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株式会社富士通総研 

 

 

１．世界経済―牽引役不在で回復ペースは緩慢 

 

減速が続く世界経済 

世界経済は、欧州債務危機が長期化する中、中国など新興国経済の減速が続き、これまで堅調に

推移してきたアメリカ経済もやや減速している。中国、アメリカとも発動できる政策手段は限られ

ており、景気を下支えできても、短期的に景気を大きく浮揚させることまでは難しい状況となって

いる。また、欧州債務危機については、スペインが財政支援に追い込まれる可能性が高まっており、

再び危機対応が迫られる状況となっている。各国の景況感を示す PMI は、ユーロ圏の軟化が続い

ているほか、ここに来て米中も、景気拡大縮小の分かれ目となる 50 前後の水準にまで低下してい

る（図表１）。 

 

 

（出所）ISM、Markit、中国物流購買連合会 
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スペインに波及した欧州債務危機 

ユーロ圏経済は、ギリシャは６月の再選挙により、無秩序なデフォルトないしユーロ圏から直ち

に離脱するような 悪の事態は避けられた。しかし選挙後も、ユーロ圏とギリシャが駆け引きを繰

り返す事態はあまり変わっていない。ギリシャ新政権は発足後、財政赤字を GDP 比３％以下とす

る財政再建目標の達成期限を、2014 年から２年間先送りすることを求めていたが、これに対し EU

が支援を中断する事態を恐れ、EU が求める 115 億ユーロ規模の追加緊縮策を先に実施することと

した。しかしその実行はずれ込み、EU の視線は再び厳しさを増している。 

ギリシャに対しては、2010 年５月、今年３月の計 2,400 億ユーロの支援が行われたが、現在で

は第３次支援も現実のものになるとの見方が支配的となっている。このように、新政権が発足して

もギリシャは緊縮策を軌道に乗せることはできておらず、ギリシャ情勢はなお楽観できる状況には

ない。 

加えてスペインが、金融機関の資本増強の支援策だけではなく、財政を含めた包括的な支援に追

い込まれる可能性が高まっている。スペインに対しては、７月 20 日に 大 1,000 億ユーロの金融

支援が決定されたが、資金はスペイン政府が EFSF（欧州安定化基金）から借り、損失はスペイン

政府が負担とする形になったことから、スペインの財政負担増大の懸念が高まった。また、市場か

らの資金調達が難しくなったバレンシア州政府が中央政府の支援を要請する方針を示し、カタルー

ニャ州など６州も支援を求めていると伝えられたことで市場が大きく動揺し、スペイン国債の利回

りは持続的な資金調達が不可能とされる７％を上回った。 

スペインの経済規模はユーロ圏４位で、ギリシャの５倍に達し、財政を含む支援に至れば、ユー

ロ圏の救済資金は枯渇する可能性が高くなる。ユーロ圏は６月末に、新たに発足する EMS（欧州

安定メカニズム）の下で、スペイン国債を買い支える姿勢を示したが、ドイツ国内での手続きの遅

れから EMS の発足が当初予定の７月から９月にずれ込むこととなり、既存の EFSF の支援枠の残

り（1,500 億ユーロ）では買い支えの効果は期待できない事態となった。 

 

支援拡大を渋るドイツ 

これに伴い、ECB による国債買い取りへの期待が高まった。ECB は 2010 年５月に証券市場プ

ログラムと呼ばれる国債購入の措置を導入し、ギリシャ、スペイン、イタリアなどの国債を計 2,100

億ユーロ購入することで支えてきた。しかし 2,000 億ユーロを突破したことで今年３月以降は購入

が控えられており、今回の事態を受け、購入再開を求める声が高まった。これに対しドラギ ECB

総裁は、７月 26 日にあらゆる手段をとると発言し、国債購入再開への期待が高まった。 

しかし、８月２日の ECB 理事会後の会見では、国債買い取りを再開する用意があることは表明

したものの、時期や規模は示さなかったため、市場は失望しスペイン国債の利回りは再び上昇した。
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国債購入の再開にドイツが難色を示していることがネックになったと見られている。また、ドラギ

