
 
 

 

                                                                                                    
 本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所経済調査部が信ずるに足る

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。 
1 

 

ECB Watching                マクロ経済分析レポート  

ＥＣＢ政策決定理事会（４月６日分） 発表日：2006年４月10日（月） 

    ～５月の利上げ観測後退も利上げ継続～  

第一生命経済研究所 経済調査部 

担当 齋藤 俊輔（5221-4547） 

   桂畑 誠治（5221-5001） 

 

４月６日の政策決定理事会でＥＣＢは政策金利の据え置きを決定した（レポ・

レート 2.50％、限界貸出ファシリティ 3.50％、預金ファシリティ 1.50％）。３月

の理事会で＋25bp の利上げを実施したものの、声明文では 2.50％の金利水準を

「引き続き緩和的である」との見方を示した。一方、物価の安定に対しては３月

の「注視する（monitor closely）」から 「非常に注意深く監視していく（monitor 

very closely）」という文言に変わったが、利上げの事前シグナルとされる「警戒

（Vigilance）」という文言にはならなかった。記者会見でトリシェＥＣＢ総裁は

「次回（５月）の政策委員会において利上げの可能性が高いという市場の見方は、

政策委員会の意見と一致しない」と述べている。また、５月前倒し観測の一因と

なったフランクフルト以外で政策委員会を開催する際は利上げ実施を行わない、

という見方に対しても、政策委員会の意見と合致していないことも示した。こう

したことから５月の利上げ前倒し観測は後退し、次回利上げは３ヵ月ごとの利上

げサイクル通り６月に実施されるとの見方が強まった。 

 

声明文を詳細にみると、企業部門の加速に加えて、家計部門の緩やかな回復が

みられることから、景気は拡大傾向が続いているとの基本的な見解に変更はなか

った。３月の Ifo 景況感指数や製造業ＰＭＩなどの主要経済指標は事前予想を上

回る改善を示しており、企業部門の好調さが確認された。また、消費者信頼感も

2005 年後半以降、緩やかながらも持ち直しが続いており、家計部門にも回復の兆

しが見え始めている。こうしたことから、10－12 月期に前期比＋0.3％と伸びを

鈍化させたユーロ圏経済であるが１－３月期は再加速する可能性が高い。今後に

関してもＥＣＢは「先行きについては堅調な海外経済や良好な金融環境、可処分

所得の増加等を背景に、輸出・設備投資・個人消費の拡大が見込まれる」と予測

している。ただし、リスク要因としては「引き続き原油価格高騰の可能性や世界

経済の不均衡」を挙げており、世界経済の減速によるユーロ圏経済へ影響を懸念

している。 

物価に関しては、消費者物価（ＨＩＣＰ）が３月に前年比＋2.2％（暫定値）

と２月（同＋2.3％）より鈍化したことが指摘された。また、「賃金上昇について

は依然として回復が緩やかであり、特に製造業において強い国際競争圧力などか

ら当面はこうした状況が続く」とエネルギー価格上昇が賃金に波及していないと

の判断が示された。先行きに関しては「当面、物価上昇率はＥＣＢが目標とする

前年比＋２％未満かつその近傍を超える推移が続く」と見ている。一方、「公共料

金の値上げや間接税などの影響が今後も物価上昇要因となる」として、ＥＣＢが
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財政面から物価動向を引き続き注視していく姿勢を示した。上振れリスクとして

は、「引き続き過去の原油価格の上昇を起因とする賃金上昇や価格設定を通じた２

次的な影響」などを挙げられており、見方に変化はみられない。 

マネーサプライは２月のＭ３が前年比＋8.0％（１月同＋7.6％）と伸びを加速

させている。特にＥＣＢが注目している民間部門向け銀行貸し出しが同＋10.3％

と前月（同＋9.6％）よりさらに伸びが加速している。また、フランスやスペイン

の住宅価格をみても伸びは鈍化しているものの、依然として高い上昇率が続いて

いる。こうしたことから、ＥＣＢは「ユーロ圏の貨幣流動性は過剰であり、中長

期的な物価上昇圧力となる」と過剰、物価上昇圧力になるとの判断を示しており、

過去のブンデスバンクと同様に利上げ時の説明と使われるリスクがある。 

 

