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＜ポイント＞  
 
■ このところ、米国を中心に世界経済の下振れ懸念が強まり、日本の景気にも陰りが見え

てきました。本稿では、2008 年度の日本経済を見通す上で押さえておくべきポイントを

10 項目の Q＆A 形式でまとめてみました。 
 
■ 取り上げた 10 の質問内容は次のとおりです。 

①日本の「戦後 長の景気回復」は今も続いているのですか？ 
②景気は拡大しているのに、人々にその実感がないのはなぜですか？ 
③企業と家計の両輪が揃った景気拡大は実現するのでしょうか？ 
④ 近の日本の景気停滞はサブプライム問題のせいですか？ 
⑤2008 年度の日本の景気をどう予測しますか？ 
⑥日本の景気が大崩れしないと見る理由は何ですか？ 
⑦日本が本格的な景気後退に陥る可能性はないのでしょうか？ 
⑧日本の景気のカギを握る米国経済の見通しのポイントを教えてください。 
⑨標準シナリオの景気見通しに対し、そうならないリスクについて教えてください。 
⑩景気が後退すれば企業業績の悪化は避けられないのですか？ 
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Ｑ１ 景気は踊り場に入ったと言われていますが、日本が「戦後最長の景気回復期」に 

あるという話はどうなったのですか？ 

→ 景気は2008年初から踊り場に入っています。今のところ景気拡大基調は続いていますが、

2008年度中に景気後退局面に入る可能性が高くなってきました。2002年 2月に始まった

今回の景気回復期は、そろそろ終わりが近づいてきたと見るべきでしょう。 

米国のサブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅融資）問題が世界に飛び火し、世界

の株式市場が大幅に下落したほか、米国の景気後退入りへの懸念が強まっている中、日本でも

人々の景況感は 近目に見えて悪化しています。テレビのニュース番組の街頭インタビューで

も、「ただでさえ不景気が続いているのに、食品の値上げが相次いでいて、家計が大変です」と

いったコメントが多く聞かれます。このように、実感としては現在は既に好況ではなく不況と

とらえている人が多いかもしれません。 
政府も 2008 年 3 月の「月例経済報告」で基調判断を「回復は足踏み状態」という表現に下

方修正し、景気の踊り場局面入りを認めました。 
そうなると、2002 年 2 月に始まり、回復期間の長さでは「いざなぎ景気」を抜いて戦後

長記録を更新中といわれていた今回の景気回復局面は一体どうなったのでしょうか。今も続い

ているのでしょうか。 
景気が踊り場に入って景気拡大が小休止しても、先行き短期間で持ち直し、再び回復軌道に

戻るのであれば、景気回復局面は今も持続していることになります。政府の景気認識（2008
年 3 月の月例経済報告時点）では、「先行きについては、景気は緩やかに回復していくと期待

される」としていますから、これが実現すれば、戦後 長の景気回復期はまだ継続中と言えま

す。 
 しかし、筆者は 2008 年 1～3 月に生じた情勢変化を受けて、現在の踊り場の先は、再浮上で

はなく後退局面入りとなる可能性の方が高くなったと判断しています。 
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図表１　実質ＧＤＰ成長率と項目別寄与度（四半期ベース）

（年、四半期）
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 その情勢変化とは、具体的には、次に示す３つの外部環境の悪化があって、企業行動が急速

に慎重化する兆しが出てきたことを指します。 
①サブプライムローン問題の深刻化を背景に株価が大幅下落したほか、米国の景気後退入り

の可能性が高まり、世界全体の成長見通しも下振れしていること 
②原油価格の一段の高騰(1 バレル 100 ドル突破)により、価格転嫁が困難な中小企業を中心に

企業収益の悪化が見込まれること 
③円の急騰(2008 年 3 月に 12 年 7 ヵ月ぶり 1 ドル＝100 円割れ)とさらなる円高進行観測を

背景に企業業績悪化懸念が強まっていること 
 各社が新年度予算を固める時期にこれだけの情勢変化が生じれば、企業行動がその影響を受

けないはずはありません。 
 実質 GDP 成長率の動きを見ると（図表１）、2007 年 10～12 月期は前期比 0.9％（年率換算

3.5％）と 2 四半期連続のプラス成長となっており、同期については米国、ユーロ圏よりも高い

成長率でした。少なくとも 2007 年末までの日本経済は底堅く推移していますし、2008 年 1～
3 月期も減速してはいますが、輸出、設備投資、個人消費の増加基調自体は維持されていると