総裁は購入再開の条件として、EU が EFSF、EMS を使って、自らも国債買い入れに踏み切ること

を挙げた。これについてはドイツも支持している。しかしそのためにはスペインからの支援要請が

必要で、この場合、厳しい監督下に置かれることになるため、スペインの抵抗は強いと見られてい

る。 

仮に基金による支援が実現されたとしても、前述のようにEFSFの残りは1,500億ユーロであり、

EMS の資金を 大限加えても 4,000 億ユーロで、スペインに加えイタリアの分も考慮すると、両

国が必要と見られる１兆ユーロを賄うレベルにはない。しかし、支援能力増強についてもドイツの

抵抗が強い。基金の支援能力に限界があるとすれば、EMS を銀行化するという手もある。EMS に

銀行免許を与え、EMS が通常の銀行のように ECB から資金を借り入れれば、無制限に近い国債買

い入れが可能となる。しかしこれは、EU の基本条約が禁止する中央銀行による国債の直接引き受

けに近いものであり、ドイツはこれにも反対している。 

 

ドイツが支援拡大に乗り出す時 

今のところドイツはより一層の支援拡大につながる施策にほとんど反対しているが、これ以上の

債務危機の波及に歯止めをかけるためには、ドイツが事実上、他国の債務に責任を持つ形となる財

政統合に、いつどのような形で踏み出すかがやはり 終的な焦点となる。IMF のラガルド専務理事

が、欧州債務危機を打開するためには 終的には財政同盟が必要だと明言するように、ユーロが今

後とも存続する道を選ぶとすれば、財政統合が不可避だという意見は大方の識者が認めるところで

もある。その前段階としては、現在は各国ごとに分かれている銀行監督を一つにする銀行同盟も必

要で、これについてはようやく検討の遡上に上り始めた段階である。 

現在の問題の難しさは、銀行同盟や財政同盟などの必要性をユーロ圏の首脳が十分わかっていた

としても、こうした大きな課題は一夜にして合意できる性質のものではないにも関わらず、市場が

次々とターゲットを変えて危機を波及させていくという、政治プロセスのスピードと市場の要求の

スピードとのギャップの大きさにある。市場は即座に対応することを要求するが、政治ですぐに進

められることは限られており、できることといえば、内容は乏しくても少しでも合意したと演出す

ることくらいである。 

ドイツは先に述べたように、表面的には支援拡大に非協力的で、被支援国に対し厳しい緊縮策を

要求する態度は変えていない。ただ、メルケル首相は銀行同盟も財政同盟も絶対にやらないとまで

言っているわけではない。ドイツとしての立場は、財政統合が 終的には避けられないとしても、

ドイツがなし崩し的に資金を出すだけになるような事態は回避したいということのように見える。 

そのためには支援拡大が、ドイツ自身がこれまで取り組んできたような改革を含むより根本的な
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財政再建に向けたプロセスとして位置づけられるかということが重要になると思われる。ドイツで

