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製造業の事業所数、従業者数、製造品出荷額等

資料：経済産業省「平成29年工業統計調査」           
（注１）従業者数4人以上の製造事業所           
（注２）事業所数、従業者数は2017年6月1日現在、製造品出荷額等は2016年1～12月の1年間の数値。　　           
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出荷額等
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さ い た ま 市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市
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東 松 山 市
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羽 生 市
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草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市
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13,008

7,091
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6,062
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13,323

10,026

12,221

9,058
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10,707
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朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴 ヶ 島 市

日 高 市

吉 川 市

ふ じ み 野 市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

と き が わ 町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計
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1,944

823

1,128

550

108,932

872

2,113

330

146

78

65

188

85

226

73

603

53

401

68

98

95

45

143

178

96

45

9,718

92

154

39

4,037

1,371

1,220

6,246

3,893

11,232

3,235

12,692

851

6,154

3,289

6,178

3,459

2,200
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ズ ー ムアップ

数多くの建築家に支持されているヒガノ株式会社
の都市建築景観製品・エクステリア製品「プロ・フィッ
ト」シリーズ。製品群は建物のゲートやひさし、ボラー
ド、フェンス、傘立てなど。ハイセンスなデザインで建
物のデザインイメージや景観を壊すことなくフィットさ
せられる、というのがプロから支持される理由だ。新
国立劇場、東京都美術館、東京藝術大学、皇居外苑
など、名だたる建物や広場に設置されている。
しかし、そこで同社をエクステリア製品専門メー
カーと捉えてしまうのは誤りである。なぜなら同社は
創業時から“現代版鍛冶屋”を旨として、さまざまな
産業機械を手がけてきたモノづくり企業だからだ。
「人工芝の植毛機や航空機内で食事を運ぶカート、
自動車のシートフレームプレス機、油圧で高さを調節
するバスケットリング、半田付け装置、コーヒー焙煎装
置、遠赤外線式連続乾燥装置など、これまで数多く
の産業機器を手がけてきました」（日向野𠮷一社長）
精密板金、機械加工、電気制御システム設計等の
技術力で、メカニカルな産業機械分野からデザイン性
を極めたエクステリア・インテリア分野までを幅広く手
がけるのが同社の特徴だ。製品は企画から設計、製

手応えを感じた日向野社長は、規格品であれば納期
を大幅に短縮でき、今後の市場のニーズにも迅速に
対応することができると考えたのだ。規格品は解凍
容量1ｔと500㎏の2タイプで開発が進められ、モニ
ター調査が行われてきた。食肉、鮮魚、チョコレート、
製パンなど数多くの業界で使用してもらい、細かな要
望を吸い上げては改良を繰り返して、安全・安心・確
実な製品が完成。2019年度から本格販売となる。
「この機械で解凍した魚を食べた栄養士さんは、

『これまでとは味が違う。おいしい』と驚かれました。
モニター調査を引き受けてくださった現場の方々や
企業さまからも『すごい！』と喜ばれて、手応えを感じ
ています」
噂を聞きつけた食品企業からの問い合わせも、数

多くあるという。どうやら、規格品の製造を選んだ戦
略の答えは、すぐにでも出てきそうだ。

高校生の時に2代目になることを決意し、経営セン
スやモノづくりの能力を磨き上げてきた日向野社長。
その成果は前述した以外のバラエティーに富んだ製
品群にも見て取れる。例えば、後付け可能で住居の
壁に簡易施工で取り付けられる飾り棚「ニッチマイ
ハート」。傘のしずく落とし「レインカットECO」など。
どれもが「こういうのが欲しかった」と思わせるもの
で、いずれもスタイリッシュなデザイン。
「学生時代から、こういう製品をつくれば売れるな
というのはなんとなく分かっていました。あとは『売れ
てくれ』というロマンだけでつくりました（笑）」
レインカットECOでは、事務用品通販サイトという
新たなチャネルでの販売も開始した。売り上げはよく、
チャネル拡大の効果を実感しているという。
今後は、解凍名人をプロ・フィットシリーズに次ぐ柱

に育て上げ、いずれは世界にも販路を広げていきたい
と語る日向野社長。近い将来、その目標は現実のもの
となって、同社の工場をフル稼働させるに違いない。

晴海の国際展示場に足しげく通っては最新の製品
動向をチェックし、埋もれたニーズはないかと製品開
発のプランを練った。そうして生まれたのが昭和49年
に実用新案を出願して生産を開始したボラードだ。こ
れは地中からポールを引き出して使用するという画
期的な製品で、その利便性が話題となって一躍ヒット
商品となった。そして25歳の時、父親の急逝に伴い2
代目を承継。前述したさまざまなカテゴリーの産業機
械を20年ほど手がけたのち、自社ブランド、プロ・
フィットシリーズの開発に着手する。

プロ・フィット開発のきっかけは、日向野社長が世
界を旅した経験によるものだ。各地で目にした美しい
景観や建物が建築家の手によって生み出されている
ことに思い至り、日本の建築家もハイセンスなインテ
リア・エクステリア製品を求めているのではないか、
と考えたからであった。
そこで、存在感を際立たせながらも建物の雰囲気

に溶け込むシンプルなデザインを模索し、一点一点
建物に合わせるイージーオーダー生産で消火器ボッ
クスやひさし、傘立てなど、設計段階からデザイナー
に“設計織り込み”される製品の開発を目指した。そ
して製品が完成すると、今度は全国の設計事務所に
出向いてカタログを手渡したり、建築家のパーティー
に顔を出しては地道にPRするなど営業活動を行った。
「そのうち、建築家から設計段階で声がかかるよう
になっていきました。その後、建物内の製品を目にし
た建築家からも声がかかるようになって、製品自体が
強力な営業ツールになりました」
同社の製品がプロに選ばれたのは、デザイン性だ

けではない。これまで培ってきた金属加工技術や電気
技術などを駆使した機能性の高さも、施主や建築家
に選ばれる理由であった。例えば、ノンレールでありな
がら、軽い力で出し入れできる動作性を持つ手動ゲー
ト。安全な開閉を実現した電動ゲート。使用しない時

建築家を魅了するエクステリア製品を手がけるモノづくり
企業。新製品の解凍機器で食品市場を開拓する
建物のゲートやボラード（車止め）、ひさし、消火器ボックス、傘立てなど、ハイセンスかつハイエンドな製品をイージー
オーダー生産するヒガノは、“現代版鍛冶屋”を旨とするモノづくり精神で数々の製品を開発してきた。次なる目標は、
これまでにない解凍機能を搭載した「解凍名人ハイブリッド」で食のプロを魅了し、食品市場を開拓することである。

