
＜参院選・くらしの現在地①-1＞ 

親友の結婚式、ご祝儀出せず「仕事」とうそ... 
物価高なのに上がらない給料、減る年金 

 

東京新聞 2022年 6月 15日 配信 

 

 5 月の給与明細を見ても昇給はなかった。首都圏の食品工場で働く男性

（32）はパートから正社員になって 1年以上たつが、手取りは 18万円のまま

だった。 「やっぱり上がらないのか…。物価は上がっているのに、また生活

ができなくなる」と不安を覚えた。 

◆「年金の保険料すら払えない」  菓子職人を夢見て 20 歳で洋菓子店の

正社員として働き始めた。 1 日 15 時間超、勤務し休みは週 1 日。月給は

16万円で残業代は出ない。年金や医療の保険料は「自分で払え」と店主に

言われた。そんな余裕はなく 5 年で限界を迎えた。 「年金の保険料すら払

えない」と不安を感じ、6 年前に今の食品工場にパートで入った。手取りは

勤務時間帯によって 14 万〜20 万円で変動。家賃 7 万円や光熱費、前職

時代の借金の返済で、生活はぎりぎりだった。 

◆「パートでも正社員でも、ずっと賃金低いまま」  

正社員より月 2〜3 日、休みを減らして残業した。

食事は 1日 1回だけにし食費を 1000 円節約。そ

れでも貯金はない。ご祝儀が出せず、親友の結婚

式に「仕事」とうそをついて欠席した時は情けなく

て涙が出た。 ようやく昨年、正社員に登用された。

だが手取り額はあまり変わらなかった。 そこに生活必需品の値上げが襲った。 月 6000 円程度の印象だ

った電気代が、今年 2 月には 1 万 3000 円を超えて焦った。 パート時代のように働く日は増やせず、副業

も禁止されている。 3 月に友人とルームシェアを始め、家賃など固定費を半分にしたが「物価がもっと上が

ると打つ手がない」。 焦りとともに疑問が募る。 「パートでも正社

員でも、就職してからずっと賃金は低いままだった」 

◆「病気した瞬間に行き詰まる」70 代女性の不安  「値上げが続

いているのに年金は減るんだ…」。 茨城県内の女性（73）は 6 月

上旬、2022年度の年金支給額が前年度より 8152円（0.4％）減る

ことを知らせる書類を見てつぶやいた。 40 年以上看護師を務

め、保険料を納め続けた年金の手取りは月 12 万円。1 人暮らし

のアパートの家賃で半額が消え、光熱費や食費の急騰は厳しい。

50 代の時、夫から生活費を渡してもらえず離婚。貯金はわずか

だ。「病気をした瞬間に行き詰まる」。不安から週 3 日、高齢者施

設で非正規の看護師として働く。 日本総研の星貴子氏の調査

（17 年時点）では、収入が生活保護世帯と同水準で、世帯主が

65歳以上などの条件を満たす高齢者の貧困世帯数は 35年には

562 万世帯に達し、12 年から 36％増える見通し。現役時に低賃

金で保険料が支払えず、年金や貯蓄が不十分で、困窮する人が増えるとの分析だ。 女性は体力の衰え

を痛感しながらも「働き続けないといけない」と言う。物価高が進む中で上がらない賃金。女性は心配する。

低賃金に物価高が重なり、生活苦
に陥っている現状を話す男性＝
東京・内幸町で 

年金だけでの生活が苦しいため看護
師の仕事を続ける女性＝茨城県内
で 



「40 年以上働いた私の年金がこの現状。給料が少ない若者の老後はどうなるのか」（山田晃史、畑間香織） 

 通常国会が 15 日に閉幕し、夏の参院選に向けた論戦が本格化する。急速に進む円安や物価高で、私

たちの日々の生活は厳しさを増している。ロシアによるウクライナ侵攻で平和が脅かされ、コロナ禍も収まら

ない。切実な問題に直面している人々の声に耳を傾け、私たちのくらしの今を 5回にわたって考える。 

 

 

 

＜参院選・くらしの現在地①-2＞ 

上がらない賃金「日本だけが異常」 求められる政策の検証 
 

東京新聞 2022年 6月 15日 配信 

 

