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大阪南北区中之島3-6-32のダイビル。 ②タイヒル株式会社

ビルはビルでも

ダイビルですこ







「俣らが善がった頃、通商

産業省(当時)には日本を

とうするかという大きな問

題意識かあった。でも今の

若手は極めて狭い視野で経

産省のミッションをとらえ

ている。 『経度省はこうある

べき』という仕事の枠を勝

手に限っているんだ」

国全体が仕事の対象

俺たちの若い頃は良かっ

た-。菅原の発割二は懐

古主義のにおいがしなくも

ない。が、本人はそれを否

定する。皆原が若手官僚と

して過ごした1980年代、日

本製の自動車や半導体が

世界を席巻した。その結果、

貿易赤字に苦しむ米国との

間で貿易摩擦が生じ、国益

を守るため、当時の通姓官

僚たちは辟夜を問わず駆け

ずり回った。
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経済協力で北方領土交渉を地ならし
● 「新しいアプローチ」の内容

「8項目の　　　　　　　　浮上している

経済協力プラン」を提案　　プロジェクトの例

的に広がっているのにもかかわらず、担

い手である若手の視野は逆に狭くなっ

ている。ある軽部はこれを「経歴省の財

携省化」と表現する。

増える財務省体質の官僚

範が関で経施行と財務省の建物は適

職を挟んで向かい合う。しかし逆向き

に進んで地球を　凋しないとたどり着

けないほどに志向は虎雄していると椰

捻されていた。

「財砺省は政治との粧鵬が近いし、予

算の確保と執行しか閃心がない。そう

いう目覚しか見ていないところが嫌い。

だけどそんな閥務省体側を持った着

手が練成省内に増えている」 (同幹部)

原因の　一つは入省してくる学生の質

低下にある。国家公務鴫l種試験の合

格者のうち綺麗省を志望する学生の比

率は以前とそれほど変からないが併

願していた外翰系金融機関や商社に取

られてしまうケースが増えている。外

務省や財務省と比べ民間と近い立ち

位哩での仕事が多い分、就泊でも競合

するようになったというが、通産省時

代には考えられなかった流れだ。

常備の視野欲得。それが図らずも露

生した出来事があった。

昨年5月にソチで開かれたIIロ首脳
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「経度官僚」は官民問わず各界に散らばる
●難産省(通産省を含むの主な出身者と入省年次

民間企業

秘書官
今井尚哉1982年〉〉

副大臣

斎藤健1983年〉〉

云∵
が手掛けるサハリン沖での石油・天然

ガス探査・開発事業などプロジェクト

は多聞こわたる。

ハリポチの目口経済協力

「まずは日本と繍刺青動を進めるメ

リットをロシアに実感させるのか今回

の基本戦略。 70年間解決できなかった

即題がすぐに解決なんてできる掠ナは

ないが、政治を動かすアプローチの中

で経歴省がプロジェクト立案などの分

野で貢献できた」。世桝はそう語る。

だが、鳴り物入りで打ち上げられた

これらのブ。ジェクトの醐号、蟻

ではことのほか悪い。総合商社のめる

幹部は冷ややかに言う。

「総翻3000億円のプロジェクトとい

うが、実現可雌が極めて低いハリボ

テのようなプロジェクトばかり。例え

ばヤマルで仮に天然ガスが的Iことして、

北極圏から日本に輸入することになっ

たとする。どれだけ運賃がかかるか分

かl)ますか。他のガス田から出る天然

カスを員った万が絶対に得ですよ」

欧米の対ロシア経済制裁が続く中、

ロシアで新規授賞を決めれば国際博
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・日本維新

総務会長
細田博之1967年〉〉

大臣世耕弘成〉〉
内閣府特命担当大臣(原
子力損害賠償・廃炉等支
援機構など) 、ロシア経済

分野協力担当大臣を兼務

事務次官
菅原郁郎〉〉
1981年

経済産業政策局長
柳瀬唯夫
1984年

民進党常任顧問　民進党代表代行

岡田克也1976年　江田憲司1979年

民進党　　　　後藤祐- 1992年

民進党　　　　福島伸享1995年

公明党　　　　　浜田昌良　1980年

日本維新の会　　足立康史　1990年

に及び腰。だからプロジェクトの大半

が探査やFS (事業可能倍の検証)とい

った事業化の前段階に側する覚書でと

どまっている。

むなしい案件づぐ)

