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　2004 年 10-12 月期のイギリス実質ＧＤＰ成長率（推計値）は、前期比＋0.7％と市場予想

（同＋0.5％）を上回り、前期から成長ペースが加速した。10－12 月期の各種経済指標では

強弱入り交じった状態であっただけに、成長ペースが加速したことをうけ、若干のサプラ

イズとなった。

　ＧＤＰの項目別詳細は未発表であるため、以下では公表されている月次統計から足元の

需要別の動向を推測し、成長の牽引役を見出したい。まず、個人消費については、10－12

月期の小売売上数量が季節調整済前期比＋0.6％であったことから、成長率の押し上げ要因

となった可能性が高い。消費動向に関わり合いが深い雇用環境が依然として改善傾向を辿

っていることが支出増加に繋がっている。同期の失業率は政府統計局が公表しているベー

スでは 2.7％、国際労働機関（ＩＬＯ）ベースでも 4.7％と、歴史的低水準となっており、

消費の拡大を支える要因となっている。ただし、同数量の伸び率は７－９月期（同＋1.1％）

の半分程度であったことから、押し上げ寄与は僅かにとどまり、成長ペースを加速させた

７７７７----９月期と比９月期と比９月期と比９月期と比
べて成長ペースべて成長ペースべて成長ペースべて成長ペース
が加速が加速が加速が加速

　　　イギリスＧＤＰ成長率（前期比）
実質ＧＤＰ 名目ＧＤＰ ﾃﾞﾌﾚｰﾀ

個人消費 政府支出 固定資本 在庫投資 純輸出 内需
投資 企業 政府 住宅 輸出 輸入 （寄与度）

00 ＋3.9 ＋4.6 ＋2.3 ＋3.6 ＋4.6 ＋6.3 ＋0.4 (▲ 0.1) (▲ 0.1) ＋9.4 ＋9.1 ＋4.0 ＋5.2 ＋1.3
01 ＋2.3 ＋2.9 ＋2.6 ＋2.6 ＋1.9 ＋15.6 ＋1.0 (＋0.1) (▲ 0.7) ＋2.9 ＋4.9 ＋3.0 ＋4.6 ＋2.2
02 ＋1.8 ＋3.3 ＋3.8 ＋2.7 ＋0.6 ＋5.6 ＋7.7 (▲ 59.4) (▲ 1.2) ＋0.1 ＋4.1 ＋3.0 ＋5.0 ＋3.2
03 ＋2.2 ＋2.3 ＋3.5 ＋2.2 ▲ 1.2 ＋24.1 ＋9.0 (▲ 1.8) (▲ 0.3) ＋0.9 ＋1.8 ＋2.5 ＋5.5 ＋3.2

02/1Q ＋0.3 ＋0.6 ＋2.3 ＋0.7 ＋1.1 ＋4.9 ＋0.4 (▲ 0.2) (▲ 0.4) ＋0.5 ＋1.9 ＋0.8 ＋1.7 ＋0.5
02/2Q ＋0.4 ＋0.9 ▲ 1.3 ＋2.5 ＋1.5 ▲ 7.1 ＋5.8 (▲ 0.6) (＋0.3) ＋4.6 ＋3.2 ＋0.1 ＋1.4 ＋1.1
02/3Q ＋0.9 ＋0.6 ＋1.0 ＋1.9 ＋0.0 ＋8.5 ＋4.9 (＋0.5) (▲ 0.5) ▲ 1.4 ＋0.4 ＋1.4 ＋1.9 ＋1.0
02/4Q ＋0.3 ＋0.9 ＋0.4 ＋1.5 ＋3.3 ▲ 8.5 ＋3.4 (＋0.3) (▲ 0.9) ▲ 4.8 ▲ 1.3 ＋1.2 ＋0.7 ＋0.3
03/1Q ＋0.4 ▲ 0.2 ＋1.1 ▲ 2.0 ▲ 6.3 ＋28.1 ▲ 1.0 (＋0.1) (＋0.6) ＋5.3 ＋2.5 ▲ 0.2 ＋1.5 ＋1.1
03/2Q ＋0.4 ＋0.9 ＋0.7 ＋1.2 ＋3.0 ▲ 4.2 ＋3.7 (▲ 0.9) (＋0.3) ▲ 2.2 ▲ 2.9 ＋0.1 ＋0.8 ＋0.5
03/3Q ＋0.9 ＋0.9 ＋1.6 ＋0.5 ＋0.0 ＋7.6 ＋0.7 (＋0.4) (▲ 0.5) ▲ 0.1 ＋1.6 ＋1.4 ＋2.2 ＋1.3
03/4Q ＋1.0 ＋0.5 ＋2.1 ＋1.7 ＋1.5 ＋3.1 ＋1.6 (＋0.1) (▲ 0.1) ＋3.0 ＋3.0 ＋1.1 ＋1.0 ▲ 0.0
04/1Q ＋0.7 ＋1.2 ＋0.8 ＋2.8 ＋1.5 ＋2.6 ＋8.7 (▲ 0.3) (▲ 0.5) ▲ 1.7 ＋0.1 ＋1.2 ＋1.1 ＋0.3
04/2Q ＋0.9 ＋0.7 ＋0.5 ＋1.1 ＋1.3 ＋1.3 ▲ 2.1 (＋0.1) (＋0.1) ＋1.9 ＋1.3 ＋0.8 ＋1.3 ＋0.5
04/3Q ＋0.5 ＋0.6 ＋1.4 ＋0.6 ＋1.0 ＋4.9 ▲ 2.0 (▲ 0.1) (▲ 0.2) ＋0.7 ＋1.3 ＋0.7 ＋1.1 ＋0.6
04/4Q ＋0.7