物価高と賃金の伸び悩みへの対応は、参院選の大きな焦点になる。30 年近く上がらない賃金では、現在

の物価急騰をカバーできないからだ。アベノミクスの柱といわれた金融緩和は円安を助長し、さらに物価を

押し上げる副作用も指摘されている。与野党には生活の防衛策の提示だけでなく、現在の政策が国民に

及ぼす影響への検証も求められている。（渥美龍太） 

◆米国、英国、韓国では賃金上昇  「日本だけが異常だ」。 東

大の吉川洋名誉教授は 2013 年 1 月、日本経済がデフレに陥っ

た原因を「賃金の下落」と主張する著書を出版し注目された。吉

川氏は今月、取材に対し「当時も今も、先進国で日本だけ賃金が

上がらない異常な状況は変わっていない」と強調した。 経済協力

開発機構（OECD）によると、名目賃金は 1995〜2020 年にかけて

米国や英国で 2倍超、韓国は 3倍近く上がり、物価の上昇率を超

えた。一方、日本は賃金が下落し物価の上昇率に届かない。 ただ 12 年末の衆院選では、当時野党だっ

た自民党の安倍晋三氏はデフレの原因を「（金利を低く抑えてお金の量を増やす）金融緩和の不足だ」と

主張して論戦に挑んだ。日銀 OB は「緩和さえやれば日本は変わるという、すさまじい空気だった」と振り返

る。 

◆「値上げ許容できないのは当然」  政権を奪還した安倍氏は、

日銀総裁に黒田東彦氏を任命し主張通り緩和を始めた。  だが、

9 年以上をかけても経済の好循環は実現していない。黒田総裁は

今月「家計の値上げ許容度も高まってきている」と発言して批判を

受けた。国民が値上げに耐えられない背景には吉川氏らが言う

「上がらない賃金」の問題がある。 大和証券の末広徹氏は、上昇

を続ける社会保険料や住宅価格など、総務省の消費者物価指数

の公表値（生鮮食品を除く総合）に含まれない要素も加えた「実感

に近い」物価指数を作った。12 年平均と比較した 22 年 4 月の物価は公表値の 6.6％の上昇を超える

15.4％の上昇。この実感に近い物価に基づいて算出した実質賃金は、同期間で 11％も減っていた。末広

氏は「実質的な賃金がこれだけ目減りしては、家計が値上げを許容できないのは当然」と解説する。 

◆日銀の政策、参院選で「議論すべき」  値上げされる食品が年内に 1万品目を突破する見通し（帝国デ

ータバンク調べ）となるなど、当面は物価上昇による実質賃金の低下が避けられない。参院選で与野党は、

賃上げ策をアピールするとみられる。過剰な金融緩和も円の価値低下を伴い、輸入品価格の高騰の要因

になっている。日本総研の河村小百合氏は「日銀は各国と同様、緩和政策を柔軟化して金利を上げるか



どうかの検討が必要だ。生活に大きな影響を与える以上、日銀の政策も参院選で議論すべきだ」と強調す

る。 ニッセイ基礎研究所の上野剛志氏は「持続的に賃金を上げることが重要との認識が共有されてきた

今こそ、具体的で将来を見据えた経済政策の選択が重要になる。衆院解散がなければ、今回の参院選後

は 3年間も国政選挙がない可能性があるのだから…」と話した。 

 

 

 

＜参院選・くらしの現在地②＞ 

国会で核共有議論、不安募らす被爆者 「武力でなく外交で平和実現を」 
 

東京新聞 2022年 6月 16日 配信 

 

