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要約 

経済とは国民生活を支える土台であるため、経済の安定は国民にとって必要不可欠なもの

である。そこで本論文では、近年日本経済に生じているショックについて検討、考察を行い、

短期・長期的視点に立ってそれらのショックへの対応策を示していく。ここでいうショック

とは、予想していなかった、もしくは予想を超えて経済に影響を与え、短期的・長期的な安

定成長への阻害要因ともなる出来事と定義づけており、サブプライム問題・石油価格高騰・

食糧価格高騰の３つを挙げている。 

今回我々が挙げた３つのショックは、それぞれ個別に発生しているのではなくその原因・

過程において相互に影響を与えていると考えられる。具体的に言えば、我々は今回のショッ

クのスタートをサブプライムローン問題と捉え、それを契機として石油価格高騰・食糧価格

高騰が生じたのではないかと考える。予想外のショックであるサブプライム問題により投機

マネーが大幅に石油・食糧の先物市場に流れたことで、石油・食料品価格の高騰も予想以上

のショックとして日本経済に影響を与えた。その後の景気後退・インフレからのスタグフレ

ーション懸念への流れとしては、サブプライムローン問題が世界的な景気後退・石油価格高

騰や食料品高騰・その他の製品の高騰がインフレを引き起こした結果、スタグフレーション

懸念を導いていると考える。 

本論文では、上記のような複合ショックが日本経済にどのような影響を与えているのか、

またそれらへの対応がどのような影響を持つのかを総需要―総供給（ＡＤ―ＡＳ）モデルを

用いてマクロ分析を行う。 

はじめに供給ショックについて検討する。今回のショックは、サブプライムローン問題に

よる投機マネーが大量に原油や食糧の先物市場に流入したことでのインフレと考えられ、コ

ストプッシュ型インフレという典型的な供給ショックであると言える。コストプッシュ型の

インフレは、総供給曲線を左方にシフトさせる。これにより生産量つまりはＧＤＰの減尐を

招き、物価は上昇する。このＧＤＰの減尐と物価上昇は近年懸念されているスタグフレーシ

ョンを表している。 

次に需要ショックについて検討する。日本はサブプライムローン問題による直接の影響は

尐ないものの、米欧からの影響により間接的にかなりの影響を受けたと考えられる。具体的

な影響としては、輸出・設備投資・個人投資・貨幣供給量の減尐などが挙げられる。このよ

うな影響を受けて、日本国内の総需要は減退し、総需要曲線を左方にシフトさせることとな

った。需要曲線の左方シフトは、ＧＤＰの減尐・物価の下落を引き起こし、一般的なデフレ

時の状況を導く。 

我々は供給・需要ショックを統合して検討した結果、今回のショックから派生した日本の

事態経済への影響は、景気に関しては供給ショックからの後退以上の後退を示していて、物

価に関しては供給ショックによる上昇ほど上がっていないという結論に至った。石油価格や

他の製品の価格も低下していることから、供給ショックについてはある程度落ち着いたと言

えるが、ＡＤ曲線に関しては更に左方シフトすることが予想される。今後のＡＤ曲線の左方

シフトを考慮に入れるとスタグフレーションではなくデフレの状況になると考えられる。以

上のことから、我々は短期的な対策ではインフレ対策ではなく景気政策を優先して行うべき

という結論を得ることができた。具体的には「設備投資税額控除」による景気刺激を提言す
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る。この政策の目的は、今回のショックにより景気後退局面に転換した時に最も苦しい中小

企業などを支援することで経済を下支えすることにある。さらに、今後の景気後退を視野に

入れ、中小企業の中でも建設業や製造業などの第二次産業にターゲットを絞った。今回特に

影響が大きかったと考えられる第二次産業に対して支援を行うことで、第二次産業の企業は

設備投資をある程度増やすと予想される。その結果、設備投資を増やした企業の生産性向上

による業績拡大・その設備を生産する企業の業績向上・設備投資が行われることによる雇用

の創出という効果をもたらす。ここで重要なのは、設備投資を行った企業のみに影響がでる

わけではなく、波及効果として他企業、他産業に正の影響を与えることが可能だということ

である。ある企業の投資の増加により、経済全体の底上げ効果が期待できるのではないかと

我々は考える。 

今回のショックにおいて、短期的には景気刺激策を採ることで対応した。しかし目先の対

応だけではなく、日本経済の中長期的な発展をもたらす様な経済政策を行うことも肝心であ

る。そこで、我々は日本の中長期的発展のためには、ＴＦＰ（全要素生産性）を向上させる

ことが必要であると考える。ここでいうＴＦＰは『（ＴＦＰの上昇）＝（生産の増加）―（資

本・労働投入量増加による生産の増加）』と定義されるものである。このＴＦＰの上昇に寄

与するものとして、我々は対日直接投資の促進を提言する。 

まず、ＴＦＰの上昇の重要性について概観したい。一つ目のポイントとして、ＴＦＰの上

昇は労働者一人当たりの生産を高め国民生活の改善に直結することが挙げられる。また、Ｔ

ＦＰ上昇による経済成長は持続可能性が高いということが二つ目のポイントである。三つ目

は、ＴＦＰの定義からも明らかなように、ＴＦＰの上昇は企業レベルでいえば、資本収益率

の上昇に直結している点である。そして、最後に重要な点として挙げられるのは、ＴＦＰの

上昇は資本の収益率だけでなく労働の限界生産力上昇を通じて賃金率を引き上げる効果を

持つことである。つまり、ＴＦＰの上昇は労働の質の改善を通じて、さらなる経済成長を生

み出す可能性を持っているといえる。 

上記に示したように、ＴＦＰの上昇は日本経済の中長期的な経済成長のために重要である

といえる。その上で、我々がＴＦＰの上昇に寄与すると考えた対日直接投資について検討す

る。もし、外資系企業の方が日本企業よりＴＦＰ水準が高く、対日直接投資によって投資先

企業の水準が上昇するなら、対日直接投資は日本の経済問題解決に大きく寄与すると考えら

れる。 

そこで、先行研究である『対日直接投資と日本経済』を基に外資系企業と日本企業のＴＦ

Ｐ水準を比較したところ、外資系企業の方が生産性や収益率が高いことが分かった。またこ

の先行研究を基に、外資系企業によるＭ＆Ａと国内企業間によるＭ＆Ａで投資先企業のＴＦ

Ｐ上昇率にどのくらいの差があるのかを検討したところ、対日Ｍ＆Ａと比較して国内Ｍ＆Ａ

の場合には、生産性や収益性の改善はあまり見られないことが分かった。つまり外資系企業

の方が日本企業よりＴＦＰ水準が高く、対日直接投資によって投資先企業のＴＦＰ水準が上

昇するので、対日直接投資は日本の経済問題解決に大きく貢献するといえる。 

しかし、日本は他の先進国と比較して、対日直接投資が極端に尐ない。その原因として、

法人税の実効税率が高いという日本の税制上の問題や内部取締役中心の取締役会・第三者に

よる経営介入の排除に見られる日本企業の閉鎖性が挙げられる。ゆえにこの問題の解決が必

要になってくる。 

まず、法人税の実効税率の高さを解消するために、法人税の引き下げについて課税ベース

の見直しや抜本的税制改革の中で検討する必要がある。次に、日本企業の閉鎖性に関してだ

が、株式持合いの解消などに見られるように経営権の取引に関する状況は転換点を迎えてい

るので、今後もこの流れを絶やさず、日本を魅力ある投資国にするための環境整備を期待し

ていきたい。 

今回、サブライムローン問題を契機とした金融危機や急激なインフレ、景気後退など、世界

的に広がった「ショック」についての考察を始めとして、日本経済を軸として、短期、中長
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期の立場に立って、日本経済が取るべき対策や立場について論理を展開してきた。以上で展

開してきた内容は、日本経済のため、日本国民のために今後必要になると我々は確信してい

る。今回の対策や政策がもしとられるとするなら、日本経済に恩恵をもたらす可能性は大い

にあるだろう。
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はじめに 

経済は国民生活を支える土台であり、全ての国民は経済活動を営んでいる。もし経済がな

んらかのショックを受けた場合、国民の経済活動に支障を来たす可能性がある。よって経済

の安定は国民にとって必要不可欠である。長期的な視点からの経済の安定成長のためには、

短期の資源配分の効率性や需給の均衡などの短期的な安定が前提となる。そこで今回ショッ

クを、予想していなかった、もしくは予想を超えて経済に影響を与え、短期的な経済の安定

の阻害要因となり、ひいては長期的な安定成長への阻害要因ともなるような出来事と定義す

る。 

本論分では、近年日本経済に生じているショックについて検討、考察を行い、短期、長期

の視点に立ってそれらのショックへの対応策を示していく。 

論文構成は、第 1 章から第 3 章までを総論として、現状生じているショックの分析と経

済への影響の分析を行うことで、今後の展開を予想する。その後、第 4 章、第５章を各論

とし、今後に日本経済がとっていくべき政策について論じる。 

第１章において日本が直面しているショックとして、サブプライム問題・原油価格高騰・

食料品価格高騰を挙げる。それら３個のショックが互いにどの様な関連性があるのかを第１

節で分析し、第２節でそれぞれのショックの原因・日本への影響につて個別に述べる。  

  第２章では、第１章での分析をふまえ、日本経済は景気後退・インフレのスタグフレーシ

ョンの局面へと突入する可能性について、ひいてはデフレへの可能性について、マクロ分析

を行うことで検討する。 

第３章では、これまでの分析で見えてきたことについてまとめることで、次章の政策提言

への橋渡しを行う。 

第４章では、今後の日本がとるべき政策について、短期的な立場から論じていく。具体的

には景気対策を軸として記述する。 

第５章では、これまでの第１章から第４章までを踏まえ、中長期的な観点に立って、論理を

展開していく。 
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第1章 日本が直面しているショック 

第1節 ショックの複合性の分析

 
上のフローチャートは、ショックが生じてそれらが相互に絡み合いながら、景気後退、

インフレを招き、ひいてはスタグフレーション懸念を引き起こしかねないということをフ

ローチャートにまとめたものである。 

今回我々が挙げた３つのショックはそれぞれ予想外、もしくは予想を超えて影響を与え

ていると考えられるが、それぞれのショックは個別に発生しているのではなくその原因、

過程において相互に影響を与えていると考えられる。 

  我々は今回のショックのスタートをサブプライムローン問題と捉え、それを契機として

石油価格高騰、食料品価格高騰が生じたのではないかと考える。 

サブプライム
ローン問題 

石油価格高騰 

食料価格高騰 

投機マネー

流入 

世界同時株安 

景気後退 

インフレーション（コスト

プッシュ型） 

スタグフレーション 

他製品の価

格高騰 

米欧証券市場信

用低下 

商品先物市場 
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  石油価格や食料品価格はサブプライムローン問題が始まる前からある程度高まり始め