予想されます。 
 このように足元の実体経済は比較的底堅いですが、米国発の金融危機に端を発した世界経済

の減速懸念や円高、原油高などを背景にマインドが急速に悪化し、これまで景気を引っ張って

きた企業部門の力が弱まる方向にあるというのが、現在の日本の景気の姿です。 
したがって、2002 年 2 月に始まった今回の景気回復期は、そろそろ終わりが近づいてきたと

見るべきでしょう。 
 

 

Ｑ２ 景気は拡大しているのに人々にその実感がないのはなぜですか？ 

→ 企業部門の好調が家計部門に波及していないからです。 

図表１を見ればわかるように、今の日本経済を牽引しているのは企業部門（輸出と設備投資）

で、家計部門（個人消費）に力強さはありません。 
通常の日本の景気パターンでは、まず輸出主導で企業部門が回復し、ややおいて企業の好調

が家計部門に波及するのですが、今回は景気拡大 7 年目に入ったというのにまだ家計部門がぱ

っとしません。その理由は、グローバル競争の激化から業績好調下でも企業の人件費抑制スタ

ンスが維持されたこと1に加え、定率減税廃止に伴う住民税負担増（2007 年 6 月以降）やガソ

リンの値上がり等により、家計の可処分所得が低迷したままだからです。 
景気拡大の実感が多くの生活者に行き渡るためには、企業の設備投資と家計部門の個人消費

という民需の両輪がそろった自律回復に移行する必要がありますが、現状それが実現していま

せん。 
 国民の生活を豊かにするという意味では、投資主導の経済は言わば「我慢の経済」であり、

経済活動の 終目的は消費の振興に置かれるべきでしょう。成熟した先進国である日本にとっ

て、消費主導の持続的な経済成長をいかに実現するかが課題と言えます。 
 

                                                  
1 企業の現金支給総額（1 人当たり、名目）の前年比伸び率は 2006 年が 0.3％、2007 年は▲0.7％とマイナス

になっています（厚生労働省「毎月勤労統計調査」）。 
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Ｑ３ 企業と家計の両輪が揃った景気拡大は実現するのでしょうか？ 

→ 残念ながら2008年度中の実現は困難と思われます。 

 
これまで企業は、人件費増大による国際競争力の低下を警戒して、賃上げに慎重でしたが、

マクロ経済的には賃金が増えなければ、内需が振るわず、景気が落ち込みかねません。このた

め、日本経団連は 2008 年の春季労使交渉に臨む経営側指針の中で「わが国の安定した成長を

確保していくには、企業と家計を両輪とした経済構造を実現していく必要がある」と明記し、

家計への配慮から賃上げを容認する姿勢に転じています。 
 平常時であれば、ようやく雇用者所得が伸びを高め、家計の懐が暖かくなる機が熟したと言

っていいでしょう。しかし、タイミングの悪いことに、サブプライム問題の深刻化に端を発し

た外部環境の悪化がそれにブレーキをかけることになりそうです。大企業の外需型企業は足元

の業況は底堅さを保っていますが、先行きの業績への警戒感を強めています。内需型企業は既

に昨年から精彩を欠いています。また、中小企業の業況は昨年から悪化に転じており、賃上げ

どころではない状況にあります。こうした企業の現状を踏まえれば、2008 年度もマクロの賃金

は緩やかな伸びにとどまりそうです。 
日本経済は、個人消費と設備投資という民需の両輪がそろった自律回復に移行できないまま、

サブプライム・ショックによる世界経済の調整過程入りという荒波にのまれてしまったと言え

ます。 
 歴史を語るのに「IF（もしも）」は反則ですが、もしサブプライム・ショックがなければ、

2008 年には家計の消費に火がつき、消費と投資の両輪がそろった回復軌道が実現する可能性が

あったと筆者は考えています。日経産業地域研究所「新春バーゲンセールの利用意向」調査2を

見ると、2008 年の新春バーゲンでの購入予算が 3 万円未満という人の割合が 2007 年調査より

も減り、5 万円以上と答えた人が増えていました（回答時点は各年の前年 11 月下旬）。このよ

うに家計の財布のひもは緩みつつあったのに、現実には年初の株価暴落でマインドが冷えてし

まったほか、2008 年度の賃金の高い伸びも見込めなくなりました。言っても仕方のないことと

分かってはいながら、「サブプライム問題さえなかったら･･･」との思いを禁じえません。 
 
 

