
（Ⅰ）問題の所在

過去40年間における日本経済の成長パターン

を10年ごとにまとめてみると、第１に、1960年

代は年率で10.1％で成長するといった高度成長の

時代であった。重化学工業化をドラマテックに

展開することによって日本の産業構造が飛躍的

に高度化すると共に素材型産業を中心とした国

際競争力の強化を推進した。

その結果、国内市場における国際競争力を中

心とするインファント・インダストリー育成の

産業政策から先進国市場における国際競争力強

化の時代へと移行することができるようになっ

た。このことは「投資が投資をを呼んで」乗数

効果の大きい設備投資が日本経済をリードする

ことになった。

さらに、一定のタイム・ラグをもって輸出産

業の重化学工業化が急テンポで進展しうるまで

に成長した。アジア・アメリカ・ヨーロッパ諸

国への輸出競争力が強化されることになり、日

本の産業は国内市場とアジア・アメリカ・ヨー

ロッパの３つの市場で競争しうるまでに成長す

ることになった。

その結果、重化学工業が立地した地域や東京

～名古屋～大阪を結ぶ「東海道メガロポリス地

域」が成長発展したのに反して、九州・四国・

山陰・北陸・東北・北海道が相対的に地盤沈下

し、これらの地域から多くの若年労働力が流出

し、日本の歴史上まれにみる東海道メガロポリ

ス地域への人口集中化が、そのスケールとスピ

ードにおいて壮絶な人口移動と大都市集中とを

体験することとなった。

この動向は、1970年に入っても引きつづき地

方から東京・大阪・名古屋へと人口が移動しつ

づけ、当に本格的な「都市化時代」が訪れ、こ

れが都市における公共投資を誘発するという現

象をもたらした。

その意味からも、日本経済は高度成長期に突

入し、当に「黄金の60年代」を現出したわけで

ある。

70年代へ移行すると、石油ショックによる世

界の同時不況によって我が国の経済成長もマイ

ナス成長―「失速の経済」に突入する危機に直

面したが、公害防止投資10.7兆円、省エネ・省力

化のための技術開発と設備投資によって日本経

済は4.4％の成長にとどまることができた。

エネルギー消費のコストと消費量を抑制する

ためにアメリカは自動車産業に対して「ガス・

ガズラー法」を制定して自動車メーカーの製品

全体について燃費効率を向上させるため企業別

に一定水準以上に燃費効率を上昇するよう義務

づけた。がしかし、直ちに優れた小型車の開発

に間にあわないので燃費効率のよい日本の乗用

車が輸出され、アメリカ乗用車市場での日本車

のシェアは30％を上回るほど急上昇をつづけた。

このことが、一方で日本経済の成長力をプラ

ス成長に転換させうることになったが、他方で

日米貿易インバランス問題を大きくさせて80年

代へと移行することになる。

当に、70年代の日本経済は「激動の70年代」

であったといってもよい。
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80年代に入ると、日・米・欧の３市場におけ

るグローバル化が好むと好まざるとにかかわら

ず、決定的選択要因になった。その結果、第１

に為替レートの切上げによって、第２に国際的

調整のため、政治・行政の欧策運用上からも円

レートの切上げに加えて輸出の自主規制も余儀

なくされた。

その結果、1986年には円高不況ともいわれる

ように、円の切上げ幅とそのスピードの速さに

ついてゆけずに日本の輸出企業は経営の危機に

直面することとなった。

このような経営危機に対応するためには、日

本の企業、とくに輸出企業は一層のコスト切下

げに加えて非価格競争力を一段と強化するため

に、新技術の開発と生産のメカトロニクス化と

いった合理化を推進した。その成果が輸出ブー

ムとしてあらわれたため、零成長経済になるべ

きところを4.1％成長経済へまで引きあげること

ができた。

その原動力は機械工業の「メカトロニクス化」

であった。

当に「グローバル化の80年代」ともいってよ

いかも知れない。

しかし、90年代に移行すると、1987～90年の

４年間、100兆円におよぶ過剰流動性の処理をめ

ぐって、国も企業も対応を誤り、結果として資

産デフレ経済へと転落せざるをえなくなった。

その結果、第１に銀行の不良債権の多発、円

高による本格的海外生産の加速化が急テンポで

進むこととなる。この時期は先端技術革新part

ⅠとpartⅡとの狭間でもあったことも手伝って

日本経済の成長率は1.2％にまで下方シフトし、

とくに97年から2000年までの４年間の平均成長

率は0.5％―「零成長経済」へと下方シフトする

ことになった。

これに追い討ちをかけるように、円レートが

95年に94円へと急上昇したため、日本の優良企

業ですら赤字計上を余儀されるとか、倒産する

か否かといった経営危機にさらされることとな

る。

したがって、90年代を一言葉で表現するなら

ばそれは「資産デフレの90年代」ということで

ある。

2000年以降もおおむねマイナス成長か、零成

長経済かといった本格的デプレッションが続い

ており、本格的な成長軌道にのる日はいつか見

通せないグルーミーな経済状態がつづいている。

このように日本経済は毎年毎年安定的な成長

をしつづけ、多くの企業も共に成長しつづける

『エスカレーター時代』から零成長を基準にして

好況期は２～３％成長し、不況期には△２～△

３％成長といった『エレベーター時代』へと質

的転換がおこなわれつつある。

当に成長の時代は終わった。そして今や循環

の時代へと移行したのである。

では、このような日本経済を再び輝かしき成

長軌道にのせて日本経済を再生させるにはどう

したらよいか。

（Ⅱ）日本経済・再生の条件

（１）第１の条件…不良債権整理とユニバーサ

ル・バンクの強化

1987年から90年までの４年間に資産インフレ

によて地価や株価が暴騰し、時価発行が極めて

容易になったことも加わり、資金コストが限り

なく零％に近づいたことと過剰流動性100兆円と

が加わり、当に狂乱経済とも称すべき状態に達

した。

そこで、ストック・インフレを抑制すべく金

融引締めが89年12月からはじまり、一転して株

価暴落につづいて地価が暴落しはじめた。「地価

は永遠に値下がりすることはない」という神話

が崩壊した。

土地・株式投資資金が自己資金であれば、地

価・株価の暴落は企業にとって大きい打撃にな

るが、企業に融資していた銀行にとってはダイ

レクトかつ決定的打撃を与えることにはならな

かった。がしかし、銀行自体が過剰流動性100兆
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円の運用をめぐって貸出競争を展開したので、

銀行に60兆円とも、80兆円ともいわれる不良債

権が発生した。

これに加えて円レートが1995年に94円という

超円高水準革命が企業業績の悪化を加速化させ、

他方、橋本内閣の経済運営の失敗がかさなって

経済危機・金融危機をまねくこととなった。

1997年から98年にかけて北海道拓殖銀行の倒

産をはじめ、日本長期信用銀行・日本債券銀行

や地方銀行が実質倒産するといった金融パニッ

クに突入、証券会社山一証券・三洋証券などの

倒産もそれに加わって、日本経済は危機に直面

し、経済成長率も一段と下方シフトすることに

なる。当に、下村治博士が往時にいわれた「零

成長経済」が訪れてきたわけである。エレベー

ター経済の時代へと移行を余儀なくされたこと

が立証された。

21世紀社会へ移行しても日本経済は一段と低

迷の度を進め、2001年度△2.5％、’02年度△0.7％、’

03年度も名目ベースでマイナス成長と３年連続

マイナス成長経済となるといった極めて厳しい

経済状態になった。

このことに加えて円高～海外投資～海外生

産＝「日米欧トライアングル」のグローバル化

から「日米欧中カルテット」のグローバル化に

よる４極構造経済化が進み、中国によるデフレ

輸出をトリガーとした世界的デフレ・インパク

トによって日本経済もデフレ化が一段と深刻化

することとなった。

このように客観的世界経済構造変動に対して

政府が適切な経済産業政策をタイミングよくう

たれたかといえば、必ずしもそうではなかった。

日本経済の再生をはばんでいるものは、政策

の貧困であり、政治力の貧困が最大の原因であ

る。しかし、現在の政権にとってかわるべき政

治力の強力なグループは存在しない。そこにこ

そ日本の悲劇があるのではないだろうか。

政治だけではない。企業経営者、とくに銀行

経営者の哲学の欠如が目立つ。さらに官僚・教

育者・ジャーナリストを含めて国家社会の発展

と安定とを優先する哲学が欠如している。戦後

における連合軍による愚民教育政策が50年のタ

イム・ラグをもって効果を発揮したのではない

かと考えたい。公共への義務と使命を忘れて私

利私欲に走っているが、この傾向が続けば、日

本は大国の興亡の歴史にみられるように衰退の

途をあゆまざるをえまい。

往時の「５．15事件」や「２．26事件」にお

ける青年将校達は私利私欲で暴走したのではな

い。その若き青年将校達が選択した路以上に国

家を冒□し、国家を衰退への途に追いやるよう

な選択を行っているのではなからうか。このよ

うな選択の誤りを増幅しているのが今日の政治

家であるといったら過言であらうか。

とすれば、日本経済再生の最大の条件は「政

治の抜本的改革」にある。

そのためには憲法改正をも正々堂々と実施す

べきではないかと考えられる。

以下、日本経済・再生の条件について述べよ

う。

（不良債権の整理）

まず第１に不良債券の整理にあたっては、

1997年以降の銀行における常務取締役以上の経

験者は銀行グループ企業から一切手を引くべき

ではないか。従来の「くされ縁」を絶った上で

なければ、真の意味での不良債権の抜本的整理

と国際金融市場における競争にうちかって東京

を世界におけるニューヨーク・ロンドンに加え

て国際的金融センターとしてトライアングル・

システムの形成はできないのではないか。この

ことは日産自動車の再生に見習うべきものと思

考したい。

第２に表－１「不良債権査定の厳格化と公的

資金必要額」に示すように、①不良債権の公表

と実質の乖離②税効果会計を正常化＝厳格化し

た場合、自己資本比率を８％以上に維持して国

際業務ができるか否か。この２点に焦点をあて
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表－１　不良債権査定の厳格化と公的必要額
（単位：兆円）

