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年 出　来　事

終戦

生産水準は戦前の6分の1。石炭は1割の水準。 高炉は37基か

ら3基へ激減。

財閥解体指令

金融緊急措置令(新円切替)

持株会社整理委員会発足

食料メーデー

有沢広巳が提唱する傾斜生産方式を閣議決定

石炭、鉄鋼の生産力増強に資源を集中

ナイロン生産開始

二・一ゼネスト中止指令

ビニロン生産開始

過渡経済力集中排除法公布

独占禁止法公布

経済安定９原則。インフレようやく収束に向かう

鉄鋼生産は21年度に比べて普通鋼３倍、銑鉄２倍に

ドッジライン実施。１ドル＝360円に

ミシン、本場アメリカへ輸出伸びる

第１次技術白書「日本の技術はアメリカに比べ 20遅れている」

報告

石炭生産量4,200万トンに回復

日本製鉄、集中排除法により分割され、八幡、富士の民間企業

として発足。

外資法設立、外国技術導入の道が開ける

朝鮮戦争勃発。特需拡大

糸へん景気

電力再編、９電力発足

東レ、デュポンよりナイロン技術導入

サンフランシスコ講和会議

通産省産業合理化審議会鉄鋼部会

「鉄鋼第一次合理化計画」を答申。これにより 新鋭技術スト

リップミル、酸素製鋼法を導入。

サンフランシスコ平和条約発効

鉱工業生産、戦前水準を突破

電源開発(株)発足。 電源開発(株)、佐久間ダム着工。 土木技

術、機械工業に絶大な影響力を与える

日本電信電話公社発足

三白景気

ＮＨＫテレビ放送開始

川鉄・千葉銑鋼一貫製鉄所の第一高炉火入れ。飛躍的に生産

性を高めるストリップミルは 銑鋼一貫メーカーに断然有利

塩化ビニール、爆発的な市場拡大。

朝鮮戦争、休戦協定調印。

経済自立３目標４原則(緊縮政策）、デフレ深刻化。

ソニー、国産トランジスタ１号を生産。

トヨタ、トヨペットスーパーを発表。

消費景気始まる。

スーパーマーケット第１号「紀ノ国屋」東京・青山にオープン

本年、鉱工業生産、国民所得の伸び世界一となる。

内需ブームが起こる

経済白書「薄氷上の乱舞」と表す。

デフレ進行、株価下落。

関門国道トンネル貫通

松下電器、テレビ、洗濯機、冷蔵庫の「３種の神器」のキャン

ペーン開始

大丸、東京進出（東京駅に出店）。この頃、全国的に百貨店の売

り場面積拡大。

日本住宅公団設立

トランジスタ、ダイオード本格生産開始。トランジスタラジオ・テ

ビ・洗濯機・電気釜などの家電ブームへ。「オートメ婦人」の

キャッチコピー

S30年代、電気機械産業は10倍の高度成長をみる。

スーパー「ダイエー」オープン。S33年イトーヨーカドー、S38年

西友ストア。「暗黒大陸」に流通革命

経済白書「もはや戦後ではない」と謳い、 技術革新を称揚。

神武景気（～S32年）

鉄鋼第２次合理化計画（～S35年）。

造船業、世界一の座に。

関西電力、「黒部第四ダム」着工。

佐久間ダム完成。黒四、佐久間・田子倉・御母衣・奥只見など

大ダム工事により土木機械の国産化と生産が伸びる。

東海道本線、全線電化。

日本道路公団発足

なべ底不況

八幡製鉄、純酸素転炉（ＬＤ転炉）に火入れ。世界的にも技術優

位 性を確保。

トヨペット・コロナ、ダットサン1000、プリンス・スカイラインと各社

が新車を発表。
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年 出　来　事

日本鋼管、純酸素転炉火入。平炉から転炉へ転換進む（

格の不安定な鉄くず依存からの脱皮）