 「核兵器は非人道性の極み。この世に存在してはいけないんだ」。広島市出身の被

爆者、家島昌志さん（８０）＝東京都中野区＝は、うめくようにつぶやいた。ロシアのウ

クライナ侵攻を受け、米国の核兵器を日本で共同運用する「核共有論」まで語られ

るようになった国会の勇ましい論議を聞いて、逆に不安を募らせる。 

◆戦後 77年、年々減る被爆体験者「惨禍語り継がねば」  １９４５年８月６日、米軍が

広島に原爆を投下した時は３歳で、爆心地から２キロ余りの自宅で両親や妹と被爆。

当時の記憶はおぼろげだが、やけどの強烈な異臭と真っ赤に燃える裏山は脳裏に焼

きついている。爆風で割れた無数のガラス片が刺さった母は 「はりねずみのような姿

になった」 と父から何度も聞いた。母は一命を取り留めたが、父は胃や上あごにがん

を患い、５０代で亡くなった。 家島さんも若いころから十二指腸潰瘍などの病に悩まさ

れ、５年前には甲状腺がんの手術を受けた。 「原爆は数１０年にわたり人々を苦しめる」と唇をかむ。 戦後

７７年で被爆体験者は年々減っている。 「惨禍を語り継がねば」 という使命感で、退職後から証言を続け

ている。 平和なくらしが揺らいでいる今だからこそ思う。 「武力ではなく、外交で平和を実現する力を強化

すべきではないのでしょうか」 

◆核禁止条約締約国会議にオブザーバー参加も見送り  ロシアのプーチン大統領がウクライナ侵攻で核

兵器の使用を示唆し、核の脅威がこれまで以上に深刻さを増す中、被爆者らは、核兵器を史上初めて違

法で非人道的と定めた核兵器禁止条約に望みを託す。オーストリアで

２１日に開幕する条約の第１回締約国会議には、広島で被爆した家島

さんも「核廃絶への確かな道筋を作りたい」と日本原水爆被害者団体

協議会（被団協）の一員としてオブザーバー参加。各国の政府関係者

らに被爆体験を伝えるつもりだ。日本政府は、ロシアや米国といった核

保有国が条約に加わっていないことを理由に「現実的ではない」と加

盟を否定する。広島選出の岸田文雄首相は「核廃絶はライフワーク」

と繰り返すが、１５日の記者会見で「米国との信頼関係の下に現実的

な取り組みを進めるべきだ」と強調。締約国会議への政府要人のオブ

ザーバー参加の見送りを表明した。 

◆「戦争の反省に立つ憲法の理念思い起こして」  ロシアのウクライ

ナ侵攻に加え、中国の軍事力増強や北朝鮮の核・ミサイル開発で安

全保障環境は悪化している。そんな地域情勢を踏まえ、首相は５月の

日米首脳会談で、米国が核兵器と通常戦力で日本防衛に関与する

被爆した当時の様子や核
兵器の廃絶について話す
家島昌志さん＝東京都中
野区で 



「拡大抑止」の重要性を確認。米国の「核の傘」への依存を強めている。首相はバイデン大統領に「防衛費

の相当な増額を確保する」と表明し、国会での議論もそこそこに防衛費の大幅増を「公約」した。憲法に基

づく専守防衛を逸脱しかねない「敵基地攻撃能力」の保有を巡っても「あらゆる選択肢を排除しない」と説

明した。米国の核兵器を日本で共同運用する「核共有論」に関しては、安倍晋三元首相が「タブー視して

はならない」と主張。自民党の高市早苗政調会長ら保守派も同調した。政府は「非核３原則」を理由に否定

したが、野党の日本維新の会も議論する必要性を訴えている。家島さんは「日本はロシアや中国、北朝鮮

に近く、ある程度の防衛力が必要であることは否定しない」と抑止力に一定の理解を示す。それでも、武力

には武力で対抗するという威勢のいい主張が広がる現状は気掛かりでならない。「軍事力の強化の競争に

終わりはなく、核を含む抑止論は空論にすぎない。戦争の反省を踏まえて制定された憲法の理念を思い

起こしてほしい」と与野党の政治家に呼び掛けた。（大野暢子、村上一樹） 

 

 

 

＜参院選・くらしの現在地③-1＞ 

女性だけに「ガラスの天井」…差別があった医学部入試 
平等な社会に変革いまこそ 

 

東京新聞 2022年 6月 17日 配信 

 

