
けいざい・かわら版 
 より身近な経済に関する事象や出来事を平易に解説するコーナーです 

民間シンクタンクの経済見通し（2007 年５月） 

～景気減速は軽微との見方がコンセンサス～ 

経済調査部 新家 義貴 

         
（要旨） 
○ 実質ＧＤＰ成長率予測の平均値は、2007 年度が＋2.1％と前回（２月）から＋0.1％ポイントの

上方修正、2008 年度は＋2.3％と▲0.1％ポイントの下方修正となっている。修正幅は小幅であ

り、エコノミストの景気の見方には２月時点から大きな変更はない。 

○ 2007 年度については、ほとんどの機関で「年（年度）前半の景気減速と、年（年度）後半から

の持ち直し」が予想されているのだが、見込んでいる減速度合いや持ち直しテンポの想定は各社

様々だ。こうした差は主に、①輸出の減速、②生産の減速、③設備投資動向、④個人消費動向、

の４点についての見方の違いによってもたらされている。 

○ もっとも、①輸出の減速は緩やかで、②生産の減速も限定的なことに加え、③設備投資は底堅く、

④個人消費も失速は免れる、との理由から、景気減速は軽微なものにとどまるという見方が現時

点でのコンセンサスである。各機関の見通しに決定的な違いがあるわけではない。 

○ 2007 年（年度）後半には輸出の持ち直しやＩＴ調整の一巡が予想されることから、景気は再び

上向きになると予想されている。2008 年度についても景気の大幅な調整を見込む機関はなく、

景気回復の持続が予想されている。 

＊ なお予測については、2007 年５月公表の 2007 年１-３月期ＧＤＰ（１次速報）後の予測値（６

月６日現在）。６月公表の２次速報値を受けての予測値修正については反映していない。 
 

１．2007 年度が＋2.1％、2008 年度は＋

2.3％がコンセンサス 

民間調査機関27社の実質ＧＤＰ成長率予測

の平均値は、2007 年度が＋2.1％と前回（２月）

から＋0.1％ポイントの上方修正、2008 年度は

＋2.3％と▲0.1％ポイントの下方修正となっ

た。修正幅は小幅で、前回とほとんど変わっ

ていない。２月の予測公表以降、弱めの経済

指標も散見されたが、各社の公表資料を読む

限り、エコノミストの景況感には２月時点か

ら大きな変更はなかったようだ。両年度とも

潜在成長率と言われる１％台後半を上回る成

長となり、緩やかな景気回復が続くという見

方がコンセンサスである。なお、2007 年度の

ＧＤＰ見通しの内訳をみると、設備投資が平

均＋3.4％と、前回（＋4.6％）から▲1.2％ポ

イント下方修正された一方で、個人消費が＋

0.2％ポイント、輸出が＋1.0％ポイントの上

方修正となっている。設備投資については、

１-３月期ＧＤＰで前期比マイナスに転じた

ことや機械受注の弱さなどを反映したものと

思われる。消費と輸出については、それぞれ

１-３月期に予想以上の伸びになったことが

影響したようだ。 

 

２．減速の度合いの見方が分かれる 

2007 年度については、ほとんどの機関で「年

（年度）前半の景気減速と、年（年度）後半

からの持ち直し」が予想されているのだが、

見込んでいる減速度合いや持ち直しテンポの
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想定は各社様々だ。こうした差は主に、①輸

出の減速、②生産の減速、③設備投資動向、

④個人消費動向、の４点についての見方の違

いによってもたらされている。以下で順に違

いを述べていこう。 

 

(１) 輸出の減速 

輸出については、４-６月期に減速するとの

見方が大勢を占めている。１-３月期の米ＧＤ

Ｐが低い伸びにとどまったことに象徴される

ように、米国経済が減速していることが背景

にある。その中でも、輸出を弱く見込む機関

は、米国経済について他機関比で慎重な見通

しであることが多く、サブプライム問題によ

る下押しや設備投資の低迷などが強調されて

いる。また、足元で好調なアジア向け輸出に

関しても、最終消費地である米国が低迷すれ

ば悪影響は避けられないという見方がされて

いる。この結果、輸出の持ち直し時期は 10-12

月期や 08 年１-３月期にずれ込むと想定する

機関も複数見られた。 

一方で、輸出の減速は軽微にとどまると見

る機関も多い。米国向け輸出については減速

が避けられないものの、中国を中心とするア

ジア向けやＥＵ向け輸出が好調なことに加え、

新興国向け輸出も伸びていることなどが下支

えするとの意見が多い。また、米国経済に関

しても、良好な雇用・所得環境や株高等を背

景として個人消費の好調さが持続するとの見

方から、ソフトランディングが可能とされて

いる。また、足元までの円安が輸出を今後も

押し上げるとの指摘も多い。 

 

