
日本経済は世界第二の規模を持つ市場
経済です。2004年の実質国内総生産

（GDP）は 524兆 6,200億円でした。また一
人当たり国民所得は、2003年は 2万 8,496米
ドルで、OECD加盟国中 14位でした。

1950年代から 1980年代にかけて日本経
済は目覚ましい発展を遂げました。しかし
1990年代初頭の「バブル経済」の崩壊後、お
よそ 10年にわたって、いくつかの小さな好
転はあったものの GDPの成長は滞りました。
2002年にようやく経済は底を打ち、以来ゆっ
くりではあるものの着実に回復しています。
日本政府は経済の活性化をめざし、広範な構
造・規制改革を実施しました。企業の間でも
大改革が行われ、競争力を高めるための合理
化が進められました。このような努力と世界
的な好況に支えられ、日本経済は今、回復期
にあります。

高度成長期

第二次世界大戦後の日本経済は、戦時中
に広範囲にわたって壊滅した産業インフラの
残余の中から発展しました。1952年の GHQ
による占領終了時、日本はいまだ「後進国」
であり、一人当たりの消費はアメリカ合衆国
のおよそ 5分の 1でした。しかしその後 20
年の間に、日本は年平均約 8パーセントの成
長を続け、戦後に「後進国」から「先進国」
へと発展した最初の国となりました。これを
可能にしたのは、個人貯蓄と民間設備投資が
いずれも高率であったこと、勤労意欲の高い
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労働力、安価な石油が豊富にあったこと、技
術革新、民間部門への政府の効果的な介入な
どです。戦後の世界経済は IMF（国際通貨
基金）や GATT（「関税と貿易に関する一般
協定」）が唱導する自由貿易の原則の下、急
速な成長を達成しましたが、日本はそこから
大きな利益を得ました。そして 1968年には
アメリカにつぐ世界第二の経済大国となっ
たのです。

1950年から 1970年の間に日本の都市人口
は 38パーセントから 72パーセントに上昇
し、産業労働力が増加しました。日本の産
業の競争力は着実に強まり、1960年代の輸
出は年平均 18.4パーセントも拡大しました。
1960年代半ば以降は、1973年の石油危機（オ
イル・ショック）に続く数年を除いて、毎年
経常収支の黒字が達成されました。この時期
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の経済成長を支えたのは、高い個人貯蓄率を
背景に民間部門の設備投資が堅調であったこ
と、さらに日本の産業構造が大きく変化した
ことです。かつて経済の主力は農業と軽工業
でしたが、いまや重工業に焦点が移ったので
す。鉄鋼、造船、機械、自動車、電気機器が
工業の中心を占めるようになりました。

1960年 12月、池田勇人首相は所得倍増計
画を発表し、1961年から 70年までの 10年
間に年 7.8パーセントの成長を実現するとの
目標を示しました。産業基盤の拡大をめざし
た政府の経済政策は功を奏し、1968年まで
に国民所得は二倍になり、年平均成長率 10
パーセントを達成したのでした。

成熟した経済

田中角栄首相が打ち出した経済社会基本
計画（1973年 2月）では、1973年から 77年
にかけて引き続き高成長が予測されました。
しかし 1973年には国内のマクロ経済政策の
影響で貨幣供給量が急増し、不動産や国内商
品市場での投機熱を高めました。この頃日本
はすでに二桁のインフレに悩んでいました
が、さらに 1973年 10月に中東地域で戦争が
勃発すると石油危機が起こりました。エネ
ルギーコストは急激に上昇し、また円相場
は、それまではその実質的強さを反映してい
なかったとされて、変動相場制へと移行しま
す。その結果、不況となり、将来の成長予測
は引き下げられ、民間投資も縮小しました。
経済成長率は 10パーセント台から 1974年か
ら 79年の間に平均 3.6パーセントへ、1980
年代には 4.4パーセントへと減速しました。
しかしながら、石油危機とその後の展開

