緻に予測できるようになります。

その一方で、日本の損害保険の中心は自動車保険です。

将来、クルマの自動運転時代が到来すると、自動車産業
そのものが大きく変わり、例えば、交通事故の責任所在な
ども議論が必要になります。その中で、自動車保険をどう
位置づけ、どうビジネス化していくのか。議論は緒に就い
たばかりで、逆に言えば、制度設計の可能性がまだまだ大
きいと言えます。

―生命保険会社のビジネスモデルもあまり変わっていま
せん。

例えば、ソニーは 1979 年、米プルデンシャル生命保険
と合弁でソニー生命保険の前身を設立しました。ライフプ
ランナー（LP ＝顧客の人生設計に合わせて保障を提案・
サポートする、高度な知識と販売技術を持つプロフェッ
ショナル）のモデルを確立し、以来 40 年にわたってその
モデルを発展させてきています。

特に（対面営業が難しくなる）with コロナ時代には、
ライフプランニングに基づいて保険商品を顧客がリモート
で比較できるという、LP の発展形のモデルはより受け入
れられる可能性があります。一方、これまで生命保険の代
表的な顧客獲得手段であった営業職員モデルは、そのあり
方が議論されています。「Face to Face」の新しい形をこれ
からの時代にどう作り込んでいくのかが問われています。

証券業界においても今、活発に議論されているのが IFA
（独立系金融アドバイザー＝中立的な立場から顧客に資産
運用の助言を行う専門家）です。金融機関はどうしても自
己ブランドの商品を紹介・販売しがちです。これに対して
IFA は顧客側に立って人生設計はどうあるべきかを考え、
将来を見据えて「こういった商品が必要になりますよ」と
アドバイスします。それによって顧客からフィー（手数料）
をいただくわけです。顧客と金融機関の信頼関係が何より
も重要なビジネスモデルですね。

果たして金融界の未来は？
（東京・丸の内から日銀本店＝クレーン奥の白いビル）

（写真）中野 哲也
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4．大蔵省・IMF・金融庁の想い出　

―大蔵省（現財務省）を志望した理由を教えてください。

偶然の出会いみたいなものです。地方の商家に生まれ、
家系に官僚や法律家はいません。商売に興味があり、自分
は民間セクターの経済活動に参画すると考えていました。
大学卒業前に意義があると思い、公務員試験に挑戦しまし
たが、総合商社などの民間企業も回りました。

官庁の中では 2 つだけ興味がありました。「官僚たちの
夏」（＝作家・城山三郎の代表作）の舞台となった通商産
業省（現経済産業省）と、大蔵省です。大蔵省に対しては
「でんと構えてパワフルだけど、エラそうだな」といった
先入観がありましたが、実際に就活で回ってみると「面白
くて魅力的な人が多い」と感じました。

「民間企業へは後でも行けるけど、役人にはなかなかな
れないから、チャンスがあれば行ってみよう」と心変わり
していたら、大蔵省から内定をいただきました。恥ずかし
いのですが、青雲の志を高く掲げて、国家公務員を目指し
たわけではありません。

―総合商社を当初志望したのは、海外志向が強かったか
らですか。

それはありましたね。幸い入省後、LSE（＝英ロンドン・
スクール・オブ・エコノミクス ) に留学する機会を与えら
れ、IMF（＝国際通貨基金、本部・米ワシントン）でも 4
年間勤務しました。

―大蔵省時代、最も想い出深い仕事を教えてください。

最も長かったのは（税制の企画・立案を担う）主税局で
す。徹底的に議論を重ねる気風が心地よかったですね。一
番の思い出は、自民党税制調査会の対応を課長補佐として
担当したことです。当時の党税調はパワフルでしたから、
日本の統治機構というか、「政治はこういう形で物事を決
めていくのか」というプロセスを目の当たりにできまし
た。勉強になることが多く、今も印象深いです。

政治家として力強さを感じられる方々とも、党税調を通
じて知り合うことができました。100％敬服したわけでは
なく、ここは問題だなと感じる点もありました。しかしな
がら、（国家の意思決定を）目の当たりに学べたのは大蔵
省に入ったからだと思います。

―海外経験では IMF が最も長いですね。

役人人生を振り返ると、IMF 時代に 一つのエポックメ
イキングがありました。1997 年にアジア通貨危機が勃発
して、その翌年に赴任し、最初はタイを担当しました。
最大の思い出は 2000 年から担当した東ティモールです。
（注）インドネシアが東ティモールを併合（1976 年）、ス
ハルト大統領退陣で独立容認へ方針転換（1998 年）。東ティ
モールで独立反対派の破壊・暴力行為が急増、国連の統治
下に（1999 年）。独立回復（2002 年）。

当時の東ティモールは民兵による破壊放火行為で何もな
い「焼け野原」。国連が暫定行政機構を設立し、その中の
1 部門として IMF と世界銀行が現地に入りました。

「最強官庁」と
呼ばれた財務省

（東京・霞が関）
（写真）中野 哲也

東証などを運営する日本取引所グループ
（＝JPX、東京・日本橋兜町）

（写真）中野 哲也

官僚たちの夏
（出所）新潮文庫

https://www.shinchosha.co.jp/book/113311/
https://www.shinchosha.co.jp/book/113311/
https://www.shinchosha.co.jp/book/113311/
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そのミッションは、世銀が道路や港などのインフラを造
ること。IMF はマクロ経済の基礎を築くことです。具体的
には中央銀行と大蔵省を創るため、当時は毎月 2 週間、
東ティモールに滞在していました。毎日、港に係留された
コンテナ船を改良したホテルから、唯一焼け残った州庁の
建物に間借りしたオフィスに通っていました。

最初に法定通貨を米ドルに決めましたが、これをどうい
う形で流通させていくのかが難問。実際には国連軍の給料
袋に米ドルを詰め込み、インドネシア・ルピアを回収しな
がら、米ドルの流通拡大を目指しました。

何もないところから「国」を創り始め、それができてい
く過程を目の当たりにしました。日本の大蔵省にいたら、
こういう経験は絶対にできません。国連職員のほか世界中
から開発機関職員、（紛争後の復興を目指す）ポストコン
フリクトの専門家や NPO（非営利組織）が集まり、そういっ
た人々と大いに議論した想い出があります。

当たり前かもしれませんが、国の形が少しずつ出来てく
ると、いろいろな「ポスト」が設けられます。例えば、さ
さやかな「ポスト」なのですが、船上ホテルの部屋の割り
当てをアフリカ出身の国連職員が担当しました。非効率で
意地が悪く、わたしたち IMF のチームにはなかなか部屋
をあてがってくれません。

どんなに小さな権力でも、人間はそれを持つと振りかざ
したくなる。こんな何もない新しい国でも、成熟国家の要
職の人が権力を振り回すのと同じことが起きるのか、これ
は人間の性（さが）なのか。東ティモールの地で考えさせ
られました。

―金融庁時代、感慨深い想い出を挙げてください。

2002 年に IMF から戻り、証券取引等監視委員会を経て
金融庁の監督局銀行第一課の参事官に就きました。当時、
偽造キャッシュカードによる預金引き出しが社会問題化し
ていました。

外国人を含む偽造グループが、他人のキャッシュカード
を盗み、磁気情報を（特殊な機器で）読み取り、盗まれた
本人にこっそり戻します。だから本人は情報が盗まれたこ
とに気づきません。グループは読み取った情報を基に偽造
カードを作成。暗証番号も何らかの形で盗み、偽造カー
ドを ATM に差し込んで預金を引き出す。こうした事件が
2004 年以降頻発したのです。

ところが、当時の民法の規定では、ATM による払い出
しはそれ自体有効で、盗まれたお金は被害者に戻ってきま
せん。わたしは（法案作成を担う）総務企画局に民法の特
例法を作ってくれるよう頼みに行きましたが、断られてし
まいます。そこで預金の基本契約の雛形（ひながた）を変
えてやろうと思い立ち、局内にスタディグループを作り、
外部委員を招聘しつつ事務局を組成しました。

銀行第一課の職員だけでなく、他の課からもやる気のあ
るメンバーを集め、組織横断的なチームを作りました。メ
ンバーそれぞれが法律・会計・情報技術など各自の得意分
野の知識・知見を存分に発揮して支えてくれたため、毎回
のスタディグループの議論は素晴らしく生産的なものにな
りました。

新たな法律構成だけでなく、情報セキュリティに関して
も当時としては最先端の内容を報告書にまとめています。
その後、与党・自民党から接触があり、スタディグループ
の検討結果は、議員立法「偽造・盗難カード預貯金者保護
法」として 2005 年 8 月に法制化されました。

わたしはこの時の経験から、既存のラインにこだわら
ず、組織に横串を刺すことの有効性。また、やる気のある
若い職員を集めてその潜在力が発揮されるチームを作る
と、想像以上の結果が生みだされることを学びました。

財務省斜向かいの
金融庁

（写真）中野 哲也

東ティ モール

オースト ラリ ア

インド ネシア

シンガ
ポール

マレーシア
ブルネイ

フィ リ ピン

ベト ナムカンボ
ジア

タイ

ミ ャン
マー

台湾

ラオス
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金融庁の職員の本当の力を自分は知らない。その能力を
集合させて、行政を展開していくべきだと実感したので
す。職員一人ひとりにとっても、力を発揮して思い通りの
仕事ができれば何よりも「楽しい」。仕事は楽しくやれな
ければ、結果も出ないし、持続できません。