 

Ｑ４ 最近日本の景気が停滞しているのは米国のサブプライム問題のせいなのですか？ 

→ 違います。足元の景気停滞はサブプライム問題以外の要因によるもので、サブプライ 

ム問題の実体経済への悪影響はこれから現れてきます。

企業や家計のマインドが落ち込んでいるのは、明らかにサブプライム問題による先行き懸念

の強まりが影響しています。街角の景況感を定点観測した景気ウオッチャー調査の動きを見る

と（図表２）、2007 年後半以降、サブプライム問題の拡大と時期を同じくして景気の現状判断

が悪化しています。このグラフを見ると、日本は既に 2007 年後半から景気後退入りしている

という印象を受けますが、実はそうではありません。景気ウオッチャー調査はマインドに左右

されやすい指標で、 近（2006 年以降）は実体経済指標との連動性は乏しくなっている点に注

意が必要です。 
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（注） ・景気の現状（３ヵ月前と比較した方向性）に対する５段階の判断に、それぞれ以下の点数を与え、
　　　　これらを各回答区分の構成比（％）に乗じて、指数（ＤＩ）を算出したもの。50が良い、悪いの境い目となる。
　　　　　　良くなっている＝1、やや良くなっている＝0.75、変わらない＝0.5、やや悪くなっている＝0.25、悪くなっている＝0
　　　・シャドーは景気後退期。
出所 ： 内閣府 「景気ウォッチャー調査」

（年、月次）
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図表２　　景気ウォッチャーによる景気の現状判断ＤＩの推移
（3ヵ月前と比較した景気の方向性）
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図表３　輸出数量の推移（地域別）

                                                                                                                                                  
2 日経MJ 2006.12.27 付および 2007.12.26 付の「1000 人の家計簿」欄掲載。 
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Q１でも見たように、実は日本の実体経済の統計は、2007 年後半以降、金融市場が混乱し米

国景気が減速した割には、これまでのところむしろ堅調を続けていたと言うべきでしょう。 
 図表３に見るように、日本の米国向け輸出は 2007 年半ば以降、既に大きく落ち込んでいま

すが、アジア新興国向けや欧州向け輸出の堅調がそれをカバーして、輸出全体では増加傾向が

続いています。その結果、輸出を基点とした企業主導の成長メカニズムが今なお保たれている

というわけです。 
 このように、サブプライム問題の悪影響は、実はまだ日本の実体経済の統計には現れていま

せん。足元の日本の景気を冷やしているのは、建築確認を厳格化した改正建築基準法の施行

（2007 年 6 月）時の混乱による住宅着工の大幅減少や、原油高による原材料コスト上昇で企

業（特に中小企業）の業況が悪化したことといった、サブプライム問題とは関係のない要因で

す。 
 逆に言えば、日本経済にサブプライム問題の悪影響はこれから現れてくるわけで、今後の景

気下押し要因として十分に警戒する必要があるのです。 
 

 

Ｑ５ 2008年度の日本の景気をどう予測しますか？ 

→ 景気は踊り場から緩やかな後退局面に向かいそうです。企業、家計とも勢いを欠く展開

となりますが、大きく崩れることはなく、2008年度の成長率は1.5％程度になりそうです。

日本経済はこれまでは何とか持ちこたえてきたが、先行きは悪化の一途ではないかと心配す

る読者も多いかもしれません。確かに景気は 2008 年初から踊り場に入っており、2008 年度は

企業、家計ともに勢いを欠く展開となるでしょう。 
しかし、景気は鈍化が避けられないものの、大きく崩れることはないと筆者は予想していま

す。図表４に示すように、2007 年度の成長率は 1.6％と 2006 年度（2.4％）より大きく低下し、

2008 年度は 1.5％成長とほぼ前年度並みの成長率を見込んでいます。 

図表４　2008年度の日本経済見通し
  （前年度比、％)

