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　1980年代半ばから2000年代初め
にかけて、5兆円から15兆円の範
囲内で変動を続けてきた日本の
経常収支黒字は、2002年度以降コ
ンスタントな増加を続けており、
2006年度には21.3兆円を記録し、
2007年度には25兆円程度になる見
通しである（図表1−1）。
　さらに、SNA（国民経済計算）
の実質ベースで見れば日本の黒字
の増加は一層明確である（図表1
−2）。 
　経常収支黒字の増加そのものが
好ましいこととは一概には言えな
い。しかし、日本の国際収支構造
に大きな変化が生じてきたことは
否めない事実である。このような
最近の経常収支黒字拡大の背景を
貿易収支、サービス収支、所得収
支に分けてやや詳しく分析するこ
とにより、日本の経常収支黒字が
今後、さらに拡大し、貿易・投
資活動が中期的に見て一層活発化
する可能性が高いことを指摘した
い。

1．原油高に隠された貿易収支黒字の拡大

（1�）2002年度を境に拡大に転じた貿易収
支黒字

　まず、貿易収支黒字の動きを見てみる
と、1980年代半ば以降10兆円を挟んで変動

を続けており、2006年度の黒字も10.5兆円
と過去20年間の変動のレンジ内に留まって
いる。しかし、燃料輸入を除く貿易収支黒
字は、2001年度の17.0兆円をボトムとして
徐々に増加しており、2006年度には29.0兆
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図表1－1　経常収支と貿易収支
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円と、これまでの過去最高であっ
た1985年度の25.7兆円を上回った

（図表1−3）。
　このようにエネルギー価格上昇
による急速な燃料類の輸入金額の
拡大に隠されてはいるが、日本の
貿易収支黒字は2002年度以降着実
に増加している。
　これは、日本銀行が発表してい
る実質貿易収支が最近急速に増加
していることでも確認できる（図
表1−4）。さらに品目別貿易収支
の動きを詳しく見ることにより、
貿易収支黒字が基調として拡大に
転じた背景を確認してみたい。

（2�）黒字拡大の目立つ自動車・
素材

　第一に、品目別で黒字拡大の最
も目立つのは自動車である。自動
車の貿易収支黒字は1990年代を通
して4〜7兆円のレンジで変動を続
けていた（以下品目別貿易収支は
暦年ベース）が、2000年代に入り
急速に増加を続けており、2000年
の6.2兆円が、2006年には11.4兆円
に拡大している（図表1−5）。
　この背景には、世界的な自動車
需要が拡大する中で、
ａ ）燃費・運転性能に優れた日本

車に対する需要が高まってきた
こと、

ｂ ）国内における能力増強を目的
とする設備投資により輸出余力
が高まってきたこと、

ｃ ）輸出向け自動車の高付加価値

図表1－3　貿易収支
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図表1－4　実質貿易収支
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図表1－5　主要商品別貿易収支 自動車
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化（＝単価アップ）に成功していること
（図表1−5）

を、円安による価格競争力の高まりと共に
指摘することができる。さらに海外生産の
拡大により輸出が増加している自動車部品
を加えれば、2006年の自動車セクターの黒
字額は13.9兆円にも達する。
　第二に、自動車セクターほどの金額では
ないが、鉄鋼製品と化学製品という素材
の貿易収支の黒字拡大も目立つ。
この素材の貿易収支黒字は、1990
年代を通じて徐々に拡大してい
たが、2002年以降拡大テンポが
加速しており、2001年の1.9兆円
が2006年には4.6兆円に達してい
る（図表1−6）。
　この背景には、
ａ ）海外における自動車の軽量

化への要求の高まりやデジタ
ル家電生産の拡大により、高
張力鋼鈑・機能性化学品に対
する需要が増加してきたこと、

ｂ ）高付加価値製品へのシフト

や原材料価格上昇により輸出単価
が高まってきたことが挙げられ
る。

（3�）持ち直してきた一般機械・
電気機械の黒字

　第三に、1990年代末から2000年
代初めにかけて黒字が減少した一
般機械・電気機械の貿易収支黒字
も再び拡大に転じており、一般機
械の貿易収支黒字は、2001年の5.6
兆円が2006年には8.6兆円に、電
気機械は同じく5.6兆円が7.4兆円