ていたが、それらの高騰は我々が定義する「ショック」と当てはまるとは考えにくい。石

油供給量の先行き不安や産油国の情勢などは、急激に生じたものではなくある程度予測の

範囲内であることがその理由である。 

一方、サブプライムローン問題は、予想外のショックと捉えることが出来る。このショ

ックにより投機マネーが大幅に石油、食料の先物市場に流れたことで、石油価格や食料品

価格の高騰もショックと呼べるほどの影響が生じるようになった。 

その後の景気後退、インフレからのスタグフレーション懸念への流れは、サブプライム

ローン問題が世界的な景気後退、石油価格高騰や食料品価格高騰、その他の製品の高騰が

インフレを引き起こした結果、スタグフレーション懸念を導いている。 

第2節 ショックの個別分析 
 

第１項 サブプライムローン問題 

 

(１)原因 

 

 ⅰ．サブプライム住宅ローンの急速な普及 

 

アメリカでは、2004 年以降、サブプライム住宅ローンの貸出しが急速に増加した。サブプ

ライム住宅ローンは預金機能を持たないモーゲージカンパニーによって貸し出され、その後

証券化されるものが大半を占めた。金利構造の特徴として、貸出し当初は市場金利よりも低

い固定金利が適用され、２～３年後にプレミアムを上乗せした変動金利へ移行（金利リセッ

ト）するハイブリッド変動金利が主流となっている。 

 

図１ サブプライム住宅ローンの貸出しの推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ではなぜサブプライムローンが急速に普及したのだろうか。普及の背景として①住宅ブー

ムにおける住宅価格上昇と持ち家層の広がり ②証券化の進展 ③住宅ローン市場への資金

流入を支えた国際金融環境、以上の三つが挙げられる。 
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①住宅ブームにおける住宅価格上昇と持ち家層の広がり 

2000 年代の住宅ブームにおいて住宅価格が急速に上昇した。IT バブル崩壊後の低金利政

策や人口･世帯数の増加などに加え、2004 年以降は住宅資産への期待キャピタルゲインの高

まりが住宅ブームを支えた。同時期に中低所得層へ持ち家層が広がるなか、将来の住宅価格

上昇を期待して、借入れ当初の金利を低く抑えたサブプライム住宅ローンへの需要が高まっ

たものと示唆される。 

 

図２ 実質住宅価格の推移         図３ 持ち家率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：アメリカ商務省（http://www.commerce.gov/） 

 

②証券化の進展 

米国では住宅ローンの大半が証券化され、貸し手の手を離れて、投資家に販売される。当初

は連邦政府の支援を受けた住宅金融機関が信用力の高いプライム層向けのローンを証券化

するのが主流であったが、次第に信用力の务るサブプライム層向け民間ローンの証券化が急

増した。金融商品としても当初はシンプルなローン債権の証券化が主流だったが、徐々にロ

ーン債権や証券を組み合わせ、２次加工、３次加工した債務担保証券（ＣＤＯ）の組成が増

えていった。一方、ヘッジファンドや機関投資家などの投資家サイドは、世界的な低金利の

もとで尐しでも高い金利を求め、ＣＤＯへの投資額を増していった。こうして世界のＣＤＯ

発行額は２００６年には約５５００憶ドルにのぼり、前年のほぼ倍に達するに至ったのであ

る。 

 

図４ 世界全体のＣＤＯ発行額の推移 
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出所：内閣府報告書（http://www.cao.go.jp/whitepaper.html） 

「世界経済の潮流」 2008 年 6 月 30 日現在 

③住宅ローン市場への資金流入を支えた国際金融環境 

今回起きたサブプライムローン問題の根本は過剰流動性にあると考えられる。この過剰流

動性の根源は２つに大別される。  

 第１は、米国の経常赤字である。この赤字の累積が過剰流動性の最大の根源である。ＩＭ

Ｆ体制崩壊後も、基軸通貨機能を引き継ぐ通貨が未成熟のため、米ドルが引き続き国際決済

通貨機能を担い、原油や商品取引なども米ドル建てとなっている。このため、米国経常赤字

は外国政府や民間の米ドル預金や債券・株式投資などのかたちで米国に還流される。米国赤

字対策としては都合が良いが、他方で米国経済の規律を甘くしている。また、アメリカの大

幅な経常赤字と新興アジア、中東諸国を中心とする海外の過剰貯蓄というインバランスを背

景に生まれた海外からの資本流入は、米国債購入による長期金利の低下に加え、ＲＭＢＳ・

ＣＤＯへの需要増を通して、サブプライム住宅ローン市場の活性化に寄与した。 

 

図５ 米経常赤字の推移 

 

出所：日経ビジネスオンライン（http://business.nikkeibp.co.jp/welcome.html） 

「Money Globe」 2007 年 10 月 31 日現在 

 

第２は、日本の超低金利と流動性供給である。日銀は金利を引き上げたものの、主要国と

の金利差は大きく、低金利の円資金を調達し、高金利国通貨に転換して運用するキャリー取

引が世界の過剰流動性を増加させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cao.go.jp/whitepaper.html
http://business.nikkeibp.co.jp/welcome.html
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図６ 先進６カ国の過剰流動性の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：国際通貨基金(http://www.imf.org/external/index.htm) 

   野村證券金融経済研究所(http://www.nomura.co.jp/market/report/research/index.html) 

 

金融市場では上記のような低金利や過剰流動性といった良好な金融環境を背景に、金融機

関、投資家、ヘッジファンドなどの高リスク高リターン投資の動きが活発になった。つまり

この「カネ余り」現象により資金が一気に市場規模の大きいアメリカの住宅市場に流れ込む

こととなった。 

ⅱ．サブプライム住宅ローンの延滞率の急上昇 

 

2006 年後半以降、住宅価格の上昇率が減速し始め、サブプライム住宅ローンの延滞率は

急速に高まった。05～06 年に貸付機関の融資基準が弛緩し、高リスクな貸出しが増加した

ことも寄与した。 

 

ⅲ．証券化商品への需要急減と金融資本市場の動揺 

 

ＲＭＢＳ・ＣＤＯは、格付けの大幅な引下げを受け需要が急減した結果、スプレッドが急

拡大した。証券化によってリスクが拡散されたことによって損失の所在・規模が不透明とな

ったため、金融資本市場で流動性不足や信用収縮が発生し、その動揺は国境を越えて波及し

た。 

 

 

 

(２)サブプライム問題の波及 

本論文では、サブプライム問題が日本経済に与えたおもな影響についてのみ取り上げた。 

ⅰ．原油・食糧価格の高騰 

 

 昨年夏に、サブプライム問題が火を噴いた後、米国は利下げを重ねた。その結果生み出さ

れた投機資金は原油先物市場に向かった。市場規模から見て大量の投機資金の流入はただち

に価格高騰を招いた。原油市場以外にも穀物や金市場など投機資金は商品先物市場に流れ込

んだ。 

 

ⅱ．株価の下落 

 

http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.nomura.co.jp/market/report/research/index.html
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世界的な株価下落は、個人消費や企業の生産や投資活動など日本の実体経済に悪影響を及

ぼす。個人が持っている株式の評価損が目減りすると、消費を抑えたり、住宅の購入を手控

えたりする動きが出るのがその典型例である。企業や銀行も株安が進むと設備投資や融資に

慎重になる傾向がある。 

 個人は、株安で含み益がなくなったり含み損が広がると、消費を抑え生活防衛に入る。こ

うした株安による個人消費の減尐は「逆資産効果」と呼ばれる。 

 株安は企業にも打撃になる。保有株式の価値が大きく下がると、企業は決算などで損失処

理を迫られる。株安局面では株式での資金調達も難しくなる。株安で個人消費が冷え込むと

企業が判断すれば、生産や設備投資などを縮小、雇用も抑えるようになる。 野村證券金融

経済研究所は、日経平均株価が１０％下がると、ＧＤＰベースの個人消費は０．２ポイント

低下、実質成長率も０．１５ポイント押し下げられると試算している。 

 国境を越える投資活動が増えるにつれ、株安は世界的に連鎖しやすくなっている。今回も

発端は米国の金融危機だが、株安は欧州、新興国にも波及している。米経済が悪化すれば、

各国からの米国向け輸出が減り、景気の行き先にも不安が出でくる。株安が世界の企業経営

者や消費者の心理に悪影響を与え、実体経済が悪化し、さらに株安が進むという悪循環も懸

念される。 

(３)日本経済への影響 

 

サブプライム問題による主な日本経済への影響をフローチャートで示したものを以下に記

した。サブプライム問題による混乱から米国は利下げを重ね、投機資金は原油・商品先物市

場へ流れ込んだ。これにより原油・食糧価格高騰を引き起こした。また米国を発端とした経

済危機は、欧州をはじめ新興国など各国に影響を及ぼし世界同時株安を引き起こしている。

このような状況は外需依存の日本経済にとって大打撃であり、銀行・企業・家計の３部門へ

悪影響を及ぼし、景気後退へと導きつつあると言える。 
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第２項 石油価格高騰 

（１）はじめに 

 

まず、2003 年～2008 年における原油価格の推移を見る。認識として、全体的に上昇傾向に

あることがわかる。この上昇傾向には、短期的・中長期的な要因が存在すると考える。マク

ロ分析などを用いて分析していく。 

 

 

（図７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）原油価格高騰の原因 

まず、短期的視点に原因を分析する。2007 年 8 月 9 日フランス大手銀行 BNP バリバが

傘下の３ファンド換金を凍結したことから、サブプライムローンのリスクに対する金融不安

の動揺が全世界へ飛び火した。これをうけ、昨年の 8 月からアメリカでは、金融不安の鎮

静化・景気後退を回避するための大幅な利下げを行い、また銀行や証券会社に連銀が直接お

金を融通させたことで、市場に資金が出回ることとなった。しかも、低金利の一方で、物価

は上昇していた。そのため実質金利は、マイナスの状態となった。つまり、資金を短期の国

債などで運用していたのでは、元本が実質的に目減りしてしまう。そこで、インフレに強い

運用をするという対策をとることになった。そして選ばれたのが、原油という形で資産を運

用することだった。原油つまり実質資産であれば、インフレが起きても価値が目減りするこ

とはないと考えたのだ。そして、原油に投資する投資家が増加したことで、原油先物価格の

上昇が見られた。更に原油先物への投資が増加することとなった。この急激な上昇は、我々

が考えるショックつまり予想を超えて経済に影響を与える出来事にあたる。つまり、短期的

な視点で見ると、今回の原油価格高騰は投資資金などが原油先物市場に流れ込んだことで、

いわゆるバブルが発生したと考えることができる。次に、中・長期的視点で分析をすると、

以下のグラフで示すとおり、中国やインドや中東諸国を代表とした新興国の急激な経済成長

による国際石油市場における需要の大幅拡大が挙げられる。加えて、産油国ナイジェリアの

供給不安増大のほか、イラクサウジアラビアでの武装組織と治安部隊との衝突、米国南部の

大型ハリケーン襲来による原油生産国の生産余力の低下が挙げられ、超過需要に対して供給

サイドが追いついていかない現状にある。つまり、中長期的視点においては、構造的な需要

供給バランスによる原油価格高騰が考えられる。 
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（図８）                    （図９） 

