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今回の世界金融危機の日本への影響は、当初は

軽微と見られていましたが、この見方は大きく裏

切られました。確かに、金融面での影響は今でも

日本は米欧より軽いものの、実体経済の落ち込み

は日本が先進国の中で抜きん出て急激かつ大幅に

なっています。

日本の 08年 10～ 12月期の実質成長率（前期比

Ｑ１　昨年秋以降、日本の景気は急激に悪化して
いますが、悪化の度合いは金融危機の震源
地である米欧諸国と比べてどうなのです
か？

→　日本は金融システムの傷は米欧よりま
しですが、景気悪化は先進国の中で最
も急激で大幅なものとなっています。
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戦後最悪の不況を企業はどう乗り切るか
― Q&Aで読み解く景気と「不況期の成長戦略」―

Point
■ 今回の世界金融危機の実体経済への影響は、日本が先進国の中で最も深刻となっており、わが国は

戦後最悪の景気後退局面に突入しています。

■ 本稿では、世界経済危機の直撃を受けて「底なし」の様相を強める日本の景気の現状と展望、戦後

最悪の不況期に企業が取るべき戦略について、10項目のQ&A形式でまとめてみました。取り上

げた10の質問は次の通りです。

① 日本の景気は急激に悪化していますが、悪化の度合いは金融危機の震源地である米欧諸国と比

べてどうなのですか？

② 今回の世界不況で、日本経済の落ち込みが先進国で最大となったのはなぜですか？

③ 日本経済は外需依存型の成長をやめて、内需主導型に転換すべきなのでしょうか？

④ 日本の景気は底なしの様相を強めていますが、景気の底打ちは遠い先のことなのでしょうか？

⑤ 企業の事業計画を立てる上で、景気見通しのどこに注目すべきでしょうか？

⑥ 戦後最悪の不況に直面して、日本企業はどのように対処すればよいのでしょうか？

⑦ 不況下でも、日本企業によるM&Aは活発に行われるのでしょうか？

⑧ 企業の設備投資や研究開発投資は減少が続くのでしょうか？

⑨ 不況下には研修などの教育訓練費が削られるため、企業の人材育成は手薄になっても仕方がな

いのでしょうか？

⑩ 不況期には資金調達や起業がしにくくなるほか、皆が萎縮するため、イノベーションは起こり

にくくなるのですか？
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▲3.2％、年率換算▲12.1％）は先進国の中で最悪

であり、08年の成長率も▲0.6％と、主要国で日本

のみがマイナス成長を記録しました（図表１）。

OECD（経済協力開発機構）による 09年の成長率

予測（09年 4月発表）でも、日本が▲6.6％と、米

国（▲4.0％）、ユーロ圏（▲4.1％）より大幅なマ

イナスを見込んでいます。

08年秋以降の日本の景気悪化は、米欧諸国のよ

うな金融発の信用収縮を通じた経済危機ではなく、

グローバルな需要急減に伴う輸出の減少を通じた

製造業の失速が原因となっています。

08年夏までは、日本の輸出は、米国経済が減速

しても新興国向けが堅調だったため何とか増加基

調を維持していましたが、リーマン･ブラザーズが

破綻した昨年 9月以降、金融危機が実体経済の悪

化を招き、新興国も含めて世界中で需要が縮小し

たことで輸出と鉱工業生産がフリーフォールの状

態となりました。図表 2に見るように、足元の輸

出と生産はまるで断崖から転げ落ちたような落ち

込みとなっています。09年 2月の輸出額は前年同

月比▲ 49 ％、生産は同▲ 38 ％と、ともに戦後最

大の減少率です。

かつて見たことのない輸出と生産の激減を受け

て企業業績は一段と悪化し、設備投資の圧縮と雇

用調整の圧力が強まっています。雇用と所得の減

少を背景に個人消費も減退し始めました。この結

果、日本経済は外需も内需も総崩れになっています。

米欧では「100年に一度」の事態なのは金融危機

であって、実体経済の不況は今のところ「100年に

一度」の落ち込みにはなっていません。これに対

し日本では、生産、機械受注、輸出など複数の経

済指標が既に統計開始以来最悪を記録しており、

08年度の成長率（弊社予測▲2.8％）は戦後最悪の

マイナス成長となったことが確実です。日本は、

実体経済面で他の先進国に先駆けて「100年に一度」

の景気後退に突入したと言えます。

Ｑ2 今回の世界不況で、日本経済の落ち込み
が先進国で最大となったのはなぜです
か？

→　日本の成長パターンが輸出依存型で、
その輸出は過去数年世界経済の高成長
の恩恵を大きく受けていたこと、日本
は産業特性として世界不況になると輸
出と生産の急減が免れない構造的特徴
を持っていることなどが原因です。

