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＜ポイント＞ 

では、2004 年の日本経済を読み解く上で焦点となるトピックについて、キーワ

を掲げつつ解説してみたい。 
キーワードを列挙すると、以下のとおりである。 
デフレ下の景気回復 
前半堅調・後半足踏み 
細く長い回復 
デジタル景気 
中国は日本の成長エンジン 
年金改革と年金ショック 
乏しい個人消費の浮揚感 
崩れた家計の高貯蓄神話 
幻想の「デフレ脱却期待」 
地銀の不良債権問題と地方の信用収縮 
起業ブームと大企業発ベンチャー 
モノづくりマーケティング 
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 日本経済は、2003 年春以降株価が持ち直すとともに、景気の回復傾向がはっきりしてきた。

米国、アジア、欧州など世界経済の回復を背景に、1 年前と比べると、足元の経済環境には随

分明るさが感じられるが、今回の景気回復は本物なのだろうか。 
 本稿では、2004 年の日本経済を読み解く上で焦点となるトピックについて、キーワードを掲

げながら解説してみたい（以下、ゴシック体で示したものが重要なキーワードである）。 
 
デフレ下の景気回復 

 まず、簡単に 2004 年の景気の姿を展望してみよう。 
 2004 年の日本経済は、一言で言えば、「デフレ下の景気回復」局面と位置づけられる。つま

り、昨年に続き、デフレ（持続的な物価下落）と景気回復とが共存する年となる。 
 図表１、２に示したように、東レ経営研究所では、日本の実質ＧＤＰ成長率は、2003 年度は

2.2％、2004 年度は 1.5％とやや鈍化するものの緩やかな景気拡大が続くと予測している1。全

般的な物価水準を表すＧＤＰデフレーターの変動率は、2003 年度▲2.0％、2004 年度▲1.8％
と、依然として年率 2％近い物価下落が続く見通しだ。 
 
前半堅調・後半足踏み 

 日本経済は、輸出の増加が、生産増、企業収益増を通じて設備投資増につながり、企業部門

主導で回復している。海外景気が回復傾向にあることから、この企業主導での景気の好循環は

少なくとも 2004 年央までは続きそうだ。 
 ただし、年後半になると、①米国はじめ海外経済の回復ペースが鈍化する可能性が高いこと、

②デフレ下で売上が伸びない中、人件費カットが限界に近づくことで、リストラによる収益改

善効果が縮小すること、③住宅着工が前年の駆け込み需要の反動により減少すること、などを

背景に景気は減速を余儀なくされるだろう。 
 したがって、2004 年の景気の足どりは、大雑把に言って「前半堅調・後半足踏み」となろう。

ただし、後述するように、設備投資がはっきりした増加トレンドに乗ったことや、高成長を続

ける中国が景気の推進役となることから、年後半も景気が腰折れする心配はなく、「踊り場」的

な状況になる可能性が高い。 
 

図表１　2003年度・2004年度の日本経済見通し
  （前年度比、％)

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度

(実  績) (実  績) (予  測) (予  測)

 実質ＧＤＰ △ 1.2 1.2 2.2 1.5

 個人消費 1.3 1.0 0.6 0.6
 民間住宅投資 △ 7.8 △ 2.1 1.1 △ 0.8

 民間企業設備投資 △ 3.5 △ 3.3 9.8 6.3
 公共投資 △ 5.2 △ 5.0 △ 9.9 △ 5.6

 財貨・ｻｰﾋﾞｽの純輸出（寄与度） △ 0.5 0.8 0.8 0.3
 財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸出 △ 7.2 12.0 10.0 8.4

 財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸入 △ 3.1 5.5 4.2 7.9
 名目ＧＤＰ △ 2.4 △ 0.7 0.2 △ 0.2

 ＧＤＰデフレーター △ 1.2 △ 1.8 △ 2.0 △ 1
 鉱工業生産 △ 9.2 2.6 3.2 4.4
 消費者物価 △ 1.0 △ 0.6 △ 0.2 △ 0

