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長を続けているのに、先進国で日本

す。この間、世界経済は ％台の成

響は、すでに経済指標に表れていま
い。そして今すぐ手を打たないと、
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％。特に生産年齢人口は、現在の
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ていると、これまでの仕組みを微調
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影響を与えるのかという問題意識を

れからの経済社会や労働にどういう

プしたことの影響です。

は4500万人台にまで減少する一

革新という大きな時代の変化が、こ

推計されます。アトキンソンさんは、
こうした日本の現状、そして未来を
どう見ているのでしょうか。

進めてきました。

り、資 本 主 義 も さ ま ざ ま な 社 会 制

史 は、人 口 が 増 え て い く 歴 史 で あ

アトキンソン 経済成長の要因は、

影響とは？

冨田 「人口減少×高齢化」の深刻な

の出生数は200万人から100万

本に在住されているこの 年で日本

は急激です。アトキンソンさんが日

アトキンソン これまでの人類の歴

度も、
「人口増加」という大前提に

「人口の増加」と「生産性の向上」の

人を切るまでに激減し、児童・生徒

特に人口減少・少子高齢化の進行

立って形作られてきました。ところ

つです。人口が増えていけば、そ

人口減少は
最強のデフレ要因

危機感がまったくないのです。

る。
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のだから、政策も制度も経営戦略も、

少×高齢化」です。前提が変わった

経験したことのない急激な「人口減

る事態が起きている。かつて人類が

のデフレ要因であり、高齢化はそれ

長を阻害します。人口減少は、最強

人口が減少すると総需要が縮小し成

れだけで経済は成長する。しかし、

いった高度成長期との相違は目がく

人口もGDPも右肩上がりで増えて

化率は 割に達しようとしています。

数は500万人近く減る一方、高齢

ですが、人口が激減するのは日本だ

高齢化は多くの国に共通する課題

用しないという点、我が意を得たり

人口増加時代の「常識」はもはや通

さんの著書を読ませていただいて、
人口減少×高齢
化×資本主義』において最も言いた

けです。世界全体では、2060年
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かったのは、このことです。今まで

著『日本人の勝算

らむほどのものです。アトキンソン
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が今、日本ではこの大前提が覆され

注目を浴びる。取締役を経て、2006年に共同出資者となるが、

までに人口が ・ ％増加するのに、
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日本の未来は非常に厳しいものにな

人口増加から人口減少へ、ターニングポイントに立つ日本
経済社会の
前提が変わる
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方、高齢化率は ・ ％に達すると

冨田 日本の人口は2009年をピ
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『新・生産性
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の思いです。

美術工藝社に入社、
取締役を経て、2011年に同社会長兼社長に就

「人口減少・少子高齢化」が、世界に類をみないスピードと規模で進展する日本。

今年1月、
『日本人の勝算—人口減少×高齢化×資本主義』を刊行したデービッド・アトキンソン氏は、

「その影響は想像以上に深刻だ。人口増加を前提とした経済社会の常識は根底から覆される」と警告する。

直結し、日本を世界第 位の経済大

自動車、家電製品などの消費拡大に

齢人口が拡大した。それは、住宅や

ブームで劇的に人口が増え、生産年

は倍になった。さらに戦後のベビー

をはかって元に戻すだけで経済規模

半減しましたが、戦後は、その復旧

よってインフラが破壊されGDPが

位 の 先 進 国 だ っ た 日 本 は、戦 争 に

は必然でした。戦前、すでに世界

アトキンソン 戦後の高度経済成長

アトキンソン氏と神津会長が語り合った。

6
国に押し上げたのです。
しかし、今起きているのは、まっ
たく逆のことです。毎年、人口が何
十万人と減り、特に生産年齢人口は、
今後数十年間で3000万人も減少
する。歴史的にみると、
「大化の改
新」や「明治維新」より、はるかに
大きな転換点です。日本が抱える膨
大な財政赤字や増え続ける社会保障
費を考えれば、すでに大変な危機に

