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2012・2013 年度経済見通し（2012 年 11 月改訂） 

 

2012年11月12日 

株式会社富士通総研 

 

 

１．世界経済―新興国が底入れし緩やかな回復へ 

 

世界経済は底打ちへ 

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、アメリカ経済も

回復テンポを緩めていたが、足元では底打ちの兆しが表れつつある。中国の実質 GDP 成長率は前

年比ではなお低下傾向を続けているものの、前期比では７～９月期には増勢に転じた。アメリカ経

済はこれまで景気の足を引っ張ってきた住宅市場が底打ちし、着工件数、住宅価格とも持ち直して

いる。欧州経済は景気後退を続けているものの、金融統合、さらには財政統合へと、統合を深化さ

せる正しい方向へと向かいつつある。 

世界経済はリーマンショック後の金融危機を中国などの大規模な財政出動により克服したが、そ

の後、危機が欧州に飛び火し、その対応にもたつく間に、景気を下支えてきた新興国が失速し、牽

引役が不在のまま減速局面に入っていたが、先行きについては光明が差しつつある。アメリカの「財

政の崖」や欧州債務危機の再燃など景気の下振れ要因はなお少なくないが、来年以降は次第に回復

に向かっていくと予想される。 

 

底堅いアメリカ経済 

７～９月期のアメリカの実質 GDP 成長率は前期比年率 2.0％と前期の 1.3％からやや持ち直した。

アメリカ経済は金融危機の落ち込みから着実に回復してきたが、このところ欧州債務危機の影響を

受け、減速傾向で推移してきた。こうした中、FRB は９月に量的緩和第３弾（QE3）に踏み切り、

購入総額を定めない住宅ローン（MBS）担保証券の買い入れを打ち出した。また、FRB は物価の

安定というターゲットのみならず、失業率の十分な低下というターゲット（長期的な失業率の目

標：5.2～6.0％）も設定した。QE3 の効果については懐疑的な見方も少なくないが、これが金融機

関の収益力向上をもたらし住宅金融が拡大すれば、景気を刺激する可能性はゼロではないと考えら

れる。現に FRB による MBS 買い入れによって金利が低下し、銀行の住宅ローンの利ざやは拡大

している。 
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アメリカの住宅市場では、着工件数は昨年後半以降、緩やかな増勢に転じており、住宅価格（ケ

ース・シラー指数、主要 20 都市）も今年春頃から上向きに転じるなど、持ち直しの兆しが出てい

たが、QE3 はこうした住宅市場の持ち直しを支えていくと考えられる。個人の動きはまだ強いとは

いえないが、これまでの住宅価格の下落によって、賃貸物件では利回りが二桁となるなど投資対象

として魅力が増しており、ファンドによる中古住宅の買いが入っているという好材料もある。９月

の着工件数は前月比 15％の大幅な増加となった。 

アメリカ経済の底堅さは雇用にも表れている。10 月の雇用統計は、非農業部門の就業者数が前

月比 17.1 万人と、明確な雇用改善を示すとされる 20 万人増に近い数値となった。雇用者増のプラ

ス幅は、７月以降は 10 万人台を保っているが、この背景には住宅市場の回復が建設関連の雇用を

生んでいることなどがある。失業率も９月以降は８％を下回るなど緩やかな低下傾向にある。 

QE3 に期待される効果としては、金融機関を通じて住宅市場に働きかける効果のほかには、株価

を押し上げることにより資産効果が生じ消費を増加させる効果、自国通貨を安くすることにより輸

出を増加させる効果などが考えられる。ただし、相場を一時的に押し上げるだけでは資産効果は長

続きせず、通貨安政策としての効果も他国の金融緩和との関係（金利差）によって決まってくると

考えられるため、効果は限定的にならざるを得ない。また、通貨安政策としての量的緩和は、余剰

マネーが資源市場や新興国に流入することで、相場を過熱させ、世界経済を撹乱する弊害があるこ

とはすでに QE2 で証明済みである。 

にも関わらず、FRB が果敢に QE3 に踏み切った背景には、ようやく上向き始めたアメリカ経済

が、世界経済の減速に伴い失速することを回避し、失業率にコミットしてまで確実な景気回復を担

保したいという決意があると解することができる。この点は、バブル崩壊後の日本経済において、

日銀が遅ればせながらようやくゼロ金利政策に踏み切ったものの、その後のゼロ金利解除が、景気

が悪化する 悪のタイミングと重なり、再度、量的緩和という形でゼロ金利政策に舞い戻らざるを

得なかった、楽観的な見通しに基づく日銀の政策の失敗を反面教師にしているという感すらある。

つまり QE3 には、日本のような、失われた十数年という失敗は、必ず回避するとの FRB の決意が

感じられる。 

 

