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Ⅱ．米国経済見通し ～ねじれ議会で強まる緊縮財政が成長を抑制～ 

経済調査部 桂畑 誠治 

 

(要旨) 

○米国の 2012年実質ＧＤＰ成長率は、緊縮財政の強化、世界経済の減速等を背景に、前年比＋2.2％

（８月予測同＋2.2％）、13 年は同＋1.5％（８月予測同＋1.9％）、14 年は同＋2.3％と緩やかな

成長にとどまると予想。ねじれ議会が続くことになったため、減税の延長、歳出削減の先送りされ

る項目が前回見通し時の想定よりも少なくなるとみられ、13年の成長率見通しを下方修正した。 

○12 年 10－12 月期は、金融緩和・緩和期待による株高や低金利、新興国経済の持ち直しのほか、住

宅市場の回復等が見込まれる。一方で、ハリケーン「サンディ」襲来による北東部を中心とした経

済活動の打撃のほか、財政の崖など政策の先行き不透明感を背景とした企業マインドの悪化による

投資の先送りによって、緩やかな成長ペースにとどまったと予想される。 

○今回、現時点で最も蓋然性が高いと考えられる以下のような想定により成長率予測を行った。減税

の終了や歳出削減などが同時期に実施される「財政の崖」は、放置すれば景気後退に陥るため、一

部延長が決まる。対象はブッシュ減税、投資減税などで、景気に配慮し段階的に延長される。一方、

給与減税が終了し、11年予算管理法による年間 1,100億ドル程度の自動歳出削減は少なくとも２年

間続く。以上のようなシナリオのもと、景気は増税、歳出削減が開始される 13 年初に大幅減速す

るものの、「財政の崖」への不透明感の払拭、金融緩和強化の継続、世界経済の持ち直しなどを背

景に 13 年半ば以降成長ペースは徐々に加速しよう。14 年後半には中間選挙を前にブッシュ減税な

どの延長問題が再燃し、成長ペースは抑制されよう。 

○ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）は、ＱＥ３（量的緩和第３弾）として毎月 400億ドルのＭＢＳ（住

宅ローン担保証券）の購入を無期限で実施している。また、「少なくとも 15 年半ばまで」とする

時間軸政策の強化のほか、オペレーションツイスト（保有国債の平均償還年限の長期化）などを実

施している。緊縮財政により低成長が予想される中、ＦＲＢは経済成長を支援するため 13 年はＭ

ＢＳや国債の購入を継続し、14年に成長ペースの加速を受けバランスシートの拡大を停止しよう。 

○予測の下振れリスクは、急激な財政緊縮となる「財政の崖」への対応の遅れ、欧州債務問題による

欧州経済の一段の下振れなどが挙げられる。一方、上振れリスクは全ての減税策の延長、自動的な

歳出削減の回避、世界経済の再加速により輸出や生産活動が想定以上となる可能性が挙げられる。 

 
 

１．低成長が続く公算 

実質ＧＤＰ成長率は、2012年については、「財

政の崖」への懸念、欧州債務問題の長期化など

による世界経済の減速のほか、緊縮財政等を背

景に、前年比＋2.2％(８月予測同＋2.2％)成長

にとどまると見込まれる。ねじれ議会の継続を

受け、「財政の崖」など緊縮財政の規模が大き

くなるとみられ、13年の実質ＧＤＰ成長率は前 

 

年比＋1.5％と前回の同＋1.9％から下方修正し

た。14年はねじれ議会による政策の停滞で緊縮

財政が継続することで同＋2.3％にとどまろう。 

 

２.７－９月期も国内最終需要は脆弱 

12年７－９月期の実質ＧＤＰ成長率（改定値）

は、前期比年率＋2.7％（４－６月期同＋1.3％）

と加速した。財政の崖、欧州債務問題などによ
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る先行き不透明感を背景に設備投資が減少に転

じたほか、個人消費が鈍化した。一方、住宅投

資は、低金利などを背景とした住宅販売の持ち

直しや着工の抑制によって、在庫率が低下した

影響もあり、増加ペースを速めた。また、政府

支出は９四半期ぶりに増加した。この結果、国

内需要の基調を示す実質国内最終需要は前期比

年率＋1.7％（４－６月期同＋1.4％）と小幅加

速したが、前期比年率＋２％を下回っており米

経済の力強さに欠ける状態に変化はみられない。 

 