経済協力プロジェクトは絃嗟省幹部

が企業トップを訪問して参加するよう

頼み込んだ純米、なんとか体裁を轄え

ることができた側面が強い。 「維席省側

も我々も、ともに実効性に乏しいと分
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エネルギー・電力

エレクトロニクス

シェアリングエコノミー
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-も動き出した。トヨタは2014年12

月、世界初の量産型FCV「MIRAI(ミ

ライ)」を発売。 2016年3月にはホンダ

も「タラリティFUELCELL(フユー

エルセル)」のリース販売を始めた。

だが現状を見ると、 FCVの普及ぺ-

スはあまりに遅い。デロイトトーマツ

コンサルティングが2014年11月に公

表した予測では、 FCVの国内販売台数

は2016年までに累計3000台。かなり

控えめな数字と言えるが、実際にはこ

の予測をさらに下回り、トヨタが2016

年末までで国内約1370台。ホンダに

至っては104台という低水的ことどま

っでいる。

早すぎたFCV戦略

クルマだけではない。 FCVの普及と

「ニワトリと卵」の関係にめる水索ステ

ーションも整備が遅れている。

国内の水素ステーションは2017年

耕具国の所得上昇を追い瓜に順調

園〔二三ヨ
潜在的ニーズは広　　官民体制は整った

がるが岩盤規制を∴∴が米国鎗先行の状

崩し切れていれl　　漁は変わらない

国
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系メーカーが生産し、各社は過去最高

益を記録。好調な「民」を、経産省はた

だ傍観しているだけでよかっだ。

焦燥が判断を誤らせた

だが、2010年に米国でトヨタの品質

問題が朗在化。円高や東日本大震災の

影響もあって日本勢の剃、に陰りが見

え始めた頃、世界の日動車勢力図は捻

りかわっていた。成長著しい中国市場

がドイツ勢に占有されてい}このすご。日

本メーカーが好調だった時期、ドイツ

は官民がタッグを組み、水面下で梢力

的に動いていた。ドイツ政府は当時ま

だ新車市場としては小規模だっかi周

で政府高官に接触。ターボチャージャ

ー(過給器)と組み合わせてエンジンを

田NI聞BUSINESS.20170227
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利便性が高く評価され、海外ではデフ

ァクトスタンダードとなっている」と

言外に悔しさ勧こじませる。このまま

では2020年の東京五輪・パラリンピッ

クで、ライドシェアに慣れた訪日外国

人を失望させる可能性もある。

国交省・タクシー業界が抗戦

2015年10月に開催された国家磯崎

特区諮問会議で首相の安倍晋三が「過

疎地等での観光客の交通手段として、

自家用自動車の活用を拡大する」と発

言。ライドシェア解禁か、とざわつい

たが、タクシー業界の徹底抗戦に通い、

解禁への道のりは遠い。ウーバージャ

パンは京都府京丹後市などの過疎地で

限定的なライドシェア営業のシステム

を提供をするにとどまり、苦戦している。

今年に入ってようやく規制改革推進

新産業後押しの気配弱し
●シェアリングエコノミーの関連省庁と関係図
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「ロンドンやパリなど世界の多くの