(２) 生産の減速 

１-３月期の鉱工業生産は、電子部品・デバ

イス生産の低迷や輸送用機械の反動減などを

理由に６四半期ぶりに前期比マイナスに転じ

るなど、減速感が強まっている。特に懸念さ

れているのがＩＴ部門の調整だ。2006 年まで

の生産増加のうちＩＴ部門の寄与はかなり大

きかったため、ＩＴ部門の減速は生産全体の

減速につながりやすい。実際、電子部品・デ

バイス在庫は足元でまだ高水準にあり、ＩＴ

部門の在庫調整懸念は払拭されていないとの

意見が多い。また、足元では対米自動車輸出

に減速の兆しが見られており、自動車生産に

下振れリスクがあることも一部で指摘されて

いる。こうした製造業部門の減速を主因とし

て、2007 年（年度）前半は景気の踊り場ある

いは景気後退局面になると認識している機関

も多い。 

一方で、生産調整圧力は軽微なものにとど

まるとの見方も有力だ。確かにＩＴ部門では

在庫が積みあがっているものの、その他の分

野では在庫は低水準にあることから、鉱工業

全体でみれば調整圧力は限定的との意見が多

い。また、デジタル家電等を中心にＩＴ部門

に対する需要は引き続き非常に旺盛であり、

足元での在庫増加には前向きな在庫積み増し

の面もあるとの指摘もみられた。生産予測指

数が強めであることもあって、４-６月期には

鉱工業生産は再び前期比プラスに転じるとの

見方が多く、先行き落ち込んでいく姿は想定

されていないようだ。その後については、輸

出の持ち直しに伴って、７-９月期もしくは

10-12 月期には生産も回復基調を強めていく

との見方が多い。 

 

(３) 設備投資の動向 

設備投資については下方修正を行った機関

が多く、平均では＋3.4％と、前回（＋4.6％）

から▲1.2％ポイントの下方修正となってい

る。１-３月期のＧＤＰベース設備投資（１次

速報値）が前期比▲0.9％と５四半期ぶりにマ

イナスに転じたことや、４-６月期の機械受注

見通しが前期比▲11.8％と急減したことなど

が背景にあるとみられる。足元の生産減速や

海外経済の不透明感の高まり等を背景に、企

業が投資に対して一時的に慎重になっている

との指摘が多い。設備投資について相対的に

弱気にみる機関では、当面、投資は低調に推

移し、景気減速の一因になるとされている。 

もっとも、設備投資の腰折れを想定する機

関はほとんどない。日銀短観の設備投資計画
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において、非製造業を中心として３月調査と

してはかなり強めの計画となっていることが

指摘されている。機械受注の４-６月期見通し

の弱さについては、毎年４-６月期は見通しが

下振れし易い傾向があるとの意見が目立った

ほか、１-３月期の設備投資停滞についても、

と、減価償却制度変更の影響で投資が先送り

されたとの指摘もあった。全体としてみれば、

設備投資は先行き若干の減速は予想されるも

のの、基本的には底堅く推移するとの見方が

多い。 

 

(４) 個人消費の動向 

個人消費についてもトーンの違いがみられ

る。消費に対して比較的弱気な見方をする機

関は、賃金の弱さを強調する傾向がある。企

業の人件費抑制姿勢は非常に強いことから足

元で一人当たり賃金は低迷を続けており、こ

のことが消費回復を阻害するとの見方だ。ま

た、１-３月期の消費は国から地方への税源移

譲に伴う一時的な所得税負担減という特殊要

因によって押し上げられており、消費の高い

伸びは持続可能ではないとの指摘も多かった。

こうした個人消費の鈍化を主因に４-６月期

のＧＤＰは潜在成長率以下にまで減速すると

予想する機関も多い。 

一方、一人当たり賃金は確かにほとんど伸

びていないが、雇用者数の伸びを考慮すれば

所得は緩やかに増加しているとの意見がある

ほか、足元における労働需給の引き締まり度

合いから判断すれば賃金上昇率は今後高まる

可能性が高く、家計への回復の波及も徐々に

進んでくる結果、消費は緩やかに回復を続け

ていくとの見方も多かった。また、一人当た

り賃金の低迷には団塊世代の退職等による年

齢構成要因の影響が大きいとの指摘があるほ

か、企業業績の改善が配当増加や株価上昇を

通じて家計部門に波及するとの意見もあった。 

このように、①輸出の減速、②生産の減速、

③設備投資動向、④個人消費動向、の４点に

ついては見方が若干分かれた。景気に対して

相対的に弱気な見方をするいくつかの機関は、

こうした点について下押し材料を強調し、景

気は停滞感を強め、踊り場もしくは後退局面

になる（既になっている）と主張する。特に、

米国経済や設備投資動向について慎重な見方

をしている機関は、日本景気の減速度合いも

必然的に大きく見込む傾向がある。 

もっとも、こうした見方は多数派というわ

けではない。①輸出の減速は緩やかで、②生

産の減速も限定的なことに加え、③設備投資

は底堅く、④個人消費も失速は免れる、との

理由から、景気減速は軽微なものにとどまる

という見方が現時点でのコンセンサスであり、

2007 年７-９月もしくは 10-12 月期には、海外

経済の持ち直しやＩＴ部門の在庫調整の終了

などを背景に景気は回復感を強めてくるとさ

れている。なお、相対的に弱気な機関につい

ても、景気が後退局面入りするとまでみる機

関はほとんどない。また、景気後退を見込む

機関においても、深刻な調整を見込んではい

ないことが強調されている。結局、あくまで

程度問題であり、各機関の見通しに決定的な

違いがあるわけではない。 

 

