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要旨  

○１－３月期の実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.6％となり、前期と同様の伸びを維持した。 

○足元の企業部門はサービス業が堅調に推移していることに加え、低調であった製造業に持ち直しが

みられている。ＣＢＩ製造業の受注判断をみると、輸出受注など改善傾向を辿っており、しばらく

は製造業部門の回復が続きそうだ。ただし、年後半にかけて米国経済の緩やかな減速が予想される

ことから、製造業の回復は限定的なものにとどまる可能性が高い。 

○４月の失業率は 3.0％と 2003 年 10 月以来の水準に上昇するなど、雇用環境は軟調な推移が続いて

いる。一方、雇用環境の軟化にも関わらず、平均賃金（全産業・賞与含む）は前年比＋３～５％程

度と底堅く推移している。個人消費をみると、足元では消費者マインドや小売業の業況判断も持ち

直しを続けており、2005 年から低迷していた個人消費は回復傾向を辿り始めている。 

○先行きを展望すると、当面は輸出の増加傾向は続く見込みだが、年後半には米国経済が減速するこ

とを背景に輸出の伸びも鈍化していくだろう。雇用環境は個人消費の回復に伴いサービス業を中心

に持ち直していくだろう。一方、賃金の伸びは足元の労働需給の軟化を背景に当面は緩やかに留ま

ろう。こうしたことから、個人消費の回復ペースは緩やかとなる見込みだ。また、住宅価格の上昇

も個人消費を下支えするだろう。以上を踏まえると、実質ＧＤＰ成長率は 2006 年＋2.2％、2007 年

＋2.2％と個人消費など内需を中心とした底堅い成長ペースが続くと予想される。 

○１－３月期の消費者物価は前年比＋2.0％と概ねＢＯＥの目標値（同＋2.0％）に落ち着いている。

先行きを展望すると、2006 年はエネルギー価格高止まりを背景に＋2.1％と目標値を小幅上回るだ

ろう。もっとも、足元の労働需給の軟化などを背景に賃金上昇率は加速しないと予想されること、

原油価格による押し上げが剥落していくことでインフレ率は次第に鈍化すると考えられる。 

○金融政策については、政策金利は当面は 4.50％で据え置かれると予想する。ただし、世界的に景況

感が持ち直してくる 2007 年後半になると、イギリスでも景気拡大ペースが速まり、特に個人消費

の回復も鮮明になってくると予想されることから、ＢＯＥは 2007 年後半に＋25bp の利上げを実施

すると予想する。 

 

○足元の景気状況 ～底堅い成長ペースを維持～ 

１－３月期の実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.6％となり、前期と同様の伸びを維持した。内訳をみる

と、個人消費、固定資本投資、政府消費などがプラスに寄与した一方、外需がマイナス寄与となった。

個人消費は同＋0.3％と前期（同＋0.8％）の高い伸びから鈍化した。一方、固定資本投資は企業投資

の加速を背景に前期比＋1.5％（前期：同▲0.5％）と増加に転じた。外需は輸出がユーロ圏の景気拡

大を背景に高い伸びとなったが、輸入の加速がこれを上回りマイナス寄与に転じている。在庫投資に

よる押し上げ（＋0.5％ｐ）が大きかったものの、個人消費や固定資本投資といった内需がプラスに寄

与しており、底堅い内容であったといえよう。 
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○企業部門 ～堅調なサービス業に加えて、製造業も持ち直し～  

