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Point
❶  日本の民間設備投資は最近回復しているものの、好収益の割には緩慢といえる。その背景には不確
実性の増大や投資機会の減少など先進国共通の要因が関係している。

❷  日本の緩慢な設備投資について日本ならではの要因もある。それは非製造業領域、とりわけサービ
ス化への取り組みが遅れていることと「地産地消」が進展したことである。

❸  第 4次産業革命の到来が見込まれる中で日本企業が設備投資の本格的回復を図るには「三つの思い
込み」からの脱却を図る必要がある。

1　はじめに
　平成が始まってまもなく日本経済はバブルが弾
け、株式や不動産の価格が下落し、金融機関は不
良債権問題の収拾に追われることとなった。さら
に 1990 年代後半に入るといくつかの金融機関や
証券会社は破綻した。また、1995 年には阪神・淡
路大震災、2011 年には東日本大震災と日本経済は
未曽有の天災にも見舞われた。
　世界経済の動きも日本経済に大きな影響を与え
た。中でも 2008 年にはリーマン・ショックが発生
して世界同時不況に巻き込まれた。こうした中で
閉塞感の打破への期待から 2009 年には政権交代
が行われたものの、かえって政治情勢は混乱を極
め、2012 年には再び政権交代が行われた。こうし
てバブル経済崩壊後、日本経済は本格的な回復局
面を迎えることなく低迷を続け、「失われた 10 年」

「失われた 20 年」とまで呼ばれることとなった。
　平成時代の日本経済の低迷は民間設備投資の動
向にも大きな影響を及ぼした。名目民間設備投資
は 1991 年をピークとしてその後は低下し、平成
時代において 60 兆～ 80 兆円のレンジでの推移と
なっている。ただここ数年間は増加基調で推移し
ており、2017 年度は 86 兆円まで増加している（図
表 1）。
　本稿は平成時代の日本の民間設備投資を振り返
り、中でも近年の設備投資の増加に焦点を当てる。
設備投資が増えているとはいえ、そのペースは投
資環境の改善の割には緩慢である。緩慢な設備投
資増加について米国やドイツなど先進国企業に共
通する要因に加えて日本企業独自の要因を探り、
最後に令和時代において設備投資の本格回復を迎
えるための注意点を述べる。
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1    なお四半期別 GDP 速報から計算した 2018 年度民間設備投資は 89.6 兆円と前年比 4.1％増加している。

2　平成時代の日本の民間設備投資
　平成当初はバブル経済末期と重なっていたこと
もあって民間設備投資は大きく増えていて、1991
年度には 2008SNA ベースでの名目民間設備投資
は 98.9 兆円を記録した。この金額は平成時代最高
の水準であり、その後はバブル経済崩壊による経
済成長率の低下に伴って設備投資も縮小していっ
た。1990 年代半ばから 97 年度にかけて資本ストッ
クの調整が進み、設備投資が 86 兆円台（1997 年度）
まで持ち直す局面が見られたものの、その後の証
券会社や金融機関の破綻に端を発する金融危機の
発生で景気は後退すると同時に資金制約が強まっ
たため、再び設備投資は減少することとなった。
2000 年初には世界的な IT 需要の冷え込みが設備
投資の抑制に影響した。
　2003 年度以降、民間設備投資は増加していき、
2006 年度には 84 兆円を突破した。この間、景気
回復局面となったものの経済成長率は 1 ～ 2％台
と伸びは緩やかであり、むしろ欧米に加えて中国
など新興国・途上国が高い成長を続けたことから、
輸出を起点として国内の生産活動が活発化し、設
備投資が促進された。また円安が進行しただけで
なく、日本企業のサプライチェーンの対象地域が