 完全失業率（％） 5.2 5.4 5.3 5.2
 米国実質ＧＤＰ成長率  (暦年) 0.5 2.2 3.1 3.8

出所 ： 実績は内閣府他、予測は東レ経営研究所見通し（2003年12月改定）

.8

.4

                                                      
1 2003 年 12 月発表の 2003 年 7～9 月期ＧＤＰ（2 次速報）をベースに作成した見通し。近く（2 月 18 日）発

表される 2003 年 10～12 月期ＧＤＰ（1 次速報）を受けて、弊社では 2 月下旬に改定経済見通しを作成する予

東レ経営研究所「ＴＢＲ産業経済の論点」                                                  200４.２.１７ 

2 



1.5

2.2

1.2

-1.2

3.0

0.9

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

９９ ００ ０１ ０２ ０３ ０４ (年度)

（前年度比、％）

個人消費

公需

外需

実質ＧＤＰ

予測

（注）・数字は、実質ＧＤＰ成長率
　　　・「その他民需」は、住宅投資および民間在庫投資
出所：内閣府「国民経済計算」、2003・2004年度は当社予測

図表２　　実質ＧＤＰ成長率と需要項目別寄与度

設備投資

その他民需

 
 
細く長い回復？ 

 デフレ下の景気回復であるがゆえに、企業の生産や投資行動は、前向きに転じたとはいえ慎

重なものとなろう。 
 インフレ下では、ある程度の在庫を抱えることが望ましいことだが、デフレ下では在庫がた

まると評価損が発生するため、企業は在庫積み増しには慎重で、このため生産活動にはすぐブ

レーキがかかる。このことは、在庫の積み増しによる景気拡大が起こりにくいと同時に、在庫

の積み上がりによる景気後退にも陥りにくいことを意味する。 
 次に、設備投資面をみると、これまで投資を絞り込んできた結果、資本ストック調整がほぼ

完了した一方で、老朽化した設備の更新需要が出てきた2。また、更新投資だけでなく、大企業・

製造業中心に、これまで見送っていた能力増強投資にも動意が出てきた。このため、2004 年も

設備投資の増加基調が維持されるだろう。ただし、デフレ下の景気回復であるうえ、企業の期

待成長率はまだ低いままであるため、借り入れを増やしてまで増産投資を行う動きは広がらな

い。 
 こうした要因から、今回の景気回復は本格的な回復にはなりにくいが、逆に調整圧力がたま

りにくいため、意外に持続力があると考えられる。外部環境次第では、「細く長い回復」にな

る可能性があるといえよう3。 
 
デジタル景気 

 昨年から今年にかけて、米国、アジアをはじめ世界的にＩＴ関連需要が上向きの循環に入っ

ている。さらに、日本の場合は、得意とするデジタルカメラ、薄型テレビ、ＤＶＤレコーダー

等のデジタル家電や、およびそれにカメラ付き携帯電話等を加えたデジタルＡＶ機器が開花し

たことが、製品のみならずその部品・材料の需要増大につながり、電気機械をはじめ非鉄金属、

化学など幅広い業種の業況回復につながっている。 
                                                                                                                                                            
定である。 
2 2003 年に名だたる大企業で重大な産業事故が多発したことが、各業界に設備更新に対する意識を高め、安全

上の視点から老朽設備の更新投資を前倒しで行う動きを加速する要因として働いた可能性がある。 
3 景気循環上は、今回の景気回復局面は 2002 年 1 月から始まっており、既に 2 年を経過し、「ＩＴ景気」と呼

ばれた前回回復期（1999 年 2 月～2000 年 10 月）の長さ（1 年 9 ヵ月）を上回っている。 
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 デジタルＡＶ機器の成長は、2004 年も続く見通しだ。デジカメはやや頭打ちとなろうが、薄