財政の崖とシェールガス革命 

先行きの大きな懸念材料としては、いわゆる「財政の崖」がある。財政の崖とは、ブッシュ前大

統領が 2001 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など、各種の減税措置の失

効と歳出削減が同じタイミングに集中することを指す。この結果、2013 会計年度だけで 650 億ド

ル規模の景気下押し要因が発生する。財政の崖が現実のものになった場合には、消費、投資マイン
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ドに対する悪影響は避けられない。米議会予算局（CBO）の試算によれば、財政の崖を前提とすれ

ば、2013 年の実質 GDP 成長率は-0.5％となり、景気後退に陥る懸念もある。 

この問題については、大統領選に伴い棚上げされてきたが、オバマ大統領再選、下院は共和党、

上院は民主党が過半数という現状維持の選挙結果が出たことにより、政府・議会のねじれ状態は続

くこととなった。実際の財政の崖への対応は、任期切れを待つのみとなった議会に委ねられている

が、スムーズに合意できるかどうかについてはなお懸念が強い。ブッシュ減税については、オバマ

大統領は富裕層向けに限って打ち切る方針だが、これに対し共和党は反発しており、両党の調整が

つかない場合は、大型減税そのものが期限切れになってしまう可能性がある。これに関し、大統領

戦後の 11 月８日に CBO が公表した、オバマ大統領が主張する富裕層向け増税を 2013 年から実施

しても実質 GDP 成長率を年 0.25％程度押し下げるにとどまるとの試算は注目される。共和党は景

気への悪影響を理由に富裕層向け増税に反対しているが、影響は軽微であることが示されたからで

ある。 

リスクをみすみす顕在化させるような、そんな愚かな政策は採らないというのが市場の大方の見

方であり、財政の崖が一部実現されるとしてもよりマイルドになると考えられるが、着地点は明確

に展望できない状況にある。その意味では、アメリカ経済は来年前半には多かれ少なかれ、下振れ

要因を抱えることになる。 

中長期的なアメリカ経済を展望すると、シェールガス革命がアメリカ経済を牽引するとも見方も、

次第に夢物語ではなくなりつつある。技術開発はなお発展途上であるが、アメリカ全土で埋蔵量が

確認され、実際にエネルギー価格の下落や輸入の減少に寄与し始めている。シェールガス革命によ

るエネルギー生産や雇用の増加が今後のアメリカ経済を牽引し、また、経常赤字も解消されるとの

楽観的な見通しも喧伝されるようになっている。経常赤字が解消するということは、その裏返しと

して財政赤字も解消されるということを意味する。こうした見方が本物とすれば、現在は財政の崖

に象徴されるように、財政赤字の削減に苦しんでいるアメリカも、中長期的には経済成長によって、

財政赤字が解消される見通しすら立てることができる。まだ期待先行といった感は強いが、先行き

のアメリカ経済を展望していく上では、外せないポイントとなりつつある。 

 

中国経済は下げ止まり 

中国経済は、７～９月期の実質 GDP 成長率は前年比 7.4％と７四半期連続で鈍化し、雇用確保

のため必要とされる８％の成長を２四半期連続で割り込む結果となり、政府目標（３月に下方修正）

の 2012 年の成長率の 7.5％にも届かなかった。８％を割り込むのはリーマンショック後以来であ

った。しかしながら、前期比で見ると７～９月期は 2.2％と、４～６月期の 2.0％よりもやや伸びを

高めており、景気底打ちの兆しも見えつつある。製造業の景況感を示す PMI（購買担当者景況指数）



  