は 1998 年にシュレーダー首相が行った、社会保障給付の引き下げ、税制改革（所得税フラット化、

法人税率引き下げ）、労働市場の改革といった一連の改革プログラム（「アジェンダ 2000」）が、そ

の後の再生の一つのきっかけになったとの評価がなされている。ドイツが被支援国に厳しい改革を

要求するのには、このような背景もあると考えられる。 

近の世論調査では、財政統合に好意的な意見はドイツで過半を占め（59％）、ギリシャ、イタ

リア、フランスなどは批判的な意見が大半だった（ピュー・リサーチ・センター）。ドイツ国民は

すでに財政統合の必要性を認め始めているが、その他の国民は緊縮策を強いられることへの警戒、

またはドイツが中心的な役割を担うことへの警戒がなお大きいことを示している。 

支援拡大を渋るドイツが、財政統合につながるような支援決断をするのは、危機がさらに拡大し、

ユーロを存続させるためには、ドイツの考え方を受け入れてでも、ドイツに前面に出てもらう必要

があるとの認識が、各国民の間でもある程度は共有された時との見方もできるかもしれない。また

そのためには、仮にユーロ圏が崩壊し、各国がばらばらになってしまった場合に支払わなければな

らない代償は、極めて大きなものになるという認識が共有されることも必要となる。 

市場の要求と政治プロセスのギャップには依然大きなものがあるが、危機がスペインにまで波及

するに至り、少しずつではあるがそのような方向に向かいつつあるように見える。もとより財政統

合を完全に成し遂げるためには、これまで通貨統合を実現するのに必要だった時間と同じくらいの

長い時間がかかるかもしれない。しかし、それに向けた一歩が見えた時が、欧州債務危機が収束に

向かう時であり、現時点でそれがいつかは見通せないが、なお１～２年はかかるように見える。 

逆に言えば、それまでは危機が波状的に襲ってくる可能性があり、世界の市場はそれに翻弄され

ることになる。もっとも、欧州債務危機の長期化は、各国が欧州に過度に依存しない貿易、投資構

造に変えるきっかけとなり、世界経済への影響度合いは、危機が長期化するにつれ低下していくと

予想される。さらに付け加えれば、そのような世界経済における存在感の低下が、ユーロ圏の再結

束を促すきっかけになる可能性も指摘できよう。 

１～３月期のユーロ圏の実質 GDP 成長率は前期比 0.0％となり、前期のマイナス成長（前期比

-0.3％）から下げ止まったとの期待も出たが、今後についてはなお危機が広がる可能性があり、南

欧経済の不振がドイツなど中核国の足を引っ張る形で景気が停滞する状況は、2012 年中も続くと

考えられる。 

 

バランスシート調整が進む米経済 

アメリカの４～６月期の実質 GDP 成長率は、前期比年率 1.5％と前期の 2.0％を下回る低成長に

なった。欧州債務危機などの影響で企業業績の伸びが鈍化し、これが雇用回復と消費停滞を招く要
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因となっている。また、冒頭に述べたように、７月の PMI（ISM 製造業景況感指数）は、景気拡

