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五十嵐レポート 2019 年 11 月 29 日 

 

高めるべきものは名目成長率 

 

今世紀に入って成長できていない日本 

円をそれぞれ 3 つ重ねた下の図は、日本、米国、中国の名目 GDP を比較したものだ。円

の面積がその大きさを示しており、左が 2000 年の勢力図、右が昨年 2018 年の姿だ。 

 

図 1 名目 GDP の日本、米国、中国比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）IMF, World Economic Outlook Databese, April2019 

 

2000 年時点の各国の名目 GDP は、米国の半分が日本、日本の 4 分の 1 が中国だった。

2018 年にかけて米国は倍増したが、その間に日本の大きさは全く変わらず、足元では米国

の 4 分の 1 になってしまった。日本の 4 分の 1 だった中国は 10 倍以上に拡大し､今や日本

の 3 倍とは言わないが、2.7 倍ほどの大きさだ。現在の中国の GDP は、米国と比較しても半

分以上、およそ 6 割の規模にまでなっている。 

非常にショッキングな結果だと言わざるを得ない。20 年近い時間が経過しているのに、

日本経済は全く成長していないのだ。ただ、この図は「ドル表示」だから、過去 18 年間に

円安が進行していれば、「円ベース」では成長していた可能性があるとの疑問も湧く。しか

し調べてみると、同じ期間に円レート（名目実効レート）は 5％程度円安になったにすぎな

いので、日本経済がほとんど全く成長していないという事実は動かない。 

 

日本の生産性上昇率は高い？ 

次の図では、為替レートの影響を排除して、自国通貨建てで見た GDP 成長率を比較して

みた。比較対象は日本と米国とユーロ圏で、2000 年から 2018 年までの 18 年間の年平均成
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長率だ。図 2 の左側では実質 GDP 成長率そのものを、右側は生産年齢人口 1 人当たりの実

質 GDP 成長率を比較した。 

 

図 2 実質 GDP 成長率の日米欧比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）2000 年～18 年の単純平均値 （出所）世界銀行 

 

日本の平均成長率は 0.9％で、欧米と比較すると見劣りする実績だ。米国の半分以下だし、

ユーロ圏の 6 割程度でしかない。しかし右側を見ると結果は一変する。生産年齢人口 1 人

当たりの実質成長率では、日本は 1.5％に跳ね上がり、欧米をはるかにしのいでいる。 

その理由は単純だ。日本では統計上の「現役」である生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満

人口）が 18 年間減り続けてきたのだ。概算で年平均 0.6％ずつ減少してきたため、現役一人

当たりで見るとその分がトータル GDP の平均成長率に乗る（0.9％＋0.6％＝1.5％）という

わけだ。2％強である米国の GDP 成長率が生産年齢人口当たりでは 1％程度に下がってしま

うのは、米国の生産年齢人口が平均して毎年 1％程度（2％－1％）増えてきたからだし、ユ

ーロ圏でも生産年齢人口はわずかずつではあるが増えているのだ。 

右側の「現役 1 人当たりの実質 GDP 成長率」とは、ある意味で、現役世代の生産性の上

昇率に近い概念だと言える。こういう測り方をすれば、日本の生産性上昇率は欧米より高い

ことになる。別の言い方をすると、日本の GDP 成長率が 0.9％と欧米に見劣りするのは、

「日本だけ現役人口が減り続けてきた」からだ。日本の現役は頑張って成果を出しているの

だが、いかんせん「頭数」が減り続けてきたので、全体としては成長率が欧米より低くなっ

ているのだ。 

 

円ベースでも増えていない日本の名目 GDP 

非常に勇気づけられる、元気が出る結果だと思えるが、今度は次の図 3 を見てほしい。こ

れは、図 2 と同様の比較を名目 GDP についてやってみたものだ。まさに様変わりで、日本

の成長率は消えてしまっている。図 1 で、日本の 18 年間のドルベースでみた名目 GDP 成

長率がゼロであることを確認したが、図 3 の円ベースでは年平均 0.3％というわけだ。右側
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の現役 1 人当たりで見ると、多少数字は大きくなるが（平均 1.0％）、それでも欧米とは比

べものにならないくらい低い成長率だ。実質成長率と名目成長率でなぜこんなに大きな違

いが生じるのだろうか。 

図 3 名目 GDP 成長率の日米欧比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）2000 年～18 年の単純平均値 （出所）世界銀行 

 