「貿易為替自由化の基本方針」閣議決定。自動車工業会が

易自由化対策委員会」設置。量産体制確立に向けて企業再編

の動き急。

京都・山科で初の高速道路「名神高速道路」着工。

日清食品「チキンラーメン」発売

本年、岩戸景気始まる（～S36年まで42ヶ月）

特急「こだま号」運転開始。

東京タワー完成

神戸製鋼、「神戸工場」の１号高炉稼動。

中部電力・新名古屋15万６千キロワット、 東電・千葉17万５

ロワット、発電容量従来の３倍

この頃より、造船業は産業機械分野へ進出。造船業の陸上

り。不安定な造船業の補完事業

日産ブルーバード発売。本年の乗用車生産台数は8万8千台

（S35年20万台、S37年30万台に）

国鉄、汐留～梅田間にコンテナ専用列車を走らせる。ユニッ

ロード・システムの普及。流通の合理化。

日米新安保条約、国会可決

電化ブーム、電気冷蔵庫・電気掃除機・ステレオへ

三井三池争議(1月～10月）

大量消費、衣料品分野へ浸透。合成繊維による素材の多様化

消費レジャーブーム始まる。

石油産業、新製油所建設の投資額が前年の８割増へ。

アラビア石油、カフジ油田を採掘。

自動車・家電・アルミサッシの普及により、アルミニウムの

拡大。電解能力は13万トン（40年には30万トンを上回る）

カラーテレビ本放送始まる

池田首相、「所得倍増計画」を国会で演説。経済白書、テレ

爆発的な普及を背景に、「消費革命」を謳う。

株大暴落。金融引締め、設備投融資削減

国民皆保険実現。医科向け医薬品の需要急増

八幡製鉄、銑鋼一貫「戸畑製造所」に世界一の高炉。前年

住友金属、「和歌山製鉄所」の１号高炉も稼動。この頃、製鉄業

の設備拡張盛ん。

マンモスタンカー「日章丸」（１3万トン）進水。

国産旅客機ＹＳ11完成。「名神高速道路」竣工

グレン宇宙飛行士、ミノルタカメラを宇宙に携行。日本製カメ

性能、世界が認知

コカコーラ日本進出、ソフトドリンクの首位へ。

紙パルプ自由化。紙パルプ輸入急増、製紙用パルプの３

金融引締め解除、景気回復進む

テレビ、ラジオ、洗濯機、冷蔵庫など主要家電、出荷量横

いし微減、電気製品飽和点へ。

「キャタピラー三菱」認可、初の外資系誕生

黒部第4発電所完成

東海村原子力発電所完成

初の通信衛星、「ケネディ暗殺」を伝える

海運二法成立、海運会社のグループ化進む

本年、経済白書「先進国への道」

建築基準法改正、建築物高さ制限撤廃。超高層ビルの建設

ＩＭＦ8条国へ移行、開放経済体制へ

三菱系の３重工が合併し、三菱重工業が復活。前後して、

島重工業と播磨造船所が合併して 石川島播磨重工業が、

川崎系３社が合併して川崎重工業が誕生。産業機械分野の再

編進む。自由化対策

40年不況の影響深刻。

東海道新幹線開通

東京オリンピック開催

オリンピック選手用に冷凍食品が大量利用される。冷凍食

業発展の契機に。

ホテル建設ラッシュ。銀座東急、ニュージャパン、ホテルオ

などが相次いでオープン

スーパーマーケットの売上高は3,900億円。ダイエーの売

横百貨店に並ぶ。

山崎製パンの「武蔵野工場」が日本 大の食パン製造 ライ

して稼動。

この頃、食の洋風化急速に進む。ご飯と味噌汁から、 パン

ヒーへ。インスタントコーヒーも急速普及

本年、電話加入者の総数は633万、電話機数で米国、 イギ

に次ぐ第３位 。自動化率は82%へ。

米国ＩＢＭ「システム360」発表、世界的ヒット、 ＩＢＭ世界支

シャープとソニーが電卓発売。電卓は以後、ＩＣ産業の牽引

日本特殊鋼が倒産。本年、企業倒産が増大

1961年

(S36)