大縮小の分岐点である 50 を２ヵ月連続で下回った。ただ、その水準はリセッション時の水準を大

幅に上回っており、景気が鈍化したといっても軽微なものにとどまっている。 

これまで消費を抑制する要因になってきた家計部門のバランスシート調整圧力は次第に低下し

ている。アメリカの家計債務残高の GDP 比がトレンド線から離れて上昇するようになったのは

2000 年以降であるが、2007 年にピークをつけた後は、少しずつトレンド線に近づいている。現時

点ではなおトレンド線には戻っていないものの、ピーク時におけるトレンド線との乖離幅の８割程

度は解消する形となっている。 

住宅市場についても状況は好転している。価格はなお軟調であるものの、着工戸数は 2010 年に

５年ぶりに増加し、販売戸数も 2011 年に増加に転じた。先行きについては、価格の下げ止まりが

明確になっていけば、家計の安心感が強まり、着工、販売の回復がより確かなものになっていく可

能性がある。 

このようにバランスシート調整が進み、住宅市場も下げ止まっていることは米経済にとって明る

い材料である。しかし先行きのマイナス材料としては、今年末から来年初めにかけての「財政の崖」

がある。ブッシュ前大統領が 01 年以降に実施した個人所得減税などの大型減税が今年末に失効す

るほか、来年からは財政再建を目指す与野党合意により、政府支出の強制削減が実施されるためで

ある。 

こうした悪影響を和らげるためオバマ大統領は、中低所得者向けの減税延長を提案しているが、

共和党は富裕層を含む減税を求めて歩み寄りを見せず、対策の打ち出しは大統領選後に持ち越され

る状況となっている。このため、当面は追加緩和策に期待が高まっている。追加緩和策として考え

られるのは、国債や MBS を買い入れる QE3、ゼロ金利の継続期間を 2014 年終盤からさらに延長

するなどである。 

ただし、欧州債務危機で米国債は安全資産として積極的に買われ長期金利は過去 低となってお

り、追加緩和が発動された場合でも、長期金利を引き下げる効果は小さく、景気を刺激する効果は

限定的と見られている。また、追加緩和はドル安を招くことで、円高など通貨高となる国の経済に

悪影響を与える恐れや、余剰マネーが商品相場を上昇させる副作用もある。バーナンキ FRB 議長

は、追加緩和を排除しない姿勢を示しているが、QE3 に踏み切るのは、欧州債務危機などの深刻化

で、アメリカ経済がよほど失速した場合に限られると思われる。 

2013 年のアメリカ経済は財政の崖に直面し、選挙後に一部の減税延長などでマイナスを幾分取

り払うような対応がなされたとしても、年前半は回復が停滞する可能性が高い。しかし、年後半に

かけては持ち直していくと考えられる。 
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内需拡大を模索する中国 

中国経済は当初、１～３月期が景気の底との見方もあったが、欧州経済の低迷長期化に伴い、実

質 GDP 成長率は６四半期連続で伸びが鈍化し、４～６月期は前年比 7.6％と、リーマンショック

後以来、およそ３年ぶりに８％を割り込む低成長となった。 

中国経済は 大の輸出先である欧州経済の低迷とともに、これまで旺盛に行われてきた対中投資

の減少という逆風にも直面している。今年上半期の対中投資額は、前年比-3.0％とリーマンショッ

ク以来３年ぶりに減少したが、この背景には、景気低迷により海外企業が投資を手控えたこと、沿

岸部の賃金や地価の上昇により、よりコストの安い東南アジアに投資がシフトする動きが出てきて

いることなどがある。海外からの投資を呼び込むことで、輸出を振興するこれまでの中国に成長モ

デルにやや陰りが見えている。 

しかしこれによって中国経済の成長が壁に達したとみるのはやや早計である。中国にはこれまで

成長が遅れてきた内陸部という広大なフロンティアがあり、インフラ整備を行う余地が大きい。ま

た、これまでの成長によって所得が増加した沿岸部においては、サービス産業など内需型産業がよ

り成功しやすい条件が整い始めている。 

リーマンショック後はいち早く４兆元もの景気対策の実施に踏み切り、世界経済の牽引役となっ

た中国経済であるが、今回については、輸出偏重の経済構造を改めたいという狙いや、大規模な景

気対策が大都市のバブルを招いた反省から、対策を講じるにしても方向性を変えようとしている。

財政面では、高速鉄道など公共事業の前倒し実施、省エネ家電の購入に補助金を出す消費刺激策な

どの実施に踏み切ったが、鉄道投資では内陸部を重視する姿勢を示している。また、沿岸部ではサ

ービス業などの税負担を軽減する地域を拡大し、立地しやすい環境を整える試みを行っている。 

一方、金融面では、今年６月に３年ぶりの利下げに踏み切った後、翌月再度利下げした。７月の

CPI 上昇率は前年比 1.8％と、５月（同 3.0％）、6 月（同 2.2％）から一段と鈍化し、２年半ぶりの

１％台となったため、さらなる金融緩和も実施しやすくなっている。 

こうした政策の効果が表れ始める７～９月期以降は、中国の成長率は持ち直し、通年では８％前

後の成長に達すると考えられる。中国は、成長目標はこれまでに７年連続で８％に設定してきたが、

もはや高成長の持続は困難であるとの認識から、そもそも今年の目標は 7.5％に下げている。中国

は、欧州経済の低迷長期化を受け、これまでの輸出主導の成長モデルを変えることを求められてい

るが、そうした変革を進めるためには一定の時間を要すると考えられる。 

 