グループ

項　目 不　良　債　権 税効果会計厳格化
評　価

公　表 実　質 実質／公表 修正自己資本比率 公的資金必要額 三菱東京＝1.00

三 菱 東 京 1.8 5.5 3.1倍 7.3％ 0.4 1.00倍 ○Ａ
三 井 住 友 3.1 8.0 2.6倍 4.6％ 2.0 5.45倍 Ｃ

Ｕ 　 Ｆ 　 Ｊ 2.4 5.8 2.5倍 5.6％ 1.1 3.01倍 Ｄ

み 　 ず 　 ほ 2.9 8.8 3.1倍 5.5％ 1.9 5.14倍 Ｅ

り 　 そ 　 な 1.5 4.1 2.8倍 0.7％ 1.9 5.08倍 （論外）

計（その他共） 12.3 34.8 2.8倍 5.0％ 8.0 ― ―

（注）１．’03／３期　予想値は、東洋経済新報社による。

２．’03／３期　債務超過大手行（公的資金＋繰延税金資金依存額を除外のケース）

①りそな、②ＵＦＪ、③みずほの３行、④債務超過寸前…三井住友

（資料）有価証券報告書等から作成、但、評価は筆者による

ると、三菱東京グループのみが唯一世界のユニ

バーサル・バンクとして生き残りうるのではな

いかと推測される。

かりに種々の支援措置を実行したとしても、

三菱東京グループに三井住友銀行を加える程度

で、ＵＦＪ・みずほ・りそなの３グループは国

内業務に専念し、外国業務は上記２行に業務委

託するほかはない。このような選択ができない

銀行グループは北海道拓殖銀行のように解体整

理すべきではないかと考えられる。

このような金融行政を思いきって行うような

強力な政治力と行政力が今こそのぞまれている。

このような結論の裏付データとして、大和銀

行をめぐる不良債権飛ばしの資本的・人的関係

が大和銀行と極めて密接な24社を分析すれば十

分に納得しうるものであることを無視できない

ということである。

とすれば、大手銀行であろうとなかろうと一

日も早く不良債権の整理を実行させ、正常な銀

行業務に復帰させることこそ日本経済再生の第

１の条件といえよう。

（２）第２の条件…過剰設備廃棄の加速化と産業

空洞化防止政策

1987年度から2001年度までの５年間の資産イ

ンフレ期に企業による過剰投資額がどの程度に

なったかを試算してみたところ152兆円に達して

いた。資産デフレに転換すると、当然のことな

がら、この過剰設備を早期に除去できなければ、

新しい分野での設備投資にふみきることができ

ない。したがって設備投資の回復によって景気

が回復し、経済が成長軌道にのりえない環境に

ある。高度成長期のニクソン・ショック時は設

備の除去率が３割に達すると、設備投資の伸び

が２桁台に回復した。

しかし、石油ショックによる設備投資が本格

的に回復するためには、除去率が６割近くまで

進む必要があった。そればかりではない。

設備投資の本格的回復までの期間が、高度成

長期は３年間と比較的短期間であったが、石油

ショック期では６年間と高度成長期の２倍の期

間を要している。

（注）佐貫利雄『日本企業の勝者と敗者』（東洋

経済新報社、1994年12月）p.31～33。

では今回の資産デフレ期はどうかを推計して

みたところ、年間平均15兆円の過剰設備を除却

するとすれば、その所要期間は10年間となる。

そして、除却率ベースでは８割以上に達しなけ

れば、設備投資の本格的回復は期待できないと

試算される。

これに加えて円高と貿易摩擦の緩和のため、

好むと好まざるとにかかわらず、アメリカ・ヨ

ーロッパに現地生産のための海外投資を余儀な

くされた。消費国での生産といったシステムを

選択せざるをえなくなったため、海外投資が急

増し、国内投資がその分だけ減少した。確かに

瞬間的には海外投資に直結した設備機械や重要

部品の輸出は増加したものの、現地生産比率の
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表－２　中国と日本の賃金・地価・法人税率比較

項　　目
地　　域

中国（深■） 日本（横浜） 倍率（日本／中国）

一　般　行　員 103 3,288 32倍

エンジニア（中堅技術者） 334 4,669 14倍

部長・課長 478 5,734 12倍

地　　　価 （工業団地＝・＄／㎡） 31 1,550 50倍

法　　　　人　　　　税 15％ 30％ 2.0倍

上昇と共に輸出は減少を余儀なくされ、海外生

産部分の設備投資や雇用量が減少することとな

り、生産減・失業増パターンへ移行することと

なった。

加えて、中国の工業化政策によって、円高対

応策が日～米～欧といった「３極構造経済」で

のグローバル化の時代から、中国が加わって

「４極構造経済」化が急テンポで進展しつつある。

いま、日本と中国との①賃金②工業用地③法

人税率の３点について比較してみると、表－２

「中国と日本の賃金・地価・法人税率比較」にみ

られるように、一般工員の賃金は中国が日本の

32分の１、中堅エンジニアで14分の１、部長・

課長の管理職の給与では12分の１と２桁台の格

差がある。

そればかりではない。工業用地価格にいたっ

ては、中国は日本の30分の１と驚くべき低価格

である。加えて、法人税率が日本の30％に対し

て、中国は15％と日本の半分である。とすれば、

日本企業の競争力は高度な技術力とか、研究開

発力が持続的にその優位性を維持しなければな

らないし、又、維持することができる産業分野

のみが日本国内にとどまることができるが、そ

れ以外は、国内投資から海外投資へと重点がシ

フトせざるをえなくなろう。

技術力には研究開発力としての技術と生産の

ための生産技術とがあるが、この２つを切り離

せば、中長期的には国際競争力を喪失する。

以上、経済再生の第２の条件を実現するため

には、まず第１に過剰設備の無税償却制度を導

入すべきではないかと考えられる。勿論無条件

かつ全面的にということではない。往時繊維産
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業の構造改革のために織機の冗上げをはじめ多