型テレビやＤＶＤレコーダーはこれから本格普及期に入るからである。アテネ五輪開催（8 月

13～29 日）の年であることもデジタル家電の追い風になる。昨年に引き続き、「デジタル景気」

の色彩が強い年になるだろう。 
 なお、家電分野では、デジタルＡＶ機器だけでなく、白物家電の分野でもメーカーが魅力的

で高付加価値な新製品を投入することで消費者の需要を掘り起こす動きが活発化している。

2004 年も高付加価値白物家電は、比較的堅調な推移が見込まれる。 
 ところで、先ほど、デフレ下ゆえに在庫が積み上がりにくいと述べたが、デジタル機器分野

だけは例外と考えるべきだ。デフレ予想が続く中でも、ＩＴブーム時には電子部品を中心とす

る生産財で仮需が発生し在庫が積み上がる恐れがある4。足元では好調なデジタル家電やパソコ

ンの需要拡大が止まった場合には、在庫調整による景気下降圧力に注意を払う必要があろう。 
 
中国は日本の成長エンジン 

 デジタルＡＶ機器と並んで、2004 年の景気の追い風になるのは、高成長を続ける中国である。

成長エンジン＝中国をいかに推進力としてとり込めるかが、日本企業の課題となる。 
 鉄、化学、セメントなどの素材産業では、中国の内需拡大の恩恵を受けて中国向け輸出が活

況を呈しており、高収益を享受している。価格面でも、たとえば鋼材価格は 2001 年の時点で

は過去 30 年間で最低まで下げっていたが、2002 年以降は中国の旺盛な内需を主因として上昇

し続けている。 
 また、製造業の中国への生産シフトは続いているが、これによる国内の生産・投資・雇用の

減少というマイナス面よりも、中国の現地拠点向けの部品や機械などの輸出急増というメリッ

トの方が日本経済全体としては大きく出ているようだ。 
 この結果、2～3 年前に急速に高まった中国脅威論や製造業空洞化懸念は、2003 年後半以降

やや後退し、中国の購買力が日本の救世主という見方が増えてきた。 
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図表３　　中国新規現地法人の投資目的

（社数）
（注）日本側出資比率10％以上。新規現地法人に出資する日本企業が回答した投資目的
　　　（16項目より選択、複数回答）
出所 ： 東洋経済新報社「第32回海外現地法人調査」（02年11月～03年2月実施）

                                                      
4 2000 年末頃には、ＩＴ関連部品の分野で過大な需要見通しに基づく見込み生産や、二重発注などの仮需の発

生による過剰な生産が行われた結果、在庫が積み上がり、在庫調整の引き金となった。 
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 これを反映して、最近の企業の中国進出は、安価な労働力を背景にした生産拠点よりも、高

い経済成長と沿海部の富裕層を当て込んで中国の消費者向けの販売拠点をつくる動きの方が目

立っている（図表３）。 
 2004 年は、日本企業にとって中国市場の開拓が重要なテーマになるだろう。 
 
ジョブレス・リカバリー 

 次に、家計部門を取り巻く雇用・所得環境について見ていこう。 
 企業収益が改善し、景気に明るさが見えたからといって、企業は雇用増には依然慎重なまま

である。企業のリストラ圧力は一服したものの、デフレ下で売上が伸びない中、企業の人件費

抑制姿勢は続くため、家計の所得と雇用の回復ペースは非常に鈍いものとなる。失業率は 5％
程度で高止まりを続け5、「ジョブレス・リカバリー（雇用なき回復）」型の景気回復になるだろ

