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第 6 期 第 1 回 授業記録
日時 ：2013 年 06 月 22 日(土) 14：00～16：00
場所 ：尚美学園大学 川越キャンパス 北ｵｰﾃﾞｨﾄﾘｱﾑ
テーマ：アベノミクスとは何だろう？
講師 ：ハリウッド大学院大学 江夏健一 学長
１．アベノミクス
アベ＋ノミクス

安倍晋三 自民党総裁が 2012 年 12 月に首相に就任した後に発表し､実行
し始めた一連の経済政策
･アベ
= 安倍晋三：第 69 代内閣総理大臣
･ノミクス = エコノミクス(=Economics,経済学の意味)
1)｢ミクス｣の起源は？
安倍晋三
ロナルド・レーガン(=米国大統領：1981～1989 年)が行った一連の
自由主義経済政策のこと。
市場原理と民間活力を重視し､軍備を拡大する一方で歳出削減と減税をする刺激策が特徴。
その結果､｢双子の赤字｣(=対外債務と財政赤字)が増えた。
2)経済学(=エコノミクス)の起源は？
･エコノミー(経済)のもともとの意味
節約
･エコノミクスと言う英語を｢経済学｣と翻訳したのは福沢諭吉(=明治時代
の思想家､慶応義塾の創立者)
･その語源･･･｢経国済民｣＝国を整えて民を救うの意味。経世済民とも言う。
ロナルド･レーガン

２．アベノミクスの三本の矢
①一本目の矢=｢大胆な金融政策｣
②二本目の矢=｢積極的財政政策｣
③三本目の矢=｢民間投資を呼び起こす成長戦略｣
＝＞ 三本の矢の効果＝相乗効果(シナジー効果)
相乗効果は従来 1+1 が 3 にも 4 にもなりうると説明されてきたが、1+1 は 2 であり､3 とか 4 に
はなりえない。相乗効果の本当の意味は、

1+1=2+αになる
α(アルファ)とは 2 という数以外の｢別の働き｣のこと。
三本の矢でいうと、矢を｢三本｣に束ねると矢の数が 4 本や 5 本に増えるのではなく、｢折れな
い｣という新しい｢働き｣が加わることを
意味する。
｢三本の矢｣の教えは､その昔も毛利元就が
三本の矢の起源

毛利元就

亡くなる間際に三人の息子を枕元に呼んで
｢一本の矢ではすぐに折れてしまうが､三本
束ねれば折れない。だから三人で力を合わせて
毛利家を守れ｣と遺言した逸話(エピソード）が
その由来。
毛利元就：1497～1571年
室町時代後期から戦国時代にかけての安芸（現在
の 広島県西部）の国人領主・戦国大名。
小規模な国人領主から中国地方のほぼ全域を支配
下に置くまでに勢力を拡大、「戦国最高の知将」と後
世評される。

３．アベノミクスと｢三本の矢｣の関係

金融政策

財政政策

三つの経済政策が揃ってこそ
初めて日本経済が再びよみがえる
と言うシナジー効果が現れることを
意味する。

成長戦略

☆ ではなぜこんな政策が必要になったのか？
1)失われた 10 年
バブル景気が 1990 年(平成 2 年)頃から後退し始め､バブル経済が崩壊して､消費や雇用に悪影響
を及ぼし､デフレーション(=製品やｻｰﾋﾞｽの価格が下がること)になった 1990 年代から 2000 年代
初期までを｢失われた 10 年｣という。
２）失われた 20 年
その後も世界金融危機､世界同時不況に陥り､経済の低迷が 2000 年代以降も続
き、これを｢失われた 20 年｣と呼ぶようになった。
この失われた 20 年での株と不動産の損失は、実に 1,500 兆円(1 兆円=10,000 億円)に上った。
４．経済と貨幣(お金)の関係
･経済を人の身体に例えるとお金はその身体を流れる血液
健康な身体だと血行も良い
･血液を体内に循環させるのは心臓の役目。病気で血圧が高過ぎるのも､低過ぎるのも良くない。
国の経済も同じことがいえる。
･高過ぎるインフレ(=製品やｻｰﾋﾞｽの価格が上がること)や低過ぎるデフレは不健康。
20 年以上も続いたデフレは最悪。
デフレスパイラルとは？

企業の業績が悪化すると賃金も減少
↓
労働者の賃金が下がると消費が抑制される
↓
消費が抑制されると物価も下落
↓
物価が下落しても消費が回復しない
↓
物が売れないから更に企業の業績が悪化