―40 年近い官僚生活の中で、「政と官の関係」はどう変
わりましたか。また、どうあるべきだと考えますか。

正解はないし、時代によって違うのかもしれません。
IMF 時代、英国のニュー・パブリック・マネジメントを勉
強しました。一言でいうと、首相官邸中心主義あるいは内
閣中心主義です。

一方、当時の日本は政党政治ということで与党が実質的
に物事を決めていました。わたしは「それはおかしいので
はないか。行政のトップである内閣が、政策にプライオリ
ティ（優先順位）を付けて決定すべきではないか。それが
国の統治のあり方だ」と感じていました。

その後、日本も首相の力が強くなり、官邸政治と呼ばれ
るようになりました。強力なリーダーシップが発揮された
と思いますが それに伴うさまざまな問題も出てきたと指
摘されています。

同時に、かつて政党政治で活躍していた畏怖するような
特色ある政治家が少なくなりました。例えば、1990 年代
の金融危機の際、当時の金融当局に大きなインパクトを与
えた政治家の一人は梶山静六氏（1926 ～ 2000 年、元官
房長官・自民党幹事長）でした。ここぞという時の大きな
決断は修羅場を経験してきた人物でなければできません。
こういう迫力ある政治家に比べると、役人などまだまだ甘
いなと自省することしきりです。

「国民のため、面白くてやりがいのある仕事を行う。こ
んなに楽しく幸せなことはない」という、ある種純粋な気
持ちをもった人材をどれだけ組織に抱えられるかが、政治
との良好なバランスを築きつつ、官の力を上げていくのに
大切なのでしょう。

―現役官僚やこれから霞が関を志す若者にメッセージを
いただけますか。

役人の仕事は面白いし、実にやりがいのある仕事。これ
は間違いない。また、日本において財務省は財務省しかあ
りませんが、民間企業には業界内にライバルが必ずいま
す。要するに、民間には代替可能な会社があるけれど、公
的分野の仕事は唯一無二です。わたしの役人時代を思い返
してみても、楽しく充実した日々の記憶しかない。ただ、
社会が役人を多少持ち上げてくれた時代であったかもしれ
ない。少し調子に乗ってしまい、謙虚さを忘れてしまった
のが、金融不祥事ではないかと思います。

今の若い人に「志を持て、面白がるぐらい心に余裕を持
て」と諭しても、少々ウザったく感じられるかもしれませ
ん。体育会系的なノリも疎まれるかもしれない。われわれ
オジサン世代は、精神的な訓示を垂れるよりも、潜在的な
能力がすごくある若い世代の、その力をどうやって発揮さ
せるかを考え、その仕組みを作りたいですね。

「武士は食わねど高楊枝」では、能力の高い人材が官に
入ってよい仕事をしてくれません。米国のような（政策立
案を担う人材が官と民の間を往復する）リボルビング・ド
ア（回転扉）の仕組みを目指すべきではないでしょうか。
能力が高ければ民で大きなビジネスができるし、官でも重
要な政策に従事できます。自分で勉強して能力を磨けば、
官でも民でも活躍できます。

今、公務員の国会対応がブラック企業的だと批判されて
います。先進国のパブリックセクターがこの状況でよいの
かと危惧するところはありますが、問題があるほうが、何
もないよりもファイトが湧くじゃないですか。わが国のパ
ブリックセクターの課題を洗い出し、改革するのだという
気概をもって仕事に取り組んでいただきたいですね。わた
しなど到底及ばない、今の若い人の持つ潜在的な力に期待
しています。

インタビューを受ける遠藤氏　（写真）編集部

パブリックセクター「やりがい」あるが…
（手前が財務省、東京・霞が関）

（写真）中野 哲也
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経済研究室　研究員　芳賀 裕理

バイデン政権を支える女性閣僚
米国史上「最も多様な政権」を目指す

ジョー・バイデン米大統領（民主、78）は 2021 年 1 月、
就任式後の初仕事として、異例の 15 本に上る大統領令に
署名した。地球温暖化対策の国際的な枠組み「パリ協定」
への復帰など、トランプ前政権（共和）からの抜本的な政
策 転 換 を 早 速 ア ピ ー ル し た 格 好 だ。 こ の「Build Back 
Better」（より良い再建）を推進するバイデン大統領を支
え、注目を集めるのが多数起用された女性閣僚の面々だ。
本稿ではこのうち 6 人をとり上げ、その横顔を紹介する。
（注）年齢は 2021 年 3 月 31 日時点

                   

内政面ではまず、バイデン政権にとって新型コロナウイ
ルス対策や経済立て直しが喫緊の課題だ。外交政策でも、
深刻化する米中対立への対応や、トランプ前政権時代に悪
化した同盟国との関係修復など課題が山積する。

こうした政策を分断が深刻化した米国社会で実現するた
めに、バイデン大統領は多種多彩な人材を指名して組閣。
大統領選でダイバーシティ（多様性）を重視する姿勢を鮮
明にし、｢米国史上多様性に最も富んだ政権｣ という公約
を実行に移した。16 に上る閣僚ポスト（＝副大統領と長
官の合計）では、女性やマイノリティ（社会的少数派）が
実に 11 人を占めた。

うち女性が 6 ポスト。カマラ・ハリス副大統領（56）
のほか、ジャネット・イエレン財務長官（74）、デブ・ハー
ランド内務長官（60）、ジーナ・レモンド商務長官（49）、
マルシア・ファッジ住宅都市開発長官（68）、ジェニファー・
グランホルム・エネルギー長官（62）という顔ぶれだ。

非白人では、ハリス副大統領が黒人・アジア系であり、
ロイド・オースティン氏（67）は黒人初の国防長官、ア
レハンドロ・マヨルカス氏（61）はヒスパニック系初の
国土安全保障長官。デブ・ハーランド氏はネイティブアメ
リカン（先住民）初の閣僚として内務長官に指名された。

ほかにヒスパニック系では、ハビエル・ベセラ厚生長官
（63）とミゲル・カルドナ教育長官（45）。マルシア・ファッ
ジ住宅都市開発長官は黒人である。大統領選の民主党予備
選に出馬し、同性愛者を公言したピート・ブティジェッジ
氏（39）も運輸長官に起用されるなど、多様性を具現化
する布陣となった。 

バイデン大統領が指名した閣僚人事

今回の大統領選で米 CNN テレビが行った出口調査によ
ると、女性有権者のうち 57％、黒人の 87％、ヒスパニッ
ク系の 65％がバイデン氏にそれぞれ投票したという。ト
ランプ氏との激戦を制したバイデン氏は、勝利に導いてく
れた女性やマイノリティの支持者に報いた組閣を実行した
といえるだろう。

米国で初の女性閣僚が誕生したのは 1933 年のこと。第
1 期フランクリン・ルーズベルト政権（民主）で労働長官
に就いたフランシス・パーキンス氏が最初だ。

（出所）バイデン氏のツイッター（@JoeBiden）

（注）黄色マーカーが女性
（出所）ホワイトハウス、各種報道を基に筆者
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以来、第 1 期レーガン政権（共和）を除くと、歴代政
権発足時に女性閣僚は少なくとも 1 人は起用されてきた。
今回、バイデン大統領が指名した 6 人は史上最多。閣僚
に限らず、閣僚級といわれる政権屋台骨を支える要職につ
いても、女性の登用が目立つ。その中で話題を呼んでいる
閣僚・閣僚級の横顔を以下に紹介する。

１．次期大統領候補？ハリス副大統領

 

                  
       
女性初・黒人初の副大統領となったハリス氏。バイデン

氏が大統領選を制した後の演説で、ハリス氏が「女性で
は初の副大統領になるが、最後ではない（while I may be 
the first woman in this office, I won't be the last.）」と発言。
大きな話題を呼んだ。

ハリス氏はジャマイカ出身の経済学者の父と、インド出
身の乳がん研究者の母を持つ。バイデン氏が公約した「最
も多様性に富んだ政権」を象徴する人物といえよう。ハリ
ス氏は首都ワシントンのハワード大学卒。黒人に高等教育
の機会を与えるため、奴隷解放後に連邦政府から助成を得
て創立された大学だ。その後、カリフォルニア大学ヘイス
ティングス・ロースクールを経て弁護士資格を取得した。

検事としてキャリアを重ねた後、2011 年に女性初・黒
人初のカリフォルニア州司法長官に就任した。リーマン・
ショックの引き金となったサブプライムローン問題の後始
末に奔走。住宅を差し押さえられた州民救済策をまとめる
中で、民主党内で有望株として注目を集める。

2016 年 11 月、連邦上院議員選で初当選し、黒人女性
として史上 2 人目の上院議員に。民主党の大統領選予備
選に出馬し、討論会ではバイデン氏の過去の黒人差別を追
及した。一躍注目を浴び、最終的にバイデン氏から副大統
領候補として指名された。

史上最高齢で米大統領に就任したバイデン大統領につい
ては、「２期目を目指さない」という見方もあり、ハリス
副大統領は次期大統領の最有力候補の 1 人と目される。
また、バイデン大統領が何らかの理由により任期途中で退
任する場合、憲法の規定に基づいてハリス副大統領が後継
大統領に就く。

ただし、懸念材料はワシントンでの政治経験の浅さ。ロ
ン・クレイン大統領首席補佐官は米紙ニューヨーク・タイ
ムズに対し、「バイデン大統領は非常に明快な指示をわれ
われに与えた。そしてわれわれのゴールとは、ハリス副大
統領を可能な限り大衆の目に触れさせることである」と述
べている。