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度
(実  績) (実  績) (予  測) (予  測)

 実質ＧＤＰ 2.4 2.4 1.6 1.5

 個人消費 2.0 1.7 1.3 1.0
 民間住宅投資 △ 1.2 0.2 △ 13.4 5.9
 民間企業設備投資 6.7 5.7 1.0 3.5
 公共投資 △ 5.6 △ 9.1 △ 2.9 △ 3.8
 財貨・ｻｰﾋﾞｽの純輸出（寄与度） 0.5 0.8 1.1 0.3

 財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸出 9.0 8.4 8.9 4.0
 財貨・ｻｰﾋﾞｽの輸入 5.9 3.1 1.7 2.8

 名目ＧＤＰ 1.1 1.6 1.4 1.8
 ＧＤＰデフレーター △ 1.3 △ 0.8 △ 0.2 0.3
 鉱工業生産 1.6 4.8 2.3 1.4
 消費者物価（生鮮食品を除く総合） 0.1 0.1 0.3 0.4
 完全失業率（％） 4.3 4.1 3.8 4.0
 米国実質ＧＤＰ成長率  (暦年) 3.1 2.9 2.2 1.3

出所 ： 実績は内閣府他、予測は東レ経営研究所見通し（2008年3月18日改定）
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輸出、生産、設備投資はいずれも 2008 年度に拡大ペースが鈍化しますが、増加基調は何と

か維持される見通しです。ただ、輸出主導の企業部門中心の景気拡大メカニズムは弱々しいも

のとなるほか、景気拡大の恩恵が家計部門に及んでいないため、個人消費も低い伸びにとどま

ります。 
日本経済は、個人消費と設備投資という民需の両輪がそろった自律回復に移行できないまま、

サブプライム・ショックによる世界経済の調整過程入りという荒波に巻き込まれ、当面低空飛

行を余儀なくされることになりそうです。 
 

 

Ｑ６ 日本の景気が大崩れしないと見る理由は何ですか？ 

→ 国内のどこにも調整のマグマがたまっておらず、国内要因で民需が減少に転じること 

が想定しにくい状況だからです。 

 その理由は、弱々しいながら民需の増加基調が保たれていて、企業部門も家計部門もこれま

で力強さがなかったゆえに、大きな調整圧力がなく、国内要因で自律的にどんどん悪化する要

素がないからです。 
 日本経済は 2008 年 1～3 月期以降、今回の景気拡大期で 4 回目の踊り場を迎えています。景

気の踊り場は、図表５の鉱工業生産の動きに表れています。今回は戦後 長の景気拡大局面と

はいっても、はっきりした上昇期間よりも、ぐずぐずした踊り場の期間の方が長いありさまで

す。企業が強気一辺倒の｢行け行けどんどん｣になることなく、雲行きが少し怪しくなれば機敏

に生産抑制、在庫調整に動いて、踊り場となるため、過剰生産、過剰設備投資が回避されてき

ました。この結果、現在の日本経済には先行き大きな調整を引き起こすようなマグマがほとん

どたまっていません。 
 企業部門について具体的に見てみましょう。生産は 2007 年半ばに、ＩＴ関連の在庫調整（図

表５の踊り場③）が完了し、上昇軌道に乗ったのもつかの間で、サブプライム問題に伴う先行

き不透明感の高まりを受けて、企業の生産計画が慎重化して踊り場④に突入しています。した

がって、現状、在庫の過剰感はほとんどなく、在庫調整圧力で不況になる心配は当面ありませ

ん。 
図表５を見ると、生産の動きは輸出と連動していることがわかります。輸出の先行きについ

ては、米国や欧州経済の減速に伴い、米欧向け輸出の伸びが鈍化しますが、輸送用機械や建設

機械を中心に新興国・資源国向け輸出が堅調なため、輸出の増加基調自体は保たれる見通しで

す。 
 設備投資は、輸出・生産の鈍化や収益環境の悪化から、2008 年度は慎重化するものの、前年

比ではプラスが見込まれます（2007 年度の急減速からの反動増により数字の上では 2008 年度

の方が高い伸びになると予想していますが、内容的には 2007 年度より弱くなります）。 
 企業部門が大崩れしない理由としては、上記に加えて、企業の財務体質が改善していて、景