ヒガノ株式会社

は壁にすっきりと収納できる傘立て。重量級でありな
がらワンタッチ操作でキャスターが出て楽に移動でき
るボラードなどなど。ハイセンスなデザインと高い機能
を持つ同社の製品は、追従する他社製品を大きく引
き離し、全国の多くの建築家に支持されている。

同社の新商品は、優れた解凍機能を持つ食品機
器「解凍名人ハイブリッド」。食品市場に優れた解凍
技術がないことに気づいた日向野社長が製品化を

考えたことが原点となり、産業機械設計やステンレス
加工技術を持つ同社と、低周波高電圧の“電場技
術”を持つ企業との二人三脚で開発が進められたも
のだ。平成25（2013）年、経済産業省の特定研究開
発等計画に認定。平成27年には埼玉県から先端産
業創造プロジェクトの新技術・製品化開発費補助金
を受け、9年の歳月をかけて完成した。
これは、庫内を加熱してステンレスプレートに載せ
た冷凍食材を表面から解凍し、同時に庫内に低周波
高電圧の電流を流して食材内部からも解凍するとい
う、従来にない技術を用いる。チルド温度帯で内外同

時の解凍を実現しているため、食材の鮮度やうま味
を維持したまま均一に解凍でき、解凍時のドリップの
流出も防ぐ。さらに、長い時間を必要とするチルド解
凍と比べると解凍時間は約10分の1以下に短縮さ
れ、高額な水道代がかかる流水解凍と比べるとラン
ニングコストは大幅に圧縮されるという。
「これまで加工現場で働く人から、『経済効率が優
先されるため、外側は解凍されていても内部が凍っ
た状態でカットしなければならないから、包丁作業が
たいへん』という話を聞いていました。これで解凍す
ると食材内部をシャーベット状に凍らせた状態で加

工できるので、包丁もさくっと入って作業負担が軽減
できます。加工効率も向上し、ロスも少なくなります」
「解凍名人」は試作品完成後、オーダーメイド生産
で7カ所に納入されてユーザーから高評価を得た。
そして、いよいよ本格生産に入ろうかという時、日向
野社長が戦略としたのが規格品での生産であった。

解凍名人のオーダーメイド生産の場合、設計から
完成まで約1年を要する。7台の納入を終え需要の

●代 表 者 代表取締役　日向野 𠮷一
●創　　業 昭和16年
●設　　立 昭和27年2月
●資 本 金 2,000万円
●従業員数 53名
●事業内容 都市建築景観製品・エクステリア製品・インテリア製品などの特注製作、大型門扉の設計・製作・設置・
 メンテナンス業務、各種産業機械の設計・製作・設置・メンテナンス業務、貸倉庫事業
●所 在 地 〒340-0002 埼玉県草加市青柳3-24-7
 TEL 048-931-3321　FAX 048-931-7332
●U R L http://www.higano.co.jp

造、販売、メンテナンスに至るまですべてを自前で行
う。そうしたモノづくりの姿勢は創業時から育まれ、同
社を技術集団へと成長させていったのである。

創業は昭和16（1941）年。現社長の父である日
向野𠮷一郎氏が溶接板金事業を興したのが始まり
だ。昭和35年、大手二輪メーカーの部品製造を行い
ながら自社製品「高砂石油コンロ」を発売する。社員
でアイデアを出し合い、古い缶を応用したり板金部
品を手づくりするなど試行錯誤して生まれたポータ
ブルの一口コンロ。空気加圧式で石油を気化して燃
焼させるこの製品は、月2,500台を売り上げる人気
商品となり、南極越冬隊やヨットで太平洋を単独横
断した“堀江青年”（堀江謙一氏）にも愛用された。
それに伴い、昭和45年には本社工場を建設する。
「高校生の時、父から『家を継ぐのか』と聞かれ、
考えた末に『継ぐ』と答え、大学は経済学部を選びま
した。そこで、経営者の目線になって世の中を見るよ
うになったのです。何をつくったら売れるのか、と」

埼玉県知事 
上田 清司氏

喜びの仕掛け
－ 人生100年時代を幸せに生きる －

平成最後の年にして新たな時代の幕開けと
なる一年が始まった。
団塊ジュニアが高齢期に入る2040年には

2.8人に１人が65歳以上となる将来に備え、持
続可能な社会づくりが最大の課題だ。世界トッ
プクラスの平均寿命と健康寿命を背景に、国は
現行65歳までとなっている継続雇用の義務付
けを70歳まで引き上げることを検討中である。
高齢者の更なる活躍への期待は高まっており、
本県でも「シニア活躍推進」と名付け、就業や
地域活動を支援しているところだ。
こうした全体の方向性は正しいものと考える
が、その一方で「期待」が「押しつけ」となって
はいけない。大切なのは、「年齢を問わず幸せ
を感じられる社会の実現」である。
かつての高齢者は、第一線を退き、子や孫

に囲まれる中で知恵や知識を伝え、尊敬され
慕われる生活に幸せを感じていた。しかし、高
齢者の58パーセントが単身または高齢夫婦の
みで暮らしている今、知恵や知識を伝える「自
己表現」と尊敬され慕われる「存在承認」の
場は社会に求めざるを得ない。仮想空間の
SNSでさえ、最大の喜びは「いいね」であるこ
とからしても、現実社会で自己表現し、認めら
れる喜びの大きさは誰もが容易に想像できる
ものだ。
しかし、社会とのつながりが希薄な高齢者に

とって、こうした機会を得ることは非常に難しい
のが現実である。だからこそ、高齢者の自己表
現と存在承認の場を社会全体でつくっていくと
いう考えが重要ではないだろうか。
本県の事例としては、彩の国さいたま芸術劇
場を拠点に活躍する高齢者演劇集団「さいた
まゴールド・シアター」がある。日本を代表する
演出家である故 蜷川幸雄氏の発案で設立され、
今年で12年目を迎えた。劇団員である高齢者
の喜びの場となっていることはもちろんだが、そ
れだけにはとどまらない。彼らが全身で表現す
る舞台は、高齢者の可能性を力強く伝え、観客
が自らを見つめ直し、今後を考えるきっかけとも
なっているのだ。輝く高齢者の姿には、「自分も
輝く高齢期を迎えたい」という欲求を大いに刺
激する力がある。
既に英国では、元気に活動できる高齢者だ

