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「細く長い景気拡大」が続くと見る
これだけの理由
―最大のリスクは海外経済の失速―

はじめに

このところ日本経済は、力強さはないものの、

順調に拡大傾向を続けている。2002 年 2 月に始

まった今回の景気拡大局面の期間は、今年 9月で

68 カ月となり、長さにおいては「いざなぎ景気」

（57 カ月、1965 年 11 月～ 70 年 7 月）を上回る戦

後最長記録を更新中である 1。

足元の実体経済は堅調であるが、今年 7 ～ 8

月には、米国のサブプライムローン問題に端を発

した世界的な金融不安の発生、参院選での自民党

大敗（参院での与野党逆転）など日本経済を取り

巻く外部環境と政局に大きな変動があった。

Point
1 日本経済は、2003 年度以降 2006 年度まで 4年度連続で 2％強の成長を続けており、足元も

緩やかな景気拡大が継続中である。
2 このように「細く長い景気拡大」が可能になった理由として、①景気拡大期の途中で何度も踊り場

をこなしているため、大きな調整のマグマがたまらないこと、②世界経済が過去四半世紀経験した

ことのなかった高成長を続けていること、の2点が指摘できる。
3 日本の景気拡大の牽引役としての輸出の存在感が近年高まっている。現在の景気回復は、世界経済

の好調を背景とした輸出頼みであることを忘れてはならない。
4 IT関連の在庫調整の一巡を受けて、生産は2007年後半以降緩やかな増加が見込まれる。ただし、IT

関連財はその市場特性からして一瞬にして需給が悪化することがありうる点に留意が必要である。
5 日本経済は、2007年度、2008年度とも2％強の成長が続くと予想される。ただし、今年の夏

以降、景気下振れリスクが高まっている。
6 日本経済の最大のリスク要因は、海外経済の失速である。米国のサブプライムローン問題が今後各

国の実体経済に与える影響には、十分注視する必要がある。
7 国内のリスク要因としては、①個人消費失速リスク、②構造改革頓挫リスク、に対する警戒が必要

である。

１　ただし、これは暫定の判断で、正式な景気拡大期間については、後日の景気の山谷の認定、発表を待たねばならない。
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こうした中、日本の景気は大丈夫なのか。日

