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アジア経済新聞 
２０１８年１２月２４日（月） Vol.３４  発行日:毎週月曜日（週刊） 

 

日本、移民大国へ 

外国人労働者 34万人受け入れ 

人手不足が深刻な建設業。今後５年間で３～４万人を受け入れる見通し。改正入管法は救世主になるか。 
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１２月８日、単純労働を含む外国人労働

者の受け入れを拡大する改正出入国管理・

難民認定法（改正入管法）が成立した。改

正入管法は、新たな在留資格「特定技能」

を２段階で設ける。「特定技能 1 号」は特定

の分野で「相当程度の知識または経験を要

する技能」を持つ外国人に与えられる。在留

期間は最長で通算５年、家族の同伴は認め

ない。「特定技能２号」は「1 号」を上回る

「熟練した技能」を持つと認められた外国人

に与えられる。在留期間に上限はなく、家族

の同伴も認められる。 

受け入れ対象は１４業種 
建設専門紙の日本工業経済新聞による

と、受け入れ対象は建設業など１４業種で、年

内にも受け入れ見込み数や技能の水準などを

規定する分野別運用方針を閣議決定する。

改正法は来年４月の施行を予定する。国土交

通省が２０２２年度末までの時限措置として実

施している外国人建設就労者受入事業では、

３～５年の技能実習修了者（第２号または第３

号）を対象に特定活動の在留資格として２年ま

たは３年の在留期間を認めているが、引き続き

在留することはできない、と同新聞は報じてい

る。 

 また、新たな在留資格では業界団体等によ

る日本語能力を含む建設技能水準の試験に

合格した者が「特定技能 1号」の資格を得る。

ただし試験を行う業界団体の職種における特

定活動の在留資格者や技能実習修了者は試

験が免除される。建設分野の２５職種３８作業

で行われている技能実習の職種がそのまま適

用されるわけではない。「特定技能 1号」の人

が、業界団体等による高い技能と専門性に関

する試験に合格すれば「特定技能２号」の資格

が与えられる、と同新聞は伝えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府はこれまで原則として就労目的の在

留を認めておらず、高度な専門人材に限っ

て受け入れてきた。外国人労働者の在留を

認める今回の入管法改正は大転換となる。 

日本は移民大国へ―。外国人労働者の受け入れ拡大する「改正入管法」が国会で成立し

３４万５，０００人強の外国人が日本にやってくる。日本で暮らす外国人の数は２０１７末の時点

で２５０万人を超えており、東京都内では２０代の若者の１０人に１人が留学生などの外国人だ

といわれる。しかし、留学生や実習生だけでは、今の人手不足を補うことはできず、政府は正

面から外国人労働者の受け入れを決めた。これが「吉」と出るのか「凶」と出るかは、実際に

受け入れてみないことには分からないが、今後、AIやロボットの導入で、１０年後には人員過

剰になるとの見通しもあるだけに、大きな問題にならないとも限らない。 

 
現場へと向かう外国人労働者。（東京都内） 
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新たに日本にやってくる外国人労働者の