３．ハリケーン「サンディ」で落ち込み  

12年10－12月期には、10月末に襲来したハリ

ケーン「サンディ」の影響により、一時的に消

費や生産活動が抑制された。また、ねじれ議会

の継続によって減税の終了、増税や大規模な歳

出削減の開始が13年に集中する「財政の崖

（Fiscal cliff）」や、法定債務上限に達する

とみられる米連邦政府の債務残高の行方に対し

て不透明感が強まった。このような先行き不透

明な状況は経営者マインドに悪影響を与え、投

資、新規採用が抑制された。 

個人消費は、金融緩和・緩和期待による株価

の安定等が続くものの、低成長により雇用・所

得の改善が限られたものとなることから、緩や

かな増加にとどまったと予測される。また、住

宅投資は、販売の増加、在庫率の低下を背景に

高い伸びを維持するが、前期の高い伸びの反動

もあり小幅鈍化したとみられる。さらに、ねじ

れ議会による共和党主導での歳出抑制、財政悪

化に伴う州・地方政府の支出削減などによって、

政府支出は抑制されたと見込まれる。以上より、

10－12月期の実質ＧＤＰ成長率は前期比年率＋

1.7％に減速したと予想される。 

 

４．13、14年は緊縮財政の強化で成長抑制 

13年以降の経済成長に大きな影響を及ぼす要

因の一つである「財政の崖」に関しては、前回

見通しではリスクシナリオとしていた“ねじれ

議会の継続”が現実のものとなったことから、

「財政の崖」への対応のシナリオを変更した。 

執筆時（12月７日時点）では、民主党と共和

党のそれぞれの主張の相違点は大きく、財政の

崖の行方は不透明なままであるため、オバマ大

統領や議会指導部の発言等から、執筆時で最も

蓋然性の高いシナリオに基づき成長率予測を行

った。前回予測時に、延長を前提としていた給

与減税の終了のほか、13年後半の停止を見込ん

でいた自動歳出削減プログラムの13年後半以降

の継続をメインシナリオとした。これにより、

13年の実質ＧＤＰ成長率を下方修正した。 

両党の意見の相違から、中長期の財政・税制

改革で早期に妥結することには困難が伴う。こ

のため、新しい議会が召集されるまでの落選し

た議員も出席する通称「レームダック議会」期

間中に、景気後退の回避を目的に民主党指導部

と共和党指導部が、少なくともブッシュ減税や

投資減税の失効、緊急失業保険給付の終了を３

ヵ月程度延長する、と想定した。背景としては、 

１）ブッシュ減税が終了すると、富裕層だけで

なく中間層も増税され、景気への悪影響が大き

くなるため、民主党が中間所得層への減税継続

を重視し富裕層を含む減税の延長を受け入れる。 

２）投資減税は、法人税率の引き下げなどを含

む税制改革の早期策定は困難なため、縮小して

いる設備投資の回復・拡大を目的に延長。 

３）緊急失業保険の給付措置は終了すると生活

に与える影響が大きく政治的に終了できない。 

この部分的な延長によって「財政の崖」の悪

影響が緩和され、12年選挙で当選した議員が参

加する新しい議会とオバマ大統領がその後の対

応を行う。新しい議会でも、早期に税制改革案

や財政改革案の策定を行うことは困難とみられ、

部分的に延長した減税などの１、２年延長にと

どまると予想した。 

自動歳出削減プログラムは、これを停止する

ための長期の財政赤字削減計画策定を早期に行

うことは困難なため、13年１月の開始を前提と

した。さらに、これを停止するためには10年間

の財政赤字削減計画を策定する必要があるが、

富裕層への増税を主張する民主党と税率引き上

げに反対する下院共和党が財源で合意すること

は困難とみられ、1.2兆ドル規模の財政赤字削減

策を策定できず、自動歳出削減は13、14年の２
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米国経済成長率予測表(前年比)   

（％）
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

2009 ▲2.2 ▲3.1 (▲4.1) ▲1.9 ▲18.1 ▲22.4 (▲0.8) (1.1) ▲9.1 ▲13.5 3.7
2010 3.8 2.4 (2.9) 1.8 0.7 ▲3.7 (1.5) (▲0.5) 11.1 12.5 0.6
2011 4.0 1.8 (1.7) 2.5 8.6 ▲1.4 (▲0.2) (0.1) 6.7 4.8 ▲3.1
2012 4.1 2.2 (2.2) 1.8 6.9 11.8 (0.2) (0.0) 3.7 2.9 ▲1.2
2013 3.7 1.5 (1.1) 1.9 2.4 7.1 (0.1) (0.3) 5.2 2.4 ▲4.4
2014 4.4 2.3 (2.4) 2.6 6.9 4.3 (0.0) (▲0.2) 9.0 8.6 ▲1.7