本の「細く長い景気拡大」はこの先も続くのか。

本稿では、日本の景気の現状を点検し、先行きを

読む上でのチェックポイントを指摘してみたい。

4年度連続「2％成長」の大行進

まずは、最近数年の年度ベースの実質 GDP 成

長率の推移をみると、2003 年度 2.1 ％、2004 年

度 2.0 ％、2005 年度 2.4 ％、2006 年度 2.1 ％と、

4 年度連続で正確に 2 ％強の成長を続けている。

不思議なほどの 2％成長の大行進である。

正直申し上げて、経済見通しを作成･発表して

いるエコノミストとしては、過去も先行きも 2％

という数字の大行進というあまりの起伏のなさ、

単調さに物足りなくなり、思わず先行き景気加速

または失速シナリオを採用したい衝動に駆られや

すい場面である。しかし、筆者は、基本シナリオ

としては、2007 年度及び 2008 年度の日本経済も、

引き続き 2％ペースの｢細く長い景気拡大｣が続く

と予測している（詳細は後述）。

足元も緩やかな拡大が継続中

次に、四半期ベースで最近の実質 GDP の動き

を需要項目別にみると（図表 1）、2007 年 4 ～ 6

月期は前期比 0.1 ％（年率 0.5 ％）と 1 ～ 3 月期

から大きく減速したが、10 四半期連続のプラス

成長を維持している。この 4 ～ 6 月期の減速は、

その前の 2四半期が実勢よりもやや出来過ぎの高

成長だったことの反動という面があることを考慮

すれば、日本経済は引き続き着実な回復過程をた

どっていると判断できる。

過去数四半期の推移を総じてみれば、内需の

二本柱である設備投資と個人消費が引き続き堅調

を維持していることが図表 1から見てとれる。

「細く長い景気拡大」が可能になった理由

ところで、冒頭で指摘した 5 年連続 2 ％成長

という「細く長い景気拡大」がなぜ可能になった

のだろうか。その要因は 2つある。

第一の要因は、景気拡大期の途中で何度も踊

り場をこなしていることである。2002 年 2 月か

ら始まった今回の景気拡大局面は、途中で 3回の

踊り場を経験している。1 回目は 2003 年のイラ

ク戦争前後の時期の踊り場、2 回目は 2004 年後

半から 2005 年前半の IT 関連の在庫調整の時期

（アテネ五輪による需要増を見込んだ過剰生産の

ツケ）の踊り場、そして 3 回目は 2006 年末から

2007 年半ばに至るまでのやはり IT 関連の在庫調

整を主因とする踊り場である。

この踊り場は、図表 1 のような実質 GDP の動
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図表１　四半期別の実質GDP成長率の推移と項目別寄与度（前期比）

（注）数字は実質GDP成長率。2007 年 4～ 6月期GDP 1次速報（07.8.13 発表）ベース。
出所：内閣府「国民経済計算」より作成
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きで見るよりも、鉱工業生産の動きで見た方が

分かりやすい（図表 2）。このように、今回は、

戦後最長の景気拡大局面とはいっても、はっき

りした上昇期間よりも、ぐずぐずした踊り場の

期間の方が通算すれば長い位である。実は、こ

のことが戦後最長を可能にしている大きな要因

となっている。企業が強気一辺倒の｢行け行けど

んどん｣になる前に、機敏に生産抑制、在庫調整

に動き、景況感もいったん足踏みとなる踊り場

が到来し、軽微な調整終了後、再び浮上を始め

る。これにより過剰生産、過剰設備投資が回避

されるため、経済に大きな調整のマグマがたま

ることがない。したがって、景気が一気に良く

なることもない反面、大きく落ち込むこともな

く、年度でならしてみれば 2 ％ペースの成長が

続いているのである。

「細く長い景気拡大」を可能にしている第二の

要因は、世界経済の拡大が続いていることであ

る。IMF の「World Economic Outlook」（2007

年 4 月）によれば、2003 ～ 2007 年の世界全体の

経済成長率は、アジアなど新興工業国の高成長

に牽引されて、年平均 4.9 ％という高水準となっ

ている。ちなみに、世界の成長率は 1980 年代平

均が 3.3 ％、1990 年代平均が 3.2 ％であったこと

からも、この 4.9 ％という数字がいかに高い水準

かが分かるだろう。普段われわれはあまり意識

していないが、ここ数年、世界経済は過去四半

世紀経験したことのなかった高成長を謳歌して

いることになる。

このような世界経済の空前の高成長を背景と

する外需の追い風があるからこそ、日本経済は踊

り場が来るたびに、景気がそこで腰折れすること

なく持ちこたえて、上昇に向け再スタートを切る

ことができるわけである。

実は輸出頼みの景気拡大

今の日本経済は、設備投資と個人消費という

国内民需の 2本柱が増加基調にあるから、外需依

存ではなく内需主導の景気拡大であると考える者

もいるかもしれない。

しかし、実際はそうではなく、ここ数年の日

本経済は景気拡大の牽引役としての輸出の存在感

が大きく高まっている。図表 3 に示すように、

2002 年度から 2006 年度まで、実質 GDP 成長率

に対する純輸出の寄与度は 0.5 ％ポイント～

0.8 ％ポイントに達しており、各年度の成長率に

占める純輸出の貢献割合は 21 ～ 64 ％に及んでい
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図表２鉱工業生産の推移に見られる「踊り場」

（注）直近の07年 7、8月（破線）は6月調査における予測指数ベース
出所：経済産業省「鉱工業指数」より作成
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（注）純輸出＝輸出－輸入 出所：内閣府「国民経済計算」より作成
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る。つまり、毎年の経済成長率の 2～ 6割を外需