くのシステムを使ったことを想起すべきであろ

う。

第２に日本の産業空洞化を防止するために、

電子・電気機械・工作機械・事務機器・精密機

械・自動車部品・金型・鋳鍛造機械など往時の

機械振興法や電子工業振興法の育成対象業種的

な戦略業種に限定してОＤＡ資金を使い、北海

道・青森・岩手・秋田・鹿児島・宮崎・沖縄の

１道６県に限定して、そこに外国人労働力を導

入することを認めるべきではないか。

期間は３年間とし、導入先国家の賃金プラ

ス・アルファとし、第１に寮（全寮制・冷暖房

システム・１人１個室＋書斎）、第２に工場建物、

第３に用地をОＤＡ資金で手当し、極めて安価

な価格で日本の中小零細企業にリースする。但

し、機械設備は企業負担とし、その機械設備に

ついては３年間５割増償却システムを適用する。

と同時に法人税率を国際水準にまで引下げる。

外国人労働者には賞与を支払わないが、３年

間真面目に働いた人には、帰国後母国に立地し

ている東京三菱銀行の支店に本人宛てに３年分

の賞与を振込むといったきめ細い「新しい給与

支給方式」を採用すべきである。また、帰国前

２週間程度の期間、日本の代表的都市―東京・

京阪神・福岡・広島・仙台・札幌といった都市

における日本文化を実査させるといった「日本

文化教育システム」も折込む必要があろう。

これによって日本とアジアの人々の心と心と

が結ばれる『ヒューマン・コンタクト・ソサイ

ティ』を形成することができよう。

一般工員～技能工～中堅エンジニア～ソフト

エンジニアを育成し、アジアの国々に立地して

いる日本企業に優先的に就職を斡旋するシステ

ムも同時に導入すべきかと考える。

外国人労働力の導入は、経済産業省の外郭固

体に担当させる。場合によってはジエトロにこ

の業務を委託することも一案と考えられる。

これによって生産技術と生産機能を日本に温

存することができると共に日本人が外国人労働

力の新しいマネージメント・システムを実体験

し、習熟した上で外国工場の現地マネージャー

として働き、再び日本へもどるといった人材の

有機的交代と回転システムを形成させるべきで

はないかと考える。

第３に中国の「元」はドルにリンクしている

が、すでに貿易収支でみても膨大な黒字を計上

しており、外貨準備高は世界第２位にまでのし

あがっているわけであるから「元の切上げ」又

はワインダー・バンドの幅を思い切って拡大さ

せるようＧ－８で先進国の足なみを統一させる

政府の努力が必要である。

第４に「代表業種における過剰設備の現状と

企業の実態に焦点をあててみよう。

（１）鉄鋼業界…いま粗鋼生産規模に焦点をあて

ると、1990年には１億2400万ｔであったが、

2002年には１億1000万ｔに縮小している。した

がって1400万ｔ一大製所1.5工場分に相当する生

産能力が過剰設備になっている。

これを解消するため、第１に川鉄～ＮＫＫが

統合してＪＦＥグループを形成し、水島と福山

を主力製鉄所にし、おそらくは千葉・京浜の両

製鉄所は将来スクラップ化し、第２・第３の丸

の内とも称すべき都心形成の有力な候補地とす

ることになるかも知れない。

ＮＫＫの造船部門は分離独立してユニバーサ

ル造船となり、これを日立造船と合併し、津・

有明の両造船所を主力化し、他の造船所をスク

ラップする方向でリストラが進んでいる。

他方、新日鉄は神戸製鋼・住友金属の２社を

統合しようとしている。これによって戸畑・神

戸・和歌山などの製鉄所をスクラップ化し、千

葉・名古屋・大分・高砂・鹿島の大型高炉中心

に重点的な運営をおこなうことになろう。

したがって小型・老朽高炉をスクラップし、

圧延を集約し、リフレッシュするといったかな

り抜本的合理化を図ることになろう。しかも鉄

鋼市場のグローバル化によって鉄鋼業界の世界

－6－
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表－３　自動車産業・海外生産と輸出との相関性

年　次
1985 1990 1995 2002

85～02
増減台数（1000台）

（昭60） （平２） （平７） （平14） （17年間）
85～90 90～02

項　目
（５年間） （12年間）

国 内 生 産 12,271 13,487 10,196 10,257 △2,014 1,216 △3,253

海 外 生 産 893 3,381 5,888 7,652 6,759 2,488 4,273

計 13,164 16,868 16,084 17,909 4,745 3,704 1,041

海 外 生 産 比 率 6,7％ 20.0％ 36.6％ 42.7％ （36.0） （13.3） （22.7）

輸　出　台　数 6,730 5,831 3,791 4,699 △2,031 △899 △1,132

輸　出　比　率 54.8 43.2 37.2 45.8 （△9.0） （△11.6） （2.6）

円レート（円／＄） 238 145 94 126 88.9％ 64.1％ △25.4％

資料：自動車工業会「自動車統計月報」、日刊自動車新聞社「自動車年鑑ハンドブック」から作成
但、円レートは日銀および、総務省統計局「世界の統計」およびWorld Bank“World Development Inducators”から作成

表－４　原材料・部品産業へのインパクト（輸出台数減・海外生産増加）

Case 輸出減（Ａ） 海外生産増（Ｂ）

合　計

国内生産減（Ｄ）

再　計85～’02（17） 85～’02（17） 90～’02（12）

原材料 673→470 89→765 （Ａ＋Ｂ＝Ｃ） 1,349→1,026 （Ｃ＋Ｄ）
△203万台 676万台 △325万台

タ 　 イ 　 ヤ △ 812万本 △2,704万本 △3,516万本 △1,300万本 △4,816万本

ガ 　 ラ 　 ス △1,218万枚 △4,056万枚 △5,274万枚 △1,950万本 △7,224万枚

鉄　　　　　鋼 △218万t △723万t △941万t △348万t △1,289万t

非鉄（アルミ等） △ 24万t △ 81万t △105万t △ 48万t △ 153万t

合 成 樹 脂 △ 24万t △ 81万t △105万t △ 48万t △ 153万t

（注）１．自動車産業・関連産業従業者513万人×40％＝205万人減（200x年）
２．設備投資（Cop10以上）9020,361億円→’0212,898億円（△7,463億円）
３．○設の中心…工作機械・大溶接・プレス・金型・鋳鍛造機械。

資料：自動車の原単位（自工会）から作成（マークⅡベース）。

的再編成が進行すると予測され、日～米～欧～

韓～中を結んだ「２大グループ化の時代」が訪

れるのも決して夢ではない。

とすれば、当然のことながら製鉄所のスクラ

ップは避けて通れない重要な合理化政策になる

わけで、その合理化を一般と加速化する必要が

ある。

（２）自動車業界…日本の自動車産業は米欧から

の厳しい外圧によって①輸出の自主期制②円高

による海外生産への移行③資産デフレによる国

内需要減少によって、90年に13,487千台を生産し

ていたものが、2002年には10,257千台へとこの12

年間で3,253千台も減少した。又、円高～海外投

資～海外生産によって1985年から2000年までの

17年間に海外生産台数が6,759千台も増加した。

他方、輸出は1985年に6,730千台であったもの

が17年後には4,699千台にまで2,031千台も減少す

ることになった。

－7－

表－５　工業構造の変動（重化学工業化→機械化→メカトロニクス化→グローバル化＝海外生産化）

年　次
1955 1990 2001 55～’01

成長性（倍） 構　造（％）

（昭30） （平２） （平13） （46年間）
55～90 90～01

55（昭30） 01（平13）業　種 （35年間） （11年間）

製　　造　　業 6.7兆円 323.4兆円 286.7兆円 42.3倍 47.7倍 △11.4％ 100.0 100.0

繊　　維 1.2兆円 12.4兆円 3.0兆円 2.5倍 10.5倍 △75.7％ 17.5 1.0

鉄　　鋼 0.7兆円 18.3兆円 11.2兆円 17.2倍 28.1倍 △38.7％ 9.6 3.9

化　　学 0.7兆円 23.5兆円 23.2兆円 31.2倍 31.6倍 △ 1.2％ 11.0 8.1

食　　品 1.2兆円 33.1兆円 34.4兆円 28.3倍 27.2倍 3.9％ 17.9 12.0

機　　　　　械 1.0兆円 139.7兆円 130.1兆円 130.2倍 139.9倍 △ 6.9％ 14.8 45.4

一機・精密 0.4兆円 38.4兆円 32.5兆円 86.0倍 101.6倍 △15.4％ 5.6 13.4

輸　　機 0.4兆円 46.8兆円 45.2兆円 121.9倍 126.5倍 △ 3.6％ 5.5 15.7

電　　機 0.3兆円 54.5兆円 52.5兆円 209.0倍 217.2倍 △ 3.8％ 3.7 18.3

資料：経済産業省「工業統計表」から作成

素
材
型
他
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このことは、自動車メーカーベースではたし

