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要旨  

● 2005 年 10－12 月期のユーロ圏実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.3％となり、前期の同＋0.7％から

鈍化した。もっとも、足元では製造業受注の増加や企業景況感・消費者マインドの改善といった

今後の景気拡大を示す指標が多く確認されることから、10-12 月期の減速は一時的なものである

と判断して良いだろう。 

● 今回の景気回復局面においてユーロ圏経済の牽引役となっているのは企業部門である。旺盛な海

外需要が生産を押し上げているほか、輸出の増加による生産活動の拡大を受けて、設備投資も堅

調に推移している。また、好調な業績や株価上昇等を背景に企業家のマインドも過去 高水準に

ある。 

● 企業活動の活況や経営者の景況感の改善を背景に、2005 年に入ってから失業率は低下傾向にあ

る。ただ、所得環境については実質賃金上昇率の下落傾向が続いており、個人消費の抑制要因と

なっている。 

● 先行きを見ると、今後も海外経済が堅調に推移することから輸出は拡大が続こう。2006 年半ばに

なると循環的な要因から米国経済の伸びが鈍化するが、エマージング市場では高い成長率が持続

するため、輸出が失速するまでには至らない。また、企業部門の継続的な拡大は雇用者増加にも

波及すると考えられる。もっとも、目立った賃金上昇が見込めないことからマクロ所得の伸びは

限定的なものに留まる。ドイツで付加価値税（ＶＡＴ）が 2007 年１月に 16％から 19％へ引き上

げられる影響から個人消費は 2005 年後半に駆け込み需要で若干盛り上がりを見せようが、2007

年入り後は逆に反動減が見込まれる。2006 年に＋2.1％まで加速した実質ＧＤＰ成長率は 2007 年

には再度鈍化し、＋1.9％まで減速すると予想した。 

● ＥＣＢは３月２日の会合で政策金利を 25bp 引き上げた。声明文では物価安定に対して懸念を強

めていることから、景気回復に合わせて６月に再度利上げする可能性が高まったと判断できる。

ただし①2006 年後半になると成長率が頭打ちになること、②今後も家計部門では力強い改善が見

られない中で、ユーロ圏経済の回復力は緩やかなものにとどまると考えられること、③賃金アッ

プを通じた２次的な物価上昇圧力が乏しく、ユーロ圏の消費者物価が２％を大幅に越えて推移す

る可能性が低いこと、等を勘案すると、その後は追加的な利上げは行われず、金利は 2.75％で様

子見が続く可能性が大きい。 

 

●足元の景気状況  

2005 年 10－12 月期のユーロ圏実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.3％となり、前期の同＋0.7％（改定

により同＋0.6％から上方修正）から鈍化した。国別ではオランダやベルギーで加速したほか、スペイ

ンも同＋0.9％と高い成長率を維持したものの、ユーロ圏ＧＤＰの約３割を占めるドイツが同横ばい

（前期：同＋0.6％）、約２割のフランスが同＋0.2％（同＋0.7％）と大幅に鈍化した影響が大きかっ

た。 

需要項目別の内訳を見ると、個人消費が同▲0.2％と 2001 年 10-12 月期以来のマイナス成長となっ
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たのを筆頭に、政府消費、固定資本投資などが軒並み鈍化した。また、輸出の伸び以上に輸入が増加

したことから、外需寄与はマイナスとなるなど、内外需ともに振るわない結果となった。ただし、足

元では製造業受注の増加や企業景況感・消費者マインドの改善といった今後の景気拡大を示す指標が

多く確認されることから、10-12 月期の減速は一時的なものであると判断して良いだろう。 

  