数、いわゆる受け入れ見込み数は２０１９年

度から５年間で最大３４万５１５０万人といわ

れているが、まだ正式には決まっていないよ

うだ。受け入れは人手不足が深刻化してい

る分野に限定されるが、どの分野かはこれも

また正式には決まっていない。また１号、２号

はどのように技能を判定するかも未定だ。あ

らゆることが「生煮え」のまま法案は成立。来

年４月から施行されるが、問題は積み上が

ったままだ。 

ただ、政府は業種や地域別の受け入れ

状況を３カ月ごとに公表することをこのほど、

明らかにした。外国人労働者が東京や名古

屋、大阪など大都市圏やその他特定地域

に過度に集中することを防ぐためで、法務省

が地域ごとの受け入れ状況を３カ月に１回公

表する。同省は現在も在留外国人数を半年

に１度公表しているが、都道府県のより細か

い地域や業種ごとの詳細までは不明だ。 

また、低賃金や違法残業が問題となった

技能実習制度の悪用を防ぐため、悪質のブ

ローカー（仲介業者）や雇用主の摘発を強

化する。新たな資格「特定技能１号」の対象

となる１４業種のうち技能試験を来年４月か

ら実施するのは介護、宿泊、外食の３業種

になる見通し。残る 11 業種は来年度中に

試験を始める予定で、一定の専門性、技能

を有した即戦力となる外国人を受け入れて

いく仕組みを構築していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

厳しい労働条件によって失踪した実習生

の数は昨年だけで７，０００人を超えている。

法務省が今年２月に発表した「平成２９年に

外国人の研修・技能実習の適正な実施を

妨げる『不正行為』について」によれば２０１７

年に失踪した実習生は７，０００人を超えた。

２０１３年からの５年間では延べ２万６，０００人

が失踪している。 

失踪する実習生の人数は、年々、増加し

２０１２年に２，００５人だったものが、２０１６年

には５，０５８人と増加した。さらに、２０１７年に

は７，０８９人となり、異常な状況といえる。ち

なみに今年１月１日現在の不法残留者数は

６万６,４９８人に上り、前年同期比で約２％

増。この不法残留者数の約１０％を占めるの

が技能実習生として入国した外国人で、６ ,９

１４人と前年同期比６１％の増だ。 

労働者党党員（神奈川支部）によると、その

失踪の約７割が最低賃金を下回っていると言

い、「２０代の働き盛りの若者が、過労が原因で

引き起こされる心筋梗塞やくも膜出血などで死

亡している」と語った。 

 

実習生の失踪 昨年７，０００人超 

https://www.asahi.com/articles/photo/AS20171212004254.html
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 ２０１３年 ２０１４年 ２０１５年 ２０１６年 

バングラデシュ ３４ ３７ ６０ ７１ 

ベトナム １０,１３２ １９,４９０ ３２,６５７ ４３,７７９ 

中国 ４４,３９１ ４３,９８７ ３８,３３８ ３２,８９９ 

フィリピン ４,８２８ ６,９９７ ９,９１８ １０,７４３ 

インドネシア ４,１４４ ５,８８８ ７,２９０ ８,０５１ 

タイ ２,４４３ ３,２１０ ３,６５８ ４,１２７ 

カンボジア ３２５ １,１２５ ２,１０４ ２,７５９ 

ミャンマー ７１ ６５９ １,７６９ ２,４０３ 

その他 １,０７５ １,１４０ １,２１０ １,２９９ 

合 計  ６７,４４３ ８２,５３３ ９７,００４ １０,６１３１ 

（シャバチ BOLGから引用） 

 

上記表を見る限り、２０１３年から中国を除く、すべての国から

の実習生の人数が大きく増え続けていることが分かる。２０１３

年、中国からの実習生を一番多く受け入れていたが、２０１６年

からベトナムからの実習生が中国からの実習生を１万人強超え

ている。ベトナムからの技能実習生が多いのは若者の人口が多

いことが挙げられる。２０３０年には日本とベトナムの生産年齢人

口数は逆転するといわれている。インドネシアなど生産年齢人

口が多い国は他にもあるが、１人当たりの GDPや日本へのビザ

など、さまざまな事情から日本国内にベトナム人が増加傾向に

ある。 

業種別では建設関連で中国がこれまで最も多かったが、最

近はベトナム、ミャンマー、マレーシアなどから実習生を受け入

れるのが多くなっている。しかし、その一方で失踪するのも多くな

っている。失踪する理由として、賃金などがより良い職場を求め

て失踪するケースが多く見受けられている。やはり受け入れる

側が、賃金体系を含め、実習生にはしっかり対応することが重

要となる。経団連は２０１５年に「日本型移民政策が必要」と提言

し、２０３０年代には外国人労

働者を４００万人受け入れる」

と前出の労働党党員。 

法務省は失踪した技能実

習生に聞き取り調査を実施し

た。失踪の理由としたのは「低

賃金」「低賃金（契約賃金以

下）」「低賃金（最低賃金以

下）」を合わせて６７％に達し

た。このうち「低賃金（最低賃

金以下）」は０・８％だった。い

かに悪質でブローカー的な企

業が多いことが分かる。この

ため政府は、新制度の下では

法務省入国管理局を「出入

国在留管理庁」に格上げし、

悪質企業の排除を目指すと

している。 

 