かに生産台数規模が1985年13,164千台から2002年

には17,909千台へと4,745千台も拡大したけれど

も、海外生産増・輸出減少によって日本国内ベ

ースの自動車生産規模は1990年13,487千台から

2002年には10,257千台へと、3,253千台も減少し

てしまったことになる。

表－３「自動車産業・海外生産と輸出との相

関性」を参照すれば、このことを鮮明に物語っ

ている。

問題は輸出減・海外生産増によるインパクト

は自動車アセンブリー・メーカーにとってより

も原材料・部品メーカーへのインパクトが極め

て大きく、これが日本経済の成長に与える影響

も極めて大きい。

表－４「原材料・部品産業へのインパクト」

を筆者が試算したところ、①タイヤの生産減少

が3,516万本、②ガラスが5,274万枚、③鉄鋼941

万トン、④非鉄金属（アルミ等）105万トン、⑤

合成樹脂105万トンに達していることがわかっ

た。

その結果、資本金10億円以上の自動車企業の

設備投資は1990年２兆361億円から2002年には１

兆2898億円へと12年間で7,463億円・△36.7％も

減少している。さらに、資本金10億円未満の中

堅企業や中小企業・零細部品メーカーの設備投

資はさらに大幅に減少しているはずであるから

輸出減少・海外生産増加による設備投資減少へ

のインパクトは極めて大きいとみてよい。

いま、表－５「工業構造の変動」で1990年か

ら2001年までの11年間における業種別生産の成

長率を比較してみると、増加しているのは食品

産業の3.9％増だけで、他の業種は総て減少して

いることに注目しなければなるまい。

とくに業種別の減少幅の大きいものが、第１

に繊維の△75.7％である。次いで鉄鋼が△38.7％

と余りにも減少幅が大きい。

これに対して大型エチレン・センターによる

国際競争力をもつ化学工業が△1.2％、機械工業

が△6.9％と比較的落ち込みが少ない。

繊維・鉄鋼産業は構造的に生き残れるものと

そうでないものとがあり、産業政策のみでの生

き残りを図ることは困難である。

しかし、機械工業は政治の力によって産業政

策が適切に実施されるならば十分に日本の主導

産業として生き残り、日本経済再生のトリガー

になると信じたい。

とすれば、自動車産業の国内生産台数規模を

1000万台に目標設定し、国内販売600～700万台、

輸出300～400万台ベースに維持安定する産業政

策が必要であるし、また、このことを実現する

ことこそ日本経済再生の条件をととのえる上で

の第１歩といわなければなるまい。

第３の条件…新しい産業・大型プロジェクト

の新展開

世界経済と世界市場がグローバル化のテンポ

を加速しつつある今日、日本経済も好むと好ま

ざるとにかかわらず、そのような経済環境の変

化を基本構造に据付けて日本経済再生の条件を

整いざるをえない。しかも、日本の経済規模は

500兆円に達している大規模経済であるだけに、

グローバル化―それも日・米・欧・中を中核と

した四極構造経済で本格的な成長軌道に再生・

復元させるためには、２つの条件を兼ね備えた

プロジェクトの新展開がなければならない。

第１は「新技術性」に断突に優れていること。

第２には「大規模性」をもったプロジェクトの

新展開とが必要不可欠である。

そこで、３つに絞って新技術性と大規模性と

を兼ね備えたプロジェクトを提案したい。

これこそが、日本経済を本格的な成長軌道に

乗せる代表的な戦略的プロジェクトであり、こ

のプロジェクトの成否こそが日本経済再生のト

リガーになると信じている。

では、その戦略的プロジェクトについてのべ

よう。

－8－
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（Ａ）燃料電池産業（自動車用・家庭用・業

務用燃料電池）技術の開発と新産業化

燃料電池のエネルギー源は、①水素、②ＬＮ

Ｇ、③ＬＰＧ、④ガソリン、⑤メタノールで、

これらのエネルギー源を化学反応によって電気

に転換する新技術が燃料電池技術である。

このうち、実用化の可能性と経済性を前提と

すると、第１は水素が自動車用燃料電池に使用

されること。その発電能力が70kw以上であるこ

とが、実用化の目途になっている。すでにトヨ

タは独自技術を持って、この壁をブレーク・ス

ルーして実用車を生産している。

第２はＬＮＧを使って家庭用・業務用の燃料

電池を実用化させることである。

家庭用は給湯システムとして使用する場合は

1.5kw程度の出力であればよいが、冷暖房などに

も使用するとすれば、３kwまで能力アップする

必要がある。

業務用については、ホテル用で200kw程度で

あるが、事務所ビル・デパート・スーパー・駅

ビル・マンション・学校・病院など用途が幅広

く、かつ、規模も多様性をもっているので、

大・中・小といった幾段階かの規模に区分して

大量生産化ができるような規格化が必要である。

燃料電池の量産効果は小さいという定説がある

が、量産化技術開発が進めば、自動車産業にお

けるシルバー・ストーン曲線に示されるような

効果は決して夢ではない。

そこで、例えば東京都心地区ＣＢＤに大型の

燃料電池発電ビルを立体駐車場のように建設し、

地下４階・地上10階のビルに2500kw の燃料電池

を７基設置すれば、１つの発電ビルで17,500kw

の電力供給が可能となる。17,500kwの発電スケ

ールは、本田技研の全工場で使用している電力

規模が15,000kwであるから極めて大きいものと

いうことができる。

例えば、ＮＴＴビルのコンピュータが使用す

る電力用に燃料電池発電所を都心に設置すれば、

「無騒音」で排出する水はビル用水に、また排出

する熱は暖房用・除湿乾燥用のエネルギーとし

て利用できるといった特徴をもつ、と同時に

CO2の排出量は「ゼロ」というように環境条件

が断突にすぐれている。

このような新技術の実用化にむかって、例え

ば、東京ガスや富士電機は200kwの燃料電池を

事務所ビル・ホテル・デパート・スーパー・マ

ンション等に使用しうるような実用化と経済性

とを兼ね備えたものにすべく開発テンポを加速

させる必要がある。

松下・新日石・荏原バラードも家庭・業務用

を、東芝・ＮＥＣはパソコン用の燃料電池の実

用化を進めつつあるし、又、石川島播磨重工は

家庭用燃料電池1.5kwを開発している。

問題は、そのコストが120万円ともいわれてお

り、コスト切下げができるか否かが普及のポイ

ントになる。

燃料電池実用化・普及化の最大の課題は、第

１に設備価格を現在１kw当り100万円であるが、

これを半分の50万円以下にコスト切下げするこ

と。

第２に機器の大きさを家庭用ならば、ベラン

ダに設置できること。例えば１kwの家庭用燃料

電池の大きさを高さ100cm、幅60cm、奥行30cm

にまで小型化してベランダに設置できるように

した。

第３に耐久力を10年以上にできるかどうかと

いうこと。

第４に給湯コストが償却費も含めて１kw（年

間ベース）で在来システムよりも３万円・13％

削減するまでにいたっているが、普及化のスピ

ードとスケールを加速化するためには、もう一

段のコスト切下げが必要である。

そして、ユーザー・コストの切下げには、第

１に機器のコストを切下げること。第２に耐久

期間を長期化することの２点に絞られる。

以上が燃料電池技術開発による実用化・普及

化の現状と問題点である。

そこで「長期的政策提言―１」として、この

－9－
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問題を解決するためには多額の実用化技術開発

とコスト切下げのための研究開発費の支出が必

要である。自動車用燃料電池の開発を「国家プ

ロジェクト」として１兆円の研究費を国家が支

出してはどか。また、家庭用・業務用に１兆円、

あわせて２兆円を５年間に支出すれば、燃料電

池の実用化・製品化が可能となろう。年間わず

か4000億円の補助金にすぎない。

もし、この実用化・製品化に成功すれば、米

欧先進国への輸出ばかりでなく、世界市場へ輸

出が可能であり、世界のCO2排出量の大幅な削

減に貢献しうることにもなる。

いま、アメリカ政府とカリフォルニア州政府

を中心に自動車燃料電池実用化のための研究開

発費支出と実用車の開発のために『次世代自動

車パートナー・シップ＝ＰＮＧＮ』というシス

テムをつくり、国防省・商務省・環境省・エネ

ルギー省・ＮＡＳＡをはじめ各省庁が全面的支

援を実行しはじめている。

このことは、世界における燃料電池車開発を

めぐる関ヶ原戦は、アメリカのＰＮＧＮと日本

の自動車メーカーとの対決となろう。�

しかしながら我が国の政府―経済産業省の燃

料電池技術開発をめぐる基本的考え方として一

大国家プロジェクトとも称すべき位置付けには

なっておらず、①研究開発費補助金は極めて少

ない。②燃料電池実用化のための研究開発費を

全面的にコスト処理ができるような税制システ

ムも確立していない。

ひとときの資産インフレというバブルに幻惑

されて長期的視点に立って日本経済を本格的な

成長軌道にのせるための再生策―「産業政策」

と「税制」の抜本的改革を忘れていたのではな

かろうか。この際、思い切った抜本的「起死回

生政策」を実行することを提案したい。

（Ｂ）中央リニア新幹線の提案

1971年『超高速新幹線―東京～大阪１時間』

という本を中央公論社から出版（共著）したと

ころ、多くの読者から興味深々という評をうけ

たが、その評には但書がついていて、その実現

の時期は22世紀ではないかといった疑念が付加

された。

しかし、磁気浮上リニア新幹線の開発は、「超

伝導の父」といわれている京谷好泰氏を中心と

する国鉄（現在鉄道総研）の技術陣の不屈の努

力によって実用化技術開発に成功するにいたっ

た。

この技術を使ってすでに輸送の限界に達して

いる東海道新幹線と東京国際空港（羽田）～大

阪空港（伊丹）を結ぶ航空路線に加えて第２東

海道新幹線とも称すべき『中央リニア新幹線』

を建設する必要性が一段とたかまっている。

中央リニア新幹線の建設計画は、①工期が８

年間で（Ａ）2005年着工、2012年完成（Ｂ）

2010年着工、2017年完成で、②工事費は8.6兆円

に達するが、その資金到達方法はＪＲ東海が4.3

兆円、国の出資が4.3兆円とし、③ピーク時の輸

送能力は１時間当り１万人、したがって午前６

時から午後10時までの16時間運行するとすれば、

１日16万人を軽く輸送することが可能である。

そして、④東京～大阪間の料金は、のぞみ並み

の15～17千円で収支相償う。

（時間短縮効果）

この計画が実現すると、図－２「中央リニア

新幹線の時間短縮効果」に示すように東京～大

阪間は、のぞみで２時間30分であるものが60分

に短縮されることになる。

東京～大阪間が60分になるという意味は、中

央線の通勤電車に乗って東京駅から立川駅まで

61分であるから、大阪が立川へ引越してくるこ

とになる。すなわち、大阪は東京都内になるわ

けである。

新京都までは50分であるから小金井に、名古

屋までは40分であるから吉祥寺に、そして甲府

までは20分になるので新宿へ引越してくること

になる。

その結果、東京～名古屋～大阪を結ぶ「東海

道メガロポリス」は、『中央リニアポリス』にな

－10－
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る。当に、東京は中央リニアポリスの東京区に、

名古屋は中央リニアポリスの名古屋区に、そし

て大阪は中央リニアポリスの大阪区へと変貌し、

東京～名古屋～大阪は１つの都市圏を形成する

ことになる。

（東海道新幹線と中央リニア新幹線との性能

比較）

いま、東海道新幹線と中央リニア新幹線との

性能を比較すると、表－６「中央リニア新幹線

と東海道新幹線との性能比較」に示すように、

①スピードが東海道新幹線が270kmであるのに

対して、中央リニア新幹線は550kmと2.3倍のス

ピードである。②この超高速性を活かす要因の

第１は最小曲線半径が東海道新幹線が2,500m、

中央リニア新幹線が8,000mにそれぞれ設計され

ていること。これによって、図－３「３つの新

幹線：最小曲線半径と90゜回転に必要な走行距

離」に示すように、90゜回転するためには、東

海道新幹線は3,925m走ればよいが、長野新幹線

は6,200m走らないと90゜回転できない。換言す

るとカーブを大きくとることによってスピード

アップが同じ鉄道車両を使っても可能になると

いうことである。

ましてや、超電導技術革新によって建設され

る中央リニア新幹線は、その性能を十分に発揮

させるためには、最小曲線半径を8,000mに拡大

する必要がある。その結果、90゜回転には

12,560m走らないといけなくなり、直線を多くと

った路線の設計にしなければならない。

それだけではない。勾配がきつくても十分に

550kmの超高速性を確保することができる新幹

線でなければならないが、在来型新幹線では、

長野新幹線の30‰がぎりぎりの限界である。こ

のことは、従来の在来型鉄道の場合、横川～軽

井沢間にある確氷峠の勾配が66.7‰であったた

め、普通の車両では峠を越えられないためＥＦ

型の電気機関車を前後に連結して走らせる必要

があった。

しかし、超電導技術を駆使すれば垂直にもエ

レベータのように上昇しうるが、鉄道としては、

その理論値は180‰である。しかし、上下波動に

弱いのが、子供・老人・女性であるので人間工

学的視点から中央リニア新幹線は40‰に抑えて

設計せざるをえないことになる。

このように先端技術のチャンピオンとも称す

べき超電導技術を使った超高速新幹線を550km

で安全に走らせるためには、トンネル内で列車

がすれ違うときに、上り列車と下り列車との間

隔をどの程度はなすかが一つの課題になる。

コンピュータシステムを使って理論値を求め

－11－

図－２　中央リニア新幹線の時間短縮効果

東京～大阪→東京～立川（61′・37.5km）
東京～名古屋～大阪は『中央リニアポリス』になる。

16′ 38′ 2°58′ 1°31′

7′ 13′ 20′ 20′
大阪 新京都 名古屋 甲府 東京
（立川） （小金井） （吉祥寺） （新宿） （東京）

130km
134.0km

1°31′→20′

320km
342.0km

1°36′→40′

395km
476.3km

2°14′→50′

470km
515.4km

2°30′→60′

資料：東海道新幹線＝「時刻表」、中央リニア新幹線＝佐貫推計

→ → → →
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ることは可能である。がしかしそれは必要条件

