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経済トレンド

2005・2006 年度 日米経済見通し

Ⅰ．日本経済見通し

　　　～需要拡大期待の喚起がデフレ脱却への最後のハードル～

                                                 　　　　　経済調査部

                                                           嶌峰　義清

(要旨)

○2004・05 年度の日本の実質ＧＤＰ成長率見通しをそれぞれ＋1.5％、＋1.4％へと改訂した（04 年

７～９月期ＧＤＰ二次改定後の弊社公表予測値：04 年度＋1.8％、05 年度＋1.0％）。また、今回

新たに 06 年度の実質ＧＤＰ成長率を＋2.3％と予測した。名目ＧＤＰ成長率見通しは、04 年度＋

0.4％、05 年度＋0.8％、06 年度＋1.8％である。デフレ傾向の緩和により名目成長率は上昇する

が、予測期間中の名実逆転は想定していない。

○当研究所はかねてより、日本経済は景気減速を余儀なくされるものの、深刻な後退に陥ることは

回避されると考えてきた。今回改訂でもこうした見方に変化はない。04 年 10～12 月期の実質経済

成長率は前期比年率▲0.5％と３期連続のマイナス成長となり、04 年度の日本経済の景気減速を再

確認させる内容であった。しかし、05 年１～３月期の経済指標には景気底入れを示唆するものが

多く、先行きについては景気後退リスクがむしろ低下していると考えられる。日本経済は遅くと

も 05 年７～９月期には踊り場を脱し、その後は安定的な回復軌道に復帰すると予想される。

○05 年度後半には、公共投資や住宅投資の一時的増加の反動が現れると予想されるが、設備投資と

個人消費の堅調な増加を期待できることから、景気が減速するには至らないであろう。全体とし

てみれば、わが国は民間需要を主体とする安定的な回復軌道に復帰することが見込まれる。2006

年度も、2005 年度同様の安定成長が続くというのがメインシナリオである。日本経済は、企業部

門の成長に牽引される形で回復軌道を辿ろう。

○こうしたなか、政府･日銀においては政策転換の機運も高まってくる。経済情勢に鑑みれば、06 年

度中の量的緩和解除や、消費税率引き上げの決定などのさらなる引き締め政策が行われる可能性

は十分にある。但し、06 年度に入った段階でも、日本経済がさらなる引き締め政策に耐えうるほ

どには回復していないことには留意が必要である。性急な政策転換が景気再失速をもたらした 97

年度や 00 年度のことを振り返れば、過去の教訓を生かしてさらなる引き締め政策は厳に慎むべき

である。

１．2004･2005 年度の経済見通しを改訂、2006 年度経済見通し

第一生命経済研究所は、04 年 10～12 月期のＧＤＰ統計を受けて、04・05 年度の日本の実質ＧＤ

Ｐ成長率見通しをそれぞれ＋1.5％、＋1.4％へと改訂した（04 年７～９月期ＧＤＰ二次改定後の弊

社公表予測値：04 年度＋1.8％、05 年度＋1.0％）。また、今回新たに 06 年度の実質ＧＤＰ成長率

を＋2.3％と予測した。名目ＧＤＰ成長率見通しは、04 年度＋0.4％、05 年度＋0.8％、06 年度＋1.8％

である。デフレ傾向の緩和により名目成長率は上昇するが、予測期間中の名実逆転は想定していな

い。

２．７～９月期に踊り場を脱し、民需主導の安定回復軌道へ

研究所はかねてより、日本経済は景気減速を余儀なくされるものの、深刻な後退に陥ることは回
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避されると考えてきた。今回改訂でもこうした見方に変化はない。04 年 10～12 月期の実質経済成長