けでなく、施設入所者や認知症の方も参加でき
る芸術や文化のプログラムが充実しているとい
う。まさに、誰もが喜びの場を求められる社会の
実現に向け歩き出している。
官民連携の取組によって、自己表現と存在承
認という人の根源的欲求にアプローチする「喜
びの仕掛け」が様々な分野で増えていけば、日
本の高齢社会は明るいものとなるだろう。ロー
ルモデルとなる高齢者の幸せは、若者にも夢を
与えるに違いない。

高校生の時に承継を決意

代表取締役　日向野 𠮷一氏
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ズ ー ムアップ

数多くの建築家に支持されているヒガノ株式会社
の都市建築景観製品・エクステリア製品「プロ・フィッ
ト」シリーズ。製品群は建物のゲートやひさし、ボラー
ド、フェンス、傘立てなど。ハイセンスなデザインで建
物のデザインイメージや景観を壊すことなくフィットさ
せられる、というのがプロから支持される理由だ。新
国立劇場、東京都美術館、東京藝術大学、皇居外苑
など、名だたる建物や広場に設置されている。
しかし、そこで同社をエクステリア製品専門メー
カーと捉えてしまうのは誤りである。なぜなら同社は
創業時から“現代版鍛冶屋”を旨として、さまざまな
産業機械を手がけてきたモノづくり企業だからだ。
「人工芝の植毛機や航空機内で食事を運ぶカート、
自動車のシートフレームプレス機、油圧で高さを調節
するバスケットリング、半田付け装置、コーヒー焙煎装
置、遠赤外線式連続乾燥装置など、これまで数多く
の産業機器を手がけてきました」（日向野𠮷一社長）
精密板金、機械加工、電気制御システム設計等の
技術力で、メカニカルな産業機械分野からデザイン性
を極めたエクステリア・インテリア分野までを幅広く手
がけるのが同社の特徴だ。製品は企画から設計、製

手応えを感じた日向野社長は、規格品であれば納期
を大幅に短縮でき、今後の市場のニーズにも迅速に
対応することができると考えたのだ。規格品は解凍
容量1ｔと500㎏の2タイプで開発が進められ、モニ
ター調査が行われてきた。食肉、鮮魚、チョコレート、
製パンなど数多くの業界で使用してもらい、細かな要
望を吸い上げては改良を繰り返して、安全・安心・確
実な製品が完成。2019年度から本格販売となる。
「この機械で解凍した魚を食べた栄養士さんは、

『これまでとは味が違う。おいしい』と驚かれました。
モニター調査を引き受けてくださった現場の方々や
企業さまからも『すごい！』と喜ばれて、手応えを感じ
ています」
噂を聞きつけた食品企業からの問い合わせも、数

多くあるという。どうやら、規格品の製造を選んだ戦
略の答えは、すぐにでも出てきそうだ。

高校生の時に2代目になることを決意し、経営セン
スやモノづくりの能力を磨き上げてきた日向野社長。
その成果は前述した以外のバラエティーに富んだ製
品群にも見て取れる。例えば、後付け可能で住居の
壁に簡易施工で取り付けられる飾り棚「ニッチマイ
ハート」。傘のしずく落とし「レインカットECO」など。
どれもが「こういうのが欲しかった」と思わせるもの
で、いずれもスタイリッシュなデザイン。
「学生時代から、こういう製品をつくれば売れるな
というのはなんとなく分かっていました。あとは『売れ
てくれ』というロマンだけでつくりました（笑）」
レインカットECOでは、事務用品通販サイトという
新たなチャネルでの販売も開始した。売り上げはよく、
チャネル拡大の効果を実感しているという。
今後は、解凍名人をプロ・フィットシリーズに次ぐ柱

に育て上げ、いずれは世界にも販路を広げていきたい
と語る日向野社長。近い将来、その目標は現実のもの
となって、同社の工場をフル稼働させるに違いない。

晴海の国際展示場に足しげく通っては最新の製品
動向をチェックし、埋もれたニーズはないかと製品開
発のプランを練った。そうして生まれたのが昭和49年
に実用新案を出願して生産を開始したボラードだ。こ
れは地中からポールを引き出して使用するという画
期的な製品で、その利便性が話題となって一躍ヒット
商品となった。そして25歳の時、父親の急逝に伴い2
代目を承継。前述したさまざまなカテゴリーの産業機
械を20年ほど手がけたのち、自社ブランド、プロ・
フィットシリーズの開発に着手する。

プロ・フィット開発のきっかけは、日向野社長が世
界を旅した経験によるものだ。各地で目にした美しい
景観や建物が建築家の手によって生み出されている
ことに思い至り、日本の建築家もハイセンスなインテ
リア・エクステリア製品を求めているのではないか、
と考えたからであった。
そこで、存在感を際立たせながらも建物の雰囲気

に溶け込むシンプルなデザインを模索し、一点一点
建物に合わせるイージーオーダー生産で消火器ボッ
クスやひさし、傘立てなど、設計段階からデザイナー
に“設計織り込み”される製品の開発を目指した。そ
して製品が完成すると、今度は全国の設計事務所に
出向いてカタログを手渡したり、建築家のパーティー
に顔を出しては地道にPRするなど営業活動を行った。
「そのうち、建築家から設計段階で声がかかるよう
になっていきました。その後、建物内の製品を目にし
た建築家からも声がかかるようになって、製品自体が
強力な営業ツールになりました」
同社の製品がプロに選ばれたのは、デザイン性だ

けではない。これまで培ってきた金属加工技術や電気
技術などを駆使した機能性の高さも、施主や建築家
に選ばれる理由であった。例えば、ノンレールでありな
がら、軽い力で出し入れできる動作性を持つ手動ゲー
ト。安全な開閉を実現した電動ゲート。使用しない時

建築家を魅了するエクステリア製品を手がけるモノづくり
企業。新製品の解凍機器で食品市場を開拓する
建物のゲートやボラード（車止め）、ひさし、消火器ボックス、傘立てなど、ハイセンスかつハイエンドな製品をイージー
オーダー生産するヒガノは、“現代版鍛冶屋”を旨とするモノづくり精神で数々の製品を開発してきた。次なる目標は、
これまでにない解凍機能を搭載した「解凍名人ハイブリッド」で食のプロを魅了し、食品市場を開拓することである。