国                新入技能実習生受け入れ人数（人） 

ベトナム人が増加傾向に 
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外国人労働者を受け入れて労働力を確保

しようという動きは以前からあった。バブル期や

２０００年代のミニバブル時など、外国人労働者

は長らく、雇用の調整弁としての役割を期待さ

れきた。１９９０年の入国管理法改正を契機とし

てブラジルを中心に、ペルーやアルゼンチンと

いった国から大勢やってきた。彼らの多くが業

務請負の、いわゆる派遣労働者として、自動

車産業などを支えてきた。しかし、入管法改正

はあくまでも「定住者として認める」というスタン

スで「外国人の労働を認める」とは言っていな

かった。ただ、「定住するのだから、働くのは当

然」というようないわば黙認のかたちを取った。 

 ２００８年のリーマンショック後、大量の派遣切

りが行われ、多くの日系人が母国へ帰った。激

減した日系人に代わって増えたのが、技能実

習生だ。彼らは３年間、単身で日本にやってき

て、指定された建設、農業（７１職種１３０作業）

などに従事した。日系人と違って定住はできず

同じ業務での再入国も認められなかった。 

 今回の改正入管法は、日本の技術を実習生

たちに教えて、自国で活躍してもらおうというの

が趣旨。にもかかわらず、いつの間にか人手不

足解消のためといって、実習制度が濫用され

ている。前出の労働者党党員（神奈川支部）

は「新制度は３年以上の実習経験があれば、

新設の『特定技能１号（在留資格５年）』に移行

できる。しかし、『特定技能１号』に認定されて

も、職種の変更も家族の変更もダメ。数年たっ

たら帰国しなければならないといった条件は、

とうてい外国人労働者を人間扱いしているとは

言えない」と技能実習制度の廃止を訴えた。 

また、専門家によると、建設業での技能実習

生は、１９９３年から対象職種だっが、実際には

今までも受け入れは多くはなかったという。「そ

れは製造業と比べると、かなりずさんな労務管

理が業界常識として実態が継続されていたか

らです。現場がそれぞれ違っていて、この現場

が終わったら、今度はあちらへと。残業代など

つけていたなら、とても払えるものではない。計

算なんかしてその分費用計算し請求したなら、

それこそ元請けから仕事がもらえなくなる」。建

設業界での外国人技能実習生の活用は、な

かなか一筋縄ではいかないのが現実だ。 

 

 

「雇用の調整弁」 外国人労働者 

過重労働で自殺者を出した新国立競技場建設現場。 
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NEDO事業で純バイオジェット燃料製造の技術開発を進めている三菱日立パワーシステムズ、

中部電力、東洋エンジニアリング、宇宙航空研究開発機構（JAXA）、ＩＨＩは、2030年頃のバイ

オジェット燃料商用化の実現に向けて、純バイオジェット燃料をバイオジェット燃料として最終製

品にするために昭和シェル石油との連携を開始したことがこのほど分かった。NEDOはこれまで、

純バイオジェット燃料の製造技術開発を進めてきたが、NEDO事業実施者がその最終製品化を

燃料製造事業者である昭和シェル石油と連携することで、バイオジェット燃料の商用化に向けて

大きく前進することになる。 

 
 

図：NEDO事業５者と昭和シェル石油の連携体制図（出典：NEDO） 

 

 
バイオジェット燃料商用化へ 
 
 

 

 

 

 

   

NEDO事業 

三菱日立パワー・中部電・東洋エンジ・JAXA 

・IHIが技術開発 シェル石油と連携開始 
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世界の航空輸送部門では

地球温暖化などを踏まえ石

油に代わる新しい燃料として

バイオジェット燃料の実用化

に期待が集まっている。今

後、製造技術などの課題が

克服されれば、バイオジェット

燃料の市場規模が拡大する

ことが予測できる。しかし、現

状では、まだ実用化に至るま

での課題も多く、バイオジェッ

ト燃料の製造技術の開発が

必須となっている。 

 

 

