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した。場合によっては２番底にいくのではな
いかという不安もあったために株価も再度調
整を余儀なくされてしまいました。
不安心理が世界的に広がり、需要が後退、
製品が売れなくなったために、製造業の在庫
調整が世界的に広まりました。こうした状況
に対処するために、アメリカでは、もう一段
金融緩和をしなければいけないという状況に
追い込まれました。アメリカも短期金利はほ
とんどゼロで長期金利もかなり下がってきて
いるわけですが、さらに長期金利を下げ、
人々

１．世界経済の推移

の期待インフレ率を上げたいということで、

思い起こしますと、２
０
０
８年９月にリーマン

アメリカの中央銀行である FRB が国債を大

ブラザーズの破綻、いわゆるリーマンショッ

量に買いますという宣言を夏場に発表しまし

クが起こり、その後、日本経済は戦後最も深

た。これを受け、ドルの長期金利が低下した

刻な景気の谷を経験しました。世界的に需給

結果、アメリカから資金が大量に流れ出まし

ギャップは大きく、失業率が高い状況でした

て、ドルがほとんどの通貨に対し下落し、対

が、景気後退は２
０
０
９年半ばには終わり、２
０
１
０

円でも一時は８
０円割れぎりぎりのところまで

年初には「いよいよ本格的な景気回復が始ま

急激なドル安円高が進みました。円高は輸出

る」という期待が高まり、ようやく先に少し

企業の収益を直撃しますので、輸出依存度の

ずつ明るさが見えてきました。２
０
１
０年４月ま

高い日本経済には打撃です。日本人のセンチ

ではまさに株価も順調に回復してきたわけで

メントが急速に冷えていきました。

すが、日本のゴールデンウィーク中にヨーロ

先進国にとって年後半は非常に厳しい局面

ッパからギリシャの財政状態悪化に関するニ

でありました。２番底になるのは何とか防げ

ュースが入ってきました。国の財政がおかし

ましたが、企業・消費者心理はまだ十分に回

くなると緊縮財政を余儀なくされ、企業も資

復していないのが現状です。

金調達が困難化するので、ギリシャ経済は急

新興国の状況を見てみますと、中国経済は

速に悪化しました。また最近ではアイルラン

むしろ夏場にいち早く大底を脱しました。新

ドの財政も悪化、同国の国債利回りは急上昇

興国経済はリーマンショックの傷が浅かった

しています。さらにはポルトガルやスペイン

こともあり、むしろ、過熱気味の状態になり、

国債の信認についても一部で疑問視されるに

金融引締めが始まりました。年後半の世界経

至っています。ちょうど立ち直り始めていた

済の特徴の一つは、先進国経済がまだ低迷し

世界経済ですが、５月以降はヨーロッパ発の

ている中で新興国の経済はいち早く回復に転

財政ショックから世界経済の様相が一変しま

じたということです。
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投資が先に回復し、日米欧という先進国の経

