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＜ポイント＞ 

では、2005 年の日本経済を展望する上で焦点になると思われるトピックスにつ

、12 のキーワード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。 

①人口減少社会           ②持続可能な年金制度 

③若年雇用問題とニート       ④アクティブシニアの消費 

⑤男性消費             ⑥ポスト「韓流」 

⑦Ｍ＆Ａの活発化          ⑧多角化と垂直統合 

⑨ＩＴ革命の進展          ⑩アナログ的要素と素材の復権 

⑪ＩＴ在庫調整の一巡        ⑫意味の乏しい景気の山谷の議論 
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はじめに 

 日本経済は、バブル崩壊後の長いトンネルをようやく抜け出し、復活の歩みを始めた。しか

し、短期的な景気の動きを見ると、2004 年後半以降、足踏み状態にある。2005 年の日本経済

はどのような姿になり、いかなる課題に直面しているのか。 
 本稿では、年頭に当たり、2005 年の日本経済を展望する上で焦点となるトピックスについて、

12 個のキーワードを掲げつつ解説してみたい（12 のキーワード以外でも重要な用語はゴシッ

ク体にしてある）。 
 
１．人口減少社会 

 国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、日本の総人口は 2006 年に 1 億 2,774 万人

に達した後、長期の人口減少過程に入る。そして、2007 年には「2007年問題」、すなわち、団

塊の世代と呼ばれる 1947～49 年生まれの層が 60 歳の定年を迎え始める時期が控えている。 
 すでに日本の生産年齢人口（15～64 歳の人口）は 1995 年をピークに減少を続けているが、

総人口も減少する時代が目前に迫っていることで、人口減少社会への対応が 2005 年のテーマ

となってこよう。 
 少子高齢化は先進国共通の現象であるため、人口減少も先進国が共通して経験することと考

えがちだが、実はこれは正しくない。今後 20 年程度を展望した場合、生産年齢人口が鮮明に

減少する主要先進国は日本とドイツだけであり、米国は増加を続けるほか、イギリス、フラン

スは 2015 年以降、わずかに減少する程度である（図表１）。 
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図表１　　主要先進国の生産年齢人口増減率（実績と予測）

（％）

（注）2000年以前は実績。2005年以降は国連人口推計の予測値（中位予測）。過去5年間の年平均増減率。
出所 ： Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat，
　　　　 “World Population Prospects: The 2002 Revision”　より作成
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 人口減少の最大の理由は少子化だ。1 人の女性が一生の間に生む子供の数を示す合計特殊出

生率1は 2003 年に 1.29 人にまで落ち込んだが、2004 年の数字（2005 年 6 月発表）はさらに

低下し過去最低を更新する見通しである。 
 予想を上回る急速な少子化が進む中、政府も少子化対策を「国の最優先課題」と位置づけ、

2004 年 6 月に「少子化社会対策大綱」を閣議決定した。同大綱の具体的実施計画としていわ

ゆる「新新エンゼルプラン」（子ども・子育て応援プラン）が 2005 年度からスタートする。 
 少子化対策の重要性が認識され課題が明確化された点は前進できるが、現状わが国の少子化

対策の投じられる予算は諸外国に比べて小さいため2、十分な効果は期待できないとの見方が多

い。 
また、たとえ出生率が少々上昇したとしても、現在の日本の人口構造からして人口の大幅な

減少は避けられないという現実がある3。日本は、今後 20～30 年、主要先進国の中で比類のな

い人口減少社会を迎えることが不可避だという認識をまず持つことが必要だ。その上で、日本

が今後も豊かな社会であり続けるために何をなすべきかを考え、人口減少社会を明るい未来と

するための社会システムの変革に取り組んでいかねばならない。 
 
２．持続可能な年金制度 

 少子高齢化は年金制度を直撃する。日本の年金制度は、現役世代の保険料で高齢者を支える

「賦課方式」であるため、少子高齢化が進むと年金財政が悪化するという弱点がある。 
 すでに 2004 年に 4 年に 1 度の年金制度改革が済んでおり、本来なら年金問題は今年のテー

