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　本稿の目的は、「平成期」の30年間の経験 
を、経済分野の視点から評価することにある。
そのため、以下では、まず「平成期」におけ
る経済パフォーマンスを振り返り、その問題
点を整理する。その上で、その問題点の背景
を検討し、最後に「平成後」に託された課題
について述べることとしたい。

１．平成期の経済パフォーマンス
（1） 度重なるショックと２度にわたる長期の

景気拡張局面
　まず景気循環の側面から見た平成期の特
徴を、景気の方向性や強弱を表す景気動向指
数を参考にしながら整理してみよう（第１図）。
　第１の特徴は、平成期が度重なるショック
に見舞われ続け、その結果として５度にわた
る景気後退を経験していることである。
　平成はバブル最盛期の1989年１月に始まっ

た。しかし、その直後にバブルが崩壊し、
1991年２月以降、景気は一転して後退局面に
移行することになった。それ以降の約10年間、
日本経済は不良債権問題と格闘することにな
る。
　1997年４月には消費税率の引き上げが行わ
れたが、その直後の７月にはアジア危機が起
こり、11月からは金融システム不安も顕在化
した。こうした一連のショックのために、
1997年５月を景気の山として、景気は悪化し
ていくことになった。
　2000年代に入った直後も、米国におけるIT
バブルの崩壊の影響を受けて景気が落ち込む
と、景気の悪化とデフレが並進して、デフレ・
スパイラルの瀬戸際に立つことになった。
　さらに、米国でサブプライム住宅ローン問
題が顕在化し、それが原油や穀物価格の上
昇をもたらすと、景気は2008年２月に山を迎
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第 1 図　景気動向指数（ＣⅠ：一致指数）

（データ出所）内閣府
（注）シャドー部分は景気後退局面、それ以外は景気拡張局面。
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えた。その後の景気後退は当初は緩やかであ
ったが、同年９月にリーマンショックが起き、
世界的な金融・経済危機に発展すると、日本
は、それまでに経験したことのないような急
速で大幅な景気悪化に見舞われることになっ
た。
　そして2010年代になると、2011年３月に東
日本大震災が起きた。この時は景気後退には
至らなかったが、その前後に深刻化した欧州
政府債務危機の影響で、2012年３月からは短
期間ながらも景気後退に陥ることになった。
　第２の特徴は、以上にもかかわらず、平成
期には２度にわたる長期の景気拡張局面を実
現し、戦後最長記録を相次いで更新すること
になったことである。
　一度目は、2002年２月からのいわゆる「い
ざなみ景気」である。世界経済の好調にも支
えられ、73 ヵ月にわたる景気拡張局面となっ
た。米国でサブプライム住宅ローン問題が顕
在化しなければもっと続いた可能性もある
が、それでも、それまでの最長記録であった
1965年10月からの「いざなぎ景気」を抜いて
戦後最長となった。
　二度目は、2012年11月を景気の谷とする景
気拡張局面である。これは「アベノミクス景
気」とも言えるが、本稿執筆時の2019年１月
時点でもまだ続いているとすれば、景気拡張
局面は74 ヵ月続いたことになり、「アベノミ
クス景気」は「いざなみ景気」を抜いて戦後
最長となる。

（2）GDP成長率の鈍化とデフレの定着
　このように平成期には２度にわたる長期の

景気拡張局面を実現したが、国民にとっては
決して実感を伴ったものではなかった。その
理由としては、平成期の経済成長が、それま
で経験したことのないような低成長に止まっ
たことが挙げられる。
　1950年代半ばから1970年代初めにかけての
高度成長期においては、名目GDPの年平均成
長率は約15％増、実質GDPのそれは約10％増
の高水準にあった。しかし、平成期（ここで
は暦年ベースで実績値のとれる1989年～
2017年）においては、バブル崩壊後の成長鈍
化が著しく、名目GDPの年平均成長率は
1.1％増、実質GDPの年平均成長率も1.3％増
に止まっている（第２図）。