このため注目されるのは、ハリス副大統領がどの分野で
実績を積み重ねていくかだ。当初は、バイデン大統領が上
院議員時代に経験の豊富な外交を主導する一方で、ハリス
副大統領は司法制度改革など内政を主に担うとの見方が一
部で浮上していた。

だが米紙ワシントン・ポストは、実際にはハリス副大統
領は就任からわずか 6 週間でバイデン外交において不可
欠な役割を果たしていると指摘する。例えば、ハリス副大
統領はバイデン大統領とは別に少なくとも 6 人の世界の
指導者と話をしており、この数字は新副大統領としては異
例に多いという。

 

（注）赤は共和党、青が民主党
（出所）各種報道を基に作成

  
（出所）ハリス氏のツイッター（@KamalaHarris）

フォード政権以降の女性閣僚数（政権発足時）
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私生活では、2014 年に弁護士のダグラス・エムホフ氏
と結婚。同氏は世界的な法律事務所 DLA Piper の共同経営
者だった。大統領選ではハリス氏の演説に寄り添い、とも
に戦った。セカンドジェントルマン（副大統領の男性配偶
者）として、ハリス副大統領をどう支えていくかにも注目
が集まる。

２．経済再建の重責担うイエレン財務長官

 

2014 ～ 2018 年に女性初の米連邦準備制度理事会（FRB）
議長を務めたイエレン氏。在任中、量的緩和政策の縮小や
利上げを実現する一方で、失業率を低水準に抑え込み、金
融市場のほか議会からも高い評価を得る。バイデン大統領
は卓越した調整能力などを買い、女性初の財務長官に起用
した。

労働経済学者であるイエレン氏は雇用を重視する。今回
は新型コロナウイルスの感染拡大により大打撃を受けた米
経済再建の重責を担う。3 月 11 日に成立した 1.9 兆ドル（約
200 兆円）規模の新型ウイルス追加経済対策が実行に移さ
れると、財政面からの刺激効果が強過ぎてインフレ懸念が
台頭するとの指摘もあり、難しい舵取りが求められそうだ。

イエレン氏はブラウン大学とイェール大学で学び、カ
リフォルニア大学バークレー校教授、FRB 理事を経て、ク
リントン政権で米大統領経済諮問委員会（CEA）委員長。
2004 年サンフランシスコ連銀総裁、2010 年には FRB 副
議長に就任した。

夫は 2001 年にノーベル経済学賞を受賞したジョージ・
アカロフ氏（共著「アニマルスピリット」東洋経済新報社、
2009）。息子も経済学者という学者一家として知られる。

３．中国語に堪能な「通商弁護士」タイUSTR代表

閣僚級ポストの通商代表部（USTR）代表に、白人以外
の女性として初めて指名されたのが、キャサリン・タイ氏
（46）。両親は中国出身で台湾を経て米国に移住。タイ氏
は米国で生まれ、ハーバード大学ロースクールなどで学ん
だ。通商弁護士として活躍し、流暢な中国語を話すことで
も知られる。

オバマ政権下の USTR では、中国問題の法律顧問を歴
任。知的財産権侵害や輸出規制などをめぐり、世界貿易機
関（WTO）に中国を提訴した経験がある。

トランプ前政権が北米自由貿易協定（NAFTA）に代わる
米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）の発効を目指し
た際、民主党の法律顧問として活躍。ホワイトハウスや共
和党との調整に尽力し、超党派合意で法案が成立するよう
舞台裏で奔走した。その手腕が民主党の実力者ナンシー・
ペロシ下院議長（81）から高く評価され、絶大な信頼を
勝ち取ったとされる。

４．バイデン政権の「顔」サキ大統領報道官

  （出所）イエレン氏のツイッター（@JanetYellen）

 　　　　　（出所）ホワイトハウス

　
（出所）ホワイトハウスのツイッター（@PressSec）

https://str.toyokeizai.net/books/9784492313985/
https://str.toyokeizai.net/books/9784492313985/
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 連日、ホワイトハウスで記者会見に臨み、大統領腹心
として重要なメッセージを世界中に発信。その一方で、記
者団から容赦ない厳しい質問を浴びるのが、大統領報道官
である。「政権の顔」というべき、このポストに就いたの
はジェン・サキ氏（42）。オバマ政権でホワイトハウス副
報道官や広報部長、国務省報道官を歴任した広報のプロ
フェッショナルだ。

サキ氏は就任後初の記者会見で「真実と透明性を取り
戻すことがバイデン大統領の仕事だ」と強調した上で、
「自由で独立した報道が民主主義で果たす役割に深い敬意
を持っている」と表明。大半の既存メディアを「フェイク
ニュース」と決めつけ、対決姿勢をとり続けたトランプ前
政権とは対照的な姿勢を鮮明にした。

特筆すべきは、サキ氏を筆頭にホワイトハウス広報チー
ムの要職が女性で占められたことだ。これは史上初めて。
メディア側もホワイトハウス担当記者を女性に変更するな
ど対応に追われた。
 
　女性広報チームの顔ぶれを紹介すると、バイデン・ハリ
ス選対のカリーヌ・ピア顧問は大統領副報道官に、ペロシ
下院議長の広報部長などを務めたアシュレー・エティエン
ヌ氏が副大統領の広報部長にそれぞれ就任。ファーストレ
ディとなるバイデン夫人の広報部長には、オバマ政権下で
バイデン副大統領報道官を務めたエリザベス・アレキサン
ダー氏が起用された。

５．コロナ対策など内政担うライスDPC委員長

 

　　　　　　　　　

スーザン・ライス氏（56）はオバマ政権で黒人女性初
の国連大使を務め、大統領補佐官（国家安全保障担当）な
どを歴任した。この民主党の大物が今回、国内政策会議
（DPC）委員長として復活を果たした。

ホワイトハウスでは、国家経済会議（NEC）が経済政策
問題の調整に当たり、国家安全保障会議（NSC）は外交・
安保政策を担当する。これに対し、DPC は新型ウイルス
対応のほか、労働、教育、住宅、環境といった内政全般に
わたり指導力を発揮する。

バイデン大統領の組閣過程でライス氏は一時、国務長官
候補として浮上した。しかし、オバマ政権下で起こったリ
ビアでの米領事館襲撃事件への対応をめぐり、ライス氏は
共和党から激しい批判を浴びた経緯がある。

このため、バイデン氏は上院承認を必要としないホワイ
トハウス高官として、ライス氏を起用したという見方が根
強い。また、ライス氏には対日強硬派の横顔もあり、国務
長官見送りで胸をなで下ろした日本の外交関係者は少なく
ない。

ライス氏は経済学者の父と教育政策学者の母の間に生ま
れ、スタンフォード大学で歴史学を専攻。英オックスフォー
ド大学大学院では国際関係論の博士号を取得した。民間企
業で経営コンサルタントとして働いた経験もある。

６．金融政策で政権支えるブレイナードFRB理事

 

　　　　　

FRB は政府・議会から独立して金融政策を運営する米国
の中央銀行だが、本稿ではラエル・ブレイナード FRB 理
事（59）をバイデン政権のキーパーソンの 1 人として紹
介したい。

現在の FRB 理事はトランプ前大統領よって指名されて
いるが、ブレイナード氏だけがオバマ元大統領に指名され
た民主党系理事。2022 年にパウエル FRB 議長の任期が満
了した際には、有力な後任候補となる可能性もある。

　　（出所）ライス氏のツイッター（@AmbRice46）

　　　　　　　　（出所）FRB
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パウエル議長率いる FRB はコロナ禍に立ち向かうため、
金融緩和を維持して景気回復を目指す政策を推進する。だ
が、雇用回復の足取りは重く、経済格差の拡大も指摘され
る。その一方で、金融緩和や大規模な財政出動の副作用と
して、インフレ懸念に伴い長期金利が上昇すると、金融政
策の舵取りは一段と難しくなる。一方、パウエル議長の発
する一言に株式市場は一喜一憂する。

こうした中、ブレイナード氏の手腕に対する評価は非常
に高く、一時は財務長官就任も取り沙汰されていたほど
だ。それが実現しなかった理由として、米ブルームバーグ
通信は「バイデン次期大統領の関係者が（ブレイナード氏
に）FRB 内にとどまるべきだと伝えた」と報じており、バ
イデン氏はブレイナード氏にパウエル議長を支える役割を
期待したとみられる。

ブレイナード氏は米外交官の娘で、東西冷戦期のドイツ
とポーランドで育った。ハーバード大学で経済学博士号を
取得し、マサチューセッツ工科大学（MIT）のビジネスス
クールで准教授を歴任。オバマ政権では財務次官（国際担
当）を務め、リーマン・ショック後の金融危機対応で活躍
した。

ブレイナード氏の夫は、知日派として知られるカート・
キャンベル氏。今回、バイデン大統領から NSC に新設さ
れたインド太平洋調整官に指名された。キャンベル氏はク
リントン政権で国防次官補代理として沖縄・米軍普天間飛
行場の返還問題に携わり、オバマ政権で国務次官補として
アジア重視の外交政策を推進した。

　　　　　

「女性登用」３つの分類

こうして見てくると、バイデン政権を支える女性閣僚・
閣僚級は３つに分類できそうだ。

すなわち、①「次」を見据えたポスト（大統領候補の
ハリス副大統領、FRB 議長候補のブレイナード FRB 理
事）②実績ある民主党系大物（イエレン財務長官、ライス
DPC 委員長）③一芸に秀でた逸材（タイ USTR 代表、サキ
大統領報道官）―である。