率は前期比年率▲0.5％と３期連続のマイナス成長となり、04 年度の日本経済の景気減速を再確認さ

せる内容であった。しかし、05 年１～３月期の経済指標には景気底入れを示唆するものが多く、先

行きについては景気後退リスクがむしろ低下していると考えられる。日本経済は遅くとも 05 年７～

９月期には踊り場を脱し、その後は安定的な回復軌道に復帰すると予想される。

日本経済が踊り場を脱するきっかけとなるのは、一つには海外経済の回復を受けた輸出増加であ

る。米国経済の安定成長経路への復帰や中国経済の景気抑制政策の一巡から、輸出は７～９月期よ

り回復が明確化すると予想される。ＩＴデジタル分野での在庫調整が４～６月期前後に終息するこ

ともあって、05 年度半ばより日本経済の循環的回復力は再び高まっていくことになろう。輸出増加

やＩＴ在庫調整の終息を受けて、製造業の設備投資は再び増勢を強めることになる。

もう一つには、現在企業部門に滞留している余剰キャッシュフローが経済成長を促す方向に動き

始めることだ。企業の余剰キャッシュフローは 04 年７～９月期時点で年間 20 兆円規模に及んでい

る。一方で、米国や中国経済の高成長を背景とした継続的な需要拡大により企業の期待売上は改善

している。このため、設備投資が抑制され、キャッシュフローが積み上がるというこれまでの構図

に変化が出始めている。また、企業の先行き需要拡大期待が高まれば、抑制されていた人件費も増

加傾向が明確になり、雇用者報酬の増加等の形で家計部門にも景気拡大の波が及ぶことになると考

えられる。折からの税･社会保障負担の増大から個人消費の高い伸びは見込みにくいものの、年率１％

程度の安定的な増加は期待できる。

05 年度後半には、公共投資や住宅投資の一時的増加の反動が現れると予想されるが、設備投資と

個人消費の堅調な増加を期待できることから、景気が減速するには至らないであろう。全体として

みれば、わが国は民間需要を主体とする安定的な回復軌道に復帰することが見込まれる。2006 年度

も、2005 年度同様の安定成長が続くというのがメインシナリオである。日本経済は、企業部門の成

長に牽引される形で回復軌道を辿ろう。

３．デフレ脱却を確実なものとするために、さらなる引き締め政策は慎むべき

物価動向については、05 年度中はデフレ脱却を展望できる状況には至らないと見込まれる。05 年

度の消費者物価上昇率は、公共料金の引き下げの影響もあって前年比▲0.2％と予想される。これに

対して、06 年度には日本経済がデフレから脱却する客観的な情勢が整ってくることになる。①景気

回復に伴う需給ギャップ縮小、②資産価格の下落テンポの緩和、そしてそれによって起こった③過

剰債務の解消、④デフレ期待の緩和、等を踏まえれば、日本経済はデフレを克服する千載一遇のチ

ャンスを迎えることになる。

こうしたなか、政府･日銀においては政策転換の機運も高まってくる。経済情勢に鑑みれば、06 年

度中の量的緩和解除や、消費税率引き上げの決定などのさらなる引き締め政策が行われる可能性は

十分にある。但し、06 年度に入った段階でも、日本経済がさらなる引き締め政策に耐えうるほどに

は回復していないことには留意が必要である。性急な政策転換が景気再失速をもたらした 97 年度や

00 年度のことを振り返れば、過去の教訓を生かしてさらなる引き締め政策は厳に慎むべきである。
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資料１　　　　　　　　　　　　　日本の実質ＧＤＰ見通し（前期比年率、寄与度）

（出所）内閣府。予測は当社。

資料２　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本の予測数値一覧表
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実質ＧＤＰ 名目ＧＤＰ

予測

前回見通し
（％） （2004年12月二次QE後）

2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2004年度 2005年度
日本経済

実績 実績 予測 予測 予測 予測 予測
実質GDP 0.8 2.0 1.5 1.4 2.3 1.8 1.0
 （内需寄与度） 0.1 1.2 1.0 1.2 1.8 1.3 0.9
 （外需寄与度） 0.7 0.8 0.5 0.1 0.5 0.6 0.2

個人消費 0.7 0.5 1.0 1.0 1.1 1.8 1.3
住宅投資 ▲ 2.3 ▲ 0.3 2.4 0.5 ▲ 0.9 1.9 0.4
設備投資 ▲ 3.8 8.2 5.6 3.5 6.5 5.0 0.2
政府消費 2.4 1.2 2.5 1.8 2.2 2.6 2.1
公的固定資本形成 ▲ 5.1 ▲ 9.0 ▲ 15.5 ▲ 4.6 ▲ 8.0 ▲ 15.4 ▲ 6.9
財・サ輸出 11.0 10.0 12.0 4.5 8.1 10.9 2.4
財・サ輸入 5.0 3.1 9.7 4.4 5.5 7.4 1.5