予測  
     

 

 

 

年間継続する可能性が高い。13年、14年を通じ

て緊縮財政が成長を抑制する公算が大きい。 

法定債務上限の引き上げは、財政赤字削減計

画が策定できない場合でも、自動歳出削減の開

始を受け13年１－３月期に下院共和党は同額分

の債務上限の引き上げに賛成するとみられる。 

部分的な延長が行われた場合の実質ＧＤＰ成

長率への影響をみると、13年に約3,670億ドルの

緊縮財政となり、13年のＧＤＰ成長率は1.56％

押し下げられる。内訳をみると、個人消費は、

給与減税、医療保険制度改革に伴う増税の終了

によって、ＧＤＰを0.87％押し下げよう。政府

支出は自動歳出削減等によりＧＤＰを1.11％押

し下げられると試算される。一方、需要縮小に

よる純輸出の赤字額減少によって、ＧＤＰを

0.42％押し上げ、13年の実質ＧＤＰ成長率は＋

1.5％に減速すると予想される。「財政の崖」か

ら一気に落ちることは回避されても、長期の財

政赤字削減策の策定ができずに、自動歳出削減、

あるいは大幅な歳出削減の継続によって、低い

成長率が続く公算が大きい。 

特に13年前半は、ハリケーン「サンディ」被

害の復興・復旧による下支えが期待されるもの

の、自動歳出削減プログラムなどが開始される

ため、実質ＧＤＰ成長率は大幅に減速すると見

込まれる。このような状況の中で、ＦＲＢは金

融緩和を強化すると予想されるほか、新興国を

中心に金融緩和や財政支出の拡大などを背景に

世界経済の拡大ペースが速まり、13年後半以降

に米国の成長ペースは徐々に加速すると見込ま

れる。しかし、14年後半には14年11月の中間選

挙を控え、「続・財政の崖」懸念が再び高まり、

雇用、投資が鈍化し成長率は抑制されると見込

まれる。 

５．ＦＲＢは量的緩和を継続する見込み 

ＦＲＢは、経済成長をさらに強め、雇用の回

復を速めるために、ＭＢＳを月400億ドルのペー

スで、労働市場の見通しが著しく改善するまで

無期限に購入するＱＥ３を継続している。また、

事実上のゼロ金利政策の維持とともに、少なく

とも15年半ばまでは異例な低水準のＦＦ金利を

正当化するとした時間軸政策を行っている。さ

らに、償還期限を迎えたＧＳＥ（政府支援企業）

債、ＭＢＳのＭＢＳへの再投資や、償還を迎え

た米財務省証券の再投資を継続している。 

ＦＲＢは労働市場の見通しが大幅に改善しな

い場合、物価安定に沿った形で状況が改善する

までＭＢＳ購入を継続するほか、追加の資産購

入を実施、必要に応じ他の政策手段を導入する

方針である。ＦＲＢは成長ペースの加速、失業

率の低下を促すため、ＭＢＳの購入継続のほか、

13年初から国債購入などを行う公算が大きい。 

 

６．下振れ要因は急激な緊縮財政など 

今後もリスク要因は多数ある。下振れリスク

は、①財政の崖への対応失敗、②欧州経済の一

段の下振れ、③新興国経済の減速長期化、④エ

ネルギー・原材料価格の急騰などが挙げられる。

これらのリスクが顕在化すれば、今後２、３年

にわたり停滞感の強い状況が続く可能性がある。

一方、上振れ要因は、①追加の財政赤字削減策

の合意による自動的な歳出削減の回避、②追加

の金融緩和や欧州債務問題の進展等による株高

を背景にした消費の加速などが挙げられる。ま

た、③アジアや新興国の回復ペースの一段の加

速によって、米輸出や生産活動が想定以上とな

る可能性も挙げられる。 

  かつらはた せいじ（主任エコノミスト）  

（備考）米商務省により作成、予測は第一生命経済研究所、カッコ内は寄与度 

 