う。 
 
年金改革と年金ショック 

 周知のとおり、2004 年は 5 年に 1 度の公的年金制度見直しの年に当たり、どこまで抜本的

な改革が実施されるかどうか注目されている。 
 現在、公的年金改革の中身の議論が大詰めを迎えている。今回の改革では、厚生年金の保険

料を年収の 18.35％（労使で折半）を上限に引き上げ、給付は現役世代の手取り年収の 50％以

上を確保すること、厚生年金に関して 70 歳以上の会社員でも高所得者の場合は年金給付を減

額すること、夫婦が離婚した場合の年金分割の制度を導入すること、などが予定されている。

しかし、全体としては、小幅手直しにとどまり、将来にわたり年金制度が確実に給付できる制

度は確立できそうにない。 
 一方、小幅手直しにとどまるにしても、近い将来の国民の生活を待ちうけているのが、「負担

増・給付減」であることに変わりはない（厚生年金保険料は今年 10 月から引き上げられる）。

年金問題に対する消費者の関心が深いことは、年金不安を特集した週刊誌の売れ行きが軒並み

好調なことからも一目瞭然である。 
 したがって、今回の年金改革は、「将来も年金制度は大丈夫だ」という安心感を生まない一方

で、当面の消費者のマインドを冷やす働きをする可能性が高い。現に、昨年 11 月の衆院選後

に年金制度改革の議論が本格化した途端に、スーパーの売り上げが落ち込んだとの報告がある。 
 これまで、意図的に直視することを避けていた年金問題というパンドラの箱が開けられたこ

とで、「年金ショック」が 2004 年の個人消費の足かせになる可能性があろう。 
 
乏しい個人消費の浮揚感 

 このように、家計の所得と雇用に目立った改善が期待できず、年金ショックでマインドも萎

縮するため、2004 年の個人消費は伸び悩みが予想される。企業部門における回復テンポの強ま

りが、家計部門には波及しにくい情勢にあり、個人消費の浮揚感は乏しいものとなろう。 
 ただ、デフレによって実質購買力が嵩上げされること、医療費や教育費など抑制しにくい支

出項目が堅調に推移すること、企業による消費需要掘り起こし努力が消費を下支えすること、

などから、人々の実感はともかくとして、実質ＧＤＰベースの個人消費は比較的底堅い動きと

                                                      
5 完全失業率は、2003 年 12 月は 4.9％と過去最悪（2002 年 10 月、2003 年 1 月の 5.5％）よりは低い水準と

なっている。しかし、若年層の雇用は今なお深刻で、25 歳未満の失業率は 8.1％と 1 年前と同水準で高止まり

している。また、自営業主を含んだ就業者数は増えておらず（2003 年 12 月で 6307 万人で、2000 年 12 月よ

り 133 万人少ない）、内容的に雇用環境全般が改善したとは言いがたい。 
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なろう。 
 
崩れた家計の高貯蓄神話 

 日銀が発表する資金循環統計を見ると、驚くべき事実が明らかになる。98 年には約 39 兆円

あった家計の資金余剰幅が最近は減少し続け、直近の1年間ではわずか0.6兆円にまで縮小し、

（図表４）、2003 年度ではマイナスになる見通しだ。本来は貯蓄主体である家計部門が資金不

足に陥るのは統計開始以来初めての異例の事態である。 
 正常な国の経済では、貯蓄余剰の家計の資金が金融機関を介して資金不足の企業や政府に流

れていくという姿になる。ところが、今の日本では、企業は設備投資を控えめにして借金の返

済を進め、一方で家計は貯蓄する余裕がなくなって貯蓄を取り崩したり借金を増やしたりして

いる。この結果、15 年前にはほとんどいなかった「貯蓄を保有していない世帯」が急増してお

り、2003 年には「貯蓄なし世帯」が全体の 2 割を超えた6。 
 家計の貯蓄減少の主因は、長引く景気低迷とデフレを背景に企業がリストラを進めたことで

雇用者の所得が減少し、貯蓄を減らして消費に回さざるをえなくなったことにある。また、高

齢化の進展で働き手が減り始めたことで、年金を積み立てる現役世帯が減り、受け取る側が増

えたという要因も働いている。 
 こうした中、日本の家計の貯蓄率（国民経済計算ベース）は、すでに 2002 年で 5.8％まで低

下しており、ドイツ、フランスを下回り、米国に近づいている（図表５）。今や日本の家計の高

貯蓄神話は崩壊した。循環的に景気が回復したことで、家計の貯蓄の減少に歯止めがかかるか

どうかが今後の焦点となる。 
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図表４　　部門別の資金過不足