気減速への抵抗力を備えていることも挙げられます。製造業について見ると、原燃料価格の上

昇により変動費が上昇していますが、慎重な投資などにより固定費の上昇を抑えているほか、

売上の増加により利益を維持している状況にあります。この結果、製造業の損益分岐点売上高

比率は足元で 73％（法人企業統計ベース）と過去 20 年で も低水準になっており、これは景
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気が多少減速しても企業収益に及ぼす影響が従来より限定的であることを意味しています。 
 一方、家計部門はどうかと言えば、これまでも消費は低迷していたことや、緩やかながら雇

用と所得の増加傾向が続くため、消費が前年比で減少することはないでしょう。したがって、

消費不況となって景気が一気に悪化する可能性は小さいと考えられます。 

図表５　　企業の生産・輸出・業況判断に見られる景気の踊り場
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        ・シャドーは景気後退期。
出所 ： 経済産業省 「鉱工業指数」 、財務省「貿易統計」、日本銀行「短観」より作成
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Ｑ７ 日本が本格的な景気後退に陥る可能性はないのでしょうか？ 

→ 景気後退入りはしても、軽微にとどまるというのが標準シナリオです。しかし、米国経

済の停滞が長く深いものになれば、日本も本格的な景気後退の可能性があります。そして、

日本の景気が持ちこたえるかどうかは、世界経済拡大を背景とした輸出の堅調が続くかど

うかに依存しており、それは米国経済の悪化がどの程度になるかにかかっていると言えま

す。 

上記の回答を見て、「そんな歯切れの悪い話は聞きたくない。先行きどうなるかをズバっと予

測してくれ」という読者もいるかもしれません。しかし、われわれが生きる実際の経済は混沌

としており、先行きどう転ぶか分からない、不確実性の高いものだという現実を直視すべきで

しょう。混沌としたものを無理やり明解に見せて、一つのシナリオに決め打ちすることは有害

無益だと思います。大切なことは、「景気はどっちに転んでもおかしくない」状況にあるという

ことを理解し、それに対する備えを考えることです。 
本論に戻りましょう。日本経済の今の踊り場の先が上り階段になるか下り階段になるかは、

米国経済次第です。日本経済は自律的に悪化する要素はない反面、自律的に加速する力もなく、

景気のエンジンは依然として輸出主導だからです。 
2008 年夏以降、米国景気が金融・財政政策の押し上げ効果もあって首尾よく上向けば、日本

経済も輸出増を起点とした生産･所得･支出の好循環が勢いを取り戻し、景気が再浮上すると考

えられます。 
 逆に、米国経済の停滞が長く深いものになれば、欧州やアジア経済の減速を通じ、外需頼み

の日本経済は浮揚力を失い、後退局面入りすることになります。 
 筆者の標準シナリオは、米国経済は既に景気後退入りしており、早期のＶ字回復は難しいで

すが、世界同時不況を招くほど深刻な不況にはならないというものです。これを前提に、日本

経済は景気後退入りは避けられないものの、軽微にとどまると見ています。しかし、米国の景

気後退が深刻化して世界同時不況となるリスクシナリオも念頭に置いておくべきと考えます。 
このように、景気は今まさに崖っぷちに来ており、持ちこたえるか転落するかは米国経済の

動向次第という状況にあるのです。 
 

 

Ｑ８ 日本の景気のカギを握る米国経済の見通しのポイントを教えてください。 

→ 2008年の米国経済は1.3％に減速する見通しです。ただし、サブプライム問題が快方 

に向かわない場合は、より深刻な景気後退入りの恐れがあるので注意が必要です。 

 標準シナリオとしては、2008 年度の米国の実質 GDP 成長率は 1.3％と、2007 年実績の 2.2％
から大きく減速する見通しです。ただし、このシナリオは、2008 年前半中にサブプライム問題