 

（３）原油先物市場に流れ出した理由 

次に、短期的視点に立ったバブル的要因を基に、原油先物市場に投機資金が流れ込んだ要

因を論理的に考える。サブプライムショック後、自己増殖を求める資本の動きの１つとして、

新しいリスク資産を見つけ、そこに皆で殺到し、バブルを作り出す方法があった。同じ市場

に大量の資本が殺到すれば、需要が超過するので、その資産の価格は急騰する。急騰すれば、

その資産に投資した投資家が、利益を上げることが可能になる。新しいリスク資産に選ばれ

る対象は、誰もが「上がりそうだ」というものがよかった。これまで上昇してきた実績があ

り、今後も需要が底堅く、値下がりしにくいものが必要だった。そこで、その結果選ばれた

のが「原油」「穀物」であった。つまり、今回の原油価格高騰は、自己増殖を求める資本が

見つけた新しい収穫場だったといえる。 

 

（４）70 年代のオイルショックとの比較 

第 1 次オイルショックの際、輸入石油への依存が大きかった日本経済には極めて深刻な

打撃を受けることとなった。例として、バブルの崩壊(地価や株価の暴落)やスタグフレーシ

ョンが挙げられる。そして、1974 年には戦後初のマイナス成長を遂げることとなった。 

しかし、省石油・脱石油、省エネに官民挙げて取り組んだことで、一次エネルギーの消費量

が GDP の伸びを上回る事態から脱却し、GDP の伸びを大幅下回ることを常態化させるこ

とに成功した。次に、第 2 次オイルショックの際は、第 1 次オイルショック後の産業構造

の転換、石油多消費型産業構造から省エネ型産業構造への転換の効果で、影響は尐なかった

とされている。上記の 70 年代のオイルショックでは、実際に産油国が供給をストップさせ、

原油が不足したことが価格高騰の直接的な原因とされている。しかし、今回の価格高騰に関

して言えば、石油が足りなくなるだろうという不安が価格をつりあげているという点が前回

とは異なる。(この不安心理に基づき予想以上に値上がりが目立つようになった。≒ショッ

ク)また、中・長期的な視点としての要因（中国やインドの急成長や米国とイランの対立な

ど産油国の政情不安、などの様々な要因）が複雑に絡み合い、不安を高めていると考えられ

る。そうした不安に乗じて投機筋は、サブプライムローン問題で混乱した株式市場から資金

を引き揚げ、値上がりを見込んで原油市場に投入している。 
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（５）原油価格高騰による影響 

 

ここでは、まず供給サイドにおける影響を見る。サブプライムローン危機によるバブル、ま

たは中国やインドなどの需要拡大により超過需要が発生し、原油市場において需要曲線が右

方シフトする。その結果、供給サイドでは生産が追いつかないため、原油価格が上昇し、様々

な業種でコストアップが日本企業の収益を圧迫し、供給曲線が左方へシフトする。そして、

企業は製品価格への転嫁を試みるために、コストプッシュ型の物価上昇つまりインフレが発

生する。また、ＧＤＰも減尐するため物価上昇＋景気低迷が重複し、スタグフレーションが

発生する可能性が懸念される。下図の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、需要サイドへの影響を見る。上に見たように、供給サイドが物価をあげざるを得ない

状態に陥り、原油価格の高騰が起きると、企業収益は下がり、供給曲線が左方へシフトする。

その結果、設備投資が減尐・新規雇用抑制・賃金低下という現象が起きる。そうすることで、

個人消費は減尐傾向になる。つまり、需要曲線が左方シフトする。よって、GDP が Y1 か

ら Y2、Y3 と減尐し、さらなる不況を招くことが懸念される。 
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（６）価格高騰に対する対策 

今後新興国の需要は増加し、かつ原油を枯渇資源と考え、中・長期的な対策を考えることに

する。第一に、低炭素型社会の実現を提唱する。低炭素型社会とは、究極的には、温室効果

ガスの排出を自然が吸収できる量以内にとどめる社会を目指すものである。そのためには、

産業・行政・国民など社会のあらゆるセクターが、地球の有限性を認識し、大量生産・大量

消費・大量破棄社会から脱するとの意識を持ち、選択や意志決定の際に、省エネルギー・低

炭素エネルギーの推進や、３R の推進による資源生産性の向上等によって、二酸化炭素の排

出を最小化するための配慮を徹底することを当然とする社会システムが必要となる。具体的

には代替エネルギーや再生可能エネルギーの発掘や利用を促進することである。 

 

出所）JOGMEC 石油・天然ガス資源情報 http://oilgas-info.jogmec.go.jp/ 

        経済産業省 http://www.meti.go.jp/ 

 

第三項 食料価格高騰 

 

（１）はじめに 

世界の農産物需給は近年、逼迫傾向が続いている。世界規模の天候異変や爆発的な人口増

加、中国などの新興国の消費拡大などが背景にある。また、原油相場の高騰から代替エネル

ギーとなるエタノールなどバイオ燃料への需要が急増し、原料となるトウモロコシや大豆が

買われ、食料用と燃料用の争奪戦が繰り広げられている。さらに、株式や債券相場の乱高下

からオルタナティブ（代替）投資先としてコモディティー（商品）への投資が拡大し、穀物

市場にもこうした資金が流入、トウモロコシなどの穀物相場をかつてないほどの歴史的な高

水準に押し上げた。 

 ここでは、この食糧危機の根源といえる穀物相場高騰の背景を以下の５つに絞って因果関

係を明らかにし、このショックによる日本経済への影響を考えてゆきたいと思う。 

 

（図１０ 主要穀物等価格の推移） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所） 経済産業省ホームページ（http://www.meti.go.jp/） 

「通商白書 2008」2008/11/08 現在 

 

（２）穀物相場高騰の背景 

ⅰ）世界規模による異常気象による不作 

http://www.meti.go.jp/
http://www.meti.go.jp/
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もともと２０００年以降、穀物相場は下値を切り下げ、上昇軌道を辿っていた。そのよう

な中で、２００４年アメリカの穀倉地帯が異常気象に見舞われたことによって、穀物相場が

顕著に上昇し始めた。そこに、追い討ちをかけるようにオーストラリアで２００６年～２０

０７年と二年続けての異常な大干ばつが起き、２００８年にはまたもアメリカのコーンベル

トで記録的な豪雤と洪水が発生した。 

 以上のような世界規模の異常気象の結果、穀物の供給量が世界的に減尐することとなっ

た。世界の穀物先物市場の中心地であるシカゴ商品取引所先物相場（CBOT）によればトウ

モロコシ（１プッシェル当たり）は２００８年には２０００年の３倍以上にあがり７ドルと

なった。また、小麦も２００８年には５倍の１０ドル台を維持している。大豆も２００８年

に入ってからは１５ドルとやはりすさまじい上昇ぶりである。全体として穀物相場は２００

０年から２００８年の間に３～５倍の値上がりをしたといえる。 

 

（図１１ 主要穀物、大豆の国際価格の推移 ２０００年４月～２００８年４月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所） 経済産業省ホームページ（http://www.meti.go.jp/） 

「通商白書 2008」2008/11/08 現在 

 

ⅱ）爆発的人口増加 

   アメリカ商務省国勢調査局によると、世界の人口は２００８年６月現在、約６６億７

４９０万人に上っている。これは２０００年から６億人強も増加したことになる。 

   世界の人口はこれからも増え続け、国連社会経済局の最新予測では２０５０年には９

２億人にまでなると見通されている。この増加分のほとんどすべて、９９％は開発途上

国で起きるとされている。先進国は人口もひとり当たり消費も横ばいと見られるから、

端的に言えば今後の世界の食糧需要動向は途上国の人口と消費の動向に大きくよる。だ

がしかし、既に人口のあまりの増加に穀物供給が追いつかなくなってきている現状が伺

える。 

 

ⅲ）ＢＲＩＣｓ（ブラジル、ロシア、インド、中国）、特に中国の消費拡大 

   上記したように途上国の人口と消費の動向は食糧需要に大きく関わってくる。経済成

http://www.meti.go.jp/
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長に伴う１人当たりの所得増加によって、穀物消費の増大に加え、畜産や野菜、果実へ

と食生活が多様化するとの指摘がある。 

 

図１２ 経済成長と一人当たりカロリーの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：経済産業省（http://www.meti.go.jp/） 

「通商白書 2008」2008/11/08 現在  

 

中国はここ数年、毎年１０％近い経済成長がつづいている。また、インドもＩＴ産業

を中心に高成長を遂げている。そのような経済成長に伴い、国民の食生活の内容が変化

してきている。食糧の総供給熱量（カロリーベース）ばかりでなく、副食物総供給量も

大幅に増加し始めた。つまり、欧米や日本並みの食料事情に近づいているといえる。 

 

図１３ 各国・地域の一人一日当たり消費カロリーの推移 

http://www.meti.go.jp/
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図１４ 各国・地域の豚肉消費量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所： 経済産業省（http://www.meti.go.jp/） 

「通商白書 2008」 2008/11/08 

 

しかし、米農務省によれば中国の穀物需給傾向を見ると、消費量は人口の増加や経済

発展を背景に顕著な増加傾向を示しているが、これに対し２０００年以降穀物の生産量

は減尐傾向にあり、消費量を下回って推移している。中国はいまやアメリカにとって４

番目の輸出市場にまで拡大している。なかでも大豆輸入を世界貿易量の３分の１を占め

るようにまでなり、他の食糧には見られないほどの高い比率を示している。 

   これらのことから急増する穀物需要に供給が追いつかない現状が見えてくる。 

 

ⅳ）エタノールなど穀物原料バイオ燃料の需要急増 

サブプライムローン問題により、投機マネーが原油相場に流れ込み、原油価格が大幅

に上昇していることや、地球温暖化問題への対策として排ガス規制が世界的に強化され

ていることを受けて、トウモロコシを原料とするバイオ燃料エタノールや大豆油を原料

とするバイオディーゼル燃料への需要が急増している。 

このようななかで、食料用と燃料用でトウモロコシなどの争奪戦が繰り広げられつつあ

る。 

 

図１５ 主要穀物、大豆の需要増加の推移 
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出所：経済産業省（http://www.meti.go.jp/）「通商白書 2008」2008/11/08 現在 

 