都市では、年間上限までは無届け・無許

可で営業可能。日本は特区同様、登録

や周辺住民への説明が必須、という法

案になりそう。だが、それでは一般人

ホストにとって壁が高く、例えば70桟

のおばあちゃんが亡くなった旦那の渡

室を貸せるような制度ではない」。エア

ピー関係者はこう漏らす。

新法では、行政庁への登録義務化に

加え、貸すホストは玄関などに名前な

どを書いた「概説」の掲示も義務付ける

もようだが、 「一人暮らしの女性などは

危険に感じ、登録を断念せざるを得な

い」(同)との声もある。ホストにとって

不便・不安という点で民泊を後退させ

るような法案なのだ。

「経度省が出たら、進まない」

お気づきだろうが、ここまで縫座省

の名は出てこない。接種大臣が「世界か

ら取り残される」と挫いているのに、経

産官僚は事実上、打開に向けた行動が

できていないのが現状だ。

唯一の実績は、シェアリングェコノ

ミー協会という社団法人を監督し、今

年1月、同協会と連携する形で内閣官

房傘下のIT総合戦略堂内に「シェアリ

ングエコノミー促進室」を設置したこ

と。しかし、これは「名ばかり」である。

同協会にはウーバーやエアピーも

名を連ねるが「名前貸しにすぎない。実

態は補助金目当ての国内ベンチャー

の寄り合い所帯」 (協会関係者)。推進

室は規制緩和や新法を推進するわけで

はなく、単なる相談窓口にとどまる。

本来でめれば大臣の意をくる、既

存勢力と戦いながら新産業の興隆に手

を貸すのが播種官僚のあるべき姿なの

ではないか。そう詰め寄ると、経産省

幹部はこう抗弁した。

「経産省がやると出ていけば他省庁

トランプ米大統領が
火種にする可能性も
●米インターネット・アソシエーションの声明文

叩KKE剛S-N関・2017 0227国



下す、という旨がある。

前述の通り、新法の内容は一般人の

ホストにとってハードルが高く、国内

物件の多くが届け出のない違法状態の

今と何ら変わらない可能性がある。と

なればェアピーは数万件ある遵法物

件の多くを削除せざるを得ない状況に

追い込まれる可能性がある。

「オ后をはらんだ動乱と批判

米国の業界団体は、こうした日本政

府の対応を白山競争を阻害する参入障

壁と捉え、償っている。本誌が入手し

た声明文の草稿にはこうある。

「日本政府の方針には、登録事来者に

厳しい義務を課すことによって、日本

国内、そして他国でホームシェアのプ

ラットフォームの運営を口指す事業

者を排除する可能性が含まれている。

これは競争と消費者の選択を大幅に制

限するばかりか、イノベーションの妨

げとなる」「政府がシェアリングェコノ

ミーを支援すると表明しつつ、同時に

事業者の自発的な抑制を検討するとい

う矛盾をはらんだ動きだ」

この話とは別に、 「民泊新法の内容が、

外資の日出参入を認める世界貿易機関

(WTO)協定違反の疑いがあるとして、

既に米大使館などが動いている」 (業界

関係者)という話もある。今後本格化す

る日米貿易交渉で米大筋領のトランプ

などから攻撃を受けるかもしれない。

国際問題になりかねない民が隠され

ている民泊新法。矢面に立たされ、尻

ぬぐいするのは直接、法案作成に携わ

っていない縫藤省である。

「シェアリングェコノミ一致簾の中

心に経産省がいないことに違和感を覚

える。量Tで世界最先端を目指すのでめ

れば、立ち上がってほしい」

シェアリングェコノミー業界は、そ

う経産省の介入を待望している。

シャープの再建築を提示し、本体出

資を巡って台湾の鴻海(ホンハイ)柚

密上薬と激しいつはせり合いを演じた

経麻雀と産業革新機構。 “日の丸迎合【

の知すが確定的になったのは、ちょう

ど1年前の2月末のことだった。

それから1年。シャープの掻動を彿

彿させるような事態が進行している。

東芝は2月14日、新たな不適切行為

が発覚したため決算発表を延期した。

2017年3月別の業鎖予想では連館最終

掘益が3900億円の赤字になる見通し。

虎の子の半導体事業を切り売りし、債

務超過を乗り切る飾段だが、そううま

くいくか。存続が危ぶまれている。

阿鼻叫喚の東芝を前に、革新機構を

抱える経塵省幹部は冷徹に占う。

「東芝という企業体の存続について

は何とも思っていない。それこそ、今