総じて伸び悩む新興国経済 

その他の新興国も、総じて成長の伸び悩みが続いている。インドの実質 GDP 成長率は１～３月

期まで４四半期連続で鈍化している。消費、投資が冷え込んでいるほか、インド経済の先行き不安
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からこの１年で通貨価値が約２割低下し、これに伴い物価が上昇して、これが消費、投資を冷やす

悪循環に陥っている。今年４月に３年ぶりの利下げが行われたが、インフレが収まらないことから

追加利下げもままならず、対策が手詰まりとなっている。またインドでは、降水量不足による干ば

つで農業生産が落ち込んでおり、食料不足によるインフレ加速の懸念も生じている。インドではこ

のほか、電力の供給力不足で大停電が起きるなどの事態も発生し、天候不順やインフラ制約が今後

の成長のリスク要因として認識されるようになっている。 

ブラジルでは、１～３月期は前年比 0.8％の低成長となり、昨年８月以来８回利下げが行われて

いるが、投資、輸出が振るわない状態が続いている。インドネシアやマレーシア、シンガポールな

どの東南アジア諸国は、内需が堅調だが中国向け輸出の不振が足かせとなっている。 

 

世界経済の回復ペースは緩慢 

 足元では減速している世界経済であるが、2013 年以降は新興国において政策効果が発現してく

ること、アメリカ経済も財政の崖を克服して緩やかな回復を続けていくと考えられることから、世

界経済は上向いていくと考えられる。しかし中国、インドなど新興国においては、これまでの成長

パターンが限界に達している面もあり、回復の勢いは緩慢なものになると見込まれる。その間、欧

州債務危機が波状的に市場を翻弄する可能性はあるが、危機が長期化している間に、中国なども内

需拡大により、欧州向け輸出に頼らない構造に次第にシフトしていくと考えられ、仮に債務危機が

長引いても、世界経済の足を引っ張る度合いは低下していくと考えられる。 
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２．日本経済―復興需要一巡後の回復は緩慢なものに 

 