にもかかわらず、日本の主な輸出産業はコス
ト削減と効率化を通じて競争力を維持しま
す。産業のエネルギー消費は抑えられ、特に
自動車産業は軽量で経済的な車種を開発する
ことで、世界市場における地位を改善するこ
とができました。1979年の第二次石油危機
の発生が要因となり、日本の産業構造は重工
業重視から大規模半導体集積回路などの新分

野の開拓へと根本的に変化します。1970年
代後半には、コンピュータ、半導体、その他
のテクノロジーや情報集約型産業が急速な
成長期へと入っていきました。
高度成長期同様、1970年代と 80年代にも、

輸出は日本経済の成長において重要な役割
を演じました。しかし日本の国際収支の黒字
が拡大して貿易摩擦が起こり、日本に対して
国内市場をもっと開放し、また経済成長の原
動力として内需志向型に転換せよ、との要求
も強まりました。

「バブル経済」

1985年のプラザ合意以降、急激な円高が
進み、1988年には 1ドル 120円に達しました。
これは固定相場制にあった 1971年の価値の
3倍です。その結果、日本の輸出品の価格は
上昇し、海外市場では競争力が低下しました
が、政府の財政政策が国内需要の拡大を支え
ました。
企業による投資は 1988年と 89年に急速
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新規住宅購入に対する税額控除等の減税措置
も実施されました。1999年 2月から、日銀は
貨幣供給量改善のため 0パーセントの短期金
利政策を実施し、翌 3月には政府は 7.5兆円
の公的資金を主要 15銀行に注入しました。
こうした政策の実施とアジアにおける日

本製品の需要の拡大によって、1999年後半
から 2000年にかけては、株価の上昇や一部
産業における収益の増大等、回復の兆しも見
られるようになりました。しかし 2001年に
経済は再び後退します。その要因としては、
国内的には内需の停滞、デフレ、銀行の巨額
の不良債権といった問題が、また国際的には
アメリカ経済の悪化で日本の輸出が衰退し
たことなどが挙げられます。失業率は、1990
年にはわずか 2.1パーセントであったのが、
2002年には 5.4パーセントに上昇しました。

2002年初頭に経済はようやく底を打ち、
緩慢ではあるものの着実な回復期に入って、
2000年代半ばである現在まで続いています。
バブル崩壊後の後遺症は 10年以上も続きま
したが、ようやく大部分が克服されたように
考えられています。主要銀行の不良債権率は
2002年の8パーセント超から2006年の2パー
セント未満に下がり、その結果、銀行の貸し
出し能力が回復、金融仲介機関としての機能
を本格的に取り戻しました。
企業は過剰雇用、過剰設備、過剰債務の

いわゆる「三つの過剰」問題の処理を大幅に
進め、企業収益、財務状況、そして新規設備
への投資活動が改善されました。失業率は引
き続き下がっており、低下傾向にあった製造
業における雇用も 2005年度には上向きまし
た。景気回復を反映して、株価も 2003年か
ら 2006年にかけて順調に上昇しました。個
人消費の上昇とともに、活況を呈する世界経
済からの強い需要が、日本経済回復の原動力
として重要な役割を果たすと予想されてい
ます。
楽観論が支配的な中、依然として問題も

残っています。消費者物価は徐々に上向いて
いるものの、経済の完全な正常化のためには
デフレの克服が必要です。また回復の程度に
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に拡大しました。株価は上昇し、新規公開株
も急騰したので、株式市場は企業にとって重
要な資金調達源となりました。一方銀行は、
不動産開発に資金をつぎ込むようになりま
す。企業はまた、自社保有の不動産を担保に、
株式に投資するようになりました。その結果
として、この時期に地価は 2倍に、日経平均
株価指数は 180パーセント上昇しました。

1989年 5月、政府は土地等の資産価値の
上昇を抑えるために金融政策を引き締めまし
た。ところが、金利引き上げが株価を下方ス
パイラルに引き込み、1990年末の東京株式
市場は 38パーセント下落し、時価総額 300
兆円（2兆 700億米ドル）が消失しました。
地価も投機的投資がピークだった頃より暴落
しました。このように急激に景気後退に陥っ
たことは、「バブル経済」が「はじけた」状
態として知られています。