 「まさか、女性だからと差別されていたなんて…」  私大医学部

を受験した２０代女性は今もショックを隠さない。「学力で公平に判

断されると信じてきた。裏切られ、がっかりした」  ２０１８年、東京

医科大など１０大学の医学部入試で女性受験生を不利に扱う得

点操作などが発覚した。 医療関係者の間からは「妊娠や出産、

育児があるから、女性医師数の抑制は必要悪だ」などと正当化す

る声も漏れたが、同大の不正入試を調べた内部調査委員会は

「重大な女性差別だ」と厳しく批判。 「女性医師のライフイベントの問題とすり替えるこ

となく、男性医師も含めた働き方改革を」と一般社団法人「日本女性医療者連合」（東

京）が声明を出すなど、ジェンダー不平等の是正を進めるべきだとの見方が広がっ

た。 一連の不正入試のうち、順天堂大（東京）医学部を相手取った訴訟では５月１９

日、東京地裁が「医師の資質や学力の評価と直接の関係がなく、不合理で差別的」と

大学を非難。 冒頭の女性を含む受験生１３人に慰謝料を支払うよう命じ、確定した。 

文部科学省によれば、全国８１大学の医学部医学科入試の男女別合格率は、２１年度

に初めて女性が男性を上回った。 浪人後に別の医学部に入った女性は「不正が今も

続いていたらと思うと、ゾッとする。次の世代が性で差別されないように」と願う。 

◆女性医師、整形外科や外科は 10 人に 1 人もいない  医学部入試の性差別は、２０１８年に表沙汰にな

る前からささやかれてきた。１７年には「日本女性医療者連合」（ＪＡＭＰ）が医学部の男女別合格率を独自

に分析し、入試で女性を抑制している可能性を示唆。女性医師を増やさないという 「ガラスの天井」 があ

ると指摘した。 理事で産婦人科医の吉野一枝さん（６７）は 「医師志望の女性が増えている実感があった

のに、ずっと女性医師の割合が増えない。おかしい、という声が上がっていた」 と振り返る。 国内の女性

日本女性医療者連合
の考え方について説明
する吉野一枝さん＝東
京都内で 



医師の割合は１６年時点で２１．１％。英国４５．９％、イタリア４０．７％、米国

３４．６％（男女共同参画白書１８年版）に比べて低い。 診療科による差も目

立ち、整形外科や外科は１割に満たない。 背景には、長時間労働が常態

化した男性中心の職場環境もある。 ＪＡＭＰは１９年、医学部入試の公正

化や過重労働解消などの提言を発表。 業務の見直しや複数医師での共

働、医学部教授や病院管理職の女性割合を３０％以上に増やすことなどを

盛り込んだ。 女性が増えることで、これまでと違った視点から治療や研究

が進み、医療の安全や質の向上につながる期待がある。 吉野さんは 「女

性が意思決定の場に少ないから差別的な構造が変わらない。 ダイバーシ

ティー（多様性）の推進なくして、医師不足や過重労働などの課題も解決し

ないと私たちは考えている」 と強調する。 もっともジェンダー不平等は医

療界だけではない。 世界経済フォーラムの男女格差の指標 「ジェンダ

ー・ギャップ指数」２１年版で、日本は世界１５６カ国中１２０位にとどまる。 政

府は今月決定した 「女性活躍・男女共同参画の重点方針２０２２」 で、男性の家庭・地域社会での活躍を

掲げ、長時間労働慣行の是正を挙げている。 京都産業大の伊藤公雄教授（ジェンダー論）は 「他国が社

会を多様化し、柔軟に運営するよう変わる中で、日本は１９７０年代の高度経済成長期に築いた男性主導

のシステムを維持してきた」 と分析。 変革しなければ社会は衰退していくと訴える。 「システムを作り替

えるには、女性を意思決定の場に意識的に加えること、女性の活躍を可視化することが重要だ」（奥野斐） 

 

 

 

＜参院選・くらしの現在地③-2＞ 

「男女ともに働きやすい医療現場に」改善の動き 
コロナ禍で気づいた「異常」とは 

 

東京新聞 2022年 6月 17日 配信 

 