 4 

も 10 月は 50.2 と９月の 49.8 に比べてやや上昇し、景気の拡大、縮小を判断する分かれ目となる

50 を上回った（図表１）。この背景には、欧州債務危機の長期化で落ち込んだ欧州向けの輸出に代

わって、東南アジアなど新興国向けの輸出を増やしたことなどがある。 

今回の景気減速に対して中国政府は、2008 年のリーマンショック後に行った４兆元の景気対策

が大都市の不動産バブルを招いたことへの反省から、当初の対応は鈍かった。しかし政府は、春以

降、鉄道や道路などインフラ整備を中心にプロジェクトを積極的に認可し始め、中国人民銀行は６

月以降、２ヵ月連続で利下げを実施するなど、景気の下支えに動いたこともあり、これ以上の景気

悪化には歯止めが差し掛かりつつある。ただ温首相は、経済成長は基本的に安定に向かっていると

指摘した上で、予算の範囲を超えて景気刺激策を講じたことはないと、大掛かりな追加景気対策へ

の期待をけん制する発言を行っており（経済座談会、10 月 12～15 日開催）、中国はこれまでの二

桁の高度成長から安定成長への移行を慎重に模索している。 

 

安定成長に移行するための条件 

高度成長から安定成長への移行については、かつての日本の経験が参考になる。日本の場合、第

一次オイルショック以前が高度成長期、それ以降が安定成長期におおむね区分することができるが、

高度成長期には上昇を続けてきた固定資本の GDP 比は、第一次オイルショック以降は緩やかな下

降に向かい、変わって消費の GDP 比が第一次オイルショック以降は上昇し始めた。投資主導から

消費主導への転換である。日本経済はアメリカなど他国に比較するとなお固定資産の GDP 比は高 

 

 

（出所）ISM、Markit、中国物流購買連合会 
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く、消費主導というと違和感はあるが、ここで消費主導と呼んでいるのは、あくまでもオイルショ

ック以前との比較である。高度成長から安定成長への移行期は、いわゆる３C（自動車、クーラー、

カラーテレビ）の普及率が急速に高まる時期に当たり、これらが消費拡大を支えた。 

労働力の観点から見ると、高度成長期は、地方の農村などからの若年労働力が大都市の工場など

に大量に移動する時期で、オイルショック期以降は、そうした労働力の流入は大幅に縮小した。生

産年齢人口の伸びは 1960 年代がピークであり、それ以降は、徐々に低下していった。成長から取

り残された地方に対しては、日本列島改造論以来、税配分や公共投資などの形で積極的に所得再配

分がなされるなど、安定成長期には大都市と地方との格差を縮小させる施策も積極的に採られた。 

こうして見ると、日本の場合、オイルショック期以降、都市と地方の格差縮小に注意が払われる

とともに、全国民が豊かになった結果として（「１億総中流」という言葉に象徴される）、消費が拡

大したことがその後の安定成長につながったと考えることができよう。 

中国は現状では、かつての日本以上の投資主導の経済である（固定資産の GDP 比は 40％超。日

本の場合、ピークは 30％台半ば）。外資を含めた企業や政府が積極的に投資し輸出を行うという、

加工貿易が中国の成長モデルであった。こうして豊かになった一部の層は旺盛な消費を行っている

が、所得格差は大きく、全国民が豊かさを享受できているとは、到底言いがたい状況にある。 

労働力については、2011 年の総人口に占める生産年齢人口の割合は 74％と減少に転じ、国連の

予測では、生産年齢人口が 2015 年頃にピークを迎える。この背景には、人口爆発を防ぐために 1979

年に導入された一人っ子政策がある。現在でも、農村から仕事を求めて都市部に出てくる季節労働

者は減少しており、労働力不足も一部で顕在化している。これに伴い賃金は高騰し、日本企業など

外国企業は、より賃金の安いインドネシアやインド、ベトナムなどに生産拠点を移し始めており、

労働供給の観点からも、中国の成長モデルは頭打ちの状態になりつつある。 

今後、日本のように安定成長にスムーズに移行するためには、都市と地方の格差縮小に積極的に

取り組み、より多くの国民が豊かさを実感できるような消費を行える環境整備を行っていくことが

必要と考えられる。そうして国内の消費を十分喚起することができれば、それに応えるための投資

や雇用も生まれてくると考えられる。高度成長から安定成長へのスムーズな移行は、中国新指導部

の大きな課題の一つであるが、とりわけ近年の格差拡大によって、中国は社会的に不安定化しやす

くなっており、対応を一歩間違えれば、社会的混乱が中国経済の大きなリスクとなる懸念は払拭で

きないと思われる。 

 

徐々に正しい方向に向かう欧州 

欧州経済は景気後退が続いている。欧州委員会は、11 月７日に発表した域内の経済見通しで 2013

年の実質 GDP 成長率を 0.1％と、前回予測（５月）の 1.0％から大幅に下方修正した。欧州では５
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月にはギリシャがユーロ圏から離脱するとの観測が強まり、６月にはスペインがユーロ圏に救済を

