
１ はじめに

バブル経済崩壊後、「失われた１０年」を経過し

たいまもなお、日本経済に確たる回復の足取りは

戻っていない。日本経済の三月危機が危惧され、

公定歩合が切り下げられるなど、景気の先行き懸

念が伝えられている。日本経済は何かとアメリカ

経済と比較されることが多い。ようやく陰りが見

えてきたとはいえ、アメリカ経済は１０年に渡って

好調を持続してきた。その繁栄ぶりは「ニューエ

コノミー」と呼ばれ、わが国経済とは対照的であ

る。

しかし、これは不思議なことである。わが国は

国際競争力のある製造業、先端技術産業を擁し、

巨額の経常収支黒字や世界第一位の対外純資産を

擁している。３年前の東アジア金融危機に際して

も、まっ先に救済支援を求められ、現にそれらに

応じる力を有している。一方、アメリカは貯蓄の

不足、巨額の経常収支赤字や対外純債務をかかえ

ている。このことからしても、現在の明暗には解

せないものを感じる。

なぜこのようなことになったのか。これまで目

覚ましい発展過程にあった日本経済の何がどう変

わったのか。新世紀がすでにはじまった今日、こ

れからの再発展のために日本経済に何が必要かを、

「日本的経済システム」を軸に考えてみたい。

２ 何が「失われた１０年」をもたらしたのか

日本経済の低迷とアメリカ経済の好況に、これ

ほどまでに強いコントラストが出たのはなぜなの

だろう。その理由を示唆する三つの事実をあげて

みたい。まず第一に、先にも触れた日米の国際収

支動向を見てみよう。１９９９年日米の経常収支はそ

れぞれ１，１００億ドルの黒字と３，４００億ドルの赤字、

資本収支は５００億ドルの赤字と３，８００億ドルの黒字

である。こうした傾向は長年継続しており、その

結果が、１９９９年末の日本の対外純資産８，３００億ド

ル、アメリカの対外純債務１兆４，７００億ドルと

なっている。要するに、わが国は国内で消費する

以上に生産し、その差額が経常収支の黒字や資本

収支の赤字となり海外に投資されている。この逆

がアメリカである。貿易で稼いだ日本のドルがア

メリカに環流し、投資資金として貯蓄不足を補い、

これがアメリカの株式市場に活況をもたらしてき

た。アメリカの好況は、日本の資金によって支え

られたものといえるかもしれない。

ここには、日本経済にとっていくつかの問題が

ある。一つは、巨額の対外債権を外貨建で保有し

てきたことである。イギリスやアメリカなどかつ

て大債権国は、ポンドやドルなど自国通貨建の債

権保有であった。大債権国でありながら、為替変

動リスクを負う愚を避けるためにも、わが国に

とって債権の円建化、さらには円の国際化は重要

視 点

失われた１０年と日本的経済システム

京都教育大学教授 田岡 文夫

５０郵政研究所月報 ２００１．３

../htm/150.html


な課題である。これとともに重要な今一つの点は、

わが国の生産力をまず自国のために有効に使うと

いうことではないか。海外に有利な投資先を求め

ること自体は悪くはない。問題があるのは、これ

まで国内の投資対象が十分に見い出され、開拓さ

れてはこなかった点である。日本の経済システム

は豊富なわが国の貯蓄を吸収して、十分高い収益

をあげうるような新しい投資機会を開拓できな

かった。これは個人や企業の努力や資質の問題と

いうより、むしろ「日本的経済システム」の問題

と考えるべきであろう。

二つ目の事実は、第二次大戦直後から今日に至

るわが国産業構造の変遷の過程に見ることができ

る。大幅な産業構造の転換が必要となるのは、経

済状況が危機的である場合が多い。戦後最初のそ

うした時期は、まさに敗戦直後からはじまった。

戦災によって生産設備の多くを失い、生産能力が

著しく低下したところからの出発であった。欧米

先進国との経済力格差を少しでも縮めてゆく唯一

可能な途は、「重化学工業化」であった。まさに

日本経済は官民をあげてこれに取り組み、鉄鋼、

造船、石油化学といった素材量産型重化学工業が

育成されるとともに、エネルギー源の石炭から豊

富でより安価な石油への転換が行われた。石油エ

ネルギーに依存しつつ、大量生産によってコスト

ダウンし、それによって輸出競争力を得、さらに

それがまた大量生産につながるといった、成長が

成長を生む好循環によって経済の拡大が続いた。

高度経済成長時代はまさにわが国経済がこの素材

量産型重化学工業化の成功により、先進国の域に

到達した時期であった。

産業構造の転換を迫られた第二の時期は、７０年

代の石油危機が招いた。この時期、石油価格だけ

でなく一次産品価格が一挙に高騰し、それらに対

する依存度の高い素材量産型重化学工業を直撃し

た。これらの国際競争力は一挙に失われた。日本

経済の受けたダメージは強く、戦後初めてのマイ

ナス成長もこの時記録されている。しかしダメー

ジの大きさに比べ、日本経済の立ち直りは早い。

この時わが国産業の活路は、素材量産型重化学工

業から加工組立型先端技術産業への転換によって

開かれたのである。折しもエレクトロニクス、光

工学、新素材、バイオテクノロジーといった先端

技術の工業化の開始期であった。わが国はオプト

エレクトロニクス、メカトロニクス、新素材など

石油消費量の少ない、高付加価値産業の立ち上げ

にきわめて短期間で成功したのである。これに