 女性は妊娠するから迷惑ー。女性比率が２割程度にとど

まる医師の世界では、男性優先の風潮が根強く残る。「男

女ともに働きやすい職場を」。２２日に公示される参院選で

は、環境改善を切望する女性医師たちの声は届くのか。 

◆「結婚はいいけど、妊娠はしないでね」  「将来、あなた

も迷惑をかけるのだから、先輩の穴埋めはしなさいね」 首

都圏の大学病院に勤める３０代の女性内科医は１０年ほど

前、男性上司にかけられた言葉を覚えている。 「え？」と思

ったが、反論できず、妊娠した先輩の分も含めて月８回、当

直に入った。通常の倍だ。独身時代には職場で「結婚はい

いけど、妊娠はしないでね」とも言われた。 ２０１８年、東京

医科大など複数の大学の医学部入試で女子受験生を不当に減点していたというニュースを見た。別に驚

かなかった。長時間労働が常態化した男性主体の職場では「必要悪」とさえ思った。 

◆働き方改革を進め、定時で帰る男性医師の姿も  新型コロナウイルスの感染拡大前は、東京都立病院

に勤めていた。毎朝７時に出勤、外来診療や入院患者の治療、自己研さんなどで帰宅は連日、午後１０時



ごろだった。土日も緊急の電話を受け、気になる患者は様子を見に行った。 そんな働き方は、コロナ禍を

機に変わった。外出制限で患者が減ると、本当に医療が必要な人だけに診療ができ、余裕が生まれた。   

「今までが異常だったと気付いた」  この春、働き方改革に取り組む現在の病院に移った。 医師が多く、

３～４人で患者を診る「チーム医療」を進める。 自分が休む日は他の医師が担当するのが当たり前。 院内

では「長時間勤務ができないと、給料が減る」と反発もあったと聞くが、当直手当を増やして対応していた。

オンライン診療や電子カルテの共有など効率化も進む。育児などで定時で帰る男性医師もいる。 

◆女性が辞めずに済めば、人手不足も解消に向かう  国は２４年春から、時間外労働の上限規制など医

師の働き方改革に本腰を入れる。１９年に施行された働き方改革関連法は、地域医療への影響を考慮し

て５年間猶予されていたためだ。 参院選でも、医師の過酷な働き方やジェンダー不平等は焦点の１つだ。

女性内科医は「コロナ禍で医療が逼迫した背景もふまえて、政策を考えてほしい。 男女どちらでも働きや

すいように、システムを変えていかないと」と訴える。 首都圏の公立病院の放射線治療医の女性（３８）は

「今は過渡期」とみる。 保育園児２人を子育て中。 医師の夫と家事育児を分担し、常勤を続ける。 「多様

な働き方ができれば、女性が辞めずに済み、人手不足も解消に向かうはずだ」（奥野斐） 

 

 

 

＜参院選・くらしの現在地④-1＞ 

国民の努力頼みで２年半 後手後手対策も死者抑えたコロナ対策 
 

東京新聞 2022年 6月 19日 配信 

 