が稼ぎ出していることになる（こうした現象は

1980 年以降では初めてのことである）。輸出の増

加ペースが GDP 全体の増加ペースを上回る展開

が続いているため、実質 GDP に占める輸出の構

成比が急速に高まっている（1995 年度 8.8 ％→

2006 年度 14.9 ％）。

設備投資の堅調にしても、国内で勝手に盛り

上がっているわけではない。図表 4に見るように、

今次景気拡大期には、輸出と設備投資が相互に波

及しつつ拡大し、そろって GDP に占める割合を

高めているという特徴が見られる 2。

現在の景気回復は、結局のところ、世界経済

の好調を背景とした輸出頼みであることを忘れる

べきではないだろう（リスク要因として後述する

が、アキレス腱はここにある）。

IT 在庫調整進展を受け、生産は持ち直しへ

前述したように、日本経済は、2006 年末以降、

IT 関連の在庫調整を主因として 3 回目の踊り場

局面となり、これを反映して鉱工業生産が弱含ん

でいる。2007 年 1 ～ 3 月期の生産は前期比 1.3 ％

の減少となり、4 ～ 6 月期は同 0.2 ％の増加と持

ち直したものの微増だった。1 ～ 3 月期の減少か

らの反動増が期待されていた 4～ 6月期がほとん

ど横ばいにとどまったことから、生産は昨年 12

月でピークアウトし、既に減少トレンドに転じて

いるのではないかとの見方も一部に出てきた。も

しそうなら、今回の踊り場（図表 2 の踊り場③）

は、過去 2回のような景気拡大の小休止ではなく、

景気後退への入り口であり、既に景気拡大局面は

終了していることになる。

だが、その心配はないだろう。生産は 2007 年

後半以降、緩やかな増加が見込まれる。その理由

は、今回の生産調整の主因である IT 関連の在庫

調整がほぼ一巡しているからである。

生産のトレンドを読む上で、IT 関連や広義の

電気機械の生産動向を見極めることは極めて重

要である。図表 5 に示すように、最近は電気機

械類の生産動向が生産全体のアップダウンを決

定づける傾向が見られるからである。つまり、

生産全体の 2 割強のシェアをもつ電気機械類が

生産全体の波（サイクル）を形づくっていると

いえる。

電気機械類の在庫・出荷動向を、横軸に在庫

の前年比、縦軸に出荷の前年比をとったグラフで

表現すると、時計周りの循環図が描ける（図表 6）。

グラフに示すように、電気機械類の在庫・出荷バ

ランスは 2006 年 7 ～ 9 月期以降 2007 年 1 ～ 3 月

期まで、在庫が増加し出荷が伸び悩む「意図せざ

る在庫増局面」に入っていたが、2007 年 4 ～ 6

月期には在庫・出荷バランスが改善し、45 度線

より少し上にまで来ている。これは、広義の IT

関連財の在庫調整が一巡したことを示している。

したがって、7 ～ 9 月期以降は、電気機械類が牽

引役となって生産が再び増加トレンドに戻ると予

想される。

２　内閣府「経済財政白書 2007 年版」によれば、輸出の増加が国内企業収益や生産の増加につながる傾向、輸出が設備投資に先
行する関係、輸出と国内需要が相互に波及する関係などが、1990年代後半以降強まる傾向にあることが示されている。
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図表４　設備投資と輸出の実質GDPに占める割合の推移

出所：内閣府「国民経済計算」より作成
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IT 市場は常に「一寸先は闇」

IT 関連の在庫調整の進展についてもう少し詳

しくみると、電気機械類の中の電子部品･デバイ

スの在庫循環も、生産調整の進展により足元で在

庫･出荷バランスの改善が進んでいる。品目別に

みると、半導体集積回路では在庫調整がほぼ完了

したほか、今年 1～ 3月期に在庫が大幅に積み上

がっていた液晶素子も、4 ～ 6 月期には急速に在

庫調整が進展した。

IT 在庫調整の一巡を受けて、日本企業のマイ
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図表５　鉱工業生産の推移（前期比増加率の業種別寄与）