要請するなど、金融危機が深刻化した。これを受け、企業、個人のマインドは著しく悪化した。 

失業率は過去 悪の水準で、９月の失業率は 11.6％と前月から 0.1 ポイント上昇した。南欧の雇

用は引き続き悪化しており、失業率はスペイン 25.8％、ギリシャ 25.1％、ポルトガル 15.7％、イ

タリア 10.8％となっている。これに対し、北部欧州の失業率は、ドイツ 5.4％、オーストリア 4.4％、

オランダ 5.4％と低い水準にとどまっている。これに伴い、人手不足の北部欧州の一部企業では、

南欧で人材を探すケースも出てきており、皮肉なことではあるが、債務危機の深刻化が人手が余っ

ている南部から人手の足りない北部への労働移動を実現させ、これが失業率の不均衡是正に一役買

うといった兆しもわずかではあるが表れつつある。 

経済格差が存在する状態で単一通貨による経済統合を行った場合、以前の独自レートに比較して

単一通貨の下で割高なレートに直面する国では、競争力を失い経済が疲弊することになる。この時、

より経済力の強い国への労働移動がスムーズに行われれば不均衡是正につながるが、これまでは統

合したとはいえ国にしばられ、労働移動はさほど行われていなかった。これがより活発に行われる

ようになれば、通貨統合した経済が満たすべき、円滑な労働移動という条件をクリアできることに

なる。 

 

ECB による国債の無制限買い入れと金融統合 

このほか通貨統合した経済がクリアしなければならない条件としては、金融統合、財政統合など

があるが、この二つについても極めてゆっくりとしたペースではあるが、着実に実現に向かいつつ

ある。 

10 月 18 日に行われた EU の首脳会議では、ユーロ圏の銀行監督を ECB に一元化する時期につ

いて、2013 年１月から段階的に進めることで合意するに至った。これにより、それまで各国でば

らばらだったユーロ圏内約 6,000 の銀行の監督が、統一の基準で行われることになる。銀行監督の

統一を前提として、10 月８日に新たに発足した欧州安定化メカニズム（ESM）の資金を、銀行に

直接注入できるようになる。現在の仕組みでは、ESM が各国に融資した後、政府が銀行に資本注

入する形となっているため、政府の借金が増えるという難点があった。 

一元化をめぐっては、欧州委員会やフランスは、2013 年１月の開始を主張する一方、ドイツは

質を重視して急ぐ必要はないと主張し対立していたが、オランド大統領とメルケル首相が会議前に

会談し折り合った。ただし、直接注入開始の時期については解釈の違いが残っており、オランド大

統領は、一元化開始後、数週間単位で準備は整うとする一方、メルケル首相は、準備には数ヵ月は

かかるという立場を採っている。 

10 月に発足した EMS は、2010 年５月に発足した欧州金融安定化基金（EFSF）の規模が 4,400
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億ユーロと小さく、危機の広がりに対応できなかった状況を改善するためのものである。資金規模

は 大 7,000 億ユーロと EFSF の 1.6 倍となり、EFSF から引き継ぐギリシャ支援などに 2,000 億

ユーロを使うが、残る 5,000 億ユーロは新たな支援に回せる。前述のように、銀行監督の一元化を

前提として、銀行に直接資本注入できるのも利点となる。 

EMS の発足は、ECB の国債買い入れ策とも連動している。ECB は９月にスペインなどを念頭

に、財政不安を抱える国の国債（返済までの期限が１～３年）を、市場で無制限で買い入れる政策

（OMT）を決めたが、これは、対象国が ESM に支援を要請することを条件としている。スペイン

はこれまで、支援の条件として課される緊縮策を嫌い支援要請に慎重だったが、近く要請に踏み切

ると見られている。ECBが９月に国債の買い入れ策を決めた後は、７月には危険水域を越える7.7％

台に達していたスペインの 10 年物国債利回りは、５％台の安定的な水準で推移している。 

ただ、ESM の基金はなお十分ではないという問題は残されている。ESM が新たに支援に回せる

資金のうち、スペインの銀行への資本注入に 大 1,000 億ユーロが使われ、これに加え、スペイン

政府への支援に、国債償還と財政赤字補填で 3,300 億ユーロが必要とされ、これで基金の大半を使

い尽くす計算になる。仮に、イタリアにも債務危機が広がった場合には、追加の資金拠出が必要と

なるが、ドイツなどは慎重姿勢を示している。 

このように ECB の国債買い入れは ESM への支援要請が条件で、ESM による銀行の直接資本注

入は銀行監督の一元化を条件とするなど、危機対応の一連の施策は互いに関連している。細かな点

ではまだ意見対立が目立っているが、これらが一体となって危機を沈静化させることに成功しつつ

ある。 

 