GDPデフレータ ▲ 1.5 ▲ 1.2 ▲ 1.0 ▲ 0.6 ▲ 0.5 ▲ 1.3 ▲ 0.9
名目GDP ▲ 0.8 0.8 0.4 0.8 1.8 0.5 0.1
鉱工業生産 2.8 3.5 4.5 1.4 4.1 4.7 1.3
経常利益 7.2 16.9 23.1 4.1 12.7 13.2 3.9
完全失業率 5.4 5.1 4.6 4.1 3.8 4.6 4.4
雇用者報酬 ▲ 2.5 ▲ 0.6 0.1 1.0 1.6 0.4 1.0
新設住宅着工戸数 114.6 117.4 119.0 118.3 118.0 120.2 120.2
経常収支（10億円） 13,387 17,297 18,238 18,532 20,963 17,934 16,610

名目GDP比率 2.7 3.5 3.6 3.7 4.1 3.6 3.3
国内企業物価 ▲ 1.7 ▲ 0.5 1.6 0.4 0.7 1.6 0.6
消費者物価 ▲ 0.6 ▲ 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.2 0.2 ▲ 0.1 0.0
長期金利 1.1 1.1 1.5 1.7 1.9 1.6 1.8
為替レート（円／ドル） 120.9 112.5 107.2 106.0 107.5 109.5 107.6
原油価格（ﾄﾞﾙ/ﾊﾞｰﾚﾙ) 29.1 31.4 44.6 50.0 50.0 45.3 50.0
米国実質成長率（暦年） 2.2 3.1 4.4 3.5 3.6 4.4 3.2
（出所）内閣府等より当社作成、予測は当社。
（注）１.経常利益は法人企業統計季報ベース。
      ２.為替レートは円／ﾄﾞﾙで年度平均。
　　　３.原油価格は、米WTI(West Texas Intermediate）価格。
　　　４.失業率、経常収支の名目GDP比、長期金利以外の単位の無い項目は前年比。
　　　５.長期金利は10年債流通利回り。
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Ⅱ．米国経済見通し ～安定成長持続も双子の赤字拡大～

経済調査部  桂畑 誠治

（要旨）

○ 実質ＧＤＰ成長率は、2004年の＋4.4％からは鈍化するものの、2005年に＋3.5％、2006年も＋3.6％

と潜在成長率並みを維持する見込み。

○ 個人消費は、雇用・所得の改善を背景に堅調が見込まれる。また、設備投資は、企業収益の拡大

傾向や期待成長率の上昇を背景に高い伸びが予想される。このような国内需要の堅調や、原油高

によって、貿易赤字は増加傾向を辿るとみられる。財政赤字に関しては、メディケア（高齢者医

療保険）やイラク・アフガニスタン関連での支出増加によって高水準で推移しよう。

○ 双子の赤字は拡大傾向を辿ると予想されため、資金流出懸念がくすぶりつづけ、金融市場での変

動リスクとなろう。また、最大のリスク要因としては、行き過ぎた利上げである。過去、金融政

策は必ずと言っていいほど引き締め過ぎてしまうことで景気を失速させている。特に、今回グリ

ーンスパンＦＲＢ議長の任期が2006年１月に終了するため、引き締め過程で後任のＦＲＢ議長に

引き継ぐことになる。交代直後に、後任のＦＲＢ議長やＦＯＭＣ参加者が市場から信任を得よう

として過度に引き締めを行い、景気を失速させるリスクがある。

●05年＋3.5％、06年＋3.6％成長と潜在成長率並みを維持

米国経済は、2003年４～６月期以降潜在成長率（３％台半ば）を上回る成長が持続している。2004

年半ばには減税効果の剥落、原油高等の成長押し下げ要因があったものの、雇用・所得環境の改善、

金利の低下、投資減税や企業の投資意欲の回復により2004年後半も潜在成長率を上回って推移した。

2005年前半には個人消費の小幅鈍化、投資減税効果の剥落に伴う設備投資の減速が予想されるも

と、在庫投資が抑制されるとみられ、景気拡大ペースの鈍化が予想される。しかし、年後半には所

得の増加や資産効果によって個人消費が安定的に増加するなか、再び設備・在庫投資が拡大ペース

を速めるとみられ、潜在成長率を小幅上回る成長が見込まれる（資料１）。2006年の個人消費は雇

  資料１  米国実質ＧＤＰ成長率予測表(前年比)

                