マにはならないはずだ。しかし、2004 年の年金制度改革が不十分なものにとどまった結果、数

年後に団塊の世代が受給者に加わり始めれば行き詰まるのが目に見えている。また、年金制度

改革関連法案の審議過程で国会議員の年金保険料未払いが次々に表面化し、国民の年金制度に

対する不信感が高まった。このため、政府・与党は、2004 年の年金改革法の成立時に、職業に

よって異なる公的年金を一元化することも含めて年金制度など社会保障制度の全体像を話し合

う場を設けることで合意したという経緯がある。 
 現実には、年金の一元化は各グループの利害が対立するため、実現の可能性は極めて低い。

しかし、少子高齢化に対応して「持続可能」をキーワードに年金制度の抜本改革を行うことは

待ったなしの課題であり、4 年後の年金改革まで先送りというのは許されない。 
 わが国年金改革のモデルの一つとして注目されているスウェーデンの 1998 年年金改革は、

1991 年以来、少数政党も含む与野党で年金問題について議論が尽くされた結果、超党派合意さ

れたものだった。日本もスウェーデンを見習い、政権が替わっても与野党が一体となって制度

改革を検討し推進する場が設けられることを期待したい。 
 
３．若年雇用問題とニート 

 マクロの景気はトンネルを抜けたが、今、日本経済に立ちはだかっている重要な問題の一つ

に若者の雇用環境悪化の問題がある。 
 若年雇用問題は、次のような統計に現れている。 

                                                      
1 日本の場合、合計特殊出生率が 2.08 人を下回ると人口が減少するといわれている。 
2 わが国の児童家族関係給付費の対 GDP 比は 0.6％（2001 年）で、少子化対策を実施しているフランス 2.7％
（98 年）、ドイツ 2.7％（98 年）、スウェーデン 3.3％（98 年）などに比べ、はるかに小さい。 
3 この点については、松谷（2004）が明解に論じている。 
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 (1) 若年層の失業率の上昇 
 全体の失業率は 2004 年 7～9 月期に 4.7％と 2002 年度の 5.4％から改善しているが、15
～24 歳の失業率は 9.4％（15～19 歳では 10.3％）と依然として高水準にある。 