 内需が堅調に推移 

 ４～６月期の日本経済は、復興需要の本格化や消費などの内需が好調であったことにより、前期

比年率 1.4％と４四半期連続の成長となった。外需については、輸出入とも増加したため、ほぼゼ

ロの寄与度となった。 

 生産は、１～３月期の前期比 1.3％から４～６月期は-2.2％と一転してマイナスとなったが（図

表２）、これには季節調整の歪みの影響が大きい。鉱工業生産指数の季節調整ではリーマンショッ

ク後の数値を含めて季節調整を行っているため、リーマンショック後の生産の大きな落ち込みを季

節的な変動と認識し、これを補正するように季調値が作られているため、季調値では年末から年初

にかけての指数が持ち上げられやすくなっている。 

リーマンショック後の数値を異常値と扱った季調値では、１～３月期、４～６月期ともほぼ横ば

いとなる。歪みの調整を行えば生産は横ばい圏内にあり、先行きについては７月 4.5％、８月-0.8％

（製造工業予測指数による。この数値は歪みを考慮してもほぼ同様の数値となる）となっているこ

とから、生産は必ずしも低下傾向にあるわけではない。ただ、実勢値で見ても横ばい圏内にとどま

り、強いとまでいえる状況にはない。 

消費は、消費者マインドが６月以降、わずかに悪化しているものの、昨年末に再導入されたエコ

カー補助金の効果により新車販売が高水準を維持していることにより、消費総合指数はハイペース

での上昇が続いている（図表３）。サービス消費も好調を維持しており、夏休みの国内・海外を合

わせた旅行人数は震災後の昨年の落ち込みから一転して、過去 高となる見込みである（JTB 調べ）。 

住宅着工は、住宅エコポイントの再開や被災地における着工の増加により、持ち直しが続き、１

～３月期前期比 7.5％、４～６月期同 2.7％と２四半期連続で前期比プラスとなった。住宅エコポイ

ントはすでに予定していた枠に達し、被災地分を除き７月４日に受付が終了したが、引き続き被災

地における着工が下支えしている。 

外需については、実質輸出（日銀ベース）は、世界経済の減速に伴い１～３月期まで２四半期連

続でマイナスとなったが、４～６月期は前期比 4.1％とプラスに回復した（図表２）。10～12 月期

はアメリカを除くすべての地域向け（EU、東アジア、その他）の輸出が前期比マイナスとなった

が、１～３月期には東アジア向けの輸出がプラスに転じ、４～６月期には EU 向けの輸出もプラス

転換、また、アメリカ向けもプラス幅が拡大したことで、全体としてプラスに転じた。 

財別にみると、自動車関連はアメリカ向けを中心に増加を続けており、中間財は東アジア向けを

中心に４～６月期には回復したものの、情報関連は世界的な在庫調整の進展でいったんはプラスと

なったものの４～６月期には再びマイナスとなり、一進一退が続いている。実質輸出は全体として
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（出所）日本銀行「実質輸出入」、経済産業省「鉱工業指数統計」 

 

 

 

（出所）内閣府「消費総合指数」、「消費動向調査」 
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プラスに転じたものの、東アジア向けはまだ弱く、EU 向けも先行きについては懸念されること、

財別でもまだら模様であることながら、まだ本格的な回復に至ったと判断できる段階にはない。 

 

復興工事の増加が続く 

 このように景気は、内需が堅調に推移することでプラス成長を維持している。加えて、復興工事

の本格化も景気を支えている。 

 復興関連の予算は 2011 年度の補正予算と 2012 年度本予算合わせて 19 兆円に達する（2011 年

度１次補正 4 兆円、同２次補正２兆円、同３次補正 9.2 兆円、2012 年度本予算 3.8 兆円）。これら

のうち、昨年度１次補正から３次補正までに計上されている公共事業関係費は 2.8 兆円にのぼるが、

これは、昨年度当初予算の公共事業関係費５兆円の半分以上の規模に達する巨額のものであった。

復興関連の公共事業関係費の半分以上は今年度に繰り越されたと見られ（進捗ベースでの繰り越

し）、今年度当初予算の公共事業関係費と合わせると、2012 年度の公共投資は高い伸びになる。 

 公共工事の執行状況を見ると、被災３県（岩手、宮城、福島）の押し上げ効果があり、８月以降

は公共工事請負金額が前年比プラスに転じている（図表４）。今後についても、予算執行が進み、

被災３県の公共工事が全体の公共工事を押し上げていく効果が期待できる。 

 

 設備投資は緩やかに回復 

設備投資については、企業収益の回復の効果に加え、被災した設備を修復する動きもあり、増加

基調で推移してきた。しかし、設備投資の先行指標である機械受注は、４～６月期に前期比-4.1％

とマイナスとなり（図表５）、７～９月期の見通しも-1.2％となったことで、先行きについてはやや

懸念される状況になっている。世界経済減速による先行き不安が表れたことによると考えられる。

企業業績も、７月以降は輸出関連を中心に下方修正する動きがあり、こうしたことが設備投資意欲

にマイナスの影響を与えた可能性がある。 

輸出はすでに増加に転じているが、世界経済の確かな回復が見通せず、先行き輸出の増勢が強ま

っていくと見通せなければ、投資意欲の回復にはしばらく時間がかかる展開も予想される。ただし、

被災設備の建て替えや耐震強化、電力不足に対応するための自家発電の導入・増強などの動きが設

備投資を下支えしているため、設備投資が失速する可能性は低く、緩やかな増加を続けていく公算

が高い。 

一方、国内投資に比べ、企業の海外投資の意欲は引き続き強い。日本政策投資銀行の調査（2012

年６月調査）によれば、大企業の 2012 年度の国内設備投資計画は全産業で前年度比 12.2％であっ

たのに対し、海外設備投資計画は全産業で前年度比 31.5％となった。海外／国内投資比率は、全産

業では 2011 年度の 30.6％から 2012 年度には 37.2％に上昇、製造業では 2011 年度の 53.3％から 
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（出所）東日本建設業保証株式会社他「公共工事前払金保証統計」 