であっても充分条件でないので、トンネル内で

のすれ違い時の車両相互間の距離をどれほどと

ればよいか幾段階にわけて逐次相互にスピー

ド・アップさせて、すれ違いテストを重ねて、

上り・下りの列車間隔を決めなければならない。

実用実験結果によると、図－４「リニア新幹

線のトンネル内車両間隔必要幅」に示すように、

5.8mということになった。

以上、述べてきたように超電導技術開発とい

う先端技術開発ばかりでなく、超高速新幹線を

高速かつ安全に運行するための実用化といった

鉄道設計から運営にいたるまでの技術―ハード

とソフトを開発することは日本の産業技術発展

にとって広い分野の波及効果が大きいだけに極

めて重要であり、日本経済再生の戦略性が高い

プロジェクトであり、一つの条件にもなりうる

と確信しうるものである。

－12－

資料：佐貫利雄の試算による。�

図－３　３角新幹線：最小曲線半径と90°回転に必要な走行距離�

8,000

4,000

2,500

0 2,500m 4,000m 8,000m

長野新幹線�
　　6,200m�
　　　（1.58倍）�

中央リニア新幹線�
　　12,560m�
　　　（3.20倍）�

東海道�
　　　3,925m�
　　　 （1.00倍）�

最高勾配�
�
　①東海道新幹線　20‰�
　②山　陽新幹線　15‰�
　③東　北新幹線　15‰�
　④上　越新幹線　15‰�
　⑤長　野新幹線　30‰�
　（碓氷峠　66.7‰）�
�
運行本数（定期）24本／日�
　　東京～佐久16本・東京～軽井沢19本�
最優等列車による所要時間�
　東京→長野　79′�
　東京←長野　81′�

〔�
〔� 〕�

〕�

図－４　リニア新幹線のトンネル内車輛間隔必要幅�

7.7m

7.7m

12.0m
(上り列車）� (下り列車）�

資料：鉄道総研のデータから作成�

表－６　中央リニア新幹線と東海道新幹線との性能比較

新幹線 東海道 中央リニア 倍　率

性能 新幹線 新幹線 （東海道＝1.00）

路 線 延 長 515.4km 470km 0.91倍

ス ピ ー ド 270km／Ｈ 550km／Ｈ 2.04

表 定 連 度 206km／Ｈ 470km／Ｈ 2.28

最小曲線半径 2,500m 8,000m 3.20

勾　　　　配 20‰ 40‰ 2.00

車 輛 重 量 60t 27t 0.45

定　　　　員 100人 80人 0.80

定員1 0 0 0人当り重量 60t 33.8t 0.56

資料：佐貫利雄・京谷好泰のまとめによる。

①勾配（リニア）
理論値　180‰

（確氷峠66.7‰）

東北新幹線　15‰

長野新幹線　30‰

②最小曲線半径（90°回転距離）
東海道　2,500m（3,925m）

長　野　4,000m（6,200m）

リニア　8,000m（12,560m）
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表－７　空港利用客数（国内・国際線）上位10空港