そこで、NEDOは２つのテー

マで、バイオマスから純バイ

オジェット燃料生産までの安

定的な一貫製造技術開発を

行っている。１つは、微細藻

類由来による技術開発で、現

在タイで大規模な培養池を

設置し、高速で増殖する微細

藻類が生成する藻油からの

燃料製造プロセスの技術開

発が進んでいる。２つ目は、

セルロース系バイオマスを原

料とする技術開発で、年内に

国内でガス化・液化技術を用

いた実証設備の建設を開始

する。両テーマとも２０１９年度

には純バイオジェット燃料の

製造を開始する予定。 

 

 

純バイオジェット燃料を航空

機に搭載するためには、国際

品質規格などに適合すること

が必須。まず純バイオジェット

燃料の品質が規格（ASTM 

D7566）に適合していることを

検証し、さらに同規格に従っ

て従来の燃料である石油系

ジェット燃料と混合した後、改

めて従来燃料の規格（ASTM 

D1655）との適合性を検証し

て、初めて搭載可能なバイオ

ジェット燃料となる。 

この NEDO事業では、パイ

ロットプラントの実証運転など

の成果を通じて、規格

（ASTM D7566）に適合する

純バイオジェット燃料を安定

的に生産するための技術開

発を進めているが、バイオジ

ェット燃料の製品化のために

は、さまざまな課題の抽出と

その解決が必要だ。具体的

には、純バイオジェット燃料と

従来燃料の混合のための設

備の仕様とその運転方法、

混合した後の品質検査体

制、出荷体制などを実現しな

くてはならない。 

そこで、NEDO事業実施者

の三菱日立パワーシステム

ズ、中部電力、東洋エンジニ

アリング、JAXA、ＩHIは、航

空燃料生産の実績を持つ燃

料製造事業者の昭和シェル

石油と連携して製品化に取り

組むことになった。 

 

 

NEDOはこれまで、純バイオ

ジェット燃料の製造技術開発

を進めてきたたが、NEDO事

業実施者が昭和シェル石油

と連携することで、２０３０年頃

のバイオジェット燃料商用化

に向けて大きく前進すること

になる。 

この事業の正式名は「バイ

オジェット燃料生産技術開発

事業」。事業期間は２０２０年

度まで。 
 

 

 

 

石油に代わる新しい燃料に期待 

２テーマで技術開発 

石油系燃料と混合 

事業期間２０年度まで 
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外務省は 21日，インドの首都ニューデリーにおいて，平松賢司駐インド大使と C・S・モハパトラ