開かれた財政統合の端緒 

一方、財政統合については、10 月の EU の首脳会議前に、EU のファンロンパイ大統領（首脳会

議常任議長）が、ユーロ圏各国が資金を出し合う共通予算とそれを管理するユーロ圏財務省の創設、

さらには共通債の発行について打診するなど、議論の俎上に乗せる機運が徐々に高まっている。 

ただ現時点では、財政統合に関するドイツとフランスの考え方の違いは大きい。フランスは共通

債の発行にかねてから積極的であるが、ドイツは各国に厳しい財政規律を課すことが先との立場で

ある。ドイツはこうした考え方から、通貨担当の欧州委員が各国政府予算を精査し、財政赤字が大

きければ拒否権を発動する案を提唱したが、これについてはほとんど議論がなされなかった。 

これに対しドイツが提案した、財政危機に陥った国に資金提供し、危機を未然に防ぐ基金につい

ては、宣言に盛り込まれた。ただこれに関しても、基金があれば各国に緊縮策を求めやすくなると

考えるドイツと、できるだけ条件を設定したくないフランスの思惑の違いは大きい。しかし、ファ

ンロンパイ大統領が提案した共通予算のイメージは、危機対応のためにあらかじめユーロ圏内で資
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金を確保しておくことから出発するイメージで、これとの隔たりはそう大きなものではない。財政

統合はこうした基金から出発し、これを徐々に発展させていく形で進んでいく可能性がある。 

このように、ユーロ圏は一時は崩壊の危機に直面したが、現在は金融・財政統合に向け、各国、

とりわけドイツが日々小刻みな譲歩を重ね、前に進んでいる過程にある。そのスピードは、市場が

求めるスピードと比べれば遅いが、ドイツ国民が受け入れることのできる時間、範囲でゆっくりと

進んでいるといえる。 

ただ、曲がりなりにもこうした方向に進んできたのは、危機に直面する国の国債利回りが急上昇

するなどして市場が危機感をあおり、対応を促してきたという点も大きい。これに対し現在は、ス

ペイン国債の利回りが落ち着き、ギリシャも追加支援を受けるための緊縮策を議会で可決するなど、

危機感が一時に比べれば薄らいでいることはやや懸念される。ユーロ圏にとっては、今後の金融・

財政統合の道筋について、市場が落ち着いている間にこそ議論を深めていくことが重要な課題とな

る。 
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２．日本経済―景気は年明け以降持ち直しへ 

 