年度 1964（昭39） 2001（平13）

空　港 旅客数 空　港 旅客数

第１位 東　京 4,005千人 東　京（羽田） 57,962千人

第２位 大　阪 2,689千人 新東京（成田） 24,892千人

第３位 札　幌 746千人 福　岡 19,578千人

第４位 福　岡 650千人 関　西 18.542千人

第５位 名古屋 303千人 新千歳 13,128千人

第６位 鹿児島 208千人 大　阪 16,578千人

第７位 広　島 185千人 那　覇 10,703千人

第８位 松　山 174千人 名古屋 10,334千人

第９位 高　知 140千人 鹿児島 5,976千人

第10位 宮　崎 112千人 広　島 3,300千人

ＧＮＰ 106兆円 487兆円
１人当り （109万円／

人
） （384万円／

人
）

資料：国土交通省のデータから作成、但、ＧＮＰは、内閣府のデータによる。

かりに、中央リニア新幹線が建設され開通す

ることになれば、おそらくは、第１に①アメリ

カ東海岸のボストン～ニューヨーク～フィラデ

ルフィア～ワシントンを結ぶ「アメリカ東岸リ

ニア新幹線」建設のための輸出需要としてでて

きよう。第２に②アメリカ西海岸のサンフラン

シスコ～ロスアンゼルス～サンティゴを結ぶ

「アメリカ西岸リニア新幹線が、第３に③中国の

新京（長春）～北京～南京～上海～広東（香港）

を結ぶ「中国縦貫リニア新幹線」が、第４に④

ウラジオストク～イルクーツク～ノヴォシビル

クス～ペトロパブロフスク～モスクワを結ぶ

「シベリアリニア新幹線」が、第５に⑤モスクワ

～ワルシャワ～ベルリン～フランクフルト～パ

リを結ぶ「ヨーロッパリニア新幹線」が、これ

から21世紀後半にむかって建設されることにな

ろう。

リニア新幹線は航空需要の増大に対応しきれ

ない巨大集積都市相互間や或意味では往時中国

の周恩来首相が考えた「平時民間人輸送・戦時

軍隊輸送」によって国防軍を縮小させるための

軍事戦略的意図をもって建設される需要要因な

どがある。

それだけに、中央リニア新幹線建設開通の効

果は国内ばかりでなく、国際社会へ大きなイン

パクトを与えることになろう。

したがって、日本経済再生にとって短期的に

も、長期的にも有効なプロジェクトになろう。

（Ｃ）東京超大規模ハブ空港とアクセス鉄道

建設の提案

1964年（昭39）と2001年（平13）における航

空機利用客スケール上位５空港は表－７「空港

別利用客数（国内・国際線）上位10空港」に示

すように、1964年当時は①東京、②大阪、③札

幌、④福岡、⑤名古屋という順位で、大都市ま

たは東京から1000km以上離れて遠距離に立地し

ている地方中枢都市札幌と福岡であった。とこ

ろが2001年になると、①東京（羽田）5,796万人、

②新東京（成田）2,489万人、③福岡1,958ッ万人、

④関西1,854万人、⑤新千歳1,313万人に変わって

きている。当に本格的グローバル社会が訪れて

いることである。

そこで、東京（羽田）と新東京（成田）を合

算すると8,285万人となり、関西と大阪を合計し

た3,512万人の2.4倍に達している。

グローバル化が進めば進むほど東京への一極

集中化が航空需要面でも顕著になりつつある。

このことは名古屋空港利用却1,033万人と比較し

ても８倍のスケールと東京空港のスケールが断

突に大きいことがわかる。

関西空港利用客が第４位1,854万人と意外に大

きいのは、成田の滑走路が１本（現在は２本）

であったため離着陸能力が限界を超えている能

－13－

東　京 57,962千人
82,854千人新東京 24,892
1.00（１／

１
）

関　西 18,542千円
35,120千人大　阪 16,578
0.42（１／

2.4
）

空港別ミリオン・ライン数（国内）

①東　京　15路線

②福　岡　４路線

③新千歳　４路線

④大　阪　３路線

⑤名古屋　２路線

⑥那　覇　２路線

⑦鹿児島　２路線

スケ
ール順位

｛

｛

｝

｝
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表－８　空港別利用客数（国内）と空港の効率性比較

項目 利用客数 滑走路 滑走路１本当り（千人／／
本
） 滑走路1000m当り（千人／／

千m
）

空港 （2000年度） 本　数 総延長 利用客数 東京＝1.00 東京＝１／
１

利用客数 東京＝1.00 東京＝１／
１

東　京 56,402 ３ 8,500 18,801 1.00 １／
１

6,636 1.00 １／
１

大　阪 16,344 ２ 3,828 8,172 0.44 １／
2.3

4,270 0.64 １／
1.6

名古屋 10,889 １ 2,740 10,889 0.58 １／
1.7

3,974 0.60 １／
1.7

新千歳 18,023 ２ 6,000 9,012 0.48 １／
２

3,004 0.43 １／
2.2

鹿児島 6,114 １ 3,000 6,114 0.33 １／
３

2.038 0.31 １／
3.3

那　覇 11,234 １ 3,000 11,234 0.60 １／
1.7

3,745 0.56 １／
1.8

岡　山 924 １ 3,000 924 0.05 １／
20

308 0.05 １／
22

新　潟 3,327 １ 3,000 634 0.03 １／
30

332 0.05 １／
20

仙　台 3,351 ２ 4,200 1,676 0.09 １／
11

798 0.12 １／
8.3

山　形 379 １ 2,000 379 0.02 １／
50

190 0.03 １／
35

花　巻 528 １ （2,500） 528 0.03 １／
36

211 0.03 １／
31

福　島 709 １ 2,500 709 0.04 １／
27

284 0.04 １／
23

青　森 1,616 １ （3,000） 1,616 0.09 １／
12

539 0.08 １／
12

大館能代 144 １ 2,000 144 0.01 １／
131

72 0.01 １／
92

富　山 1,162 １ 2,000 1,162 0.06 １／
16

581 0.09 １／
11

福　井 ０ １ 1,200 ０ 0.00 １／
∞

０ ― １／
∞

出　雲 775 １ 2,000 775 0.04 １／
24

388 0.06 １／
17

石　見 145 １ 2,000 145 0.01 １／
130

73 0.01 １／
91

資料：国土交通省「空港管理状況調査」、「空港利用状況」その他データから作成。

力不足分をカバーしているからである。

すなわち、新東京国際空港の補完と代替機能

をはたしているからである。

とすれば、成田の滑走路が当初計画通りに３

本になると、関西空港利用客は減少するのでは

ないかと考える。

しかし、新東京国際空港（以下成田空港とい

う）の滑走路建設には相当の年月が必要である

し、当初計画通りにゆくとは考えられない。と

すれば、しばらくの間は関西空港が国際線利用

客の補完と代替機能をになうことになるが、果

たしていつまでも、このような変則的パターン

ですますわけにはゆかない。

要すれば、東京にスケールの大きい首都第３

空港―『超大規模ハブ空港』が必要であるとい

うことである。

（超大規模ハブ空港建設の必要性）

これからの国際空港は、国際線と国内線とを

併有し、かつ、スケールが大きくなければ地球

規模での航空拠点になりえないし、地球規模で

の航空拠点がどこになるかが決まろうとしてい

る。それだけに、『超大規模ハブ空港』をもたな

い日本国家は、他国のハブ空港からデストリビ

ュートされる「二次空港」的小拠点化すること

になる。

それは同時に、世界の金融センターが、ニュ

ーヨーク～ロンドン～東京といったトライアン

グル・システムの崩壊を意味し、韓国のソウル、

中国の北京・香港、東南アジアのシンガポール

にとってかわられることになる。

すでに、コンテナー船による世界的物流拠点

は高雄・香港・シンガポールによって代替され

つつある。

このことに思いをよせれば、航空機利用客と

エアー・カーゴーの大拠点を形成することが日

本経済の持続的繁栄にとって決定的意味とイン

パクトとをもつといってもよい。

（空港別効率性比較）

ところで、国内線の空港別航空機利用状況に

焦点をあてると、表－８「空港別利用客数と空

港の効率性比較」に示すように、１空港利用客

が500万人以上の空港は日本列島に７空港ある。

これに加えて新幹線開通インパクトを受けてい

る地方都市の空港、さらに、その他の代表的な

空港について、①滑走路１本当り利用客数と、

②滑走路1000m当り利用客数によって空港利用

－14－
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効率を比較してみると、次の事実が立証された。

（１）滑走路１本当り利用客数からみた効率性

滑走路１本当り旅客数（国内線）を７大空港

についてみると、第１位が福岡空港の1,969万

人／本、第２位が東京空港（羽田）で1,880万人、

第３位が那覇1,123万人、第４位名古屋1,089万人

の４つの空港が1000万人／本以上になっている。

そして、第５位の大阪（伊丹）は817万人、第６

位は新千歳の701万人／本、第７位は鹿児島で

611万人という順序になっている。

いま、東京（羽田）空港を１／１とした格差

指数でみると、７大空港はいずれも１／３以内

に収まっている。そして鹿児島空港を除く６大

空港では１／２以内となっている。しかし、こ

の中に東京空港の1880万人を上回っている福岡

空港の滑走路１本当りで1,969万人に達している

データに注目する必要があろう。

新幹線沿線都市に目を転じると、仙台の１／

11から岡山の１／20とその効率性は急落してい

る。ましてや、その他の地方都市空港にあって

は、出雲は東京国際空港の滑走路１本当りの利

用客数1880万人を１／１とすると、なんとその

１／24の78万人にすぎない。また、大館能代に

いたっては１本当り利用客数は羽田の１／131と

余りにも効率性が低いことに驚きを禁じえない。

（２）滑走路1000m当り航空機利用客数から

みた効率性

東京（羽田）空港の滑走路1000m当りの航空

機利用客数は664万人である。この指数を１／１

としてその格差をみると、福岡1.21倍から鹿児島

の１／3.3までと、７大空港の場合には効率性に

それほど大きい格差はみられない。

具体的順位としては、第１位福岡（板付）703

万人、第２位羽田664万人、第３位伊丹（大阪）

427万人、第４位名古屋（小牧）397万人、第５

位那覇375万人、第６位新千歳300万人、第７位

が鹿児島の204万人という順序になっている。

ところで、新幹線沿線都市では仙台空港が80

万人・１／８から福島空港の28万人・１／23と

羽田空港と効率性格差が極めて大きくなってい

る。

その他の地方都市にいたっては、出雲空港が

37万人と羽田空港の１／17の効率性しかないの

は、新幹線が開通することがまずないため、己

むえないと仮に考えたとしても、大館能代空港

にいたっては僅かに７万人と滑走路1000m当り

で、羽田空港の664万人に比較して１／92と極め

て効率性の乏しい空港となっている。

ところで福井空港に焦点をあてると利用客が

なく（統計数字に表示されていない）空港機能

を喪失しているという現実をどうみるべきかと

まどう。公共投資のあり方について猛省をうな

がさざるをえない。

以上の２指標からみた効率性が示すように、

東京（羽田）空港・福岡空港・名古屋空港（大

阪空港は拡張不能）の３空港の建設に絞って集

中投資すべきであり、地方都市空港投資は当分

の間、中止すべきものと考えられる。

その場合、東京の将来の可能性を考えると、

東京湾に3000万坪の埋立を行い、滑走路は

4000m×６本、3000m×４本をもち、かつ、空

港から東京駅へ、又、空港から品川駅経由新宿

駅へ直結する専用鉄道建設を空港建設と一括し

て『東京湾超大規模ハブ空港』建設計画として

予算化すべきことを提案したい。

（注）参考までに効率性についてコンパクト化し

た表－９と表－10「路線別旅客スケールと

利用率との相関性」を添付しておく。

（東京湾超大規模ハブ空港の必要性）

では、なぜ東京に『東京湾超大規模ハブ空港

が必要か。これに答えるために作成したものが

表－11「三大都市圏：都市機能別集中度」であ

る。

東京の人口は都市圏ベースでみると、3,341万

人で全国の26.3％も占めている。また、３大都市

圏人口を100とすると、東京都市圏人口のシェア

はなんと54.3％と半分以上を占めている。

－15－
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表－10 国内線路線別旅客スケールと利用率との相関性（１）

（単位：1,000人）

座席利用率 座　　席　　利　　用　　率（％）
路線別利用客数 54％以下 55～59％ 60～64％ 65～69％ 70％以上

1,328 7,989 2,326 8,982 2,231 4,360 3,715
東京～宮崎 東京～福岡 東京～関空 東京～札幌 東京～広島 東京～大阪 東京～那覇

2,026 1,551 2,022 1,346
東京～鹿児島 東京～熊本 東京～小松 大阪～福岡
1,507 1,398 1,309 1,173

100万人以上
東京～長崎 東京～函館 大阪～札幌 東京～高松
1,385 1,378 1,137

名古屋～福岡 関空～札幌 大阪～鹿児島
1,308 1,330

名古屋～札幌 福岡～那覇
1,293 1,287

東京～松山 東京～大阪
923 701 735 715 915 882 978 882 761

関空～福岡 仙台～札幌 東京～旭川 鹿児島～福岡 那覇～石垣 東京～秋田 東京～青森 大阪～仙台 大阪～那覇
861 808 874 872

70～100万人未満
東京～高知 東京～徳島 関空～那覇 東京～富山
778 727 724

大阪～宮崎 大阪～松山 大阪～熊本
724

名古屋～那覇
630 598 680 531 643 525 670 605

50～70万人未満
福岡～宮崎 大阪～長崎 那覇～宮古 東京～釧路 大阪～高知 東京～帯広 東京～山口宇部 福岡～札幌

514
東京～岡山

324 499 437 440 365 498 434
名古屋～仙台 東京～女満別 大阪～大分 名古屋～鹿児島 東京～米子 東京～出雲 大阪～新潟

30～50万人未満
430 345 340 331 366 329

東京～三沢 鹿児島～奄美 福岡～仙台 東京～鳥取 東京～庄内 成田～大阪
312

広島～札幌
289 257 293 219 280 252

札幌～女満別 名古屋～長崎 関空～函館 那覇～久米島 福岡～対馬 名古屋～宮崎

20～30万人未満
236 ※217 217 241 212

東京～八丈島 福島～札幌 鹿児島～那覇 大阪～福島 成田～札幌
204

大阪～花巻
171 150 184 166 174 168 159 139 173 169

関空～鹿児島 福岡～松山 新潟～札幌 東京～佐賀 福岡～小松 名古屋～熊本 大阪～出雲 名古屋～函館 立珠～函館 関空～松山
139 130 159 155 164 159 124 128 116