（3）潜在成長率の継続的な低下
　こうしたマクロ経済動向の背後には、日本
経済の長期的な成長能力の継続的な低下もあ
った。
　これを潜在GDP成長率でみると、平成期に
入って大幅な下落を示している（第３図）。潜
在GDP成長率は、1989年１～３月期には4.5％
増程度あったが、その後は次第に低下し、
2008年10 ～ 12月期には－0.1％減となった。
その後は若干の回復を見せているが、2018年
７～９月期時点においてもまだ1.0％増程度に
止まっている。
　成長能力鈍化の理由を要因別で見てみる
と、1989年１～３月期から2008年10 ～ 12月
期にかけては、全要素生産性の寄与が2.4％
ポイント増から0.5％ポイント増、資本投入の
寄与が1.8％ポイント増から－0.1％減、労働
投入の寄与が0.3％増から－0.5％ポイントに

第 2 図　GDP と GDP デフレーター 

（データ出所）内閣府
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低下していることが大きい（その後、資本投
入とともに労働投入の寄与がプラスに戻って
いるが、これについては後述する）。
　このような潜在GDP成長率の低下はなぜ
起きているのか。以下ではこの点を、日本の
経済システムが前提としていた条件の変化
と、その新しい前提条件に適合しなくなった
経済システムの変容、という二つの視点から
説明しよう。

２．経済システムの前提条件の変化
（1）高齢化・人口減少の進行
　1980年代までの日本の人口は増加を続けて
おり、人口の年齢構成も若かった。そのため、
重化学工業中心の経済成長を支える若い労
働力を豊富に供給することが可能であった。
しかし、平成期に入るとこれは大きく変化し

ていく。
　1974年以降、合計特殊出生率は2.1を下回
り続けているため、生産年齢人口（15 ～ 64歳）
は1995年にピークを迎えて減少に転じ、総人
口も2008年をピークに減少に転じていった。
このままだと、今後100年は人口減少が続く
ものと予想されている（第４図）。
　また、平均寿命の延伸が続くなかで、高齢
化も進行している。高齢化率（65歳以上人口
の全人口に対する割合）で見ると、1970年に
高齢化社会の目途である７％を超えた後、
1994年には高齢社会の目途である14％を、さ
らに2007年には超高齢社会の目途である21％
も超えた。
　このような高齢化・人口減少は、労働力人
口を減少させ、潜在成長率に影響するだけで
なく、企業にとっての人件費負担も増加させ

第 3 図　潜在 GDP 成長率

（データ出所）内閣府

平成期

第 4 図　総人口（実績及び将来推計）

（データ出所）国立社会保障・人口問題研究所
（注）�日本の将来推計人口（平成29年推計）における「出生中位、死亡中位」のケース。2016年から2065年までは推計値、

2066年から2115年までは長期参考推計値。
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ることになった。

（2）競争環境の激化
　高度成長期における企業にとっては、国内
の同業他社との競争（過当競争）が主体であ
った。また、外国企業との競争も、欧米の先
進国企業との競争であった。このため、価格
競争だけでなく品質や機能での競争も可能で
あった。
　しかし、発展途上国の経済発展が進んでき
た。また、1991年12月のソ連崩壊に伴って、
多くの体制移行国が登場してきた。さらに、
中国も改革開放路線に転換し、2001年12月に
はWTOにも加盟することで、本格的に国際
市場に参入してきた。この結果、日本企業に
とって、人件費の低廉な新興国や発展途上国
の企業との価格競争が激化することになっ
た。これは、企業に対して人件費を含むコス
トの削減を求める圧力となった。

（3）イノベーションの内容変化
　高度成長期までの日本は技術面では後進国
であり、最新技術は輸入に依存していた。ま
た、自前のイノベーションの場合も、与えら
れた製品を無駄なく、安く作るためのプロセ
ス・イノベーションが中心であった。そこで
は、生産ラインで働く優秀な従業員の改善力
や提案力が威力を発揮した。
　しかし、1980年代に入って、日本自身が技
術のフロンティアに立つと、輸入に依存する
ことはできなくなった。企業には自ら新しい
製品やサービス、ビジネスモデルを開発する
プロダクト・イノベーションが求められた。
そこで重要なのは、自社の生産ラインの力で
はなかった。特にITやバイオ・テクノロジー
の分野では、ベンチャーがイノベーションの
中心となっており、日本でもベンチャーの育
成が喫緊の課題となってきた。