 景気は後退局面入り 

 ７～９月期の日本経済は、輸出、個人消費、設備投資の減少により、前期比年率-3.5％と大幅な

マイナス成長に陥った。輸出は、全地域向けでマイナスとなり、消費はエコカー補助金終了による

反動減が生じており、設備投資は先行き不安から手控えられる傾向が強まっている。景気は今年春

以降、後退局面に陥っている可能性が高い。 

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

続でマイナスとなり、４～６月期は前期比 4.1％と持ち直しの兆しも表れていたが、７～９月期は

一転して-6.0％の大幅マイナスとなった（図表２）。これは欧州債務危機が長期化する中、海外経済

の減速度合いが強まったことによる。地域別で見ると、４～６月期は欧州向けを除き前期比プラス

となっていたが、７～９月期はすべての地域向けがマイナスとなった。中国向けについては、反日

デモの影響を受け、部品を含む自動車関連の輸出の減少が見られた。 

生産は、４～６月期の前期比-2.0％に引き続き、７～９月期も-4.2％と２四半期連続でマイナス

となった（図表２）。とりわけ９月が前月比-4.1％とマイナス幅が大きかったが、これは、輸送機械

工業が前月比-12.6％と大幅に低下したことによる。寄与度で見ると-2.0％で、９月の鉱工業生産の

減少のおよそ半分は輸送機械工業の減少によって説明できる計算になる。輸送機械工業の急減は、

エコカー補助金の終了を見込んで自動車の大幅減産が行われたことによる。９月はそのほかの業種

も軒並みマイナスで、プラスはわずか１業種にとどまった。 

このように９月の生産の減少は、エコカー補助金打ち切りと輸出の落ち込みという二つの要因が

働いたことによる。先行きについては、生産予測指数によれば、10 月は前月比-1.5％と引き続き減

少するものの、11 月には 1.6％とプラス転換する見込みとなっている。 

 一方、出荷・在庫バランス（出荷の伸び－在庫の伸び）の推移を見ると、６月以降は出荷の伸び

を在庫の伸びが上回りマイナスとなっており、在庫調整局面に入っていることを示している（図表

３）。 

雇用は、９月の有効求人倍率（季調値）は 0.81 倍と前月から 0.02 ポイント悪化した。前月を下

回るのは 2009 年７月以来、３年２ヵ月ぶりであった。製造業の新規求人数が減ったことが大きい。

景気の先行指標である新規求人倍率についても 1.24 倍と前月比 0.09 ポイント低下した。生産の減

少に伴い、所定外労働時間は７月以降、前年比マイナスに転じている。 

消費は、昨年末に導入されたエコカー補助金の効果もありハイペースで上昇を続けてきたが、足

元ではその反動でやや弱含んでいる（図表４）。2011 年後半以降は、東日本大震災後に控えられて

いた、旅行、外食、遊園地、テーマパークなどのサービス消費が好調に推移してきたことも消費を 
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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）経済産業省「鉱工業指数統計」 
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支える要因となっていたが、足元ではやはり弱含んでいる。 

住宅着工については、住宅エコポイントの再開（被災地分を除き７月４日に受付が終了）や被災

地における着工の増加の効果により持ち直し、１～３月期前期比 8.3％、４～６月期同 1.9％と２四

半期連続でプラスとなったが、７～９月期は同-0.4％とやや減少した。 

このように日本経済は輸出の減少に加え、これまで景気を支えてきた国内需要が息切れした状態

にあり、春以降、後退局面に入っている可能性が高い。景気基準日付の判定に使用される景気動向

指数（一致系列）の中身を見ると、その多くが今年春につけたピークを上回れない状態にある。景

気後退と判定されれば、リーマンショックをはさんだ 2008 年２月から 2009 年３月の景気後退期

以来ということになる。 

 

早期に底打ちへ 

ただ、足元では今回の景気後退が早期に終わる兆候も表れている。その第一は、生産に底打ちの

兆しが見えることである。前述のように足元の生産の大幅低下は、エコカー補助金の打ち切りに伴

う自動車の減産と輸出の減少による。しかし、エコカー補助金の打ち切りに伴う減産は年末には終

了し、年明けには増産に向かう動きが支配的となっている。９月には反日運動の高まりにより中国

向けの自動車部品、完成品の輸出抑制を余儀なくされ、10 月にはその影響がより大きくなって、

今後の情勢いかんによっては増産に向かう時期が後ずれする可能性は残るが、早晩、国内の自動車

生産の調整は終了すると見込まれる。 

第二に、生産を減少させる要因となったもう一つの要因である海外経済の減速については、新興

国ではこれまでの金融緩和や財政出動などの効果が表れており、景気減速のペースが鈍化ないし底

打ちの傾向が見え始めている点がある。先に、中国では景気底打ちの兆しが表れていると述べたが、

他の新興国でも同様の傾向が出ている。例えば、８月の OECD の景気先行指標（CLI）を見ると、

新興国ではブラジルが８ヵ月連続で前月比プラスとなっており、中国は２ヵ月ぶりにプラスとなっ

た。インド、ロシアは引き続きマイナスとなっているが、マイナス幅は縮小傾向にある。新興国の

景気底打ちは、世界経済の減速をストップさせることにつながり、これに伴い年明け以降は日本の

輸出も上向いていく可能性が高い。 

 

 内需が景気を下支え 

景気の足を引っ張っている輸出、生産の持ち直しにより、年明け以降の日本経済は、緩やかに持

ち直していくことが見込まれるが、その際、景気を下支えすると考えられるのは、足元でやや息切

れしているとはいえ、それまで堅調に推移してきた内需である。 

消費の今後の下支え要因として期待されるのは高齢世帯の旺盛な消費、すなわち、シルバー消費 



  

 12 

 

 

（出所）内閣府「消費総合指数」、「消費動向調査」 

 

 

 

（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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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。 

住宅着工については、昨年４月から今年９月までの被災３県の新設住宅着工戸数は４万 6,937 戸

であったが、これは今回の震災による全壊戸数 12 万 4,078 戸（警察庁調べ、２月９日時点）の 38％、

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。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、景気を下支えすることになる。 