が峠を越え、2008 年後半以降景気が持ち直す（景気後退は半年程度で終わる）ことが前提とな

っています。サブプライム問題克服の道筋が見えてこない場合は、この程度の減速では済まず、

より深刻な景気後退に陥る恐れもあります。 
サブプライム問題は、今やサブプライムローンとは直接関係のない自動車ローンでの貸し渋

り、銀行から融資返済を求められた買収ファンドの資金繰り難、地方債の信用低下など信用市
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場全般にかかわる金融危機へと発展しており、2008 年入り後は実体経済への悪影響も顕在化し

てきました（図表６）。幅広い業種で雇用の落ち込みが見られ、その結果、家計が消費を抑制し、

経済全体がさらに落ち込む悪循環に陥ることが懸念されています。 
米国の連邦準備制度理事会（FRB）は、サブプライム問題による金融危機を沈静化しようと、

過去に例のない大胆な利下げ（2007 年 9 月～2008 年 3 月までの 7 ヵ月で累計 3％の下げ幅）

を実施し、さらなる追加利下げの意向を示しています。この大幅利下げは、景気後退回避のた

めという名目で実施されていますが、本当の狙いは信用不安の沈静化（その も分かりやすい

尺度は株価下落に歯止めがかかること）です。しかし、これまでのところ信用不安の解消には

成功していません。 
財政政策面でもブッシュ政権が 1,680 億ドル（08・09 財政年度分）にのぼる超大型の景気刺

激策（個人所得税還付が中心）を成立させました。この景気対策は大統領選挙年に特有の有権

者へのアメ玉配布という側面もあります。 
 米国にとって悩ましいのは、このような大胆な金融政策と財政政策を講じたものの、いずれ

も目下の危急の課題である信用不安の沈静化という面で効果をあげていないことです。 
 異例の金融・財政政策発動にもかかわらず、金融市場の動揺の連鎖が今だに収まらないのは

なぜでしょうか。２つ理由が考えられます。 
 1 つ目は、サブプライム問題が単なる不良債権問題にとどまらず、金融市場が円滑に機能す

るために不可欠な「証券の公正な価格付け」への信頼を支える仕組み自体が崩れたことによる

ものだからです3。とりわけ、モノラインと呼ばれる米金融保証会社の経営不安は重大な問題で

す。モノラインが格下げとなれば、モノラインが保証を手掛けている地方債や様々な証券化商

品が値下がりし、それらを保有する欧米金融機関はさらなる追加損失の計上を迫られ、いつま

でたってもサブプライム問題が峠を越えない可能性があります。 
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図表６　米国の雇用者数と小売売上高

出所 ： 米労働省、 米商務省センサス局資料より作成

                                                  
3 この点は、西村清彦・日本銀行政策委員会審議委員（当時、現副総裁）による 2007.12.14 付の日本経済新聞

「経済教室」への寄稿で明解に分析されています。 
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 2 つ目の理由は、今回の問題が住宅ローンの債務者や貸し手の金融機関が一時的に資金繰り

がつかなくなっているという単発の流動性危機ではなく、住宅価格など資産価格が下げ止まら

ない限り、時間がたてばたつほど不良債権が増え続け、ローン債務者や金融機関が恒久的に支

払い不能の危機に陥ることが懸念される問題だからです。 
 注意すべきは、これら 2 つの問題解決（証券の価格付けへの信頼回復と住宅市場の早期回復）

のためには、FRB の大幅な金融緩和も政府の景気刺激策も、ともにほとんど効果が期待できな

いことです。こうした状況では、大手金融機関の不良債権処理と資本増強がいくら進捗しても、

なかなか出口は見えてきません。 
金融市場の動揺の連鎖を断ち切るためには、公的資金による資本注入のような 終的な保証

を準備する姿勢を政府や中央銀行が明確に示し、市場の不安を払拭する必要があると思われま

す。 
米国政府は、現時点では、住宅ローンの借り手保護に重点を置いており、公的資金を使って

銀行や投資家やモノラインを救済することには消極的ですが、今後事態が悪化すれば、そうは

言っていられなくなる可能性があります。公的資金の導入がいつどういう形で打ち出されるか

が、今後の大きな焦点になるでしょう。 
 
 
 

 