 新型コロナの流行が始まって 2 年半。他国に類をみない国民の自

主的な行動制限や感染対策が奏功し、国内の死者は米国の 3％、

英国の 16％にとどまる。他方、3 人の首相の下、対策が後手に回っ

て感染が拡大し、国民の不信感を招いたケースも幾度かあった。 

◆政府の相次ぐ不評策に冷ややかな目  新型コロナ患者の初確認

から約 2カ月後の 2020年 2月末、安倍晋三首相（当時）は突然、全

小中高校に休校を要請した。 当時、全国の 1 日の新規感染者数は

約 20人。子どもの預け先を失った保護者らは仕事に行けず、収入減

や医療従事者の不足が起きた。 布製「アベノマスク」も不評を買っ

た。 400 億円で 2 億 8000 万枚を調達したが、8000 万枚以上を放

置。 保管費用は 6 億円を超えた。 第 1 波で、病床は逼迫ひっぱく。 初の緊急事態宣言を出したが、欧

米の都市封鎖（ロックダウン）のような強制措置は取らず、飲食店の営業自粛、外出制限、マスク着用など、

「要請」に基づく国民の努力に頼った。安倍氏は同年 5月の記者会見で「日本モデルの力を示した」と胸を

張ったが、冷ややかに見る向きもあった。 20 年秋、体調不良を理由に退いた安倍氏の後を継いだ菅義偉

首相（当時）は経済回復を急ぎ、観光支援策「Go To トラベル」を年末まで継続。第 3波に突入し、野党は

「総理が Go To トラベルにあまりにもこだわり、全国に感染が広がったことは明白。人災だ」と批判した。 

◆ワクチン争奪戦に出遅れ、病床逼迫  同時期、米国は米ファイザー製ワクチンの緊急使用を認め、接

種を始めた。菅氏はファイザーの責任者と直接、電話会談を行うなど積極的に動いたが、世界のワクチン

争奪戦に出遅れた。 高齢者接種の本格化は 21 年 4 月下旬。 米モデルナ製も調達し、一般接種を加速

させたのは同年 6月だ。 結果、デルタ株による第 5波を防げず、全国で病床が逼迫して自宅療養中に亡

くなる人が続出。 1年延期で迎えた東京五輪・パラリンピックは、ほとんどの会場で無観客開催となった。 



 菅氏は新型コロナ対策を巡る支持率低下が響いて退陣。 岸田文雄首相になった昨秋、国内の感染状

況は落ち着いていたが、英国などではオミクロン株が猛威を振るい始めていた。 ワクチン効果は半年で半

減するとされ、3回目接種が必要だったが、政府は接種 2回目から 8カ月空けるよう自治体に要請。「科学

的根拠がない」と不満が噴出すると、一転「6 カ月に前倒し可能」とした。その間、第 6 波が始まり、全国の

1日の新規感染者数は最多の 10万人に達した。 

◆「内閣感染症危機管理庁」創設も、実効性は未知数  3 回目接種の効果で、現在、感染状況は改善し

ている。 行動制限が不要となり、政府は観光支援の旅行割引「県民割」など景気対策を急ぐ。 一方、遅

まきながら政府は 17 日、感染症対策を一元的に担う「内閣感染症危機管理庁」創設を決めた。 病床を

確保できるように体制強化も目指す。 だが、強制力を伴うような法改正は難しく、どこまで実効性を持たせ

られるかは未知数だ。（沢田千秋、原田遼） 

 

 

 

＜参院選・くらしの現在地④-2＞ 

マスク外せない日本の「同調圧力」 信頼失った政府のコロナ対策 
 

東京新聞 2022年 6月 19日 配信 

 

 蒸し暑い梅雨空の下、通勤する大人も、登校する子どもも大半がマスクを着けている。一方、各地で熱中

症患者の救急搬送が相次ぐ。 「日本は狂っている」  東京都足立区の事務職ホラー・由理子さん（41）は、

海外の友人からそう言われた。 長女（7）が通う小学校では、体育の授業で教師がマスクを外すよう指導し

ても、子どもたちはかたくなに着けたまま。 「親から『外すな』と言われているようだ。 昔からの同調圧力。

子どもも大人から感じ取っている」  新型コロナウイルスの被害が米国や英国より抑えられてきた背景に、

自主的な行動制限やマスク着用など、国民の努力があったこと

は疑いようがない。 だが、コロナ禍が長引き、マスク着用への同

調圧力は強い力を帯びるようになった。 この 2年、政府の新型コ

ロナ対策は検査や緊急事態宣言、ワクチン、五輪開催などを巡

って迷走した。 今、感染リスクが低いとして、屋外で子どもにマス

クを外させるよう再三呼び掛けるが、応じる動きは少ない。 コロ

ナ後を見据えた政府の「出口戦略」はいまだ、はっきりとは見えて

こない。（沢田千秋、原田遼） 

 

 

 

＜参院選・くらしの現在地⑤＞ 

中国への不正容疑で逮捕、その後起訴取り消し… 
分断招く経済安保、国民生活にも影響 

 

東京新聞 2022年 6月 20日 配信 

 