日本国内からアジア全域まで拡大した結果、現地
の設備や原材料・部品需要が日本経済にも波及し、
国内の設備投資の増加にもつながった。
　2008 年にリーマン・ショックが発生し、世界同
時不況に陥ったことで世界経済と連動を高めてい
た日本経済もその影響を免れることはできず、民
間設備投資も急落した。2009 年度の設備投資は
68 兆円となり、平成時代における最低水準を記録
した。
　2010 年代に入ると、民間設備投資は上昇基調で
推移している。2017 年度には 86.2 兆円に達して
おり、これは平成時代において 1991 年度、92 年度、
97 年度に次いで高い水準である 1。これまで投資
を抑えてきたことで設備が老朽化しており、更新
需要が高まっていることが大きいが、他にも半導
体需要がスマートフォンからデータセンターなど
に広がり、同製造装置など関連需要も旺盛なこと
もある。また国内の人手不足を背景とした自動化・
機械化など省人化の進行や中国の産業構造の高度
化に伴って工作機械やロボット等の輸出需要に対
応して、一般機械分野での設備増強の動きも影響
している。さらに 2020 年の東京五輪開催を控え
て大規模な建設投資が首都圏を中心に行われてい

図表 1　日本の民間設備投資の推移
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ることも関係する 2。
　なお、2016 年 12 月に 2008SNA に対応した国
民経済計算の 2011 年基準改定が行われた。その
中で、これまで費用計上されていた研究開発につ
いて将来的に生産に貢献することから固定資本と
して位置づけられることとなり、民間設備投資は
過去に遡って大幅に上方改訂された。例えば 2015
年度の民間設備投資は従来の 70.1 兆円から 82.8
兆円まで大幅に引き上げられている。

3　最近の設備投資の特徴と背景
　民間設備投資は 2010 年代に入って増加基調で
推移しており、これは設備の老朽化に伴う更新需
要に加えて内外での IT 関連需要等の高まりによ
るものとされる。しかし、設備投資動向に影響を
与える企業収益等の動向と照らし合わせると違っ
た側面が浮かび上がる。
　図表 2 は財務省の「法人企業統計年報」に基づ
き平成時代の金融業・保険業を除く全産業の経常
利益と設備投資の推移を見たものである。2010 年
代の設備投資は増加基調で推移し、2017 年度には
45.5 兆円を記録しているが、その伸びは緩やかで

ある。2017 年度の設備投資について製造業が 15.1
兆円、非製造業が 30.3 兆円を占めている。一方、
経常利益は 2013 年度に 2006 年度の過去最高値を
更新して以来、順調に伸ばしており、17 年度には
83.6 兆円（製造業は 28.3 兆円、非製造業は 55.2
兆円）まで増加した。経常利益はリーマン・ショッ
ク後の 2009 年度から倍増を上回っており、設備
投資に比べると企業収益の改善が目立つ。
　全産業ベースで企業のキャッシュ・フロー 3 に
占める民間設備投資の割合を計算すると、1991 年
度の 121％をピークに低下基調で推移し、リーマ
ン・ショック以降について設備投資の同割合は 50
～ 60％台にとどまっている。製造業・非製造業別
に見てもそれぞれ 60％台で推移していて全産業の
傾向と変わらない。
　近年、民間設備投資が増加しているものの、そ
の伸びは企業収益の改善ペースと比較すると決し
て十分なものではないことが分かるだろう。

増大する経営環境の不確実性
　2010 年代において日本企業が収益好調で手元資
金を十分確保しているにもかかわらず設備投資拡

図表 2　全産業の経常利益と設備投資の推移
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2    他にも 37％から 29％台までの法人税率引き下げや種々の投資減税などの政策支援が設備投資の回復に影響したとされる。投資減
税の一つである生産性向上設備投資促進税制について施行 1 年後の 2015 年 1 月までに A 類型と B 類型合わせて 12 万件が申請
され、B 類型の投資金額は延べ 3 兆円を突破した。