（注１）在庫増減、純輸出の欄の上段数字は実額（10 億ドル）、下段は寄与度。

（注２）その他の項目の上段数字は前期比年率、下段は前年同期比。

（出所）米商務省、予測は当社。

（％）
名目GDP 実質GDP

暦年 個人消費設備投資住宅投資 在庫 外需 政府支出
内需 輸出 輸入

2001 3.2 0.8 (1.0) 2.5 ▲4.2 0.4 (▲0.9) (▲0.2) ▲5.4 ▲2.7 3.4
2002 3.5 1.9 (2.6) 3.1 ▲8.9 4.8 (0.4) (▲0.7) ▲2.3 3.4 4.4
2003 4.9 3.0 (3.5) 3.3 3.3 8.8 (▲0.1) (▲0.5) 1.9 4.4 2.8
2004 6.6 4.4 (5.1) 3.8 10.6 9.6 (0.5) (▲0.6) 8.5 9.9 2.0
2005 5.9 3.5 (4.2) 3.7 11.1 2.5 (▲0.1) (▲0.6) 6.7 8.3 1.5
2006 6.0 3.6 (4.0) 3.6 7.8 2.2 (0.1) (▲0.4) 10.0 9.0 2.1
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用・所得の拡大持続や資産効果、実質長期金利の低位安定によって堅調に推移しよう。設備投資は2006