戦後最悪の不況を企業はどう乗り切るか

（単位：％） 

2008年 08年10～12月期 
（前年比） 

2007年 
（前年比） （前年比） （前期比） 

　米国 2.0 1.1 ▲  0.8 ▲ 1.6
　ユーロ圏 2.7 0.8 ▲  1.4 ▲ 1.5
　ドイツ 2.5 1.3 ▲  1.6 ▲  2.1
　フランス 2.2 0.8 ▲  1.0 ▲ 1.2
　EU 2.9 0.9 ▲  1.4 ▲ 1.5
　英国 3.0 0.7 ▲  1.9 ▲ 1.5
　中国 13.0 9.0 6.8 － 
　韓国 5.0 2.5 ▲  3.4 ▲ 5.6
　日本 2.4 ▲ 0.6 ▲  4.3 ▲ 3.2

図表 1 主要国・地域の実質経済成長率

出所：各国統計資料
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図表 2 輸出も生産も前代未聞の垂直落下

出所：財務省「貿易統計」、経済産業省「鉱工業指数」より作成
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金融危機の震源地である米欧よりも、金融面

の傷が浅い日本の方が深刻な景気悪化に見舞われ

ているのは、一言で言えば、日本経済が前回の景

気回復期に世界経済の好調を背景とする輸出拡大

に大きく依存していたことが原因です。

過去数年続いた世界経済の 5 ％近い成長率は

実は信用バブルにより底上げされていたことが、

今回の金融危機で判明したわけですが、バブルが

はじけて世界同時不況に陥って世界の需要が縮小

すれば、これまで世界好況の恩恵を最も大きく受

けていた日本経済が最も深刻なダメージを受ける

ことは避けられません。

さらに、世界同時不況を受けて日本の生産と

輸出が諸外国より激しく落ち込んだ理由として、

日本の製造業の持つ次のような構造的特徴を指摘

することができます。

①日本は産業構造が外需に大きく依存してお

り、鉱工業出荷に占める輸出の比率が 21 ％強と

高い（しかも近年上昇傾向にある）こと。

②今回の世界不況で落ち込みが特に大きい輸

送機械（自動車等）、電気機械、一般機械の 3 業

種が生産全体に占めるウエイトが 49 ％と高いこ

と（図表 3）。米国ではこれら 3 業種のウエイト

は 21 ％にとどまります（食料品や石油・石炭な

どのウエイトが日本より高く、これらの生産はお

おむね横ばいとなっています）。

③日本の主な輸出商品は今や最終財ではなく

資本財と工業用原料で、両者で全体の 4分の 3を

占めていること。「最終財の生産を海外で、基幹

部材の生産を日本国内で」という形の国際水平分

業体制を築いているため、世界経済が成長し世界

で生産が増えるほど、日本からそれに必要な部材

や機械の輸出が増える構造にあります。

④部材の国内調達比率が高いため、輸出が増

えれば、その生産に必要な部材の国内生産が増加

する構造にあること。

これらの特徴のために、世界中の需要が縮小

すれば日本の輸出と生産の急減は免れない仕組み

になっているのです。

また、今回の生産調整はスピードの面でも過

去最速の調整となっていますが、その一因は

SCM（サプライチェーンマネジメント）の進展

により、企業の生産が世界景気の動向に過敏に反

応するようになったことにあると言われていま

す。世界同時不況入りの懸念が強まり、内外の需

要が縮小し製品在庫が積み上がると、自動車や家

電メーカーが一斉かつ一気に生産を減らし、玉突

き状に部品・素材メーカーへの発注に急ブレーキ

経済・産業／トピックス

－0.8 －1.3 －12.0 

－0.9 －2.3 －3.2 

－1.2 －2.9 －14.7 

－1.2 －2.0 －7.1 

（季調済前期比、％） 

　【 日 本 】 

　【 米 国 】 

鉱工業生産の伸び 

鉱工業生産の伸び 

うち輸送機械・電気機械・一般機械 
の3業種計の伸び 

うち輸送機械・電気機械・一般機械 
の3業種計の伸び 

鉱工業に占める上記3業種のウエイト 

鉱工業に占める上記3業種のウエイト 

08年4～6月 7～9月 10～12月 

08年4～6月 7～9月 10～12月 

48.5％（05年） 

20.8％（08年） 

図表 3 日米の鉱工業生産の構造比較

注：日銀「金融経済月報（09年 2月）」の分析をもとに作成した。
出所：原資料は経済産業省「鉱工業指数」、FRB「Industrial Production Capacity Utilization」
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がかかりました。このため、前例のない規模とス