ヒガノ株式会社

は壁にすっきりと収納できる傘立て。重量級でありな
がらワンタッチ操作でキャスターが出て楽に移動でき
るボラードなどなど。ハイセンスなデザインと高い機能
を持つ同社の製品は、追従する他社製品を大きく引
き離し、全国の多くの建築家に支持されている。

同社の新商品は、優れた解凍機能を持つ食品機
器「解凍名人ハイブリッド」。食品市場に優れた解凍
技術がないことに気づいた日向野社長が製品化を

考えたことが原点となり、産業機械設計やステンレス
加工技術を持つ同社と、低周波高電圧の“電場技
術”を持つ企業との二人三脚で開発が進められたも
のだ。平成25（2013）年、経済産業省の特定研究開
発等計画に認定。平成27年には埼玉県から先端産
業創造プロジェクトの新技術・製品化開発費補助金
を受け、9年の歳月をかけて完成した。
これは、庫内を加熱してステンレスプレートに載せ
た冷凍食材を表面から解凍し、同時に庫内に低周波
高電圧の電流を流して食材内部からも解凍するとい
う、従来にない技術を用いる。チルド温度帯で内外同

時の解凍を実現しているため、食材の鮮度やうま味
を維持したまま均一に解凍でき、解凍時のドリップの
流出も防ぐ。さらに、長い時間を必要とするチルド解
凍と比べると解凍時間は約10分の1以下に短縮さ
れ、高額な水道代がかかる流水解凍と比べるとラン
ニングコストは大幅に圧縮されるという。
「これまで加工現場で働く人から、『経済効率が優
先されるため、外側は解凍されていても内部が凍っ
た状態でカットしなければならないから、包丁作業が
たいへん』という話を聞いていました。これで解凍す
ると食材内部をシャーベット状に凍らせた状態で加

工できるので、包丁もさくっと入って作業負担が軽減
できます。加工効率も向上し、ロスも少なくなります」
「解凍名人」は試作品完成後、オーダーメイド生産
で7カ所に納入されてユーザーから高評価を得た。
そして、いよいよ本格生産に入ろうかという時、日向
野社長が戦略としたのが規格品での生産であった。

解凍名人のオーダーメイド生産の場合、設計から
完成まで約1年を要する。7台の納入を終え需要の
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造、販売、メンテナンスに至るまですべてを自前で行
う。そうしたモノづくりの姿勢は創業時から育まれ、同
社を技術集団へと成長させていったのである。

創業は昭和16（1941）年。現社長の父である日
向野𠮷一郎氏が溶接板金事業を興したのが始まり
だ。昭和35年、大手二輪メーカーの部品製造を行い
ながら自社製品「高砂石油コンロ」を発売する。社員
でアイデアを出し合い、古い缶を応用したり板金部
品を手づくりするなど試行錯誤して生まれたポータ
ブルの一口コンロ。空気加圧式で石油を気化して燃
焼させるこの製品は、月2,500台を売り上げる人気
商品となり、南極越冬隊やヨットで太平洋を単独横
断した“堀江青年”（堀江謙一氏）にも愛用された。
それに伴い、昭和45年には本社工場を建設する。
「高校生の時、父から『家を継ぐのか』と聞かれ、
考えた末に『継ぐ』と答え、大学は経済学部を選びま
した。そこで、経営者の目線になって世の中を見るよ
うになったのです。何をつくったら売れるのか、と」

埼玉県知事 
上田 清司氏

喜びの仕掛け
－ 人生100年時代を幸せに生きる －

平成最後の年にして新たな時代の幕開けと
なる一年が始まった。
団塊ジュニアが高齢期に入る2040年には

2.8人に１人が65歳以上となる将来に備え、持
続可能な社会づくりが最大の課題だ。世界トッ
プクラスの平均寿命と健康寿命を背景に、国は
現行65歳までとなっている継続雇用の義務付
けを70歳まで引き上げることを検討中である。
高齢者の更なる活躍への期待は高まっており、
本県でも「シニア活躍推進」と名付け、就業や
地域活動を支援しているところだ。
こうした全体の方向性は正しいものと考える
が、その一方で「期待」が「押しつけ」となって
はいけない。大切なのは、「年齢を問わず幸せ
を感じられる社会の実現」である。
かつての高齢者は、第一線を退き、子や孫

に囲まれる中で知恵や知識を伝え、尊敬され
慕われる生活に幸せを感じていた。しかし、高
齢者の58パーセントが単身または高齢夫婦の
みで暮らしている今、知恵や知識を伝える「自
己表現」と尊敬され慕われる「存在承認」の
場は社会に求めざるを得ない。仮想空間の
SNSでさえ、最大の喜びは「いいね」であるこ
とからしても、現実社会で自己表現し、認めら
れる喜びの大きさは誰もが容易に想像できる
ものだ。
しかし、社会とのつながりが希薄な高齢者に

とって、こうした機会を得ることは非常に難しい
のが現実である。だからこそ、高齢者の自己表
現と存在承認の場を社会全体でつくっていくと
いう考えが重要ではないだろうか。
本県の事例としては、彩の国さいたま芸術劇
場を拠点に活躍する高齢者演劇集団「さいた
まゴールド・シアター」がある。日本を代表する
演出家である故 蜷川幸雄氏の発案で設立され、
今年で12年目を迎えた。劇団員である高齢者
の喜びの場となっていることはもちろんだが、そ
れだけにはとどまらない。彼らが全身で表現す
る舞台は、高齢者の可能性を力強く伝え、観客
が自らを見つめ直し、今後を考えるきっかけとも
なっているのだ。輝く高齢者の姿には、「自分も
輝く高齢期を迎えたい」という欲求を大いに刺
激する力がある。
既に英国では、元気に活動できる高齢者だ

けでなく、施設入所者や認知症の方も参加でき
る芸術や文化のプログラムが充実しているとい
う。まさに、誰もが喜びの場を求められる社会の
実現に向け歩き出している。
官民連携の取組によって、自己表現と存在承
認という人の根源的欲求にアプローチする「喜
びの仕掛け」が様々な分野で増えていけば、日
本の高齢社会は明るいものとなるだろう。ロー
ルモデルとなる高齢者の幸せは、若者にも夢を
与えるに違いない。