（兆円）

（注）・2003年度は、2002年7～9月期から2003年4～6月期の合計値。
　　　・98年度は、政府による国鉄清算事業団・国有林野事業特別会計の債務継承要因
　　　　を調整。
出所 ： 日本銀行「資金循環勘定」より作成
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6 日本銀行「家計の金融資産に関する世論調査」による。 
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図表５　　家計貯蓄率の国際比較
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出所 ： OECD「Economic Outlook No.73」
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幻想の「デフレ脱却期待」 ～ 基調はデフレ傾向継続 

 足元の物価の動きをみると、国内企業物価は、国際商品市況の上昇、原油価格の高止まり、

需要回復と生産調整による需給引き締まりなどを背景に下落幅が縮小している。 
 また、消費者物価は、国内企業物価の下げ止まりに加えて、医療費自己負担割合の引き上げ

（2003 年 4 月）、たばこ増税（同年 7 月）、コメの不作による値上がりといった特殊要因によ

り下落幅が縮小を続け、2003 年 10 月には 5 年半ぶり（1998 年 4 月以来）に前年水準を上回

り、同年 12 月も前年同月比横ばいとなっている。 
 しかし、この最近の物価の下げ止まりは、制度的あるいは一時的な要因による部分が大きく、

2004 年にはこうした要因が剥げ落ちることで物価下落幅が広がっていく。つまり、2004 年も

デフレ基調は継続する見通しである。 
 理性的に考えれば上記のとおりだが、足元の景況感の改善と「5 年半ぶりの物価上昇」とい

う事実、中国の需要増による一部素材価格の上昇などを見て、2004 年前半には人々の間に、一

時的にデフレ脱却期待（インフレ期待）が浮上する可能性が高い。もちろん、これは実体経済

から乖離した期待であるため、ほどなく幻想とわかり消滅しよう。だが、短期的には、こうし

たインフレ期待が長期金利の上昇、株価の下落などの要因となる可能性がある点に留意すべき

だろう。 
 
地銀の不良債権問題と地方の信用収縮 

 不良債権問題については、金融再生プログラムに打ち出された不良債権比率の半減の期限

（2005 年 3 月）をにらんで企業再生や不良債権処理が本格化する。大手行の不良債権問題は

目処がついたが、地域金融機関の不良債権処理はまだ道半ばである。 
 2003 年 11 月の足利銀行の破綻以降、不良債権問題の焦点は地方に移っている。足利銀行の

ケースで金融庁が厳格な検査で破綻処理を断行したため、地銀・第二地銀は自己資本比率引き

上げのために貸出資産圧縮の動きを強めると見られる。地方における信用収縮が景気の下押し

要因となる恐れがあろう。 
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 このように、実体経済は回復しても、金融システム面の不安は依然として横たわっている。

