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はじめに

世界経済は昨年 9 月のリーマン・ショック以

降、「100 年に一度」と言われる大激震に見舞わ

れた。今回の金融危機は、「国際競争力」にどの

ような影響を与えたのか。わが国はどうなったの

か、そして、危機の震源地、米国はどうなったの

か、更に、今後、どのような方向へ変化させるの

だろうか。

2009 年 5 月に発表されたスイスのビジネスス

クール IMD の「2009 年世界競争力年鑑」では、

わが国は総合順位で 17 位と昨年の 22 位から 5 ラ

ンク上昇した。今回の金融危機の震源地である米

国は 1 位のまま変わっていない。ただし、今回は、

調査のアンケート部分については、金融危機後の

状況をかなり織り込んでいると思われるものの、

ハード部分である経済データは主として 08 年前

半のデータに基づいており、全体としては金融危

機後の経済状況がまだ十分反映されていないこと

に注意を要する。

一方、09 年 9 月に発表された WEF（世界経済

フォーラム）の「2009 年世界競争力報告書」で

は、日本の総合順位は昨年より 1 つ上がって 8 位

となった。政府部門は債務水準がワースト 1 位に

なっているものの、民間部門の健闘が順位を押し

上げた形である。米国は昨年の 1 位から 2 位に転

落し、代わりにスイスが第 1 位となった。

金融危機後、「国際競争力」はどうなったか　
―ランキングの変動から見えるもの―
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Point
1 金融危機後の国際競争力ランキングを見ると、日本は経済の落ち込みが大きいにもかかわらず若干