高校生の時に承継を決意

代表取締役　日向野 𠮷一氏
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数多くの建築家に支持されているヒガノ株式会社
の都市建築景観製品・エクステリア製品「プロ・フィッ
ト」シリーズ。製品群は建物のゲートやひさし、ボラー
ド、フェンス、傘立てなど。ハイセンスなデザインで建
物のデザインイメージや景観を壊すことなくフィットさ
せられる、というのがプロから支持される理由だ。新
国立劇場、東京都美術館、東京藝術大学、皇居外苑
など、名だたる建物や広場に設置されている。
しかし、そこで同社をエクステリア製品専門メー
カーと捉えてしまうのは誤りである。なぜなら同社は
創業時から“現代版鍛冶屋”を旨として、さまざまな
産業機械を手がけてきたモノづくり企業だからだ。
「人工芝の植毛機や航空機内で食事を運ぶカート、
自動車のシートフレームプレス機、油圧で高さを調節
するバスケットリング、半田付け装置、コーヒー焙煎装
置、遠赤外線式連続乾燥装置など、これまで数多く
の産業機器を手がけてきました」（日向野𠮷一社長）
精密板金、機械加工、電気制御システム設計等の
技術力で、メカニカルな産業機械分野からデザイン性
を極めたエクステリア・インテリア分野までを幅広く手
がけるのが同社の特徴だ。製品は企画から設計、製

手応えを感じた日向野社長は、規格品であれば納期
を大幅に短縮でき、今後の市場のニーズにも迅速に
対応することができると考えたのだ。規格品は解凍
容量1ｔと500㎏の2タイプで開発が進められ、モニ
ター調査が行われてきた。食肉、鮮魚、チョコレート、
製パンなど数多くの業界で使用してもらい、細かな要
望を吸い上げては改良を繰り返して、安全・安心・確
実な製品が完成。2019年度から本格販売となる。
「この機械で解凍した魚を食べた栄養士さんは、

『これまでとは味が違う。おいしい』と驚かれました。
モニター調査を引き受けてくださった現場の方々や
企業さまからも『すごい！』と喜ばれて、手応えを感じ
ています」
噂を聞きつけた食品企業からの問い合わせも、数
多くあるという。どうやら、規格品の製造を選んだ戦
略の答えは、すぐにでも出てきそうだ。

高校生の時に2代目になることを決意し、経営セン
スやモノづくりの能力を磨き上げてきた日向野社長。
その成果は前述した以外のバラエティーに富んだ製
品群にも見て取れる。例えば、後付け可能で住居の
壁に簡易施工で取り付けられる飾り棚「ニッチマイ
ハート」。傘のしずく落とし「レインカットECO」など。
どれもが「こういうのが欲しかった」と思わせるもの
で、いずれもスタイリッシュなデザイン。
「学生時代から、こういう製品をつくれば売れるな
というのはなんとなく分かっていました。あとは『売れ
てくれ』というロマンだけでつくりました（笑）」
レインカットECOでは、事務用品通販サイトという
新たなチャネルでの販売も開始した。売り上げはよく、
チャネル拡大の効果を実感しているという。
今後は、解凍名人をプロ・フィットシリーズに次ぐ柱

に育て上げ、いずれは世界にも販路を広げていきたい
と語る日向野社長。近い将来、その目標は現実のもの
となって、同社の工場をフル稼働させるに違いない。

ノンレール式引戸　ＭＭタワーズ（神奈川県）

晴海の国際展示場に足しげく通っては最新の製品
動向をチェックし、埋もれたニーズはないかと製品開
発のプランを練った。そうして生まれたのが昭和49年
に実用新案を出願して生産を開始したボラードだ。こ
れは地中からポールを引き出して使用するという画
期的な製品で、その利便性が話題となって一躍ヒット
商品となった。そして25歳の時、父親の急逝に伴い2
代目を承継。前述したさまざまなカテゴリーの産業機
械を20年ほど手がけたのち、自社ブランド、プロ・
フィットシリーズの開発に着手する。

プロ・フィット開発のきっかけは、日向野社長が世
界を旅した経験によるものだ。各地で目にした美しい
景観や建物が建築家の手によって生み出されている
ことに思い至り、日本の建築家もハイセンスなインテ
リア・エクステリア製品を求めているのではないか、
と考えたからであった。
そこで、存在感を際立たせながらも建物の雰囲気

に溶け込むシンプルなデザインを模索し、一点一点
建物に合わせるイージーオーダー生産で消火器ボッ
クスやひさし、傘立てなど、設計段階からデザイナー
に“設計織り込み”される製品の開発を目指した。そ
して製品が完成すると、今度は全国の設計事務所に
出向いてカタログを手渡したり、建築家のパーティー
に顔を出しては地道にPRするなど営業活動を行った。
「そのうち、建築家から設計段階で声がかかるよう
になっていきました。その後、建物内の製品を目にし
た建築家からも声がかかるようになって、製品自体が
強力な営業ツールになりました」
同社の製品がプロに選ばれたのは、デザイン性だ

けではない。これまで培ってきた金属加工技術や電気
技術などを駆使した機能性の高さも、施主や建築家
に選ばれる理由であった。例えば、ノンレールでありな
がら、軽い力で出し入れできる動作性を持つ手動ゲー
ト。安全な開閉を実現した電動ゲート。使用しない時

解凍名人を2本目の柱に育て上げ、世界へ

プロも驚く解凍名人の実力
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は壁にすっきりと収納できる傘立て。重量級でありな
がらワンタッチ操作でキャスターが出て楽に移動でき
るボラードなどなど。ハイセンスなデザインと高い機能
を持つ同社の製品は、追従する他社製品を大きく引
き離し、全国の多くの建築家に支持されている。

同社の新商品は、優れた解凍機能を持つ食品機
器「解凍名人ハイブリッド」。食品市場に優れた解凍
技術がないことに気づいた日向野社長が製品化を

考えたことが原点となり、産業機械設計やステンレス
加工技術を持つ同社と、低周波高電圧の“電場技
術”を持つ企業との二人三脚で開発が進められたも
のだ。平成25（2013）年、経済産業省の特定研究開
発等計画に認定。平成27年には埼玉県から先端産
業創造プロジェクトの新技術・製品化開発費補助金
を受け、9年の歳月をかけて完成した。
これは、庫内を加熱してステンレスプレートに載せ
た冷凍食材を表面から解凍し、同時に庫内に低周波
高電圧の電流を流して食材内部からも解凍するとい
う、従来にない技術を用いる。チルド温度帯で内外同

