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これからの世界経済と日本の企業戦略
BRICs経済研究所代表

08 年9月に発生したリーマン・ショックを

ま

きっかけに、世界経済の勢力地図には大きな
変化が現れるようになりました。その変化と
は、米国一極集中時代の終焉と多極化時代の
到来です。

た、世界同時不況に陥ってからは、有力
新興国の政府・中央銀行が迅速・的確に各種
の金融・財政政策を打ち出したので、その効
果浸透によって早期の景気回復が実現したと
いうこともあるでしょう。

こ れまで世界経済を機関車のように引っ張っ

各 国の中長期的な経済成長率を規定する人口

てきた米国経済は、現在バランスシート調整の
問題解決に苦しんでいます。巨額の負債を抱え
込んだ企業や家計、金融機関、政府がバランス
シート調整の問題を完全に解決するには相当
の時間を要するとみられ、しばらくは景気の力
強い拡大が期待できそうもありません。

動態を見ても、有力新興国では総じて若年人口
が増加を続ける一方、先進国では少子高齢化が
一段と進んでいきますので、今後有力新興国の
台頭と先進国の相対的な地位の低下という現象
は、より顕著なものになると予想されます。

欧

州の経済も米国経済と同様のバランス
シート調整の問題を抱えており、やはり世界
経済をひっぱる機関車としては力不足です。

さ らに、これまで輸出頼みで成長してきた日
本経済は、08年以降急激な円高に見舞われて
おり、輸出の落ち込みによる景気の低迷とデ
フレーションの問題に直面しています。また
2011年3月11日には東日本大震災に見舞われ
て甚大な被害も出ました。今後は復興需要が
期待できますが、原発事故の問題もあって先
行きの不透明感は払拭されていません。

そ のような世界経済の大きな変化を踏まえ
たとき、日本の企業はこれからどのようなマー
ケティング戦略をとっていけばいいのでしょ
うか。日本の内需を喚起し、国内でのビジネ
スを強化していくという戦略はもちろん重要
ですが、内需だけに頼った事業展開には限界
があります。日本は05年以降人口減少社会に
突入しており、今後、人口の減少スピードは
早まるとみられます。筆者の試算では、人口
要因だけでも日本の消費マーケットは2050年
に現在の8割程度まで縮小してしまうのです。

で

する一方、BRICs（ブラジル、ロシア、インド、
中国）やVISTA（ベトナム、インドネシア、南
アフリカ、トルコ、アルゼンチン）をはじめ
とする有力新興国のグループは、リーマン・
ショック以降めきめきと頭角を現し、世界経
済におけるプレゼンス（存在感）を高めてき
ています。

すから、好むと好まざるとに関わらず、
日本企業が海外ビジネスを強化する流れはこ
れから加速していくでしょう。ただ、グロー
バル戦略を強化するといっても、これまでの
延長線上ではない新たな展開が必要です。日
本企業のこれまでのグローバル戦略は欧米の
市場に頼りすぎていた部分があるので、今後
は多極化の時代、あるいは有力新興国の台頭
という流れを見据えて、有力新興国での事業
展開を強化する必要があると思います。

有

も

こ のように先進国のグループが総じて低迷

力新興国グループの経済が元気な理由は、
有力新興国の金融機関がサブプライムローン
（低所得層向けの住宅融資）に代表されるリス
ク資産に多額の投資を行わず、その結果、欧
米諸国のようにバランスシート調整の問題を
抱える事態に陥らなかったという事情があり
ます。金融機関が不良債権を抱え込まなかっ
たので、貸し渋りや貸し剥がしも発生せず、
経済の血液ともいえるマネーの循環が滞ると
いうことがなかったのです。
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門倉 貴史

ちろん有力新興国市場では、韓国などの
企業がすでに進出し、多くの商品分野で高い
市場シェアを握ってしまっていますが、富裕
層や上位中産階級の市場についてはなお未開
拓のまま残っています。日本の企業は安易に
低価格競争に走らず、むしろ多少値段は高く
ても高品質の商品・サービスを有力新興国の
富裕層・上位中産階級向けに積極的に投入し
ていくことで、新たなビジネスチャンスが生
まれるのではないでしょうか。