Ｑ９ 「日本経済は踊り場から景気後退入りする可能性があるが大崩れしない」という標準 

シナリオに対し、そうならないリスクについて教えてください。 

→ 下振れリスクとしては、①米国が深刻な景気後退に陥り世界同時不況入り、②原油価格

の一段の高騰・高止まりで企業収益が悪化、③急激な円高ドル安が輸出と企業収益を下押

し、④改革が後退する日本の経済政策運営に対して市場が不信任を突きつけ「政治不況」

入り、といったシナリオが想定されます。 

先行きの第一の（ 大の）リスク要因は、Ｑ８でのご説明から明らかなように、サブプライ

ム問題が長期化して米国の景気後退が深刻化することです。この場合、世界景気全体の減速が

鮮明になることは避けられません。昨年あたりは、「米国景気が減速しても、新興国や資源国が

高成長を続けるおかげで世界の安定成長が続く」という見方（デカップリング論）が優勢でし

たが、グローバル化が進み、世界経済の連携が緊密化している今日、米国が本格的な景気後退

に陥れば、世界の景気がそれに連動しないはずはありません。世界同時不況入りというリスク

シナリオも念頭に置いておく必要があります。 
 第二のリスク要因は、原油価格の一段の高騰・高止まりです。各社は、原油高騰による原燃

料価格上昇に対する対応策として、価格転嫁の推進、高付加価値品への転換、徹底的なコスト

ダウンなどを進めていますが、原油価格がこの先さらに上昇すれば、価格転嫁が困難な中小企

業を中心に企業収益が悪化し、景気を一層下押しすることが懸念されます。同時に、原油高は

ガソリンを通じて消費者心理を悪化させます。 
 第三のリスク要因は、円高ドル安の急進行です。米国発の金融混乱が広がる中、米国の大幅

利下げ観測が浮上したことを受けて、円ドルレートは 2008 年 3 月、12 年ぶりに 1 ドル＝100
円の大台を突破しました。 
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図表７　1995年の円高と今回の円高の比較

1995年の円高局面 今回（2007年3月）

　円高ドル安の背景 米「双子の赤字」、貿易不均衡 金融不安 →米国景気後退懸念

是正のため政治的円高圧力、 →米大幅利下げと更なる利下げ

日本は大型景気対策発動（国債 予想 →日米金利差縮小観測

増発による公共事業）

　米国にとって最大の貿易赤字国 日本 中国

（対日赤字が赤字総額の34％） （対中赤字が赤字総額の32％、

対日赤字は赤字総額の10％）

　日本の輸出に占める米国のシェア 29.7％（1994年） 20.1％（2006年）

　日本の輸出に占める中国のシェア 4.7％（1994年） 15.3％（2006年）

　日経平均株価 16,266円（95/4平均） 12,603円（07/3平均）

　円の対ドルレートの変化 17ヵ月で26％の円高 9ヵ月で18％の円高

（94年1月～95年5月） （07年7月～08年3月）

　円の実質実効レートの水準 100 63.0

　　（1995年4月＝100） （95年4月より37％円安水準）

出所 ： 各種統計、報道をもとに筆者作成

 
 
 

1995 年の円高当時と比較して（図表７）、新興国の台頭を背景に日本の貿易相手国が多様化

し、米国依存度が低下しているため、円高ドル安の業績への悪影響はかつてよりは限定的とみ

られます。それでも、日本の世界向け輸出全体に占めるドル建て比率は現在も 50％弱とあまり

低下していないので、急激な円高は輸出の伸びの鈍化を通じて企業収益の下振れ要因となる点

を無視するわけにはいきません。 
今回の円高ドル安局面は、ドル独歩安の色合いが濃く、円の総合的な実力を示す実質実効為

替レート4ではそれほど円高の水準ではないことや（図表７参照）、過去 高水準を更新し続け

ているユーロ圏がユーロ売り介入をしていないことなどから、日本が円売りドル買い介入に踏

み切れる環境にはありません。このように日米欧協調介入が成立しにくい状況にあるため、投

機筋主導で円高ドル安が歯止めなく一気に進行する可能性がある点に警戒が必要です。 
 第四のリスク要因は、衆参ねじれ国会下で政治の混迷が続く中、改革が停滞する日本の経済