1962年

(S37)

1963年

(S38)

1964年

(S39)

1958年

(S33）

1959年

(S34)

1960年

(S35)

供給価

「貿

千キ

が

ト・

需要が

ビの

には

ラの

割に。

ばいな

石川

また、

品産

ークラ

上が東

ンと

とコー

リス

配へ

役

年 出　来　事

テレビの普及率、都市世帯の９割を超える。年間生産 

万台。（昭和30年は、生産台数14万台、普及率3%）

ミシン世界 大の輸出国へ。シンガーミシンを破る

日本通運、東京晴海に巨大流通倉庫を建設。

八幡製鉄の「堺製鉄所」稼動、大型化始まる。

日本原子力発電「東海発電所」原子力に火灯る

三井銀行に「普通預金オンラインシステム」が稼動。

鉄、株式取引、販売在庫管理など次々と。オンラインシス

動。コンピュータ利用が進む

山陽特殊鋼破綻。山一證券、日銀特融によって救済

名神高速道路全通

40年不況底打。いざなぎ景気始まる（～45年7月まで57

及ぶ好況の開始）

綿糸紡績業、不況カルテル結成

大昭和製紙、海外産木材チップの輸入を開始

本年、不況慢性化、産業再編問題活発化

この頃より、週休２日制始まる

不況脱出に国債発行（ドッジライン以降初）

カラーテレビ、全国受信体制へ。３Ｃ（カラーテレビ、クー

カー）時代に

日産「サニー」、トヨタ「カローラ」を発売。自動車生産、

イツに次ぐ３位 。モータリゼーション元年、マイカー元年。

工作機械、戦後 高の売上を記録、40年代のわが国工作

の驚異的な飛躍へ。

４大公害訴訟（富山イタイイタイ病、新潟水俣病、四日市喘

水俣病）はじまる。「公害対策基本法」施行。40年代は公害

投資が増加し、公害防止産業誕生

超高層「霞が関ビル」竣工。地上36階、 高さ147メートル

造、高張力H形鋼、工程管理など、多くの 新技術を駆使。

66年の国民総生産は世界第３位 と発表。

鉄鋼業界の景気回復も鮮明に

石油開発公団発足

東京電力、大容量・超臨界圧石油火力「姉ヶ崎火力」（60万

で発電開始

本年、自動車保有台数が1,000万台を突破

日米貿易経済委員会ホノルル会議、ドル防衛協力合意

「消費者保護基本法」施行

ニッカウヰスキー「ハイニッカ」、サントリー「レッド」を

スキーが本格的に普及。

大塚食品「ボンカレー」発売。レトルト食品の第１号

牛丼吉野家、新橋に１号店オープン。１日に4,000人の客殺

米テキサコインスツルメントの在日子会社発足(ソニーと

モトローラなど米半導体企業の日本進出相次ぐ。

日本のＧＮＰ、西ドイツを抜いて米国に次ぐ世界第２位

住友化学、NZでアルミ製錬開始。40年代はアルミ大建設時

日本冷凍食品協会発足、冷凍魚関連に加え、大手電機メ

が参加。生鮮食品流通システムの構築へ。

東名高速道路全面 開通

いざなぎ景気、長期連続記録。

通産省に電子制作課新設、 ＩＢＭ「システム370」発表。

コンピュータ 事業から撤退、ＩＢＭ独走へ。

鉄鋼輸出、第一次対米輸出の自主規制開始。

アポロ11号、月面 着陸

日本原子力発電「敦賀発電所」運転開始。 東電「福島」

力「美浜」など、原子力発電 の運転相次ぐ。

八幡製鉄と富士製鉄が合併、新日本製鉄誕生。 （世界一の

会社）

日本万国博覧会開催(大阪万博）(～9月）

本年、国鉄、ディスカバージャパンのキャンペーン（～51

大阪ガス、万博会場に地域熱供給を開始

日米繊維交渉決裂

日本航空360人乗りのＢ747ジャンボ就航。空の大量輸送

本年、わが国初の光化学スモッグ発生(牛込柳町）

いざなぎ景気、終息

ソニー、ニューヨーク証券取引所上場。以後松下電機 

工、本田技研など日本企業の上場相次ぐ。