3    経常利益の半額に減価償却費を加えて算出。
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大に慎重な姿勢を続けている。その理由として、
①経営環境の不確実性の増大、②投資機会の減少、
③ IT によるサービス化、などが指摘されている 4。
　2008 年のリーマン・ショック以降、いくつかの
経済ショックが世界や日本に生じており、経営環
境の先行き不透明感の増大から、流動性が不意に
不足する恐れがある。一方、高成長が持続する新
興国・途上国を中心に M&A などの事業機会が飛
躍的に増えており、そのための投資資金を手元に
準備しておく必要性が高まっている。このように
ポジティブな意味であれネガティブな意味であれ、
経営環境の不確実性が増大しており、その結果、
企業経営者は予測できない資金需要に備えて設備
投資等を抑制して手元資金を確保しておきたいと
いう誘因を持つ。経営環境の不確実性と設備投資
の関係についてはそれを裏付ける実証分析がある5。
経営環境の不確実性が増大するなか、企業収益の
改善によって得られた資金を設備投資等に振り向
けるのではなく、手元に確保したことで最近の設
備投資の増加ペースが緩慢になったといえる。

　次に日本企業の設備投資拡大が緩慢な理由とし
て、国内経済の成長期待が低迷して投資機会が減
少していることがある。内閣府の「企業行動に関
するアンケート調査」によると、平成当初には 3％
半ばと見込んでいた今後 5 年間の実質経済成長率
見通しが最近では 1％前後と低迷している。今後
5 年間の産業全体の需要の実質成長率見通しでも
同じく低下傾向が見て取れる（図表 3）。
　ただこのことは日本に限った話ではない。IMF

（2015）の分析では、リーマン・ショック以降、
先進国では人口の少子化や高齢化の進行に加えて
資本蓄積のペースが鈍化したことで潜在成長率が
低下しているとした。リーマン・ショックで設備
投資を抑制した企業が成長期待を低下させ、その
後も設備投資の抑制を続けている。その結果、実
際の世界の経済成長率が低下し、それを見た企業
は成長期待をさらに低下させ、設備投資の抑制を
続けるといった悪循環が生じている。実際、先進
国の企業部門の貯蓄不足・超過率を見ると、リー
マン・ショック後の 2009 年から貯蓄率がプラス

4    なお、バブル崩壊後 2000 年代まで設備投資拡大の重石であった過剰設備や過剰債務については 2010 年代に入ると解消されてお
り、これらは設備投資拡大の妨げとはなっていなかった。

5    Tanaka（2016）は、リーマン・ショック後の 2009 年度以降、企業が直面する不確実性の増加について日本の上場企業の売上高
の変動幅から構築した企業単位の不確実性指標を用いて明らかにした。さらに同指標を使って不確実性の増大が設備投資を制約
したとの分析結果を示している。近年の日本企業の設備投資を抑制する動機について実証分析を行ったのは中村（2017）である。
彼は、リーマン・ショック以降において過去の経済危機の記憶等から予備的貯蓄の動機を高めて設備投資を抑制したことを明ら
かにしたが、M&A など資金需要に備えた予備的貯蓄の動機に関しては設備投資を抑制したという実証的な証拠は得られなかった。

図表 3　今後 5年間の経済・全産業需要の成長率見通しの推移
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に転換・拡大する傾向にあり、設備投資を抑制し
ている状況にある（Gruber and Kamin （2015））6。
　さらに投資機会の減少に伴って多国籍企業等が
M&A をグローバルに展開して世界的な産業再編・
集約を進めているために市場集中度が上昇してい
る。また IT 技術の浸透は産業レベルでネットワー
ク外部性を高め、市場寡占度が上昇しやすくなっ
ている。そうして生まれた独占・寡占企業は利益
率を高めるために、コストアップにつながる設備
投資等への資金投入に消極的なことも、設備投資
の拡大に歯止めをかけている（中村（2018））。
　
IT によるサービス化は設備投資圧縮効果も
　IT ソフトウェアや R&D など無形固定資産は設
備投資全体において一定のシェアを占めている。
こうした無形資産は経済成長や生産性を高めると
され、すでに国民経済計算において一部資本計上
されている。ただ無形資産にはブランドや人的資
本など国民経済計算では計上されないものもあ
る。企業は無形資産への投資を増やしているもの
の、設備投資としてみなされないため、定義上の
設備投資の伸びが抑えられたように見える。
　なお IT ソフトウェアがサービスとして普及す
ることは新規の設備投資を圧縮する効果を持つこ
とを忘れてはならない。例えば、ソフトウェアに
ついてこれまでユーザーはソフトウェアそのもの
を購入していた。しかし、現在ではインターネッ
ト経由でソフトウェアを安価に利用するクラウド
化が普及しており、ユーザーは利用料を支払うも
のの、ソフトウェアを購入するなどの投資につい
ては消極的になっている。
　ユーザーが躊躇するのはなにもソフトウェアへ
の投資だけではない。現在、生産現場の機械や設
備等を IT でつなげて効率的な運用を図る動きが
活発である。IT でつなぐ規模が工場や企業の壁を
越えて大規模になればなるほど生産等の効率化が
極大化し、コスト削減効果も大きくなる。このこ