上昇した。低下したのは主として中小国。
2 日本が 1993 年までランキング 1位を続け、それ以降、米国が 1位を続けたのは、いずれもバ

ブルの影響で競争力が過大に評価されていたからである。
3 日本の競争力はかつての 1位から 24 位まで大きく低下したが、バブル時の過大評価とその後の

過小評価が影響、実体は 5～ 6位→ 10数位程度の低下であろう。
4 アイスランドなど、かつてランキングの上位にあった中小国の低下が目立つ。中小国の競争力は

一時期、実体以上に過大評価されていた。
5 日本経済の落ち込みは、米国向け大型自動車の輸出急減が主因である。当面、輸出は厳しい環境

が続く。
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「国際競争力」の概念

ところで、「国際競争力」は、「企業の国際競争

力」と勘違いする人も多い。IMD の「国際競争

力」の定義は、「それぞれの国が、企業の活動を

バックアップする環境がどの程度整っているか」

である。つまり、企業にとって、国・地域が効率

的な経済・産業構造、制度、政策などの環境をど

の程度提供しているかを評価の基準としている。

一国の競争力は、GDP、貿易収支、生産性など、

経済的な側面だけでは測れず、政治面、文化面、

教育面などとも深く関わっていると考えている。

また、WEF の定義も「一国の生産性のレベル

を決定する諸制度、政策、要因からなるもの」と

している。

したがって、この定義の「国際競争力」は、

「産業、または企業の競争力」と異なる。ただ、

国際的に活躍している企業にとっても、本国の経

営環境、立地条件の悪化は、いずれ、産業、企業

の競争条件に悪影響を与える可能性がある。そう

いう点で、企業の競争力と「国際競争力」は、中

長期的に相互に依存しており、企業活動がグロー

バル化した現在、この定義による「国際競争力」

を比較することは意味があると思われる。

順位 国名 順位 国名 

1 米国（1） 11 ノルウェー（11） 

2 香港（3） 12 ルクセンブルク（5） 

3 シンガポール（2） 13 ドイツ（16） 

4 スイス（4） 14 カタール（－） 

5 デンマーク（6） 15 ニュージーランド（18） 

6 スウェーデン（9） 16 オーストリア（14） 

7 オーストラリア（7） 17 日本（22） 

8 カナダ（8） 18 マレーシア（19） 

9 フィンランド（15） 19 アイルランド（12） 

10 オランダ（10） 20 中国（17） 

図表 1 IMDの国際競争力ランキング（2009 年）

注：（ ）内は 2008 年
出所： IMD「2009 年 世界競争力年鑑」

順位 国名 順位 国名 

1 スイス（2） 11 香港（11） 

2 米国（1） 12 台湾（17） 

3 シンガポール（5） 13 英国（12） 

4 スウェーデン（4） 14 ノルウェー（15） 

5 デンマーク（3） 15 オーストラリア（18） 

6 フィンランド（6） 16 フランス（16） 

7 ドイツ（7） 17 オーストリア（18） 

8 日本（9） 18 ベルギー（19） 

9 カナダ（10） 19 韓国（13） 

10 オランダ（8） 20 ニュージーランド（24） 

図表 2 WEFのランキング（2009 年）

注：（ ）内は 2008 年
出所：WEF「2009 年 世界競争力報告書」
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1．ランキングの変動から何が見えるか