ピードの生産調整が始まったと考えられます。

前述したように、日本経済はこれまで輸出に

大きく依存して成長していたことが仇となって、

世界同時不況の到来とともに、深刻な景気後退に

襲われています。こうしたなか、従来の日本の外

需依存型成長を否定し、内需主導型経済に転換す

べきだと主張する論者が増えてきました。

02 年 2 月から 6 年近く続いた前回の日本の景

気回復局面は、外需の伸びが成長率の約 6割を占

めるまさに外需依存型で、07 年度には GDP に占

める輸出の割合が約 18 ％と過去最高水準になっ

ていました。この時期に日本の製造業が輸出主導

で復活したのは、信用バブルが現出した世界同時

好況と円安の恩恵によるもので、バブルがはじけ

た以上もはや外需依存から脱却し内需主導で成長

していかなければ日本の将来はないというのが、

よくある「内需転換論」です。

こうした主張は一見もっともらしいですが、

現実を直視しない評論家的コメントに過ぎない場

合が少なくありません。今回、世界同時不況で外

需が壊滅的にやられたことに懲りて「世界経済の

浮き沈みの影響を受ける外需依存は駄目だ。内需

で成長できるようにならなければ」と願うのは、

気持ちは分かりますが、あつものに懲りてなます

を吹くようなもので、無い物ねだりです。

内需転換論の中には、「もっと円高にして輸出

産業を壊滅させて内需産業を強化せよ」というも

のもありますが、これは「利き腕の右腕が弱って

きたから切り落として、左手を使え」と言うのに

近い乱暴な議論です。

もちろん、内需拡大は積極的に推進しなけれ

ばなりません。特に、医療、介護・保育、農業な

ど、規制の存在によりこれまで大量の潜在需要が

抑えつけられていた分野では、規制緩和を進める

ことで内需の創出と潜在成長率の引き上げを図る

ことが急務です。

しかし、人口減少社会が到来している今の日

本では、高度経済成長期のような内需主導型の成

長を期待しても、少なくとも短期的にはかなわぬ

夢です。日本のGDPは世界全体の 9％に過ぎず、

今後そのシェアはさらに小さくなっていきます。

世界経済の成長力を取り込むことを視野に入れな

ければ、日本経済の持続的発展はありえません。

今回の世界同時不況に恐れをなして、これまでの

日本の輸出主導型成長や企業の海外市場展開を否

定することは自滅行為と言えるでしょう。

今、日本企業が推進すべき「内需の掘り起こ

し」は内向きの「引き籠り」ではありません。国

内市場の成長には限りがあることを踏まえれば、

世界同時不況後も、日本企業は従来以上に「海外

市場における内需」の開拓に注力することが必要

です。

特に重要視すべきは、アジア新興国市場の開

拓でしょう。今回の世界不況の中で、中国、イン

ドなど大きな国内市場を抱えるアジア新興国経済

の悪化は相対的に軽微にとどまると予想されま

す。さらに、中長期的にアジア新興国で国民の購

買力が拡大し、洗練された高品質な商品を求める

新中間層が増加することは確実です。当面、過剰

債務・過剰消費の調整過程が続く米国の家計に成

長エンジンを期待することができない中で、日本

企業は最終ユーザーを米国からアジア新興国へと

切り替えていくことが望まれます。

Ｑ3 日本経済は外需依存型の成長をやめて、内
需主導型に転換すべきなのでしょうか？

→　内需拡大はもちろん重要ですが、人口
減少社会の日本では内需主導型の成長
は短期的には不可能であり、世界経済
の成長力を取り込むことを視野に入れ
なければ経済発展はあり得ません。最
近増えてきた「内需転換論」の中には、
あつものに懲りてなますを吹く類いの
ナンセンスな主張も多いので注意が必
要です。
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前述したように 08 年秋以降、世界の需要が縮

んだのを受けて猛烈な減産が行われた結果、足

元の生産水準は鉱工業全体で 1 年前の 59 ％、電

子部品・デバイスでは 45 ％、自動車などの輸送

機械にいたっては 33 ％と 3 分の 1 にまで縮小し

ています（図表 4）。

これは、企業が需要急減に素早く対応して一

斉に大幅な生産調整を行った結果です。大減産

にもかかわらず、まだ輸出や生産が下げ止まら

ず、景気の先行き不安が高まっているのが現状

です。

しかし、これほど急激な減産がなされれば、

09 年度上期中に多くの財で在庫がはけてモノ不

足になることは間違いないでしょう。世界の製

造業が過去半年のようなペースで供給を圧縮し

続ければ、世界の経済規模は半減どころかゼロ

へ向かって縮んでいくことになります。でも、

衣食住など人々の生活に必要な物資の供給は途

切れることが許されないことを考えれば、これ

は起こり得ないことです。

例えば、1、2 月の米国の自動車販売は前年比

4 割減の年換算 900 万台に落ちていますが、これ

は持続不可能な異常値と考えられます。米国の

自動車保有台数は約 2 億 5,000 万台で、米国は自

動車なしでは生活が成り立たない社会です。も

し車の所有者が 25 年に一度しか車を買い替えな

いとしても、それだけで年間 1,000 万台は売れる

勘定になるのです。

Ｑ4 日本の景気は底なしの様相を強めています
が、景気の底打ちは遠い先のことなのでし
ょうか？

→　かつて例のない急激な生産調整が行わ
れたため、09 年度上期中には在庫調整
が一巡して輸出と生産が増加に転じ、
景気が底打ちする可能性が高いでしょ
う。しかし、重要なのは底打ち時期よ
りも、需要の戻りがどの程度かという
ことです。今回は底打ち後も長らく低
成長が続き、需要が不況前の水準に戻
るのは 3年以上先になりそうです。

経済・産業／トピックス
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（前年比、2008年3月＝100） 