（注）電気機械類は、電子部品・デバイス、電気機械、情報通信機械の合計。
出所：経済産業省「鉱工業生産」
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ンドも上向く兆しがある。日銀短観（2007 年 6

月調査）によれば、製造業全体の業況判断は足元、

先行きとも横ばい推移であるのに対し、電気機械

の業況判断は在庫調整の進捗を反映するように、

先行き改善の見通しとなっている。

こうした中、これまでサムスン電子など海外

勢に押されて元気のなかった日本の大手電機メー

カーが薄型テレビの好調により存在感を高めつつ

ある。シャープやソニーなどは、大型パネルの量

産化により生産効率を高めるための投資に競って

乗り出している。

以上のように、IT 関連の在庫調整が完了しつ

つあり、景況感が上向きつつあることは、目先の

景気拡大にとって大きなプラス要因である。過去

半年以上、景気の懸念材料の 1 つであった「IT

関連の在庫調整深刻化による景気失速」はひとま

ず心配する必要がなくなったといえよう。しかし、

IT 市場（とりわけ薄型テレビ市場）の次のよう

な特徴 3 を考えれば、今後も油断は禁物である。

①新興国市場（販売状況に関する情報入手に

限界がある）の急拡大に伴い、IT 関連財の需要

予測が困難になっていること、②年末商戦とスポ

ーツイベント時に需要が集中するデジタル家電の

ウエイトの高まりにより仮需が発生しやすくなっ

ていること、③日本メーカーは大型薄型パネルの

生産能力拡大に踏み切ったが、もくろみ通り大型

パネル需要が拡大するかどうかは不透明なこと、

④日本メーカーが薄型パネルの外販を本格化する

ことは、目先の収益確保に寄与する一方で、供給

過剰･価格低下･製品のコモディティ化を自ら加速

させることにつながりかねないこと。

これらの構造的特徴ゆえに、IT 関連財の需給

は一瞬にして悪化することがありうる。われわれ

は、｢IT 市場は常に一寸先は闇｣と心得て、今後

もその動向を十分に注視していく必要があろう。

2007、2008年度も2％強の成長が続く

上記のように、日本経済は今回も踊り場をこ

なしつつ、緩やかな景気拡大が続く見通しである。

東レ経営研究所では、2007 年度の実質 GDP 成長

率は 2.2 ％、2008 年度は 2.1 ％と予測している

（図表 7、図表 8）。

３　IT 業界における在庫の近年の構造変化については、斎藤克仁・明知聖士「近年の IT 業界における在庫の特徴とその背景」
（日銀レビュー2007年 7月）に詳しい。

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 
 （実  績） （実  績） （予  測） （予  測） 

 実質GDP 2.1 2.2 2.1
 個人消費 
 民間住宅投資 
 民間企業設備投資 
 公共投資 
 財貨・サービスの純輸出（寄与度） 

 財貨・サービスの輸出 
 財貨・サービスの輸入 

 名目GDP
 GDPデフレーター 
 鉱工業生産 
 消費者物価（生鮮食品を除く総合） 
 完全失業率（％） 
 米国実質GDP成長率  （暦年） 

  （前年度比、％） 

2.4
1.9 0.7 1.9 1.6

△ 1.0 0.4 △ 2.0 1.6
5.8 8.0 4.5 4.8

△ 1.4 △ 9.6 △ 4.6 △ 4.3 
 0.5 0.8 0.6 0.3

9.0 8.2 6.5 5.9
6.0 3.3 3.4 5.6
1.0 1.4 2.3 2.4

△ 1.3 △ 0.7 0.1 0.3 
 1.6 4.8 2.8 3.8

0.1 0.1 0.0 0.3
4.3 4.1 3.8 3.7
3.1 2.9 1.9 2.6

図表７ 2007 年度・ 2008 年度の日本経済見通し

出所：実績は内閣府他、予測は東レ経営研究所見通し（2007 年 8月改定）
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2007 年後半以降、米国経済が持ち直し、世界