●企業部門 ～海外需要の拡大を背景に、今後も明るい見通し～  

今回の景気回復局面において、ユーロ圏経済の牽引役となっているのは企業部門である。10-12 月

期の鉱工業生産（除く建設）は前期比横ばいに鈍化したが、サーベイデータでは製造業ＰＭＩが８ヶ

月連続で拡大・縮小の別れ目となる 50 を上回っていることに加え、指数の水準も上昇の一途を辿って

いることから、生産活動の拡大は続いていると判断できよう（図１）。今後についても、10-12 月の鉱

工業新規受注が前期比＋5.3％と 97 年 4-6 月期以来の高い伸びを記録していることや、生産の抑制要

因となり得る在庫は依然として低水準であることから、先行きの生産活動も順調な拡大が見込まれる

（図２）。また、特殊要因ではあるが中国やインドによるエアバスの大型受注（12 月に中国が約 100

億ドル、２月にインドが約 20 億ドルの購入契約に調印している）も今後の生産活動を後押しする材料

となろう。 

 

図１  ユーロ圏ＰＭＩの推移      図２ユーロ圏受注在庫バランス（ＰＭＩより作成） 
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内需の回復力が強くない中で、生産を牽引しているのは旺盛な海外需要である。図３によると、世

界経済を先導する米国や英国などの先進国に加えて、高成長が続く中国や東欧などのエマージング地

域、オイルマネーの流入で輸入が増加している産油国など、世界各国の需要拡大がユーロ圏の輸出を

押し上げている。また、2004 年初頭から続いたユーロ安により域外での輸出競争力が高まっているこ

とも、海外受注の伸びを後押しする要因となっている。 

輸出の増加による生産活動の拡大を受けて、域内

では設備投資も堅調に推移している。実際、ドイツ

の 2005 年の実質設備投資は前年比＋4.4％とＩＴバ

ブルで盛り上がった 2000 年以来の高い伸びを記録

したほか、フランスの実質固定資本投資（非金融企

業）も同＋3.7％と好調だ。今後についても、設備稼

働率が上向いていること、ドイツの建設受注が増加

傾向にあることなどを勘案すると、生産の増加に伴

って設備投資も堅調に推移しよう（図４）。また、好

調な業績や株価上昇等を背景に企業家のマインドが

過去 高水準にあることも、企業が投資活動を行う

 図３ ユーロ圏地域別輸出の推移（前年比）
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上で追い風となろう。海外受注が好調なドイツのＩｆｏ景況感指数は 103.3 と 91 年以来の高水準で推

移しており、企業家が楽観的な見方を強めている様子が窺える（図５）。 

 

図４  ドイツ建設受注（前年比、３ヶ月平均）    図５ 各国別企業景況感 
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●家計部門 ～失業率低下も浮揚感のない賃金上昇率が消費を抑制～ 

企業活動の活況や経営者の景況感の改善を背景に、2005 年に入ってから失業率は低下傾向にある

（図６）。雇用者増を牽引しているのはサービス業が中心であるが、製造業においてもＰＭＩの雇用指

数が 50 を超える月も見られるなど、景気拡大の恩恵は幅広い業種に波及し始めているようだ。ただし

所得環境については、明確な改善が見られていない。７-９月期の一人当たり報酬は前年比＋1.6％と

前期（同＋1.5％）より僅かに加速したものの、この間の消費者物価上昇率が同＋2.0％を超えて推移

していたことから、実質賃金上昇率では依然としてマイナスの状態が続いている（図７）。10-12 月の

ユーロ圏小売売上高（数量）は前期比＋0.1％となり、前期（同＋0.3％）同様横ばいの域に留まった

が、このような賃金回復の遅れが個人消費を抑制している主因だと考えられる。 

国別で賃金上昇率の低さが目立つのは、東欧諸国と国境を接しているドイツである。人件費の安い

これらの地域で労働力を確保しようとする経営者側に対し、これらを危惧した組合側が「賃金上昇率

を抑える替わりに雇用を確保する」という交渉に合意したため、賃金面では経営者側が有利に立つ状

況が続いている。現在ＩＧメタルが５％の賃上げを要求しているが、過去の例からすると要求がその

まま通ったことはなく、今回も例外ではないだろう。また、フォルクスワーゲンやダイムラー・クラ

イスラーなど大手製造業では依然としてリストラの計画が上がっている。 

足元では失業率の低下傾向を受けて、消費者マインドも改善傾向を強めているが、賃金上昇率が限

定的な中で今後の消費の改善幅は緩やかなものにとどまる可能性は高い。 

 