その一方で、全員に共通する資質もある。それは極めて
高い実務能力であり、「仕事師」バイデン大統領らしい人
事と言えよう。その公約「Build Back Better」（より良い再
建）が実現するかどうかは、女性閣僚の活躍に懸かってい
ると言っても過言ではないだろう。

米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）
（写真）中野 哲也
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経済研究室　主任研究員　武重 直人

中 国 共 産 党（ 以 下「 共 産 党 」） は 2021 年 7 月、 結 党
100 年を迎える。事実上の一党独裁による指導体制の下、
中国は世界第 2 位の経済大国にのし上がった。今や党員
9200 万人を抱える共産党が、どのように誕生・発展し、
また変質してきたのか。本稿では①結党・揺籃期②中華人
民共和国建国～文化大革命期③改革開放期―の 3 つの時
代に分け、その歩みを振り返る。

 
１．共産党結党・揺籃期（1912～1949年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　1921 年 7 月、共産党は上海で誕生した。国際共産主義
運動の指導組織「コミンテルン」が、中国各地で勃興して
いた共産主義シンパの結集を呼び掛け、それに呼応したも
のだ。日本や欧州の列強が中国を半植民地化する一方で、
清朝崩壊後に各地の軍閥が群雄割拠。孫文の率いる国民党
がその制圧を目指していた時期である。

その 4 年前の 1917 年にロシア革命が起こり、共産主義
に中国の多くの若者が傾倒した。第一次世界大戦後の処理
で、中国が列強から屈辱的な待遇を受けたからだ。1919
年、反帝国主義を掲げた「五・四運動」が展開され、中国
初の全国的なナショナリズムの発露となる。

この運動の最前線にいたのが、西洋思想を紹介した北京
大学教授の陳独秀や、同僚の李大釗（リ・ダイショウ）、
同大学図書館司書を務めていた毛沢東らである。彼らが共
産党結党に当たり重要な役割を果たした。

実は共産党の結党・揺籃期には、日本が非常に深く関わっ
ている。結党メンバーは日本のマルクス主義者を通じて共
産主義思想を吸収していたからだ。当時、西洋の思想・科
学を吸収するため、陳独秀や李大釗をはじめ日本に留学し
た若者は少なくない。一足先に近代化に踏み出した日本に
は既に、西洋の主要文献の翻訳が存在し、漢字を含む日本
語訳は中国人にとって効率よい教材になったのだ。

西洋近代思想を紹介した「青年雑誌」（後の「新青年」）
を創刊し、啓蒙運動の旗手となった陳独秀は成城学校（当
時の陸軍予備学校、現成城高校）、李大釗は早稲田大学に
それぞれ留学。また、上海の結党集会に自宅を提供した李
漢俊は東京帝国大学（現東京大学）で学んだ。

マルクス主義については日本の経済学者・河上肇らの影
響を強く受け、李大釗らは「新青年」に河上の著作の一部
をほぼそのまま掲載した。「共産主義」や「革命」といっ
た中国語も実は、西洋思想の概念の日本語訳を彼らがその
まま転用したものだ。

結党後の内戦期、共産党が軍事的危機を乗り切った際に
も、日本が深く関与した。1930 年代に国民党は共産党の
掃討作戦を展開。当時、共産党が革命根拠地としていた江
西省から敗走させ、壊滅寸前にまで追い詰めた。

中国共産党の結党大会が開かれたアパート
（出所）空之境界

（出所）筆者

結党 100 年を迎える中国共産党
その誕生と発展、変質の軌跡

陳独秀 李大釗 毛沢東
（出所）Wikimedia Commons

年 出来事
1912 中華民国成立・孫文が臨時大総統就任、清朝崩壊
1914 第一次世界大戦
1917 ロシア革命
1919 五・四運動、孫文が中国国民党結党
1921 中国共産党結党
1924 軍閥掃討のため第一次国共合作
1931 満州事変、共産党が江西省根拠地の成立を宣言
1934 共産党が江西省の根拠地を放棄し移動（長征）
1935 毛沢東が党内権力を掌握（遵義会議）
1937 盧溝橋事件で日中戦争に突入、第二次国共合作
1941 日本が真珠湾攻撃
1945 日本がポツダム宣言を受諾
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しかし 1936 年、国民党の配下にあった軍閥の張学良が、
共産党と停戦して抗日の統一戦線を組むよう、国民党政府
トップの蒋介石に要求。彼を監禁（＝西安事件）し、協力
（＝第二次国共合作）を模索する。

この第二次国共合作は当初、国民党の共産党に対する不
信から遅々として進まなかった。だが、1937 年に日本軍
が盧溝橋事件を起こして日中戦争に突入すると、国民党の
危機感は一気に高まる。そして共産党軍は国民党軍の一部
に編入され、国民党の掃討作戦から免れたのだ。

それにとどまらず、共産党は米国の援助まで引き出し
た。1941 年の日本軍による真珠湾攻撃を機に、それまで
国民党に軍事援助を実施していたフランクリン・ルーズベ
ルト米大統領が共産党への支援も始めたのだ。

日中の戦火が激しくなる一方で、共産党は権謀術数をめ
ぐらせる。抗日戦争において、国民党軍と日本軍が直接衝
突するよう仕向け、自らは後方に退いて力を蓄えた。日本
軍の力を利用しながら、自分より強い国民党軍の力を削ぐ
という実にしたたかな戦術だ。

1945 年に第二次世界大戦が終結すると、共産党と国民
党との第二次国共合作は解消され、中国は再び内戦状態に
陥る。共産党はソ連から援助を受け、国民党に攻勢を掛け
る。そしてついに支配権を奪うと、1949 年に中華人民共
和国の建国を宣言。当初は国民党に対して絶対的劣勢に
あった共産党が、かくして国家権力を奪取した。

２．建国～文化大革命期（1949～1978年）

 
　中華人民共和国建国～文化大革命の時代を要約すると、
共産主義化を急速に進めようとする毛沢東と、現実に即し
て経済の効率を高めようとする劉少奇・鄧小平らの対立と
いえる。前者は「紅」路線と称され、党の指導による一般
大衆の政治動員を重視し、すべての人が本業にも政治活動
にも従事するよう求める。

これに対して後者は「専」路線と呼ばれ、生産性を重視。
さまざまな分野の専門性を重んじ、分業社会を志向するた
め、奨励金や経済格差などの資本主義的要素も認める。

毛沢東は建国当初、資本主義的要素をある程度認めてい
た。政府の重要ポストを共産党以外の他党にも配分するほ
か、私企業の長期的な存続を標榜したのだ。ところが、ほ
どなくして、共産党支配や企業公有化による経済の社会主
義的改造に舵を切り、その先にある共産主義化を目指した。

例えば、農村では地主から土地を取り上げる「土地改
革」を推進し、建国 3 年間で地主や反革命分子 200 万人
を処刑したとされる。都市では民間企業の公有化を急速に
進め、建国時に工業生産額の 6 割近くを占めた民間部門
は 1956 年にゼロとなる。

その毛沢東に対し、モスクワから猛烈な逆風が吹き始め
る。いわゆる「スターリン批判」である。1956 年、スター
リン没後初のソ連共産党大会において、後継者のフルシ
チョフ第一書記が、スターリン時代の粛清や個人崇拝、暴
力革命への固執を厳しく批判したのだ。

毛沢東はスターリン批判が毛沢東否定論につながる事態
を恐れた。共産党はフルシチョフを「修正主義者」と断罪
し、長期にわたる激しい中ソ論争を巻き起こした。それで
も毛沢東は、スターリン批判が中国に飛び火する不安を払
拭できない。ガス抜きの意図もあったのか、民主化も試み
る。1957 年、知識人に向けて党と政府への意見を表明す
るよう呼び掛けたのだ（＝百花斉放・百家争鳴）。

ところがそれによって党批判が新聞紙上に百出してしま
い、共産党に下野を求める論調まで現れた。事態に驚いた
毛沢東は党批判者を「右派」として反撃開始。1958 年だ
けで 55 万人を粛清したとされる。

（出所）筆者

毛沢東と対立した劉少奇
（出所）Wikimedia Commons

年 出来事
1949 中華人民共和国成立
1951 三反・五反運動
1956 ソ連共産党フルシチョフがスターリン批判
1957 反右派闘争
1958 大躍進運動
1959 劉少奇が国家主席に就任
1961 調整経済が正式に始動
1966 文化大革命
1969 中ソ国境紛争（ダマンスキー島事件）
1976 毛沢東死去
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反右派闘争は「大躍進運動」へとつながっていく。これ
は、毛沢東主導で 1958 ～ 1960 年にかけて試みられた共
産主義化の運動を指す。ソ連をモデルとする重工業中心の
第一次五カ年計画（1953 ～ 1957 年）を改め、農業や軽
工業も同時発展させる中国独自モデルを掲げたのだ。

それは大衆の動員を特徴とし、農村に人民公社を建設し
て共同生活を事実上強制するなど、共産主義社会の到来を
予感させた。ソ連に対抗して毛沢東は「主要な農・工業の
生産で英国を 15 年で上回る」という方針を示し、この過
大な目標を達成するため民衆を大量動員した。

この過程であらわになったのが数々の矛盾だ。例えば農
村では、農作物を食い荒らすスズメを害鳥として一斉駆除
が行われた。その結果、スズメを天敵とする害虫が大量発
生し、農業に深刻な被害をもたらす。工業では鉄鋼を無理
やり増産するため、大衆が手造り炉で製鉄を試みるが、そ
の 6 割が使いものにならなかったという。農具も製鉄の
原料となり、燃料として樹木を大量伐採したため、農業生
産は壊滅的に落ち込んだ。