鉱工業 

鉄鋼 

非鉄金属 

金属製品 

一般機械 

電気機械 

情報通信機械 

電子部品・デバイス 

輸送機械 

59.2 

50.6 

55.9 

75.1 

52.2 

61.0 

62.9 

45.1 

33.1 

図表 4 2009 年 3月の生産水準（業種別）

注： 09年 2月調査における 3月の生産予測指数ベース。
出所：経済産業省「鉱工業生産」より作成
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また、09 年 2 月の日本の自動車出荷台数（軽

自動車を含む）は、前年同月比 24 ％も低下して

います。深刻な信用収縮のため、車を買いたい

消費者がローンが組めないために買えない状況

にある米国と違って、日本では自動車ローンは

利用しやすく家計の収入と雇用もまだそれほど

減っていません。そんな日本で自動車需要の 4

分の 1 が消失しているのは、マインドの極度の

下振れにより本来の実需のベースラインを下回

っていると見るべきでしょう。世界的な金融不

安が一服し、底の見えない世界不況への恐怖が

和らげば、萎縮している需要がいくらか顕在化

してくるはずです。

これらの点を考慮すれば、09 年度上期中に在

庫調整に目処がつき、急激な経済収縮に歯止め

がかかると予想されます。外需依存型で内需に

浮揚力のない日本経済にとって、景気持ち直し

のきっかけは海外経済の回復による輸出の復調

に求めざるを得ないのですが、09 年後半以降は

中国はじめ海外経済が経済対策の効果などによ

り緩やかに持ち直してくることで、輸出と生産

が増加に転じ、景気がいったん底打ちする可能

性が高いでしょう。

しかし、海外の需要の回復力は弱いため、底

打ち後も輸出や生産の回復力は非常に緩やかに

とどまると予想されます。このため、回復の実

感を伴わない L 字型の回復となるほか、中国経

済の失速や欧州発での金融危機再燃などの外的

ショックを受ければ、たちまち再び景気下降局

面に向かう可能性が高いでしょう。

弊社予測（09 年 3 月時点）では、08 年度の実

質 GDP 成長率が▲ 2.8 ％、09 年度が▲ 3.6 ％と

2 年度連続で戦後最悪を更新する大幅マイナス成

長となる見通しです。10 年度は 1.0 ％のプラス

成長となる見通しですが、ここで想定している

10 年度の経済の姿は本格回復とはほど遠いもの

で、生産活動の水準は 10 年度末でも景気後退前

の 7 割程度にとどまると見ています。需要や生

産が不況前の水準に戻るのは 3 年以上先のこと

になりそうです。

前項で見たように、景気は遠からず底を打ち

そうですが、底打ち後もとても一本調子の上昇

が期待できる状況ではなく、L字型の回復か、ち

ょっとしたショックで二番底、三番底を探る展

開になる「だましの景気回復」になると見てお

くべきでしょう。

したがって、企業が事業計画を立てる観点か

らすれば、今は景気の底打ち時期を論じてもあ

まり意味はなく、激烈に落ち込んだ需要がどこ

まで戻るかという点の方が重要です。

予想されるのは、輸出と生産が反発してもそ

の角度は緩やかで、不況前の 07 年よりはるかに

低い水準で推移するという展開です。過去数年

続いた世界経済の 5 ％近い成長率は実は信用バ

ブルにより底上げされていたもので、金融危機

が去ってもこのペースの成長はもう望めないか

らです（少なくとも次のバブルが発生するまで

は）。このため、景気底打ち後も生産水準の戻り

は鈍く、稼働率が大きく高まることはないと考

えられます。

このことは当面、企業が低い生産水準に合わ

せて設備と雇用の過剰を解消するプロセスが続

き、これが景気の下押し要因になることを意味

しています。

数量ベースの戻りが鈍いのと同時に、世界的

なデフレ圧力の強まりにより単価の下落が進行

していることも、企業にとって厳しい試練とな

Ｑ5 企業の事業計画を立てる上で、景気見通し
のどこに注目すべきでしょうか？

→　重要なポイントは景気底打ち時期より
もむしろ、需要の戻りがどの程度かと
いう点です。今回は底打ち後も需要や
生産の水準は長らく低位にとどまりそ
うです。数量の戻りが鈍いことに加え、
世界的なデフレ傾向とコモディティ化
の進展で単価の下落圧力が強いことが、
企業にとって試練となります。