経済の拡大傾向が保たれる中、外需が景気を下支

えするほか、設備投資と個人消費の緩やかな増加

傾向が続く。この結果、「細く長い景気拡大」が

続き、2003 年度以降 2008 年度まで 6 年連続とな

る 2％強の成長が実現するというのが基本シナリ

オである。

デフレ脱却の動きを反映して、2007 年度は

1997 年度以来 10 年ぶりに GDP デフレーターが

わずかながら前年比プラスに転じ、名目成長率が

実質成長率を上回る見通しである。

粘り腰で踏ん張る設備投資と個人消費

設備投資は 2007 年 1 ～ 3 月期には生産活動の

足踏みを反映して減速したが、4 ～ 6 月期に持ち

直した。幅広い業種で設備不足感が強いこと、企

業の期待成長率が回復する中、各社が中長期的な

競争力強化のための投資に乗り出していること、

企業収益の堅調を背景にキャッシュフローが潤沢

なこと、IT 関連の在庫調整進捗を受けて生産の

回復が見込まれること等から、先行きも設備投資

の増加基調が続くと判断できる。

個人消費も緩やかな増加が続く見通しである。

グローバル競争の激化から業績好調下でも企業の

人件費抑制スタンスが維持されることに加え、定

率減税廃止に伴う 2007 年 6 月以降の住民税負担

の高まり、ガソリンの値上がり等による消費者マ

インドの悪化などが逆風となるため、今後の個人

消費に力強い伸びを期待することはできない。し

かし、人手不足感の強まりを背景に雇用環境の改

善が続くほか、緩やかながら賃金上昇が見込まれ

ることなどから、個人消費も粘り腰で底堅さを維

持しよう。

高まった景気下振れリスク

以上が日本経済の基本シナリオ（最も生起確

率の高いシナリオ）であるが、今年の夏以降、こ

れよりも景気が下振れするリスクシナリオの起こ

る確率が高くなった。感覚的に言えば、シナリオ

の生起確率がこれまでの「基本 70 ％、下振れ

20 ％、上振れ 10 ％」から「基本 60 ％、下振れ

35 ％、上振れ 5％」に変化したと考えている。

以下では、先行き警戒すべき景気下振れリス

クについて整理しておきたい。

最大のリスクは外需の変調

日本経済にとって、最大のリスク要因は、外

需の変調である。本稿前半で述べたように、現在

03 04 05 06 07 08（年度） 

個人消費 
設備投資 
その他民需 
外需 
公需 
実質GDP

－1 

0 

1 

2 

3 
（前年度比、％） 

予測 

2.1 
2.2 2.1 

2.4 
2.0 2.1 

図表８　実質GDP成長率と需要項目別寄与度

（注）・数字は、実質GDP成長率
・「その他民需」は、住宅投資および民間在庫投資

出所：実績は内閣府「国民経済計算」、2007・ 2008年度は東レ経営研究所予測
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の日本の景気拡大は、内需中心に見えて、実は