年初も減税効果の剥落により、一旦拡大ペースが鈍化すると予想される。しかし、年央以降には、

規制が緩和された通信業での光ファイバー投資、海外でのハイテク需要、情報化投資の拡大に伴う

増産投資の増加が期待できよう。以上より、実質ＧＤＰ成長率は04年の＋4.4％からは鈍化するもの

の、05年に＋3.5％、06年も＋3.6％と潜在成長率並みを維持する見込み。

●個人消費、住宅投資は雇用・所得の拡大、資産効果で底固く推移

家計部門について雇用を取り巻く環境をみると、生産性の向上が雇用を抑制する要因となるもの

の、企業収益の拡大や期待成長率の高まりを背景に雇用は改善傾向が続こう。所得の増加や資産効

果によって個人消費が安定的に拡大するもと、企業収益は、①景気の拡大、②販売価格の上昇、③

単位労働コスト（ＵＬＣ）の抑制等によって拡大傾向を辿る可能性が高い。2003年後半から2004年

末にかけての潜在成長率を上回るか同程度の成長に伴う期待成長率の高まりに加え、今後所得の増

加や資産効果によって個人消費が安定的に拡大すると見込まれるもと、雇用者数は前期比で＋0.3～

＋0.5％程度のペースで増加が予想される。雇用環境の改善や持続的な福利厚生費の拡大傾向によっ

て、今後も可処分所得は増加傾向を辿る可能性が高い。加えて、配当減税によって企業は配当を増

やす傾向にあり、予測期間の配当収入を押し上げよう。

資産面では、2005年前半は原油高や金利上昇等の影響により株価のもみ合う展開が予想されるも

のの、2005年後半から2006年には景気・企業収益の拡大ペース再加速を背景に株価も堅調が見込ま

れる。不動産関連では、住宅投資は金利の変動等により一時的に減少する可能性がある。しかし、

実質長期金利（10年債利回り－物価上昇率）水準が過去に比べて低いものにとどまると見込まれる

うえ、雇用・所得環境の改善や資産価格の上昇等を背景に、住宅投資は基本的には緩やかなペース

で増加が見込まれる。可処分所得に対する消費者信用残高の比率は2000年１～３月期の21.8％から

2004年７～９月期の24.2％へと小幅上昇にとどまった。一方、可処分所得に対する住宅ローン残高

の比率は2000年１～３月期の65.1％から2004年７～９月期の84.1％へと急激に上昇した。しかし、

住宅ローンに占める固定金利の割合が83％（2002年）と高いことや、変動金利でも変動幅に上限が

設定されていること、住宅ローンのリファイナンスが行い易いことから、金利上昇の悪影響を受け

難く、返済負担が急激に増える可能性は小さい。

今後、金利が上昇すれば少なからず負担は増加するものの、雇用・所得環境の改善が見込まれる

ことや、住宅ローンの利子は所得控除されることから、この面から個人消費が大きく抑制されるリ

スクは小さいといえる。ただし、一方で金融機関の貸し出し姿勢厳格化や、借入コストの上昇を嫌

気して新規の借入需要が抑制され、貯蓄率の上昇を通じて個人消費は抑制されよう。

個人消費は、減税効果によって押し上げられた2004年前半のような高い伸びは予想し難いものの、

2004年末で終了予定であった家計部門に対する減税延長が決定されていることもあり、2005年以降

も年率＋３％程度の伸びが予想される。延長された減税も一部2005年末で終了するものがあるが、

減税の恒久化を目指すブッシュ政権、中間選挙を控えた議会が再延長する可能性が高いことから、

2006年の成長の足かせにはならないであろう。

●設備投資は企業収益の改善を背景に好調に推移しよう

企業部門では、2004年末の減価償却率引き下げの影響から、2005年初の設備投資拡大ペースの鈍

化が予想される。しかし、①これまでの堅調な成長による期待成長率の高まり、②キャッシュフロ

ーの拡大、③株価の上昇、④信用スプレッド（社債と国債の利回り格差）の縮小、⑤２万５千ドル

から10万ドルに拡大された中小企業の設備投資償却枠が2005年末で終了することに伴う駆け込みを



第一生命経済研レポート 2005.4

背景に、年後半にかけて拡大ペースを速めると見込まれる。2006年にも減税効果の剥落によって年

初に拡大ペース鈍化が見込まれるものの、企業業績の拡大、キャッシュフローの拡大等を背景に底

堅い展開が見込まれる。

●財政赤字は税収増ながら歳出抑制ができずに拡大する可能性

２月７日にブッシュ米大統領は2006会計年度（05年10月～06年９月）の予算教書を議会に提出し

た。2005会計年度の財政赤字額は、イラク・アフガニスタンでの駐留経費として2005年前半にも820

億ドル程度の補正予算が組まれるため、過去最悪を更新するのがほぼ確実な情勢となっている。こ

のような状況のもと、2006会計年度の予算教書は、国防重視のブッシュ政権の特徴を前面に出しつ

つも、国防・国土安全保障費以外の裁量的支出を0.7％削減するなど表面的には緊縮的にみえる内容

となっている。社会保障などを除いた歳出全体の伸びは、2005会計年度の前年度比＋3.9％から、2006

会計年度は同＋2.1％と米政府予想の物価上昇率である前年比＋2.3％を下回っており、実質マイナ

ス予算となっている。一方、対テロ戦争を継続するなかで国防費は前年度比＋4.8％、国土安全保障

費が同＋7.0％となっている。今回予算案が提出された2006会計年度は、景気拡大によって税収の増

加が見込まれるものの、駐留長期化が予想されているイラク・アフガニスタンでの駐留経費が含ま

れていない。また、2006年に中間選挙が実施されるため、選挙を控えた議員が歳出削減を含んだ予

算案の成立を拒む可能性が高い。さらに、2006年から始まるメディケア関連（高齢者医療保険）の

支出が、当初予想していた年間400億ドルから年間700億ドル程度に増加する可能性が高い。これら

のことを勘案すると、2006会計年度の政府見通しである3,900億ドルの赤字達成も危ういと考えられ

る。

以上のように、予算教書では表面上財政赤字が削減されるような見通しとなっているが、結果的

に財政赤字は高水準で推移する可能性が高い。

   

●国内需要の堅調を映じて経常赤字の拡大が続く公算

  輸出は2005年前半にかけて世界経済の成長鈍化で伸びが減速しよう。その後、海外景気の拡大ペ

ース加速に加え、これまでのドル安の効果も予想されるため、輸出は堅調に推移しよう。一方、上

述のように、国内需要は2005、2006年も堅調に推移すると予想されることから、価格要因よりも所

得要因の弾性値が高い輸入の高い伸びが見込まれる。この結果、純輸出は2007年１～３月期にかけ

てマイナス寄与が続く公算が大きい。

  また、経常赤字については、原油価格が１バレル＝50ドル、現状程度のドル実効レートで推移す

る前提で、国内需要の堅調を背景に2006年に7,000億ドルまで拡大、名目ＧＤＰに対する比率も５％

台後半で高止まりする公算が大きい。

●引き締め過ぎによる景気失速が最大のリスク

以上のように、2005年、2006年と安定成長が持続するなかで、双子の赤字は拡大傾向を辿ると予

想される。このため、資金流出懸念がくすぶりつづけ、金融市場での変動リスクとなろう。また、

最大のリスク要因としては、行き過ぎた利上げである。過去、金融政策は必ずと言っていいほど引

き締め過ぎてしまうことで景気を失速させている。特に、今回グリーンスパンＦＲＢ議長の任期が

2006年１月に終了するため、引き締め過程で後任のＦＲＢ議長に引き継ぐことになる。交代直後に、

後任のＦＲＢ議長やＦＯＭＣ参加者が市場から信任を得ようとして過度に引き締めを行い、景気を

失速させるリスクがある。

かつらはた　せいじ（主任エコノミスト）