に増加している（図表1−7）。
　一般機械については、アジア・資源国向
けの資本財（プラント関連機器・建設機械
等）の輸出が好調なこと、電気機械につい
ては、デジタル家電製品・部品の輸出が拡
大していることが黒字拡大につながってい
る。
　電気機械の中でも、映像・音響機器の黒
字幅が1991年の3.1兆円から2001年の1.1兆

図表1－6　主要輸出商品貿易収支 素材
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円に急減しており、この10年間の電気機械
全体の黒字減少（8.0兆円から5.6兆円）の
殆どはこの分野で生じていた（図表1−8）。
　映像・音響機器の黒字幅が縮小したの
は、カラーテレビ・VTR・オーディオ製
品などかつての輸出主力商品が成熟化し、
日本国内における生産からアジア諸国での
生産にシフトすると共に、海外の子会社工
場からの逆輸入が増えたことが、大きく影
響している。一方、薄型テレビ（液晶・プ
ラズマテレビ）や薄型テレビ関連
部品など新たな輸出商品が登場し
たこと、既存の輸出商品の生産の
海外シフトと国内市場における普
及製品の輸入依存度の高まりが一
巡したことから、映像・音響機器
貿易収支黒字は、2006年には1.9
兆円と再び拡大している。映像・
音響機器分野においては、アジア
各国との生産分業の進展などによ
り輸出と輸入が同時に拡大しつ
つ、貿易収支黒字が増加すると言
う好ましいパターンが顕在化しつ

つある。
　このように、日本の主要輸出商
品の貿易収支黒字は2002年を境に
新たな拡大フェーズに入ったと見
なすことが可能であり、経常収支
の黒字幅拡大を支えている。

��2．黒字一歩手前のサービス収支

（1�）順調に縮小を続けるサービス
収支赤字

　サービス収支赤字も90年代末か
ら順調に縮小しており、経常収支
黒字拡大に寄与している（図表1

−9）。
　1996年度には6.6兆円であったサービス
収支の赤字額は、2006年度には2.2兆円へ
と10年間で4兆円以上も縮小している。ま
た、サービス受取と支払を比較すると、受
取の増加が支払の増加を上回ることにより
赤字が縮小しており、日本と日本企業はモ
ノだけではなく、サービスに関しても競争
力を高めつつある（図表1−10）。

図表1－8　映像・音響機器輸出入
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図表1－9　サービス収支赤字
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（2）増加を続ける外国人旅行者
　サービス収支中でも赤字縮小に
寄与している項目としては、旅行
収支をまず挙げることができる。
旅行収支の赤字は、1996年度には
3.6兆円であったが、2006年度に
は2.1兆円に減少している（図表1
−11）。
　日本からの旅行者（出国者数）
は、1990年代末以降18百万人前
後で横這いとなっている一方で、
海外からの旅行者は1996年の3.8
百万人から、2006年には7.3百万
人に増加していることが、旅行収
支赤字の縮小をもたらしている

（図表1−12）。
　海外からの旅行者の増加の背
景としては、第一に、2002年12
月に公表された「グローバル観
光戦略」に基づき、観光業を新
たなリーディング産業と位置付
けて2010年に海外からの旅行者

数を1,000万人にするとの目標に
向かって、2003年からビジット・
ジャパン・キャンペーンを実施す
るなど、さまざまな政策が実行に
移されたことが指摘できる。ま
た、2005年に開催された愛知万博
にあわせて実施された韓国・台湾
に対する短期滞在査証免除措置が
恒久化されたこと、外国人旅行者
の増加に対応して受け入れ側の体

図表1－10　サービス収支受取・支払
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図表1－11　旅行収支
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図表1－12　日本の出入国者数
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制整備が進んだことなどが、特に韓国・台
湾からの旅行者数の増加につながってい
る。
　特に、円の為替レートが、日本の超金融
緩和政策の継続などにより、実質実効ベー
スで1980年代半ば以来の低水準となり（図
表1−13）、日本への旅行が割安となった
ことも外国人旅行者の増加に結び付いて
いる。なお、日本から海外への旅
行者数については、潜在的な海外
旅行需要層の開拓が1990年代まで
にほぼ一巡したことが、最近の伸
び悩みの基本的な背景と考えられ
る。

（3�）海外生産の拡大とノウハウ収
入の増加

　さらに特許等使用料収支の黒字
拡大もサービス収支赤字の縮小を
もたらしている。特許等使用料収
支は、1991年度には0.5兆円の赤字
であった。しかし、受取の増加に