図６ 失業率の推移          図７ 一人当たり報酬の推移（前年比）     
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● 見通し 

以上を踏まえた上で先行きを見ると、世界経済の牽引役である米国や英国経済が当面堅調に推移す

ると予想され、輸出の拡大は続こう。また、ユーロ安による輸出押し上げ効果は 2006 年半ばまで続く

見通しである。2006 年後半になると、循環的な要因から米国経済の伸びが鈍化することや、為替によ

る押し上げ効果が剥落していくことから、輸出の伸びも抑制される可能性が大きい。もっとも、中国

や東欧などのエマージング市場では高い成長率が持続するため、ユーロ圏の輸出が失速することは免

れよう。 

ここでユーロ圏の実質輸出を需要要因と価格要因に分けて推計し、推計期間の終期を 2000 年から

2005 年まで変えることで、それぞれの地域から受ける影響（弾性値）の変化を測定してみる。需要要

因には先進国代表として米国の実質ＧＤＰを、新興国代表としては新規ＥＵ加盟国実質ＧＤＰとアジ

アの生産指数を用いる。価格要因には実質実効ユーロを使用した。終期を 2000 年とした時に得られる

弾性値を基準に、終期を伸ばしていった時の値を指数化したものが図８である。これによると、ユー

ロ圏の輸出は米国経済から受ける影響が小さくなっている反面、東欧とアジアからの影響力が大きく

なっている。東欧諸国がＥＵに加盟したことや、中国が巨大な消費地へと変貌していることから、こ

れら地域向け輸出のウエイトは拡大傾向にあり、その結果先進国の影響度合いが相対的に低下してい

ると考えられる（図９）。以上のことから、2006 年後半に米国経済が調整局面入りしたとしても、今

後も東欧やアジアでは高い経済成長率が見込まれるため、「米国経済の調整に伴って欧州の輸出が失速

する」という可能性は低いと考えられる。 

 

図８  実質輸出の説明変数の弾性値の推移      図９ ユーロ圏輸出先ウエイト 
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dlog(ユーロ圏実質輸出,0,4)＝0.801*dlog(米国実質 GDP,0,4)＋0.46*dlog(新規ＥＵ加盟国実質 GDP,0,4) 

                 〈3.82〉           〈2.22〉 

＋0.18*dlog(アジア生産指数,0,4)－0.43*dlog(為替（-2）,0,4) 

                      〈2.89〉           〈-11.4〉 

Ｒ2＝0.83 Ｄ.Ｗ.＝1.45 期間 96.1Ｑ～2005.4Ｑの場合 

（注 1）注新規ＥＵ加盟国実質ＧＤＰはＥＵ25 カ国実質ＧＤＰとＥＵ15 カ国実質ＧＤＰの差額を用い、アジア生産指数は各国

別生産にウェイトを乗じ、第一生命経済研究所が独自に算出した。 

（注 2）推計期間は 96.1Ｑ～00.4Ｑ、96.1Ｑ～01.04Ｑ、・・・・・、96.1Ｑ～05.4Ｑとする 

 

企業部門の継続的な拡大は雇用者増加にも波及していく。もっとも、今後も目立った賃金上昇が見

込めないことから、マクロ所得（＝雇用者＊賃金）の伸びは限定的なものに留まるだろう。ドイツで

付加価値税（ＶＡＴ）が 2007 年１月に 16％から 19％へ引き上げられる影響から、個人消費は 2006
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年後半に駆け込み需要で若干盛り上がりを見せようが、これは需要の先食いに過ぎず、2007 年入り後

は逆に反動減が見込まれる（図 10）。2006 年に＋2.1％まで加速した実質ＧＤＰ成長率は 2007 年には

再度鈍化し、＋1.9％まで減速すると予想した。 

 

図 10  実質個人消費の推移（前年比）          図 11 消費者物価の推移（前年比） 
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 （資料）Eurostat から当社作成              （資料）Eurostat から当社作成  
 