連合総合労働局長
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この歴史的ターニングポイントで、私たちは、どこに向かってどう舵を切ればいいのか。
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いまだにその「常識」が抜きがたく

その成功体験があまりにも強烈で、

期は極めて特殊な状況でした。ただ、

ご指摘のように、日本の高度成長

す。

対応できないということだと思いま

神津 もはや小手先の見直しでは、

「賃上げ」を大きく掲げるとともに、

です。そこで、連合は、あらためて

金格差が大きく拡大してしまったん

ろでは実質的な賃下げが続いて、賃

ただけでなく、労働組合のないとこ

で、全体の賃上げスピードが低下し

変化し、その後デフレ経済に陥る中

ところが、日本経済の成長軌道が

です。そういう意味で、連合の方針

果を得られるようにする「底上げ」

要なのは、すべての人が頑張って成

長が足踏み状態になっている今、重

持することができました。でも、成

き方向です。

上げ・底支え」こそ、日本が進むべ

唯一の方法であり、
「格差是正」
「底

少×高齢化」のダメージを打ち消す

は正しい。
「賃上げ」こそ、
「人口減

していきました。

こびり付いていて、経営者もマスコ
「大 手 追 従・ 大 手 準 拠 か ら の 脱 却」

あるのです。

ミも世の中皆その延長線上でしか物
という新基軸を打ち出し、
「格差是

人口減少で経済が縮小するのはや

まりました。当時は、前年の大幅な

が高度成長に向かう1955年に始

には 語れま せん。
「春闘」は、日本

賃金をめぐる問題もこの点を抜き

結果が報告されるようになり、手応

賃上げ率が大手組合を上回るという

こ数年、中小組合や非正規労働者の

いた取り組みを進めてきました。こ

正」
「底上げ・底支え」に重点を置

簡単なことです。一人当たりの所得を

を維持するにはどうすればいいのか。

アトキンソン

するには「賃上げ」が必要だと…。

冨田 「人口減少×高齢化」に対応

小したら、その比率はさらに上がり

はすでに世界一ですが、GDPが縮

の借金は残り続ける。そのGDP比

ける社会保障費。人口が減っても国

える国の借金、超高齢化で膨張し続

ケを抱えている。1100兆円を超

むを得ないという論者もいます。で

物価上昇分を上回る賃上げを獲得す
えを感じています。
上げればいい。人口が半分になっても、

国の破綻に直結します。

GDP縮小は
国の破綻に直結する

経済を維持するには、賃金を上げ、
生産性を向上させるしかない

ごとを考えられない。

ることが最大の課題。大手組合が回
アトキンソン 経済が順調に成長し
所得が 倍になれば、消費を落ち込
ませることなく経済を維持できます。

は？

も、日本は人口増加時代の大きなツ

答を引き出し、その引き上げ額に準
ている時代は、一部の人が頑張れば、
その成果の再分配で社会の安定を維

価値を高め、生産性を向上させるし

アトキンソン 最も有効なのは、「最