より2002年度には黒字に転換し、
2006年度の黒字は0.6兆円に増加
している（図表1−14）。
　この特許等使用料収入の多く
は、自動車・電気機械・医薬品
メーカーなどの海外子会社工場へ
の技術移転（生産ノウハウ等）に
対する対価であり、日本企業の海
外生産の拡大や海外子会社運営の
成熟化と共に特許等使用料受取
は順調に拡大している（図表1−
15・1−16）。
　その他営利業務収支も、1991年
度の1.2兆円の赤字が2006年度に

はほぼゼロにまで減少している。その他営
利業務の受取の中でも仲介貿易・その他貿
易関連受取の増加が目立っており、その背
景としては、特許等使用料受取の増加と同
様に、海外における日本企業による売上高
増加（三国間取引拡大など）、収益力の向
上などが指摘できる。

図表1－13　円実質実効レート
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図表1－14　特許等使用料収支受取・支払
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３�．本格化してきた所得収支
黒字の拡大

（1�）海外投資残高の増加と海外金
利の底打ち

　2002年度以降の経常収支の黒字
幅拡大に最も大きく寄与している
のが、所得収支黒字の増加であ
る。所得収支の黒字は、1990年代
後半から2000年代初めにかけて緩
やかな増加を続け2004年度に9.6
兆円に達した後、2005年度以降急

増が続いており2005年度の12.6兆
円、2006年度の14.2兆円に続いて、
2007年度には18兆円程度に拡大す
る見込みである（図表1−17）。
　このように2005年度以降に所得
収支黒字が急速に拡大してきた背
景としては、ａ）海外投資残高の
増加、ｂ）欧米長短金利の底打
ち、ｃ）海外子会社の経営環境の
好転が指摘できる。まず、日本の
海外投資残高は、高水準の経常収
支黒字が持続したことから、2000
年末の341兆円が、2006年末には
558兆円と6年間で200兆円以上増
加している（図表1−18）。
　海外への投資残高が増えるにつ
れて、所得収支黒字拡大→経常収
支黒字拡大→海外投資残高増加→
所得収支黒字拡大という循環が加
速してきており、加えて海外投資
における運用技術、運用収益も投
資残高の増加と経験の積み重ねに
より徐々に改善してきた。

図表1－15　日本メーカーの自動車海外生産台数
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図表1－16　海外子会社売上高
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図表1－17　所得収支
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　所得収支の黒字拡大の第二の要
因としては、海外金利の底打ちに
よる証券投資収益の増加を指摘で
きる。日本の海外投資残高の内訳
を見ると、2006年末で証券投資・
外貨準備（その多くが外貨建債券
で運用されている）が全体の70％
弱を占めており、海外金利の動向
が所得収支の受取の動向を大きく
左右する構造になっている（図表
1−19）。
　海外の長短金利は、1980年代か
ら2000年代初めまで、インフレ率
の鈍化、財政赤字縮小と慎重な金
融政策の維持に伴うリスクプレミ
アムの縮小を受け、緩やかな低下
が続いていた（図表1−20）。
　このため2003年度までの証券投
資・外貨準備の急速な拡大は、金
利低下のマイナスに相殺され、証
券投資収益の受取増加にはなかな
かつながらなかった。この状況
は、米国における金融政策のスタ
ンスが転換された2003年半ば以降
変化している。欧米の長短金利
は底打ちから上昇に転じ、長期金
利は2007年初めには一時5％を超
えた。結果として、日本の証券投
資収益率も反転し、証券投資収益
の受取額は、2003年の8.0兆円か
ら2006年には12.9兆円に増加した

（図表1−21）。
　所得収支の黒字拡大の第三の要
因としては、直接投資の収益率
の上昇も見逃せない。直接投資
収益は、2000年には0.9兆円に過

図表1－19　証券投資・直接投資残高
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図表1－20　欧米金利動向
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図表1－18　海外投資残高
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図表1－21　証券投資収益率と証券投資収益受取

