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NEWS COMMENTARY 

1．アメリカの財政
問題 
財政赤字は各国が共通して抱

える課題である。アメリカが

2011 年夏に直面した危機を追

った。 

4．スマートグリッ
ド 
新しいエネルギーの利用を促

進する「スマートグリッド」の

特徴と世界の実験例，今後の課

題を解説した。 

 

 
各問の解答 

・アメリカの財政問題   ② 
・ソブリン危機     ④ 
・日本の領土問題    ② 
・スマートグリッド   ② 
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2．ソブリン危機
 
財政破綻は歴史的には珍しい

ことではない。しかし，日本

の現状は好ましい状況とはい

えない。 

 

3．日本の領土問題
 

近，日本周辺のみならず東

アジア全体において領土紛争

が顕在化している。解決の方

法について考えてみたい。 
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アメリカの負債 

アメリカ政府の負債総額（これまでの借り入れ総額）

は 2011 年 8 月 1 日の段階で 14 兆 5,000 億ドル（1,160

兆円）に達した。納税者一人あたり 13 万ドル（1,000 万

円）の計算となる。これらの負債に対する利息は 4,140

億ドル（33 兆円）にのぼり，毎年財政赤字が続いている

ため，負債は雪だるま式に積み上がっている状況である。 

アメリカの今年の歳入額は 2 兆ドル（160 兆円）の見

通しである。これに対して，アメリカ政府は 3 兆 7,000

億円（240 兆円）を歳出する予定になっている。歳出不

足を補うために，アメリカ政府は大量の国債を発行して

いる（中国，日本は米国債の大量購入先）。 

今夏の債務限度の設定における議会の対立 

アメリカでは，負債が無制限に増え続けることを避

けるために，債務に対する制限を設けている。この制限

のことを債務限度（debt ceiling）という。議会によって

限度額が決められるが，1962 年以降，債務限度は 74 回

に渡って引き上げられている。 

 今年のアメリカの財政状況は，ここ数十年で 悪の事

態ともいわれている。アメリカ政府の税収は引き続く景

気の低迷とそれに伴う失業者の増加で減収となる一方，

アフガニスタンやイラクでの戦争，失業者に対する社会

保障によって多額の財政支出を強いられる状況となって

いる。このため，現在の債務限度額を超えることが確実

な情勢となった。 

この夏，連邦議会では債務限度額を引き上げるかどう

かで激しい議論が繰り広げられた。もし，この限度額が

8 月 2 日までに引き上げられなければ支払いのための借

り入れができなくなり，アメリカ国家として債務を履行

することができないデフォルト（default）という 悪の

局面を迎えることになった。共和党議員のうちニューテ

ィーパーティ
①

といわれるグループは，議会が歳出を減ら

すことを決定するまで，引き上げのための採決に参加し

ないことを表明した。他の共和党議員もこれに追随する

ことになった。これに対して，民主党議員は医療保険や

社会保険のような国民生活に重要な影響を及ぼす歳出削

減には同意しない姿勢を示した。民主党議員は負債削減

のための増税を求めたのである。 

最終的な決着 

アメリカのメディアは，議会が合意に達しなかった

場合，アメリカの国家としての信用格付けが下げられる

可能性があることを示唆し，人々は議会の動向を注視す

ることになった。もし，信用格付けが下げられるような

ことになれば，一般国民に与える影響も少なくないと考

えられた。支払い利息の増加，失業者の増加，株式市況

の下落，人々の貯蓄価値の下落に伴う退職基金の価値の

目減り，さらなる倒産などが懸念された。 

終的に民主党と共和党は妥協するにいたった。歳出

の一部削減，新たな課税は行わないなどを条件に債務限

度額引き上げの合意がなされたのである。また，均衡財

政を義務づける合衆国憲法修正条項
②

の法案に議会が採決

を行うことも合意された。恒常的に債務限度が引き上げ

られてきたことに歯止めをかけることがねらいである。 

今後の課題 

債務限度の変更にかかわるアメリカ議会の対立は，

近年，選挙戦への意図なども絡み，年中行事のようにな

っている。しかし，今年の財政危機はこれまで以上に深

刻であった。 

アメリカ以外に目を向けると，他国はより深刻な財政

問題を抱えている。日本の財政赤字は約 900 兆円と，財

政規模からみるとアメリカよりも深刻であり，国際的な

信用格付けは米国よりも低い。また，ヨーロッパではギ

リシャの財政不安が深刻さを増している。今日，国家の

財政危機は各国共通の課題となっており，一国の財政危

機が他国にも重大な影響に与えるようになっている。グ

ローバルな見地からの取り組みが求められているのであ

る。 
【注】 

①ニューティーパーティ：政府の財政支出の削減や増税反対を求め

るグループのことをいう。ティーパーティの名前はアメリカ独立

革命の象徴的事件であるボストンティーパーティ事件（ボストン

茶会事件）に由来する。 

②合衆国憲法修正条項：合衆国憲法の修正は，元の規定を直接改正

変更するのではなく，従来の規定を残したまま，修正内容を修正

条項としてそれまでの憲法典の末尾に付け足していく方法をと

っている。 

 
 