人口 減 少 下で 経 済

拠して中小組合が交渉する。その相
場は、労働組合のない職場にも波及

による総需要の減少は、賃上げで埋
か道はないのです。

低賃金」の引き上げです。今、イギ
リスをはじめ多くの先進国で、最低
賃金は、社会政策ではなく経済政策

のコストをどう抑えるか。でも、人

も最低レベルの水準で、イギリスの

日本の最低賃金は、先進国の中で

と位置づけられています。
口 減 少 社 会 で は、こ う い っ た 低 価

を維持するしか方法はないのです。

かない。賃金を引き上げて個人消費

アトキンソン まず重要なのは意識

性を高めていけばいいのでしょうか。

冨田 どのように賃金を上げ、生産

できていない。日本の人材の価値は

に、多くの経営者はそのことに対応

き上げが求められる時代になったの

用の維持・拡大ではなく、賃金の引

きています。

賃金も上がらないという悪循環が起

い。その結果、生産性が上がらず、

生産性の低い仕事の効率化が進まな

賃上げショックで
生まれ変わる

1990年代半ばから消費者が減

る中、日本の企業は、価格を下げて
め合わせるしかない。それには付加

した。そのしわ寄せは労働者にまわ
り、非正規雇用の増加、賃金水準の
下落が起きて、労働分配率が低下し
ました。しかし、人口減少による構
造的な需要縮小に対しては、価格を
引き下げても需要喚起にはつながら

割程度です。低賃金を温存すると、

実は、スウェーデンやオランダな

改革です。日本の経営者のみなさん

格・低所得戦略は機能しません。雇

ど賃金水準が高い国ほど、財政、社

されますが、地方の経営者の委員の

神津 日本の最低賃金は、公労使が
の価値の競争に転換する素地は十分

多くは「最低賃金を上げたら、会社

高く技術力もある。低価格・低所得

人口が増加する社会では、増える

備わっている。そのことに気づいて

がつぶれる、雇用が失われる」と主張

は、人口減少に対する危機感が非常

ばれ、制度改革の議論が行われてき

労働者の雇用の場をつくることが優

もらうには、やはり強制力をもった

する。中央最低賃金審議会が、都道

会保障制度の健全性が高い。日本で

ましたが、それはあくまで二次的な

先課題であり、
「良いものをより安

ショックが必要だと思います。

参加する地方最低賃金審議会で決定

問題です。賃金水準を引き上げて、

く」という経営が機能しました。経

の価格競争から高付加価値・高所得

経済成長を維持しないと根本的解

冨田

府県を つのランクに分けて引き上
営者の最大の関心事は、人件費など

強制力をもったショックと

決は望めない。
「人口減少×高齢化」

に乏しい。
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は、財政や社会保障制度の危機が叫

ない。量的緩和などの金融政策も効

最低賃金引き上げで生産性を向上させる

競争に勝つという戦略を取ってきま
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■フルタイム労働者の中央値に対する最低賃金比率