◆全く身に覚えなく…勾留 11 カ月、取引先失う  横浜市の化学機械メーカー 「大川原化工機」 の大川

原正明社長（73）は 2020 年 3 月、生物兵器の製造に転用可能な噴霧乾燥装置を中国に不正輸出したと

マスク姿で通勤する人たち＝14日、東京・丸の内で 



して逮捕、起訴された。 全く身に覚えのない話だった。 兵器製造に

転用できる性能はないと独自の実験を重ねて反論。 初公判直前に

起訴は取り消されたが、勾留は 11 カ月間に及び、取引先を失った。 

「売り上げは減少し、有罪にされたら会社を畳むしかなかった」 当時

は米中対立の激化を背景に、日本でも先端技術の流出を防ぐ「経済

安全保障」の必要性が叫ばれていた時期。 大川原さんは、捜査当

局が法整備を見据えて 「実績として摘発したかったのでは」 と推し

量った。 先の通常国会で成立した経済安全保障推進法は、半導体

をはじめとする 「重要物資」 の供給網から中国などを切り離すことに

もつながる内容だ。規制違反への罰則もあるが、その対象などは法律

で具体的に示されず、政省令で決められる内容は 138 項目もある。 

何が対象になるか不透明で、企業の自由な経済活動を萎縮させか

ねない。 今後、国際的なモノのやりとりに一定の制約がかけられる。 

その範囲が広がるほど、戦前のようなブロック経済に近づく。自由貿

易の恩恵を受けてきた私たちのくらしへの影響は避けられない。（曽田晋太郎） 

◆ウクライナ侵攻、米中対立激化、世界経済にブロック化の様相  ロシアによるウクライナ侵攻や、米国と

中国の対立の激化で、世界経済は自由貿易拡大の機運がしぼみ、分断の流れが強まっている。 4月に米

ワシントンで開かれた 20 カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議や、世界銀行（世銀）、国際通貨基

金（IMF）の会合では、ウクライナ侵攻で非難を浴びたロシアが猛反発し、いずれも共同声明を出せなかっ

た。 日本の財務省幹部は 「国際協調や国際秩序が歴史的な転機を迎えている」 と身構える。世界経済

のデカップリング（切り離し）を加速させかねないのが、ロシア制裁を巡る国際社会の対応だ。 日本や米国

など西側諸国は大規模な禁輸や輸入制限などでロシアへの圧力を強化するが、中国は一貫して反対し、

インドも距離を置く。 中ロ首脳は 15 日の電話協議で、エネルギーや金融などの分野の協力拡大に合意し

て対立を深める。 かつて 1929年の世界恐慌で各国が保護主義に走り、経済のブロック化が進んだことが

第 2次世界大戦の遠因となった。 その反省から、米国などは自由貿易を進めてきたが、トランプ前米大統

領が唱えた自国第一主義の拡大や米中対立の激化で、世界経済は再びブロック化の様相を呈する。 

◆退潮に向かいつつある自由貿易 広がる取引制限  米国は近年、経済政策や企業活動に安全保障の

考え方を取り入れる経済安全保障を名目に、国内から中国の通信機器大手 「華為技術（ファーウェイ）」

を排除。 さらに、先進 7 カ国（G7）で取り組む発展途上国向けのインフラ支援構想 「ビルド・バック・ベタ

ー・ワールド（B3W）」 や、アジア地域への関与を強める 「インド太平洋経済枠組み（IPEF＝アイペフ）」 の

創設など、 「唯一の競争相手」（バイデン大統領） と位置付ける中国への対抗意識を鮮明にする。 国際

通商に詳しい日本国際問題研究所の津上俊哉氏は 「自由貿易は退潮に向かいつつある。権威主義勢力

といわれる中ロと、西側諸国の溝はさらに広がり、デカップリングは今後も進行するだろう」 と指摘。二極化

に向かっているようにも映る国際環境の中、各国にとって経済安保の重要性は一層高まり、関連する取引

の制限は広がっている。 岸田文雄首相は先の通常国会で 「自由で開かれた経済活動と、国益を経済面

からも大事にするバランスが重要」 と強調。 5 月の日米首脳会談では、経済安全保障面で日米の連携を

強化し、中ロに対抗する方針を確認した。 日本にとって最大の貿易相手国である中国との関係も 「ブロッ

ク化」 を見据えて変化を迫られている。（ワシントン・吉田通夫、曽田晋太郎） 

 

 

 