「世界経済の好調を背景とした輸出頼み」だから

である。今回の日本の景気拡大メカニズムはあく

までも輸出が起点であり、輸出と内需の相互拡大

メカニズムがどこまで持くかが成長持続の鍵とな

っている。

したがって、米国景気失速、あるいは米景気

失速のアジア・欧州景気への波及が、日本の景気

にとっての最大の懸念材料といえる。

昨年後半から今年 1 ～ 3 月期までの米国経済

が減速したにもかかわらず、日本の景気に与える

悪影響が軽微だったのは、アジアや欧州の景気が

堅調だったためである。仮に世界経済がそろって

減速するようなことがあれば、日本の「細く長い

景気拡大」を可能にする条件であった「世界経済

の高成長持続」が崩れることになる。

この意味で、今年の夏、世界の金融市場を揺

さぶった米国のサブプライムローン問題が今後各

国の実体経済に与える影響には、十分注視する必

要がある。

サブプライム問題の影響をどう見るか

2007 年 7 月から 8 月にかけて、米国のサブプ

ライムローン4（信用力の低い個人向けの住宅ロ

ーン）の焦げ付きを発端とした金融不安が世界中

に伝播し、信用収縮と世界同時株安が発生した。

このサブプライム問題が経済に与える影響に

ついては、筆者はかねてより次のように考えて

きた。

――サブプライム問題は、証券化と複雑化した

仕組み商品の普及によりリスクが世界中の投資家

の間で広く薄くシェアされており、どこにどれだ

けのリスクが潜伏しているか見えにくく、不透明

感を助長しやすい面がある。この性格ゆえに、金

融市場では今後も折にふれ妖怪のように出没し

て、世界の投資家のリスク許容度を低下させ、株

価押し下げ要因になる可能性がある。

しかし、サブプライムローン関連の損失額自

体は、金融システムの危機を招くほど大きな規模

ではないため、これが短期的に米国景気失速の引

き金になることはない。

むしろこの問題は米国景気を中長期的に抑圧す

る要因となる。サブプライムローンの焦げ付きは、

過去 20 年以上続いた米国住宅価格の｢右肩上がり

神話｣の崩壊の結果生じたものであり、この住宅バ

ブル崩壊の影響は、今後数年にわたり米国の住宅

投資と個人消費にボディブローのようにじわじわ

と効いてくることを覚悟する必要がある。――

妖怪の影に怯えた世界の金融市場

現在も筆者は、サブプライムローンの影響に

ついては、基本的には上記の見方を維持している。

ただし、8月中旬、世界で金融収縮不安が高まり、

恐怖心による狼狽売りで、誰もが予想しなかった

レベルまで世界同時株安の連鎖が進み、信用市場

全体が凍りついたことの影響は少なくないと考え

ている。その時点でサブプライム問題は、もはや

サブプライムローンによる実際の損失リスクの大

きさとは関係のない問題となり、実体のない妖怪

の影に怯える形で不安心理が増幅し、極度に信用

収縮と株安が進んでしまったからである。

理由は何であれ、金融市場でこれほどの規模

の資産価格調整と信用収縮が起こった以上、実体

経済が無傷でいられるはずはない。サブプライム

ローン以外の焦げ付きは増えていないにもかかわ

らず、信用力の高い人向けのローンも本来の価値

で売れなくなった。また、サブプライムローンと

は全く関係のない世界中の投資家までが真夏の金

融市場の動揺で損失を被り、リスク回避姿勢を強

める結果となった。米国では、投資ファンドが

M＆ A 資金の調達が困難になったため、企業買

収の延期が相次いでいる。

４　低所得やクレジットカードの延滞歴のある個人向けの住宅ローンのこと。通常の住宅ローンより審査基準が緩い代わりに、金
利は高い。残高は約 1兆 3,000億ドルで、全米の住宅ローンの約 1割を占めるとされる。2003年から 2006年に急増し、米国の
住宅ブームに拍車をかけた。
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サブプライム問題で日本は更に「細く長い景気