時の解凍を実現しているため、食材の鮮度やうま味
を維持したまま均一に解凍でき、解凍時のドリップの
流出も防ぐ。さらに、長い時間を必要とするチルド解
凍と比べると解凍時間は約10分の1以下に短縮さ
れ、高額な水道代がかかる流水解凍と比べるとラン
ニングコストは大幅に圧縮されるという。
「これまで加工現場で働く人から、『経済効率が優
先されるため、外側は解凍されていても内部が凍っ
た状態でカットしなければならないから、包丁作業が
たいへん』という話を聞いていました。これで解凍す
ると食材内部をシャーベット状に凍らせた状態で加

工できるので、包丁もさくっと入って作業負担が軽減
できます。加工効率も向上し、ロスも少なくなります」
「解凍名人」は試作品完成後、オーダーメイド生産
で7カ所に納入されてユーザーから高評価を得た。
そして、いよいよ本格生産に入ろうかという時、日向
野社長が戦略としたのが規格品での生産であった。

解凍名人のオーダーメイド生産の場合、設計から
完成まで約1年を要する。7台の納入を終え需要の

ムーブボラード　東京国際フォーラム（東京都） 解凍名人ハイブリッド

造、販売、メンテナンスに至るまですべてを自前で行
う。そうしたモノづくりの姿勢は創業時から育まれ、同
社を技術集団へと成長させていったのである。

創業は昭和16（1941）年。現社長の父である日
向野𠮷一郎氏が溶接板金事業を興したのが始まり
だ。昭和35年、大手二輪メーカーの部品製造を行い
ながら自社製品「高砂石油コンロ」を発売する。社員
でアイデアを出し合い、古い缶を応用したり板金部
品を手づくりするなど試行錯誤して生まれたポータ
ブルの一口コンロ。空気加圧式で石油を気化して燃
焼させるこの製品は、月2,500台を売り上げる人気
商品となり、南極越冬隊やヨットで太平洋を単独横
断した“堀江青年”（堀江謙一氏）にも愛用された。
それに伴い、昭和45年には本社工場を建設する。
「高校生の時、父から『家を継ぐのか』と聞かれ、
考えた末に『継ぐ』と答え、大学は経済学部を選びま
した。そこで、経営者の目線になって世の中を見るよ
うになったのです。何をつくったら売れるのか、と」

プロに選ばれる製品を開発

新たな解凍機能を備えた食品機器を開発
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数多くの建築家に支持されているヒガノ株式会社
の都市建築景観製品・エクステリア製品「プロ・フィッ
ト」シリーズ。製品群は建物のゲートやひさし、ボラー
ド、フェンス、傘立てなど。ハイセンスなデザインで建
物のデザインイメージや景観を壊すことなくフィットさ
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置、遠赤外線式連続乾燥装置など、これまで数多く
の産業機器を手がけてきました」（日向野𠮷一社長）
精密板金、機械加工、電気制御システム設計等の
技術力で、メカニカルな産業機械分野からデザイン性
を極めたエクステリア・インテリア分野までを幅広く手
がけるのが同社の特徴だ。製品は企画から設計、製

手応えを感じた日向野社長は、規格品であれば納期
を大幅に短縮でき、今後の市場のニーズにも迅速に
対応することができると考えたのだ。規格品は解凍
容量1ｔと500㎏の2タイプで開発が進められ、モニ
ター調査が行われてきた。食肉、鮮魚、チョコレート、
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略の答えは、すぐにでも出てきそうだ。

高校生の時に2代目になることを決意し、経営セン
スやモノづくりの能力を磨き上げてきた日向野社長。
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品群にも見て取れる。例えば、後付け可能で住居の
壁に簡易施工で取り付けられる飾り棚「ニッチマイ
ハート」。傘のしずく落とし「レインカットECO」など。
どれもが「こういうのが欲しかった」と思わせるもの
で、いずれもスタイリッシュなデザイン。
「学生時代から、こういう製品をつくれば売れるな
というのはなんとなく分かっていました。あとは『売れ
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に育て上げ、いずれは世界にも販路を広げていきたい
と語る日向野社長。近い将来、その目標は現実のもの
となって、同社の工場をフル稼働させるに違いない。

ノンレール式引戸　ＭＭタワーズ（神奈川県）
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成のために金融機関、一般国民から不評を買った
マイナス金利といった無理な政策はしてもらいた
くない、ということも示唆しているのではないか。
日本銀行は、当初は物価が思うように上がらな
かったら、追加緩和を実施していた。しかし、現在
はそうではなく、追加緩和の実施に慎重になって
いる。政策スタンスは既に大きく変わっている。こ
れは、追加緩和を実施しても効果が得られないば
かりか、副作用の方が大きいと考えたためではな
いか。2016年1月のマイナス金利導入が、実質的
には最後の追加緩和措置だったと思う。
2016年9月に実施されたイールドカーブ・コント

ロールは追加緩和ではなく、2018年7月末に実施
された政策パッケージも、追加緩和ではなくむしろ
正常化策と言える。
イールドカーブ・コントロールを導入した一番の
目的は、国債の買い入れ額を減らすことだったと
思われる。大量の国債の買い入れを継続すると、
買い入れが限界に達する。その際には、市場の流
動性が落ちて金融市場が大きく混乱する可能性
がある。これを防ぐためには、国債の買い入れを
減らす必要があるが、目標額を減らすと明確な正
常化になり市場等の反応が怖い。このため、買い

2019年の日本経済を占ううえで、まず、2019
年10月に予定されている消費税率引き上げの影
響を考えてみたい。政府は過去2回、消費税率引
き上げの実施を先送りしているが、すでに実施を
前提に予算あるいは税制改正を具体的に議論し
ている。経済・金融環境がよほど悪化しない限り、
今回は先送りされずに実施されるだろう。
消費税率引き上げの経済に与える影響につい

ては、政府と日本銀行との間には大きな見方の違
いがある。政府は、消費税率引き上げで景気が悪
化することを懸念しており、そのため、消費税率引
き上げと同時に各種景気対策を講じることを検討
している。
ところが日本銀行は、前回2014年の消費税率
引き上げの時と比べて、今回は経済への悪影響
は小さいと考えている。日本銀行の分析によると、
前回の2014年には、税率は5％から8％へと3％

ポイント税率が上がり、その結果、個人の所得は8
兆円減った。これはGDPの1.5％と、それなりに大
きな規模だった。
一方、次回の消費税率引き上げについては、経
済への悪影響はもっと小さい、としている。まず税
率の引き上げ幅が3％ではなくて2％の引き上げに
とどまる。さらに、軽減税率が食料品などに適用さ
れる。それから、教育の無償化も消費税率引き上
げのタイミングにあわせて実施される。その結果、
個人所得を減らす効果は2兆円程度、GDP比で
0.4％程度と、前回の4分の1程度だ（図表1）。