2005 年 4 月に予定されているペイオフの全面解禁に向けて、金融システム健全化は大きなヤ

マ場を迎える。 
 
起業ブームと大企業発ベンチャー 

 2003 年 2 月に施行された中小企業挑戦支援法により、会社設立に必要な最低資本金（株式

会社は 1000 万円、有限会社は 300 万円）の規制を会社設立から 5 年間は適用しない特例が設

けられた。この結果、資本金 1 円から会社を作れることになり（「１円起業」）、従来ならチャ

レンジスピリットを燃やしながらも資本金調達がネックとなって起業に踏み切れなかった人が

自分の思いを実現しやすい環境になっている。「１円起業」特例を使って起業したベンチャー起

業は、制度開始後 1 年で 8100 社を超えている。 
 また、2004 年度税制改革で、ベンチャー企業に出資する個人投資家（エンジェル）を税制面

で優遇する「エンジェル税制」の制度が拡充され、適用対象が大幅に拡大される。これにより、

ベンチャー企業に事業資金を供給する個人投資家が日本でも徐々に増えてくることが期待され

る。 
 これらの制度変更の効果が出ることで、2004 年はちょっとした起業ブームが到来する可能性

が高い。 
 一方、大企業発のベンチャーにも動きが出てきそうだ。従来、日本では大企業が人材や技術

を手放さないため、大型ベンチャーが誕生しにくかった。しかし、ここにきて大企業の間で、

社内ベンチャー（会社を退社せずに社員の身分のまま新規事業を行う起業形態）と独立ベンチ

ャー（会社と完全に袂を分かつ起業形態）の中間的な「スピンオフベンチャー」と呼ばれるベ

ンチャーを起業させる試みが目立ってきた7。 
 「選択と集中」の結果、選択されなかった事業分野で埋もれた人材と技術をそのまま腐らせ

るようりも、会社側が社外にベンチャーとして切り出せば、新たな展開が期待でき、市場から

高い評価を得る可能性もある。同時に、組織の活性化や潜在力のある優秀な人材の士気向上に

つながる。こうした考え方が広まるにつれ、大企業からベンチャーが育つ環境が整いつつある。 
 
モノづくりマーケティング 

 従来、日本の製造業は、右肩上がりの時代の名残から、「いいものを作れば売れる」、あるい

は「改善こそが戦略」という発想で、マーケティング不在の戦い方をする企業が多かった。し

かし、デフレが定着する中で、縮小する市場において、製造業も自ら顧客（お得意様）をつく

り維持する活動（すなわちマーケティング）に取り組むことが勝ち残りの鍵になりつつある。 
 かつては、中小メーカーでは、マーケティングと聞くと、モノづくりの世界には縁遠い何や

ら軽薄でチャラチャラしたもの、あるいは宣伝広告費が潤沢にある大企業が行うもので、自社

には関係ないといった認識をもつ経営者も多かった。 
 しかし、ここにきて、中小企業の間でも、モノづくりの技術力だけでなく、マーケティング

力（売る力）を備えていないと生き残れないとの認識が広がりつつある。たとえば、デフレ下

で元気のいいオンリーワン企業である金型企業のインクスや岡野工業の勝因は、モノづくりの

技術だけにあるのではなく、売る技術が優れていることにある8。そして、こうした事実に気づ

                                                      
7 起業時には、親元起業から出資を受け、知的財産や販売網なども活用する。成功して株式公開できれば、親

元起業にキャピタルゲインが入る仕組みである。たとえば、富士通では社員が独立して起業するのを支援する

「スピンアウト・プログラム」を導入しており、親元との友好関係を保つベンチャーを「のれん分け」のよう

に起業させている（高速検索ソフトなどの業務パッケージの「アクセラテクノロジ（東京都渋谷区）」など）。 
8 藤和彦「オンリーワン技術より中小企業は売る力磨け」（日経ＢＰ社「日経ビジネス」2003 年 12 月 8 日号）
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いてマーケティングを強化し始める企業が増えてきた。最近の中小企業の異業種交流の成功事

例の中には、共同で開発の促進を図るだけでなく、マーケティングを担う会社が参画している

ケースがある9。こうした動きは今後増えてくるだろう。 
 2004 年は、多くの製造業にとって「モノづくりマーケティング」が重要な課題の一つになる

だろう。 
 
 

（ご注意） 
・当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、東レ経営研究所はその正確性を保証するもので
はありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。 

・当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。当資料に
従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するものといたします。 

                                                                                                                                                            
参照。 
9 （財）中小企業異業種交流財団が実施している「異業種交流成果表彰事業」で 2003 年度の優秀製品賞を受賞

した「とやま創研グループ」（富山県富山市、製品はバキューム式アクアクリーナー）の場合、共同で開発した

３社が、それぞれ製造、梱包、販売を分担し、３社一体となって全国展開している。 
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