よって、７０年代から８０年代後半にはわが国は最先

進国としての地位をゆるぎないものとした。

素材量産型重化学工業化、加工組立型先端技術

産業化という二度の産業構造の転換によって当時

の難局を脱出したのであるが、なぜそれが可能で

あったのであろうか。これらはいずれも当時のわ

が国において、それぞれがまさにこれしかない唯

一の途であり、そのことが国民の間に周知、合意

されていたということである。つまり、目ざすべ

き産業構造がどんなものであるか具体的に明確に

広く認識され、政府の調整や誘導に従って、消費

者も企業もすべてむだなく行動すればよかったの

である。このようなケースではわが国経済は無類

の強さを発揮する。

しかし、８０年代に加工組立型先端技術産業化に

成功し、最先進国の域に達したわが国経済はまさ

にそれ故に、９０年代に高賃金や円高という難問に

遭遇することになる。人件費が安い地域を求めて

多くの産業がわが国から流出する「空洞化」の危

機が叫ばれた。９０年代にわが国は三度目の新たな

危機に遭遇することになった。先の二回の危機と

異なるのは、いかなる産業構造の転換を計るべき

かが、今回は前二回のようには明確に見えてこな

いということである。モノづくりから離れ、いわ

ゆる知識・情報産業を主力産業の座に捉えるべき
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か。あるいは得意のモノづくりの力量を生かし、

先端技術産業に一層磨きをかけるべきか、この間

にはいくつかの選択肢が存在した。問題はこのよ

うな状況で、試行錯誤を通して将来の産業構造を

模索し、正しい選択を行いながら活路を開くメカ

ニズムが「日本的経済システム」には欠けていた

という事実である。したがって、日本経済は立ち

往生し、何ら有効な対応のなしえぬまま現在に

至っているのである。

第三の事実をあげるとすれば、わが国経済にお

ける情報化の立ち後れである。９０年代に至って

IT革命の広がりはグローバルなものになりつつ

あった。IT革命にうまく対応できるか否かが、

その経済の将来を左右するとの認識が広まる中、

わが国は不良債権問題とそれに続く、金融不安の

処理に忙殺されてきた。この間、モノづくりの経

済から大胆に知識・情報産業に転換したアメリカ

に、この分野で大きく水をあけられることになっ

たのである。IT革命への対応の重要性が広く認

識されるようになればなるほど、日本経済の雰囲

気を暗いものにしている。

３ 「日本的経済システム」とは何であったか

それではなぜ「日本的経済システム」には、有

効な投資先を見い出し、目ざすべき産業構造を選

択するメカニズムが欠けているのであろうか。こ

の点を考える前にまず「日本的経済システム」と

は何かを整理してみたい。「日本的経済システム」

としてよく話題になる日本的雇用慣行や日本的経

営形態のほか日本的官民関係を加えて、三つの側

面から考えることにする。

日本的雇用慣行は、よく知られている終身雇用

制、年功賃金制、企業別組合の三つを中心に、

ボーナス制度、社内教育制度、出向制度や残業・

パート労働の常用といった多くの補助的制度、慣

行から形成されている。日本的雇用慣行とは要す

るにこれらを通じ、労働者が特定企業に長期的に

勤務し、そこから企業に対する忠誠心を引き出し、

企業と従業員が利益共同体化するインセンティブ

を与えるものである。従業員の雇用条件や生涯所

得は、勤務する企業の発展度合に大きく左右され

る。こうした雇用慣行の持つ最大の問題は、この

下で形成される労働市場が、主として企業内の

「内部労働市場」となり、その反面一国全体のい

わゆる「外部労働市場」はきわめて流動性の低い、

底の浅い市場となる点である。この場合、衰退す

る産業から発展する産業へと労働力の自然な移動

の進むことの期待できない労働市場が形成される

ことになる。つまり「日本的経済システム」の下

では、労働力は非流動化せざるをえない。

雇用慣行以外にもわが国企業経営上の特性があ

るが、それらをここでは日本的経営形態と呼ぶこ

とにする。その特徴は「長期的視野に立つ経営」

などと表現されるが、ここでは、企業の取引形態、

統治形態、評価形態に分けて考えることにしよう。

わが国企業間取引に特有の形態と見られるのが系

列取引である。限られた範囲の系列企業間の長期

的、継続的取引を主軸に据えるもので、企業系列

を支える補助的制度としてメインバンク制、株式

持合制などがある。統治形態とは企業経営の管

理・運営の形態、つまりコーポレート・ガバナン

スの形態である。わが国ではこれが経営者執権と

もいうべき形態を採ることが多く、先に述べたメ

インバンク制や株式持合制がここでも補助的制度

として機能している。評価形態とは、企業内にお

いて経営者や従業員、あるいは彼らが遂行する企

画や業績がどのような視点で評価されるかである。

わが国の特徴は欧米諸国に比べて視点がより長期

的であることが知られている。

経営形態はこのように広範囲な視点から検討で

きるが、このうち取引形態や統治形態にかかわる

メインバンク制や株式持合制に注目してみよう。
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銀行・生保など間接金融重視のわが国金融行政の