政策に対して市場が不信任を突きつけることで日本が「政治不況」に陥ることです。そもそも

足元の日本の景気実態は底高く、サブプライム問題の直接の影響が相対的に小さいにもかかわ

らず、日本の株式市場は外国人投資家の買いが集まらず軟調に推移していますが、その理由の

一つは、ねじれ国会が生まれたことで、小泉政権以来の日本の改革路線が頓挫（後退）したと

いう認識が市場に広がっていることにあります5。米国発の国際金融危機で世界経済に暗雲が立

ち込めている中で、政権の政策運営能力のなさを露呈するような事態が相次いだ場合は、「日本

売り」による逆資産効果やマインド悪化で日本が深刻な景気後退入りし、世界不況の防波堤に

                                                  
4 実質実効為替レートとは、主要輸出相手国通貨に対する為替相場を、当該国・地域の物価指数で実質化した

うえ、輸出金額ウェイトで加重平均したもので、日銀が作成、公表しています。今回、実質実効為替レートで

あまり円高が進んでいない理由は、①ドル以外の通貨に対しては円高になっていないこと、②近年、日本の物

価が下落ないし横ばい圏であったのに対し、他国では緩やかに上昇していたこと、の２点です。 
5 英エコノミスト誌 2008 年 2 月 23 日号掲載の「JAPAiN」（日本の痛み：JAPANとpainの合成語）と題され

た記事では、日本の政治の質が劣悪で無為無策であることが日本経済低迷の原因と指摘されています。 
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なるどころか世界不況を助長する恐れがある点に注意が必要です。 
 以上のリスクシナリオで景気が下振れした場合、財政状況が 悪な上、超低金利下で政策金

利の下げ余地がごくわずかしかない日本では、財政・金融政策で景気下支えをする余地が欧米

諸国に比べて乏しいことも念頭に置くべきでしょう。日本の景気刺激策の弾薬庫は空っぽに近

いのです。 
 期に、第五のリスク要因として、景気の上方リスクを挙げておきます。2008 年前半中にサ

ブプライムローン克服の道筋が見え、金融不安が解消し、米住宅価格が下げ止まり、米国景気

が 2008 年後半以降想定外に急回復するケースです。この場合、これまでの大胆な金融政策と

財政政策（戻し減税）の効果が実質的な危機が去った 2008 年後半に一気に現れてくることに

なるため、米国景気は上振れし、世界経済が加速、日本の景気も再浮上することになるでしょ

う。 
 
 

 

Ｑ１０ 景気が後退すれば企業業績の悪化は避けられないのでしょうか？ 

→ それは個々の企業によります。日本経済が好況（不況）なら日本企業の収益が好調 

（不調）とは一概に言い切れない時代となっています。 

企業にとって景気の現状は、国内消費の停滞が続く上に、欧米景気の減速で輸出が鈍化し、

さらに原料高が利益を圧迫するという状況で、まさに内憂外患に襲われていると言えます。 
しかし、マクロの日本の景気が後退期に入っても、すべての日本企業の業績が悪化するわけ

ではありません。この傾向は、企業活動のグローバル化の進展により、 近より顕著になって

きています。 
 近年、日本企業は、人口減少による国内需要の減退を積極的に海外市場に進出することで乗

り切ろうとしています。海外展開をしている製造業はもちろんのこと、非製造業でもセコムや

ベネッセなど積極的な海外進出を行う企業が相次いでいます。このように、企業が日本という

国の枠にとらわれないグローバルな経営展開を進めているために、今や日本経済が好況（不況）

だから日本企業の収益が好調（不調）とは一概に言い切れない時代となっているのです。 
例えば、自動車メーカーのように、国内および米国市場での販売低迷を新興国・資源国向け

販売の伸びで相殺できる企業は、全体として業績好調を維持する可能性が高いと言えます。一

方、米国への依存度が高く、新興国向けのウエートが低い家電メーカー等では、米国景気減速

の影響が収益を直撃するケースが多いと予想されます。 
 このように、グローバル展開している企業にとっては、新興市場戦略の巧拙が今後の成長持

続のカギになるでしょう。 
 
 

（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。 
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