２．２０１１年の金融・経済展望

済は、新興国の経済に遅れて回復するものに

#

なってきたと思っております。

概要
私どもの２
０
１
１年の経済予測では、世界経済

は今がちょうど踊り場の大底でこれから明る

$

アメリカ

さが徐々に増してくると考えています。出遅

!雇用

れていた先進国の経済もようやく上向き始め

アメリカの経済指標の中には明るいものが

るというのが２
０
１
１年だろうと思います。振り

増えてまいりましたが、雇用はまだなかなか

返ってみると、２
０
１
０年はギリシャショックが

回復していません。雇用者数はようやく増え

あったために景気の踊り場が９か月続きまし

てきていますが、最近の１か月では１
０万人ぐ

た。その踊り場に終止符を打ち、再び回復過

らいしか増えていない。やはり、毎月２
０万人

程が始まるのが２
０
１
１年の経済の姿かと思いま

ぐらいは増えてこないとアメリカで雇用が回

す。

復してきたという実感をアメリカの人々は持

では、ギリシャショックの前に戻るかとい

てないでしょう。失業率は１
１月に９．
８％とい

うと、むしろおまけが付いているわけです。

う歴史的に極めて高い水準になりました。一

今回はアメリカが量的緩和の第２弾や減税措

方、就業者と失業者（職探しをしている人）

置の延長により、政策面からの景気刺激がさ

の合計と生産年齢人口（１
５歳〜６
４歳の人口）

らに強まっています。実際、FRB のバーナ

の比率を示す労働参加率が歴史的な低さに急

ンキ議長は景気下振れリスクがあれば、さら

低下しています。過去の平均６
６．
５％に対し、

に金融緩和するというようなメッセージまで

現 在 は６
４．
５％で す。両 者 の 差 で あ る２％の

出しているわけです。そうすると各種の金融

人々とは、雇用環境が悪すぎ仕事を探す気が

資産、例えば株価にしても下方リスクという

失せている人々です。こうした人々を失業者

のは小さいだろうと投資家の多くが思い始め

の中に含めると失業率の実勢は今の９．
８％に

てきましたので、今まで預金のような安全資

さらに２〜３％程度上乗せした１
２％ぐらいと

産に資金を置いていたのをもっとリスクの多

いうのが現実の姿です。

い資産、株や商品、例えば金や原油などに少

今後少しずつ経済が上向いてくると、雇用

しずつ移していこうかという機運が世界の投

者数も増えてきます。失業者というグループ

資家の間で高まってきています。ご存知のよ

の中から職が見つかって出ていく人がいます。

うに、例えば原油価格は１バーレル９
０ドルを

同時に職探しを諦めていた人々が求職活動を

突破、金も年初以来最高値、１オンス１，
４
０
０

開始し、統計上は失業者の分類に入ってきま

ドルを一時更新しています。このように、今

す。そうすると景気は多少よくなっても失業

の時点で２
０
１
１年の経済を語るとすると、景気、

率は下がらないでしょう。

資産価格の両面で明るい展望を持っています。

"住宅

２
１世紀型の回復というのは、むしろエマー

住宅市場にもリーマンショックの後遺症が

ジング諸国の国内需要、国内の消費とか設備

残っていて、アメリカで中古住宅の在庫水準

ぶぎんレポート No．
１４
１ ２０
１
１年２月号

9

は高いままで推移しています。アメリカの中
古住宅のマーケットは極めて大きく、通常で
すと年間に５
０
０〜６
０
０万件ぐらいの売買があり
ます。新築は１
０
０万件前後ですが、足元では
５
０万件以下に落ちています。中古住宅の在庫
が高水準と言うことは、街中に「売り家」と
いう看板が多く目に付く、という状況です。
当面は、住宅価格も家賃も上がらないでしょ
う。賃金も家賃も上がらないとアメリカのデ
ィスインフレは当分続くと思います。
"小売
小売売上は、ギリシャショックの後一旦下

得移転、すなわち借金の棒引きがないと解決

落しましたが、足元ではまた戻ってきていま

にはならないと思います。一方、欧州では財

す。米国では株価が上昇していることもあり、

政危機の再発を回避すべく、欧州版 IMF の

消費者センチメントは緩やかに回復しており、

ような構想もありますが、実現までの道のり

クリスマス商戦は回復基調にあるようです。

は遠いようです。当面は、ECB（欧州中央

#財政

銀行）が資金を供給し、何とか危機が顕現化

２
０
０
９年は、ちょうどリーマンショックの直

するのを防いでいますが、一部欧州諸国の財

後でしたので、財政も大盤振る舞いして減税

政問題はかなり根の深い構造問題で、今後も

をしたり、補助金を出したりして、財政赤字

引き続き市場の不安定要因になりうるという

は急拡大しました。２
０
１
０年は、一旦は財政再

点は頭の片隅に置いておいていただきたいと

建を目指しましたが、オバマ大統領は年末に

思います。

打ち切られる予定だったブッシュ減税の延長
と追加減税を１
２月初に発表しました。これは、

%

中国

２
０
１
１年前半の経済を押し上げる一方、財政赤

!景気回復と引き締め

字をさらに拡大することになります。

中国経済は、２
０
１
０年４〜６月期が底で、７
〜９月期から回復が始まっています。２
０
０
９年

$

ＥＵ諸国

のリーマンショック後の世界不況時には中国

財政赤字が拡大しているギリシャ、アイル

も輸出が急減したため、公共事業中心に４兆

ランドなどの国債の金利が急上昇しています。

元（約５
４兆円）という大型景気対策を打ちま

財政赤字拡大に伴う国家の信認の低下は、ギ

した。ただし、資金面では、政府が調達する

リシャ、アイルランドに止まらず、EU のな

のは半分で、あとは地方公共団体が地元の銀

かで飛び火するリスクが高まっています。ギ

行からお金を借りなさいというものでした。

リシャやアイルランド経済の疲弊度が高まっ

この結果、銀行貸出とマネーサプライが急増

ているので、最終的にはヨーロッパ内での所

しましたので、今度はインフレや資産バブル
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のリスクが高まりました。中国政府は、２
０
０
９