1995年以降の経済

バブル後の不況は 1990年代後半から 21
世紀にかけて継続しました。1995年と 96年
には、円安および阪神・淡路大震災（1995
年 1月）後の復興策に関わる需要の伸び等を
背景に、一時的な回復の見込みも現れました。
しかし 1997年には、消費税率の引き上げや
政府の投資活動の縮小、また主要金融機関の
破綻といった出来事を要因として、景気後退
は深刻化しました。巨額の不良債権は地価の
下落続行でさらに悪化し、金融機関は融資を
引き締め、企業は生産設備への投資を減らさ
ざるをえませんでした。これにアジア経済危
機による輸出の落ち込みが重なり、ほとんど
すべての産業が利益を減らしました。雇用者
の賃金も減少したため、消費支出も落ち込み、
1998年には日本経済はマイナス成長となり
ました。

1998年に、政府は 60兆円の資金枠を整備
して経済復興のための公的資金注入を行い、
さらに金融機関の貸し渋りに対する緊急措置
として、さらに 40兆円を注入しました。1999
年の国家予算は公共事業支出を大幅に増強し、
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は地域差もあり、その証拠に大都市地域では
地価は横ばい、もしくは再度上昇し始めまし
たが、それ以外の地域ではなお下落が続いて
います。また、2006年に日銀は量的金融緩
和政策を解除して金利が上昇し始めたため、
企業収益と経済全体に与える影響を予想する
には注意が必要です。
現在の経済回復からさらに先を見渡した

場合に、ますます懸念されているのが、日
本社会の高齢化が経済にもたらす影響です。
2005年には 65歳以上の人口は全体の約 20
パーセントでしたが、2055年にはそれが約
41パーセント前後になると予測されていま
す。労働人口の縮小がもたらす影響を最小限
に抑えるためには、労働生産性を高めると同
時に、女性や 65歳以上の高齢者の雇用を促
進することが必要でしょう。加えて、負担と
受益に関する世代間の格差拡大を防ぐため
に、年金その他社会福祉制度についても根本
的な改革が求められています。

対アジア関係の拡大

日本の輸入品全体における工業製品の割
合は、1980年代半ば以降大幅に増加し、1990
年には 50パーセントを超え、1990年代後半
には 60パーセントに達し、国内産業の空洞
化の恐れを招いています。1980年代後半に
拡大した貿易摩擦と、急激な円高とで、主要
輸出産業、特に電機や自動車を生産する多く
の企業が海外に生産拠点を移しました。テレ
ビやビデオレコーダー、冷蔵庫といった電気
製品の製造会社は、中国、タイ、マレーシア

をはじめとする、良質で安価な労働力のある
アジア諸国に組立工場を開設しました。これ
らの工業製品に関しては、今や輸入品の市場
シェアが国内製造品のそれを超えています。
近年、中国からの輸入製品の急激な拡大

が、ある関心を呼んでいます。2001年から
2005年にかけて、日本の中国からの輸入は
170パーセント拡大し、一方、同時期の中国
への輸出はそれ以上の 235パーセントも拡大
しました。ところが、日本の対中貿易は大
幅な赤字が続いています。中国やその他のア
ジア諸国との間で輸出と輸入がいずれも拡
大していることの一つの要因は、製造業のグ
ローバル化現象の一環として起きている国
際分業の進展です。日本企業は資本財（機械）
や半製品（部品など）を、中国に対する直接
投資を通じて設立した生産施設に向けて輸
出し、完成品を国内に輸入しています。現在
のところ、日本は知識あるいは技術集約型の
生産体制であり、中国は労働集約型の生産体
制という垂直的分業がなお存在します。しか
し中国やその他の発展途上諸国が技術力を
向上させていけば、日本の製造業は、知識・
テクノロジー集約型分野の比較優位性をい
かに維持していくか、という問題に直面する
ことになります。

（単位：千人）
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