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景気循環から見た
日本経済の現状と展望
三菱UFJモルガン・スタンレー証券参与 景気循環研究所長

嶋中

雄二

と日銀の追加金融緩和に加え、各国による財

■１．OECD景気先行指数は世
界のPMI上昇を示唆

政出動も予想される中で、中国も含めた世界
的な景気対策モードが支配的になっている。
米中貿易戦争に伴う関税引き上げの応酬や

2019年７月末の米国FRB（連邦準備制度理

人民元安、長短金利の逆イールドを嫌気した

事会）による利下げ実施後、１ヵ月程度が経

米国株の急落、香港問題、トランプ米大統領

過したが、FRBは今秋にも追加利下げを目指

の金融政策への介入に伴う円高・ドル安の進

すとみられる。既に複数の新興国等での利下

行、日米通商協議の動向、貿易優遇措置の撤

げが見られており、
今後はECB（欧州中央銀行）

回を巡る日韓政治対立等は心配だ。また、10

（目

月末に予定される英国のブレグジットの動

次）

１．OECD景気先行指数は世界のPMI上
昇を示唆
２．消費増税を前に、日本経済は底堅く推移

向、イタリア、アルゼンチン等の政治リスク、
イラン情勢等の地政学リスク、それに、10月
１日からの日本の消費増税等、実に様々な懸

３．ゴールデン・サイクルだった2017～18年

念があることは事実だ。とはいえ、筆者は

４．シルバー・サイクルとブロンズ・サ

2020年７～９月の東京五輪・パラリンピック

イクル（
「超景気」）

あるいは同年晩秋の米大統領選前までの世界

５．人口制約は乗り越えられる
６．これからの３年間
７．
「昭和100年」に向け、広がるイノベ
ーションとイベント
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景気の上昇基調を想定することは、けっして
おかしなことではないと考えている。
実際、マークイット（Markit）社調べの
世界全体の製造業景況指数（PMI）の先行き
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（図１）世界の景気先行指数と製造業景況指数
（前月比年率、％）
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（資料）OECD、Markit社資料をもとに三菱UFJモルガン・スタンレー証券景気循環研究所作成

には明るい兆しもある。この世界のPMIに対

に同1.6％とプラス成長を示し、19年１−３

し て、 平 均 ９ ヵ 月 先 行 す る 傾 向 の あ る、

月期に同2.8％、そして同年４−６月期には

OECD景気先行指数（CLI）の「OECD＋未

同1.8％（１次速報値）と、３四半期連続で

加盟主要６カ国」
（ブラジル、ロシア、インド、

プラス成長となり、しかもこの間ずっと、内

中国、南アフリカ、インドネシア）の前月比

閣府試算の実質潜在成長率の1.1％を上回り

年率変化率、すなわち瞬間風速の系列は、19

続けているのは、上出来というほかはない。

年７月までは落ち込む一途だった世界全体の

特に、４−６月期は18年度第２次補正予算

PMIが、今秋以降は明確に上昇に転じること

の執行により、公共投資が前期比1.0％増と大

を示唆しているように見える（図１）。

幅に伸びたことで支えられた面があるとはい
え、米中貿易戦争の影響等もあって、外需の

■２．消費増税を前に、日本経
済は底堅く推移

実質GDP寄与度が前期比マイナス0.3％ポイン
トという逆風の中、国内民需が個人消費、設
備投資、住宅投資と、揃って増加し、逆に在

ここで、日本経済について、最近の実質

庫投資の寄与度はマイナスとなり、製造業に

GDP成長率をもとに、その歩みを辿ってみ

おける在庫調整の進展を示したという点で、

ると、2018年７−９月期に自然災害等もあっ

予想外に内容の良さが際立つものであった。

て、前期比年率1.9％のマイナス成長を記録

実際に、４−６月期における鉱工業出荷マ

した後は、底堅さが目立つ。同年10−12月期

イナス期末製品在庫で示した前期比ベースの

月
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（図２）消費増税前後の駆け込み需要と反動減の影響
（８四半期前=100）
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（注）実質住宅投資と実質耐久財消費の加重平均値。
（資料）内閣府「四半期別GDP速報」をもとに三菱UFJモルガン・スタンレー証券景気循環研究所作成