問 アメリカの政治制度や財政問題について述べた文
として適当でないものを，次の①～④のうちから一つ
選べ。 
① 国家の債務が増えると理論上はその国の通貨の価
値は下がる傾向にある。 

② アメリカ合衆国では，大統領は議会に対する法案
提出権や法案拒否権がなく，三権分立が徹底してい
る。 

③ 景気を意図的・政策的に調整しようとすることを
フィスカル・ポリシー（伸縮的財政政策）という。 

④ アメリカ連邦議会において二大政党といわれる政
党は民主党と共和党である。   

アメリカの財政問題 
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はじめに 

 アンデルセン童話『赤い靴』では，赤い靴が主人公

の意思を無視して動く場面が印象的に描かれている。現

在の世界経済は，かなり以前から「マネー」によって振

り回されている。ギリシャ財政破綻問題は，EU をこえ，

いまや世界経済全体の大きなリスク要因になってきた。

そこで，ソブリン（元来，国家や君主を意味し，ここで

は国家財政と考える）危機に関する基礎的事項を確認し，

日本の財政危機についても考えたい。 

財政破綻の歴史 

政府の財政破綻とは，政府による債務不履行が発生

することを意味している。ケネス・S・ロゴフ他『国家

は破綻する』によれば，19 世紀以降，今日まで対外債務

不履行は250回，国内債務不履行は68回発生している。

日本の場合，1942 年，第二次世界大戦前に発行した外貨

建て債券の戦時中の不払いという対外債務不履行を経験

している。また，1946 年，金融緊急措置で預金封鎖（い

わゆる新円切り替え）によって，旧円は使用できなくな

り，戦時国債はハイパーインフレによってほとんど無価

値になった。 

国債とは 

国債とは，国（政府）の借用証書と考えればよい。

しかし，2003 年以降電子化され，日本銀行のコンピュー

ター上にデータとして所有者と保有額が記録されている

だけである。かつてイタリアの都市国家では，将来の税

収を担保にして貸付証券を発行し，これが現在の国債の

ルーツと考えられている。13 世紀のヴェネチア共和国で

は国が一括管理する制度を整備し，安心して購入できる

金融商品として生まれ変わった。それまでは，国王が死

ぬと自動的に借金は帳消しになったからである。 

一つの経済社会が国債を発行したとき，人口が増加し

ている場合は，将来世代の負担は軽くなるが，人口が減

少している場合は，将来世代の負担は増加する，したが

って，現在の日本の場合，国債累増はより深刻に受け止

めなければならない。 

ソブリン危機 

財務省「平成 21 年度の財務書類」によれば，公債約

721 兆円，政府短期証券約 97 兆円，借入金約 22 兆円で

あり，その他を含めた負債総額は約 1,019 兆円である。

資産合計は約 647 兆円，土地約 56 兆円，有価証券約 92

兆円，貸付金約 155 兆円，現金・預金約 19 兆円，出資

金約 58 兆円などである。したがって，純債務総額は約

372 兆円となる。対 GDP 比率では，純債務残高でみて

もすでに 100％をこえ，米英などの先進諸国の中ではト

ップである。また，資産売却をしてもすぐには現金化で

きないし，その価格も確定できない。 

ただし，ギリシャと異なり，日本は国債の保有者の約

95％は国内の機関投資家であり，国債償還の資金は国内

での移動でしかないので，「家計」にたとえて「サラ金」

へ返済するというイメージはあたらない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の課題 

財政の持続可能性については，ヘミング・ボーン条

件すなわち「前年度末公債残高対名目 GDP 比が上昇し

たときには，基礎的財政収支対名目 GDP 比を改善させ

る財政運営を行うこと」がよく知られている。したがっ

て，名目 GDP が成長することが望ましい。それができ

ないときは，増税か歳出削減が必要となってくる。 

また，歴史的には，政府が意図的にインフレーション

を起こし，借金を相対的に減らせた事例もある。しかし，

政府が意図的にインフレーションをおこせるとしても，

ハイパーインフレーションにならないように制御できる

のかなど課題は多い。 

さしあたり，ギリシャのような状態が日本で起こると

は考えにくい。しかし，貯蓄率が低下傾向にあり，経常

収支が将来的に赤字になれば，国債を国内の資金で消化

することができなくなる。市場がこうした状況を読み込

んだ時点で金利が急激に変動する危険性がでてくる。し

たがって，そうなる前に対応措置をとることが要請され

る。ただ，政治的には悲観的にならざるをえない。 
（参考文献）カーメン・M・ラインハート，ケネス・S・ロゴフ著

『国家は破綻する』村井章子訳，日経 BP 社，2011 年 

 
問 日本の国債発行について述べた文として適当でな
いものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 赤字国債の発行は，そのつど特例法が必要である。 
② 建設国債の発行は，認められている。 
③ 国債は，大半が国内で保有されている。 
④ 国債の累増は，政府の努力で減少傾向になりつつ
ある。 