ⅴ）金余りに伴う投機資金の流入 

２０００年のＩＴバブル崩壊後、世界的な金余り現象が起きた。その中で原油や穀物

など商品相場は、証券や債券相場とは異なる動きをするためオルタナティブ投資先とし

て注目され、行き場を失った資金が流入した。この発端は２００７年３月に世界最大の

年金基金であるカルパースが商品投資に進出したことであるといわれている。これらの

資金の流入を受けて商品先物市場が急騰した。 

 

図１６ 小麦及びトウモロコシの変動要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：経済産業省（http://www.meti.go.jp/）「通商白書 2008」2008/11/08 現在 

 

以上の５つの出来事が複合的に絡み合い、穀物市場を従来にない高水準へ押し上げる要因となっ

ている。 

（３）食糧価格の現状 

図１７・１８ 主要農産物の価格の動向 
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出所：農業情報研究所（http://www.juno.dti.ne.jp/~tkitaba/） 2008/11/08 
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出所：農林水産省（http://www.maff.go.jp/） 

「世界の穀物需給及び価格の推移」2008/11/08 

 

   現在は、小麦の豊作予測などに加え、金融不安による株価の低迷等を背景として、商

品市場からの資金流出、世界的な不況による穀物需要減退懸念などから最高値に比べ、

大幅に下落したものの、以前、一昨年秋ごろに比べ 1,4～1,8 倍の水準である。また、

国際機関による食糧需給状況の中長期的展望からは、当面、従来に比べ高い水準の価格

が続くものと見込まれている。 

 

（４）食糧価格高騰による影響 

   穀物価格が上昇することによって、穀物自体を原料とする食料品の価格上昇は不可避

である。実際にパンや製麺・しょうゆなど値上がりをした食料品の数は尐なくない。さ

らに、穀物を飼料やエサとする産業においてもコストアップは必至である。その結果バ

ターや豚肉などの製品の値上がりが起こっている。 

   総務省が発表する「全国消費物価指数（ＣＰＩ）」を生鮮食品を除いたベースで見る

と、前年同月比上昇率は２００８年の２月に１．０％、３月には１．２％と１０年ぶり

の高水準を２カ月連続で記録した。この数字を裏付けるように、日本国内では小麦粉や

食用油、乳製品などの食用価格が昨年から今年にかけて続々と値上がりしている。 

   また、直接的な穀物価格の値上がりだけでなく、前で見たように穀物原料のバイオ燃

料需要が急増していることを受けて、今までは果物を育てていたような農地がトウモロ

コシなどへ転作をし、以前の農産物の収穫が減尐してしまうことによる食料品の価格上

昇も見られる。 

 

図１９ 消費者物価指数の推移 2008 年９月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：総務省統計局（http://www.stat.go.jp/） 

「平成 17 年基準 消費者物価指数 全国 平成 20 年９月分」 2008/11/08 
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第2章 日本への複合的な影響－マクロ分析－ 

第1節 総需要－総供給（AD－AS）モデルの導出 
今回のショックであるサブプライムローン問題から始まった米欧発の金融危機による世界的な

景気後退や、株式市場から流出した資金が先物商品である原油や食糧に流れたことから生じた原

材料高によるコストプッシュ型のインフレは、日本経済にも影響を与えるに至っている。では一

体どのような影響を与えているのか、またそれらへの対応がどのような影響を持つのかをマクロ

的な観点から分析していきたい。マクロ分析を行うことで、現在生じている影響について明示的

に示すことが可能になり、また今後の政策について説得性を持って提言していくために必要にな

ると考えた。 

マクロ分析を行うに当たって、総需要－総供給（AD－AS）モデルを利用したいと考える。こ

のモデルは、今回のようなショックによる短期的な経済変動や、それへの対応策がどのように経

済に影響を与えるかを示すモデルである。 

総需要－総供給モデルとは、物価と生産量の関係を示すもので、総供給曲線と総需要曲線の交

点において物価と生産量の均衡点が決定するというものである。 

 総需要（AD）曲線とは「財市場と貨幣市場の均衡条件を同時に成立させる物価と生産量の組

み合わせ」（塩沢修平 「経済学」 2003）である。物価が上昇すると、LM１曲線が左方へシフト

するため、それに従って生産量が減尐することになる。よって、総需要関数では物価と生産量は

反比例の関係にあるといえる。 

 総供給（AS）曲線とは「労働市場を均衡させる物価と生産量の組み合わせ」（塩沢修平 「経

済学」 2003）である。物価が上昇すると実質賃金は低下する。賃金が低下すれば労働投入 

量は増加され、生産量は増加することになる。よって、総供給関数では物価と生産量は正比例の

関係にあるといえる。 

 （図２０）は上記の総供給曲線と総需要曲線を同じグラフに書き込んだものである。AD 曲線

と AS 曲線との交点によって物価と生産量の均衡が決定することになる。 

 

（図２０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
１ 貨幣市場を均衡させる利子率と生産量を示したモデルである。利子率と生産量の間には正比例関係が存

在する。（物価変動は考慮しない） 

生産量Ｙ 
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物価Ｐ 
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ショックの影響分析 

  経済への短期的なショックからの影響として、需要ショックと供給ショックとが存在す

る。供給ショックとは、ある特定の品目の価格が他の品目の価格に比べて変化することであ

り、総供給曲線をシフトさせる。石油ショックなどがその典型的な例である。需要ショック

とは、財政政策や金融政策、外需の変化、家計の消費の変化など、需要に関する変化のこと

であり、総需要曲線をシフトさせる。 

  では、今回のショックはどのように AD－AS 曲線をシフトさせるであろうか。上記の供

給ショックと需要ショックをそれぞれ検証する。 

 

 

 

第2節 供給ショック 
 

  サブプライムローン問題から始まった今回のショックであるが、そのことが原油価格や原材料

価格の高騰を生じさせた。投機マネーが大量に原油や穀物の先物市場に流入したことでの価格高

騰と考えることが出来るので、これらによるインフレはコストプッシュ型のインフレと考えら

れ、典型的な供給ショックであるといえる。コストプッシュ型のインフレは、総供給曲線を左方

にシフトさせる。（図２１）これにより、生産量は 10 YY から へシフトする。つまり GDP が減尐

するということを表している。物価は 10 PPから へ上昇する。この GDP の減尐とインフレは近

年懸念されているスタグフレーションを表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三節 需要ショック 
 

次に、今回のショックが需要曲線をどのようにシフトしているのかを考えていく。日本はサ

ブプライムローン問題による直接の影響は尐なかったと考えられるが、他国、特に米欧から

の影響により、間接的にかなりの影響を受けたと考えられる。 

今回のショックは、日本国内の総需要を減退させ、総需要曲線を左方にシフトしたと考え

られる。その要因として、輸出、設備投資、個人消費、実質貨幣供給量などの減尐が主要因

生産量 

物価 
1AS  

0AS  

0AD  

0Y  1Y  

1P  

0P  

（図２１） 
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として考えられる。輸出の減尐については、米欧景気の減退により円高が進行したことが原

因としてあげられる。日本は外需依存度が高く、輸出産業が発展した国であることから、円

高による影響は甚大であると考えられる。また輸出産業だけでなく、原材料価格高騰から、

企業の収益が圧迫され、全体的に設備投資が抑制された。また、企業の収益悪化は、一部の

製品価格の高騰を招いたにも関わらず、それが賃金に反映されないということから、個人消

費も減尐している。また、インフレによる実質貨幣供給量の低下も、総需要曲線を左方シフ

トさせる要因になる。 

これらのシフト要因を考慮に入れたうえで、図を用いてその影響を考えていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図２２）により、GDP は 10 YY から へシフト、物価は 10 PPから へシフトしたことがわかる。

つまり景気は減退し、物価は下落したことになる。これは一般的にはデフレ時の状況である。 

 

第四節 供給、需要ショックの統合 
以上の供給ショック、需要ショックによる曲線のシフトを同じグラフ上に表すとどうなるであろ

うか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２３によると、GDP は 210 YYY  と一貫して低下していて、物価は 210 PPP  と

上昇のあと下降している。以上を考慮すると、今回のショックから派生した日本の事態経済への

影響は、景気に関しては、供給ショックからの後退以上の後退を示している。 
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（図２２） 
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第５節  現状から見えてくること 
  （１）  マクロ分析から見えてくること 

物価に関しては、供給ショックによる上昇ほどは上がっていないと考えることができる。現状

（2008 年 10 月現在）では、一時１バレル 140 ドルまで高騰していた原油価格が、１バレル 60

ドル台まで下がったことで、ガソリン価格や、更には他の製品の価格も低下していることから、

供給ショックに関しては、ある程度落ち着いたと考えられるが、ＡＤ曲線に関しては、今後も一

層の左方シフトが予想される。前述通り、物価に関しては低下傾向にあるが、ショックが生じ、

物価が上がり始めるより以前の物価までは戻っていないと考えると、図２３のように、ＡＤ曲線

のシフトはいまだＡＳ曲線のシフトよりは小さいと考えるのが妥当だが、予想される今後の動き

として、ＡＤ曲線が更に左方シフトしていくのは必至であるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のＡＤ曲線の左方シフトを考慮に入れると、図２４のような状況になってくると考え

られる。これは、デフレの状況であり、当初のスタグフレーションとは明らかに状況が変わ

ってくる。図２４は将来の見込みであるが、今後の政策を考えていくうえで、このような状

況をより考慮にいれていく必要があると考えられる。 

以上のことから、我々は短期的な対策でのインフレ対策か景気対策かという争点に対し

て、景気対策を優先して行うべきであるという結論を得ることができた。また、景気拡大の

ための AD－AS 上の動きとして、AD 曲線を右方シフトすることが可能な政策提言の方向

性を模索していきたいと考える。 

 

（２） 今回のショックから見えてくること 

 

今回の３つのショックであるサブプライムローン問題、原油価格高騰、食糧価格高騰は短

期にはインフレや景気後退などの影響を及ぼした。想定していなかった事態でのインフレや

景気後退に対しては、政府介入によって経済を救済することが必要であることから、短期的

な対策として景気対策を選択した。しかし、ショックが生じる度にそのような付け焼刃的な

政策を施していくにはあまりにリスクが伴う。今回のショックを契機として、日本経済の構

造的な要因を明らかにして、中長期的な観点からも対策を講じていく必要があると考える。 

  では日本経済が抱える構造的な問題とは一体何なのだろうか。我々が考える日本の構造的

な問題として、重要なものの一つに、日本の外需依存度が非常に高いということがあげられ

る。サブプライムローン問題の発生において、日本は直接的な影響はそれほど大きくなかっ

たと考えられるが、それでも景気後退やインフレが甚大な被害を日本に与えたことを考慮に

入れると、日本が外需に依存していたことから、海外からの影響を強く受けたと考えられる。
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日本の外需依存度が高いのは、日本が輸出大国だということからもわかる。世界同時不況、