その結果として発生したのが、1500 万人とも 4000 万
人ともいわれる餓死者である。この責任を取る形で、毛沢
東は国家主席を退いた（ただし、共産党主席は維持）。

大躍進運動の悲惨な後始末を担ったのが、代わって国
家主席に就いた劉少奇とその懐刀の鄧小平らだ。1961 ～
1965 年に「調整経済」を導入し、農業増産などを柱とし
た緊急措置に踏み切る。以後、市場メカニズムの導入や、
効率性の追求に軸足を移していく。利潤指標の重視や出来
高制・奨励金制度の導入など物質的な刺激策を多用した。

これに対し、毛沢東は「資本主義的な修正主義」と断じ
て危険視し、劉少奇らに「走資派」のレッテルを貼る。毛
沢東は攻勢を強め、1966 年に学術や文芸、メディアにお
ける反社会主義的人物を排除するよう、また党・政府内で
も同様の人物を洗い出すよう、指令（＝五・一六通知）を
発出した。

「文化大革命（文革）」と呼ばれたこの政治運動は、す
ぐに権力闘争という本性をさらけ出す。毛沢東を熱狂的に
支持する若者「紅衛兵」によって、中央・地方の党幹部は
吊るし上げられる。ある者は殺され、ある者は労働改造所
に送られた。

毛沢東の最大の政敵だった劉少奇も、監禁中に命を落と
す。文革期の死者は 40 万人に上るとも。共産党の官僚組
織は秩序と機能を失い、毛沢東と大衆が直接つながる形が
出来上がる。毛思想に共鳴する大衆と党幹部、軍が「革命
委員会」を全国各地で組織し、権力構造を確立したのだ。

３．改革開放期～（1978年～）

文革は 1976 年、毛沢東の死を機に終焉に向かい、取り
巻きの毛沢東夫人・江青ら「四人組」も排除された。その後、
失脚から復活した鄧小平が党有力幹部の支持を取りつけ、
毛路線継承者の華国鋒を国家主席の座から追い落とした。

1978 年、鄧小平は改革開放路線を決定。毛沢東が理想
として追求した共産主義化を捨て、市場を中心とする西側
の経済発展原理を導入した。鄧小平の実利主義は、「黒い
ネコでも白いネコでもネズミを捕るのが良いネコだ」「発
展こそが揺るがぬ道理」という言葉に象徴される。

鄧小平の真骨頂は、1989 年に起こった天安門事件後の
舵取りだ。民主化運動に対する武力制圧に国際世論が非難
を浴びせ、改革開放は頓挫したかに見えた。

ところが鄧小平は 1992 年、保守派が手薄の南部におい
て、改革開放の再加速を目的に演説いわゆる南巡講話を立
て続けに行う。これによって中国に私企業が復活し、経済
は急速に拡大し始めた。

改革開放以降の中国は、資本主義を軸とする世界市場に
参入し、共産党はその正当化に腐心する。それまでの党に
よる指導との辻褄（つじつま）合わせや、党による支配の
正当化を迫られたからだ。

（出所）筆者

年 出来事
1978 改革開放路線を決定、鄧小平が最高実力者に
1989 天安門事件勃発、江沢民が党総書記に就任
1992 鄧小平「南巡講話」で改革開放の再加速を呼び掛け
1997 鄧小平死去、香港の主権が英国から返還
2001 中国が WTO 加盟
2002 胡錦濤が党総書記に就任
2008 四川大地震、北京五輪開催
2012 習近平が党総書記に就任
2018 国家主席の任期（2 期 10 年）を撤廃

躍進運動期の手造り炉
（出所）Wikimedia Commons
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その 1 つが、1981 年以降用いられる「社会主義初級段
階論」。中国の社会主義はまだ資本主義的要素を残す初級
段階に過ぎないから、まずはその段階を踏んで発展する必
要があり、共産主義社会への移行は相当先になるという考
え方だ。

私企業が重要な役割を果たすようになった現実を踏ま
え、江沢民が 2000 年に提示した「3 つの代表」にも同じ
意図が込められる。共産党が労働者階級のみを代表する政
党から脱し、①中国の先進的な社会生産力の発展の要求②
中国の先進文化の前進の方向③中国の最も幅広い人民の根
本的利益―をそれぞれ代表することを宣言したのだ。

つまり、かつて排除した資本家をも取り込む政党であ
ることを公式に容認したのだ。江沢民は世界貿易機関
（WTO）加盟を決断し、西側諸国との距離を一気に縮めた。

共産党最高権力者すなわち党総書記のバトンは江沢民か
ら胡錦濤を経て、2012 年に現在の習近平に受け継がれた。
習近平は鄧小平以降の西側に歩み寄る路線に修正を加え、
一部には毛沢東時代への回帰も見られる。

例えば、習近平が就任早々、政敵を一掃のために断行し
た「虎も蝿（はえ）も叩く」という腐敗一掃運動は、大胆
かつ大規模な権力闘争。同様の目的で毛沢東が展開した腐
敗摘発・政敵排除を彷彿（ほうふつ）とさせる。

また、毛沢東時代の個人崇拝・独裁が中国経済に深刻な
歪みをもたらした反省から、鄧小平は改革開放期に集団指
導体制や権力の制度的移行を確立した。

にもかかわらず、習近平はその一部を踏襲することな
く、個人崇拝につながるような党キャンペーンをあえて展
開し、国家主席の任期制限（2 期 10 年）も撤廃した。外
交政策でもトランプ前米政権との対立激化以降、強硬姿勢
も辞さない「戦狼外交」を駆使する。

共産党 100 年を振り返ると、それは変質を繰り返す歴
史である。その主な要因は党内の権力闘争だ。習近平政権
も決して盤石とは言えず、いつ抗争が再燃しても不思議で
はない。

ただし、過去と決定的に異なるのは、中国が米国に次ぐ
大国にのし上がり、地球全体を揺るがすパワーを身に付け
たことだ。その中国が再び党内抗争に明け暮れる事態にな
れば、世界の安全・安心は確保できない。今回、筆者は習
政権を改革開放期に位置付けたが、後世の歴史家は「改革
開放の停滞・混乱期」と定義するかもしれない。

党幹部が吊るし上げられた文化大革命期
（出所）Wikimedia Commons
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産業・企業研究室　研究員　新西 誠人

全米電子政府セミナー
コロナ禍で加速する州・自治体デジタル化

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、デジタル技術の
活用が世界的に加速した。日本においても 2021 年 9 月の
デジタル庁の創設に向け、遅ればせながら電子政府への取
り組みが本格化する。

こうした中、GAFA を中心に IT 産業が隆盛を極める米国
は、政府部門の電子化にどう取り組んでいるのか。その疑
問を解くため、2021 年 2 月 25、26 両日にリモート開催
されたセミナー「Beyond the Beltway（ベルトウエイを超
えて）」に参加。全米各地から集結した州・地方自治体関
係者が繰り広げる熱い議論に耳を傾けた。

 
 

連邦制の米国では、その歴史的背景から 50 州がそれぞ
れ 1 つの国のように自治権を持つ。このため、首都ワシ
ントンとは政治的利害が対立するケースも少なくない。こ
の街を取り囲む高速道路 I-495 は「ベルトウエイ」と呼ば
れ、首都の別称としても使われる。今回のセミナーの名称
には、ワシントンと一線を画す州の独自性が込められた。

ミネソタ州は全職員在宅勤務、失業保険給付も電子化

セミナーで行われた数々の発表で、まず筆者が注目した
のはミネソタ州による取り組みだ。中西部に位置し、北
はカナダに接する同州は全米に先駆けて大規模なクラウ
ドサービスを導入。2020 年 4 月までに、全職員にほぼ相
当する 3 万 5000 人が在宅勤務可能なように環境を整備し
た。当初は数年計画だったが、トレーニングを前倒しで実
施したという。

ミネソタ州政府の IT 業務を担う「ミネソタ IT サービス」
によると、在宅勤務希望の職員にパソコンを支給する際、
以前は専門スタッフが職員の自宅で 2 時間かけてセット
アップしていた。しかし今回、職員が支給前に自宅からパ
ソコンの設定を行えるよう、業務プロセスを大幅に改善し
た。職員がパソコンを受け取った時には、既に設定完了済
ですぐに使えるようにしたという。

ミネソタ州は市民向け行政サービスのデジタル化にも熱
心だ。2020 年 3 月、「住民に情報を迅速に提供する方策が
必要だ」と判断、感染拡大に伴う知事命令や感染情報、よ
くある質問など新型コロナウイルスに関する情報を 1 つ
のポータルにまとめる計画を立てた。翌月上旬には公開に
踏み切り、最近ではワクチン接種情報も積極的に提供する。

また、新型ウイルスに関して市民から続々と寄せられる
質問に対し、自動応答するチャットボットサービスも提
供。市民の情報アクセスを容易にするだけでなく、対応す
る職員の負担も減らせるよう工夫を凝らす。

 
 
 

KLMKNOPQRT
UVWVXYZ[\]

_`ab*cd

eYf\gYh~jZgYk~lmjknh~\o~hkgfV~pgf~kmV~qhkjkVjor[g]j[~
tjfuVk~\o~qvwvxy~zg\o~Yh~jk~{V|gor~kmV~{V[klj|}~
WV�\hkVf~ogl�~Z\k�[|�v�[	
��~q�gkV]m

��w�ww~�~vwvw�xv�x���{YppVf

ワシントン D.C.