とは新規設備投資決定のハードルが高くなること
を意味する。つまり、従来であれば実行されてい
た新規の設備投資が、既存設備の効率的活用が可
能となるため、実行されなくなっている。言い換
えると、IT によるサービス化の進展は従来の有形
設備投資にブレーキをかけているといえる。

4　緩慢な設備投資と日本独自の要因
日本のキャッシュ・フローに占める設備投資比率
は米独より劣位
　ここで指摘したいのは、上で挙げた三つの要因
は日本企業だけでなく、先進国企業において多か
れ少なかれ共通していることである。では緩慢な
設備投資は先進国企業であれば逃れられない運命
なのだろうか。日本企業ならではの要因はないの
だろうか。
　図表 4 は 2010 年代平均の日米独企業のキャッ

6    Cesaroni et al.（2018）はマクロデータを使ってプラスの企業貯蓄率が対外直接投資に関係していることを実証分析で示しており、
企業の対外直接投資による収益改善等が貯蓄率上昇に影響しているとした。

図表 4　  2010年代平均の日米独のキャッシュ・
フローに占める設備投資の割合
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めている。米独の統計では財務諸表ベースで設備投資額が明らか
にされていないため、有形・無形固定資産の前年差に減価償却費
を加えることで簡便的に設備投資額を算出している。
なお、米国の非製造業は鉱業、小売・卸売、情報通信等に限定さ
れている。

出所：  日本については財務省「法人企業統計」（2010年度～17年度）
米国については米国センサス局「Quarterly Financial Report」
（2010年～18年）
ドイツについてはBanque de France（フランス中央銀行）「The 
BACH（Bank for the Accounts of Companies Harmonised）
database」（2010年～16年）
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シュ・フローに占める設備投資の割合である。製
造業の同設備投資割合は日米独 3 カ国において大
差はないが、問題は非製造業である。日本は 6 割
弱にすぎない一方、米国とドイツは 100％を超え
る状況にある。その結果、産業全体のキャッシュ・
フローに占める設備投資の割合は日本の 57％に対
して、米国では 77％、ドイツでは 85％まで達す
る。米独では非製造業を中心に設備投資意欲の強
さをうかがうことができる反面、日本では非製造
業においても設備投資に前向きになっていない。
日本企業の慎重な設備投資姿勢は先進国共通の要
因だけでなく、日本独自の要因も影響していると
いえそうだ。

第4次産業革命の到来
　まず日本企業の慎重な設備投資姿勢の理由とし
て考えられるのは、新規事業への取り組みが遅れ
ていることがある。先進国などでは IoT、ビッグ
データ、AI、ロボット技術等を軸とする第 4 次産
業革命が進展しており、個々にカスタマイズされ
た生産・サービスが社会に提供されていく。具体
的には、ウェアラブル端末による健康管理、配車