上述したように、現時点では IMD と WEF の

ランキングは金融危機後の状況を必ずしも反映し

ておらず、これらの調査結果からわが国の国際競

争力の現状、また今後について判断を下すことは

時期尚早と思われる。とはいえ、IMD、WEF と

も、わが国のランキングは若干上昇している。こ

れから何が考えられるか。

（1）影響度の違いでわが国のランキングが相対的に上昇

今回の金融危機は、米国、欧州、日本などの主

要国のみならず、新興国など多くの国を巻き込み、

経済的に大きな影響を与えた。例えば、IMD の

総合ランキングで、わが国は前回 22 位→今回 17

位となったが、前回、わが国より順位が上位で、

今回、わが国より下位となったのは、アイルラン

ド（12 位→ 19 位）、台湾（13 位→ 23 位）、中国

（17 位→ 20 位）、英国（21 位→ 21 位）、イスラエ

ル（20 位→ 24 位）などである。特に、アイルラ

ンド、英国などは、金融危機の影響を強く受け、

経済パフォーマンスは大きく悪化した国である。

上記の国以外では、エストニア（23 位→ 35 位）

など外資借り入れ返済に窮している国や、スペイ

ン（33 位→ 39 位）のように住宅バブルが崩壊し

た国の下落も目立っている。

わが国は、鉱工業生産や GDP などの落ち込み

が大きかったにもかかわらず、IMD、WEF では

ランキングが上昇している。これは、わが国の

パフォーマンスが改善されたためというよりは、

金融危機による経済的な打撃がより大きかった

国がランキングをより大きく下げたためと言え

る。特に、中小国の経済的影響がより大きかっ

たと考えられる。今後、金融危機後の経済デー

タに基づくランキングが発表されれば、金融危

機、バブル崩壊の影響度の大きかった国のラン

キング低下が一段とはっきりしよう。米国も、

金融危機、バブル崩壊の影響が十分現れている

とは言い難い。今後、その影響が実体経済に顕

在化してくれば、IMD ランキングでも 1 位から

転落する可能性がある。

（2）米国はバブルで実体以上の評価

これまで米国は国際競争力ランキングで長い間

1 位を続けてきた（例えば IMD では 1994 年→

2009 年）が、その要因の 1 つとして、「バブル」

が実体以上に経済パフォーマンスを押し上げてい

た可能性が指摘できる。将来の住宅価格の上昇を

期待して「サブプライムローン」が急増、それを

担保に大型自動車をローンで購入するなど、消費

マインドは極めて旺盛であった。また、金融派生

商品の急増で、投資銀行など金融機関は莫大な収

益を上げ、金融機関の生産性が高かった。

しかし、金融危機発生後、「バブル」は崩壊し、

逆回転が始まった。金融機関は個人向け融資の回

収を迫り、消費マインドは大きく低下、貯蓄率は

上昇に転じている。また、銀行業務も金融派生商

品はこれまでのような拡大は予想できない。現在

の財政の大盤振る舞いもいずれ抑制的となる。そ

うした意味で、今後、米国の経済構造は従来のバ

ブル的体質から変化し、成長力も鈍化することが

考えられる。これは米国のランキングを引き下げ

る方向に働こう。

（3）わが国もバブル期は過大評価

わが国も 80 年代後半、米国のようにランキン

グが 1 位、または上位を維持していた時があった。

IMD では、93 年まで 1 位を続けた。今回の米国

の例が示すように、やはり、それもバブルによっ

て経済パフォーマンスが実体以上に好調に見え、

それが真の実力と過大評価されていたためではな

いかと考えられる。また、ランキングの作成に際

しては IMD の場合で約 3 分の 1、WEF の場合も

かなりのウエートでアンケートが使われている。

バブル期は、アンケートの回答も楽観的になるこ

とが多く、ランキングをより押し上げる方向に働

く。そうした意味で、当時、わが国経済の真の実

力は 1 位ではなく、5 ～ 6 位程度であったのかも

しれない。
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（4）わが国の真の国際競争力ランキングは

また、その後、ランキングが急速に低下したが、

それは不良債権処理などバブルの後始末に手間取

り、財政赤字の拡大など、経済状況をいっそう悪

化させ、それにつれて、アンケート調査でも悲観

論が主流となり、ランキングを一層引き下げたと

考えられる。また、その間、中国など、新興国が

経済力、国際競争力をつけ、わが国企業の比較優

位が失われ、競争力が低下したことや、わが国と

は対照的に米国がバブル、金融派生商品の拡大で

経済が活況となり、それが世界の多くの国に波及

し、特に中小国経済を潤し、それが過大に評価さ

れ、その結果としてわが国の国際競争力ランキン

グが一段と引き下げられたのである。

したがって、「わが国の国際競争力が、かつて

の 1 位から 24 位（2007 年）まで大きく低下した」

ことは事実であるが、実体としてはわが国の国際

競争力がそれほど急速、かつ大きく変化したわけ

ではなく、イメージ的には 5 ～ 6 位 → 10 数位へ

と低下した程度の変化だったのではなかろうか。

また、日本の順位が現在 17 位といっても前後数

カ国との差はごくわずかであり、多少の順位の変

動に一喜一憂することもあまり意味がないと思わ

れる。

（5）金融危機の影響が大きい小国…アイスランドの例

アイスランドは、人口わずか 30 万人の島国で

ある。しかし、IMD のランキングでは、2004 年

（5 位）、2005 年（4 位）、2006 年（4 位）、2007 年

（7 位）と極めて高いランキングを維持していた。

これは高学歴労働者の存在、柔軟な労働市場など、

経済の基盤を支える環境が高い評価を受けていた

からである。ただ、2008 年以降は、ランキング

に登場していない。これは、ペルー（2008 年）、

カタール（2009 年）、カザフスタン（2009 年）な

ど、アイスランドより人口、経済規模の大きい国

が入ってきたために除外されたからで、ランキン

グ外に下がったからではない。しかし、もしその

まま継続して調査されていれば、ランキングは大

きく低下した可能性がある。アイスランドは今回

の金融危機で最も大きな影響を受けた小国の代表

例である。多額の対外借入を行っていたが、金融

危機で一気に流出し、通貨クローナは大きく下落

した。2009 年の経済成長率もマイナス 8.4 ％、

2010 年もマイナスが予想されている。そうした

影響が IMD で見られないことは残念である。

幸いなことに、WEF では、アイスランドがラ

ンキングされており、2008 年（20 位）→ 2009 年

（26 位）と、大きく低下している。マクロ経済環

境だけでは 56 位→ 119 位へ低下している。

このように、中小国は競争力が高く評価されて

いても、対外借入などに大きく依存している場合、

あっという間に経済環境が大きく悪化してしまう

危険性があり、競争力ランキングを見る上では注

意を要しよう。

１位  2位  3位  4位  5位  日本  

 米国 2004年  シンガポール カナダ  オーストラリア アイスランド 23位 

21位 

16位 

24位 

22位 

17位 

米国 2005年 香港 シンガポール アイスランド カナダ 

米国 2006年 香港 シンガポール アイスランド デンマーク 

米国 2007年 シンガポール 香港 ルクセンブルク デンマーク 

米国 2008年 シンガポール 香港 スイス ルクセンブルク 

米国 2009年 香港 シンガポール スイス デンマーク 

図表 3 IMDの国際競争力ランキング総合順位の推移（2004 ～ 2009 年）

出所： IMD「World Competitiveness Yearbook」
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（6）わが国も米国バブルの恩恵を享受