下で、メインバンク制や株式持合制が支配的にな

れば、明らかにそこで形成される金融システムは、

市場取引よりも相対取引のウエイトが重くなる。

投資プロジェクトを評価しての資金配分よりも、

系列関係、さらにはその背後にある人的関係、あ

るいは担保の有無といったことを基準とした資金

配分がウエイトを占める。拡大再生産の経済や、

経済全体が歩調を合わせて一斉に同方向に変化す

る場合の金融システムはこれでよいかもしれない。

しかしこのシステムは、グループや全体の傾向か

ら離れ、独自に試みられる新事業を支援しなけれ

ばならない経済の金融システムとしては機能しな

い。新産業を試行錯誤で開拓する資金配分とは、

２０件中、１８、１９は失敗し、成功するのは一つか二

つという投資プロジェクトに資金を向けることで

ある。つまり、労働市場と同様、「日本的経済シ

ステム」の資本市場は、新しく発展する産業を見

つけ出し、リスクを取って資金をそこに積極的に

配分するタイプではないのである。

上記のような日本経済の制度、行動特性は政府

の制度や行動、あるいは政府と民間の関係にも見

られる。たとえば中央集権的性格の強い政府が、

富や所得の分配という独特の機能を担ってきたこ

とがあげられる。郵貯、簡保など政府系機関の集

めた資金が配分される財政投融資計画、国の徴税

機構を通じて中央に集められた租税が各自治体へ

配分される交付金や補助金などが好例である。

今一つは政府による産業構造調整である。望ま

しい産業構造が政府によって設定され、その実現

に向けて産業構造を誘導する産業政策が大きな役

割を果たしてきた。産業構造の模索は市場の役割

であるが、試行錯誤によるそのプロセスは長時間

を要する。欧米先進国の産業構造という明確な目

標が存在する場合、市場による選択を回避して、

政府がそれを設定し、調整役となることには、一

定の合理性が認められる。明治の殖産興業政策以

来、最近に至るまで、わが国ではこの産業政策は

有効に機能してきたが、振り返って見ると、長年

の成功に比べて近年の綻びが目立つ。政府の手厚

い保護行政の下、銀行や建設といったわが国の経

済規模からしてあまりに巨大な産業を育ててしま

い、禍根を作ってしまったことは否定できない。

わが国自身が最先進国の立場に立つとき、先進国

の産業構造という目標はすでになく、またそれを

政府が知っているわけでもない。市場の原則に立

ち返り、市場の選択に委ねるほかはないのである。

４ 次世代の経済システム

「日本的経済システム」を雇用慣行、経営形態、

そして官民関係の三つの側面から、これらがなぜ

２０世紀終盤に日本経済低迷の原因となったかを考

えてきた。労働や資本といった生産要素は元来、

市場を通じて配分されるべきであるが、「日本的

経済システム」では機能の一部が企業や政府と

いった組織によって代行されてきた。その部分で

は競争よりもむしろ組織内や組織間の調整を軸に

稼働するシステムになっている。競争が排除され

ていたのではなく、限られた範囲では厳しい競争

が行われ、それはむしろ日本経済の活力の源泉で

さえあった。厳しい企業間競争に対処するため、

企業内の労使競合は制約される。また激しい系列

間競争に対応するため、企業系列内では協調行動

が採られる。国際競争を勝抜くために、産業構造

については政府の選択と調整に委ねられる。要す

るに「日本的経済システム」では、市場における

競争と組織による調整が適宜組み合せられて機能

してきたといえよう。

このようなシステムがうまく機能するのは特定

の歴史的条件の下である。それは先進国を追走す

るケ－スであり、すでに定まった目標を効率的に

追求するケ－スである。ピラミッド型の年齢構成、
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人口増加率や経済成長率の高い経済に適合するシ

ステムであり、同時に高い経済成長率を追求する

のにマッチした経済システムでもあった。何をど

んな方法で造ればよいかはわかっていて、できる

だけ多く造るにはどうすればよいかだけが問題の

経済で、成果はできるだけ均等に分配すればよい、

このような場合では「日本的経済システム」の機

能は優れていたのである。しかし、こうした課題

がほぼ達成されたとき、何をどんな方法で造るか、

誰がどれだけ受け取るかといった選択問題が復活

してくる。日本経済が直面しているのは、こうし

た課題に有効に対処しうる経済システムをどのよ

うに構築するかということである。

豊かな社会の要求は、高度であり多様であり、

かつ微妙に変化する。要求そのものを開発する必

要さえある。このような要請には、政府や企業な

ど組織ではうまく対応できず、市場によるほかな

い。市場にさえ荷が重い課題であるが、今やIT

革命が市場に新たな力を加えつつある。新たな使

命を受けて「日本的経済システム」は、市場とIT

を巧みに生かしつつ、どのようなシステムへと変

化するのであろうか。
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