対米繊維輸出自主規制

通産省、「70年代の通商産業政策のあり方」を答申。重化

業から知識集約型産業へ。

京王プラザホテル竣工

沖縄返還協定調印

マクドナルド、銀座三越に１号店オープン。「外食産業元年

環境庁設置

ニクソンショック。金に対するドルの兌換停止。 続いて

げへ（１ドル308円）スミソニアン 体制へ。

「カップヌードル」誕生

三井東圧化学、三井製薬工業を設立。この頃、石油化学工

はファインケミカル、エンジ ニアリングプラスチック、医薬な

付加価値部門へ進出盛ん。
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年 出　来　事

ソニー、アメリカでトリニトロンカラーテレビの生産開始（

下電器、53年東芝、54年日立、 日本企業の海外生産）

ダイエー、三越を抜いて小売業売上トップに

山陽パルプと国策パルプ合併。製紙業界で合併の機運。

山陽新幹線、神戸～岡山間に開通

超低金利時代（～73年4月）

田中内閣成立、「日本列島改造計画」。インフレ亢進

円為替、変動相場制に移行。

水俣公害訴訟でチッソ敗訴。４大公害訴訟すべて

資本自由化100％を達成

第４次中東戦争、第１次石油ショックで価格4倍。

70歳以上の老人医療費無料化、家族７割給付実現

粗鋼生産１億2,000万トン、ピークを記す。

新日鉄「第１次省エネ計画」発表。連続鋳造の普及、

型化など省エネ策進む。

日本の自動車輸出、44％に

セブンイレブン東京・豊洲にオープン。 コンビニ第１

三木内閣の福田経済企画庁長官「石油ショックで

治３年」。総需要抑制策。戦後初のマイナス成長

電源三法施行（発電用施設周辺地域整備法、電源開発促

電源開発促進対策特別会計）

山陽新幹線、全線開通

コンピュータ産業、100％資本自由化を実施。富士通がＩＢ

いて国内販売高 １位 （国産メーカー大幅値引きで

倒産件数、戦後 悪を更新

ヤマト運輸、「宅急便」を開始

石油備蓄法施行

輸出回復、景気上昇の兆し

政府支援のもと、日立・東芝・日電・富士通・三菱が「

研究組合」を結成(～54年）

「小僧ずし」開店

造船不況。運輸省操短を勧告

円高で１ドル250円を割る

本年、戦後 大の不況

新東京国際空港(成田）開港

東京・池袋に高層ビル「サンシャイン60」が完成

イラン、政情不安、第２次石油ショック。石油価格が2

新日鉄「中期生産構造」策定。過剰設備の廃止、 

など合理化策、プロセスコンピュータの導入など

平均寿命世界一に。健康食品ブーム、 食の多様化が進む

東芝、日本語ワープロを製品化。

電話ダイヤル全国自動化達成

ソニーの「ウォークマン」が爆発的なヒット

イラン・イラク戦争勃発

産業用ロボットが急速普及。 「産業用ロボット普及元年」

50年代後半は半導体産業ブーム。オフィスにＯＡ化の波

清水建設、経営５ヵ年計画でエンジニアリングコントラ

Ｃ）、国際化を基本目標に。この頃、ゼネコンはデベロ

オルガナイザー化を目指す

神戸ポートピア開幕

電源開発、石油代替エネルギーとして石炭火力発電所建設

ＩＢＭ産業スパイ事件起こる

東北新幹線開業、上越新幹線開業
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■日本戦後の産業構造の変化
　　※資料引用元：産業構造の変化と戦後日本の経済成長　独立行政法人経済産業研究所（吉川 洋 、宮川 修子）　http://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/09090001.html
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