結果として、今回の声明文において過去２回の利上げ前月（11、２月）と同様

に「警戒（Vigilance）」という事前シグナルが声明文に盛り込まれなかったこと

などから、５月の利上げ前倒しの可能性は小さくなった。こうした背景を考えて

みると、①足下の物価が２％程度で推移し、賃金の上昇率も落ち着いている、②

次回のＥＣＢ政策決定理事会（５月４日時点）ではユーロ圏の１－３月期の実質

ＧＤＰ成長率が公表されておらず、最も重要なハードデータによる景気拡大を確

認できない、③足もとではユーロ圏の企業部門の底堅い回復を示す一方、先行き

の家計部門の回復は依然として緩やかなものに留まっている、④独ＩＧメタルと

経営者側による賃金交渉の難航（一部で時限スト突入）や仏ＣＰＥ（初期雇用契

約）導入反対運動といった景気に水をさす可能性のあるリスクが解決していない、

ことが挙げられよう。さらに、物価の安定が続くと予想される中、ＦＲＢの慎重

なペースでの利上げ継続と同様に景気や物価の見通しが公表される「３ヵ月ごと

の利上げ」を維持することでＥＣＢは市場の安定に繋がると考えているとみられ

ることも要因として挙げられよう。 

先行きを展望すると、2006 年前半のユーロ圏では、企業部門の加速に加えて、

家計部門も緩やかな回復が続くだろう。企業部門は、年央にかけて海外需要の堅

調持続が予想されることや域内でも設備投資の拡大ペース加速が見込まれること

から、目先好調を維持しよう。一方、家計部門においては雇用環境や消費者マイ

ンドの持ち直しなどによって消費が緩やかながら拡大ペースを速めると予想され

る。また、低金利を背景として住宅投資も堅調さを維持しよう。輸出は年前半米

国を中心とした海外経済が堅調に推移すると見込まれ、好調が続くと考えられる。

こうしたことから、年前半ユーロ圏の成長ペースは小幅加速するとみられる。た

だし、年後半には、世界的に景況感の改善に歯止めがかかると予想され、ユーロ

圏の拡大ペースも前半から鈍化すると見込まれる。 

以上のような状況のもと、ＥＣＢは６月に＋25bp、９月に＋25bp の追加利上げ

を行うと見込まれる。その後、年後半の景気拡大ペースの鈍化に伴い、ＥＣＢは

しばらく様子見を続けると予想する。 
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ＥＣＢ政策決定理事会声明文　主要ポイント(筆者意訳）

4月6日 3月2日
金融政策 変化なし。中長期的なインフレ期待を物価安定

水準に落ち着かせることは、ユーロ圏の持続的
な経済成長や雇用創出に不可欠なことである。
金利は名実ともに依然として低水準であり、引
き続き中長期的な物価安定のリスクが具体化し
ないように非常に注意深く監視していく。

25bpの利上げ。この調整は中長期的なインフレ期
待を安定化させることに寄与する。物価の安定は
持続的な経済成長と雇用創出に必要不可欠なもの
である。ただ、金利は名実ともに依然として非常
に低く、引き続き緩和的である。引き続き物価安
定のリスクを注視する必要がある。

景気判断 最近のデータはユーロ圏における経済成長見通
しが改善したとの見通しを引き続き確認するも
のであった。直近の指標によると、2006年上期
のユーロ圏の景気回復は力を増し、広がりを見
せている。

2005年10-12月期の実質GDP成長率は前期比＋
0.3％であった。これは同＋0.6％となった前期に
比べかなり低い。ただ、短期に見られる振れや最
近の経済指標を考慮すると、経済活動は改善して
いることを示しているため、近い間に高い成長率
を見ることになろう。