80

方経済がますます疲弊するという悪

が低い所から、高い所へ流出し、地

です。若い世代が、最低賃金の水準

間、地域間の格差が拡大しているん

市圏ほど目安額が大きいので、この

日本では守りの姿勢が先に立って影

神津 実例がたくさんあるわけです。

いう、注目すべき経済政策なのです。

消や女性の活躍を促す効果もあると

す。さらに引き上げ方次第で格差解

離職率低下といった効果が出ていま

足が深刻化する中で、人材確保が困

在しますが、そういう企業も人手不

低賃金しか払わない」企業も多数存

金しか払えない」のではなく、
「最

ら退出すべきです。また、
「最低賃

経営が成り立っている企業は市場か

最低賃金が低いからというだけで

かないと衰える一方でしょう。

循環に陥っている。にもかかわらず、
響分析が疎かになっています。最低
難になり存続できなくなるでしょう。

模の拡大や社員のモチベーション向上、

経営者側は「最低賃金を上げると雇
賃金引き上げの影響調査はあるので

げの目安額を示していますが、大都

用が失われる」と頑なで、結果的に

『 新・生産性立国論』

アトキンソン 日本の経営者やエコ

格差是正が困難になっているんです。
視点は乏しい。

すが、それをどう生かすのかという
が上がる。それをカバーするために

神津 最低賃金を上げれば、人件費
低賃金は 人あたりGDPの約 ％

ことがわかってきました。日本の最

東洋経済新報社／
2018 年 2月

経営者は生産性を上げる方法を考え

東洋経済新報社／
2019 年 1月

アトキンソン 私も調べてみました

『日本人の勝算』

ノミストは、
「パイ」の大きさを固

出所：デービッド・アトキンソン著『日本人の勝算』169頁
（IMF、各国政府のデータより筆者作成）

で将来に不安を抱えながら働くより

とっても、賃金も生産性も低い会社
刺激を与えることで生産性の向上を

賃金を継続的に引き上げ、経営者に

す。だから生産性が低いです。最低

で、社会保障が充実していないアメ

今、東 京 と 一 番 低 い 地 方 の 最 低
も、賃金も生産性も高い会社に移動
促す。それが人口減少時代に経済を

るようになるというのは、基本的な

年間に
するほうがはるかに幸せです。
維持する最大のアプローチです。

が、最低賃金が低い地域ほど経済状

いになる。若い人たちは東京に行こ
「刺激を与えて鍛える」という話
日本経済のもう一つの根本的な問

定して「人件費を上げると、その分

1400円という水準に引き上げて
うと思いますよね。日本の最低賃金
は非常にわかりやすい。日本はその
題は過当競争です。それが可能なの

リカを除く、先進国で最低の水準で

いますが、雇用は減るどころか増え
は、地域の労働者の生計費、地域の
場しのぎの政策対応は得意ですが、
は、賃金が低いからです。労働者の

仕組みです。一人ひとりの働く者に

ています。
労働者の賃金、通常の事業の賃金支
それは対症療法の延命措置でしかな

過重労働を防止するためにも、最低

なく、賃金を上げて、パイを拡大す

母国イギリスも、1999年に最
払い能力を考慮して決定するとされ
い。根本的に体力を付けるためには、

賃金を引き上げ、不適切な過当競争

ているだけなんですね」という経営

上げに応じないのは自分の首を絞め

くさんの反響をいただきました。「賃

アトキンソン 今回、本を出してた

変えられるんでしょう。

冨田 どうすれば、経営者の意識を

性の向上をはかって対応し、企業規

企業は、その引き上げに対して生産

むしろ、最低賃金で人を雇っていた

はなかったことが実証されています。

ましたが、実際には雇用への悪影響

境をつくることも大切ですね。

経営者が手腕を発揮できるような環

者も目立ってきています。そういう

い挑戦を始めている中小企業の経営

神津 直面する危機を認識し、新し

い」と引導を渡すべきでしょう。

れができないなら退出してくださ

筋肉に適度の刺激を与えて鍛えてい

なっていく。人間で例えてみても、

え る こ と で、企 業 は 鍛 え ら れ 良 く

対する「刺激」なんです。刺激を与

最低賃金引き上げとは、経営者に

労使三者構成を基本とした上で、人

神津 働き方改革もそうですね。政

通ってくるのも時代の流れなのです。

必然であり、与党と野党の主張が似

つ人もいるかもしれませんが、これは

賃上げを要請することに違和感を持

と最低賃金には強い相関関係がある

アトキンソン はい。最近、生産性

ことですね。

算」を見い出すことができるという

いけない。そこにこそ、
「日本の勝

います。

ことをもっと主張していきたいと思

上の対応では国が破綻する」という

労働組合としても、
「従来の延長線

政府の役割が重要になると思います。

口減少社会に対応するには、やはり

だから激しく抵抗するんです。

対応を誤って会社を失うのは経営者。

き上げても労働者は失業しません。

を防止する必要があります。

2000時間働くと、約 万円の違

者からの声も多くてうれしい限りで
アトキンソン 今、日本が直面して

人口減少社会では、最低賃金を引

すが、残念ながらそうではない人た

いる危機に対応するには、賃上げを

40,000
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放任では社会が荒廃する。そこで、

かった。資本主義と言えども、自由

働で命を落とす子どもも後を断たな

働を強いられました。過酷な児童労

が発展する中で、労働者は過酷な労

かけて産業革命が起こり、資本主義

ここまで危機が進行している日本で

アトキンソン

れます。

使の対応もさらなる深掘りが求めら

減少×高齢化」の時代にあって、労

な関係を構築してきました。
「人口
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