 (2) フリーターの増加 
 「フリーター」を「15～34 歳の若年（学生と主婦を除く）のうちパート・アルバイト（派

遣等を含む）及び働く意志のある無職の人」4と定義すると、その数は 2001 年に 417 万人

と、学生・正社員以外の主婦を除いた若年人口全体の 5 人に 1 人（21.2％）に達しており、

団塊世代のサラリーマン（約 500 万人）に迫る一大グループを形成している。最近では、

30 代後半のフリーターも増えつつあり、年齢層の高齢化が見られる。 
 (3) ニートの増加 

 最近、「ニート（ＮＥＥＴ）5」と呼ばれる、働きもせず、学校にもいかず、専門的な訓

練も受けていない状態の人々が増加している。 

 こうした若年の雇用環境の悪化は、経済社会に対し、①人間の一生で技能や技術を最も効率

的に吸収できる若年期にその機会が得られないことによる日本の人的資本形成上のマイナス、

②若年の経済格差の拡大、③年金制度の維持困難化、④結婚を躊躇することによる少子化の加

速、⑤若年犯罪の増加など治安の悪化、等の悪影響をもたらす。 
 若年の雇用環境が悪化した要因としては、バブル崩壊後の日本企業で、若年正社員の採用が

抑制されたほか、人件費の変動費化を図るためにパート・アルバイト比率の引き上げが進めら

れたことが指摘できる。 
 そしてその背景には、第一に、従業員の高齢化により人件費上昇の圧力がかかる中、既存の

中高年の雇用維持のために若年の新規採用が抑えられたこと、第二に、日本経済の低成長が定

着して、企業にとって将来の不確実性が高まったために、若年を採用して長い年月をかけて一

人前に育てることの利益が小さくなったこと、があげられる。 
 このように、若年雇用問題は単なる景気変動によるものではなく、低成長・高齢化時代への

対応として構造的に生じている現象である。今後、景気回復が鮮明になっても、フリーターや

ニートの問題は解決しないだろう。 
 ニートやフリーターを減らすためには学校卒業後の就労対策だけでなく、在学中からの就労

対策の充実が欠かせない。なぜなら、ニートやフリーターが大量に発生するのは高校や大学の

卒業時だからである。 
多様なライフスタイル、ワークスタイルが選択できる社会が好ましいことは言うまでもない。

しかし、わが国が活力ある経済社会を維持していくために、ニートやフリーターが「履歴書・

経歴書に書ける職」（本人に技術や技能が蓄積される職）に就きやすくなるような社会システ

ムをいかにして築いていくかは、今日日本が直面している重要課題の一つといえよう。 
 
４．アクティブシニアの消費 

 少子高齢化は暗い話ばかりではない。今、アクティブシニアといわれる健康で活動的な高齢

者層の消費行動が大いに注目されている。シニア市場といえば、介護サービスなどをイメージ

する人が多いが、実際には旅行、スポーツ、趣味などを存分に楽しみたいという高齢者も多い。 

                                                      
4 内閣府「国民生活白書」2003 年版による定義。 
5 「Not in Employment, Education or Training」の略語。 
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 アクティブシニアは、住宅ローンを返済し終え、潤沢な金融資産を保有している者が多い。

彼らは購買力が大きい上、バブル期に質の高い商品やサービスに触れていることもあって、自

分の楽しみのためにお金を使う姿勢が鮮明で、高くても良質なものを求める傾向が強い。 
 （財）日本交通公社の調査によれば、子育てを終えた夫婦の海外旅行の 1 人 1 回当たりの費

用は 29 万 3,000 円（2001～03 年平均）で、独身女性グループ（17 万 3,000 円）や子連れ家

族（18 万 7,000 円）よりも多額である。 
 また、最近のデジタル家電ブームの主役もアクティブシニアである。図表２に見るように、

テレビの購入単価が顕著に上がっているのは高齢者層である。 
 元気な高齢者を取り込もうと、2004 年も多くの企業が知恵を絞って様々な商品やサービスを

提供した。たとえば、テーマ性を持たせたこだわりの旅、大型タクシーをセットしたきめ細か

い配慮の行き届いた国内旅行、通常のコースよりカリキュラムがゆっくり進む英会話レッスン

やピアノレッスン、医師による健康診断や健康相談を受けながら適切な運動を専門トレーナー

がコーチするフィットネスクラブなどである。 
 2005 年はアクティブシニアに照準を当てた商品やサービスを投入する企業サイドの動きが

一段と活発化すると予想される。 
 
５．男性消費 

 最近、消費市場でちょっとした変化が起こっている。これまで高付加価値消費の主役は女性

と相場が決まっていたが、大人の男性を消費の表舞台に引き上げようとする供給側企業の取り

組みが活発化する兆しを見せており、高額商品を中心に男性消費が盛り上がりつつある。 
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図表２　　家計のテレビの平均購入単価（世帯主の年齢層別）

（万円）

（暦年）

出所 ： 総務省「家計調査年報」
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 この取り組みの先駆けとしては、売上不振にあえぐ百貨店業界で伊勢丹が 2003 年 9 月に新