戦後最悪の不況を企業はどう乗り切るか
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ります。

世界経済危機の深まりに伴い、世界的に製品

の市場のボリュームゾーンが低価格帯にシフト

する現象が広がっています。パソコンでは、機

能を絞って価格を抑えた低価格ミニ･ノート型が

シェアを伸ばし（図表 5）、従来型のノートパソ

コンも低価格ミニ・ノート型に引っ張られる形

で価格が低下しています。日本市場ではノート

パソコンの平均価格は 08 年通年で約 30 ％下落

しました。また、自動車でも、ホンダの 200 万

円を切る新ハイブリッド車「インサイト」を投

入して人気を博すると、トヨタもハイブリッド

車「プリウス」の現行モデルの大幅値下げを発

表するなど、価格低下が進んでいます。競争力

のある高付加価値製品でも意外に早くコモディ

ティ（汎用品）化し、安くなければ売れない状

態に陥る傾向が強まっています。

このように売れ筋製品の単価がいったん下が

ると、容易に元には戻りません。世界的なデフ

レ傾向や新興国中間層の台頭などを背景として、

単価の戻りは数量の戻り以上に鈍いと考えられ

ます。モデルチェンジのたびに高機能化、高付

加価値化を進めることで価格の維持・引き上げ

を図ってきた日本企業の従来のやり方はもはや

通用せず、コスト構造の見直しを迫られるケー

スが増えてくるでしょう。

数量、単価の両面で需要の戻りが悪い経営環

境下では、企業はじっと耐え忍んで景気回復を

待つだけでは生き残れません。「6 割経済」の中

で勝ち残る知恵と戦略が必要です。企業は生き

残りのために、売上がかつての 4 割減でも利益

を出せる態勢をつくるために、抜本的な事業構

造改革、技術革新、サービス改善等に取り組ん

でいくことを求められるでしょう。

Ｑ6 戦後最悪の不況に直面して、日本企業はど
のように対処すればよいのでしょうか？

→　最優先課題は会社をつぶさず生き残るた
めの防御策です。しかし、永続企業とし
ては、守りを固めて生き延びると同時に、
需要反転後に果実を得る態勢を整える
「攻めの戦略」が重要です。この不況期
に的確な成長戦略を打てるかどうかが、
企業の将来を決める可能性があります。
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図表 5 世界のノート・パソコン生産台数の推移
～低価格ミニ・ノートのシェアが拡大～

注：カッコ内の数字は低価格ミニ･ノートの構成比
出所：日経マーケット・アクセス（09年 3月 18 日付け）
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この戦後最悪の不況に直面して、日本企業が取