ミネソタ州

ワクチン接種状況とチャットボット 
（出所）ミネソタ州

「Beyond the Beltway」ネット広告 
（出所）ツイッター（@eRepublic）

https://events.govtech.com/Beyond-the-Beltway-2021.html
https://events.govtech.com/Beyond-the-Beltway-2021.html
https://mn.gov/covid19/
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ミネソタ州はコロナ禍前に失業保険給付作業の電子化を
完了していたため、昨年来激増した失業者にも迅速に対応
できた。同州で電子政府化を担うタレク・トームズ最高情
報責任者（CIO）は「20 億ドル（＝約 2100 億円）を超え
る失業保険金を 100 万人近くに給付した。もし連邦政府
から（給付額・期間などの）変更要求があっても、1 ～ 2
日で対応できる」と胸を張った。

 

 
 
一日数十万のサイバー攻撃、フロリダ州オレンジ郡

今回のセミナーを主催した州・地方自治体の調査機関「デ
ジタル政府センター」は事前にアンケート調査を実施。
ジョー・モリス研究部長によると、州・地方自治体の CIO
の最優先事項はセキュリティだったという。セミナーに参
加した専門家によると、感染拡大以降、サイバー攻撃が全
米で激増している。

州・地方自治体の職員は個人情報を扱うケースが多いた
め、在宅勤務でパソコンを使用する際のセキュリティ向上
が不可欠。しかし、「レガシー」と呼ばれる旧いシステム・
機器が多く、当局によるリモート監視・管理が課題になる。
それを解決したのが、州面積が全米最小のロードアイラン
ド州。ビジェイ・クマー CIO は「クラウドベースのセキュ
リティシステムを導入することで対応した」と誇らしげに
語った。

無論、喫緊の課題は外部からのサイバー攻撃に対する防
御だ。セミナーでは、フロリダ州オレンジ郡のラファエル・
メーナ CIO の口から衝撃的な「数字」が飛び出した。

「昨日（＝ 2021 年 2 月 24 日）だけで 35 万件のシステ
ム侵入が試みられ、50 万件のフィッシングメールを止め
た」―。しかも、メーナ氏は 40 ～ 50％が中国からの攻撃
だと明かした。

 
 

 
ブロードバンド普及に取り組む各州

電子政府化を推進するためには、通信環境とりわけブ
ロードバンドの整備が欠かせない。だが実は、米国は日本
ほど普及していないのだ。IT 産業が盛んなカリフォルニ
ア州の大都市・サンフランシスコ市も例外ではない。同市
のリンダ・ジェルール CIO によると、8000 ～ 1 万人の学
生がブロードバンドにアクセスできなかったため、うち
6000 人に市が必要な機器などを提供したという。

 

南部テネシー州のステファニー・デドモン CIO は「ブ
ロードバンド普及のため、最近 5 ～ 6 年間、年 1500 万～
2000 万ドル（約 15.8 億～約 21 億円）の助成金を支給し
てきたという。それでも感染拡大により、ブロードバンド
不足を露呈した。
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「 ス テ イ ホ ー ム 」を 呼 び 掛 け る ツ イ ッ タ ー  
ユ ニ ホ ー ム は 前 田 健 太 が 所 属 す る ミ ネ ソ タ ・ツ イ ン ズ  

（ @ a d a m _ h a n s o n 1 ）

ロードアイランド州の海岸線 
（写真）筆者

サンフランシスコ「名物」ケーブルカー 
（写真）筆者
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そこで 2021 年 2 月、ビル・リー州知事はこの助成金を
一気に年間 2 億ドル（約 210 億円）まで引き上げる方針
を表明したという。

 

歳入回復のメド立たない州・地方自治体

感染拡大は全米に深刻な景気後退をもたらした。前出の
モリス研究部長はセミナーの中で「州・地方自治体は職員・
行政サービスの削減などの厳しい決断を下した」と指摘す
る。州・地方自治体の予算不足の見積もり額は、5000 億
～ 9000 億ドル（約 52.5 ～約 94.5 兆円）に達するという。
各州 CIO の優先事項のうち、「予算とコストのコントロー
ル」が、感染拡大前の 7 位から今や２位に急浮上した。

しかも州・地方自治体の歳入には、景気後退からの回復
に時間を要するという傾向がある。全米都市連盟による
と、グローバル金融危機に端を発した 2007 年以降の景気
後退では、都市の歳入が 6 年間にわたり徐々に減り、危
機前の水準に戻るまで 10 年以上を要してきたという。今
回の感染拡大に伴う歳入減少は当時より深刻であり、回復
のメドが立たない。

 

その一方で、職員の在宅勤務や住民向けデジタルサービ
スの拡大に伴い、州・地方自治体の IT 関連歳出は増加の
一途をたどる。この予算をどのように捻出しているのか。

今回のセミナーでの報告によると、主に①予算の見直し
②連邦政府からの助成―でしのいでいるようだ。

前出のジェルール・サンフランシスコ市 CIO は、旧くなっ
たシステムの見直しで予算を捻出するという。例えば電話
をインターネット電話に変更すると、年間 200 万ドル（約
2.1 億円）の予算を削減できる。

インディアナ州のトレイシー・バーンズ CIO は、プラッ
トフォーム共通化で予算を浮かせる方策を提案した。「隣
接する 2 つのコミュニティがそれぞれ消防車を所有する
ことは理に適う。しかし、それぞれが別々のメールサーバー
を持つことは理に適わない」と訴えていた。

連邦政府からの助成はどうか。2020 年 3 月以降、州・
地方自治体は 3 つの救済パッケージを通じ、3600 億ドル
（約 37.8 兆円）以上の連邦資金を受け取っている。

必要なのは平時の危機管理と「気迫」

今回のセミナーで、州・地方自治体の CIO が繰り返し
強調していたのが、IT ベンダーなどとの良好な関係の必要
性である。

感染拡大に即応し在宅勤務やコロナ情報提供を充実させ
るためには、その協力無くして実現できなかったというこ
とだ。平時から IT ベンダーなどと密なコミュニケーショ
ンをとっていた州・地方自治体ほど、素早く有事に対応で
きたようだ。

電子化に対する市民・職員の理解やインフラ構築は、一
朝一夕で得られるものではない。平時から危機を想定しな
がら、州・地方自治体が危機管理を練り上げ、さまざまな
投資・施策を講じていなければ、コロナ禍には対処できな
かった。そう言っても過言ではないだろう。

今 回、 筆 者 は 電 子 政 府 研 究 の 一 環 で「Beyond the 
Beltway」に初めて参加した。ウェブ上とはいえ全米の州・
地方自治体のデジタル化に懸ける気迫を目の当たりにし、
予想以上の収穫があった。日本が電子政府化を目指す上
で、最も必要なのはその気迫ではないだろうか。

インディアナ州

テネシー州

フロリダ州

カリフォルニア州

ロード
アイランド州

ワシントン D.C.

 

 

 

 

    

景
気
後
退
年
を
０
と
し
た
歳
入

景気後退下で落ち込む都市歳入

（出所）全米都市連盟を基に筆者



25

水素火力発電

RICOH Quarterly HeadLine  Vol.31 2021 Spring

日本の火力発電は水素で変わるか
カーボンニュートラルの「切り札」？

環境・資源・エネルギー研究室　研究員　亀田 裕子

「 わ が 国 は 2050 年 ま で に 温 室 効 果 ガ ス の 排 出 を 全
体 と し て ゼ ロ に す る 」 ―。2020 年 10 月、 菅 義 偉 首
相は所信表明演説で「カーボンニュートラル」を高ら
かに宣言した。しかし、日本は世界第 5 位の二酸化炭
素（CO2） 排 出 国。 果 た し て 実 現 可 能 な の だ ろ う か。
CO2 を 全 く 出 さ な い「 ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン 火 力 発 電 」
を研究開発する、新エネルギー・産業技術総合開発機
構（NEDO） を 取 材 し な が ら、 そ の 可 能 性 を 探 っ た。 
 
「カーボンニュートラル」カギ握る発電の脱炭素化

毎日のニュースでは、電気自動車（EV）の普及などに
注目が集まるが、カーボンニュートラル成否のカギを握る
のは発電部門の脱炭素化だ。国立環境研究所によると、
2019 年度の国内 CO2 排出量のうち、発電所などのエネル
ギー転換部門が 4 割を占める。仮に自動車などを電化し
ても、車載用電池の充電に使う電気の脱炭素化が進まなけ
れば、目標達成はおぼつかない。

 
 

現状、日本は電力の 7 割以上を火力で賄う。火力発電は
石油や液化天然ガス（LNG）、石炭などの化石燃料を燃や
すため、大量の CO2 を排出する。この現状を打破しない
限り、2050 年カーボンニュートラルは到底実現できない。

脱炭素に向け、一時は原子力発電の拡大が模索された。
しかし、2011 年の東日本大震災・東京電力福島第一原発
の事故をきっかけに、原発の稼働率は低下を余儀なくされ
た。太陽光や風力など再生可能エネルギーの利用も増えて
はいるが、高コストなどの問題でその拡大には限界がある。

こ う し た 中 で 期 待 が 高 ま る の が、 火 力 発 電 で
も CO2 排 出 ゼ ロ を 実 現 す る「 ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン 火
力 発 電 」。 さ ま ざ ま な タ イ プ が あ る 中、 注 目 を 集 め
る の が 水 素 を 燃 料 に し て 発 電 を 行 う「 水 素 火 力 発
電 」 だ。 水 素 は 多 様 な 方 法 で 製 造 可 能 な 上、 燃 や
し て も 水 し か 出 さ な い の が 大 き な メ リ ッ ト に な る。 
 