設備投資については、先行指標である機械受注は、７～９月期前期比-1.1％と２四半期連続でマ

イナスとなった（図表５）。海外経済減速に伴う輸出の減少などで、先行き不安が高まったことが

投資の手控えにつながったと考えられる。しかし、機械受注の 10～12 月期の見通しは前期比 5.0％

となっており、現状では設備投資は手控えられているものの、腰折れしたとまではいえない。 

設備投資の大きな動きを捉えると、リーマンショックに伴い大幅に減少した後、その落ち込みを

回復させる過程にあり、これまでは企業収益の回復に伴い、設備投資もまた着実に回復してきた。

海外経済が回復して輸出が上向き、企業収益も好転すれば、設備投資もまた上向いていくと考えら

れる。設備投資の動機について見ると、近年では維持補修のウエイトが増しており、そうした動機

に加え、震災後の電力不足への対応、耐震強化、調達先分散といった対応もまだ完了したといえる

状況にはないため、これらが今後の設備投資を下支えしていくと考えられる。 

 

遅れる復興工事の執行 

公共投資については、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

円に達するが（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）、これらは徐々に執行されており、公共投資は復興関連を中心に増加を続けている。 

ただし、予算執行は順調とはいえず、会計検査院の調べによれば、東日本大震災で大きな被害を

受けた 7 県 58 市町村に昨年配分された国費（国庫補助金、復興交付金）の執行率は、平均 48％に
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とどまっている。道路や公共施設復旧、がれき処理などの事業が急増する一方、職員不足で業務が

滞り、予算が使い切れない状況となっている。特に被害の大きかった沿岸部では、予算の３～４割

程度しか執行できていない自治体が多かった。 

また、ようやく工事を入札する段階となっても、価格で条件が合わず入札が不調になるケースも

出ている。資材費や人件費上昇など、工事費高騰に予定価格が追いついていないため採算が合わず、

業者が入札を敬遠する場合があることによる。これについては、契約後に単価の変更を認める対応

を採る自治体も出ている。 

このようなボトルネックに直面している公共投資であるが、2012 年度中は引き続き増加し、2013

年度以降については徐々に減少し、マイナスに転じていくことを想定している。 

 

 消費税率引き上げの影響 

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。 

 以上をまとめると、日本経済は年明け以降は持ち直し、先行きについては内需が底堅く推移する

ことで緩やかな回復軌道に戻っていくと考えられる。ただし、回復のテンポは緩く、2013 年度は

年度後半に消費税率引き上げ前の駆け込み需要が発生するものの、1.5％の成長にとどまると見込

まれる。 

 

 高まる金融緩和圧力と次期総裁候補 

 後に、今後の金融政策と為替について展望を行っておこう。景気減速に伴い、日銀は９月、10

月と異例の２ヵ月連続の金融緩和に踏み切った。２ヵ月連続の緩和は、りそなグループの実質国有

化によって金融不安が広がった 2003 年４、５月以来、およそ９年半ぶりのことであった。 
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10 月の金融政策決定会合後には、資産買入等の基金を 11 兆円程度追加し 91 兆円程度とするほ