や民泊などのシェアリングサービス、AI を使った
資産運用、フィンテックなどがある（内閣府政策
統括官（2017））。
　このように第 4 次産業革命が進展して超スマー
ト社会 7 が実現することでかなりの規模の関連需
要が創出される。例えば世界的な IoT の普及で生
まれる経済価値は 2013 年から 22 年までで累計
15.7 兆ドルと試算されている（経済産業省（2016））。
その内訳について製造業はその 4 分の 1 の 3.9 兆
円を占めるにとどまり、残りほとんどについてサー
ビス産業が占めており、莫大な事業機会がサービ
ス産業分野に生まれる見通しである。製造業につ
いても、例えば即時対応のオーダーメイド生産を
可能にして顧客単位でソリューションサービスが
展開されるようになる。つまり、製造業のサービ
ス化が実現されると見ている。
　
サービス化の取り組みに遅れ
　第 4 次産業革命に関する日本企業の実際の取り
組みは、米国やドイツと比べると遅れている。も
ともと日本のサービス産業の存在感が欧米と比較
して弱い（図表 5）。

7    2016 年の第 5 期科学技術基本計画で「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会のさまざま
なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語といったさまざまな違い
を乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会」とされた。

図表 5　  産業全体に占めるサービス産業の生産割合（左図）と中間財全体に占めるサービス投入割合（右図）
（2010 ～ 14 年平均）
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出所：世界産業連関表データベース（2010年～14年）
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　日本企業が IT によるサービス化を進めても、
国内の IT 企業がソフトウェア等を提供するため
に積極的な設備投資を行っていれば設備投資全体
として増えることになるはずである。だが、こう
したソフトウェアは競争優位に立つ外国企業に
よって提供されることが多く、国内設備投資の拡
大につながっていないのが実情である。2010 年か
ら 14 年の世界産業連関表から日米独仏英の産業
全体に占めるサービス産業の生産割合を見ると、
米英仏は 50％近い水準であるのに対して、ドイツ
は約 41％、日本は約 40％の水準と比較的低い。
次に投入されている中間財全体においてサービス
の占める割合を見ると、日本以外の 4 カ国は 48％
から 54％を占めるのに対して日本は約 39％に過
ぎない。製造業・非製造業別に見ても日本の相対
的な低さは変わらない 8。なお、もう一つの製造
大国であるドイツはサービス産業の生産比率につ
いて日本とほぼ同水準であったが、サービスの中
間投入比率は 50％と日本より 10 ポイント以上高
い。欧米企業は日本企業に比べると業種を問わず
最終製品やサービスの生産・提供においてサービ
ス化に取り組んできたといえる。
　日本企業の取り組みの遅れは第 4 次産業革命に
ついての先進国企業アンケート調査からも裏付け
られる。同調査によると、2017 年時点で第 4 次産
業革命に向けて取り組んでいる米国、ドイツ、英
国の企業は 8 割から 9 割を占めるのに対して、日
本企業は 6 割に満たない。これらの回答企業の中
で IoT・ビッグデータ・AI などの導入やその利
活用まで実施している企業は米国、ドイツ、英国
では 6 割から 7 割存在するのに対して、日本では
半分程度に過ぎない（総務省（2017））。こうした
第 4 次産業革命に向けた欧米企業と日本企業の取

り組みの差が非製造業を中心とする設備投資の姿
勢にも表れているといえるのではないか。　

投資誘発力が低下した製造業
　次に 2010 年代の日本の製造業において市場に
近いところで立地・生産する「地産地消」の進展
等で国内設備投資の誘発力が低下したことがあ
る。2000 年代には日本の製造業は高成長していた
中国などに向けて輸出拡大を図るために設備を増
強しなければならなかった。また海外現地生産比
率も上昇したが、そのために関連設備を現地に輸
出する必要があった。2000 年代の内閣府の「企業
行動に関するアンケート調査」を見ると、同期間
の製造業全体の需要の実質成長率見通しは 2006
年には 2％近くまで達することになり、関連する
設備投資が国内で実行された。
　2010 年代も世界の成長率水準が低下したとはい
え、新興国を中心に比較的高い伸びが持続して中
間層が成長し、2000 年代に比べて高価格の日本製
品を売り込みやすい環境が整った。しかし、2010
年代の製造業全体の需要の実質成長率見通しを見
ると、2014 年に 1.46％をつけて以降 1％前後まで
低下しており、その間の設備投資にも力強さがな
かった。
　2010 年代の製造業の需要の実質成長率見通し低
迷の背景には、日本企業のライバルが先進国だけ
でなく新興国にも出現して企業間競争が激化した
ことに加えて、最終製品だけでなく部品の生産ま
で日本ではなく、消費・組み立てされる国・地域
で行う「地産地消」が進展したために日本からの
輸出や直接投資の影響が弱まったことが関係して
いる 9。実際、海外現地法人の日本からの平均調
達率は 2000 年代前半には調達全体の 36％を占め