宿本店メンズ館の大規模改装を行って男性消費の取り込みに成功したほか、松屋銀座本店が紳

士用品セレクトショップ「ソーホーズルーム」（2000 年秋開設）で自分の個性に合うモノには

投資を惜しまない中年男性の集客に成功した例などがあげられる。 
また、海外高級ブランドも 2004 年以降、日本の男性消費の取り込みに注力し始めた。イタ

リアのフェラガモが紳士オーダー靴を開始したほか、フランスのベルルッティも 2005 年から

紳士小物を強化する予定である。 
 2004 年のヒット商品一覧等を見ると、全般的には女性向け商品の強さが目立つ中で、男性向

けの「美脚パンツ」6（足が長く見えるズボン）がいわゆる「おじさん」の間でヒットしたこと

が注目される。こうした中高年男性が潜在的に持っている「若々しく格好よく見られたい欲求」

を刺激し顕在化させる商品の市場は今後も拡大が見込まれる。この新市場への期待を背景に、

各社のメンズファッションへの取り組みが活発化している。たとえば、主婦と生活社の男性向

けファッション誌『LEON（レオン）』が「モテるオヤジの作り方」特集（2002 年 2 月号開始）

で多くの読者の支持を獲得したのを見て、30 歳以上の男性をターゲットにしたファッション誌

の創刊が相次いでいる。また、セレクトショップのユナイテッドアローズが 45～60 歳の男性

を対象とした新業態を今春から手掛ける予定である。 
 景気回復に伴い、生活者の将来の世の中に対する不安は２年前よりは小さくなっている。こ

うした人々の意識の変化は、一足早く女性の消費行動に現れていたが、やや遅れて男性の消費

にも動意が出てきた格好だ。2005 年は、自分の趣味などに強いこだわりをもつ男性の消費をう

まく刺激できた商品がヒットする可能性が高い。 
 
６．ポスト「韓流」 

 2004 年の個人消費の一大トピックスは「韓流（ハンリュウ）」だった。韓国の純愛ドラマ「冬

のソナタ」をきっかけにして、「韓流」ブームが湧き起こった。韓流は、ドラマ、映画から書籍、

音楽、語学教育、旅行、料理の作り方等へと波及した。2005 年は供給側企業の間でポスト「韓

流」の市場を探り当てる動きが活発化するだろうが、具体的に次の鉱脈が何なのかは予測でき

ない。それを予見する力があるなら、筆者は今頃エコノミストなどやっていないだろう。昨年

の場合も、既に 2003 年から一部ファンの間で「冬ソナ」は注目されていたが、2004 年にあれ

だけの経済効果7を伴った社会現象になることを事前に予測していた者はほとんどいなかった。 
 「韓流」自体は一過性のブームかもしれないが、この現象はコンテンツ産業のもつ大きなビ

ジネスチャンスを世に知らしめたという点で重要な意味をもっている。日本はテレビや映画の

コンテンツに関して、アニメ、ドラマ、バラエティーなどで世界に誇れる制作能力を持ってい

るといわれている。2005 年は、「韓流」に刺激されて、日本のコンテンツ産業の海外進出が積

極化することは間違いないだろう8。 
                                                      
6 郊外型紳士服専門店はるやま商事の「脚長スーツ」やオンワード樫山の「スタイリッシュアップパンツ」な

ど。 
7 第一生命経済研究所では、「冬ソナブーム」の韓国経済への波及効果は 1 兆 1906 億ウォン、日本への経済波

及効果は 1225 億円と試算している。 
8 日本の音楽市場は、米国に次いで世界第 2 位の規模（2001 年 1 兆 6000 億円程度）だが、輸出は約 29 億円

と輸入額 251 億円の 1 割強にとどまっている。J ポップなど日本の音楽や歌手を海外に売り込もうと、日本貿

易振興機構（ジェトロ）は国内の音楽業界と共同で、2005 年 1 月、フランスのカンヌで開催された世界最大の

音楽見本市「ＭＩＤＥＭ（ミデム、音楽著作権国際見本市）」に初の「ジャパン・パビリオン」を出展するなど、

日本のコンテンツ産業の輸出促進に向けた取り組みが始まっている（2005.1.22 付朝日新聞）。 
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７．Ｍ＆Ａの活発化 

 1990 年代後半から日本企業は「選択と集中」を合言葉に、不採算の子会社の売却や本体の経

営統合など主としてリストラ目的のＭ＆Ａを行ってきた。 
 ここにきて企業業績の回復を背景に、「守りの経営」から「攻めの経営」へと軸足を移す企

業が増えているのに伴い、本業の強化や新たな成長事業の取り込みを狙ったＭ＆Ａが増えてい

る。 
 図表３に見るように、日本企業が関係するＭ＆Ａの総件数（レコフ調査、発表ベース）は、

2004 年は 1～10 月累計で既に過去最高の 2002 年（1,752 件）を上回っている（前年同期比 25％
増）。 
 かつてはＭ＆Ａになじみの薄かった日本企業だが、今や日本の経営者にとって経営戦略上、

有効に活用していくべき身近な手法としてＭ＆Ａが位置づけられている9。リストラを終えたと

ころへ中国などの外需の拡大やデジタル景気の追い風を受けて業績好調となった企業は、昨年

あたりから将来の強みを構築するための投資に積極的となっているため、2005 年も戦略分野で

の企業買収や資本参加が活発に展開されるだろう。 
 一方、外国企業による日本企業の買収も増えることが予想される。既に、株価が割安な日本

企業を狙った企業再生ファンドが日本に次々と登場し、投資会社によるＭ＆Ａが急増している

10。2006 年の商法改正で外国企業が株式交換を使うＭ＆Ａを日本でも容易にできるようになる

見通しであるため、時価総額の大きな外国企業が日本で買収攻勢に出る可能性がある。 
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出所 ： レコフ 「ｍａｒｒ」誌