行ったら『救済桟橋」と言われてしまう。

でも防衛など専業や技術埠位では大事

なものもある。東芝の経営者が自ら解

体・再編の絵を描き、その上で協力要請

をしてくれば考える余地はあるが・・」

崩壊が進む日本の電機"エレクトロ

ニクス座業は、もはや維座省も草新機

構もあてにはできか、。「守りきれない」

精進的な理由があるからだ。

「建前」守る結果、手遅れに

かつてカネボウやダイエーを救済し

た産業「両生」機構とは異なるスキー

ムで2009年に発足した革新横柄。国

民負担や民業圧迫のそしりを免れるた

めに、 「再生には手を貸さない。博綿を

通じてオープンイノベーションを推進

する」と繰り返しできた。だが強い事業

回N棚8US-N剛70227



日本はいつも「第3の革新」を取りこぼす
●兵庫集立大・重野被接が岬えるイノベーション理論

たことで幻となった。

もたついている剛こ、車載用リチウ

ムイオン電池では輪国勢が勢いを抽す。

ソニーは昨年、電池事業の村田製作所

への売却を発表、 AESCは中国企業へ

の売却が取り沙汰されている○

ダブルスタンダードで劣勢に

産業を守りきれないもう一つの理由

は、経産省も革新機構も「要素技術」や

「製品化」にはこだわるが、それ以降の亜

産段階への介入経験がないことにある。

経産省はかつて、技術開発の日の丸

拠点として「碁盤技術研究促進センタ
ー」を1985年に設立。半群体などの要

素研究に多額の補助金を注いだが、 「事

業化して同収するという観点がお留守

で、 3000億円がパーになった。革新

機構発足の曹尉二は、促進センターあ

か、になってはいけない、という反省

がある」 (縫産省幹部)。

縫産省はようやく、製品化の支援、と

N-KK恥US胴…0-7 0Z 27国
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星測器後手で運のく器

再稼側反対の知事が誕生
●昨年10月の新潟県知事過の関係図

国璽
有力な対抗馬を立てられず

いては電力業界の大再編を画範してい

だが、それが水泡に帰すことになった

からだ。

経度省OBの前知事に秋波

誤算はなぜ生じたのか。最大の原因

は経産省が昨年10月に実施された新

潟県知事選の趨勢を「見ていなかった」

点にある。

前知事の泉田裕産は1987年入省の

経産省OB。エネ庁でエネルギー行政

を担当したこともあったが、知事に就

任して後、東電とは距離を置いた。東

日本大震災後、原発再稼働を急ぐ東屯

の経営姿勢を批判し、 「検証なしに再稼

働の議論はしない」と訴え続けた。

経産省はこの間、泉田と疎遠だった

が、2016年に入ると急に態度を変えた。

エネ庁長官の日下部聡(1982年)が、泉

田の同期入省に当たる親閲東経済産業

局長の藤井敏彦(87年)らに泉田と接

触するよう指示を送るなど、懐柔策を

取るようになった。泉田の再選が堅い

と見たためだ。

2016年3月11日に官邸で開かれた

原子力関係閣僚会議。当時、経産大臣

だった林幹雄は、泉田ら全国知事会が

提出した原子力災害対策に関する要

望・提言書を踏まえ、 「自治体と経産省

が正面から向き合い、実効性のある対

策を築いていきたい」と初めて前向き

な言葉を述べた。

泉田は「これまで政府は我々の要望

をまともに取り上げなかったが、よう

やく剥き出してくれると安堵した」と

振り返る。しかし8月末、事態は急変

した。泉田が突如、出馬見送りを発表

したのだ。県が出資するフェリー会社

を巡るトラブルに関して地元紙が報道

したのが理由だった。

知事選は風雲急を告げた。自民・公明

両党は再稼働に的向きな長岡市長の森

回NIK即USIN闘2017 02 27



経産省OBの「改革案」

三重県知事・鈴木突破(1絢8年入省)

民と省庁つなぐ触媒へ

民夫の擁立を決定。それは経産省や東

電にとって一見、追い風のように見え

るが、 「森は正直なところ当て馬のよう

な位匝付けだった」 (県経済団体幹部) 。

角栄の孫、擁立できず

自民新潟県速は何とか有力候補を立

てようと、地元出身のNHKキャスタ

ーや国会議員秘書、田中角栄の孫など

に出馬を要諦したが、全て不発に終わ

リモノ社長・伊藤慎介(1絢9年入省)