足元の企業部門はサービス業が堅調に推移していることに加え、低調であった製造業に持ち直しが

みられる。１－３月期の製造業生産は前期比＋0.7％と前期（同▲1.1％）からプラスに転化した（図

１）。サーベイデータであるＣＩＰＳ製造業指数もユーロ圏の景気拡大による輸出増加や個人消費の回

復などを背景に上昇傾向を辿っており、製造業の生産活動は増勢に転じたようだ（図２）。 

ＣＢＩ製造業の受注判断をみると、輸出受注など改善傾向を辿っており、しばらくは製造業部門の

回復が続きそうだ。ただし、年後半にかけて米国経済の減速が予想されることから、製造業の回復は

限定的なものにとどまる可能性が高い。一方、サービス業は個人消費が緩やかに回復すると予想され

ることから、引き続き堅調さを維持するだろう。 

○家計部門 ～個人消費は緩やかな回復傾向へ～ 

４月の失業率は 3.0％と 2003 年 10 月以来の水準に上昇するなど、雇用環境は軟調な推移が続いて

いる（図３）。雇用者数は製造業の減少が続いていることに加え、サービス業の増加が鈍化しているこ

とで、昨年から増加テンポが弱まっている（図４）。昨年の個人消費の低迷を背景にサービス業での雇

用調整圧力は緩やかに続いている模様だ。一方、製造業では趨勢として減少幅が縮小している。足元

のＣＩＰＳ製造業（雇用）も拡大を示す 50 を超えていることから、製造業の雇用は生産活動の回復を

背景に緩やかに回復傾向を辿っていると判断できる。所得面は雇用環境の軟化にも関わらず、平均賃

金（全産業・賞与含む）は前年比＋３～５％程度と底堅く推移している（図５）。 

個人消費をみると、１－３月期の小売売上高（数量）は前期比▲0.6％と減少に転じた。もっとも、

前期の大幅な伸び（同＋1.6％）の反動減による影響が大きいだろう。前年比でみると、＋1.8％と底

堅い伸びを維持した。足元では消費者マインドや小売業の業況判断も持ち直しを続けており、2005 年

から低迷していた個人消費は回復傾向を辿り始めている（図６）。 
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図１ 製造業生産関連指標              図２ CIPS 製造業・サービス業の推移 
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○見通し ～個人消費、固定資本投資など内需主体の景気拡大が続く～ 

先行きを展望すると、当面は輸出の増加傾向は続く見込みだが、年後半には米国経済が減速するこ

とを背景に輸出の伸びも鈍化していくだろう。一方、輸入は個人消費など内需の回復を背景に拡大ペ

ースを速める見込みから、外需は引き続き成長率の下押し要因となりそうだ。ただし、米経済の減速

は小幅にとどまるとみられ、海外需要も失速は免れると予想される。このため底堅い海外需要を背景

とした生産活動の持ち直し（図７）、個人消費の回復などに伴って企業の設備投資も次第に上向くとみ

られる。雇用環境は個人消費の回復に伴いサービス業を中心に持ち直していくだろう。一方、賃金の

伸びは足元の労働需給の軟化を背景に当面は緩やかに留まろう。こうしたことから、個人消費の回復

ペースは緩やかとなる見込みだ。 

イギリスでは住宅を担保とした消費者ローンが一般的であり、住宅価格上昇による資産効果が個人

消費を押し上げてきた。足元の住宅価格をみると、2005 年半ばをボトムとして再上昇している（図８）。

個人消費の増加要因を所得要因、住宅価格要因、株価要因に要因分解（注１）してみると、足元では住

宅価格要因によるプラス寄与が再び明確になりつつある（図９）。先行きの住宅価格の先行指標となる

住宅ローン承認件数は金利の低下を背景に増加傾向を辿っており、引き続き住宅価格の上昇が予想さ

れる（図 10）。こうしたことから、住宅価格の上昇も個人消費を下支えするだろう。以上を踏まえる

と、実質ＧＤＰ成長率は 2006 年＋2.2％、2007 年＋2.2％と個人消費や固定資本投資など内需を中心

とした底堅い成長ペースが続くと予想される。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図５ 平均賃金（３ヵ月移動平均）の推移       図６ 小売売上高、消費マインドの推移 
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図７ 受注在庫バランス（製造業 CIPS より作成）        図８  住宅価格（前年比）の推移 
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（注１） 