 

 

 

（出所）内閣府「機械受注統計」、経済産業省「鉱工業指数統計」 
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2012 年度 58.3％に上昇した。また、日本企業による海外企業の M&A 件数は今年上半期で 262 件

（前年比 15％）と、バブル期の 1990 年の 247 件を上回って過去 高となった。金額ベースでは

3.5 兆円（前年比９％）と過去２番目の水準となった。国内市場が縮小する中で、海外進出を計画

する企業が円高の進展を好機として、海外企業の買収を活発化させていることがうかがえる。 

国内よりも海外投資の勢いが強い点は、国内よりも海外に有望な投資機会があることを反映した

もので、こうした動きが一部、国内投資の抑制要因にもなっていることは否定できない。しかしこ

うした海外投資の活発化は、将来的には直接投資収益や海外からの配当の増加という形で所得収支

の増加、あるいは特許使用料などの形でサービス収支に貢献することで経常収支の増加に寄与する。

現在はこれら収益の増加は停滞しているが、今回の円高を契機とした海外投資の活発化は、将来的

にこれら収益を大きく増加させていく可能性がある。 

 

 台頭するシルバー消費 

 消費については、エコカー補助金が早ければ８月下旬にも予算が尽きて終了するため、その後の

新車販売の落ち込みは確実である。これに伴い 10～12 月期の消費は前期比マイナスになる可能性

がある。 

これに対し、今後の消費の下支え要因として期待されているのは高齢世帯の旺盛な消費、すなわ

ち、シルバー消費である。名目消費支出は今年に入ってから前年比で増加傾向にあるが、増加分に

ついて半分以上寄与しているのが、団塊世代を含む世帯主が 60 歳以上の世帯である。 

この背景には、少子高齢化により、相対的に全人口に占める高齢者の割合が高まったという要因

のほか、高齢者世帯が旅行や教養娯楽などの消費を活発に行っていることがある。団塊世代が本格

的なリタイヤとなる 65 歳以上に達したことで、これまでの蓄えを豊かな生活の維持や趣味・嗜好

のために惜しまず投入している様子がうかがえる。これら世代の活発な消費は今後の消費を下支え

していく要因になっていくと考えられる。 

 

震災後の住宅再建は数年続く 

住宅着工については、昨年４月から今年６月までの被災３県の新設住宅着工戸数は（４万 5961

戸）であったが、これは今回の震災による全壊戸数 12 万 4078 戸（警察庁調べ、２月９日時点）の

37％、全壊戸数と半壊戸数を合わせた 33 万 848 戸（同）の 14％に当たる。新設住宅着工には被災

と関係のないものも多く含まれていると考えられるため、仮に再建に該当するものが新設住宅着工

のうち半分であったとしても、全壊・半壊戸数のうち再建が果たされた住宅はまだ６～７％程度に

過ぎないことになる。 

まちづくり計画が策定されれば、被災地の住宅着工の増勢がさらに増していくと考えられるが、

 12 



  

高台移転については合意になお多くの時間を要するため、今年度中に実現できない地域は多いと考

えられる。阪神大震災後は、兵庫県の新設住宅着工の伸びが全国の伸びを上回る期間が３年程度続

いたが、今回は、住宅再建にはそれよりも長い期間がかかると考えられる。しかし、その間の住宅

着工を押し上げるという意味では、景気にプラスの影響を与えることになる。 

 