保険は受け取るときのことを考えて
〜「入っていれば安心」ではない 〜
㈱生活設計塾クルー取締役

内藤 真弓

保険は加入することが目的ではありません。しかるべき時に速やかに保険金や給付金が受け取れ
なくては意味がありません。そして、保険は入口（加入）から出口（請求・受取）まで、すべて
契約に基づいて行われます。ルールを守って加入し、契約期間中のメンテナンスをしておかないと、
「給付を受ける」という本来の目的が果たせない可能性もあります。
ところが、多くの保険会社は、いかに間口を広げて新規契約を獲得するかには熱心ですが、出
口戦略には熱心でないように見受けられます。多様なニーズに対応するためと称して、医療や介
護など、支払条件が複雑な商品を販売していますが、請求漏れがないような体制づくりについて
尋ねると、途端に歯切れが悪くなってしまいます。
漠然と「何かあったときのために」と加入し、いざというときに「こんなはずじゃなかった」と
ならないよう、契約者側も保険独特のメカニズムを理解することが大切です。
なお、東日本大震災に遭われた方で、保険証券をなくした場合、窓口などで本人確認ができれ
ば保険金を支払う柔軟な対応をしてもらえます。まずは保険会社に問い合わせてみてください。
● 契約から受け取りまでのメカニズム
保険加入時には保険会社による選択があります。現在及び過去の健康状態や職業などを告知し、
その内容を元に保険会社が引き受けるかどうかを判断します。危険度が一定範囲を超えると判断
すれば保険料を割り増しするとか、削減するなどの条件を付けることもあります。それは契約者
間の公平性を保つためです。正しく告知をしないと保険金等が受け取れず、契約自体が解除され
る可能性があります。解除されるとそれまで払った保険料は戻りません。
入口から出口まで、終身保険だと50年以上になることも珍しくありません。メンテナンスを怠
ると給付につながらないこともあります。契約時に死亡保険金受取人として指定した人が契約期
間中に亡くなってしまうかもしれません。結婚や離婚など、さまざまな状況の変化もあるでしょう。
受け取ってほしい人の手に渡るよう、受取人の変更をしておかなくてはなりません。また、受取人
の方に保険の存在を知らせておく必要もあります。保険は請求をして初めて受け取れるものであっ
て、困ったときに自動的に助けてくれるものではありません。
● 保険金受取人や指定代理請求人のメンテナンスを
高度障害保険金や入院給付金など、生前に受け取れる給付金も要注意です。受取人は被保険者
ですが、本人が請求できないことも考えられます。指定代理請求人制度がある保険ならば、必ず
代理で受け取る人を指定しておきましょう。もし、そのような制度がない場合、被保険者以外に
どういう人が代理で受け取れるのか、具体的な手続き方法を確認しておきましょう。そして、代
理請求をお願いする人には、必ずその旨を伝えておかなくてはなりません。
指定代理請求人など、被保険者に代わって受け取れる人は「法律上の配偶者」とか「同居の親族」
など、保険会社が定めた範囲の方でなくてはなりません。長年の間には請求人の資格を満たさな
くなる可能性があります。その際には指定代理請求人の変更をしておく必要があります。
おひとりさまが今後増加すると言われています。一人で不安だと思って加入していても、自分
の手で請求できないことも考えられます。そういう場合、誰が受け取るのでしょうか。特に終身
保険で払い込みが終わっている場合、その契約があることも知られないまま終わってしまう可能
性もあります。保険は長期にわたってコストが発生するものです。加入の意味を考え、「もう保険
の役割は終わり」と判断することも必要ではないでしょうか。
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電子商取引に関連する詐欺被害の実態
一般社団法人ECネットワーク

原田 由里

経済産業省が行った「平成21年度電子商取引に関する市場調査」では、消費者向け電子商取引の市
場規模は6.7兆円、毎年右肩上がりの成長を遂げています。ただ、便利である半面、非対面で前払式
が多いので、
「代金を払ったけど商品が届かない」
「相手と連絡が取れない」といったトラブルが特に
多く発生します。また、ゲームのアイテムを盗まれたり、なりすましで勝手に買物されたなどの被害
もたくさんあります。事前に店の評判を調べたり、怪しい相手とは取引しないなどの注意が必要です。
特に最近増えているのは、以下のような被害です。
出会い系サイト
コミュニティサイトから「マネージャーだがアイドルの彼があなたと話したがっている」
「病気だけ
ど多額の遺産があるので、話し相手になってくれればお礼します」と言われて出会い系サイトに誘導
され、そこで有料でポイントを購入してやり取りを続け、結局は実在しないサクラにより多額の被害
に遭います。
情報商材・内職
儲け話や在宅ワークをネットで検索し、「１ヶ月に10万円収入が得られる方法」を数万円で購入
したにも関わらず、実際は何の役にもたたないとか、
「ショップオーナーになるためのサイト開設費
用が必要」として数十万円支払っても１円も収入が得られないなどの被害に繋がります。
ペニーオークション
０円１円で出品されている商品を入札するためのポイントを予め有料で購入し、そのポイントを
使って入札します。落札できなくてもポイントは返金されずギャンブル性の高い取引です。中には
悪質なサイトもあり、いくらポイントを使っても落札できないという問題が発生します。
特に電子商取引には複数の決済手段が用意され、中にはクレジットカードが詐欺の支払手段に利
用されることもあります。決済手段による救済が検討できることもあるので、被害に遭ってもすぐ
に諦めないことが必要です。