それに加えて、政府は住宅や自動車の減税の
実施、政府が補助する形でのキャッシュレス決済
時のポイント還元、プレミアム商品券配布を検討し
ている。さらに歳出拡大策も講じる。そうすると、
GDPへの影響も一段と小さくなるはずだ。
他方、日本銀行が一番警戒しているのは、世界
経済の動向だろう。日本経済は外需依存度が高
いため、消費税率引き上げなど国内の要因だけで
景気が急に悪くなるということはない一方、世界
経済の影響を強く受けやすい。現在、日本の景気
が比較的良いのも、財政政策の効果、金融緩和
の効果ではなくて、世界の長期景気回復の恩恵
によるところが大きいと思われる。

現在、世界経済を見渡すと、米中貿易戦争とい
うのが一番大きなリスクなのではないか。
ＩＭＦ（国際通貨基金）は、トランプ政権による追
加関税策などが世界経済に与える悪影響を試算
している。米国がすでに実施した鉄鋼輸入制限、
合計2,500億ドルの対中追加関税で、米国と中
国のGDPは0.3％ずつ押し下げられる計算だ。
これに加えて、今後、5,000億ドルを超える中国
からの輸入品全体に追加関税が課せられる場合、
米国のGDPへの影響は▲0.5％、中国のGDPへ
の影響は▲0.6％となる。さらに、米国が全ての自
動車、自動車部品に25％の追加関税を課す場合
には、米国のGDPへの影響は▲0.9％、中国の
GDPへの影響は▲0.6％、世界のGDPへの影響
は▲0.4％となる。
こうしたケースでも、世界経済が一気に失速す
るほどの影響は生じない。しかし、マクロ経済モデ
ルに基づいた以上の試算では、グローバル・バ
リューチェーンの混乱を通じた悪影響は、十分に
補足されていない。また、米国の保護主義的な貿
易政策がもたらす金融面への影響などを考慮に
入れれば、試算結果よりも大きな影響が世界経済

に及ぶのではないか。
ちなみに、最後のケースでは、日本のGDPへの
影響は▲0.5％～▲0.7％程度になると推測され
る。ただし、今後本格化する日米貿易交渉の影響
を踏まえれば、悪影響はもっと大きくなるだろう。

米国では、トランプ政権のもとで財政環境が急
速に悪化している。2018年の米連邦政府の財政
収支は、7,790億ドルと、2012年度以来の赤字
幅を記録した。2017年年末に実施された10年間
で1.5兆ドルの過去最大規模の減税措置や、イン
フラ投資、軍事関連、社会保障関連の歳出拡大と
いったトランプ政権の拡張的な財政政策が、急速
な財政赤字拡大の背景にある。2018年度の赤字
額のGDP比率は3.9％と前年度から0.4％ポイン
ト上昇した。
議会予算局（ＣＢＯ）の見通しによれば、2022
年度頃には、財政赤字額のGDP比率は5％を超
える。第二次世界大戦後、米国で財政赤字額の
GDP比率が5％を超えた局面は2回しかない。そ
れは、いずれも景気後退直後で、税収が一時的に
大きく落ち込んでいた時期に限られる。今回のよ
うに、景気情勢が良好ななかで財政赤字が急速
に拡大し、財政赤字額のGDP比率が5％を超え
る見通しなのは、異例なことだ。これは、トランプ政
権が、如何に例外的な大規模財政拡張策をとって
いるかを裏付けていよう。
他方、米国の経常収支（財貿易収支にサービス

貿易収支、所得収支などを加えたもの）も悪化見
通しが強まっている。経常収支のGDP比率は、
IMFによると2019年には▲3.4％とブラックマン
デー（株価暴落）が生じた1987年の水準に並ぶ
と予想されている。その背景には、10年間で1.5
兆ドルの大型減税と歳出拡大策がある。米国経
済は着実に需給ひっ迫傾向を強めている。国内で
の供給が需要に追い付かなくなりつつあるなかで、
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日銀の出口戦略と経済・金融見通し
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証券株式会社金融経済研究所経済調査部長兼チーフエコノミスト。2012年7月～2017年7月日本銀行政策委員会審議
委員。2017年より現職。

木内 登英氏
株式会社野村総合研究所
エグゼクティブ･エコノミスト

プロフィール

消費税率引き上げの影響は大きくない

急拡大する米国の財政赤字と経常赤字

平成30年12月21日（金）、株式会社野村総合研究
所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英氏を講師
にお迎えし、「日銀の出口戦略と経済・金融見通し」と
題してセミナーを開催した。以下、その概要を紹介し
たい。

政府が大規模の需要を作り出せば、その需要は
輸入の増加によって賄われ、経常赤字が拡大する
のは自然な流れだ。

財政環境の悪化は、政府の資金調達の拡大を
通じて長期金利を押し上げ、経済活動に悪影響を
与えることにもなる。中期的に米国財政収支の悪
化傾向が続き、それが経常赤字の拡大をもたらす
との期待が金融市場で強まっていけば、いずれは
米国が海外から円滑に資金調達ができるかどう
か、大きな不安が浮上することになろう。それは、
ドルの信認低下を伴う形で、ドルの大幅下落と長
期金利の大幅上昇を生じさせかねない。
2018年10月には、米国での長期金利上昇が
世界規模での株価の大幅な下落をもたらすという
事態が生じた。ドルも下落しており、いわゆる債券
安、株安、ドル安のトリプル安だ。
その前後でトランプ大統領は、株価下落の原因

は過度な金融引き締め策にあると、明確なＦＲＢ
（米連邦準備制度理事会）批判を繰り広げた。先
行き、米国でインフレリスクがより顕在化した場
合、ＦＲＢの金融引き締めを通じたインフレ抑制
措置がトランプ大統領によって妨げられる、との
懸念が、市場に将来のインフレリスクをより意識
させ、長期金利上昇のリスクを高めた可能性も
あるだろう。
こうしたトランプ大統領のＦＲＢ批判も含めて、ト
ランプ政権の政策がドルの信認を低下させ、海外
からの資金流入が鈍化するとの懸念が、米国債
券安、株安、ドル安のトリプル安の底流にあるので
はないか。先行き、双子の赤字問題はより深刻と
なり、また、トランプ政権はドル安政策を志向して、
中長期的なインフレ抑制が難しくなる、つまり中・
長期的なドル価値の安定が揺らぐとの見方が広
がる可能性がある。これは、米国への資金の流入
を妨げ、米国市場のトリプル安から、世界の金融