ソブリン危機 

財政赤字の影響 

財政赤字の累増 

 
政策の自由度の減

少（利払費の増加）

金利の上昇による

経済への悪影響 
 世代間の 

不公平拡大 

 

活力ある経済・社会の実現に大きな足かせ 
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日本周辺において続出する領土紛争 
2010 年 9 月に中国漁船が日本の海上保安庁の巡視船

に衝突してきたことに端を発した「尖閣諸島問題」，同年

11 月にロシアのメドベージェフ大統領がソ連時代を含

めて国家元首として初の国後島への訪問を強行してあら

ためて関心が高まった「北方領土問題」など，日本周辺

をめぐる領土紛争に対する意識が低かったわが国でも不

安が高まっている。 

そのような状況において，2011 年 7 月に公益社団法人

日本青年会議所が日本の高校生約 400 人に千島，樺太と

北方四島，日本海，東シナ海（南方）の以下の地図を示

して日本の国境を実際に書かせる調査を実施した。その

結果，日本海の国境を正解した割合は 9.3％，東シナ海

（南方）の国境の正答率は 26.3％，北方の国境は 14.8％

で，全問正解者はわずか 1.8％だった。また，択捉島や

与那国島がわからない生徒や竹島と鬱陵（ウルルン）島

を取り違える生徒が続出し，「習っていません」と答えた

生徒も目立ったという。 

  