出荷・在庫バランス（確報値）は、１−３月

の息切れが19年度下期の実質GDP成長率を

期にマイナス3.0％ポイントと大幅悪化した

下押しする可能性がある。三菱UFJモルガン

のに対し、プラス0.1％ポイントと、僅かな

・スタンレー証券景気循環研究所では、19年

がら改善となっている。７−９月期について

度の日本の実質GDP成長率を1.0％と予想し

は、19年10月の消費税率引き上げを前にした

ている。また20年度の実質成長率については、

駆け込み需要の影響や、遅い梅雨明けながら、

0.6％にとどまると予想している。これは、

明けて以降の記録的な猛暑の効果もあって、

19年度下期の消費増税の影響で、20年度はマ

GDPの実質プラス成長が続くとみられる。

イナスの下駄を履いている上、五輪・パラリ

但し、４−６月期までの耐久財消費並びに
住宅投資の増加ペースは、政府の需要平準化

ンピック後の20年度下期には、需要の反動減
に見舞われるとみられるからだ。

策 の 効 果 も あ り、 過 去 ２ 回（1997年 ４ 月、
2014年４月）の消費増税前に比較して緩やか
である（図２）
。このため、19年度下期に予

■３．ゴールデン・サイクルだ
った2017～18年

想される駆け込み需要の反動減の規模も、限
以上では簡単に、足元の内外経済の動向に

定的と考えてよかろう。
もっとも、19年度は公共事業予算の前倒し
執行が見込まれていることもあり、公共投資
6
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合循環論の世界へと足を踏み入れ、日本経済

きな山」のうち、特に後者に着目してきた。

の短期・中期・長期・超長期の将来展望に移

すなわち、「大きな山」を形成する３つのサ

ることにしよう。最初に、複合循環論に関す

イクルの上昇の方に焦点を当て、これに加え

る簡単な学説史的なおさらいと理論的枠組み

て、さらに20～30年周期の長期循環であるク

について解説することにしたい。

ズネッツ・サイクル（一般に、建設投資の波

J.M.ケインズと並び、20世紀を代表する経

と呼ばれている）を含めた４つのサイクルが、

済学者であるJ.A.シュンペーターは、大著『景

いずれも上昇で重なる現象を「ゴールデン・

気循環論』
（1939年）の中で、短期・中期・

サイクル」と命名した。

長期の３つの景気循環の相互作用について、

そして、短期のキッチン・サイクルもしくは

詳細な研究を行なった。すなわち、３～４年

中期のジュグラー・サイクルのどちらか１つ

程度の周期の短期循環であるキッチン・サイ

の循環と、長期のクズネッツ・サイクル、超

クル
（一般には、
在庫循環とみなされている）、

長期のコンドラチェフ・サイクルの計３つの

10年前後の周期の中期循環であるジュグラー

循環が上昇しているケースを「シルバー・サ

・サイクル（一般には、設備投資循環と呼ば

イクル」とし、長期のクズネッツと超長期の

れている）それに50～60年周期の長期波動で

コンドラチェフの２つのサイクルが上昇して

あるコンドラチェフ・サイクル（一般には、

いる局面を「ブロンズ・サイクル」と名付けた。

技術革新の波と考えられており、シュンペー

2017～18年の日本経済がゴールデン・サイ

ターも革新説を唱えたが、コンドラチェフ自

クルに位置していたことは、
相対的に低成長で、

身は社会インフラの更新の波と主張してい

物価面でもデフレに近い状態にあったため、

た）といった３つの波である。

実感に乏しいとはいえ、バブル期を超える1.6

その結果、キッチン、ジュグラー、コンド

倍を上回る有効求人倍率が、空前の企業収益

ラチェフの３つのサイクルが揃って下降して

（全産業営業利益）と共に実現し、しかも57ヵ

いるときには、
1930年代の大恐慌のような「大

月間の拡張期間の「いざなぎ景気」
（1965年11

きな谷」が到来し、また、この３つのサイク

月～70年７月）を超え、さらに73ヵ月間の「い

ルが揃って上昇する場合は、「大きな山」が

ざなみ景気」
（2002年２月～08年２月）を超え

生じるとシュンペーターは説くに至った。

つつあることから見ても、
明らかである（図３）
。

筆者はこれまで『ゴールデン・サイクル』

明治以降、日本経済がゴールデン・サイクル

（2006年）
、
『これから日本は４つの景気循環

入りしていた期間を見ると、日露戦争時の1904

がすべて重なる』
（2013年）、さらに『第３の

～05年、第１次世界大戦時の1916年、高度成長

超景気』
（2018年）といった著書の中で、シ

期の神武景気時の1957年、岩戸景気時の1960

ュンペーターが指摘した「大きな谷」と「大

～61年、いざなぎ景気時の1967～68年、そして

月
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（図３）営業利益と有効求人倍率の推移
（倍）
1.8