図表３　　日本企業が関わったＭ＆Ａ件数の推移

9 日本経済新聞が国内主要企業を対象に実施した「社長百人アンケート」（2004 年７月）によれば、Ｍ＆Ａに

ついて「経営戦略の重要な柱として積極的に活用していく」の回答が 9.8％、「経営戦略に合致する案件があれ

ば活用していく」の回答が 77.3％で、合わせて約 87％のトップがＭ＆Ａに前向きであった。 
10 2004 年 1～10 月の日本企業が関わったＭ＆Ａ総件数のうち約 14％が投資会社によるＭ＆Ａとなっている。 
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 敵対的買収に対する防止策として「ポイズンピル（毒薬）」11を検討する動きが出ているが、

最大の防御策は、持てる資産を有効活用して外国企業が簡単に手を出せないほどに株価を高め、

株式時価総額を引き上げておくことしかない。バブル崩壊後の過剰債務の返済が一巡し、総じ

てカネ余りの状態になった日本企業にとって、資金の有効な活用策を見出すことの重要性が従

来以上に高まることになろう。 
 
８．多角化と垂直統合 

 2005 年は、企業の経営戦略として多角化と垂直統合が再評価される年になるだろう。 
 日本企業は 1980 年代にも活発に多角化を進めたが、これらの中には結局赤字事業として本

業を圧迫するお荷物となったものも多かった。そこで、1990 年代に多くの日本企業は、「選択

と集中」の旗印のもと、本業回帰と事業再構築を行い、行き過ぎた多角化の修正に取り組んだ。 
 しかし、事業の縮小・撤退ばかりでは、一時的に収益は回復しても、企業の中長期的な成長

を望むことは難しい。この観点から、経営の軸足を「守り」から「攻め」に移した企業におい

て、多角化による新たな事業展開を模索する動きが出てきている。 
 また、最近、国内で基幹部品から製品までをすべて内製で一貫生産する垂直統合を採用する

製造業が増えつつある。垂直統合には、企業内部にある様々な技術の蓄積を活かしてイノベー

ションを促進するメリットがあるほか、高度な生産技術を企業内部に封じ込め、技術流出を回

避すること（ブラックボックス化）で競争優位の状態を持続させるメリットもある。 
 こうした多角化と垂直統合の動きは、一見、「選択と集中」に逆行する動きのように見えるが、

両者は必ずしも矛盾しない。限られた資源の中で、事業の再構築を行い収益性を高めるために、

「選択と集中」が重要であることは言うまでもない。今、日本企業に求められているのは、価

値ある事業分野への多角化であり、価値ある事業での垂直統合である。1980 年代の日本企業が、

右肩上がり神話と売上至上主義に支配され、すべての事業を自前で揃えて赤字事業を抱え続け

たのとは似て非なる企業戦略であることに注意する必要がある。 
 
９．ＩＴ革命の進展 

 ネットバブルの崩壊で、「ＩＴ革命」という言葉は今となっては口にするのが気恥ずかしい、

やや古めかしい用語になった感がある。しかし、あまり話題にのぼらないが、実は日本経済の

底流では、企業部門におけるＩＴ革命が今まさに進行している。 
 ここ 1～2 年の間に、電子商取引の導入が保守的、伝統的な業種・企業にまで広がりつつあ

り、ＩＴを活用した取引の効率化や業務プロセスの効率化のメリットを享受する企業の裾野が

拡大している。 
 たとえば、伝統ある独特な商習慣をもち、業界の裾野が広い繊維業界では、従来電子商取引

による取引の効率化は難しいと考えられていたが、帝人と東レが中心になって設立した電子商

取引サイト「ファイバーフロンティア」を利用したネット取引が 2003 年あたりから急増して

おり、売り手（合繊・紡績メーカー）、買い手（テキスタイル・糸加工メーカー等）双方にとっ

て業務効率化が進んでいる。 
 ＩＴ革命は、決して終わった話ではなく、現在進行中の話である。企業戦略や業界構造など

                                                      
11 買収をしようとする側が一定割合の株式を獲得した際に、買収をされそうな側が一般株主に安く株式を購入

できる権利（新株引受権）を与える手法のこと。すなわち、株の放出量を増やして買収側の株式比率を下げ、

用意しなければならない買収コストを引き上げるものである。 
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に大きな変革をもたらすＩＴ革命が本格的に進展するのは、むしろこれからと考えるべきだろ