3

4

5

6

7

8

052000951990
4

6

8

10

12

14
（%）

（注）証券投資収益率＝
　　　証券投資収益／（証券投資残高+外貨準備残高）、90年は推計
（出所）財務省

（兆円）

証券投資収益率

証券投資収益受取
（右目盛）

ぎなかったが、2003年に1.5兆円、
2006年には4.1兆円と順調に拡大
している（図表1−22）。
　この背景には、直接投資残高の
増加と共に、日本企業の海外にお
ける活動がより充実したものとな
り、海外子会社の収益力が好転し
ていることが貢献している。1980
年代後半の急速な円高を受けて増
加した海外直接投資残高は、1990
年代を通じて緩やかな増加に留
まっており、日本企業の海外現
地法人数も1990年代半ば以降伸び
悩んでいる（図表1−19・1−23）。
これは、円高に対応した緊急避難
的な生産基地の海外シフトが一巡
した後、日本企業が海外事業活動
の収益アップを目指して、全体と
してみれば規模の拡大より事業活
動の充実を目指した結果と考えら
れる。
　このような傾向は、1997、98
年のアジア金融危機や2000年の
ITバブル崩壊による海外子会社
の収益低下の影響が大きかった
ことから、海外現地法人の収益
率アップに中々つながらなかっ
たが、2003年以降、世界経済の
同時好況が長期化する中で顕在
化してきた。海外現地法人の売
上高に対する税引き後利益率は、
2001年度の0.6％をボトムとして、
2005年度には2.8％に高まってお
り、直接投資収益の受取急増を
もたらしている（図表1−24）。

図表1－22　直接投資収益受取
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図表1－23　海外現地法人数
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４�．高水準が続くと予想される経常収�
支黒字

（1�）高水準の研究開発投資が支える日本
の競争力

　これまで見てきた通り、日本の経常収支
は、貿易収支・サービス収支・所得収支の
3分野全てにおいて経常収支を拡大させる
方向にあり、2002年度以降急速に
黒字幅が拡大した。さらに今後5
〜10年前後に関しては、世界経済
が深刻な不況に突入しなければ、
高水準の研究開発投資に支えられ
た日本メーカーの競争力向上とア
ジアを中心とした海外事業活動の
活発化、海外金利上昇により、経
常収支黒字は増加傾向を辿る可能
性が高い。
　まず、主要国の研究開発費総額
の対名目GDP比率の推移を比較
すると、1990年代初めから日本が
米国、ドイツ、英国を一貫して
上回っており、直近では日本の

3.6％（2005年）、米国2.7％（2004
年）、ドイツ2.5％（2005年）、英
国1.7％（2004年）とかなりの差
が付いている（図表1−25）。
　さらに、民間企業の研究開発費
の対名目GDP比率については、既
に1970年代終わりから日本が米国
などを上回っており、直近では日
本2.9％（2005年）、米国1.9％（2004
年）、ドイツ1.7％（2004年）、英
国1.2％（2005年）と研究開発費
総額対名目GDP比率と同様に日本
が他国をかなり上回っている（図

表1−26）。
　この点を、日本と米国の自動車・電気機
械産業における研究開発費（企業ベース）
を比較することでさらに細かく見ると、以
下のような日本企業の強みを指摘すること
ができる。まず、日本メーカーの相対的な
競争力が優位にある自動車産業において
は、日本メーカーの研究開発費は1990年代

図表1－24　海外現地法人の税引き後利益率
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図表1－25　各国の研究費対名目ＧＤＰ比率
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初めには総額で米国メーカーと遜色ない水
準に達しており、直近では日本メーカーの
研究開発費の積み増しと米国メーカーの研
究開発費の削減により、米国メーカーにか
なりの差を付けている（図表1−27）。
　日本車が、米国市場をはじめとする海外
で品質面において高い評価を受け、ハイブ

リッド車等の低公害車で他国を
リードし、順調に輸出を伸ばして
いる基本的な要因としては、この
ような積極的な研究開発を指摘す
ることができる。
　一方で、電気機械産業において
は、日本メーカーの研究開発費
は1980年代までは順調な拡大を続
け、米国メーカーの研究開発費を
一度は追い抜いたものの、1990年
代に入り増勢が鈍り再び米国メー
カーに逆転されている（図表1−
28）。
　また、総額ではまだ日本に見劣
りするものの、韓国メーカーは分
野を絞って電気機械分野での研究
開発投資を急増させている。電気
機械における貿易収支黒字が自動
車に比較して伸び悩んでいる理由
の一つは、このようにライバルに
比較して研究開発活動が相対的に
見劣りしていることにあると考え
られる。
　さらに、鉄鋼・化学などの素材
産業における輸出拡大も、粘り強
い研究開発活動の成果と捉えられ
る。素材産業における高付加価
値商品の研究開発は、1980年代か
ら活発化していたが、1990年代ま