フレを抑制すべくさらに政策金利を上げるで

年の後半から少しブレーキを踏んで、銀行貸

しょう。人民元の金利を上げると内外金利差

し出しの抑制を開始しましたが、足下の伸び

が拡大してさらに外貨が流入するというジレ

率は２割弱とまだ高い伸びが続いています。

ンマに中国政府は今直面しています。ではど

景気が過熱していた２
０
０
７年、２
０
０
８年当時の伸

うすればいいかと言えば、やはり人民元を切

び率を上回っていますので、なかなか引き締

り上げ、外貨の流入を抑制するしかないので

めの効果が出てこないところが問題です。

す。

"中国の物価動向
食料品のインフレ率は足元で１
０％まで上昇

$

日本

し、食料品インフレが進行中です。食料品が

!２
０
１
１年の経済見通し

買えなくなるというのは、深刻な社会問題で

日 本 の７〜９月 期 の GDP は、年 率４．
５％

す。食料品の価格と中国の治安、社会情勢と

という高い伸びでした。これは、輸出が減速

いうのは密接に関係していますので、中国政

する中で、エコポイントによる耐久消費財の

府もようやく本気になって金融の引き締めを

購入が増加したことによるもので、強い需要

開始したところです。

が薄型テレビ等に集中したほか、自動車につ

#中国の金融・為替政策

いてもエコカー補助金終了前の駆け込み需要

私どもは２
０
１
１年に中国では政策金利を３回

があました。しかし、自動車はすでに反動減

引き上げると予測しています。一方、人民元

が大きく出ています。２
０
１
０年１
０〜１
２月期はマ

の対ドルレートは年間５％ぐらいの極めて緩

イナス成長となる可能性が高く、２
０
１
１年前半

やかな切り上げにとどめ２
０
１
１年末の対ドルレ

もエコポイント打ち切りの影響などから低成

ートの予測は６．
３元と考えています。ただ果

長でしょうが、年後半にかけて成長率は徐々

たしてインフレをうまく抑えて中国経済を安

に高まるでしょう。

定した経済成長に回復させることができるか

"個人消費

どうか、そこのところは心配しています。ド

消費もそれなりには戻ってきています。消

ル資金を人民元にシフトすると為替差益が得

費の内訳をみると、数量（実質）ベースでは、

られるとの思惑が市場では支配的なため、資

先ほども申し上げましたように、耐久財が急

本規制はまだありますが、中国に短期資金が

増し消費全体を牽引していますが、金額（名

急速な勢いで流入するリスクがあります。中

目）ベースで見ると、耐久財消費はさほど増

国に外貨が流入すると、為替レートをコント

えていません。これは何を意味しているかと

ロールするために中国当局は外貨を買わざる

いうと、薄型テレビを購入するための予算は

を得ない。外貨を買うということは人民元を

そんなに増えていないものの、以前に比べ、

放出しているわけですから、金融を引き締め

同じ予算でももっと大型のテレビが買えるよ

てもマネーの増加抑制が困難になる。これが

うになったということです。

インフレや資産インフレの原因の一つになり

一方、リーマンショック後は非耐久財及び

ます。インフレになると中国人民銀行はイン

サービス消費が大きく落ち込みました。特に
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件費ですが、３分の１は医療保険支出です。
医療保険支出は、３
０数兆円、GDP の７〜８％
になります。そして、忘れてならないのは、
名目（金額）
、実質（数量）ベース共に増え
てきているということです。今後は、いかに
福祉医療部分を経済全体の成長につなげてい
くかが課題です。規制緩和と民間の参入拡大
が必要です。
"企業の財務バランスと設備投資
企業のキャッシュフローは、税引き後利益
に減価償却を加えたものです。これは企業の
外食産業などは家計が生活防衛をしようとす