小松～札幌 札幌～花巻 名古屋～青森 東京～稚内 広島～那覇 東京～北九州 札幌～秋田 札幌～那覇 東京～石垣
129 ※120 148 144 153 149

名古屋～新潟 名古屋～松山 名古屋～大分 成田～名古屋 札幌～青森 鹿児島～屋久島

10～20万人未満
112 111 143 137 140 129

関空～高知 札幌～釧路 東京～南紀白浜 鹿児島～種子島 福岡～新潟 仙台～那覇
110 108 136 126 114

東京～中標津 関空～宮崎 仙台～広島 鹿児島～種子島 成田～福岡
108 ※102 122 117

大阪～佐賀 東京～石見 名古屋～花巻 札幌～富山
116 113

熊本～那覇 福岡～福江

－16－

表－９　空港別・利用効率比較（東京＝１／１）

（国内線利用客ベース）

空港名

利用効率 空港利用客 滑走路１本当り 滑走路1000m当り

（2000年度） 東京＝１／
１

利用客数 東京＝１／
１

利用客数 東京＝１／
１

東　　　京 5,640万人 １／
１

1,880万人 １／
１

664万人 １／
１

大　　　阪 1,634万人 １／
４

817万人 １／
２

427万人 １／
２

名　古　屋 1,089万人 １／
５

1,089万人 １／
２

397万人 １／
２

新　千　歳 1,802万人 １／
３

901万人 １／
２

300万人 １／
２

福　　　岡 1,969万人 １／
３

1,969万人 1.1／
１

703万人 1.2／
１

大館・能代 14万人 １／
403

14万人 １／
131

7万人 １／
92

石　　　見 15万人 １／
376

15万人 １／
130

７万人 １／
91

花　　　巻 53万人 １／
106

53万人 １／
36

21万人 １／
31

山　　　形 38万人 １／
148

38万人 １／
50

19万人 １／
35

資料：国土交通省「空港の利用状況」、「空港管理状況調査」から作成
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107 103
東京～大館能代 関空～高松

※99 ※98 96 95 98 94 90 98 84
関空～熊本 関空～山形 関空～女満別 岡山～札幌 名古屋～女満別 大阪～奄美 関空～石垣 東京～大島 大阪～青森 東京～宮古
92 ※90 72 69 83 80 82 79 79 75

宮古～石垣 関空～長崎 東京～山形 名古屋～秋田 名古屋～旭川 関空～青森 那覇～小松 大阪～三沢 那覇～岡山 大阪～山形
※86 ※83 69 68 73 72 62 61 19

長崎～対馬 高松～札幌 松山～札幌 宮崎～那覇 東京～奄美 鹿児島～沖永良部 関空～大分 福岡～松本 大阪～秋田
※72 ※71 62 60 68 67 60 57

大阪～徳島 広島～鹿児島 新潟～那覇 名古屋～山形 関空～宮古 札幌～松本 福岡～石垣 名古屋～石垣
※70 ※64 57 55 66 57 57

５～10万人未満
長崎～福江 関空～仙台 福岡～高知 小松～仙台 大阪～旭川 高松～那覇 上珠～中標津
64 ※63 53 52 55 55

関空～帯広 札幌～三沢 大阪～松本 鹿児島～札幌 丘珠～釧路 石垣～与那国
58 57 52 51

名古屋～帯広 関空～釧路 大分～那覇 名古屋～高知
56 56 50

福岡～富山 名古屋～釧路 福島～那覇
※55 ※55

高松～札幌 札幌～山形
53 53

関空～秋田 長崎～那覇
※52

福島～福岡
※46 ※44 39 38 49 45 45 36 33 27

札幌～中標津 大阪～石見 東京～紋別 那覇～松山 奄美～喜界島 丘珠～稚内 福岡～青森 関空～庄内 福岡～徳島 関空～稚内
※42 ※41 37 36 34 32 35 17 25 10

札幌～稚内 広島～宮崎 高松～福岡 仙台～岡山 鹿児島～岡山 鹿児島～広島■ 鹿児島～喜界島 那覇～花巻 東京～久米島 札幌～出雲
※39 ※38 21 18 32 32 16 8

長崎～鹿児島 名古屋～佐賀 鹿児島～松山 札幌～利尻 宮崎～長崎 大阪～隠岐 那覇～青森 仙台～釧路
※33 33 14 13 26 17

札幌～紋別 宇部～札幌 名古屋～出雲 新潟～女満別 那覇～高知 鹿児島～高松
※32 12 12 16 16

大阪～大館 鹿児島～与論 福岡～秋田 福岡～釧路 東京～三宅島 奄美～沖永良部
※29 28 12 7

小松～鹿児島 札幌～庄内 札幌～徳島 仙台～女満別
28 27

仙台～函館 福岡～花巻
※25 25

仙台～高松 福岡～出雲
※24 22

奄美～徳之島 出雲～隠岐

５万人未満
※22 ※21

大阪～但馬 大島～石垣
17 15

大阪～種子島 関空～新潟
14 14

松山～宮崎 岡山～宮崎
※14 14

関空～旭川 大阪～函館
13 12

広島～函館 新潟～旭川
※12 ※10

福島～帯広 丘珠～女満別
10 ※9

広島～青森 関空～徳島
※7 ※6

松山～松本 関空～福江
※6 ※4

沖永良部～与論 那覇～出雲
※0.4

札幌～函館

５～10万人未満 21（33.9％） 15（24.2％） 12（19.4％） 9（14.5％） 5（8.6％）

５万人未満 37（53.5％） 10（14.5％） 12（17.4％） ５（7.3％） ５（7.3％）

全線 79（31.7％） 54（21.7％） 61（24.5％） 38（15.3％） 17（6.8％）

資料：国土交通省「航空輸統計年報」から作成。
（注）路線数統計249路線…100万人以上22路線、70～100万人未満９路線、30～50万人未満14路線、20～30万人未満12路線、10～20万人未満44路線、

５～10万人未満62路線、５万人未満69路線。
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ところで、人口シェア26.3％を基準にして人口

シェアを下回っていいる都市機能は工業機能の

22.1％のみである。大学生数40.1％、卸売機能

44.0％、貸出残高50.1％と圧倒的シェアを占めて

いる。

国会・中央省庁・本社本店機能・新聞・テレ

ビ・最高裁判所・弁護士連合会・労働組合連合

会など数え上げれば限りなく、多数のインター

ナショナル・ワイド、ナショナル・ワイド、ロ

ーカル・ワイドの中枢管理機能が重層構造を形

成し、かつ、有機的ネットワークによってつな

がっており、それら諸機能がグローバル化時代

に対応すべく国際的水準へと質・量共に緊急の

対応の必要性に迫られている。

そして唯一大幅に立遅れているのが、東京に

超大規模ハブ空港が欠如していることである。

当に日本は国際社会において片肺飛行をつづけ

ているわけである。

今こそ本格的なグローバル時代へ対応し、日

本経済を成長軌道への路に復元するためには、

この『東京湾超大規模ハブ空港』なしには実現

不可能かも知れない。

このことは、イギリスが金融の完全自由化を

進めるにあたってロンドンのシティを再開発し、

世界の２大金融センター化させた背景とヒース

ロー空港がロンドンにあったことを忘れてはな

るまい。

また、ニューヨークが２大金融センターにな

っている背景にも、ニューヨーク・ケネディ空

港が国際的な人的交流を担当していることも忘

れてはなるまい。

ケネディ空港は、滑走路が4442m×１本、

3840m×１本、3460m×１本、2560m×１本と合

計して４本、延べ滑走路メーターは14,302mで成

田6,200m（4000m×１本、2200m×１本）の2.3

倍のスケールである。

又、アメリカの首都ワシントンのダラス空港

の滑走路延長は６本で20,075mであるから成田の

3.2倍のスケールで約5000万人の空港利用客をさ

ばいている。

経済の首都ニューヨークと政治行政の首都ワ

シントンの２つの空港の滑走路合計延長は

34,377mで成田6,200mの5.5倍のスケールである。

東京は、立法・行政・司法の三極を中核とし

た首都機能と金融センター機能をはじめとして、

民間企業の本社本店に加えて新聞・テレビなど

の報道機関は勿論のこと大学・研究所・文化セ

ンター機能など知的生産機能の複合化による経

済文化の中枢管理機能が世界に向かって情報発

信している。

とすれば、日米欧中の「４極構造経済社会」

における１つの中核的役割を果す上でも、「東京

湾超大規模ハブ空港」の建設は避けて通れない

一大プロジェクトである。
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表－11 三大都市圏：都市機能別集中度（全国＝100）