 

○物価・金融政策 ～2006 年は様子見を続けるが、個人消費の回復に伴い利上げか～ 

１－３月期の消費者物価は前年比＋2.0％とＢＯＥのインフレターゲット（同＋2.0％）近傍に落ち

着いている。内訳をみると、エネルギー価格の上昇は目立つものの、賃金上昇が緩やかに留まってい

ることを背景にサービス価格の上昇率は安定的に推移している（図 11）。ＢＯＥはインフレーション

レポート（５月）において、「短期的には同＋2.0％を上回るものの、中期的には目標値近辺に落ち着

く」とみている。 

先行きを展望すると、2006 年はエネルギー価格高止まりを背景に＋2.1％と目標値を小幅上回るだ

ろう。もっとも、足元の労働需給の軟化などを背景に賃金上昇率は大幅には加速しないと予想される

こと、原油価格による押し上げが剥落していくこと、等からインフレ率は次第に鈍化すると考えられ

る（図 12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＢＯＥは個人消費の低迷を背景に 2005 年８月に▲25bp の利下げを行った後、９ヵ月連続で据え置

きを続けている（政策金利は 4.50％）（図 13）。５月のＭＰＣ議事録によると６対２で据え置きが決定

されている。これまで利下げ（▲25bp）を主張していたニッケル委員の他に、ウォルトン委員が実質

ＧＤＰ成長率やインフレ率がＢＯＥ見通しを上振れるリスクがあるとして利上げ（＋25bp）を主張し

た模様だ。 

図９ 実質個人消費の増加要因             図 10   住宅ローン承認件数（水準） 

図 11 サービス価格と平均賃金（前年比）の推移       図 12 消費者物価（前年比）の推移 
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先行きについては当面の政策金利は 4.50％で据え置かれると予想する。足元の個人消費は緩やかな

がらも回復傾向を辿り始めており、大幅な減速懸念は後退しつつある。一方、先行きの消費者物価は

原油価格の落ち着きや足元の労働需給の軟化を反映して、前年比＋2.0％を大幅に上振れる可能性は低

いだろう。ただし、世界的に景況感が持ち直してくる 2007 年後半になると、イギリスでも景気拡大ペ

ースが速まり、特に個人消費の回復も鮮明になってくると予想されることから、ＢＯＥは利上げ実施

に踏み切ると考えられる。こうしたことから、2007 年後半に＋25bp の利上げを実施すると予想する（図

14）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イギリスの実質成長率（前期比）の見通し 
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個人消費 固定資本投資 政府支出

在庫投資 純輸出 実質ＧＤＰ

（％）

予測

イギリス経済（前年比、％）
名目ＧＤＰ 実質ＧＤＰ

暦年 個人消費 固定資本 在庫 外需 消費者物価

内需 投資 輸出 輸入

2001 4.5 2.2 (2.8) 3.0 2.4 (0.1) (▲ 0.6) 2.9 4.8 1.2
2002 5.2 2.0 (3.2) 3.5 3.0 (▲ 0.3) (▲ 1.2) 0.2 4.5 1.3
2003 5.5 2.5 (2.7) 2.6 0.0 (0.2) (▲ 0.2) 1.2 1.8 1.4
2004 5.3 3.1 (3.9) 3.5 5.1 (0.1) (▲ 0.8) 4.6 6.7 1.3

予測 2005 3.8 1.8 (1.9) 1.7 3.2 (▲ 0.3) (▲ 0.1) 5.6 5.3 2.0

2006 5.1 2.2 (2.8) 2.0 4.2 (0.1) (▲ 0.6) 9.1 9.9 2.1
2007 4.7 2.2 (2.7) 2.3 3.9 (0.1) (▲ 0.5) 5.6 6.4 1.9

（注）カッコ内は寄与度

図 13 政策金利と実質金利の推移              図 14 政策金利の見通し 
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