景気見通し 数四半期にわたり、景気拡大は続くだろう。堅
調な世界経済はユーロ圏の輸出を支えよう。ま
た、良好な金融環境やバランスシートの改善、
そして効率性・収益性向上を背景に投資活動は
強い推移が期待される。また、消費は労働市場
の改善や可処分所得の増加に伴い、次第に回復
を見せよう。

景気拡大が続く条件は持続している。海外需要の
拡大はユーロ圏の輸出を支えよう。また、良好な
金融環境や改善しているバランスシート、そして
効率性・収益性向上により、投資は強い推移が期
待される。消費も可処分所得の増加や労働市場の
改善に伴って、次第に回復を見せよう。実質ＧＤ
Ｐ成長率は2006年を＋2.1％（＋1.7％～＋
2.5％）、2007年を＋2.0％（＋1.5％～＋2.5％）
と予測する。

見通しに対する
リスク

原油価格高騰の可能性や世界経済の不均衡は景
気見通しに対して引き続き下振れリスクとな
る。

原油価格の高騰や世界経済の不均衡は景気見通し
に対して引き続き下振れリスクとなる。

物価判断 ３月の消費者物価は前年比＋2.2％と１月の同＋
2.4％や２月の同＋2.3％と比べて鈍化してい
る。
賃金上昇はここ数四半期は依然として緩やかな
ままであり、特に製造業において強い国際競争
圧力により抑制されている。ここ最近では緩や
かな賃金上昇がユーロ圏内のインフレ圧力を弱
めることに寄与した。

１月の消費者物価は前年比＋2.3％と１月の同＋
2.4％から鈍化した。
賃金上昇はここ数四半期は依然として緩やかであ
り、国際競争圧力から特に製造業では当面はこの
状況が続きそうである。

物価見通し 当面、物価上昇率は目標とする「前年比＋２％
未満かつその近傍」を超える推移が続くと見て
いる。間接税や公共料金の値上げが2006、07年
の物価に影響を与えよう。加えて、過去の原油
価格高騰の間接的な影響も物価の上振れリスク
となるだろう。
リスクとしては原油価格のさらなる上昇や追加
的な公共料金や間接税の値上げがある。また、
よりファンダメンタルな点として過去の原油価
格高騰による賃金上昇や価格設定を通じた二次
的影響もリスクとなろう。

短期的にはエネルギー価格の上昇によって消費者
物価は２％を上回ったまま推移しそうである。ま
た、間接税や公共料金の値上げが2006年・07年の
物価に影響を及ぼすことに加え、過去の原油価格
上昇による間接的な影響も予想される。
2006年の物価上昇率を＋2.2％（＋1.9％～＋
2.5％）、2007年も＋2.2％（＋1.6％～＋2.8％）
と予想した。12月予測より上方修正を行ったが、
これは市場予想に沿う形で原油価格の見通しを上
げたことが主因である。このシナリオの上方リス
クとしては更なる原油価格や間接税・公共料金の
上昇が挙げられる。また、よりファンダメンタル
な点として、過去の原油価格上昇による賃金や価
格設定を通じた２次的影響もこの物価見通しに対
してリスクとなる。

マネーサプライ 低金利の刺激的な効果を背景としてＭ３の伸び
は依然として強い。さらに個人向け（特に住宅
ローン）や非金融機関向けの信用貸し出しの伸
びがここ数ヵ月で高まっている。ユーロ圏の貨
幣流動性は過剰であり、中長期的な物価上昇圧
力となる。

貨幣の評価については再度徹底的に議論した。Ｍ
３の伸びは依然として強いが、先行きも刺激的な
低金利を背景に貨幣供給が強い状況は続こう。さ
らに、個人向け（特に住宅ローン）や非金融機関
向けの信用貸し出しの伸びがここ数ヶ月高まって
いる。ユーロ圏の貨幣流動性は過剰であり、中長
期的な物価上昇圧力となる。
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