8    日本の SNA 産業連関表は 2017 年まで発表されている。2017 年においてはサービス産業の生産割合は 2014 年時点からほとんど
変わらず、サービスの中間投入比率は同年から 2 ポイント程度上昇していた。

9    上の内閣府の調査データを用いて 2001 ～ 18 年までの製造業 16 業種の需要実質成長率見通しについて製造各業種が立てた日本
の実質経済成長率見通しに加えて、輸出・直接投資要因として海外現地生産比率と輸出利ザヤ（想定為替レート－採算為替レート）
をそれぞれ説明変数に組み込んで実証分析を行った。2000 年代は日本の実質経済成長率見通しに加えて、海外現地生産比率と輸
出利ザヤが有意に影響したが、2010 年代に入ると、海外現地生産比率と輸出利ザヤの影響力は喪失した。詳細は福田（2019）。
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ていたが、過去 5 年間の平均では 24％まで低下し
ている（図表 6）。こうした「地産地消」の進展に
よって製造業の需要の実質成長率見通しが低迷し
て、本格的な国内設備投資に乗り出す状況にはな
かったと考えられる。　

5　おわりに
　第 4 次産業革命が到来している令和時代におい
てサービス分野に莫大な投資機会が生じているに
もかかわらず、日本企業が非製造業を中心に投資
意欲が強くないのは問題である。とりわけ、日本
企業や政府関係者が設備投資に関して「三つの思
い込み」にとらわれているのが気がかりであり、
これらの固定観念から脱却を図る必要がある。
　まず「製造業はものづくり」との思い込みであ
る。第 4 次産業革命では企業は多様な顧客の満足
度を上げるためにビッグデータを用いてさまざま
なソリューションを提供していくことが重要であ
る。その際、モノを提供するのか、ソフトを提供
するのかはソリューションの具体例の一つに過ぎ
ない。製造業だからハードを提供しなければなら
ないとかサービス業だからソフトしか提供できな
いとかいった常識は今後の事業機会を逸すること
につながりかねず、そうした固定観念を捨て去る

必要がある。
　二番目に「設備投資＝有形固定資産」との思い
込みだ。OECD（2013）は高い経済成長と生産性
を達成するには有形資産よりもソフトウェアや研
究開発やデザインなど無形の知識資産の方が不可
欠であることを指摘している。実際、先進国では
無形資産への投資は伸びており、米国においては
有形資産よりも無形資産への投資の方が上回る状
況である。第 4 次産業革命においては無形資産で
あるさまざまなデータが事業遂行において不可欠
な資産となるため、日本企業は無形資産への投資
を加速させていかねばならない。
　最後に「設備投資は日本企業が行うもの」との
思い込みだ。業種によって日本企業が得意なもの、
不得意なものが存在しており、なかでもモビリティ
サービス（MaaS）など日本企業が得意でない事業
があることは確かだろう。そういった場合、あえ
て日本企業がサービス化などの事業にゼロから取
り組むのではなく、もともと得意な外国企業と連
携する方が望ましいのではないか。また地方自治
体等は日本企業がそういった外国企業とコラボ
レーションしやすくするために外資のサービス企
業等を国内誘致するといった視点も必要なのでは
ないだろうか。

図表 6　日本からの原材料・部品等の調達比率
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出所：経済産業省「海外事業活動基本調査」
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