震災に便乗した悪質商法にご注意ください
宮城県環境生活部消費生活・文化課

今回の震災で被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
さて、過去の大規模な災害の後には、災害に便乗した悪質商法が横行しました。被害に遭わないように、十分注意し
てください。
点検商法
・「屋根瓦を点検してあげる」と言って訪問し、２階の室内から屋根を見ただけで契約もしていないのに「点検料と
して５万円支払え」と言う。
・ 電力会社を名乗り「地震後の点検」と言って訪問し、地震による修理と称して高額な料金を請求する。
かたり商法
・「当社と家の修理契約をすれば、行政から補助金が出る」などとウソの勧誘を行い、壊れた住宅の屋根や壁の修理
契約を勧誘する。
・「ボランティアで、壊れた屋根にブルーシートをかけている」と言って訪問し、その後「今すぐ補修した方がいい」
と不安を煽り、高額な契約を急がせる。
保証金詐欺
・「家の補修費や当面の生活費を貸し出すので、返済保証金を入金してくれ」と保証金名目で入金させるが、貸し出
しは行われない。
義援金詐欺
・ 公的機関を思わせる名称を用いて、自宅を訪問したり、ハガキを送ったりして義援金名目のお金を集める。

被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐに相談してください。
宮城県消費生活センター ０２２−２６１−５１６１ （土日も受け付けます。）
断っても相手がしつこく居座るときは、１１０番しましょう。
（独立行政法人国民生活センターホームページを元に作成しました。）
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景気低迷、デフレ、失業率の高止まり、日本を表現する言葉には残

リスクがわかりにくい金融商品

念ながら魅力的な言葉は見当たりません。私たちの個人資産について
も銀行の普通預金は0.05%を大きく下回る利率で、100万円を１年間預
けても税引き後で200円程度の利息では、ATMの手数料で消えてしま
いそうです。
お金を増やそうと高い金利で安全な金融商品はないものかと目を皿の
ようにして探している方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのよ
うなときに、こんな誘いがあったらどうしますか？「１年満期で利息4%
の債券があります。発行するのは北欧の公的金融機関で格付けはAAA
と最高です。満期の時には円で償還されますが、ただし、ある先進資源
国の為替が今よりも6円安くなったときは、満期のときにその国の通貨
で償還されます。でも日本よりも成長力が高いので通貨も高くなる可能
性の方が高く安心ですよ。なによりも4%の金利は魅力ですよ。
」
あら、そんな金利は日本の債券じゃ無理よね。しかも日本の国債よ
りも格付けが高いんだから、大丈夫よね……。と考えたあなた、この
金融商品の中にあるリスクをしっかり見ていますか？
最近、金融機関で扱うことが多くなっているユーロ円建てデュアル
カレンシー債と呼ばれる債券がそれです。専門的にいうと「ヨーロピ
アンタイプの通貨オプションのプットポジションの売り建て」という
金融取引をしたのと同じことになります。
簡単に言うと、この取引により得られる利益は金利分が最高で反対
に損失が出るときには最悪ゼロになってしまうこともあり得る取引な
のです。もちろん為替が設定された範囲に収まると元本割れは発生し
ませんが、その為替の動きについては誰も保障はしてくれませんし、