官のリクルートになれ

NⅢ伽US-N闘201潤7国
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新・経産官僚の作法

したたかに敵を巻き込め
テリトリーを侵食する経度省に対し、他の省庁や民間の風当たりは強い。

高圧的に押し付けても反発が起きるだけ。大局を示し、仲間を増やすアプローチが解となる。

る」と指摘する。

外来優先が障害に

現在の診療報酬制度では、遠隔診療

の場合、原則として再診料と処方箋料

しか報酬に算定されか、。そのため、外

来診療と比へ医療機関の収入が下が

ることになり、尊大のインセンティブ

が働きづらい仕組みになっている。

そんな問題点を、豊田が経産省座業

再生課の担当者に前したのは昨秋のこ

とだった。それからわずか数カ月で専

嬢が大きく動くことになる。

「遮隔医療を進め、質の高い医療を実

田Nl剛S-N闘017 02 27



えでいく。新・経塵官僚が持つべきはそ

んな、したたかさだ。

出口なきビジョンの模索

PROLOGUEで危機感を口にした次

官の菅原郁郎は今、岩手官僚的30人を

集めた勉強会を開いている。 「常の創

造」「セーフティーネット」「安全保障」

の3テーマについで有職者を交え、議

論する。描くのは数十年後の世界で通

用する全く新しい日本の産業政策だ。

従来の縫産省のテリトリーを超えた

テーマ設定をしている勉強会の最大の

特徴は、報告書をまとめあげ、公表す

るといった「山口」をあえて決めていな

いところにある。出口を作れば「官僚

らしく器用にまとまって騎おってしま

う」(菅原)との懸念があるからだ。

そんな管源の思いは省全体に浸透し

つつめるようだ。勉強会に参加する32

蔵の若手-1“r億は「正直言って解雇省の

拙くビジョンは1990年代以陥刺さっ

てこなかった。自由な議論の中で大き

NIKKE皿S腿S・20-70之27国



漢大きく動き始めた日本の「働き方改革」 。動く人のことを考えたi〔丁の活用が、企業の成長戦略のカギを握る。

寡

そんなワ_クスタイル変革の推進に不可　喜怒/

クスタイル変革の目的といえる。

持ち運びやすさを追求した

超軽量・薄型モバイル端末がワークスタイルを道化させる。

雪雪Windows P「o wind。WS「OP,。m。anSbusin。SS.
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富士通鵬勧めするWindowslO Pro. ㊤

1ワークスタイル変革に必要不可欠な多彩なセキュリティが企業を守る。

音モビリティとセキュリティの融合で、より最適なワークスタイル変革をo

ヮークスタイル変革には欠かすことの　　ティソリューションを重富に取り揃えて

できない、モバイル端末の本格的業務　　いるので、情報漏えいリスクに悩むこと

活用。その実現にiな利便性と安全性　なく、ワークスタイル変革に取り組むこ

が絶対条件であることは間違いない。　　とが可能だo

富士通なら、モバイル端末とセキュリ　　働く人のことを最優先に考え、その力

富士通で、一歩先をいくワークスタイル変革。

モビリティ&セキュリティで未来を切り拓く、富士通の最先端デバイスo

6 0型ハンディタブレット

ARROWS Tab V567/P

フルバージョンWI ∩ d owsを搭

載した、使う場所を選ばない

セキュアなハンディタブレット。

程レ
しIFEBOOK P727/P

使い方自由自在の360度回転

画面に、万全のセキュリティ機

能を搭載。

摘草・有効な「ワークスタイル変革」を実現するモビリティ&セキュリティはこちら!

申「i藤i h申′www.fmwo「一d.ne臨/wo「kstyie-henkaku/
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ナマコの増養殖事業によって出荷を増やし、販路を拡大