項目 人口 県内総生産 工業出荷額 大学生数 卸売 貸出残高 携帯電話加入数 発信情報量

都市圏別 （2000年） (1998年） （99年・平11）（01年・平13）（99年・平11）（00年・平12） （01／３） （99年度）

東　京 26.3％ 31.1％ 22.1％ 40.1％ 44.0％ 50.1％ 29.2％ 33.5％

京阪神 13.4 14.1 12.7 18.1 16.4 15.6 14.6 12.8

中　京 8.7 9.2 15.6 7.9 5.5 7.6 10.5 7.4

３大都市圏 48.4. 54.4 50.4 66.1 65.9 73.3 54.3 53.7

全　　　国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

全　国 126,919千人 518兆円 291兆円 2,766千人 495兆円 454兆円 60,942千台 8,350kw

東京M.A. 33,413 161 64 1,110 218 227 17,778 2,800

東京M.A. 54.3% 57.2% 43.8% 60.7% 66.8% 68.3% 53.8% 62.4%

京阪神M.A 27.7 25.9 25.2 27.3 24.9 21.3 26.9 23.8

中京M.A. 18.0 16.9 31.01 12.0 8.3 10.4 19.3 13.8

資料：「国勢調査報告」、「県民経済計算年報」、「工業統計表」、「学校基本調査」、「商業統計表」、「金融（全銀協）」、総務省総合通信基盤局「トラフ

ィックからみた我が国の通信情報」、総務省情報通信政策局「情報通信白書」等から作成。

都
市
圏
別

実
数

三
大
都
市
圏
＝

100
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その意味でも、日本経済再生の大きな活動力

にもなるし、一つの重要な条件を形成するもの

でもある。

（Ｄ）大都市の共同溝建設の提案

世界の先進国における大都市は例外なく電柱

がない。パリのコンコルド広場からシャンゼリ

ゼまで歩いてみると、なんとさわやかな街であ

るかと思わせる。それは電柱がないからである。

映画「第３の男」にでてくるパリの共同溝は

ルイ14世が建設したものであるが、現在は下水

道機能ばかりでなく、地下の運河として郵便物

を船で輸送している。物流システムネットワー

クとして機能しているわけである。

このことは、日本の大都市―東京・大阪・名

古屋の三大都市で共同溝を第１期に建設し、次

いで、札幌・仙台・広島・福岡を第２期に建設

する。

その共同溝に①上下水道、②電力ケーブル、

③ガスパイプライン、④光ファイバーなどの情

報通信ケーブル、⑤オイル・パイプなどを収納

すると共に都市から排出されるゴミ輸送システ

ムをも加えて建設し、それを利用する公的機

関・私的企業にリース料を支払わせて利用させ

る方式をとることが重要な一つのポイントにな

る。

上下水道・電力・ガス・通信ネットワーク・

オイルパイプ等をバラバラに地下化することは

極めて非効率的である。しかも、東京電力です

ら電力ケーブルの地下化は収支財政を大幅に圧

迫させることになるとみていることを勘案する

と、「共同溝＋リース方式」は極めて合理性の高

いものと考えられる。

さらに都市内における自動車交通の混雑緩和

と排気ガス削減に果す役割も極めて大きいこと

を忘れてはならない。

このプロジェクトは20～30年かけて整備して

ゆくので景気浮揚機能といった短期的効果ばか

りでなく、日本経済成長を持続化するための大

きな戦略的プロジェクトにもなりうる。

とすれば、日本経済を再生し、成長軌道にの

せうる大きい役割をこれ又担うことになる。

（注）共同溝建設の提案については、次の著作で

評述している。黒川紀章・佐貫利雄・尾島

俊雄『東京改造計画の緊急提言』（1987年

５月）。

（Ⅲ）結びにかえて

日本経済の再生条件について述べたが、これ

を実現するためには「新産業政策」を実行する

必要がある。

そのためには、①現行税法の抜本的改革が必

要であり、②公共投資についても従来型発想を

破棄し、発想の転換をした上で、グローバル化

の視点から日本の競争力強化のための公共投資

を最優先しなければなるまい。③このような抜

本的改革を成功させるためには、どうしても政

治の抜本的改革が必要である。

第１に憲法を改正して参議院を廃止し、50年

後、100年後の日本をどうするかを選択するため

の長期政策を企画・立案する「企画院」を設置

する。議員は50名とし、年令は40才以下で、一

切の政党・宗教団体・利益団体に所属せず、任

期10年、辞任後も一切の利益団体・政党・宗教

団体に所属してはならない。

年金的な特別給与を65才まで保証する。

第２は衆議院議員数を150名に削減し、１県平

均３名、但、完全人口比例制とする。ニ世議員

はイギリス流に親の選挙区から立候補できない

システムを採用する。

また、企画院において衆議院議員がどのよう

な国家社会への貢献をしたかを調査し、評価を

公表する。異議ある議員はテレビ討論会に出席

して反論を行わなければならない。

なお、衆議院議員の停年を70才とし、それを

越えて議員を辞任しない議員は「名誉議員」と

し、①叙勲の対象から除外する。②一切の議員

報酬等の支給をカットし、加えて議員宿舎の利

－19－
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用もできなくする。すなわち、大学の名誉教授

と同一の方式をとるわけである。

第３に地方議員も１都市20名以内とし、人口

100万人以上都市は20名、人口50～100万人未満

の都市は15名、50万人未満の都市は10名以下に

改正する。

第４に47都道府県を①北海道州、②東北州、

③首都圏州、④名古屋州（東海・北陸）、⑤大阪

州（近畿６県）、⑥中四国州（中国・四国）、⑦

九州沖縄州の７つの州制に再編する。とすれば、

47名の知事は７名の州知事に減少し、州庁も７

つになる。「１県１空港論」の時代はこれによっ

て完全に終□するわけである。

日本経済の真の再生は当に上述のような抜本

的改革がその基礎になければならない。そして

その成否こそが日本を21世紀後半にむけて再生

しうるものであることを強調したい。

（注）本論文のレジュメとして次ぎに付加する。

日本経済・再生の条件（レジメ）

（Ⅰ）年代別・経済成長要因の特徴点

（Ⅱ）エスカレーター時代からエレベータ時代へ

（Ⅲ）日本経済・再生の条件

（１）第１の条件…不良債権整理とユニバー

サル・バンクの育成

（２）第２の条件…過剰設備廃棄の加速化と

産業空洞化防止政策

（３）第３の条件…新しい産業・プロジェク

トの新展開

①燃料電池産業（自動車用・家庭用・業務用）

②中央リニア新幹線建設とリニア新幹線輸出

③東京湾超大規模ハブ空港・アクセス鉄道

の建設

④大都市・共同溝建設

（４）第４の条件…抜本的制度改革

①国会・都道府県制度の抜本的改革（憲法

改正）

②現行税法システムの抜本的改革

③諸期制の原則廃止

（Ⅳ）結び　いまや日本経済を再生させ成長軌道

にのせるための唯一かつ基本的条件は、政

治の力である。法をつくり、法を破る力が

今もっとも必要である。

３つの具体的提案

（Ⅰ）短期的対策の提出（補正予算５～８兆円）

①先端産業の研究開発費援助（税控除）

②先端産業の設備投資加速償却

③不動産買い換課税廃止

④不動産短期売買重課税制度廃止

⑤株式売買益の分離課税化

⑥国債個人保有（冗入れ）１億円まで相続税

免除

⑦中小零細企業の株式の相続税免除（農家並

み扱い）

⑧東京など大都市の共同溝と高速道路建設

（札幌～仙台～東京MA～名古屋MA～京阪

神～広島～福岡（７大都市）＝『輸送密度』

で査定。

⑨地場産業の技術開発をめぐるフリーハンド

資金交付＠100億円×47都道府県＝4,700億円

⑩株式・不動産の相続税課税評価格を現行の

１／３にすべし。

⑪ODA資金による高等医療機器技術・高等看

護大学

⑫ODA資金による外人労働力導入システムの

採用

（Ⅱ）ODA資金と外人労働力導入システム

（１）ODA資金による高等医療機器技術・高等看

護大学（４年制）

①１大学当り学生数300人×４＝1200人（医療

機器技術100人・高等看護士200人）

②１大学当り外国人（○技80人＋○看160人＝240
人）、日本人（20人＋40人＝60人）

③場所①北海道、②東北、③九州、④沖縄

④卒業後３年間日本で御礼奉公
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⑤対象国家…アジア、但、高等看護士はフィ

リピン女性（英語会話能力）

（２）ODA資金による経済特区への外人労働力

導入

①期間３年間　人数…国別枠

②経済特区…北海道・青森・秋田・岩手・鹿児

島・宮崎・沖縄

③ODA資金による建設。（（１）外国人寮・住宅

（２）工場用地（３）工場建物）企業へリース

方式による。

○但機械設備は企業負担・特別償却システム適
用

④法人税の国際水準化

（Ⅲ）長期的再生政策の提案

①燃料電池開発費（国家プロジェクト） ２兆円

（１）自動車用１兆円（○米PNGN次世代自動
車　パートナー・シップ対抗案）

（２）家庭用（３kw）＝東京ガス・東芝

（12wパソコン用）・松下・三菱

（３）業務用…業務ビル・駅ビル・学校

（小・中・高・大）・病院・デ

パート・スパー・空港ビル

2500kw（ディーゼル発電）＝騒音○大
2500kw（燃料電池）＝音の発生なし

②中央リニア新幹線建設

（１）工期2005～12年度・８年間

（２）工費8.6兆円（JR東海4.3兆円、国4.3兆円）

（３）ピーク時輸送量１万人／Ｈ（６°～

22°（16））＝16万人／日

（４）料金（東京～大阪　のぞみ並み）15～

17千円

③東京湾超大規模ハブ空港建設

（１）4000m×６本・3000m×４本（3000万

坪）

（２）アクセス鉄道建設（空港～東京・品

川・新宿）

（３）空港ビル・ホテル・事務所ビル・ショ

ッピング・住宅（空港関係）

④大都市の共同溝建設（電柱のない都市）

（注）パリの共同溝（ルイ14世が建設・第３

の男）

下水道＋運河（郵便物の輸送用）

・札幌～仙台～東京MA～名古屋MA～京阪神

MA～広島～福岡の７大都市圏

・上下水道＋電線・光ファイバーなど通信

線＋ガス管＋オイルパイプ＋ゴミ輸送ベル

コン

⑤道州制への政編…北海道・東北・関東・中

部・近畿・中四国・九州

（７州）

（参議院廃止、衆議院議員150名）
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