特に米欧景気の後退は日本の輸出を大きく下げた。このことは日本の景気後退に大きく寄与

している。 

また、原油に関しては、日本は産油国ではないのでエネルギーのほとんどを海外に依存し

なければならないという状況にある。その依存のために、今回の原油価格高騰は日本の様々

な産業に多大な影響を与えるに至っている。今回の原油高騰は、需要以上に価格が高騰して

しまったことから、バブル的な要因が強いと考えられるが、原油が渇資源だということを考

慮に入れると、今後枯渇問題も非常に重要になってくる。 

  また、日本の財政状況が非常に悪化していることも大きな問題である。短期的な政策とし

ての景気対策において財政出動をしなければならない場合に、国の財政状況は非常に重要に

なる。もし財政の状況が健全なら財政出動に対して、それほどの反対は受けないであろうし、

将来不安も過小なものにとどまると考えられるが、現在のように財政が圧迫していると、出

動での効果が将来不安と相殺されるかむしろマイナスになってしまうとも考えられる。い

ざ、財政政策をしようとしたときに素早く実行に移せるように、また効果がしっかりでるよ

うに、中長期での財政再建は日本に必須であると考えられる。 

以上のことから、日本が中長期的にとるべき対策として、外需依存という構造を変換させ

る、原油の枯渇問題に対応しては替エネルギーの開発や省エネの促進など、財政再建、など

の対応が必要であると我々は考える。 
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第3章 今後の展望と対策 

第1節 短期的な政策－景気政策－ 
我々は短期的な政策として日本経済の景気に焦点を当てて提言したいと考える。それにあ

たって、いくつかの論点が存在する。以下の４点がそれにあたるが、これらを１つずつ考察

していくことで、我々が行う政策に説得性を持たせていきたいと考える 

・ インフレ対策と景気対策 

・ 財政政策と金融政策 

・ 財政健全化と財政出動 

・ 景気対策のターゲット 

 

第１項 インフレ対策と景気対策 

前章でも言及したが、我々はインフレ対策と景気対策という二律背反の対策にたいして、

景気対策を優先して行うべきだと考える。 

インフレ対策と景気対策は二律背反の関係にあるため、理論的にはインフレ対策を行うと

景気は後退し、景気対策を行うとインフレが加速してしまうということになる。では日本は

インフレ対策と景気対策のどちらを優先して行うべきであろうか。前章のマクロ分析によ

り、今後の動向として、我々はデフレへの突入もあり得ると考えている（前章図２-２）。と

りあえずは今後の動向を静観するという立場に留まるべきと我々は考える。一方景気に関し

ては、総需要曲線、総供給曲線両方の左方シフトにより、供給ショックによる AS 曲線のシ

フト以上の後退が生じていると考えられる。また今後の動向として更なる景気後退も予想で

きる。 

以上を考慮すると、現在考えられる短期的な対応として景気に焦点を当てた政策による

AD 曲線の右方シフトが比較的重要になると考える。 

 

第２項 財政政策と金融政策 

 次に考慮しなければならない論点として、財政政策をとるのか金融政策をとるのかという

問題がある。 

金融政策に関しては、現在の金利が 0.5％ということと、やっとゼロ金利政策から抜け出

したばかりで、今後は引き上げを優先して行わなければならないという現状を考慮に入れる

と、政策として金利を引き下げて資金の流動性を供給するという、これ以上の緩和政策は困

難である。また、先日実施された先進国同時利下げの際にも、日本だけそれを行えなかった

ことから、現状として利下げに関しては静観すべきだと考える。その後、先進国同時利下げ

には応じなかったにも関わらず、先日日銀は政策金利を 0.5％から 0.3％へと 0.2％の利下げ

を行った。これに関しては、今後の動向や効果について注目していきたい。 
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財政に関しては、現状の圧迫状況を考えると、政策として財政出動を行うのは厳しい状況

にある。また、財政の健全化が急務とされていることも、財政出動を難しくさせる一因であ

る。  

要するにどちらの政策をとるにしても日本にとって非常に厳しい選択になることは間違

いない。その中で我々としては、財政出動の方が比較的行い易いと考え、こちらに活路を見

出し、景気回復を行っていきたい。 

 

第３項 景気対策のターゲット 

我々は、景気対策のターゲットとして、企業の、特に中小企業の設備投資に対して、何ら

かの支援、刺激を講じていきたいと考える。 

景気対策のターゲットとして考えられるのが、「消費」「設備投資」「輸出」の３点である。

これらそれぞれの冷え込みにより景気が後退したと考えられるが、一体どの影響が最も強

く、今後対策を打っていくべきか。それぞれの現状を把握することで、今後どのポイントに

焦点を当てて対策を講じていくか判断していきたい。 

 まず輸出に関しては、円高の影響によりかなりの冷え込みがあると考えられ、今回のショ

ックからの影響を１番受けたと考える。しかし、輸出に関しては、海外の状況に左右される

ものであり、現状日本として政策を打てるかといったら困難であると言わざるをえない。 

 次に消費に関して見ていく。ショックが生じた当初、ガソリンや他製品の急速なインフレ

にも関わらず、景気も後退したことから、賃金が上昇せず、消費にもかなりの影響が生じた

と考えられるが、現在インフレはある程度収まっていきたと考えられる。今後の景気やイン

フレの動向には十分注意する必要があるが、とりあえず消費に関して何らかの対策を講じる

には時期尚早であると考える。 

 次に設備投資に関して、中小企業を中心として、金融危機により資金調達が困難になり設

備投資が減尐していると考えられる。それを、企業の経営責任として、市場に任せて淘汰さ

せていくには、あまりに危険すぎる。それ程現在の企業の景況は悪化していると考えられる。

何らかの方法で設備投資をし易い環境を構築していくことは重要になると考える。 

 以上より、今回優先して対策を講じるべき方向性は「設備投資」であると我々は考える 

 

第2節 設備投資拡大を目指して－中小企業支援－ 

第１項 目的 

我々が設備投資拡大を目指すにあたって最も重点を置きたいのが「経済の下支え」という

観点である。なぜ経済の下支えなのかといと、今回のショックにより、インフレや世界的な

金融危機、急速な円高など、日本経済は急激な変化を経験した。それは全体でみると、現在

景気後退ということで日本経済に降りかかっている。景気後退局面へ転換したとき、最も苦

しいのは、中小企業などの、経済を下支えしている部門であると我々は考える。よって、今

回真っ先に行うべき対応としては、経済を下支えできるような政策である。これが、「経済

の下支え」に焦点をあてる理由である。 

次にターゲットについて更に絞って考察していきたい。今回我々はターゲットを中小企業

に絞って支援を行っていきたい。ターゲットを絞るということの理由は２つある。１つは財

政的な観点である。もし財政出動による中小企業支援を業種や用途に限定せずに実施したと

すると、多額の財源を必要とし、現在の財政の圧迫状況を考慮すると適当ではないと考える。

確かに大手の企業も、景気後退を受け設備投資に慎重になっていると考えられるが、財政の

状況も視野に入れつつ、最も効果が期待でき、経済の下支えという目的に合致するのが中小

企業支援などの限定的な減税である。２つ目の理由として考えられるのが、資金調達の困難

さである。一般的に、銀行が貸し渋りをし始めたとき、まず対象になるのが中小企業である。
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現在、景気が後退局面に差し掛かったばかりであるということを考慮に入れると、まず支援

をすべきは中小企業であると我々は考える。以上がターゲットを絞る理由である。 

 

第２項 設備投資を取り巻く現状 

次に昨今の設備投資を取り巻く環境について、データを元に考察していく。 

図２５は中小企業の設備投資額の推移である。実績の推移を見ると、2004 年から継続的

にその増加分が減尐していて、2007 年にはとうとう昨年度比較がマイナスの値をとった。

今後の動向としては減尐傾向にあると考えられる。更に注目すべきは景気との相関関係であ

る。図の下方にある「△」「▼」は景気の山谷を表している。これと設備投資の推移にはあ

る程度の相関関係１が見て取れる。景気の山である時期から１～２年後に設備投資は伸び始

め、景気の谷間の時期に入ると１～２年後に設備投資は下降し始める。景気が良くなれば企

業は設備投資を増やし、悪くなれば減らすというのは自然な流れであるので、景気と設備投

資の相関には因果関係があると考えられる。そのことを踏まえ、今後の設備投資の動向につ

いて考察していきたい。 

  直近の景気の動向についてはこれまで繰り返し述べてきたように、減退傾向にある。よっ

て、今後設備投資は減尐していくと考えるのが妥当である。 

 

図２５ 設備投資修正状況（当初計画→修正計画→実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）「△」は景気の山、「▼」は景気の谷 

（出所）日本政策金融公庫（http://www.jfc.go.jp/） 

        中小製造業設備投資動向調査（第９９回）結果   2008 年 11 月６日現在 

 

また、金融機関からの資金繰りも設備投資を行ううえでは重要である。直近の金融危機により、

直接的な影響が尐なかった日本でも、銀行の貸し渋りが目立ってきている。貸し渋りは、景気後

退と連動してくるもので、先述と無関係ではないが、銀行の貸し渋りは、企業の、特に中小企業

の資金調達に真っ先に影響を与える。このことも設備投資額の減尐の一因であると考えられる。 

                                                     
１ ジュグラーサイクル：景気循環の一つの形態を表したもの。景気循環が 10 年弱ごとに訪れるケースで、

設備投資の周期と重ねあわせることができる。中期循環や設備循環などと呼ばれることがある。 

http://www.jfc.go.jp/
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そこで、中小企業の金融機関からの資金繰りについて、日本政策金融公庫から毎月発行される「中

小企業景況調査結果」を元に「D.I１」を利用して考察していきたい 

図２６によると、中小企業の資金繰りについて、2005年以降横ばいで安定していたD.Iが2008

年に入る尐し前頃からマイナスの値をとり始め、現在（2008/10）では▲10.3 の値をとるに至っ

ている。2002 年以降「いざなぎ景気」を超える継続的な景気拡大のため、一貫して右肩上がり

だった D.I が、ここに来て一気にマイナスの値をとり始めた。このことから、中小企業の資金調

達は急速に困難になっている。また、急速な落ち込みは、将来不安を増大させ、今後の落ち込み

に拍車がかかる可能性もある。 

 

図２６ 中小企業の資金繰り D.I（「余裕」企業割合－「窮屈」企業割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）日本政策金融公庫http://www.jfc.go.jp/ 

    「中小企業景況調査結果（2008 年 10 月 30 日調査結果）」より 2008 年 11 月 7 日現

在 

    ※調査対象企業は、三大都市圏（首都圏、中京圏、近畿圏）の日本政策金融公庫取引先

の中小企業 900 社であり、その内有効回答数は 610 社（67.8％）である。 

 