現金収支とも言われています。リーマンショ

ると一番手軽に予算を切り詰める対象とされ

ック後の企業収益の大幅悪化に伴い、キャッ

ました。

シュフローが大きく落ち込んだ後、足元では

日本で消費が盛り上がっていないというこ
とを良く耳にしますが、お金がなくて消費し

かなり戻ってきていますけれども、まだピー
クには達していません。

ないのではないのです。預金を取り崩せば、

一方、設備投資の方はようやく底は打ちま

あるいは貯蓄を減らせば、消費はまだまだ増

したが、まだまだ水準的には以前に比べかな

えます。消費が増えれば、お金が回りだし、

り低い状態です。とくに、設備投資が減価償

企業も元気になります。しかしサラリーマン

却を下回った水準で推移している、というの

は老後の生活が不安だ、年金生活者の方も今

はかなりショッキングなことです。このこと

後どうなるかわからないから、なかなか消費

は簿価ベースの資本ストックが減少している

は増やせないと考える方が日本には多くおら

ことを意味します。資本ストックが減少する

れます。ですから、政府が、もっと中長期的

と経済の成長率は大きく低下してしまいます。

に見て国民の生活を安定できるように、すな

キャッシュフローから設備投資を引いたも

わち、人々が老後の不安をそれほど持たずに

のが、フリーキャッシュフローといって、企

今後１
０年、２
０年大丈夫だという気持ちを持て

業が設備投資をした後に自由に使えるお金で

るようになれば、消費も増えてきます。消費

すが、企業があまり設備投資をしたがらない

が増えれば日本経済も好循環に入ってくるこ

ためにフリーキャッシュフロー、すなわち手

とが期待できます。

元の現金自体は歴史的な高水準にあります。

!政府消費

すなわち、企業は、家計同様、手元資金を潤

あまり注目されていませんが、GDP の２
０％

沢に保有していても使おうとしないという状

は政府消費と呼ばれるもので、民間設備投資

況が続いています。家計、企業もお金がある

と公共事業の合計を上回り、最近高い伸びを

のに使わないという点が、日本のデフレ問題

示しています。その中の３分１は公務員の人

を考える上で重要な点です。
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もっとも、企業も手元にキャッシュが増え

そういう意味で、私自身は、このさいたま市

てきたので、これ以上キャッシュを増やす必

を含む首都圏の経済圏というのは非常に国際

要はないと思いますので、これから徐々に設

的に見ても有望で、公共投資をさらに増やす

備投資にも回ってくると思いますが、国内の

ことが適当な地域だと思っています。

市場の将来性について政府がしっかりとした
指針を示さないとますます設備投資は海外に

#

イノベーション

逃げるでしょう。すると、国内の雇用は増え

日本経済の成長のためには、民間がリスク

ないという悪循環に入るリスクも同時にある

を取って、新しいイノベーションを起こして

かと思います。

いくことが重要です。新興国はものすごい勢
いで先進国を追い上げていますが、その追い
かけてくるピードに十分耐えられるぐらい日

３．日本経済発展のための施策と展望

本もどんどん新しいものをイノベーションで

!

つくり出していかなければなりません。リス

経済発展の鍵
鍵の一つはアジアです。アジアの需要をい

クをとって、新しいイノベーションを起こし、

かに国として、地域として取り込むか、企業

最終的にはそれが利益につながるような成功

として取り込むかです。

パターンをどんどんつくっていき、それを政

もう一つは、日本が今非常に厳しい状態に

府が支援するような体制にしていかないとい

あり、これからも高齢化でさらに状況は非常

けないと私は思っています。ですから、皆様

に厳しくなりますので、経済のリソースをい

方に置かれてもぜひチャレンジ精神を失わず

かに集中するか、ということです。ひとつは

にいて頂きたいと思います。

今関西で始まっている広域地域連合のような

向こう１
０年が勝負だと思います。団塊の世

ものです。もう都道府県でやっていたのでは

代が８
０歳になる２
０年ぐらい後には、社会保障

埒が明かない、力が分散してしまうので、一

費は本当に大変なコストになってきます。そ

種の地域連合的な発想で地方経済を見つめ直

れまでの今後５年、１
０年というのは特に重要

すことが必要だと思います。

な時期で、まだ団塊の世代が６
０歳代の間は、
けっこう消費パワーがあるはずですから、そ

"

将来の利益を生む公共投資の必要性
首都圏の公共投資は増やすべきだと思いま

す。利益を生む公共投資は首都圏にはまだか
なりあるはずなので、政府も頭を柔軟にして、

の力を利用して何とか日本の経済が立ち直っ
てくれたらと思っています。
ご静聴ありがとうございました。
（文責：ぶぎん地域経済研究所）

公共投資がいいか悪いかという議論ではなく
て、利益を生む将来のためになる投資かどう
かという観点から考えていただきたいと思い
ます。外環道の建設は地元経済だけでなく、
首都圏の物流改善に大きく貢献しています。

日時：２
０
１
０年１
２月８日!１
５時〜１
７時
於 ：武蔵野銀行本店３階ホール
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