わが国経済自体、昨年前半まで米国バブル経済

の恩恵を享受し、主として輸出主導によって経済

成長を続けていたのも事実である。米国向け輸出

の好調に支えられ、貿易収支の大幅黒字を維持し

ていたと言える。その面では、わが国の国際競争

力も多少過大に評価されていたと言えなくもな

い。問題は、今後、米国の経常収支赤字は縮小に

向かうと予想され、わが国の輸出もこれまでのよ

うな伸びは期待できず、貿易収支の大幅黒字維持

は難しいことである。したがって、こうした面で

は競争力ランキングをやや引き下げる方向に働く

可能性がある。

（7）欧米金融機関との生産性格差は縮小へ

これまでのわが国のサービス産業の生産性は、

欧米のサービス産業の生産性と比べて低いと言わ

れてきた。その欧米の上昇には、投資銀行などの

金融機関も貢献してきた。金融機関の収益は、金

融派生商品販売による収益増加によってもたらさ

れ、生産性上昇に大いに寄与していたのである。

しかし、今後は、金融派生商品による収益拡大に

ブレーキがかかってくると予想され、生産性上昇

は鈍化しよう。

一方、わが国の金融機関は、80 年代のバブル

崩壊の影響が長い間尾を引き、欧米金融機関と比

べると収益力が低く、これが生産性の低さとなっ

ていた。しかし、今回は、欧米金融機関ほど金融

危機の影響は大きくない。このため、今後は、欧

米金融機関との生産性格差は縮小しよう。

2．なぜ、わが国の経済状況は急速に悪化したのか

日本の国際競争力ランキングは上昇しているも

のの、経済状況は主要国の中では悪い。鉱工業生

産の落ち込みは主要国の中で最も大きく（2008

年度　▲ 12.6 ％）、輸出も急減（同▲ 16.4 ％）し

た。2008 年度の GDP 成長率は、▲ 3.2 ％と主要

国で最も大きく落ち込み、2009 年度も引き続き

▲ 3 ％程度のマイナス成長が予想されている。な

ぜ、わが国経済、企業は欧米主要国と比較して大

きな影響を受けたのか。

（1）2008年度の貿易収支尻は赤字

リーマン・ショック後、わが国の輸出は急速に

悪化した。その結果、08 年度の輸出額は 71.14 兆

円、前年度比▲ 16.4 ％と大きく落ち込んだ。わ

が国の輸出額は 04 年度以降、＋ 10.1 ％、＋

10.6 ％、＋ 13.4 ％、＋ 9.9 ％と拡大が続いていた

が、08 年度は、大きなマイナスを記録した。

08 年度の輸入額も 71.87 兆円、前年度比▲

4.1 ％と低下したが、輸出額の落ち込みがより大

きく、貿易収支尻（輸出額―輸入額）では、▲

0.73 兆円と赤字を記録した。わが国の貿易収支尻

の赤字は 1980 年度の第 2 次石油危機以来のこと

である。

これまでわが国の貿易収支尻は大幅な黒字を続

け、わが国の国際競争力が強いことを示す有力な

根拠のひとつであったが、それが赤字に転落した

のである。

（2）品目別には自動車関連、地域では米国向けが大

きく減少

08 年度の輸出を主要品目で見ると、第 1 位の

自動車（11.12 兆円）は前年度比▲ 24.2 ％、金額

では▲ 3.54 兆円と、全体の減少額（▲ 13.97 兆円）

の約 25 ％を占めている。更に、自動車の部分品

（▲ 0.75 兆円）をも含めると 30.7 ％を占めている。

これに次ぐ大きな減少は「半導体等電子部品」で、

減少率は▲ 19.7 ％、減少額は▲ 1.00 兆円で、「自

動車」、「自動車の部分品」と合わせると約 38 ％

となる。

一方、地域別には米国向けが 12.09 兆円と国別

では前年度に続いて第 1 位を占めたが、前年度比

▲ 27.2 ％、金額ベースで▲ 4.51 兆円と、輸出全

体の落ち込みの 32.3 ％を占めている。中でも、

「自動車」（3.30 兆円、▲ 36.6 ％）、「自動車の部

分品」（0.65 兆円、▲ 33.9 ％）などの落ち込みが

大きい。つまり、08 年度輸出の落ち込みは、米
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金融危機後、「国際競争力」はどうなったか