り組むべき最優先課題は、不況を乗り切るための

防御策です。会社を成長させることより、まずは

会社をつぶさず生き残ることが大切です。生き延

びなければ、成長も何もありません。

戦後最大級の暴風雨の中を進んでいくには、頑

丈な傘を持ち防寒服を着るといった防御策を講じ

ることが必要不可欠です。急激な変化に素早く対

応して、コスト削減、在庫圧縮、不採算事業・製

品からの撤退、拠点の統廃合等の合理化を進めな

ければ、命取りになるでしょう。環境が一段と悪

くなることを想定し、最悪のケースに備えて細心

の注意を払うことが求められるでしょう。

世界不況による売上急減で利益が一気に失われ

たために、企業を巡る金融環境は急速に悪化して

います。日銀短観（09 年 3 月調査）では、企業

の資金繰りや金融機関の貸出態度が急激に悪化し

ていることが確認されました。こうした状況下、

政府・日銀が様々な企業金融支援策を講じていま

す。ただし、大企業には日銀によるCP（コマーシ

ャルペーパー）買い取りなどの施策、中小企業に

は信用保証協会の緊急保証枠拡大などの手が講じ

られているのに対し、中堅企業の支援策がやや手

薄な点は注意を要します。

このように企業にとっては防御策が最重要です

が、嵐の中をただ生き延びて景気の好転をじっと

待っていたのでは、その先の展望は得られず「い

かに遅く死ぬか」を目指すだけのことになるかも

しれません。永続企業としての将来を考えれば、

守りを固めて生き延びると同時に、需要の反転

後に果実を得る態勢を整える攻めの戦略が重要に

なってきます。

大胆なリストラとコスト削減で社員が不安にお

ののいて現場が荒廃し設備や技術の強みを失って

しまっては、会社は残ったものの需要回復期のス

タートダッシュで取り残されます。前述したよう

に、数量の戻りが鈍く単価の下落も進んでいる市

場環境にあっては、需要反転後の勝ち残り競争は

熾烈なものになることが予想されます。今回は景

気が元の状態に復するという意味での回復が向こ

う数年期待できないので、じっと耐え忍んで思考

停止で回復を待つだけでは、会社が立ち行かなく

なる恐れがあります。

したがって、今の危機を乗り切るだけでなく次

の回復期の跳躍力を鍛える成長戦略が大切です。

20 世紀の「知の巨人」ピーター・ドラッカー

は、著書『マネジメント』の中で、「成長には準

備が必要である。準備ができていなければ、機会

は去り、他所の門を叩く」と教えています。さら

に、不況期こそ成長戦略が重要と説いています。

好況期には万事に余裕があり、戦略がなくても流

れに押されて成長し、衰退企業ですら経済全体の

熱気に支えられて持ちこたえられます。しかし、

不況期には変化は突然で急激となり、成長できな

い企業は衰退を免れません。だから不況期こそ

「成長を意図し、マネジメントするための戦略」

が必要になるというわけです。

危機をチャンスにできた企業が大きな飛躍を遂

げるという事例は、歴史上、枚挙にいとまがあり

ません。戦後最悪の不況は危機であると同時に、

古い時代の垢を落として次の時代の飛躍の芽を育

てる絶好の機会でもあります。この機会を活かし

て的確な成長戦略を打てるかどうかが、企業の将

来を決める可能性があります。

不況期の成長戦略を考える上で見逃すことが

できないのは、今が日本企業にとってM&Aの好

機だということです。

Ｑ7 不況下でも、日本企業によるＭ＆Ａは活発
に行われるのでしょうか？

→　業績が悪化しているとはいえ、日本企
業は相対的に財務体質が健全でキャッ
シュリッチな上、円高が追い風になっ
ているため、今がM&A を行うにはチ
ャンスと言えます。今後も日本企業が
海外への販路拡大などを狙って、海外
企業を買収する事例が相次ぐと予想さ
れます。
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製造業を中心に業績が悪化しているとはいえ、

今回のグローバルな金融危機の中で、日本企業の

財務体質は相対的には健全でキャッシュリッチと

言えます。グローバルな需要の急減により、設備

や雇用に過剰感が出てきたことは確かですが、日

本企業は欧米のように大きな金融バブルや住宅バ

ブル崩壊の後遺症に苦しんでいるわけではありま

せん。金融機関の傷も米欧よりは浅く、信用収縮

の程度もましと言っていいでしょう。

自己資本比率を高めて、潤沢な手元資金を確

保する日本企業の経営スタイルは、従来は収益力

や成長力が乏しいと否定的に捉えられていました

が、金融危機の到来により、これが一転して強み

に転じています。世界的な株安に加えて、金融危

機の余波で円高が進行した結果、為替面でも日本

企業は国際的な投資競争において有利になりまし

た。

これらの追い風が吹いているため、今は日本

企業にとって平常時では考えられない好条件での

企業買収が可能になっています。M&A を活用し

た競争力強化を図るには、またとないチャンスと

言えます。

もっとも、ここ半年の景気悪化でキャッシュ

フローは減少し、日本企業の財務面での優位性は

小さくなってきました。また、日本の金融機関の

強みも、他国が資本注入をする一方で、株価が大

幅に下がったことによって、かなりの程度失われ

ています。

とはいえ、企業財務や金融面での相対的な優

位性はまだ残っていますし、これら以外にも日本

にはまだ有利な点があります。それは、諸外国の

企業にとって、今回のような信用収縮とデフレ懸

念は初めての経験ですが、日本企業は 90 年代後

半に信用収縮、デフレ、「失われた 10 年」を既に

経験しているという点です。

実際、昨年金融危機が深刻化した以降も、日本

企業による競争力強化に向けた攻めのM&Aが活

発に行われています（図表 6）。2008 年は世界の

M&A が縮小する中で、日本企業による外国企業

の M&A は、件数ベースで 377 件（前年同期比

2.7 ％増）と前年を上回り、金額ベースでは 7 兆

4,621 億円と約 2.6 倍に急増しました（レコフ調

べ）。

09 年入り後は、業績悪化で日本企業も手元資
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図表 6 日本企業が関わったM&A件数の推移
～日本企業による海外企業買収は金融危機発生後も堅調～

出所：株式会社レコフ「MARR」
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金の流出を抑える姿勢を強めているため、海外企

業買収の動きにブレーキがかかっています。それ

でも、サントリーが 2月にニュージーランド飲料

大手のフルコアを買収、4 月には米飲料大手ペプ

シコ系ボトラーを買収するなど、活発にM&Aを

展開している企業もあります。

09年度も経営環境は厳しいものの、内需型企業

を中心に日本企業が今を絶好のチャンスと捉えて、

海外への販路拡大や資源の確保を狙って海外企業

を買収する事例が相次ぐことが予想されます。

企業業績が急速に悪化し、依然底入れの兆し

が見えない中で、企業は生き残りのために、キャッ

シュの確保と収益下振れ防止を優先し、支出全般

を絞っています。

法人企業統計（財務省）によれば、08 年 10 ～

12 月期の企業（全産業）の経常利益は前年同期

比▲ 64.6 ％と第 1 次石油危機だった 74 年に記録

した過去最悪に並ぶ減益率となりました。これを

受けて、同期の設備投資は同▲ 17.3 ％と 7 期連

続で減少し、落ち込み幅は過去最大となっていま

す（図表 7）。

設備投資の先行指標である機械受注（船舶・

電力を除く民需）が 09 年 1 月まで 4 カ月連続で

前月比マイナスとなり、約 22 年ぶりの低い受注

額となっていることや、多くの企業で設備の稼働

率が下がって損益分岐点を大きく下回る操業度と

なっていることなどから判断して、当面設備投資

の減少傾向が続くと予想されます。

しかし、企業が生き残りのための縮小志向一

辺倒になり攻めの姿勢を完全に失っているのかと

いえば、そうではないようです。

少し前の調査ですが、野村総合研究所のアン

Ｑ８　企業の設備投資や研究開発投資は減少が続
くのでしょうか？

→　業績の悪化を背景に、設備投資や研究
開発投資の総額は減少が予想されます。
しかし、将来の競争力の源泉となる分
野では投資や研究開発を継続する企業
が少なくありません。不況期の成長戦
略の重要性を認識し、反転攻勢に向け
た準備や再成長のための基盤づくりを
行っている企業が少なくないことは、
日本経済にとって心強い材料です。
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出所：財務省「法人企業統計」
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ケート調査 1 （調査時点： 08 年 11 月後半）によ