３． 前提条件と適合しなくなった経済システム
　経済システムは、それが前提とする条件に
うまく適合していれば、経済成長に大きく寄
与する。高度成長期に成立し、高度成長を支
えることになったこれまでの日本の経済シス
テムはその例である。その特徴は、雇用シス
テムであれば終身雇用制、年功賃金制、企業
内訓練であり、金融やコーポレート・ガバナ
ンスのシステムであればメインバンク制であ
る。

　しかし、先述のように、人口減少・高齢化
が進展してくると、終身雇用と年功賃金のも
とで企業の人件費が大きな圧迫要因になって
きた。また、競争環境の激化は人件費の圧縮
を強く求めてくることになった。さらに、イ
ノベーションの中心が新プロダクト創出に移
行していくと、これまでの強みであった生産
ラインのイノベーション上の役割を低下させ
た。
　こうしたことを背景に、平成期に入って、
人件費負担を軽減できる非正規労働者の雇用
が増加していくことになった。1989年に
19.1％であった非正規雇用比率は、2017年に
は37.3％にまで上昇している。これは日本に
おける不平等度の拡大をもたらす要因の一つ
ともなった。18歳～25歳層の相対的貧困率（中
位所得者の所得の半分以下の所得しか得て
いない人の当該年齢層人口に占める比率）を
見ると、上昇傾向を示している（第５図）。
　これに比較すると、現役世代の中心となる
26歳～ 65歳層の相対的貧困率は、緩やかに
上昇してはいるものの、その水準は他の年齢
層に比してまだ低い。これは、日本ではグロ
ーバリゼーションが偏った形でしか進められ
てこなかったことを反映している。
　グローバリゼーションは、比較優位のない
産業を外国に移譲し、比較優位のある産業に
特化することでより豊かになることに寄与す
るが、資源の円滑な移動が可能でないと、低
賃金労働や失業をもたらすことになる。また、
グローバリゼーションは、イノベーションを
促進するが、新しい技術の導入によって雇用
の機会を奪われる可能性も出てくる。
　こうしたことから、日本は海外に出ていく

「外向きのグローバリゼ―ション」は積極的
に進めてきた。輸出を拡大し、対外直接投資
も進め、海外移民も奨励してきた。しかし、
海外から日本に入れるという意味での「内向
きのグローバリゼーション」には消極的であ
った。輸入では農産物において高い障壁を設
け、対内直接投資も少なく、外国人労働者の
受入れは限定的である。
　このような偏ったグローバリゼーション
は、労働力の流動性が低く、労働再配分を専
ら内部労働市場で行うことを基本とする雇用
システムとは整合的なものであった。また、
輸出主導の経済成長を遂げながら、国内の不
平等度の拡大を抑制することも可能とした。
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４． 平成後に託された政策課題
　高齢化・人口減少といった前提条件の変化
の下でも経済成長を持続させるためにはどう
すれば良いのか。平成後に託された政策課題
としては、高齢化・人口減少への対応と、経
済システムの改革という二つが挙げられる。
最後に、この点を検討しよう。

（1）高齢化・人口減少への対応
　高齢化・人口減少への対応としては、四つ
の方策が考えられる。
　第１に、労働生産性を引き上げることであ
る。人口が減少しても、一人ひとりの労働者
が生産できる付加価値を高めることができれ
ば、マクロのGDPを増加させることができる。
そのためには、新しい技術の創造、イノベー
ションが大切となる。人口減少・高齢化の下
では、人手不足を補うためのロボットなど、
ニーズは大きい。
　第２に、労働参加率の上昇である。人口が
減少しても、働きたいと思う人が増えれば、
それによって労働投入が増加し、経済成長は
支えられる。特に女性の場合は労働参加率が
平均して低く、しかも30歳台にいったん落ち
込む「M字カーブ」が存在する。また、高齢
者においても、平均寿命が伸びる中で、もっ
と働きたいという意欲が強まっている。した
がって、働きたいと思っている女性や高齢者
が働けるようにすることは重要である。実際
に「女性活躍」が推進され、女性の労働参加
率が上昇している（潜在GDP成長率への寄
与で労働投入が最近プラスとなっているのは

このためである）。
　第３に合計特殊出生率の引上げである。
2017年の合計特殊出生率は1.43であるが、こ
れを少なくとも2.1まで引き上げなければ人口
減少は止まらない。その際に問題になるのは、
男性でも女性でも晩婚化、非婚化が進んでい
ることである。その背後にあるのは、結婚資
金が賄えないという経済的理由だけでなく、