 2012 年度の実質 GDP 成長率は２％台半ば 

 以上をまとめると、日本経済は内需が堅調に推移していることにより緩やかな回復を続けている

が、先行きについては輸出回復の足取りに不安が残るなどのマイナス要因もある。しかしそうした

不安要因はあっても、2012 年度中は公共投資、住宅投資、設備投資などの復興関連の需要が景気

を牽引することで回復を続けていくと考えられる。復興需要が一巡した 2013 年度以降については、

内需の減少分を外需に頼らざるを得ないが、海外経済の急回復は望めないため、日本経済回復の足

取りもまた鈍いものになると考えられる。実質 GDP 成長率は 2012 年度 2.4％、2013 年度 1.4％と

予想した。 

なお、社会保障と税の一体改革関連法案が通ったことにより、消費税率が 2014 年４月と 2015

年 10 月に段階的に引き上げられることとなったが、2014 年４月の５％から８％への引き上げに伴

い、本予測期間中の 2013 年度後半には消費や住宅投資に駆け込み需要が発生することになる。本

予測においては、消費と住宅投資の駆け込み需要の発生によって、2013 年度の実質 GDP 成長率が

0.4 ポイント程度押し上げられることを想定している（消費の押し上げは 0.6 ポイント程度）。 

これは駆け込み需要が、1997 年４月の消費税率引き上げ（３％から５％）時並みに発生するこ

とを念頭に置いているが、今回は税率が 終的に２倍（10％）となるため、これを消費者が強く意

識した場合は、耐久消費財など高額商品の駆け込み需要が想定以上に増えることもあり得る。また、

住宅については住宅エコポイントの復活や住宅ローン減税の拡充によって、消費税率引き上げによ

る税負担増加分の補填を検討する動きもあり、さらに、10％への引き上げ時には住宅に対する軽減

税率が導入される可能性もある。こうした施策が早い段階で打ち出された場合には、住宅について

はさほど駆け込み需要が発生しないケースも考えられる。 
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予測表 

 
 

2011 2012 2013 2011 2012  →予測 2013 2014 年度 

  実績 予測 予測 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3

-0.0 2.4 1.4 0.1 1.3 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.5 0.9実質 GDP 

     （年率） － － － 0.3 5.5 1.4 1.8 0.7 1.6 1.0 0.8 2.1 3.5

  個人消費 1.2 1.5 0.5 0.7 1.2 0.1 0.0 -0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 0.7

  住宅投資 3.8 2.1 3.8 0.1 -1.6 0.8 1.0 0.9 0.4 0.7 1.0 1.7 1.8

  設備投資 1.1 4.1 3.6 5.5 -1.6 1.5 0.6 0.8 0.3 1.1 0.9 1.2 1.7

  在庫投資（寄与度） -0.5 0.3 0.3 -0.4 0.4 -0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0

  政府消費 1.9 1.5 0.5 0.4 1.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.3

  公共投資 2.9 8.4 -4.6 -1.0 3.6 1.7 3.2 3.0 2.4 -3.1 -4.9 -3.0 -1.2

  輸出 -1.4 5.1 4.6 -3.6 3.4 1.2 0.6 1.2 1.0 0.9 1.3 1.6 1.5

  輸入 5.6 5.8 3.3 1.0 2.2 1.6 0.9 0.7 0.6 1.0 0.9 0.8 0.7

名目 GDP -2.0 1.6 1.2 

GDP デフレータ -1.9 -0.7 -0.2 

[実質 GDP 寄与度] 

内需 1.0 2.3 1.1 

外需 -1.0 0.0 0.3 

  

鉱工業生産 -1.2 3.3 2.9 

CPI（除く生鮮食品） 0.0 0.1 0.4 

失業率 4.5 4.3 4.1 

経常収支 7.9 9.0 11.1 

円ドルレート 79.1 80.0 82.3 

 

［前回予測（2012.6.8）］ 

実質 GDP － 2.4 1.4 

名目 GDP － 1.7 1.2 

 
（注）各需要項目は前期比。経常収支は兆円。 
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