（千億円）
200

営業利益
全産業
（右目盛）

1.6

180
160

1.4

140

1.2

120

1.0

100
0.8

80

0.6

60
有効求人倍率
（左目盛）

0.4

40

0.2
0.0

20
75

80

85

1990

95

2000

05

10

15

（年、四半期、月）

（注）シャドーは景気後退期（内閣府）。
（資料）厚生労働省『一般職業紹介状況』、財務省『法人企業統計調査』をもとに三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券景気循環研究所作成

今回のアベノミクス景気時の2017～18年の計６
回あった（図４）
。ただ、いずれのゴールデン
・サイクル時も、１～２年のみの短期間だった。

イクル）が、56.0年となっている。
短期はサイクルの全長が相対的に短いた
め、上昇の期間はさらに短く、景気後退とは
判定されない在庫調整局面もその中に含んで

■４．シルバー・サイクルとブロ
ンズ・サイクル（「超景気」）

いる政府の景気基準日付上の拡張局面とは異
なり、上昇局面と下降局面の長さがほぼ変わ
らないこともあって、上昇局面はせいぜい２

ここで、日本の明治期に当たる1885年以降

～３年間である。したがって、ゴールデン・

の名目設備投資／GDP比率のトレンド偏差

サイクルの局面が短いのは当然だが、仮に短

から、
「バンドパス・フィルター」という三

期ないし中期循環が下降していたとしても、

角関数を利用した周期解析法によって導かれ

残る４分の３の循環、すなわち短期ないし中

た短期・中期・長期・超長期の景気循環の平

期のどちらかのサイクルと長期・超長期循環

均周期を見てみると、短期（キッチン・サイ

が上昇していれば、立派にシルバー・サイク

クル）が4.9年、中期（ジュグラー・サイクル）

ルが成立していることになる（図５）。

が9.6年、長期（クズネッツ・サイクル）が
25.6年、そして超長期（コンドラチェフ・サ
8

月
刊 資本市場

一方、短期のキッチン・サイクルに加えて、
中期のジュグラー・サイクルまでも上昇しな
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（図４）日本の名目設備投資／GDP比率の複合循環
～2017～18年にゴールデン・サイクルに突入したが、19年はシルバー・サイクルへ。～
（％） 6
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（図５）日本の名目設備投資／GDP比率の複合循環～シルバー・サイクル～
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くなった場合でも、なお長期のクズネッツと

ンになって下降をやわらげる」と述べている。

超長期のコンドラチェフの２つのサイクル

まさしく長期循環（25.6年周期）のクズネッ

は、共に上昇局面で重なっている。これを私

ツ・サイクルと超長期循環（56.0年周期）の

は「ブロンズ・サイクル」もしくは「超景気」

コンドラチェフ・サイクルの２つという、
「よ

と呼んで重視している（図６）。

り長い波動」の上昇は、日本経済の根底的な

シュンペーターは、『景気循環論』の中で、

上げ潮の状況を意味しているといえる。

「より長い波動が上昇しているときにより短

ところで、「銅は“金と同じ”と書く」と

い波動が下降しても、前者が後者のクッショ

いうように、このブロンズ・サイクルは、け

月
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（図６）日本の名目設備投資／GDP比率の複合循環～ブロンズ・サイクル＝「超景気」～
（％）
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東日本大震災
アベノミクス
消費税率8％・衆院選
熊本地震・伊勢志摩サミット・参院選
明治150年・大阪北部地震・
平成30年7月豪雨・台風21号・
平成30年北海道胆振東部地震
天皇退位・新天皇即位、新元号制定、
Ｇ20大阪サミット、参院選
ラグビーＷ杯・消費税率10％に引き上げ
東京五輪・パラリンピック
大阪他IR誘致？
大阪万博開催
東京・名古屋間リニア開業

（注）図４～５は暦年。直近は19年１Q～２Q。短期：キッチン・サイクルの周期4.9年、中期：ジュグラー・サイクル
の周期9.6年、長期：クズネッツ・サイクルの周期25.6年、超長期：コンドラチェフ・サイクルの周期56.0年は各々
３～８年、８～12年、12～40年、40～70年の波からバンドパス・フィルターにより抽出。
（資料）大川一司他『国民所得』（長期経済統計１）東洋経済新報社、1974年、内閣府『国民経済計算』をもとに三菱
UFJモルガン・スタンレー証券景気循環研究所作成。
嶋中雄二「これから日本は４つの景気循環がすべて重なる。ゴールデン・サイクルⅡ」東洋経済新報社、2013年。
同『第３の超景気―ゴールデン・サイクルで読み解く2025年』日本経済新聞出版社、2018年。
図３については、橋本脩一『企業者精神と長期景気循環―「平成の坂の上の雲」は始まっている―』日本経済
新聞出版社／日経事業出版センター、2014年。