この悪循環の繰り返し
消費(景気の低迷)が
下降スパイラル状(=らせん状)
にドンドン悪くなってしまうこと。

デフレから脱却するには？

・先ず企業の業績をアップさせなければならない。そうなれば賃金も上昇する。
・労働者の賃金が上がれば消費が拡大。消費が拡大すれば物価も上昇。
・物価が上がっても物が売れる。物が売れると企業の業績も上がる。
この景気の上昇(=上昇スパイラル状)を創り出すのがアベノミクスの狙い
５．アベノミクスの一本目の矢｢大胆な金融政策｣
デフレ退治
･インフレターゲット(目標)を設定
･物価目標(消費者物価の前年度比上昇率)を 2％に設定
･それを達成する為に日銀は｢無期限で毎月 13 兆円規模の資産を買い入れる｣と公約
･金融緩和を実施し､日銀がお金の供給量を増やす。
日銀がお金の供給量を増やすと､お金が市中銀行から企業や個人に行きわたる。
お金が世間に回れば物が売れる → 物が売れると物価も上がる
６．アベノミクスの二本目の矢｢積極的な財政政策｣
･2012 年度：補正予算を 13 兆円規模にした。
･2013 年度：政府一般会計総額 92 兆 6 千億円規模にし､2012～2013 年に 100 兆円を超える大規模
財政支出をする
・公共事業への投資
なぜ公共事業に投資するのか？･･･公共投資は民間投資を活性化させる､いわば「呼び水」
これが二本目の矢のポイント！
７．アベノミクスの三本目の矢｢民間投資を呼び起こす成長戦略｣
｢産業競争力会議｣が策定！
☆ﾀｰｹﾞｯﾄとなる４つの分野
①健康 ②エネルギー ③次世代インフラ ④農業･水産業
対策
・製造業の復活･･･｢日本産業再興プラン｣
･企業の海外展開の支援･･･｢国際展開戦略｣
･新産業を育成･･･････････｢新ターゲティングポリシー｣
･成長戦略に取り組む五つの視点
①規制改革､技術開発､産業の新陳代謝･イノベーション
②人材や産業をはじめとした徹底したグローバル化

③女性や若者､高齢者など全員参加型の社会
④農業など日本の強みを生かした社会作り
⑤エネルギーや IT(情報産業)を含めた世界最先端の産業育成
８．アベノミクスで国民の生活はどうなるか？
･円安で輸入品(=食料や燃料など)の物価が上昇
･円安､株高､長期金利の上昇か？FX(外国為替取引)などを利用する投資家
にはﾁｬﾝｽかﾘｽｸか？
･サラリーマンの給与やボーナスは？
1)円高と株価
アベノミクスを発表して以来､長い間高かった円が､一時的に 100 円程に安くなった。
しかしいま円は 1 ドル 93～94 円程に戻り､株価も 1 万 3,000 円を割り込むほど下落している。
株価の乱高下はなぜ起こるのか？･･･世界の投資家の影響
2)アベノリスク？
ガソリン､電気料金の値上り？住宅ローン金利と固定資産税は？インフレで年金も目減り？
９．まとめ｢グローバル時代にあたって｣
1)世界の地図･･･自分の国を地図の中央に描く。アメリカから見たら日本は極東(=Far East)
オーストラリアの地図は上下(北と南半球)が逆
2)グローバル時代の生き方
･世の中を全体的に見渡す。そして世界の人たちとコミュニケーションを
はかる。(英語の取得は必須？)
･人種が違えば文化も違う。それを理解する。(お互いの尊重)
･グローバル化。交通手段やインターネットなどの発達で地球が縮んだ！
･人々は時代と共に変わっていく。
･何にでも興味を持つこと(=勉強すること)が大切。
以上で江夏健一先生の講義おわり

ニュース
去る 6 月 22 日（土）午後 1 時 30 分から尚美学園大学川越キャンパスのオーディトリアムで第 6
回子ども大学かわごえ入学式が開催されました。新入生(4～6 年)165 人、保護者 107 人、きょうだ
い 17 人、来賓約 40 名が参加し、遠藤克弥子ども大学かわごえ学長のあいさつに引き続き、川越
市奥山秀副市長、鶴ヶ島市河上亮一教育長、松田義幸尚美学園大学理事長・学長から祝辞をいただ
きました。6 年生福岡礁君が新入生歓迎あいさつを行いました。司会は 6 年生堤彩加君でした。
今年度の学生募集では、定員 180 に対して 297 人の応募があり、100 以上の向学心溢れる子ど
もたちを受入れることができなかったのは、非常に残念でした。
子ども大学かわごえ
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
学長 遠藤克弥
事務局
ＮＰＯ法人子ども大学かわごえ
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