次のような「たとえ」で考えるとわかりやすい。自動車だけを作っている経済を想定して

みる。自動車会社がいくつもあって、彼らが年間に生産し、そして販売する自動車の「台数」

が実質 GDP だ。そして自動車会社が販売で得る「所得」の合計が名目 GDP だ。ただ、この

所得は自動車会社だけのものではない。税金を政府に納め、家計に賃金を支払い、残ったも

のが自動車会社の企業収益となる。政府と家計と企業で分け合うわけだ。 

ここで重要なポイントは、3 者で分け合う前の所得（名目 GDP）はすべてが自動車会社の

企業活動の成果だということだ。名目 GDP は「（個人事業を含む）広義の企業活動の成果」

なのだ。 

 

名目成長率はなぜ低迷が続いているのか 

さて、名目 GDP の 18 年間の増加率が年あたりわずか 0.3％で、実質 GDP の平均増加率

が 0.9％だということは、自動車の生産・販売台数は毎年 0.9％ずつ増えてきたのに、業界が

生み出す所得の総額は 0.3％ずつしか増えてこなかったことを意味する。その差だけ、自動

車の価格が下がり続けたからであるのは言うまでもない。これがデフレだ。 

所得がほとんど増えなかったにせよ、税額は自動的に決まる。そうであれば自動車会社

（業界）が自らの収益を減らしたくない、できれば増やしたいと考えれば、家計に支払う分

を減らすしかない。そこで自動車会社は人を減らすのではなく、賃金を露骨に引き下げるの

でもなく、非正規の雇用を増やして総人件費を圧縮するという方法を取った。 

しかし家計から見れば、いずれにしろ受取が増えない（減ってしまう）のだから、消費が

増えないのは当然だ。それは企業の売上げが増えないことにつながり、その結果「企業活動

が生み出す所得の増額（名目 GDP）」が低迷する状況が続いたのだ。 
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自動車業界全体の所得が増えない状況で、個々の自動車会社が考えることは、「せめてわ

が社だけでも業績を向上させたい」ということだ。そうした目的で自動車会社が取った手段

が「値下げ」だ。ただ、これを皆がやってしまった結果、デフレになったのだ。 

つまりデフレは、自動車会社が台数を 0.9％増やしたのに、所得を 0.3％しか増やせられな

い状況下で、苦し紛れに取った「値下げ」という手段が生んだ「結果」なのだ。政府も日銀

も、過去の間違った政策のせいでデフレが生まれ、それが「原因」となって経済が低迷して

きたと説明してきた。だから、デフレを克服すれば経済もよくなるという論法だ。 

しかし、そうした考え方は誤っていると思う。デフレは、企業活動のパフォーマンスが悪

かったことの結果なのだ。図 2 で明らかなように、現役 1 人当たりの自動車の生産台数の

増加率は欧米を凌駕している（トータルの生産台数の増加率が欧米に劣っているのは、日本

だけ生産年齢人口が減少しているから）。それにもかかわらず、自動車業界が生み出す所得

の伸びが低迷してきたのは、企業が「いいモノ、いいサービス」をひたすら安く提供するこ

とにばかりに注力して、「相応しい価格」で消費者に納得して買ってもらうための「知恵と

工夫と努力」が足りなかったからではないか。 

 

成長とは付加価値を高めること 

東京のある大学の経済学部で、学生と先生の合計 35 名が「チョコレートの目隠しテスト」

をやったというエピソードがある。1 つはゴディバの「カレ・ミルク」という四角の小さな

チョコ。もう 1 つは森永の「カレ・ド・ショコラ（ミルク味）」という形も大きさも同じよ

うなチョコだ。この 2 つの「どちらが好きですか？」と聞いたのだ。 

結果は、ゴディバ支持者が 17 人、森永支持者が 18 人だった。どちらも美味しく、品質も

申し分ないのだ。好きな方を貰えるということなら、過半の人たちが森永を選ぶということ

だ。問題は値段だ。ゴディバが 24 円／グラムで、森永は 3 円／グラムと、実に 8 倍の開き

がある。片や輸入品であり、為替の問題も考えれば同じ値段とはならないかもしれないが、

8 倍の差は説明できまい。消費者は、ゴディバのチョコレートに 8 倍も高い価格を「納得し

て」支払っているのだ。 

森永が、このチョコレートをもっと高い（相応しい）価格で売ることができれば、森永の

企業活動の成果としての所得（＝税金の原資、賃金の原資、企業収益の原資）を増やすこと

ができ、それは経済全体では名目 GDP を増やすことになるのだ。 

生産性を向上させることは日本経済の大きな課題だが、上記のたとえに即して言えば、一

人当たりの自動車の生産台数の伸びを高めるのも重要だが、1 台売って得られる所得を増や

す（安くではなく相応しい価格で売る）ことこそ喫緊の課題だと言えるだろう。 

 

（ＭＵ投資顧問客員エコノミスト 兼 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

調査本部 研究理事 五十嵐敬喜） 
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