財務省経済局次官補との間で，総額 1,054億 9,700万円を限度とする円借款３件に関する書簡

の交換が行われたと発表した。 

（1）慢性的な交通渋滞が深刻なチェンナイ都市圏における地下鉄建設に融資 

 （円借款「チェンナイ地下鉄建設計画（フェーズ 2）（第１期）」，供与限度額 755億 1,900万円） 

 この計画は，インド政府がタミル・ナド州のチェンナイ都市圏で、地下鉄を建設するために同政

府に融資するもの。これにより 2029年（事業完成 2年後）には，整備区間のうち 3号線のマドハヴ

ァラム・ミルク・コロニー駅からショリンガナルール駅間（約 36.0㎞）の 1日あたりの乗降者数は約

33万人，所要時間は現在自動車では約 2時間 14分のところ約 1時間 8分となり，整備区間の

うち 5号線のマドハヴァラム・ミルク・コロニー駅からチェンナイ・モフシル・バス・テルミヌス駅間

（約 16.0㎞）の 1日あたりの乗降者数は約 76万人，所要時間は自動車では約 46分のところ約

30分となる見込みで，地域経済の発展と都市環境の改善に寄与することが期待される。調達条

件はタイド。 

（2）インドにおける酪農農家の所得向上のための支援に融資 

 （円借款「酪農開発計画」，供与限度額 149億 7,800万円） 

 この計画は，インド政府が農業農民福祉省，全国酪農開発機構及び JICAが合意する複数の

事業対象州で，農家の近代的流通網へのアクセス改善，乳業機材と流通インフラの整備，酪農

協同組合の能力強化を行うために同政府に融資するもの。これにより，15万人の酪農農家が酪

農協同組合に新たに加盟し，近代化された乳業バリューチェーンによって農家の販売先が拡大さ

れる見込みで，乳及び乳製品の販売量の向上を図り，酪農農家所得の向上に寄与する。調達条

件は一般アンタイド。 

（3）インドにおける SDGsに関する各種政策・制度構築に融資 

 （円借款「インドにおける持続可能な開発目標に向けた日印協力行動に関するプログラム」，供

与限度額 150億円） 

 この計画は，インド政府がインドにおける持続可能な開発目標（SDGs）に関する各種政策の枠

組みや実施体制の強化支援を行うための借款を供与することで，同国の社会開発分野における

チェンナイ地下鉄建設計画等３件に円借款 

外務省 インド政府に総額１,０５４億円書簡交換 

 

 

 

外務省は 21日，インドの首都ニューデリーにおいて，平松賢司駐インド大使と

C・S・モハパトラ財務省経済局次官補との間で，総額 1,054億 9,700万円を限

度とする円借款３件に関する書簡の交換が行われたと発表した。 
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SDGsの推進を図り，2030年の SDGs達成に貢献するもの。これにより，例えば，開発の遅れてい

る地域において,適切な検診を受ける妊産婦の割合を 2016年度末の 64％から 2019年度末に

75％に向上，十分な量の飲料水が供給される人口の割合を 2016年度末の 82％から 2019年度

末に 90％に向上させるといった，社会開発分野におけるインドの取り組みを支援する。。 

 

 

 

 

 

外務省は 12月 17日（現地時間同日），コートジボワール共

和国のアビジャンで倉光秀彰駐コートジボワール大使と，マル

セル・アモン＝タノー外務大臣との間で，161億 3,700万円を

限度額とする円借款「アビジャン３交差点建設計画」に関する

書簡の交換が行われたと発表した。 

外務省によると、同国内の道路インフラは，1970年以降の外

国投資により整備が進められてきたが，その後の国内混乱・内

戦の影響により，新規の道路建設や維持管理が停滞したことか

ら，アビジャン市内の交通量がその容量を上回り，同市内随所

で慢性的に渋滞が発生している。 

この計画は，コートジボワール政府に対し，大アビジャン圏を

横断するミッテラン通り上に位置する３つの交差点において高

架橋を建設し立体化するために，融資を行うもの。この計画を

通じて，2024年（事業完成 2年後）には，本計画対象３交差点

における流入交通量が約 42,000台／日，旅客輸送量が、約 

 

 

 

 

 

 

 

88,000人／日，貨物輸送量

が約 149,000 トン／日増加す

るだけではなく，渋滞が顕著

な交差点におけるピーク時の

走行時間が半減することが見

込まれており，ミッテラン通り

の走行時快適性の向上，沿

道環境の改善，交通の安全

性の向上に寄与し，さらに大

アビジャン圏内の経済活性

化と経済成長に寄与すること

が期待される。 

 

 

 

 

 

 

アビジャン３交差点建設へ 
外務省 コートジボワールに 161億円供与へ 

 

 

アジアインフラ投資銀行(AIIB)は、参加意向を示していたアルジェリア・ガーナ・リビア・モロッコ・セルビア・ト
ーゴの 6カ国の加盟を承認したことに伴い加盟国・地域が合計で 93 となったことを発表した。参加申請を実
施した 6カ国は、必要となる国内手続きを完了し、AIIBに資本金の預託を実施した後に、AIIBに正式加入す
ることになる。なお、アルジェリア・ガーナ・リビア・モロッコ・トーゴはアフリカ地域に位置する国であり、セルビア
は南東ヨーロッパに位置する国であるが EUにはまだ未加盟。AIIBは 2016年に 57カ国によって設立され、
2017年には 27の新しい参加国の承認を行っていた。2018年には既に 3つの承認を行っており、今回の 6カ
国の加盟により、93加盟国となる見込み。AIIBは、今後も新しい参加国を歓迎し続けていく方針。 

 
 