それこそ自己責任なのです。一方で利益は先ほどの例で言うと4%と限られたもの。これがこの商
品のリスクの中味なのです。だからといってすぐには危ないものとは思わないでください。元本
保証のない自己責任の金融商品にとって、リスクとリターンはセットなのです。
たとえば、リスクゼロの金融商品としては、一般的にその国の国債の利回りが指標になります。
2011年2月時点での日本国債1年物の利回りは0.15%前後です。先ほどの例と比べて4%と0.15%の金
利の差が、デュアル債券の購入者にとってのリスクの対価、すなわちリスクプレミアムになるの
です。このリスクプレミアムは市場の実勢価値で決まるものですから、同じような商品があって
もその月の商品と数ヶ月前のものを比べて高い低いを判断するべきでもありません。通貨のブレ
のその時の市場評価で決まるからです。
大切なのは、ハイリスクハイリターン、ローリスクローリターンの原則であり「ただ飯はない」
のことわざのように簡単で確実に収益が高い金融商品はないということを忘れないことです。
「リ
ターンとリスクは正比例する」ということは忘れてはいけないのです。銀行の普通預金金利が低
いのも1000万円までの元本保証といつでも引き出せるという流動性の高さのメリットの見返りと
考えるべきなのです。
いまご紹介したデュアルカレンシー債以外でも、特約付き外貨預金と呼ばれる金融商品もあり、
金利が高いものの、中途解約で違約金が発生したり、円安になっても為替差益が受けられなかっ
たり、満期時の円建て価値が元本割れしたりというリスクがやはり見落とされている場合が多い
ようです。賢い消費者はリスクの見極めが大切です。
日本ＦＰ協会宮城支部
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遊（まな）びの楽校（がっこう）の現場で
ー 体験を通して学ぶ金銭教育 ー
東松島市立矢本中央幼稚園長（金銭教育研究校）

津田 眞一

「きゃーすごい」、「ほらほらこんなにでっかい新聞紙のボール…」、「ぼくな
んか剣作ったぞ」、「ごちゃごちゃにすんな。むだになるから」。
幼稚園の学びはみな「あそびの姿」をしています。幼児にとっては、体験を
通して獲得した「知」だけが新しい認識です。そこで幼稚園では、子どもたち
の自発性が最もよく発揮される遊びを提案し、たくさんの気付きや学びを体験
的に獲得できるよう支援しているのです。私たちは、このことを「遊（まな）
びの楽校（がっこう）」と表し、学びのあふれる園づくりを目指しています。
保育室は新聞紙でいっぱい。保育が終わりに近づき、全身で素材とかかわっ
た満足感が幼児の心を満たしたら、さあ「おかたづけの時間」です。
「お片付けの時間になりました。みんなで力を合わせてお片付けをしてくだ
さい。」幼児の掛け声で、保育室は一気に「お片付けモード」。
「ねぇ、ねぇ、もったいないよね。」「とっておいて、また後で遊ぼう。」「新
聞紙置く場所つくろう。」…。廃品だって、紙くずだって、大切な学びのアイ
テム、大切な宝物。新しい遊（まな）びや価値を生み出すのです。そして、子
どもたちは、あとで遊びに使うものと、再資源化するものとを選び分けること
の必要性に気付きました。後で使うものは「もっとの箱」に整理し、再資源化
するものは「さよならの箱｣ に入れてお別れです。でもお別れもまた「新しい
価値の誕生」であることを子どもたちは知ったのです。
今日も子どもたちは、園舍いっぱいに遊（まな）びを展開し、遊びを通して
生きた知恵を探しています。幼稚園という「人生の箱庭｣ の中で、全身で環境
にかかわり、働きかけ、試み、見出しながら…、本当の豊かさの時代を作り出
すため、幼い純粋な心と感性を働かせ、園庭の砂場から「学び」という宝物を
掘り起こしているのです。

クレジットカード現金化
クレジットカードを現金化するとうたって、カードのショッピング枠で商品などを購入させ、それを業
者が買い取ることで消費者に現金が渡るという手口。最近では消費者にキャッシュバック付き商品をク
レジットカード決済で購入させ、消費者へ購入した商品とともに現金を渡すというキャッシュバック方
式の手口も増加している。換金目的でクレジットカードを利用することは会員規約に違反しており、ク
レジット業界で禁止している行為。利用すると消費者は退会処分等を受けることもある。退会処分になっ
た場合は、一度に利用金額を支払わなければならなくなったり、クレジットカード現金化が不正な利用
方法であることを知りながら利用した場合は消費者自身も詐欺罪などに抵触する可能性がある。そもそ
も消費者金融などから融資を受けられない消費者が利用するケースが多くなっており、状況をよりいっ
そう深刻にしたり新たな多重債務者を生むきっかけになってしまう。一時的に現金を手に入れることが
できても、その金額よりも高額なクレジットカードの支払いに追われるなど、大きなリスクを伴う。
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事例 1