れば、今回の金融危機下で、過半数の企業が現在

の経営環境変化を脅威と認識しているが、「脅威

のみならず好機でもある」と捉えている企業も 4

割強存在しました。また、現在の危機への対応姿

勢について、「守りに徹している」企業は 1 割強

にとどまり、「守りと攻めの両方を実施している」

企業が 6 割弱と多数を占めました。昨年末以降、

景気は一段と悪化の度合いを深めているため、現

時点ではこの調査結果よりも攻めの姿勢が後退し

ていると思われます。

しかし心強いことに、注意深く観察すると、

今回の不況に対して身を縮めて守りを固めるだけ

でなく、反転攻勢に向けた準備や基盤づくりを行

っている企業が少なくありません。業績が悪化す

る中でも、「不況期の成長戦略」の重要性を認識

している企業が多いことが窺えます。

例えば、張富士夫・トヨタ自動車会長は、こ

う発言しています。「大切なのは、短期と中長期を

峻別して対策をとることです。短期的な視点しか

ないと、赤字だから、とりあえずカネを使うこと

をみんなやめろという雰囲気になり、事業がシュ

リンクしてしまう。しかし、中長期的に見れば、

市場は再び戻ってくる。そのとき先頭を走ってい

るためには何をしなければならないのか。こうし

た意識を持つことが重要ではないでしょうか」2

同様の認識は、多くの経営者が共有している

ようです。体力のある企業ほど、財務状況が健全

なうちに短期間に急激な在庫調整を行って、赤字

決算になってでも膿を出し切って、早期に在庫調

整を終わらせ、需要回復時の再成長に備えようと

しています。こうした企業行動が 08 年度下期の

急激な減産を生み、マクロの景気悪化に拍車をか

けた面がありますが、ミクロで見ると企業の反転

攻勢に向けた準備が進んでいると言えます。

また、業績の悪化を背景に設備投資や研究開

発投資の総額は抑制しつつも、将来の競争力の源

泉となる分野では投資や研究開発を継続している

企業は少なくありません 3。

大手鉄鋼メーカーの幹部は、「鉄冷え」と言わ

れた約 10 年前の苦しい時期に鉄の研究開発を死

守したことが 2004 年以降に日の目を見て、わが

国鉄鋼業の復活につながったことを忘れてはなら

ないと一様に語っています。

三井造船は、国内の新造船向け大型ディーゼ

ルエンジンで圧倒的なシェア（07 年 46 ％）を持

ち、舶用ディーゼルエンジンを造船部門と並ぶ経

営の柱に育てようとしていますが、現在の地位を

手にした理由は、「不況下でも継続的に実施して

きた積極的な設備投資にあった」（櫻井眞常務）

と言います 4。

精密機器業界でも、リコーは不況下でも将来の

需要増に備えた先行投資をやめないほか、研究開

発費も減らさない姿勢を表明しています 5。また、

軒並み苦境に陥っている電機・電子業界でも、多

くの有力企業は投資総額を減らしつつも、将来へ

の布石として「新エネ・省エネ」への投資につい

ては、今のところ継続する姿勢を崩していませ

ん。

Ｑ9 不況下には研修などの教育訓練費が削られ
るため、企業の人材育成は手薄になっても
仕方がないのでしょうか？

→　研修などの教育訓練費を削減する企業
が多いのが事実ですが、一方で不況期
こそ人材育成の絶好の機会と考えて、
現場での人材育成を強化している企業
も数多く存在しています。

1 URL： http://www.nri.co.jp/news/2008/081212_1.html。
2 『文藝春秋』09年 3月号。
3 日本経済新聞社が主要企業を対象に09年 3月に実施した「社長百人アンケート」によれば、09年度の研究開発費を08年度並み、
または増やすと答えた経営者が過半数（52.5 ％）を占めた（日経産業新聞 09年 3月 30日付け）。

4 『WEDGE』09年 3月号。
5 日経産業新聞 09年 3月 6日付。
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戦後最悪の不況を企業はどう乗り切るか