「水素火力発電」が CO2 を出さない理由

「水素を使った発電」と聞いて真っ先に思い浮かぶの
は、燃料電池だろう。トヨタ自動車の燃料電池車「MIRAI」
や、ガス会社の家庭用電熱供給機「エネファーム」などで
おなじみのように、既に実用化済みの製品も少なくない。
これらと水素火力発電はどう違うのだろうか。

まず燃料電池は、その内部で水素と酸素を化学反応させ
ることにより、電気を取り出す。中学校の理科で、水に電
気を流して水素と酸素を発生させる「電気分解」の実験を
した人も多いだろう。簡単に言えば、その反応を逆にした
のが燃料電池による発電。つまり、水素と酸素を化合させ
て水を作るわけだ。

国内 CO2 排出量の部門別シェア（2019 年度）

（注）シェアは他部門へ電気・熱を配分する前
（出所）国立環境研究所を基に筆者

燃料電池の仕組み

（出所）資源エネルギー庁を基に筆者

日本の電源構成比（2019年度）

（出所）環境省を基に筆者
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これに対し、水素火力発電は水素自体を「燃やす」こと
でエネルギーを取り出す。理科では、電気分解で発生さ
せた水素を試験管に移し、火を近づける実験がある。「ポ
ン！」という音とともに、水素が燃えた光景を覚えている
人もいるだろう。この反応を利用するのだ。

具体的には、水素を燃焼器で燃やすことで高温の燃焼ガ
スを発生させ、それによってガスタービンを回す。この
回転を発電機に伝え、電気を生み出すのだ。基本的には
LNG 火力発電などと同じ仕組みであり、燃料が水素に置
き換わっただけ。燃やす際には、水素が空気中の酸素と結
合して水になる。化石燃料と違って水素は炭素を含まない
ため、燃やしても CO ２が出ない。

 
 
NEDO が神戸に実証プラント、世界初の熱電供給

この水素火力発電の技術開発に取り組むのが、NEDO で
ある。2014 年から「水素社会構築技術開発事業」を進め
ており、その一環として 2017 年 12 月、神戸ポートアイ
ランド（神戸市）に実証プラントを完成させた。

翌 2018 年 4 月、世界で初めて「水素燃料 100% の発電」
による市街地への熱電供給を実現。この施設だけで 1 時
間当たり約 2200 世帯分の電力需要を賄えるという（NEDO
試算）。

 
 

 
　この発電の仕組みはこうだ。燃料には液化水素（マイナ
ス 253 度）を使う。それを気化させて燃焼器で燃やし、
発生した燃焼ガスをガスタービンに送って発電する。

　　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
　また、その排熱もボイラーに送られて蒸気を発生させ、
近隣の病院やスポーツセンターの暖房・給湯などに使われ
る。発生する電気と熱の両方を利用することで、エネルギー
効率を引き上げる「コジェネレーション」システム（CGS）
である。　

 
 
　このシステムの最大の利点は、一般の火力発電施設をほ
ぼそのまま利用できること。NEDO 次世代電池・水素部の
横本克巳・主任研究員は「水素供給設備は必要ですが、既
存発電設備のうち、燃焼器を水素用に代えるだけです」と
いう。新たな施設を建設するのに比べ、コストを大幅に削
減できるのだ。

CGS の試験運転では、①水素のみを燃料とする「専焼」
②水素と天然ガスを一緒に燃やす「混焼」―のいずれにお
いても、燃焼の安定を確認できた。

水素火力発電の仕組み

（出所）資源エネルギー庁を基に筆者

NEDOの実証プラント（神戸ポートアイランド）
（提供）川崎重工業

水素ガスタービンCGSシステムの仕組み

（提供）川崎重工業

神戸ポートアイランドの実証プラント（イメージ図）

（注）2018年4月時点
（出所）「水素・燃料電池プロジェクト評価・課題共有
ウィーク」（経済産業省・NEDO共催）
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横本さんは「現状では水素は調達・大量生産に課題があ
り、専焼型の普及には時間がかかるでしょう。そこで、天
然ガスを混ぜて使える混焼の技術から、開発に着手するこ
とにしました」と語る。

 
 

 
　川崎重工業が天然ガス用燃焼器を改良し、水素と天然ガ
スの混合比率をコントールする。横本さんは「日本発の専
焼・混焼技術を世界にアピールしていきたい」と意気込む。

 

「逆火」防止とNOx低減を実現

着々と水素火力の開発を進めてきた NEDO だが、その
途中では 2 つの技術課題に直面し、苦心の末にそれを乗
り越えたという。

まず、水素は燃焼速度が速いため、燃焼器の火口から出
る炎が反対方向に戻ってしまう、いわゆる「逆火」が起き
やすい。この現象を防ぐため、燃料ノズルの改良に取り組
んで成功を収めた。

もう一つの課題が、燃焼器の温度管理。水素を燃焼させ
ると非常に高温になるため、空気中の窒素と酸素が結びつ
いて窒素酸化物（NOx）が多く発生してしまう。NOx は
地球温暖化だけでなく、大気汚染を引き起こす厄介な物
質。その発生を避けるには、燃焼器の温度を下げる必要が
ある。

2018 年の実証実験では、燃焼器に水を噴射して燃焼温
度をコントロールする「水噴射方式」を採用した。翌年に
は、水を使わずに温度をコントロールできる「ドライ燃焼
方式」の水素専焼燃焼器の開発がスタート。翌 2020 年、
世界初の「ドライ低 NOx 水素専焼ガスタービン」が誕生
した。この方式ならば、高い発電効率と NOx 排出量低減
の両立が可能になる。

水素の割高なコストが課題に

このように、水素火力発電は実用化に向けて着実に前進
している。しかし、水素エネルギー開発に長年取り組んで
きた横本さんは「水素専焼の発電設備が市場に導入される
までには、時間がかかると想定しています」という。なぜ
なら、現時点では大量の水素を安く手軽に利用できる状況
にはないからだ。

例えば、水素の生産過程で CO2 が出てしまうと、水素
火力発電を増やしても意味がない。このため、再生可能エ
ネルギーを使って水を電気分解するなど、さまざまな水素
の生産方式が検討されているが、生産コストが天然ガスな
どに比べて割高なのが現状だ。

しかし、米国や欧州連合（EU）、中国などが「脱炭素」
を打ち出したことで、水素供給網への投資が加速する見
通しが強まってきた。NEDO のシステムは混焼が可能なた
め、水素供給網の整備状況やコストをにらみながら、燃料
に混ぜる水素の割合を徐々に引き上げ、最終的に専焼を目
指すこともできる。

一方、政府が目標とする 2050 年カーボンニュートラル
時の「脱炭素電源構成」において、CO2 フリー燃料の水素・
アンモニアによる電力が 10％を占める。この点からも、
水素火力発電の拡大に向けて議論が進んでいくのは確実だ
ろう。

発電部門では火力が主体の日本にとって、水素によるゼ
ロエミッション火発は切り札、いや救世主のようにも思え
る。30 年後、水素火力発電がけん引する形で、カーボン
ニュートラル社会が到来するよう期待したい。

NEDO次世代電池・水素部の横本克巳・主任研究員
（提供）NEDO

「水素専焼」時の運転状態を示す制御画面

（出所）NEDOニュースリリース
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新型ウイルス・パンデミックから 1 年
見えてきた「正体」を Q ＆ A 形式で解説

産業・企業研究室　客員主任研究員　松林 薫

日本で新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態
宣言が発令されて間もなく１年。足元では感染力の強い変
異株が現れるなど、パンデミック（世界的大流行）が終息
する気配はない。その一方で、新型ウイルスの特徴や拡散
防止策について見えてきた部分も多い。これまでに分かっ
たことを Q&A 形式でまとめた。

　＜登場人物＞ 
　先生：ニュース解説用の人工知能（AI） 
　太郎：大学1年生、素朴な疑問をぶつけるタイプ 
　花子：高校3年生、時事問題に詳しい

そもそもどんなウイルスなの？

花子：2021 年の年明けに 1 カ月間の緊急事態宣言が発
令され、さらに 2 度延長されましたね。前年の 4 月に続
き 2 度目です。英国やフランスなどでも感染者が増えて
ロックダウン（都市封鎖）が実施されているわ。さらに、
感染力の強い変異株も登場し、世界中が新型ウイルスに振
り回されています。

先生：まず、このウイルスについて、分かってきたこと
を振り返っておきましょう。一般に「新型」コロナと呼ば
れるように、以前から身近に存在していた「風邪」ウイル
スの仲間なの。「エンベロープ」と呼ばれる膜に覆われて
いて、この点はインフルエンザと同じだわ。

膜は脂肪からできているので、せっけんや消毒用アル
コールに触れると、比較的簡単に溶けて壊れてしまう。下
痢や嘔吐（おうと）を引き起こすノロウイルスなど、膜を
持たない非エンベロープ型に比べると、それが手洗いやア
ルコール消毒の効果が高い理由だわ。ただ、新型だから人
間の身体にはまだ免疫がない。だから拡散が速く、重症化
もしやすいの。

ウイルスは、エンベロープに生えている「スパイク」と
いう突起で人間の細胞に取り付き、侵入する。自力で増殖
することはできないので、エンベロープの中に格納されて
いた RNA（リボ核酸）という遺伝情報を細胞内でコピー
することで増えていく。開発済みのワクチンや治療薬に
も、こうした過程を薬や免疫で邪魔するタイプが多いのよ。