事例２

キャッチセールス

アポイントメントセールス

街中で「無料でハンドマッサージが

突然自宅に電話があり、「やっと若

受けられます」と声をかけられ受けた

い人につながった」「ジュエリーにつ

ところ、通常は 3 万円コースのエステ

いてのアンケートに協力して欲しい」

が 2,100 円で受けられるという勧誘

などと言われた。話をしているうちに、

を受け、申し込んだ。後日店舗で体験

「他県出身で仙台を知らない、案内し

エステを受けたところ、全身の写真を

て欲しい」などと言われて会ったとこ

撮られ、個人情報を書かされた上に、

ろ、事務所に連れて行かれ、アクセサ

49 万円のエステコースをクレジット

リーを勧められた。断ったが、
「自分

払いで契約するよう勧められた。
「家

がデザインしたものだから是非持って

で考えます」など何度も断ったが、
「駄

社会経験の少ない若者の消費者被害

欲しい」など執拗に勧められ、断り切

目です、今考えてください」と執拗に

が後を絶ちません。

れず契約した。その後も強引に契約さ

勧められ、早く帰りたい一心で契約し

今 回 は、 若 者 が 被 害 に 遭 い や す い

せられ、契約総額は 170 万円近くに

てしまったが、解約したい。

キャッチセールスとアポイントメン

なってしまった。解約したい。

トセールスの手口をご紹介します。

街中で「アンケートです」などと声をかけ、事務所などに連れて行き、執拗に勧誘をして契約をさせ
るのが典型的なキャッチセールスの手口です。事例のように、街中で「無料体験」
「お肌のチェック」
「ハ
ンドマッサージ」などといって人を集め、店舗に誘導して、帰りづらい雰囲気の中で執拗に高額なエス
テなどを勧め、仕方なく契約をさせる、といった手口もあります。街中で「アンケート」
「無料体験」な
どと声をかけられても相手にせず、無視することでキャッチセールスによる被害を防ぐことができます。
また、自宅に電話をかけてきて、
「アンケートです」
「友達になって欲しい」
「仙台を案内して（案内す
る）
」などと言って誘い出し、事務所に連れ込んでアクセサリーなどを契約させるアポイントメントセー
ルス（デート商法）も若者を中心に被害が多く発生しています。
「会って欲しい」と言われても、絶対に
会いに行ってはいけません。
このようなキャッチセールスやアポイントメントセールスは、たとえ事務所などで契約していても、
不意打ち性があることから、
特定商取引法上の訪問販売に該当します。このため、
契約をしてしまっても、
クーリング・オフで契約を解除することができます。クーリング・オフできる期間は、記載事項に不備
のない契約書面を受け取った日から８日間です。契約書面に不備がある場合は、８日間を過ぎていても
できます。
断り下手な人、頼まれると断れない性格の人は要注意です。
『誘われてもついていかない』
、
『会いに行
かない』
、
『いらないと思ったらきっぱりと断る』ことが大切です。

宮城県消費生活センター
０２２−２６１−５１６１（相談専用）

消費者ホットライン
０５７０−０６４−３７０
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★ 金融学習グループの募集
気の合った仲間同士で、くらしに身近な金融や経済のこと、ライフプランの立て方
や子どもの金銭教育のことなどについて学びたいというグループはありませんか。

比較的少人数でも活動可能
名称は自由
目的にあった学習活動の実践
活動支援期間は１年間
活動経費の一部補助
ご希望の方は、当委員会事務局にお問い合わせください。

当委員会では、金融商品の知識や金融トラブル、子どもの金銭教育などをテーマと
した講演会や学習会に講師を派遣しています。ぜひご利用ください。
期

間

随時

対

象

幼稚園、学校、PTA、地域、団体、企業、各種講座やセミナーなど

時

間

60分前後

その他

ビデオや各種資料を準備

詳しい内容や派遣の申し込みについては、当委員会事務局にお問い合わせください。
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宮城県環境生活部消費生活・文化課内（消費者行政班） TEL.022-211-2523 FAX.022-211-2592

講師派遣に要する経費は当委員会が負担します。

〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1

★ 講師派遣のご案内

●くらしWatching／No.35／平成23年 春

活動のポイント

●編集・発行／宮城県・マネー情報

カリキュラムの作成や学習の進行は事務局がお手伝いします。