国向け「自動車」「自動車の部分品」だけで

28.3 ％を占め、その影響度が極めて大きかったの

である。

米国向けの「自動車」「自動車の部分品」の落

ち込みは、金融危機で金融不安が 2008 年秋以降

一気に広まり、米国における自動車販売（割賦販

売による大型車が主）が大きく落ち込んだことに

よる。

実際、今回、トヨタを始め、わが国の自動車産

業への影響が大きく、利益の落ち込みも大きかっ

た。それは、米国向けが大きく低下したからであ

る。特に、わが国自動車メーカーは、これまで得

意とするエコカーではなく、実は SUV などの大

型車で高収益をあげてきた。しかし、昨年初め頃

より在庫が徐々に増加、通常 30 日程度が 90 日程

度まで増え、その調整のため輸出を急減させ、生

産も大幅に落とさざるを得なかったのである。し

かも、今後、大型車の販売は難しくなると考えら

れる。それは、わが国の自動車業界にとって重大

である。

（3）「世界の胃袋」米国の経常赤字は縮小へ

米国景気は底入れした感があるとは言え、失業

率が高水準（10 月、10.2 ％）で、個人消費には

大きな期待がかけられない。また、「サブプライ

ムローン」問題が尾を引き、金融機関は住宅融資

を抑制、消費者は借金の返済を迫られている。そ

の結果が消費の削減貯蓄率の上昇となって現れて

いる。実際、米国の家計貯蓄率を見ると、08 年 8

月は 1 ％台、10 月 2 ％台と低水準であったが、

12 月 4 ％台に上昇、更に 09 年 6 月には約 6 ％に

高まっている。今後は、更に上昇する可能性もあ

る。それは、結果的に個人消費の減少、輸入の減

少をもたらす。したがって、これまで「世界の胃

袋」として巨大な需要を生み出してきた米国経済

は、一転、経常赤字縮小に向かうと考えられる。

そうなると、わが国の輸出にも影響は避けられな

い。

（4）わが国の輸出の先行きは厳しい

わが国は、これまでのように、大型車を中心と

した輸出は難しいだろう。もっとも、GM やクラ

イスラーの生産が大きく縮小する中で、ハイブ

リッド車、電気自動車などのエコカーに対する需

要は今後出てくる。その場合、供給できるのは日

本メーカー、欧米メーカー、韓国メーカーなどが

中心になる。現在でもトヨタ、ホンダなど日本

メーカーのシェアが高まっていることを考える

と、ある程度わが国からの輸出も継続されよう。

ただし、これまでのような高収益を確保できる大

型車ではない。輸出金額は全体として減少しよう。

（5）アジア向け輸出にも活路を

わが国のアジア向けの輸出はどうか。これまで、

中国、韓国、台湾など、アジア地域への輸出は、

部品・加工品中心の貿易が主であった。今回の米

国発の世界不況も、同地域の輸出に大きな影響を

受け、わが国から同地域への輸出も影響を免れな

かった。中国などは、消費を新たな経済成長の牽

引役とし、内需振興による景気回復を目指してい

る。実際、中国国民の貯蓄率は高く、個人消費は

まだ低水準である。今後は、個人消費拡大こそが

重要と考えられている。それには社会保障の充実

や生活関連インフラの整備のための投資も必要に

なる。しかし、これには今しばらく時間がかかろ

う。

わが国の経常収支の黒字は、2007 年度の 24.5

兆円の黒字から、2008 年度は 12.3 兆円と半減し

ているが、急速な回復は容易ではない。アジア向

けに新たな需要を開拓できなければ、経常収支の

黒字は当面 10 兆円強程度になるのではないか。

中期的にも 20 兆円台に戻るのは難しいと考える。