で日本企業の輸出拡大にあまり結び付かな
かった。しかし、2000年代に入り、
ａ ）地球温暖化問題の深刻化やエネルギー

価格の急騰により軽くて丈夫な素材に対
する需要が強まったこと（自動車用抗張
力鋼鈑、航空機用炭素繊維など）

ｂ ）薄型テレビ・デジタルカメラ・携帯電

図表1－27　日米自動車産業の研究開発費
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図表1－26　各国の民間研究費対名目ＧＤＰ比率

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1980 85 90 95 2000 05

（％）

（注）日本は年度ベース、その他は暦年ベース
（出所）文部科学省

日本

米国

ドイツ

英国



1�

話などデジタル家電製品向けの材料・部
品需要が拡大したこと

から、鉄鋼・化学関連の輸出は勢いを増し
ている。ユーザーと緊密な関係を構築し、
肌理細かい素材・部材開発を続けてきた日
本メーカーならではの努力が報われてきた
と言える。これは、多くのデジタル関連部
材において少数の日本企業が世界市場を独
占していることによっても裏付けられる。

　さらに、設備・債務・雇用の三
つの過剰解消に目処を付けた日本
企業は、高まってきた輸出競争力
を活用すべく、輸出能力の向上に
踏み出し始めており、輸出拡大→
貿易収支黒字拡大というパターン
が今しばらく続く可能性が高い。
今後、国内需要が、人口の減少に
伴い伸び悩むことが確実な中で、
日本メーカーは国内での工場建設
に能力増強を目的として踏み出し
始めており（図表1−29）、輸出能
力の拡大を意図していると判断で
きる。以上のような状況を前提と
すれば、日本の貿易収支黒字はこ
れからさらに拡大する可能性が高
い。

（2�）アジアを中心とした海外現
地法人の活動活発化

　また、アジアを中心として日本
企業の海外現地法人の活動がさ
らに活発化することにより、日
本の経常収支黒字が拡大する可能
性も高い。まず、1980年代以降の
日本企業の海外進出状況を見てみ
ると、進出企業増加のほとんど

が中国を中心とするアジアにおいて生じて
いる（図表1−23）。また、2005年のアジア
における日本企業の現地法人の従業員数は
4.4百万人で、世界全体の70％を占める圧
倒的なシェアーに達しており、製造業に限
ると2.5百万人前後で、東海地域（2.1百万
人）における製造業雇用者数を上回ってい
る（日本全体の製造業雇用者数は11.5百万
人）。輸出入取引についても、長い目で見

図表1－28　日米電気機械産業の研究開発費
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図表1－29　製造業の投資動機
（能力増強比率）
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れば日本の対アジア輸出入比率は徐々に上
昇しており、品目も多様化・高付加価値化
しつつある（図表1−30）。
　このようにアジアにおける活発な日本企
業（特に製造業）の事業展開は、以上のよ
うなデータからも充分裏付けられる。さら
に、アジアにおける日本企業の現地法人の
税引き後利益率は、ほぼ一貫して世界平均
を上回っており、日本企業は選択と集中の
恩恵を実現している（図表1−24）。
　一方で、海外現地法人一社当たり売上高
を地域別に比較すると、米国がアジアの3
倍以上に達している。大規模な国内市場を
持つ米国における一社当たり売上高が、ア
ジアを大きく上回ることは当然と言える
が、アジアにおいては中小規模の日本企業
も数多く進出し、第2章の分析にあるよう
な生産ネットワークを形成していることが
一社当たりの売上高の規模に影響している
と考えられる。今後は、アジア各国におけ
る国内市場拡大に伴う売上高増加余地が大
きいと考えることも可能である。再び活発

化しつつある現地法人の新設と共に、今
後、アジアにおける売上高増加→収益拡大
が充分に期待できる。加えて、日本とアジ
アとの輸出入がさらに高度化し、アジアで
の現地生産品目が高付加価値化するにつれ
て、アジアの現地法人企業から日本の親企
業への特許等使用料・仲介貿易手数料の支
払増加も予想される。日本企業におけるア
ジア進出の果実は、今後更に大きくなり本
格的な収穫期を迎えることが確実である。