っしてゴールデン・サイクルやシルバー・サ

ズ・サイクル、つまり長期のクズネッツ・サ

イクルに対して、劣後するわけではない。む

イクルと超長期のコンドラチェフ・サイクル

しろ、その根底にある重要な下支えの力が存

が共に上昇で重なった時期は、過去２回あっ

在している状態であると認識するべきなのだ。

た。１回目は、1904年から1916年まで、つま

通常、景気循環といえば、主として短期の

り日露戦争から第１次世界大戦にかけての、

キッチン・サイクルと中期のジュグラー・サ

いわゆる『坂の上の雲』の時代である。２回

イクルを指すことが多い。筆者がブロンズ・

目は、1951年から1968年までの、
『ALWAYS

サイクルという、ゴールデンでもシルバーで

三丁目の夕日』の時代である。

もない現象を、景気（循環）を超越している

明治期における富国強兵・殖産興業から後

と い う 意 味 で、
「 超 景 気（Super Business

の 歴 史 的 勃 興 に 至 る 時 代 に、 日 本 人 は、

Cycle）
」と呼称するのも、けっして不自然で

NHKの大河ドラマにもなった、司馬遼太郎

はないだろう。

の小説『坂の上の雲』で描写されているよう

明治期の1885年以降、この超景気＝ブロン
10

月
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に、上を仰ぎ見て前進して行った。また、第
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２次世界大戦後、昭和の奇跡的な復興を経て

で先行きを論じるのは難しいのではないか」と

実現した高度成長の時代には、日本人は戦前

いった「人口制約論」である。しかし、一概

のように軍事力ではなく、経済力で生きるこ

にそうとはいえないというのが、筆者の判断だ。

とに価値を見出し、一生懸命、上を向いて働

今後の日本経済に及ぼす生産年齢人口の減

き続けた。その光景は、まさしく西岸良平氏

少の影響については、当然、筆者も軽視でき

のコミックをもとに、躍動感溢れる昭和の時

ないと考えるものである。但し、その影響の

代を描いた同名の映画（３部作。山崎貴監督）

仕方は、持続的というよりは周期的であると

の世界そのものだったと思う。

考えている。日本の生産年齢人口は1996年か
ら減少に転じ、総人口は2011年から減少トレ

■５．人口制約は乗り越えられる

ンドに入っている。しかし、生産年齢人口を
総人口で割った比率（生産年齢人口比率）の

そして、
３回目の超景気が、
現在なのである。
後世の歴史においては、2011年に東日本大震
災により深刻なダメージを受けた日本人が、

前年差を見てみると、過去については、周期
的に循環していることがわかる（図７）。
例えば、1972年を谷にして1988年まで上昇

アベノミクスと共に、デフレ脱却を果たすべ

し、団塊の世代の労働市場からの退出をテコ

く、再び上を向いて立ち上がった時代と記憶

に、そこから2014年まで下降している。しか

されるかもしれないのが、現在のブロンズ・

し、その後は人口推計をもとに見通す限り、

サイクルの時代である。これこそ第３の歴史

今後2026年頃までは、再び上昇局面（実態的

的な勃興期と目される「第３の超景気」の時

にはマイナス幅の縮小）に復帰しつつあるの

代といえる。明治と昭和に実現した「ベルエ

が現状だ。人口の減少は、必ずしも、乗り越

ポック（良き時代）
」が、平成末期から令和初

えられないものではなく、マクロ的に見る限

期の今日にまた出現すると考えることには、

り、過度な心配には及ばないのではないか。

やや困難が伴うかも知れないが、少なくとも
外形的には現状は、長期のクズネッツ・サイ

■６．これからの３年間

クルと超長期のコンドラチェフ・サイクルの
上昇局面である点で一致しており、このベル

ところで、改めて令和元年である2019年か

エポックは、2025年近辺にクズネッツ・サイ

ら21年頃までを見据えてみると、どんな３年間

クルがピークアウトするまで続くことになる。

となるのであろうか。この19年から始まる３年

このように主張すると、必ず出てくる反論が、

間は、９月20日から11月２日にかけて、日本で

「近年の日本社会のように人口が減少して行く

初めて開催されるラグビーW杯、20年の７月

ようになると、これまでと同じように、循環論

～９月の東京五輪・パラリンピック、そして21

月
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（図７）日本の生産年齢人口比率の推移
（％）
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（注１）10月１日時点、ただし2019年は６月１日時点の概算値、2020年以降は中位推計。
（注２）生産年齢人口比率＝生産年齢人口÷総人口。
（資料）総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」をもとに三菱UFJモルガン・スタ
ンレー証券景気循環研究所作成