３．2008 年度も景気回復持続 

2008 年度の実質ＧＤＰ成長率予測の平均値

は＋2.3％となっている。27 社中 26 社が２％

を上回る成長を見込んでおり、2008 年度も景

気回復が持続すると予想する機関がほとんど

だ。2007 年後半（あるいは年度後半）以降に

は海外経済が持ち直すことに加え、北京五輪

に向けた需要増が見込めるとの指摘が多く、

2008 年前半は景気モメンタムが上向いていく

との見方がコンセンサスである。2007 年度前

半に減速する設備投資が景況感の改善から持

ち直すほか、個人消費についても、労働需給

の改善が進む結果として賃金上昇率が徐々に

高まってくることから緩やかに増加するとの

見方が多い。 

なお、2009 年４月に消費税引き上げを想定

する機関では、個人消費や住宅投資の駆け込

み需要が 2008 年度後半に発生することから、

2008 年度の成長を高めにみる傾向があること
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には注意が必要である。 

 

４．物価見通しは下方修正 

消費者物価指数（生鮮食品除く総合）予測

の平均値は、2007 年度が前年度比＋0.1％（２

月時点予測＋0.2％）、20  08 年度が同＋0.5％

（２月時点予測＋0.6％）と、それぞれ下方修

正されている。足元における物価の予想以上

の低迷を反映したものとみられる。 

消費者物価は当面マイナス圏での推移が続

く可能性が高まっているとの見方が多い。足

元の原油価格は一時に比べて持ち直している

が、昨年の価格上昇率が大きかったことから、

前年比でみればむしろ石油製品価格のマイナ

ス幅は拡大する可能性が高い。また、石油製

品以外の品目についても上昇圧力は非常に弱

く、物価を大きく押し上げる要因にはならな

いとの意見が多い。2007 年７-９月期までは、

消費者物価指数は小幅マイナスが続くという

見方がコンセンサスである。その後、2007 年

10-12月期～2008年１-３月期頃にようやくマ

イナス圏から脱し、その後は緩やかに上昇し

ていくとの見通しとなっている。 

ＧＤＰデフレーターについても下方修正さ

れており、結果として名目ＧＤＰも２月時点

での見通しから下方修正されている。２月時

点での見通しでは、2007 年度には名目ＧＤＰ

の伸びが実質ＧＤＰの伸びを上回るとみる機

関が大半だったのだが、今回、名目ＧＤＰ見

通しが下方修正された結果、ＧＤＰデフレー

ターのプラス転化は2008年度にずれ込むとみ

る機関もかなり存在する。 

 

 

民間調査機関の経済見通し集計値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【2007年度】 （％）
実質GDP 名目GDP 鉱工業 ＣＰＩ 米国

個人消費 設備投資 輸出 生産 （コア） ＧＤＰ

平均 2.1 1.8 3.4 6.3 2.1 2.4 0.1 2.1

最大 3.2 2.6 6.4 8.6 3.3 4.1 0.3 2.5

最小 1.5 1.2 0.7 4.4 1.4 0.7 ▲ 0.1 1.8

第一生命経済研究所 2.3 1.8 4.0 7.6 2.3 2.4 0.0 2.3

 
 
 
 
（出所）各社公表資料より第一生命経済研究所集計 

（注）2007 年５月公表の 2007 年１-３月期ＧＤＰ（１次速報）後の予測値集計（６月６日現在 27 機関）。６月 11 日公表の２次速報値を受

けての予測値修正については反映していない。そのため、各予測機関の最新の見通しとは数値が異なる場合がある。 

【2008年度】 （％）
実質GDP 名目GDP 鉱工業 ＣＰＩ 米国

個人消費 設備投資 輸出 生産 （コア） ＧＤＰ
平均 2.3 2.1 5.1 6.2 2.7 3.6 0.5 2.9
最大 2.8 2.7 8.7 8.7 3.3 5.0 0.9 3.3
最小 1.4 1.3 0.6 3.4 1.6 0.9 0.1 2.3
第一生命経済研究所 2.7 2.4 6.3 7.0 3.0 3.7 0.4 3.1

 

しんけ よしき(主任エコノミスト) 
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