（3）長期金利の上昇による黒字拡大
　証券投資収益に関しても、長期的にみれ
ば欧米の長期金利上昇により、受取がさら
に増加し経常収支黒字の拡大をもたらす可
能性が高い。欧米の長期金利は、過去の水
準や足下の名目GDP伸び率と比較すると、
やや低めの水準が続いている。これは、欧
米の金融政策が依然として、やや緩和気味
のスタンスを維持しているためと考えられ
る。
　　　　　

（4�）円高による黒字縮小の影響
と少子高齢化のマイナスは克
服可能

　経常収支の黒字幅がさらに拡大
するという見方に対して、急速な
円高、少子高齢化のマイナスによ
り、これからは高水準の経常収支
黒字を維持することが難しいとの
見方もある。ただし、この二つの
要因による黒字縮小の可能性は、
当面それほど大きくはならない。
まず、一般的に2007年半ばの円為
替レートは15〜20％前後、適正水
準より円安と見られている。ここ

図表1－30　日本のアジア向け輸出入比率
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で、内閣府の短期マクロ経済モデル（2006
年版）におけるシミュレーションでは、円
の10％上昇は、上昇から1年目に実質財・
サービス輸出の1.4％減少、輸入の0.5％増
加につながると推計されている。従って、
仮に円の割安率が20％であり、それが一
挙に是正されれば実質輸出入等の増減に
より、2006年度ベースで黒字は3.2兆円減
少することになる（輸出等87.4兆円×0.028
＋輸入等79.1兆円×0.01＝3.2兆円）。また、
円高による所得収支黒字の縮小は、受取が
全額外貨によるとして4.0兆円（20.1兆円×
円高率20％）であり、円建て輸出価格の引
き下げによる輸出の減少はドル建て価格上
昇による円高転嫁率を50％とかなり厳しく
見ても7.4兆円（73.6兆円×円高率20％×ド
ル建て価格転嫁率50％）となる。一方で、
円高による輸入の減少は12.6兆円（63.1兆
円×円高率20％）となり、円高による経常
収支への影響はトータルで2.0兆円の黒字
幅縮小（12.6兆円−3.2兆円−4.0兆円−7.4
兆円）と計算できる。ちなみにこのラフな
試算結果は、内閣府の短期マクロモデルで
のシミュレーション結果（2006年度ベース
で1.3兆円の黒字幅縮小）とほぼ同水準で
ある。このように、円高による経常収支黒
字の縮小は、一般に警戒されているほど大
きくはならない。
　また、少子高齢化の黒字に対する影響
も、向こう5〜10年前後を展望する限りで
はそれほど大きくはならない。これは、既
に日本では1995年をピークとして生産年
齢人口（15〜64歳）が減少に転じており、
2005年以降は0.8〜0.9％の高率での減少が
続いていることによる。仮に、少子高齢化
が経常収支黒字にマイナスに働くのであれ

ば、その影響は既に生じているはずであ
る。また、日本の生産年齢人口の減少率
は、均してみれば現状程度の水準が2025年
前後まで続く。緩やかな失業率の低下と共
に、第4章で指摘される通り、高齢者層・
中年女性の労働力化率の引上げ、労働需給
のミスマッチの拡大への配慮を進めていく
ことにより、生産年齢人口の減少の影響を
緩和することが可能である。

（5）建設的な経常収支黒字拡大を
　日本の経常収支黒字は、以上で見てきた
ように今後も拡大を続けることが予想され
る。2025年以降確実に訪れる本当の人口減
少時代に備えて、日本経済が対外資産を積
み増すことは当然の選択であり、貿易・投
資活動を活発化させて高水準の経常収支黒
字を維持・拡大することは、日本経済・企
業のバイタリティを維持するための一つの
目標と考えることもできる。ただしそのた
めには、日本の対外資産積み増しが、世界
経済の活性化につながる形で進むことが必
要であり、黒字国としての責任は重い。こ
の点で、開発途上国へのインフラ・環境関
連投資やエマージング諸国の優良企業への
投資は、先進国の財政赤字ファイナンスに
比較して好ましい。また、日本市場をさら
に開放し、為替レートを適正水準に維持す
ることが、日本の経常収支黒字蓄積が海外
からの批判にさらされないための必要条件
であることは言うまでも無い。