(出所）UK　国家統計局、データストリーム　（注）在庫、純輸出は前期比寄与度

イギリス雇用環境
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要因とは考えられない。個人消費

が前期比＋１％程度で拡大してい

た 2003～2004 年にかけての時期と

足元では、個人消費を取り巻く環

境が幾分か違っている。その一つ

として住宅価格の動向が挙げられ

よう。2003～2004 年初の住宅価格

は３ヵ月前対比で伸びが加速して

いたが、足元はイギリス中央銀行

（以下ＢＯＥ）によって実施され

た利上げの効果により伸びが鈍化している。住宅価格の高騰がもたらす資産効果が剥落し

た現状では、個人消費が景気を力強く牽引することを期待しにくいと言えよう。

  次に外需については、成長に対して下押し要因となったと考えられる。輸入が個人消費の

伸び悩みをうけて伸びを鈍化させたものの、輸出が世界的な成長ペース鈍化の影響で輸入以

上に急激にブレーキがかかった可能性が高いからだ。10－11 月平均の７－９月期対比でみ

ると、実質輸出（名目の通関輸出を輸出物価でデフレート）は前期比＋0.2％、実質輸入（実

質輸出と同じやり方でデフレート）が同＋0.5％となり、外需寄与のマイナスを示唆してい

る。

  月次指標で確認できる以上の状況を踏まえると、10－12 月期の成長率を加速させた要因

として考えられるのは、「固定資本投資」と「政府支出」となる。ＢＯＥの利上げの影響な

どもあり、同期の住宅ローン申請件数が前期比▲13.8％となっていることから、住宅投資は

マイナスの伸びとなった公算が大きい。一方、長期間に渡って景気が回復基調を辿っている

イギリス経済では、企業の期待成長率が設備投資意欲をもたらすに充分な水準にあると想定

され、企業の投資は引き続き増加していると思われれる。この結果、民間投資はに関しては

成長に対してプラスとマイナスのどちらに寄与したか定かではないが、少なくとも成長を加

速させた要因ではなさそうだ。そうなると、政府の投資と政府支出のいわゆる公的支出が大

幅に増えた可能性が指摘できよう。財政赤字に苦しみ公的支出を削減する国が世界的に多い

なかで、イギリスは拡張的な財政スタンスをとっている数少ない国である。従って、この消

去法的な類推はあながち見当違いではないと考えられる。

  10－12 月の経済成長率が７－９月期から加速したことをうけて、近々利上げが実施され

ると指摘する声がある。12 月の消費者物価指数で確認されたように、足元のインフレ率の

上昇テンポが急ピッチであることも利上げを主張する材料となっている。

  ただ、ここで忘れてはならないのは、足元のイギリス経済の成長に公的部門の支出増加も

大きな役割を果たしている可能性がある点だ。このことは、2004 年８月まで段階的に実施

してきた利上げの引き締め効果を実体経済が消化できているか（利上げが過度に民間部門の

成長を抑制していないか）、いまだに明確な判断が下しにくい状況であることに繋がってく

る。ここ数年、慎重な舵取りをもって長期の景気回復局面を演出してきたＢＯＥのスタンス

を勘案すると、個人消費を中心に民間部門が堅調に推移していることが明確な形で確認され、

更なる利上げがオーバーキルに結びつかないと決断できる状況になるまでは、政策金利を据

え置くことが予想される。

以上
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イギリス　住宅価格（３ヶ月前比）
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