拡大」へ

上記のような情勢を踏まえると、今年 8 月以

降、サブプライム問題を発端とする信用収縮が米

国及び世界の実体経済を下押しする圧力は従来よ

り大きくなったといえる。それでも、これで米国

経済が失速し、世界同時不況に陥る可能性は小さ

いと考えられる。

その理由は、第一に、米国経済のファンダメ

ンタルズが堅調なことである。住宅ローンの信

用収縮で個人消費が失速した 1990 年代初めと違

って、今の米国は雇用拡大と賃金上昇が続いて

いるため、個人消費の腰折れは回避されよう。

第二に、各国中央銀行がそろって流動性供給に

気を配っているほか、FRB が緊急利下げ（8 月

17 日）を行うなど、金融不安沈静化と経済危機

回避に向けた当局の強い姿勢が示されているこ

とである。

信用収縮による資金調達難やマインドの悪化

は、もちろん景気の下押し要因であるが、企業

や投資家の行き過ぎた強気心理を適度に冷やす

効果がある。更に、金融危機回避のために主要

国が緩和的な金融政策を強いられることは、先

行きの景気を下支えする要因になる。1 ～ 2 年後

に振り返ってみれば、2007 年夏の金融不安発生

は、結果的には今回の世界同時好況と過剰流動

性相場を長期化させることにつながったという

ことになる可能性が高いと筆者は考えている。

つまりは、結果として、日本の｢細く長い景気拡

大｣が更に細く、長くなる可能性が高いというこ

とである。

国内リスクは消費失速と構造改革頓挫

上述のように、日本経済の主たるリスクは海

外経済動向にあるが、国内にもリスクは存在す

る。内的リスクとしては次の 2 点に警戒が必要

である。

①個人消費失速リスク

これまで個人消費は、賃金が伸び悩んでいる

割には、良好な雇用環境やマインドに支えられて

底堅い推移を続けてきた。ところが、定率減税廃

止に伴う今年 6月以降の住民税負担の高まり、ガ

ソリンの値上がりなど、家計にとっての逆風が吹

いていることを背景に、足元では消費者心理が悪

化傾向にある 5。

また、街角の景況感を測る「景気ウォッチャ

ー調査」6（内閣府）によれば、足元で家計動向関

連を中心に景気の現状判断が悪化してきているこ

とが示されている（図表 9）。

加えて、8月のサブプライム・ショックによる

世界同時株安で、消費者マインドが更に悪化する

恐れがある。マインドの冷え込みにより個人消費

が失速するリスクに注意を払う必要があろう。

②構造改革頓挫リスク

日本の政治情勢に起因するリスクも、今年の

夏以降付け加わった。2007 年 7 月の参院選での

与党大敗は、日本の経済政策に少なからぬ影響を

与える可能性がある。

この参院選で消費税率据え置きを掲げた民主

党が大勝したことで、2008 年の通常国会に消費

税率引き上げ法案が提出され可決されるという既

定路線の実現がほとんど不可能になった。また、

消費税増税とセットで論じられるはずだった法人

税の実効税率引き下げについても、今の政治情勢

では｢企業優遇、家計冷遇｣の批判をクリアしにく

くなったため、実現が遠のいた感がある。これは、

2007 年秋以降ようやく進むはずだった税制改革

の先送りが決定的となったことを意味する。

５　消費者心理を表す指標である消費者態度指数（内閣府「消費動向調査」）は、2007年 4～ 6月に大きく悪化した。
６　景気ウォッチャー調査は、家計動向、企業動向、雇用情勢などを敏感に反映する現象を観察できる業種・職種の中から選ばれ
た約 1,500人の景気ウォッチャーの景気認識を月次で集計した調査である。
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更に、消費税増税見送りの一方で、民主党に

配慮した格差是正や農家保護策の導入による歳出

増の可能性もあり、「ばらまき型」政策が具体化

する可能性もある。

これらの政策変更は、小泉政権以来の歳出削

減路線が崩れ、構造改革が頓挫したとのイメー

ジを金融市場に与える恐れがある。過去 4 年間、

外国人投資家が日本株を買い越してきた理由の

一つが日本の構造改革への期待であったことを

考えれば、こうした日本の政治情勢と政策変更

は「日本売り」を招きやすい点に警戒が必要で

あろう。
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図表９　景気ウォッチャーによる景気の現状判断DI の推移
（3カ月前と比較した景気の方向性）

（注）・景気の現状（３カ月前と比較した方向性）に対する５段階の判断に、それぞれ以下の点数を与え、
これらを各回答区分の構成比（％）に乗じて、指数（D I）を算出している（50が良い、悪いの境い
目となる）。
良くなっている＝ 1、やや良くなっている＝ 0.75、変わらない＝ 0.5、やや悪くなっている＝ 0.25、
悪くなっている＝ 0

出所：内閣府「景気ウォッチャー調査」