不況になると、経費削減のため、研修などの

教育訓練費を真っ先に削減する企業が多いのが事

実です。その一方で、不況期こそ人材育成の絶好

の機会と考えて、現場での人材育成を強化してい

る企業も数多く存在しています。

製造業では、生産がピーク時の 6 ～ 7 割減に

なっている企業も珍しくありませんが、大企業、

中小企業を問わず、稼働率が下がって暇になった

この時期を利用して、工場の現場でベテランから

若手への技能継承やスキルアップ研修を実施して

いる企業が驚くほど多いことは注目に値します。

松下幸之助氏は、東京オリンピック後の不況

期に次のように発言しています（抜粋）。

「この際に社員の研修をやろうと思う。こうい

うことは、不景気のときにはじめてできる。忙し

いときやったらとてもそんなことできない。幸い

にして、多少の変動期で、そういう機会が与えら

れるんやから、この機会をわれわれは有効に使わ

ないといかん。こういう不景気は、躍進の機会が

与えられるときやないかと思います。一時はへっ

こむけれど、へっこんだときに、われわれはつぎ

に何をすべきかということを考え、それを準備す

る期間になるわけです」6

また、別の機会には、こう語っています。「非

常に調子よく諸事順調にいっているときばかり

では、十分に人が育ちにくい面があるともいえま

しょう。困難なとき、なかなか仕事がうまくいか

ないというようなときにかえって従業員の成長が

あり、人が育つとも考えられます。その意味にお

いては、私は、いわゆる不景気のときは、人材育

成の好機ではないかと思います」7

今回の不況下でも、実に多くの経営者が、今

こそ人材育成の好機と強調しています。

トヨタ自動車では「困ると人は知恵を出す」

という思想のもと、「金はない、場所もない、人

もいない、だから知恵を出せ」という方式で人を

育てる伝統があるから、不況期こそ社員が育つ

チャンスだと、張富士夫会長は語っています 8。

また、永守重信・日本電産社長は、「世界同時

不況の今は、ビジネススクールで絶対教えてもら

えないことを学べる機会」と述べています 9。

このように、今回の不況は天の与えてくれたチ

ャンスと前向きに考えて、将来の成長のために足

腰を鍛える企業が多いことは、日本経済にとって

心強いことです。「失われた 10 年」の時期に、短

期的な収益改善を図るために、人材への投資を絞

り過ぎたことが競争力劣化につながったという苦

い経験を持つ企業は数多くあります。今回の不況

で企業がこの教訓を活かせるのか、あるいは前回

と同じ轍を踏むのか、注目されるところです 10 。

Ｑ10 不況期には資金調達や起業がしにくくな
るほか、皆が萎縮するため、イノベーシ
ョンは起こりにくくなるのですか？

→　いいえ、違います。不況期の逆境の
中で新たな発想でイノベーションを
起こし、チャンスをつかんだ企業の
事例は数多くあります。また、不況
には経済の体質を強化したり、活力
を維持したりする側面もあります。
未曾有の不況はピンチであると同時
にチャンスでもあり、この機会を活
かせるかどうかで将来に大きな差が
つく可能性があります。

6 『松下幸之助発言集　第 6巻』「住友信託銀行幹部研修会」。
7 松下幸之助『経営心得帖』。
8 『文藝春秋』09年 3月号。
9 日本経済新聞 09年 1月 12日付。
10 日本企業は長期雇用の利点を生かして、不況期は研修などの教育訓練費を節減しつつ、職場を学習環境と捉えて、現場で社員
が試行錯誤する中で自ら気づきや学びを得るOJL( On the Job Learning ) の施策をコア人材育成の手段として活用することも有効
と思われます（参考文献：石川裕子「不況期のコア人材育成」、東レ経営研究所『経営センサー』09年 3月号）。
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歴史をひも解けば、不況期の逆境の中から革

新的な企業や商品が生まれた事例が数多く存在

します。

米デュポンは、大恐慌のさなかに多額の開発

費を投じてナイロンの商品化にこぎつけ、繊維

に革命を起こしました。マイクロソフトが誕生

したのは、第 1 次オイルショックの続く 1975 年

でした。IT バブル崩壊後の不況期には、アップ

ルが iPod を開発してハードとソフトの統合とい

う新しいモデルを切り拓いたほか、IT 不況で暇

になった技術者達がインターネットの新しい可

能性を追求してグーグルやユーチューブ

（youtube）を生み出しました。

不況は、個人や企業に苦難をもたらす面があ

る一方で、生産性の低い企業や部門が淘汰され

て経済の体質強化につながる面や、不況がある

からこそ経済の活力が維持されるといった側面

があります。

好況期で順調な時には、わざわざリスクをと

ってまで新しいことに手を出すインセンティブ

は乏しい上、既存の勢力が強く、過去のしがら

みを打破して新たなチャレンジをしにくい面が

あります。これに対し、厳しい不況期は、不採

算事業や義理で続けてきた支出を誰からも反対

されずにやめやすい上、自ら道を切り拓かない

と生き延びていけないため、新しい何かが生ま

れる好機と言えるのです。

冒頭で見たように、今回の日本の不況は戦後

最悪の厳しさです。しかし、大不況期の視界不

良の中でも、新たな発想でイノベーションを起

こし、チャンスをつかむ企業が存在するという

のが、歴史の教訓です。業績が悪化し、カネを

使うことは全部やめろという雰囲気になりがち

な中で、将来の成長の礎を築く取り組みを行う

のは容易なことではありません。しかし、未曾有

の不況はピンチであると同時にチャンスでもあ

り、この時期にどう考えどう行動するかで将来に

大きな差がつくことを肝に銘じたいと思います。