担保するためだ。インターネットによ

る直接販売も行い、ダイレクトな販路

を開拓する。また従来の乾燥ナマコに

加えレトルトタイプも検討する。

積丹産品を総合的に扱い
地域のブランド化を目指す

-方、ウニに関しては鮮度重視で地

産地消型といわれていることから、「積

丹でしか味わえないおいしさ」を訴え

るなど観光客誘致と連携した取り組み

に力を入れるほか、国内外の事例、中

国、韓国などの市場動向を把握し、移

輸出拡大に向けて情報収集を行う。

当初は、付加価値の高いナマコとウ

ニを主に取り扱うが、販路確立ととも

今までにない新しい取り紺みにチャレンジします

二とナマコをブランド化し、設立予定の地域商社　恵内村に来ていただく方々との交流も深まり、村　神恵内村村長

が販売を担うというスキームです。漁業者は、ナ　全体がさらに魅力的lこなっていくと思います。　高橋昌幸氏

ム柚恵内村ao135-76"5O=　皿p:IIwww.v肌kamoe=aihokkaido・jp



園芸三笠詰謹警
いないんだ」

昨年の米大統領選。ドナルド・トラン

プ候補(当時)は、メキシコ国境に壁を

建設し、不法移民を閉め出すと声を張

り上げ続けた。ここにきてメキシコ相

手の荒い鼻息はやや落ち発いたものの、
一方でイスラム閏7カ国からの入国を

一時禁止する大統領令を出すなど、ト

国NIK即日S憫・20170227



た「1%の人しか言わないような意見」

が目に触れるようになると、近い意見

を持つ人たちが近づき、さらに膨れ上

がっていく現象が起きる。

こうした現象を繰り返していくうち、

「1%の人しか言わないような意見」は、

次第に強化されて人々の意思決定の選

択肢に入っていく。

自由な判断を妨げるネット環境

しかも、ネットの中で気になったも

のや好きなものを何度も見ていると、次

からはそれに類する情報が選別されて

提示されるようになる。アマゾンで繰

り返し買い物をしていると、その傾向

から次のおすすめを提示してくるのと

同じである。

問題はここにもある。こうした環境

慶応霜塾大学教授

木星音盤訟良書臆

1974年生まれ。慶応義塾大学法学部教授、専攻は法哲

学。名古屋大学教授などを経て2015年10月より現職。
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鵜細さi葛○○

1991年生まれ。 2014年、立命館大学

卒業。現在、神戸大学大学院国際協

力研究科に在鮪。シールスなどで活動

してきた。

者とは異なるタイプの人たちが、カリ

スマ型リーダーとして登場する時に燃

え上がりやすい。それは、こうした情

報流通の変化の中で既存の政党に不

信感を持つ屑が膨れ上がったのを巧み

に動かすからだ。

若者とらえたサンダース議員

例えばドナルド・トランプ氏と共

に昨年の米大統領選の台風の日となっ

た民主党のバーニー"サンダース上院

議員もそうだ。

ウォール街への課税強化や公立大

学の学費無償化などを訴えて若者の熱

狂的な支持を集めた。一般には実現不

可能とされでも、寓学歴の若者層には

当然と考えるものも多かっだウォール

街の課税強化などを主張し、民主、共

和両党に飽き足らなかった屑を引きつ

塩田潤氏　R。DEM。S,ンパ_

ポピュリズムは-つではない

田N~K即US咽・ 2017 02 27



砂ecial R呼ort

主党の票田だったところだ。

座業構造の転換とともに、民主党は

支持基盤を失っていった。 70年代以降、

米国の製造業従事者は700万人も減少

し、ラストベルトでは中間層が1剖以

上減ったとも言われる。

空自地帯を巧みに取り込んだ

民主党は、工業社会時代のリベラル

を支えた旧中間層の衰退を細こ、新た

な支持層の取り込みを図った。それが、

自由貿易やIT (情報技術)バブルで生

北海道大学級接

吉田徹氏

1975年生まれ。専門は比較政治学、欧州

政治史。 2006年、北大助教授。 2010へ

1 2年パリ政治学暁、ニューヨーク大学客員

研究員など。 2015年から現職。
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ポピュリズムとかく戦う①

徹底したネット戦略を立てている

自民党
選挙対篇妻農具(衆院機具)

古屋圭司氏

ポピュリズムが蔓延している

といわれるが、私はそうは思わ

ない。

メディアが多様化し、読者・

視聴者にはそれを受け取る力、

良しあしを峻別する力が身に

ポピュリズムとかく戦う②

若者にもっと給付を

民進党
政群調査会長(衆院績具)

大串博志氏

ポピュリズムの広がり(こは懸

念を抱いている。そこには移民

をはじめとした他者の排斥など、

人々の分断をあおる動きがあ

るからだ。

欧米で中間層が縮小し、格

差が広がっているのは間違い
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