● 物価・金融政策 ～６月に 25bp の再利上げ～ 

エネルギー価格による押し上げが続いており、消費者物価は２期連続で前年比＋2.3％とＥＣＢが目

標としている同＋2.0％を上回って推移した。ただし、エネルギーや食品などを除いたコア物価は同＋

1.4％と安定的に推移しており、現段階で原油価格の上昇が賃金などを通じて他の価格上昇をもたらす

という２次的波及は見られていない。先行きを見ると、個人消費の緩やかな拡大に伴ってコア物価も

僅かに加速する一方、エネルギー価格の押し上げが次第に剥落するため、2006 年の消費者物価は＋

2.0％まで鈍化しよう。2007 年になると、ドイツの増税がユーロ圏の消費者物価全体を＋0.4％ｐ程度

押し上げると見られ、コア物価も＋2.0％を超えて推移する可能性が高いが、逆にエネルギー価格が下

押し寄与として働くこともあり、総合では同＋1.9％に落ち着こう（図 11）。 

３月２日の政策決定理事会でＥＣＢは政策金利を 25bp 引き上げた。今局面では３ヶ月ぶり２度目の

利上げである。声明文から判断すると、景気・物価見通しが上方修正されたほか、足元で住宅向け貸

出しの伸びが著しいことから、ＥＣＢは今後の物価安定についてかなり警戒感を強めていることが読

み取れ、更なる利上げを示唆する内容となっている。時期としては６月の可能性が高い。というのも、

今回の声明文の冒頭部は前回利上げを行った 12 月のものと非常によく似ており、１月から３月にかけ

て見られた“３ヶ月サイクル”が４－６月もそのまま当てはる可能性があるためだ。例えば、冒頭部

分の「現在の政策金利は名実ともに非常に低く、政策スタンスは緩和的である」という表現は残され

ており、今後の利上げの可能性を滲ませている。また、物価安定については「警戒（Vigilance）」と

いう言葉から「注視する（monitor closely）」とトーンダウンされている点も同じであり、今後の更

なる景気回復を受けて、ＥＣＢは５月に再度「警戒」という言葉を用い、市場に６月の利上げを示唆

する可能性は高いと考えられる。（２月に「警戒」を用い、３月に利上げを行ったパターンと同じ） 

ただしその後については、①2006 年後半になるとユーロ圏の成長率が頭打ちになること、②今後も

家計部門では雇用・所得環境に力強い改善が見られない中で、ユーロ圏経済の回復力は緩やかなもの

にとどまること、③賃金アップを通じた２次的な物価上昇圧力が乏しく、ユーロ圏の消費者物価が２％

を大幅に越えて推移する可能性が低いこと、等を勘案すると、その後は追加的な利上げは行われず、

金利は 2.75％で様子見が続く可能性が大きい。 
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は、第一生命ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。 
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ユーロ圏経済（前年比、％）
名目ＧＤＰ 実質ＧＤＰ CPI

暦年 個人消費 固定資本 在庫 外需

内需 投資 輸出 輸入

2001 4.3 1.9 (1.2) 1.9 0.6 (▲ 0.4) (0.7) 3.6 1.8 2.3
2002 3.5 1.0 (0.5) 0.9 ▲ 1.4 (▲ 0.3) (0.5) 1.7 0.4 2.2
2003 2.7 0.7 (1.3) 1.0 0.8 (0.2) (▲ 0.6) 1.2 3.0 2.1

予測 2004 3.7 1.8 (1.8) 1.4 1.8 (0.3) (0.0) 5.9 6.2 2.1
2005 3.2 1.4 (1.7) 1.4 2.2 (0.1) (▲ 0.2) 3.9 4.7 2.2
2006 3.7 2.1 (2.0) 1.2 3.5 (0.2) (0.2) 6.4 6.3 2.0
2007 3.6 1.9 (1.8) 1.6 2.5 (0.1) (0.2) 5.5 5.4 1.9

（注）カッコ内は寄与度。  
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と判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載された内容

は、第一生命ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。 
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