学習指導要領における領土問題の取り扱い 

学習指導要領における日本の領土問題についての取

り扱いについてみてみよう。北方領土問題については

1998 年（平成 10 年度）の改定に際し，中学校の地理的

分野で「北方領土が我が国の固有の領土であることなど

我が国の領域をめぐる問題にも着目させるようにするこ

と」と明記された。 

一方，竹島問題の取り扱いについて，2008 年に文部

科学省は中学校社会科・新学習指導要領解説書に「我が

国固有の領土」と明記する方向であったが，韓国政府の

抗議により，「我が国と韓国の間に竹島をめぐって主張に

相違があることなどにも触れ」とする記述を盛り込んで

竹島の領有権を直接的に示す表現を見送るにいたった。

その当時の状況として政府首脳は，日韓関係が悪化すれ

ば，北朝鮮の核問題に関する六か国協議に関して悪影響

があるとの政治的決着から，「我が国固有の領土」と明記

することを見送ったとされている。また，日本政府の立

場として，「尖閣諸島問題」は領有権問題として存在しな

いということを表明しているが，中国や台湾はそれに対

して反発している。 

領土問題解決への道 

以上述べたように，紛争当事国どうしが国家の利害

関係を冷静に分析しながら合理的な話し合い，互いに譲

歩することは極めて困難である。 

そこで，今後の解決へ向けて中ソ国境紛争が参考とな

るだろう。1969 年 3 月，ウスリー河に浮かぶ珍宝（ソ

連名：ダマンスキー）島で中国とソ連軍による武力衝突

が発生し，一時は核戦争勃発の危機まで危ぶまれるほど

に深刻化した。その後，1991 年の中ソ東部国境協定によ

り，モンゴル東部から北朝鮮に向かう 4,300 キロのうち，

98％の国境線について合意が決定した。残りの 2%につ

いては，ソ連崩壊後のロシア政府がこの協定の継承を決

定したが，国内情勢の悪化や中国への激しい反発によっ

て厳しい状況となった。危機感を抱いたロシア政府は，

係争地を半分で割って妥協し，問題を解決する「フィフ

ティ・フィフティ」方式を中国側に提案し，2004 年の中

ソ国境合意にいたって「互いの勝利」を双方が主張した。   

そこで，2009 年の日ロ首脳会談では麻生首相（当時）

が「面積二等分論」に言及したが，「4 島一括返還からの

逸脱」と国内から激しく非難されて現在にいたっている。 

北方領土や竹島についても，双方の国どうしが「互い

の勝利」を称えあえるような外交交渉を進めるべきであ

る。そのためにも学校教育で領土問題について討議しあ

えるように，教員自身も常に関心をもつべきであろう。 

 
問 領土問題について述べた文として適当でないもの
を，次の①～④のうちから一つ選べ。 

① 国家の主権が及ぶ領域は，領土，領海，領空からな
る。 

② 日ソ共同宣言により，北方領土の帰属について合意
されたので平和条約が締結された。 

③ 日韓基本条約の締結により両国の国交は回復したが，
竹島の領有権問題は棚上げにされた。 

④ 国家間の紛争を扱う司法機関としては国際司法裁判
所があるが，当事者どうしの合意が必要となる。 

日本の領土問題 

日本周辺図
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はじめに 

東日本大震災を経験し，電力の効率的な利用をいか

に実現するかという課題に関心が集まっている。そこで

注目されているのがスマートグリッドである。太陽光や

風力発電など地球温暖化対策として再生可能エネルギー

の普及にも期待が集まっている。こうした動きの関連を

ふまえて，スマートグリッドの意味，役割，今後の課題

について解説する。 

スマートグリッドとは？ 

スマート（賢い）グリッド（格子状の構造物のイメ

ージから送電網）は，電力の供給と需要のバランスを制

御する技術である。既存の原子力や火力発電によって供

給される電力は安定している。しかし，太陽光や風力発

電で供給される電力は秒単位で変化する。こうした再生

エネルギーを普及させるためには，それを制御すること

が不可欠である。電力を効率的に管理制御することがス

マートグリッドの目的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートグリッドの「核」になるのが「スマートメー

ター」である。現在の電気メーターは使用量がわかるだ

けの計器であるが，スマートメーターは液晶パネルがあ

り，リアルタイムで使用量がわかる。しかも通信機能に

より，電力会社，携帯などで把握できる。「電気の見える

化」が実現するのである。こうした機能から電力供給量

のピーク時使用電力を引き下げるために，使用量に応じ

て家庭内のエアコンなどの使用量を制御するプログラム

を内蔵させることも可能である。 

次に重要なのは「蓄電池」である。再生エネルギーの

不安定な出力を平準化させる役割があり，あらかじめ蓄

えておいた電力を不足時に放電させることで電力の需給

調整に欠かせないものである。 

実践例 

アメリカでは，オバマ政権が「グリーンニューディー

ル」の一環としてスマートグリッドに対して 45 億ドル

政府支援を決定した。その象徴的な実験例が中西部コロ

ラド州ボルダーで大手電力会社エクセルエナジーが「ス

マートグリッドシティ」と呼ぶ計画である。光ファイバ

ー網に接続したスマートメーターを各戸に設置し，双方

向でデータを伝達し電力需給を調整し，ピーク時の電力

消費抑制を試みている。 

欧州では，低炭素社会実現に向けた実験が行われてい

る。ドイツの大手企業を中心にして進められているのが

「デザーテック計画」である。予算総額 4000 億ユーロ

という資金を投入して北アフリカの砂漠地帯に巨大な太

陽光発電設備を設け，高圧直流送電網を通じて欧州に送

電し，2050 年には地中海沿岸部や欧州の電力の 15％を

供給しようとする計画である。イギリスではスマートグ

リッド実現に向けたロードマップを公表し，2019 年まで

に全世帯にスマートメーター設置を目指している。 

日本の事例としては，2009 年から九州電力と沖縄電力

が実施・運営する「離島マイクログリッド」というプロ

ジェクトがある。太陽光パネル 6 枚，風力発電機 1 台，

それに蓄電池と制御装置で構成され，発電設備容量は黒

島（鹿児島県三島村。鹿児島港からフェリーで 5 時間 30

分）の 大需要の 3 割にも及ぶ。 

今後の課題 

まず，日本の場合，制度面では送発電を分離し，地

域独占をなくし，市場を開放し新規参入が起こりやすい

環境を整備することである。その結果，スマートグリッ

ド関連の技術革新が進展することが期待される。こうし

た動きが現実のものとなるためには，明確なビジネスモ

デルを供給側にも需要側にも構築し，各経済主体のイン

センテイブを引き出す制度的工夫が望まれる。 

長期的な視点からは，日本のエネルギーを今後どのよ

うに確保していくかという視点に立ち，スマートグリッ

ドの情報が双方向に流れる特質を生かすこと。そして，

市民が参画する環境が発展することを通じ，より民主的

な社会の形成につながることが期待される。 

（参考文献）週刊東洋経済 2011 年 7 月 30 日号ほか 

 
問 日本のエネルギー政策について述べた文として適
当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 

① 電力供給源として水力中心へ転換してきた。 
② 再生可能エネルギーの固定価格買取制度が成立した。 
③ 原子力発電所の新規設立関連法が成立した。  
④ 天然ガスの利用については，地球温暖化に悪影響が
あるとして減少傾向にある。 

スマートグリッド 

スマートグリッドの概念 

 

 

送電網 

IT ネットワーク 

スマートメーター

火力・原子力発電所自然エネルギー 

電力消費量 
を送信 

電力 
供給 

発電量を送信 電力不足時に

稼働率アップ

を要請 
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