 次に図２７について、これは金融機関の貸し出し態度の D.I であるが、図２-２-２と形状が類

似している。現在、金融機関の貸し出し状況について、23.8 とプラスの値はとっているが、昨

今の落ち込み具合は深刻であると考えられる。また、その理由について、表２-２-１を見ると、

上位に来るのは、やはり企業の業績が悪化したことからくるものであるが、「銀行の貸出態度の

厳しさ」も上位に入っている。このことから、資金を受け取る側の理由だけではなく、貸出を行

う側にも貸出しを厳しくしている理由が存在するといえる。 

図２７ 金融機関貸出態度の状況 D.I（「緩和」企業割合－「厳しい」企業割合） 

 

                                                     
１ 「D.I.」とは、Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、企業の業況感や設備、雇

用人員の過不足などの判断を指数化したもの。算出法は、各判断項目について３個の選択肢を用意し、
次式により算出しています。 

D.I.＝（第１選択肢の回答社数構成百分比）－（第３選択肢の回答社数構成百分比） 

（参考：日本銀行ホームページ http://www.boj.or.jp/index.html 2008/11/07） 

http://www.jfc.go.jp/
http://www.boj.or.jp/index.html�@2008/11/0
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（出所）図２６と同様 

 

表１ 資金繰りが窮屈な理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）図２６と同様 

 

以上みてきたように、現在、中小企業が非常に厳しい状況に置かれていることは間違いない。

このような状況の理由が、企業の責任だけであるとは言い難く、むしろ今回のショックのような

外生からの影響が強いと考えるのが妥当であるといえる。よって、国として何らかの形で中小企

業を支援していく必要があると我々は考える。そこで我々が提言していきたいのは、設備投資の

際にかかる税の控除と資金調達をし易い環境作りの２本柱である。減税の方法としてどのような

ものが存在するのか、どの方法が最も効果的なのかについて考察していきたい。 

 

第３項 対策のターゲット 

  

我々は、今回の短期的な対策として、「中小企業支援」を提言していくために、これまで様々

な論点に対して考察を加えてきた。ここでは、そのターゲットである中小企業について、分析し

ていく。 

  

表２ 中小企業の種類と企業数（2006 年） 

産業 企業数 
産業内構成比

（％） 

産業間構成比

（％） 

鉱業 2,082 99.8  0.050% 

建設業 489,343 99.9  11.657% 

製造業 455,621 99.6  10.854% 

電気・ガス・熱供給・水道業 537 94.7  0.013% 

情報通信業 33,814 96.5  0.806% 

運輸業 77,132 99.6  1.837% 

卸売業 231,755 99.1  5.521% 

小売業 877,875 99.7  20.913% 

金融・保険業 29,985 99.1  0.714% 

不動産業 285,710 100.0  6.806% 

飲食店、宿泊業 647,754 99.9  15.431% 
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医療、福祉 188,514 99.9  4.491% 

教育、学習支援業 115,803 99.9  2.759% 

複合サービス事業 3,717 100.0  0.089% 

サービス業（他以外） 758,077 99.7  18.059% 

非 1 次産業計 4,197,719 99.7  100.000% 

平均   99.2    

（出所）中小企業庁（http://www.chusho.meti.go.jp/index.html） 

    「中小企業白書 2008 年版」より作成。 

データは 2006 年のもの。2008/11 現在 

 

図２８は表２より抽出したグラフである。これは中小企業を産業別に分け、分野ごとにグラフ

化したものである。この中から、ある程度の限定をした上で減税を行っていきたい。これらの分

野を大きく第１次から第３次産業（第４次産業）に分類すると、 

第１次産業→鉱業（2,082、0.05） 

第２次産業→建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業（945,501、22.5） 

第３次産業→運輸業、卸売業、小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店・宿泊業、医療・福祉

業、教育・学習支援業、複合サービス業、サービス業（その他）（3,216,322、76.6） 

（第４次産業→情報通信業（33,814、0.08）） 

 

※ 括弧内の内訳は（企業数、割合（％））とする。 

※ 第４次産業に関しては、その定義があいまいな部分があるため、今回は括弧を付ける。 

 

図２８ 中小企業数の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）表２より作成 

 

 我々は、以上の分類のうち、優先して対策を打つべきは、第２次産業である製造業であると考

える。もう１度、今回のショックによる日本への影響についてフィードバックしていくと、まず

生じたのが、米欧の金融危機を契機とした原油価格高騰などの急速なインフレである。その後、

金融危機は日本の景気にも影響を及ぼすようになり、景気が悪化した。これがスタグフレーショ

http://www.chusho.meti.go.jp/index.html
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ン局面である。その後物価は安定を取り戻しつつあるが、景気については引き続き減退傾向を見

せている。これがデフレ局面である（この局面は今後の予想）。以上から、現在最も懸念しなけ

ればならないのは、デフレであり、今のところ、景気と物価のうち深刻なのは景気である。イン

フレ局面において、大きくダメージを受けたのは、飲食店や卸売業などの第３次産業であったと

考えられるが、そのインフレもある程度収束したことから、支援策や刺激策についての必要性に

関して、その優先度は低いと考えられる。むしろ、今後の景気後退を視野にいれると、建設業や

製造業などの第２次産業への支援を行う方が優先度が高いと考える。財政圧迫という現状を考慮

にいれ、今回は優先的に第２次産業に対して何らかの支援を講じたいと考える。尚、今回の対象

とする企業群の割合だが、全企業中の割合は 22.3％、中小企業中の割合は 22.5％となる。 

今回は、対象を全企業中の 22.3％とある程度絞ったが、今後必要であれば他業種やもっと広

く消費や輸出に対しても何らかの対策を講じていく可能性も十分ある。 

 

第４項 具体的な政策 

 これまで、中小企業に対する「支援」という言葉を頻発してきたが、ここでは具体的な支援の

方法について考察していきたい。 

具体的なアプローチ方法として、企業が資金を調達するときに対する支援と実際に設備投資を

行うときの支援の 2 本柱で検討していきたい。 

 

（１）金融機関の貸し渋り対策 

 本節第２項での分析より、金融機関は融資に慎重になっている傾向があるといえる。その理由

として考えられるのが、まず大企業において、直近の金融危機により社債などでの資金調達が困

難になり銀行からの資金調達が増大したことで、中小企業への融資額が減尐したこと、更に、中

小企業の倒産が昨今非常に目立ってきていることがあげられる。表３によると、前年度比、前月

比ともに増加していることがわかる。銀行としては、融資先の企業が倒産すると現在の信用保証

制度では 80％しか保証されないので、当然傾向として貸し渋りを行うしかない。最近の倒産状

況を見ると、貸し渋りは、急増していると考えられる。 

 以上より、銀行への貸し渋り対策として、現在 80％である保証を一時的に 100％まで上げる

ことで、銀行の倒産懸念からの貸し渋り対策としたい。100％保証をすることで、倒産というこ

とを懸念する必要がなくなり、銀行は融資に積極的になると考えられる。 

 

（表３） 2008 年（平成 20 年）10 月度 全国企業倒産状況 

倒産件数 1,429 件 

負債総額 1,007,715 百万円 

前月比（件数） ＋1.4%（前月 1,408 件） 

前月比（負債） －81.2%（前月 5,362,529 百万円） 

前年同月比（件数） +13.4％（前年同月 1,260 件） 

前年同月比（負債） ＋118.4%（前年同月 461,262 百万円） 

出所：東京商工リサーチ（http://www.tsr-net.co.jp/index.html） 

        「全国企業倒産状況 2008 年 10 月」より 

 

（２）設備投資税額控除 

 （１）より、資金調達面に関しては、金融機関に「保証」することである程度の支援が可能に

なると考えられる。しかし昨今の景気後退局面において、資金調達が可能だからといって、中小

企業は設備投資を増やすとは必ずしもいえないというのが現状であろう。 
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本節第２項で中小企業の設備投資を取り巻く環境について分析してきた。実際に中小企業は設

備投資を減尐させているという事実が存在する。また、景気と設備投資の間には正の相関が見ら

れることは先述したとおりであり、今後ある程度の期間景気の冷え込みが予想できるため、設備

投資に関しても今後一層の冷え込みが考えられる。したがって、我々としては資金繰り支援だけ

では、中小企業は設備投資を大幅には増大させないのではないかと考える。そこで、そこで今回

2 本目の柱として、「設備投資税額控除」という政策を提言したい。これは設備投資の際にかか

った資金の１部を税額控除という形で、法人税から控除するというものである。これにより、対

象企業は設備投資に対して積極的になるのではないかと考えられる。 

 

 以上みてきた提言に関する流れを示したのが以下のチャートである。金融機関の資金繰りから

設備投資までの流れを円滑にすることで、企業の設備投資を促進させ、設備投資をいう観点から

経済を下支えすることで、今後の景気対策としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５項 政策の効果と波及 

  今回我々は、数あるターゲットの中から、第２次産業である製造業に対して中小企業を中心に

支援を行うといった方向性に着目した。急速な景気後退であるため、「輸出」「消費」「設備投資」

の分類をしたとき、それらのどれもが打撃を被ったということは先述した通りだが、予算制約と

して、「財政圧迫」という現状がある。よって「景気対策のための財政出動」に関して、ある程

度の限定的な対策を講じる必要があった。我々なりに考察してきた結果、最優先して対策を行う

べきターゲットとして、第２次産業を選択するに至った。第 2 次産業中の中小企業の割合が全

企業の 22.3%であることから、財政圧迫ということに対しても視野を向けたものであるといえ、

バランスのとれた政策ではないかと考える。以下のチャートは、我々が第２次産業まで至った経

路を簡単にまとめたものである。 

 

 

 
金融機関 

 
企業 資金繰り 

設備投資 

設備投資 

設備投資 

保証提供 
税額控除 

〈政策提言フローチャート〉 
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では今回の政策としての第２次産業における中小企業の設備投資拡大を狙った支援だが、どうい

ったメカニズムで景気回復がなされるかについて考察したい。まず、今回特に影響が大きかった

と考えられる第２次産業に対して支援を行うことで、第 2 次産業の企業は設備投資をある程度、

具体的にはその企業の営業キャッシュフロー１に依存するが、増やすと考えられる。では設備投

資を行ったときの影響について以下でまとめたい。 

 

①  設備投資を増やした企業の生産性向上による業績拡大 

②  その設備を生産する企業（これは第 2 次産業に属することが多いが）の業績向上 

③  設備投資が行われることによる雇用の創出 

 

以上のような効果が考えられる。中もくすべきことは、設備投資を行った企業のみに影響がでる

わけではなく、波及効果として他企業、他産業に正の影響を与えることが可能だということであ

る。よって、対策は限定的だが効果は広く波及する可能性があると考えられる。ある企業の投資

の増加により、経済の全体の底上げ効果が期待できるのではないかと我々は考える。 

 

                                                     
１ 営業キャッシュフローとは企業が商品を販売したり、サービスを提供したりして得た収入から、原材料

費などの支出を差し引き、営業活動から得られる現金収支を明らかにしたもの。 

設備投資 

消費 

輸出 

大手企業 中小企業 

第１次産業 第２次産業 第３次産業 

  