か、貸出を増やした金融機関に対して無制限で低金利の資金を貸出す新たな制度（貸出増加支援）

を導入することが発表された。今年８月までの１年間で金融機関は新たに 15 兆円貸出を増やしお

り、日銀は新制度の利用も同程度を見込んでいる。なお、新たな制度は、これまでの成長基盤強化

支援の貸出枠（5.5 兆円、成長産業へお金を振り向ける仕組みとして 2010 年８月に導入）と合わ

せ、貸出支援基金と命名された。このほか、日銀総裁と経済財政相、財務相が連名で「デフレ脱却

へ、一体となって 大限の努力を行う」とする共同声明も出された。 

 このうち貸出増加支援については、金融機関が有望な貸出先を見い出せず、資金需要が伸びない

中で、どれだけの効果があるのかという疑問も投げかけられている。また、新たな制度は、日銀が

能動的に資金供給するのではなく、金融機関の努力次第と金融機関にゲタを預けたような形になっ

ているのも不評である。さらに、近年、金融機関が貸出を増加させている部分には海外向け融資も

多く、国内景気の底上げにつながるかも未知数である。ただし、円で融資する資金が海外企業向け

融資に使われれば、円を売りドルを買う必要があることから、新たな制度は、円高是正効果を持つ

ことになる。こうした効果が多少なりとも期待されたことや、連名の共同声明を出したことで日銀

が今後も緩和を強化せざるを得なくなったとの観測からか、足元の為替は若干の円安方向で推移し

ている。 

 今後の金融政策について、次期総裁、副総裁候補と目される人々はどのような考えを持っている

だろうか（白川日銀総裁の任期は来年４月８日まで）。岩田一政日本経済研究センター理事長は、「政

府と日本銀行が共同で、外国の債券（外債）を買うための 50 兆円規模の基金をつくる」（『朝日新

聞』11 月８日）ことを提案している。日銀が直接買うのではないため法律上の制約はなく、円安の

効果も大きいという。また、武藤敏郎大和総研理事長は、「今は（あまり残存期間が長い国債を買

うと日銀が引き受けるリスクが高まるため）残存期間３年以内の国債を対象にしているが、それよ

り長目のものはどうかと、『奥』まで掘り下げることも可能だ」（『毎日新聞』11 月６日）と提案し

ている。黒田東彦アジア開発銀行総裁は、「リーマンショック後に米欧は強力に金融緩和してきた

が、日銀はそれほどやっていない」長期国債以外にも「資産担保証券（ABS）、インデックス債、

株式もある」（『日本経済新聞』10 月 10 日）と述べている。さらに、伊藤隆敏東京大学大学院教授

は「日銀は、タイミングを見計らって株式投資信託や外国の債券を積極的に買うべきだ。こうした

リスク資産を買えば損が出て、日銀から国への納付金が減るかもしれないが、日銀総裁の責任はい

っさい問わないことにすればいい」（『朝日新聞』11 月６日）と述べている。いずれも現状よりさら

に踏み込んだ緩和を提案している。 

次期総選挙後に民主党、自民党、第三極のどの勢力が政権の中心となろうが、金融緩和圧力を高

めることは必至の情勢であり、当然、次期総裁もそうした方向性に合致した人物が選ばれる可能性
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が高いと思われる。年明け以降、次期総裁の人選が進み、日銀がさらに踏み込んだ緩和に踏み出す

との期待が高まっていけば、為替が一層の円安に向かう要因となる可能性がある。これまでの円高

修正が進めば、輸出企業の収益好転を通じ、景気持ち直しを支える要因になっていくと考えられる。 
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予測表 

 
 

 年度 

  

2011 2012 2013 2011 2012    →予測 2013 2014

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

実質 GDP 

     （年率） 

-0.0 0.9 1.5 -0.3 1.3 0.1 -0.9 0.0 0.6 0.3 0.4 0.8 1.1

－ － － -1.2 5.2 0.3 -3.5 0.1 2.5 1.2 1.5 3.1 4.4

  個人消費 1.2 1.2 1.2 0.5 1.2 -0.1 -0.5 0.0 0.4 0.2 0.4 0.6 0.9

  住宅投資 3.8 2.9 3.8 -0.1 -1.1 1.5 0.9 1.0 0.4 0.7 1.0 1.7 1.8

  設備投資 1.1 0.1 2.7 5.0 -1.9 0.9 -3.2 0.1 0.9 1.1 0.9 1.2 1.7

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

  政府消費 1.9 1.8 0.5 0.3 1.1 0.5 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.3

  公共投資 2.9 8.7 -4.7 -0.5 4.2 2.6 4.0 1.2 0.1 -2.1 -4.0 -2.0 -1.2

  輸出 -1.4 0.0 3.3 -4.3 3.3 1.3 -5.0 -0.5 1.8 1.0 1.3 2.0 2.1

  輸入 5.6 4.8 2.7 0.9 2.2 1.8 -0.3 0.1 0.6 1.0 0.9 0.8 0.7

名目 GDP -2.0 0.2 1.1 

GDP デフレータ -1.9 -0.7 -0.4 

[実質 GDP 寄与度] 

内需 1.0 1.6 1.4 

外需 -1.0 -0.7 0.1 

  

鉱工業生産 -1.2 -3.8 2.2 

CPI（除く生鮮食品） 0.0 -0.1 0.3 

失業率 4.5 4.3 4.2 

経常収支 7.6 6.4 8.3 

円ドルレート 79.1 79.6 81.0 

 

［前回予測（2012.9.10）］ 

実質 GDP － 2.2 1.4 

名目 GDP － 1.5 1.3 

 
（注）各需要項目は前期比。経常収支は兆円。 
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