う。 
 
１０．アナログ的要素と素材の復権 

 2003 年以降、中国の高成長とデジタル機器の需要拡大という２大成長エンジンを得て、内外

の生産拠点向けにデジタル関連の部品・材料を供給するわが国素材産業が元気を取り戻してい

る。この現象を、一過性の中国特需あるいはデジタル家電ブームの恩恵とだけとらえると、底

流で起きている重要な構造変化を見誤る恐れがあろう。 
 最近のわが国素材産業復調の背景には、前項で述べたようにＩＴ革新が広く社会に浸透した

ことで、製品・部品の高付加価値化や差別化のポイントとしてアナログ的な要素の重要性が増

し、素材を軸にした「擦り合わせ」を行う素材産業が果たす役割が大きくなっていることがあ

る。 
 「ＩＴ革命」と騒がれた 90 年代後半には、デジタル化・ネットワーク化の進展により、完

成度の高いモジュール（半製品）の販売・調達が世界規模で可能になった。この結果、製品の

生産をモジュールごとに世界の最適地に分散して、組み合わせてつくるやり方が相対的に有利

になり、わが国製造業が得意な「擦り合わせ」が以前ほどの重要性を持たなくなった。 
 しかし、ＩＴが社会に浸透するにつれ、デジタル化による機能の進化では目に見える差をつ

けにくくなり、アナログ的な作り込みの出番が再び増えてきた。このため、デジタル的には説

明不可能なアナログ的要素の最たるものである素材をベースとした擦り合わせが重要な差別化

ポイントになりつつあるのである。いわば、素材の復権といった現象が生じている。 
 ＩＴ革命の浸透とアナログ的要素の再評価という構造変化を背景に、日本の素材産業が国内

の技術・技能の蓄積を活かして「擦り合わせ」の強みでつくった高付加価値の素材を他の産業

や社会に供給する役割はますます増大していると言えよう。 
 
１１．ＩＴ在庫調整の一巡 

 以下、11、12 では 2005 年の日本の景気を見通す上で重要なキーワードを掲げてみたい。 
 2005 年の景気に関しては、現在進行中のＩＴ関連財の在庫調整の完了時期が大きな注目点と

なる。 
 日本経済は、2004 年後半以降、ＩＴ関連財の在庫が積み上がり、生産調整の過程に入ってい

るほか、米国、中国の経済成長率が鈍化するため輸出と生産が減速し、企業部門中心に踊り場

局面を迎えている。したがって、2005 年の景気の姿は、ＩＴ関連財の在庫調整の深さと期間が

どの程度のものになるかにかかっている。 
 この点について、筆者は、次の理由から、今回の在庫調整局面は比較的軽微かつ短期間で終

わる可能性が高いと見ている。 
①ＩＴ関連財の在庫調整については、今回は企業が早い段階から在庫抑制のための生産調整

に取り組んでいるため、在庫調整が早期に一巡すると見られること 
②米国、中国など海外経済は昨年より減速するが、減速の程度は軽微になりそうなこと 
③これまでの企業のリストラの進展により、キャッュフローの増加が従来のように債務返済

にではなく設備投資に回りやすくなっていること 
 上記の点を考慮すれば、ＩＴ関連財の在庫調整は 2005 年度上期中に一巡し、同年度下期に

は米国経済の持ち直しを追い風として企業部門主導で民需が再浮上に向かうことになろう。 
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 東レ経営研究所では、このような見方に立って、2005 年度の実質ＧＤＰ成長率は 1.1％と、

2004 年度見込みの 2.2％から減速すると予測している（図表４、図表５）。 
 

図表４　　2005年度の日本経済見通し
  （前年度比、％)

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度
(実  績) (実  績) (予  測) (予  測)

 実質ＧＤＰ 0.8 1.9 2.2 1.1
 個人消費 0.7 0.5 1.6 0.5
 民間住宅投資 △ 2.3 △ 0.5 2.1 0.2
 民間企業設備投資 △ 3.8 8.2 6.9 3.2
 公共投資 △ 5.1 △ 9.2 △ 13.7 △ 2.4
 財貨・ｻｰﾋﾞｽの純輸出（寄与度） 0.7 0.8 0.6 0.0

 財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸出 11.0 9.9 12.0 3.5
 財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸入 4.9 3.4 8.6 4.2