景気対策 

〈景気対策ロジック整理〉 

※ 尚、チャート中の「×」は優先度の低さから対応を排除したものであって、 

対応が不可能または、無意味であるということではないことに注意されたい。 
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第4章 今後の展望と対策（中長期的） 

第1節 対日直接投資 
 

第１項 はじめに 

 

 今回のショックにおいて、短期的には景気刺激策を採ることで対応した。しかし目先の対応だ

けでは無く、日本経済の中長期的な発展をもたらす様な経済政策を行うことも肝要である。そこ

で、我々は日本の中長期的な発展のためには、TFP を向上させることが必要であると考える。そ

れに寄与するのが対日直接投資の促進である。 

 

第２項 日本の経済停滞の構造的要因 

 日本経済の長引く停滞の要因として、①尐子高齢化 ②TFP１(Total Factor Productivity 全要

素生産性)の鈍化が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
１ TFP（全要素生産性）とは、労働投入量・資本投入量・機械設備や原材料投入量などの生産に関わる全

ての要素を考慮した生産性指標のことを指す。 

非効率的な非

製造業 

非効率的な公

的企業 

新規参入の低迷 

(低生産部門の残存、高生産部門の退

出) 

TFP の低下 

資本収益率の低下 
低成長 尐子高齢化 

非効率的な財政支出 

生産の海外移転 

民間設備投資の減尐 

経済停滞 
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では、経済停滞をもたらす二要因を個別に検討していきたいと思う。 

 

① 尐子高齢化 

成熟した社会において、尐子高齢化は避けられない問題である。政府による子育て支援策によ

って、ある程度の出生率向上が見込めたとしても、生まれてきた子供が就業可能年齢に達するに

は尐なくとも２０年以上の歳月がかかる。出生率を向上させることの重要性を認めつつも、ここ

では検討しないことにする。 

 

 

② TFP の鈍化 

経済停滞をもたらす要因の二点目として、TFP の鈍化が挙げられる。その原因に触れる前に、

TFP の鈍化がなぜ問題なのか、逆に言えばなぜ TFP の上昇１が重要なのかを概観したい。 

 

1. TFP の上昇は、労働者一人当たりの生産を高め、国民生活の改善に直結する。これに対し

てたとえば、労働者数の増加による経済成長では労働者一人当たりの所得は拡大しない。 

2. 労働者一人当たりの資本ストックを蓄積することでも経済成長は可能だが、しだいに資本

の収益率が減尐し、設備投資が低下、やがては経済成長を維持できなくなる。TFP 上昇に

よる経済成長は持続可能性が高いという特徴を持っている。 

3. TFP の定義からも明らかなように、TFP の上昇は企業レベルで見れば、資本収益率の上昇

に直結している。例えば、生産する財やサービスの改良により他社よりも高価に販売でき

るときや、生産工程の効率化により同じ生産量がより尐ない生産要素投入で生産可能にな

ったとき、その企業の利潤率は上がり、資本収益率が上昇したといえる。資本収益率が拡

大すれば、企業はさらに設備投資を行うインセンティブをもつ。 

4. TFP の上昇は資本の収益率だけでなく、労働の限界生産力上昇を通じて賃金率を引き上げ

る効果を持つ。TFP 上昇を生み出すような高度な生産技術の普及は、高い知識や技術を備

えた労働者に対する需要を誘発し、その賃金率を高めることが知られている。仮に、知識

や技術の習得に要するコスト(教育コストなど)が、賃金率上昇よりも低い場合には、労働

者は高等教育や高度な技術の習得を進んで受けるインセンティブを持つ。つまり、TFP 上

昇は労働の質の改善を通じて、さらなる経済成長を生み出す可能性が持っている。 

 

前置きが長くなったが、以下で TFP の鈍化の原因に言及していく。 

まず、産業別の TFP 上昇率の推移を見る。図２９・図３０にはマクロ経済の TFP 上昇への各産業

における TFP 上昇の寄与が時期別に示してある。図２９を見れば明らかなように、1990 年代に

入って製造業の TFP 上昇率が低迷する一方で、卸売・小売業、放送・通信業、金融・保険・不動

産業などの非製造業で TFP 上昇率が堅調であることがわかる。図３０は製造業の内訳を指すが、

電気機器・化学で TFP の上昇が見られる以外、多くの製造業種で TFP 低迷が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
１ （TFP の上昇）＝（生産の増加）－（資本・労働投入量増加による生産の増加） 

と定義することにする。 
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図２９ 各産業の TFP 上昇率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：対日直接投資と日本経済（2004 日本経済新聞社 深尾京司・天野倫文） 

           Fukao, Inui, Kawai, and Miyagawa（2003） 

 

図３０ 各製造業の TFP 上昇率の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：対日直接投資と日本経済（2004 日本経済新聞社 深尾京司・天野倫文） 

          Fukao, Inui, Kawai, and Miyagawa（2003） 

 

では、各産業の TFP 上昇の原因について考えてみる。 

まず非製造業であるが、1990 年代から 98 年にかけての急速な規制緩和が TFP の上昇に結びつ

いたと推測される。 

規制緩和は、従来価格競争の尐なかった非製造業に激しい競争をもたらした。また外資企業だ

けでなく、国内企業の間でも活発に M&A 投資が行われた。このような規制緩和が図 1 にあった卸

売・小売業、放送・通信業における TFP の上昇をもたらした可能性がある。 

次に、製造業において TFP 上昇率が減速した原因について考えてみる。アメリカでは生産性の

高い事業所の開設と生産性の低い事業所の閉鎖が、製造業全体の TFP 上昇に大きく寄与したと言

われている。図３１と図３２は、日米の事業所の開設率と閉鎖率の比較である。 
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図３１ 開設率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：対日直接投資と日本経済（2004 日本経済新聞社 深尾京司・天野倫文） 

   中小企業庁（http://www.chusho.meti.go.jp/） 

 

図３２ 閉鎖率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：対日直接投資と日本経済（2004 日本経済新聞社 深尾京司・天野倫文） 

   中小企業庁（http://www.chusho.meti.go.jp/） 

 

図３１、図３２を見れば明らかなように、日本の開設率（新規開設された事業所数/既存の全

事業所数）や閉鎖率（閉鎖された事業所数/既存の全事業所数）はアメリカの約半分しかなかっ

た。このような低い開設率と閉鎖率が、製造業における TFP 上昇率の低迷を引き起こしている可

能性がある。 

事業所の開設はその産業に参入効果をもたらし、逆に事業所の閉鎖はその産業に退出効果をも

たらすと考えられる。ここで言う参入効果とは初期時点の産業平均より生産性が高い企業が参入

http://www.chusho.meti.go.jp/
http://www.chusho.meti.go.jp/


ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008 

 42 

することによって、産業全体の生産性が上昇する効果を指す。退出効果とは初期時点の産業平均

より生産性が低い企業が退出することによって、産業全体の生産性が上昇する効果を指す。 

 90 年代の日本の製造業において、生産性の高い企業が参入したり生産規模を拡大し、生産性

の低い企業が生産規模を縮小したり退出するという、産業の『新陳代謝機能』が上手く作用して

いなかった。このような新陳代謝機能不全が TFP 上昇率の低下を招いた可能性がある。補足とし

て、銀行の不良債権処理問題が参入・退出効果にマイナスの影響を与えている可能性がある。つ

まり、新規融資の不足によって参入が妨げられたり、既存企業への融資引き上げにより優良な企

業が流動性不足で倒産したり、銀行は自己資本規制等への対処のために不良な貸付先を延命さ

せ、これが競争原理による淘汰機能を低下させているのかもしれない。 

第 1 項、第 2 項より日本の経済停滞の要因として、尐子高齢化と並んで、TFP 上昇率の低迷が

重要な問題であることを示した。非製造業では規制緩和が TFP 上昇に寄与したこと、製造業では

産業の新陳代謝機能の低下が TFP 上昇率を低迷させていることを示した。 

 もしも、外資系企業のほうが TFP 水準が高く、また対日直接投資によって投資先企業の TFP

水準が上昇するのであれば、対日直接投資は日本の経済問題解決に大きく寄与すると考えられ

る。 

 では、続く第 3 項において、外資系企業と日本企業の TFP 水準の比較を行い、第 4 項において、

対日直接投資によって投資先企業の TFP 水準が上昇しているのかを考察する。 

 

第３項 外資系企業と日本企業の TFP 水準比較 

  

 これより先行研究である「対日直接投資と日本経済」(深尾京司・天野倫文 日本経済新聞社)

を基に外資系企業と日本企業の TFP 水準を比較していきたいと思う。深尾氏、天野氏の両者は

1994～1998 年の全製造業企業に関する経済産業省『企業活動基本調査』の個票情報をもとに、

個別企業の TFP を算出した。TFP の算出方法であるが、Caves が提唱した多角的生産性指数に改

良を加えたモデルを使用した。 
 この結果深尾氏、天野氏の両者は次の結論を得た。 

① TFP 水準は、日本企業と比較して外資系企業のほうが約 10％高い。 

② TFP 水準の上昇率は、外資系企業と日本企業の間で差は見られない。 

③ 日本企業と比較して外資系企業のほうが資本労働比率が高い。 

④ 日本企業と比較して外資系企業のほうが研究集約度が高い。 

⑤ 外資系企業は高い生産性を背景に、高い収益率をあげ、日本企業より活発な設備投資を行

っている。 

 

 これより、日本企業と比較して外資系企業のほうが、生産性や収益率が高い。しかし、日本企

業のほうが外資系企業よりも务っていると一概に言えるわけではない。企業が海外進出する場合

には、異国の言語・習慣・制度・市場等に適応するために、一定の固定費を要する。それにもか

かわらず、あえて海外進出する企業の生産性は、海外進出しない企業の生産性よりも平均的には

高いと考えられる。つまり、日本に進出している外国企業は、全外国企業のうち精鋭企業といえ

る。この点に留意する必要がある。 

 

第４項 外資系企業による M＆A と国内企業間による M＆A の違い 

 

 外資系企業による M＆A と国内企業間による M＆A の場合、投資先企業の TFP 上昇率にどのくら

いの差があるのかを検討する。ここでも先行研究である「対日直接投資と日本経済」(深尾京司・

天野倫文 日本経済新聞社)を基に議論を展開していく。深尾氏・天野氏の研究により、 

① 投資先企業の TFP は対日 M＆A では上昇するが、国内企業間の M＆A では上昇しない。 

② 対日 M＆A 投資先企業は TFP 上昇率が高い。 

③ 対日 M＆A 投資先企業では労働生産性と賃金率の上昇がみられた。 
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 このことから、対日 M＆A と比較して国内 M＆A の場合には、規模の拡大は進められるものの、