年には、ワールドマスターズゲームズが大阪

の「昭和40年不況」（64年11月から65年10月

で開催されるという、スポーツ尽くしの特別な

まで）は、「戦後最大の不況」と呼ばれ、厳

３年間でもある。また、19年10月22日には天皇

しさが目立った。山崎豊子氏の小説『華麗な

陛下即位の礼が行われ、米国のペンス副大統

る一族』で描かれたように、山陽特殊鋼が倒

領など各国の要人も多数参加する予定である。

産し、山一證券も追い込まれて、日銀特別融

筆者の見立てでは、19年10月１日からの消

資や戦後初の国債発行を伴う財政出動で何と

費増税で、特に10−12月期を中心に１四半期

か乗り切った。高度成長期においても、個々

程度の前期比マイナス成長は避けられないも

の不況はそれなりに深刻さを帯びていたのだ。

のの、政府・日銀の対応次第で景気後退は回

当時と同様、現在が中期のジュグラー・サ

避され、20年夏の東京五輪・パラリンピック

イクルまたは設備投資循環の下降局面に当た

にかけて、景気は再加速するだろう。

っているとすれば、今回も東京五輪後の2020

2020年から数えて、丁度コンドラチェフ・

年秋から21年秋までの１年間程度は、他のス

サイクル１個分となる、56年前の1964年10月

ポーツイベント等はあっても、やはり要注意

には東京五輪が開催されていた。当時は、
「オ

だろう。だが、日本経済に、ジュグラー・サ

リンピック景気」
（62年11月から64年10月ま

イクルの中期的な下降局面が影を落とすの

で）のような好景気も起きていたが、その後

は、基本的にはその近辺（21、22年頃）まで

12

月
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で、そこから先は、再び日本経済の上り坂が

青色LED、リチウムイオン電池、リニア中

やって来る、と筆者は考えている。

央新幹線（超電動磁気浮上動鉄道）、に至る
までの、壮大な広がりを持つイノベーション

■７．「昭和100年」に向け、広が
るイノベーションとイベント

の時代となってきている。
イベント面でも、日本では2024年に大阪な
ど数都市でIR（統合型リゾート）が建設され、

現下で進行中の「デジタル革命」ともいう

25年には保守的に見積もっても3,000万人近

べき技術革新ないしイノベーションは、５G

くの入場者（1970年大阪万博では6,422万人）

・IOT・ビッグデータ・AI・自動運転自動

が想定され、２兆円程度の経済効果が見込ま

車・等、目くるめくようなスピードで、我々

れている関西・大阪万博が開催される。実は、

の日常生活の景色を一変させ始めている。企

その頃（2024年）には、再び日本経済に４つ

業の頭文字を取って「GAFA」と称される米

の景気循環の上昇局面がすべて重なるゴール

国の先進企業群は、当初設備投資とは無縁で

デン・サイクルが到来するため、場合によっ

あるのではないかと考えられてきたが、とり

ては、日経平均が３万円時代に突入する可能

わけ2017、18年では、巨大なサーバーへの投

性もある。そして、第３の超景気、すなわち

資に見られるように、一大設備投資主体とな

ブロンズ・サイクルのピークも2025年頃と目

って、世界経済を牽引している。

されるが、その年は大阪万博に「昭和100年」

シュンペーターが考えたように、50～60年

が重なる年となる。為替レートにもよるが、

周期のコンドラチェフ・サイクルは、イノベ

年間4,000万人を超えているとみられる訪日

ーションを中心に語ることも可能だ。1783年

外国人と都市の再開発がピークを迎え、2027

からの第１長期波動（綿織物・鉄鋼・蒸気機

年のリニア中央新幹線の開業へと建設ラッシ

関）
、1842年 か ら の 第 ２ 長 波（ 鉄 道 建 設 ）、

ュが重なり合う2025年頃は、複合循環論的に

1897年からの第３長波（電気・科学・自動車）、

見ても、東京五輪後に一旦調整した日本の景

そしてシュンペーター自身が生前に、「次の

気循環が、もう一度上向き、明るい輝きを放

波は1953年から始まる」と述べていたように、

つ時代になるのではないだろうか。

1

そこから第４長波（原子力・エレクトロニク
ス・石油化学・宇宙開発）が始まった。2011
年の東日本大震災により、再生可能エネルギ
ー革命としての側面も持って始まったとみら
れる第５長波は、３Dプリンターやドローン
から、日本のiPS細胞を軸とする再生医療、
月
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