「適当な相手にめぐり合っていない」「結婚す
る必要性を感じない」「独身の気楽さを失い
たくない」といった個人の選択の問題でもあ
る。したがって、非正規労働者の賃金格差を
改めることだけでなく、より広範囲な政策を
採る必要があるところに難しさがある。
　第４に、外国人労働者の受入れを増加させ
ることである。これまで、日本は高いスキル
を持った外国人の受入れには積極的であった
が、非熟練の外国人労働者は、正式には受け
入れてこなかった。しかし、当面の人口減少
に対応するためには、スキルのない外国人労
働者も含めて受入れを増加させていく必要が
ある。そのためには、外国人を受け入れるた
めの環境も整える必要がある。
　平成期には、こうした方策を並行して進め
ることが求められている。

（2）経済システムの改革
　高齢化・人口減少の進行、あるいはそれへ
の対応策をとっていくということは、現在の
高度成長期型経済システムの改革を強く迫る
ことにもなる。
　現在の経済システムが前提条件の変化に

第 5 図　年齢階層別の相対的貧困率（所得再分配後）

（データ出所）OECD

平成期

―  12  ―



DIO 2019, 2

対応できていないことは前述の通りである。
そのために、様々な問題が顕在化している。
雇用システムの面では、男女間の処遇格差、
正規・非正規間の処遇格差、長期間労働の
慢性化といった問題が深刻化している。これ
らは、労働生産性の低下をもたらし、経済成
長の持続を妨げている。
　また金融やコーポレート・ガバナンスの面
を見ると、大企業を中心に銀行離れが進んで
おり、メインバンクの役割が低下している。
しかも、家計はこれまで通り金融資産を銀行
預金中心に貯蓄しており、リスク資産保有を
増加させているわけではない。そのため、ベ
ンチャーなどにリスクマネーが回りにくい状
況が続いている。また、メインバンクが担っ
てきたガバナンス上の役割を代わりに担う機
関投資家等もまだ育っていない。これが、最
近顕著になっている一部企業の不祥事にも現
れている。
　経済成長を持続させるためには、こうした
問題点を惹起することになった現在の経済シ
ステムを改革し、変化した前提条件に適合し
た新しい経済システムを構築することが必要
である。
　その際には、外国人労働者の受入れを含め、
グローバリゼーションを進めることが不可欠
である。今後とも経済成長を遂げていくため
には、輸入を通じた外国企業からの競争圧力
によって生産性を上げ、対内直接投資によっ
て不足する国内貯蓄を外国貯蓄で補い、外国
人労働者によって人口減少による労働投入を
補うことが必要となってくる。
　しかし、グローバリゼーションは様々な問

題を惹起する可能性がある。なかでも懸念さ
れるのは、それがもたらす不平等度の拡大で
あろう。このため、日本では、これまで「内
向きのグローバリゼーション」には消極的で
あったことは既に述べたとおりである。そう
であれば、不平等度の拡大圧力に対してどう
対応するかという問題が焦点となってくる。
　この問題の難しさについては、「グローバ
リゼーション・イノベーション」と「平等社
会」、「小さな政府」という三つの政策目標の
間の関係として理解できる。この三つの間に
は、全てを同時には実現しえないという「イ
ンポッシブル・トリニティー」の関係がある
と考えられる（第６図）。
　これまでの日本は、「グローバリゼーショ
ン・イノベーション」を犠牲にして、「平等
社会」と「小さな政府」を追求してきた。実
際、日本の税・社会保障負担率は低い。これ
に対して、例えば米国は、「平等社会」を犠
牲にして、「グローバリゼーション・イノベ
ーション」と「小さな政府」を選択してきた。
　では、日本が「グローバリゼーション・イ
ノベーション」を選択せざるを得ないとした
ら、もう一つはどちらを選ぶべきか。「小さ
な政府」を選ぶとしたら、米国と同じ道を選
ぶことになる。それに対して、「平等社会」
を選ぶとしたら、「小さな政府」を放棄する
ことにならざるを得ない。それは北欧のよう
な所得分配重視型の大きな政府への移行で
ある。
　日本が経済成長を持続させるためにどのよ
うな政策選択をするのか。これは平成後に託
された大きな課題である。

第 6 図　グローバリゼーションを巡るインポッシブル・トリニティー
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