大アビジョン圏内の経済

活性化と成長に寄与 
大アビジョン圏内の経

済活性と成長に寄与 

AIIB アルジェリア、ガーナなど６カ国の加盟を承認 
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11月 6日の米国・中間選挙は概ね予想通りでした。上院と州知事は共和党が Majority維持、

下院は民主党奪還、つまり痛み分けとのことで、安倍首相もトランプ大統領に、お祝いを伝えたそ

うです。ただ、上院と州知事には非改選者がいるので、改選者のみの正味選挙結果で見ると若干

感じが異なるようです： 

⚫ 連邦上院：民主党 24、共和党 11（非改選 65を含めた合計で民主党 47、共和党 53） 

⚫ 連邦下院：民主党 235、共和党 199（全員改選、12 月 10 日現在、未定は 1）。加えて、今回はメキシコからの不法移

民が焦点の一つでしたが、興味深いことに、メキシコと国境を接する 9選挙区のうち 8 区で民主党が当選（未定は 1 区

だが、共和党優勢） 

⚫ 州知事：民主党 16、共和党 20（改選は 36で、民主党は選挙前の 9から+7の 16へ、非改選を含めた合計で民主党

23、共和党 27） 

米国では一般的に共和党がビジネス寄りだと言われていますが、型破りのトランプ大統領には米国ビジネス界も対応に苦

慮しているようです。私は 2012年から日米財界人会議に関わってきましたが、これまでの 7回で、日米の経済界の緊密

性ガ「ピークに達したのは 2015年だったように思います。オバマ政権の末期でしたが、政府も経済界も、「日米は価値観を

共有化している」と宣言したのです。まず、4月 29日、安倍総理が米国上下両院合同会議で演説しました。下院議長が感

涙にむせび、米議会を熱狂させたこの歴史的な演説については 建機ジャーナ

ル No.115 を参照下さい。そして、同年年末の日米財界人会 議でもこの共

有が述べられました 

そして今年の財界人会議です。東京で開催されたのですが、 ここでも「価

値観の共有化」が繰り返されたのです 

 

1. 共通の価値観とは：自由貿易主義 

1) 会議終了後、記者会見が行われ、日米の会長と日本側 の副会長が

参加しました（米国側は副会長制を取っていないので会 長のみ）。私

も関心があったのでこの記者会見が傍聴したのですが、 主要新聞社・

TV が勢ぞろいし、質問もほぼ一点に絞られていました。 米国の中間

選挙を直前に控え、トランプ政権の通商政策に対し、日 米ビジネス界

がどのようなメッセージを発するかです 

2) 例えば、翌日の日経朝刊の記事には「自由貿易推進で 一致」と書か

れていました。これは、今回の会議を見事に総括していま す。これは何

を意味するか、というと、反保護主義、つまりトランプ政 権への非難で

す。ただ、こうした発言には、以下のように怒りのレベル があるので、

そういう意味では穏やかな批判です： 

① 子供の対応（相手を名指し、直接非難）：2017 年 9 月の国連総会を覚えていますか。トランプ大統領は「ロケット

マン」、北朝鮮は「誇大妄想と自画自賛を重ねる精神異常者」とお互いを罵り合ったのです 

② 若者の対応（相手を名指しするものの、相手に対する非難の度合いは抑制的）：例えば 2017 年の日米財界人会

議の共同声明です。「中国の経済的影響力が増していることを認識するとともに、日米企業のために公平な競争

条件を推進すべく協力することを約束した」 

③ 大人の対応（自分の支持を強調するに留め、否定するものを直接には述べない）：今回の日米財界人会議の宣言

です。本音はもちろん、保護主義反対ですが、それを感じ取って貰おうという手段。例えば今回の記者会見で、各

記者はトランプ政権への批判の言葉を引き出そうとしたのですが、結局、両議長は、そうした発言はしませんでした。

こうした場合の対応ですが、「トランプ大統領の保護主義を牽制しているのですね」との質問に対し、Yes/No で答

えると上げ足を取られる危険があるので、「共同声明に書かれているように、自由貿易を心棒しています」と言うの

今年の日米財界人会議 出典：日米経済協議会 

出典：日米日本側会長：平野・三菱 UFJ銀行会長 

経済協議会 

寄稿・阿井安見 
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です 

3) このように、トランプ政権は米国の「ねじれ」現象だと言われています。通常、共和党はビジネス側の党なのですが、ト

ランプ大統領はあまりに異質なのです。今回の中間選挙では多くの「正統派」共和党議員が引退してしまいました。そ

の中には、48歳とまだ若いライアン下院議長も含まれます 

 