 名目ＧＤＰ △ 0.8 0.8 0.9 0.4
 ＧＤＰデフレーター △ 1.5 △ 1.1 △ 1.2 △ 0.7
 鉱工業生産 2.8 3.5 4.6 2.3
 消費者物価（生鮮食品を除く総合） △ 0.8 △ 0.2 △ 0.2 △ 0.2
 完全失業率（％） 5.4 5.1 4.7 4.7
 米国実質ＧＤＰ成長率  (暦年) 1.9 3.0 4.4 2.8

出所 ： 実績は内閣府他、予測は東レ経営研究所見通し（2004年12月改定）
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出所：内閣府「国民経済計算」、2004・2005年度は当社予測

図表５　　実質ＧＤＰ成長率と需要項目別寄与度

設備投資

その他民需
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１２．意味の乏しい景気の山谷の議論 

 足元の景気局面の認識と 2005 年度の見通しに関しては、2004 年度下期から 2005 年度上期

にかけての調整局面が、①2002 年 1 月に始まった景気回復局面の中での一次的な踊り場であ

り景気後退局面ではないとする見方と、②2002 年 1 月に始まった景気回復局面は既に終わっ

ており、現在は景気後退局面にあるとする見方、の２通りの対立する見方がある（図表６）。 
 しかし、筆者は、①か②のどちらになるか、つまり景気の山・谷はどこで、現在は景気回復

局面なのか後退局面なのかという議論は、現局面ではあまり重要でないと考えている。 
 その理由は、今のような微弱な景気拡大・縮小過程では、われわれが現在位置する調整（減

速、足踏み）局面が後になって正式な景気後退局面と認定されるかどうかは、極めて微妙なう

え、すぐれて技術的な問題にすぎない。 
 重要なことは、「景気が 2004 年度下期から 2005 年半ばにかけて減速（足踏み）状態となり、

2005 年度下期には再浮上する」という成長軌道をわれわれは展望しているということだけであ

る。総じて言えば、2005 年度の景気は大崩れすることはない一方で、下期も大幅に良くなるこ

とはないと見られる。景気サイクルが後から振り返って見て①と解釈されるか②と解釈される

かは、景気実態にとって本質的な問題ではない（同じ景気実態でも、どちらの解釈もありうる）。 
 ただし注意すべきは、一段の原油価格上昇、円高進行、増税の影響等による個人消費の失速

などのリスク要因を受けて上記の基本シナリオが崩れ、足元の調整局面が深く長いものとなり、

深刻な景気後退に突入してしまうというリスクシナリオである。 

谷（2002年1月）
現在

（2005年1月）

【①説】 景気回復局面

【②説】 景気回復局面 景気後退局面

＊2004年央～2005年央は踊り場

景気回復局面

（山） （谷）

図表６　　日本の景気のイメージ図

時間軸

谷（2002年1月）
現在

（2005年1月）

【①説】 景気回復局面

【②説】 景気回復局面 景気後退局面

＊2004年央～2005年央は踊り場

景気回復局面

（山） （谷）

図表６　　日本の景気のイメージ図

時間軸

（注） グラフはあくまでイメージであり、その高さが景気の水準を意味するものではない。
出所 ： 筆者作成
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 最後に、戦後の先進国で唯一日本が経験しているデフレの行方について触れておきたい。筆

者は、1 年前の本レポート12で 2004 年日本経済のキーワードとして「幻想のデフレ脱却期待」

を掲げ、実際に昨年は、景気回復と原油・商品価格の高騰により一時デフレ脱却期待が盛り上

がったが、結局、デフレ脱却は果たせなかった。 
 2005 年度も、景気が踊り場を抜けて再浮上する年度下期には世の中や金融市場でデフレ脱却

期待が高まることが予想される。しかし、2005 年度の内需の伸びは 2004 年度より鈍化するた

め、需給ギャップの縮小傾向にブレーキがかかり、2005 年度も消費者物価上昇率は前年比小幅

なマイナス基調を抜け出せない公算が大きい。 
つまり、今年もデフレ脱却期待は期待だけで終わる見通しだ。消費者物価の前年比プラスが

明確に定着し、日銀による現状の量的緩和政策の解除が視野に入るという意味でのデフレ脱却

は、2006 年以降に持ち越されよう。 
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