生産性や収益性の改善はあまり見られないといえる。つまり外資系企業のほうが TFP 水準が高

く、また対日直接投資によって投資先企業の TFP 水準が上昇するのである。 

 従って、対日直接投資の促進は日本の経済問題解決に大きく貢献するといえよう。 

 

第５項 日本の対日直接投資の現状 

 

 日本は他の先進諸国と比較して、対日直接投資が際立って尐ない。図 1-5 は対

日直接投資残高の推移、図３４は体内直接投資残高の諸外国との比較である。図３３から受入額

は着実に上昇していることがわかる。９８年は約３兆円だったのに対し、０５年は約１２兆円と

その規模を４倍に伸ばしている。しかし図３４から、諸外国と比較すると対内直接投資はあまり

進んでいないと考えられる。 

 

図３３ 対日直接投資残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：財務省（http://www.mof.go.jp/）日本銀行（http://www.boj.or.jp/） 

「対外資産負債残高統計」より 

 

図３４ 直接投資残高の諸外国との比較 

 

http://www.mof.go.jp/
http://www.boj.or.jp/
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出所：World Investment Report 

(http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir08_fs_jp_en.pdf) 

 

第６項 対日直接投資の拡大に向けて 

 

日本を含め最近の先進諸国では体内直接投資の主流は M＆A 投資である。日本は、巨大な国内

市場・目覚ましい発展を遂げている東アジア諸国に隣接していること・進んだ製造業企業の集積

などから、投資魅力の高い国であるといえる。しかし、対日 M&A 投資を行うにあたっての環境は

悪い面がある。そこで対日 M&A 投資に関する環境を整えるかが今後の焦点である。 

対日 M＆A 投資の阻害要因として、①法人税の実効税率の高さ ②内部取締役中心の取締役会 

③第三者による経営介入の排除、以上三点が挙げられる。以下で個別に検討していく。 

 

 

① 法人税の実効税率の高さ 

 

図３５は法人所得課税の実効税率の国際比較である。日本は主な投資国の中で最

も法人税率が高い国の一つであるといえるだろう。このことが、外資系企業の日本国内での投資

を大きく阻害している可能性がある。 

 

図３５ 法人所得課税の実効税率の国際比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：財務省(http://www.mof.go.jp/index.html) 

 

② 内部取締役中心の取締役会 

 

日本企業では内部から昇進した者が取締役になり、そのまま経営者に就任するケースが多くあ

った。また同族経営の企業も多く、その場合は血縁関係がある者が経営者になった。こうした特

徴をもつ企業がかならずしも非効率的な経営を行うとは言えないが、問題は何らかの理由で経営

状態が悪化した場合にきちんと再生できるかどうかである。非効率的な経営状況に陥った場合、

http://www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir08_fs_jp_en.pdf
http://www.mof.go.jp/index.html


ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008 

 45 

速やかに経営方針を転換することが求められるが、既存の体制を築き上げた現行の幹部が自ら行

うことは難しいであろう。 

そうした場合、外部から新しい経営者を呼び、経営を立て直すことは有益である。しかし内部

取締役中心の取締役会の場合、M&A のような外部からの経営介入を嫌う傾向がある。 

 

③ 第三者による経営介入の排除 

 

従来の日本企業は資金調達を行う場合、メインバンクから借り入れすることが多かった。また

収益を内部留保にあてることで資本を増強していた。こうすることで株式市場から調達する資本

の比率を抑えてきたのである。またメインバンクを中心とするグループ間で株式を持ち合ってい

た。 

こうした資金調達行動や株式を持ち合うことで、外部にいる人間が独自に株式を調達し、経営

権を掌握することを回避してきたのである。 

 

①より日本の税制上の問題点、②・③より日本企業の閉鎖性が明らかになった。 

まず、法人税の実効税率の高さを解消するために、法人税の引き下げについて課税ベースの見

直しや抜本的税制改革の中で検討する必要がある。 

次に、日本企業の閉鎖性に関してだが、経営権の取引に関する状況は転換点を迎えている。ま

ず、株式の持ち合いは 90 年代後半以降、株価低迷による含み損の発生や時価会計の導入、金融

機関に対する株式保有規制等により急速に解消した。また外部取締役入や執行役員制を導入する

日本企業も増えつつある。 

今後もこの流れを絶やすことなく、日本を魅力ある投資国にするための環境整備を期待してい

きたい。 

第二節 財政再建 

国税主要項目の現状認識 

 

一般会計歳入内訳について 

まずは、平成 20 年度の一般会計歳入の内訳を見ていく（図３６）。歳入の内、税収の占

める割合は６割強となっており、３割を公債に頼っている状況である。今後、税収を拡大す

ることで、この公債依存度を縮小していく必要がある。また、尐子化が現実化していて、今

後もその状況が進行していく日本において、生産年齢人口の減尐は避けられない問題であ

り、今後ますます税収は落ち込んでいくと見られる。先述した通り、高齢化により、今後社

会保障費が増大していく中で、歳出削減努力だけで財政を支えるのは困難であると言える。

以上のことから、税制構造の見直しにより、税収拡大を実現させていく必要がある。 

税収は法人税、所得税、消費税が主要項目であり、それらが税収の大半を占めていることか

ら、今回はこの３つの項目に着目しながら、税収拡大に向けて比較検討していきたい。 

 

（図３６）一般会計歳入内訳 
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出所：財務省ホームページ（http://www.mof.go.jp/index.htm） 

平成 20 年度一般会計歳出歳入の内訳(予算）より 

 

 

法人税について 

我が国の法人税は税収比 31.2％と税収の中で最も高い数字になっている。 

現在の法人税率は一律で 30％となっている。図は昭和 56 年からの我が国の法人税率の推移であ

る。昭和 56 年以降、幾度か税率の改正が行われ、平成 11 年より現在の 30％という割合で税率

が安定している。これは、米国の 35％、英国の 35％、仏国の 33.3％と比べると、ほぼ同等の水

準であると言える。 

 

（図３７）法人税率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：財務省ホームページ（http://www.mof.go.jp/index.htm） 

法人税率の推移 より 

 

 

所得税について 

我が国の所得税の税収比は 30.4％となっている。我が国の所得税は累進課税制度を採用してお

り、その内訳は以下の図になる。この税率構造は、平成 19 年度より開始されたものであり、こ

れまで（平成 11 年度開始）より裾野が広がった構造になっている。昭和 49 年以降、幾度かに

わたって構造変更は行われてきたが、これまでの変更は一貫してその裾野を縮小させるものであ

ったが、今回（平成 19 年度）の変更では、初めてとなる裾野の拡大を実行している。これがど

ういった意味をもつのかについては、制度改革からまだ１度も決済が行われていないことから、

言及は難しいが、政府の目的は、国税から地方税に財源を移譲することであり、所得税と住民税

の合計額は基本的には変化しないものとしている。平成 20 年度の予算に関しては、一般会計に

占める割合が前年度比 0.2％アップとなる見込みである。 

 しかし、税制改正と同時に定率減税の廃止も行われた。平成 11 年度～17 年度までは税額の

25％、18 年度は税額の 10％の控除であったが、19 年度より廃止が決定した。これにより、実

際の負担は増大することになるといえる。 

http://www.mof.go.jp/index.htm
http://www.mof.go.jp/index.htm
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（図３８）所得税の累進課税割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：財務省ホームページ（http://www.mof.go.jp/index.htm） 

個人所得の税率構造より作成 

 

 

消費税について 

消費課税の内、最も額が大きい一般消費税であるが、その割合は税収比 19.8％となっている。

平成元年より３％で開始された一般消費税であるが平成８年より一律５％の値をとっており、現

在まで変更はなされていない。 

 

 

分析 

以下の図は、項目別の税収の推移であるが、所得税と法人税に関しては、税収の変動が激しい

のに比べて、消費税に関しては、税収が安定している。これは、一般的に、所得税収や法人税収

が景気の動向に左右されて変動するのに比べて、消費税収に関しては、景気が変動しても、消費

には比較的影響がでにくく、そのため税収の変動幅は尐ないと考えることができるためとされて

いる。尚、平成９年度に消費税収が急増しているのは、税率が３％から５％へと変更があったた

めである。 

 

 以上、現在の税制構造について個別にその現状を分析してきたが、今後どの税目を優先的に改

正することで、将来的な税制拡大を可能にしていくべきか。 

 所得課税に関しては、その目的が税収拡大ではなかったものの、昨年より施行された税制改革

により、とりあえずは、今後の動向に関しては静観すべきであり、早い時期での改革の実現可能

性は低いと考える。 

 また、直近の金融危機のことを考慮にいれると、日本は約６年ぶりの景気の転換点を迎え、景

気は後退を示している。よって、法人税や所得税に関しては、景気の変動からの影響を受けやす

いことは先述した通りであり、今回の景気後退により、税収が減尐すると考えられる。消費税に

関しては、これも先述した通りある程度の安定推移をすると考えられる。 

 今後の財政状況を考慮に入れると、財源の確保は必要不可欠であり、国民の不信感を拭うため

にも、ある程度の安定した財源が要求されると考える。近い将来、法人税や所得税は、今回の金

融危機のため減尐すると考えられ、税率を上げたとしても、すぐにその効果がプラスに移行する

とは考えづらく、とりあえず景気が安定するまでは、税率上昇の議論は避けるべきだと我々は考

http://www.mof.go.jp/index.htm
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える。そこで、比較的安定的な財源である消費税に関して、今回税率を上昇させるような政策を

提言したいと考える。 

 

（図３９）主要税目の税収推移（一般会計比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：財務省ホームページ（http://www.mof.go.jp/index.htm） 

         主要税目の税収推移（一般会計比） 

 

消費税増税に向けて 

 では今回どの程度の税率を上昇させるべきか。この議論は非常に難しく、現在日本が景気後退

局面に差し掛かっていることから、先述したとおり所得税や法人税に関しては落ち込みが予想さ

れるが、どの程度の落ち込みになるかの予想をつけにくい。また、景気対策として、政府は 2

兆円規模の減税を行う方針であることも考慮に入れると、現段階で増税を行うのは困難であると

考える。とりあえず景気が安定するまでは具体的な増税額に関しては言及を控えるが、近い将来

増税が行われるということは国民に示しておく必要があるのではないかと我々は考える。 

 

おわりに 
 今回、サブライムローン問題を契機とした金融危機や急激なインフレ、景気後退など、世界的

に広がった「ショック」についての考察を始めとして、日本経済を軸として、短期、中長期の立

場に立って、日本経済が取るべき対策や立場について論理を展開してきた。以上で展開してきた

内容は、日本経済のため、日本国民のために今後必要になると我々は確信している。今回の対策

や政策がもしとられるとするなら、日本経済に恩恵をもたらす可能性は大いにあるだろう。我々

の力では至らなかった面や、今回論じ尽くせなかった面は多々ある。しかし、とりあえずここで

論文を締めくくりたい。 

http://www.mof.go.jp/index.htm
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