2. トランプ政権の政策に対する企業・投資家の不満：グローバル企業になるほどその傾向が強いようです 

1) 通商政策： 

① ハーレー・ダビッドソン：同社はミルウォーキが本社であり、KMC発足後コマツの隣人になりました。今年6月25日、

EUの関税を引上げにより、オートバイ１台当たりのコストは平均$2200高くなるので、今後 18 カ月に同社は海外

工場での生産を増やす計画、と報道されました。これに対し、翌日トランプ大統領は「ハーレー・ダビッドソンが他の

国で生産されることがあってはならない、決してならない！」 「従業員や顧客は同社に対して既に非常に憤慨して

いる。移転するなら、見てろよ、終焉の始まりになるだろう」とツイートしたと Bloombergは報道しています 

② CAT 決算への株式市場の評価：Bloomberg によると、2018 年第三四半期決算は 10 四半期連続で利益がアナ

リスト予想を上回ったのですが、原材料のコスト高にあらためて懸念を表明したことが嫌気され、株価が急落、一

時は 7.7％下げ、2017年 9月以来の安値を付けた、とのこと 

③ 反米国通商拡大法 232 条：日米財界人の総意として 6 月 29 日、自由貿易主義的主張を発表（なお、従来トヨ

タはそれほど積極的ではなかったのですが、今回からは副会長に就任） 

a 本関税措置は、米国自身にも深刻な経済的影響大：輸入品への関税による物価上昇による消費者の不利益、

米国での自動車製造コストの上昇による米国品の国際競争力低下 

b 日本企業は、自動車メーカーも含め、米国経済に多大な貢献（2017 年の対米累積投資金額は 4,100 億ドル

超え、直接・間接の雇用機会は 160万人以上） 

2) 人種差別的政策：トランプ大統領は製造業諮問委員会を 2017年 1月に立ち上げ、CAT も含め 28名を任命しまし

たが、同年 8 月 12 日にシャーロッツビル事件（白人至上主義団体と反対派の衝突で暴走車により死傷者が出た事

件。トランプ大統領は白人至上主義を擁護）が起こり、Intel や 3M、キャンベルスープなど 8 名の委員が辞任し、大統

領は同月 16日に諮問委員会を解散したのです。もっとも CAT委員は前 CEOの Oberhelman氏でしたが、報道では

本件について No Comment とのこと 

3) 反パリ協定離脱：建機ジャーナルＮｏ.223では We are still in活動を紹介しましたが、米国のビジネス・投資家でも 12

月 13 日現在 2,160 社が同調しています。内訳は、IT 企業（GAFA、Intel）、消費者に近い企業（McDonald’s、J&J、

Walmart）、グローバル企業（BASF、DuPont）で、マイニングや建機関連企業は含まれていません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 成長なき時代に生きて―

― 
平成は今年で最後となる。しかし、あまり実感はない。１つの時代が終わるという感慨も

ない。激動の時代を生き抜いてきた、という思いもない。とかく平成３０年間は、成長なき

時代だったような気がする。昭和の車社会から平成はネット社会となり、米国や中国で巨

大ＩТ企業が生まれ、世界中のあらゆる情報を飲み込んでいった。スマホの登場で、生

き馬の目を抜く革命的なことが次々と起き、その小さなコンピュータの力によって社会の

仕組みや若者たちのモラルをも変えていった。破壊された訳ではないが、それに近いも

のが感じら取られた時代だったようにも思える。「いざなぎ景気を超える」平成時代。あの

キラキラしたバブル時代をもう一度、なんて言わないが、せめてその雰囲気だけは味わ

いたかった。来年は平成から新元号に変わるが、本当に景気が実感できる、誰もが不安

のない時代にしたいものだ。                            千原直行 
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