パンデミックに発展した背景は？

太郎：どうしてここまで大規模な感染拡大、つまりパン
デミック（世界的大流行）に発展したんですか。

先生：新型ウイルスの感染力が高かったことは確かね。
でも、感染拡大が始まった初期に、各国や世界保健機関
（WHO）の対応が後手に回ってしまったことも否定でき
ないわ。

過去 30 年間は歴史的に見てもグローバル化が急速に進
んだ時代なの。拡散防止の基本である外国との往来を制限
する「水際作戦」をとると、どの国も経済に深刻なダメー
ジを被るようになったのよ。

新型ウイルスのイメージ

（出所）筆者

世界の新型ウイルスの被害状況

（出所）ジョンズ・ホプキンス大学、2021年3月14日時点
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特に、感染爆発が最初に起きた中国は「世界の工場」と
言われるほど、各国の経済と深く結びついている。日本も
含め、政府が入国管理を厳しくするのをためらい、結果と
して水際作戦に踏み切るタイミングが遅れてしまったの。

そうした事情も影響して、今から振り返るとリスクを過
小評価してしまった面もあるわね。例えば当初は専門家も
含め、「入国制限は不要」「マスクに予防効果はない」といっ
た意見を発信する人が多かった。先進国の間には、「中国
より医療体制が整っているから、同じような感染爆発は起
きない」という先入観があったかもしれないわね。

これに対し、香港や台湾、ベトナムなどは過去に重症急
性呼吸器症候群（SARS）の流行を経験しているので対応
が早く、欧米のような感染爆発は起きなかった。この点は
先進国の反省点ね。

新型ウイルス感染拡大の経緯
2019/12/31 中国・武漢当局、新型の肺炎が発生したと発表

2020/1/16 日本で初の感染者確認

1/20 中国の専門家「ヒト・ヒト感染」を確認したと発表

同上 WHOのテドロス事務局長「これ以上の移動制限必要ない」

1/23 中国・武漢、ロックダウン開始

1/25 春節スタート

1/30 WHOが緊急事態宣言

2/3 感染者が発生したダイヤモンド・プリンセス号が横浜入港

2/13 日本で初の死者

3/11 WHOがパンデミックと認定

3/30 東京五輪の1年延期決定

4/7 日本が緊急事態宣言

5/25 日本が緊急事態宣言を解除

2021 /1/8 日本が2度目の緊急事態宣言

 

（出所）各種報道を基に筆者

なぜ封じ込めが難しいのか？

花子：1 年前には「夏になれば収まるのでは」という予
想もあったのに、どうして長引いているの。

先生：理由の 1 つは重症化率が比較的「低い」からでしょ
うね。「怖いウイルス」と聞くと、感染したらすぐに死ん
でしまう病気を思い浮かべるでしょう。でも、毒性（＝病
原性）が高いウイルスには、急速に広がらない傾向がある
の。すぐに劇症化すれば隔離がしやすいし、身体が弱って
動けなくなるので他人にうつす機会が減るからよ。

太郎：そうか。今回の新型ウイルスは逆に、かかっても
無症状や軽症の人が多い。だから本人が気づかないうちに
拡散してしまうリスクが高いんですね。

先生：そうなのよ。別のコロナウイルスが原因だった
SARS や中東呼吸器症候群（MERS）は致死率が 10 ～ 30％
台と高かった。その代わり、パンデミックになる前に封じ
込めることができたわ。

これに対し、新型ウイルスは日本や欧米での致死率が
1％台で、SARS や MERS よりずっと低い。症状も、健康
で若い人なら、風邪や季節性インフルエンザに似ていて見
分けにくいでしょ。そもそも感染拡大を防ぐのが難しいわ
け。結果として犠牲者は、SARS や MERS よりずっと多く
なってしまったわ。

太郎：重症化するリスクが小さいから怖くない、とは限
らないのか。

先生：例えば、季節性インフルエンザは治療薬があって
ワクチンの集団接種も行われているけど、日本だけで毎年
何百万もの人が感染し 3000 ～ 4000 人が亡くなっている
わ。関連死を含めれば 1 万人になるという推計も。イン
フルエンザ脳症などで重大な後遺症が残るケースも少なく
ないの。重症化率や致死率だけでウイルスの本当の「怖さ」
は測れないわ。

なぜ医療崩壊が懸念されるのか？

花子：季節性インフルエンザも実は怖いんですね。でも、
大流行したからといって緊急事態宣言は出されないし、医
療崩壊が問題になった記憶もないわ。

先生：それは新型ウイルスと季節性インフルエンザで、
医療機関の受け入れ体制が全然違うからよ。花子さんは「イ
ンフルエンザにかかったかな」と思ったらどこに行く？

花子：近くの診療所です。

先生：そうよね。診療所や中小の病院でも手軽に検査や
治療をしてもらえるのは、治療法や院内感染を防ぐノウハ
ウが確立しているからよ。

感染症の致死率

（出所）WHO、各種報道を基に筆者
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でも、新型ウイルスについてはインフルエンザなどに比
べて致死率が高く、未知の部分が多かったので、政府は感
染症法の区分で「2 類」に指定したの。これは SARS や結
核などと同じように扱うという意味なのよ。

このため、「5 類」の季節性インフルエンザと違って、
医師や看護師は防護服や特殊なマスクを着けて治療に当た
る。感染した人もウイルスが漏れない特別な場所に隔離さ
れる。対応できるスタッフと、設備や資材を揃えている病
院はごく一部だけ。だから、感染者が急に増えると、一般
の病院にベッドの空きがあったとしても対応できなくなる
の。

太郎：一般の病院でも対応できるように、指定を変える
ことはできないの。

先生：政府も検討はしているわ。新型ウイルスに打ち勝
つには、将来的に一般の医療機関でも対応できる体制を整
えることが不可欠ね。でも、そこまで準備が進んでないの
が現実だわ。季節性インフルエンザのように、診療所でも
処方できる治療薬や、その場で検査ができるキットなどが
普及すれば状況が変わるかも。

感染終息のメドは？

花子：日本でもワクチンの接種が始まりました。これで
終息に向かうのかしら。

先生：一般に、伝染病のパンデミックが収まるには、集
団のうち少なくとも４～５割が免疫を獲得する必要がある
と言われているわ。いわゆる「集団免疫」ね。日本の総人
口が約 1 億 2000 万人として、5000 万人くらいが免疫を
持てばよいことになる。政府は年内に国民全員分のワクチ
ンを確保できるとしているから、順調に接種が進めば今年
の後半には効果が現れる可能性があるわね。

花子：でも、オタフク風邪などの予防注射と違って、一
度打てば一生効果が続くものではないんですよね。

先生：そう、大事なポイントね。頻繁に変異もするから、
季節性インフルエンザと同じで定期的な接種が必要になり
そうなの。

太郎：ワクチンは急いで開発したみたいだけど、副作用
（＝副反応）の心配はないのかな。

先生：ワクチンの開発から商品化まで、実は 10 年くら
いかかるケースも珍しくない。今回は開発も安全性審査も
異例のスピードだったと言えるわね。だから、人体への長
期的な影響については「未知の部分」があるのも事実だわ。

ただ、世界で接種が 1 億回を超えているのに、ワクチ
ンが原因とされる深刻な副反応はそれほど確認されていな
い。日本が購入する欧米ワクチンについても、今のところ
他の感染症のものと比べて危険性が高いとは言えないわ。
どんなワクチンにもリスクはあるので。感染防止効果との
バランスを見極めながら接種を進めていくことになるわ
ね。

かつて日本が経験したスペイン風邪の流行も 1918 ～
1920 年にかけて断続的に起こり、2 度目の流行では致死
率が高まった。ウイルスが変異して強毒化したためとみら
れているの。原因がウイルスと分かっていなかった 100
年前と状況は違うけど、警戒を続ける必要があるわね。

国内の新規陽性者と死者

（出所）厚生労働省、2020年3月13日時点

主な新型ウイルス対策
内容 開発・普及状況

衛生習慣

手指消毒
マスク着用
３密回避

当初、WHOの情報発信に混乱も。
マスク・消毒液不足は解消。
日本は先行。

アプリ

感染者との濃厚
接触を警告
隔離の人を監視

プライバシー保護に応じて各国開発。
アップル・マイクロソフトがプラット
フォームを共同提供。
日本はCOCOAで障害が多発。

治療薬

新規創薬
既存薬の転用

エボラ薬「レムデシビル」などを緊急
承認。専用の抗体治療薬など新薬も。
日本発のインフルエンザ薬「アビガ
ン」、駆虫薬「イベルメクチン」など
既存薬の治験も。

ワクチン

新規開発 欧米、中国、ロシア、インドで開発さ
れたワクチンの接種開始。
不活性化ワクチンに加え、mRNA
ワクチンなど新タイプも。
日本も独自開発のワクチンを治験へ。

（出所）各種報道を基に筆者
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ギ並みなら、危機管理能力が向上する。だが現実には視野が狭いから、痛い目を見ないと大半の人間・組織ギ並みなら、危機管理能力が向上する。だが現実には視野が狭いから、痛い目を見ないと大半の人間・組織
は動かない。本号にショートムービーを提供してくれた、ベクノス（本社横浜市）のペン型 360 度カメラ「IQUIは動かない。本号にショートムービーを提供してくれた、ベクノス（本社横浜市）のペン型 360 度カメラ「IQUI
（イクイ）」は、そんな狭い視野を広げる魔法のデバイス。えっ、ウサギはこんな景色を見ているの？（Ｎ）（イクイ）」は、そんな狭い視野を広げる魔法のデバイス。えっ、ウサギはこんな景色を見ているの？（Ｎ）
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