関税率大幅引き下げを回避するために、最終的
には自動車分野での譲歩を強いられ、対米自動
車輸出の削減を、日本は受け入れることになる
のではないか。
日本側が自主規制などを通じて対米自動車輸
出を半減することを強いられれば、それは日本の
GDPを直接的に0.5％、波及効果も入れればそ
れ以上押し下げることになる。すでに見た米国の
保護主義的貿易政策の影響に、この影響がさら
に加われば、日本経済を後退に陥れるのに十分な
規模となろう。
さらに、日米貿易交渉では、通貨高リスクも出て

くるのではないか。日本は日本銀行の金融政策に
よって不当に通貨安政策をとっていると、トランプ
大統領は考えているだろう。2018年4月の為替報
告書で、米財務省は、日本の円の価値は、実質実
効指数でみて歴史的な平均値よりも25％程度安
い、と指摘していた。
日米貿易交渉が滞れば、トランプ政権はそうし
た批判を強め、円高傾向を高めることで日本側に
譲歩を迫る戦略、いわゆる円高カードを使ってくる
可能性がある。実際にそれで円高になれば、輸出
企業の収益には大きな悪影響が出てくるだろう。

世界的には金融政策の正常化が進んでいる。
日米欧の中央銀行の国債買い入れ額をフローで
見ると、ＦＲＢは、2017年10月から残高を減らして
おり、フローはマイナスだ。ＥＣＢは、2018年10月
から買い入れ額を半分にして、年末時点で買い入
れを無くして残高を一定にする予定だ。
日銀だけが全く正常化されていないと思われる
かもしれないが、国債の買い入れ額自体は、既に
かなり減ってきている。3つの中央銀行を合わせて
みると、フローは2019年前半にも10年ぶりにマイ
ナスになることが見込まれる。

日本では、これほどの人手不足の中で、賃金が
上がらない、物価が上がらないのは不思議だと言
われるが、実際には不思議なことはない。正規社
員のフィリップス曲線（労働需給と賃金上昇率の
関係などを示す）を見ると、現在の正規社員の有
効求人倍率は1.4強で、それに対応する賃金上昇
率の妥当水準は0.5％だ。今年の春闘のベース
アップは0.5％なので、フィリップス曲線に沿った水
準で妥結したと言える。企業は、経済原理に沿っ
て賃金を決めているのだ。
90年代には、フィリップス曲線はもっと傾きが
急だったため、今の人手不足感ではもっと高い賃
金上昇率になっていた。しかし、その後は日本経
済の潜在成長率が低下し、企業の中長期の成
長期待もかなり低下した。日本市場があまり有望
でなくなる中で、正規社員の基本給を上げれば、
その固定費の負担が大きく高まり、将来にわたっ
て企業の収益環境を損ねることになる。企業が
賃金を抑制すれば、物価上昇率も高まりにくい。
この点から、賃金、物価の上昇率が過去に比べ
て低下したのは、日本経済の実力が低下したこと
を反映しているといえる。現在の、賃金、物価の

米中貿易戦争が大きなリスクに

上昇率は、現在の日本経済の実力に見合ったも
のだ。
賃金が0.5％程度で物価が1％程度、企業が適

当と考える長期的な物価上昇率は1％くらいであ
り、物価と賃金は大体均衡しているのが現状だ。
これを2％に上げようとしているのが、日本銀行
の政策である。日本経済の実力が高まれば、結果
として物価上昇率は高まるが、2％の物価上昇は、
現在の日本経済の実力では達成できるものでは
ない。
2018年7月の日銀展望レポートで、政策委員の
2020年度の物価見通しの中央値は、それ以前の
1.8％から1.6％に下方修正された。これは、日本
銀行も、近い将来に2％の物価目標を達成するこ
とをあきらめてきており、2％の目標をやや曖昧に
していこうとする戦略に進んできているということ
ではないか。具体的には、この目標を中長期の目
標とすることが、将来的には考えられる。

2％を達成できなかった黒田総裁が4月に再任
されたことは、政府が2％の物価目標を重視しなく
なったことの表れではないか。また政府は、２％達

入れ額を政策目標ではなくし、金利に目標を移し
たと考えられる。
イールドカーブ・コントロール導入後、国債の買
い入れの減額が着実に進んでおり、80兆円ほど
であったのが現在では40兆円ほどになっている。
民間保有の国債残高の減少も緩やかになり、限
界を回避できる目途が立ってきた。
一方、買い入れを減額しても流動性の問題は解
消しなかった。イールドカーブ・コントロールで金利
を動かないようにしていることが取引を細らせ、流
動性を下げてしまったためだ。この点への対応も、
2018年7月の決定の背景にあると思われる。

2018年7月末に日本銀行が発表した政策パッ
ケージは、3つの柱から成り立っている。①長期金
利の変動幅の拡大、②政策金利のフォワードガイ
ダンス、③ＥＴＦ等の買い入れ額の柔軟化。
このうち一番重要なのが①長期金利の変動幅
の拡大で、金利の変動幅を広げることで流動性を
確保する目的だった、と日本銀行は説明した。それ
に加えて、実際には、長期金利の上昇、イールド
カーブのスティープ化を通じて、金融機関の収益
を改善させる狙いがあったと思われる。
今後も、日本銀行は、イールドカーブのスティー

プ化を容認していくだろう。これは、長期国債買入
れ増加ペースの縮小と同様に、事実上の正常化
策と言えるだろう。その観点から、この措置は「事
実上の正常化策2.0」だ。
②のフォワードガイダンスでは、消費税引き上

げの影響にも配慮して、当分の間金利を維持す
る、と説明された。消費税引き上げという言葉を
あえて説明に入れた点が重要だ。これは、消費
税引き上げの影響が見極められるまでは、政策
金利を上げないという、政府に対するメッセージ
ではないか。逆にいうと消費税引き上げの影響
が限定的であることが確認できれば、その後は

政策金利を上げるというメッセージでもあるよう
に思う。
2018年9月の日本記者クラブで行われた討
論会で、安倍首相は2％の物価目標達成とは関
連付けずに金融政策の出口を実現させたい、と
言った。これは重要なメッセージであり、日本銀
行が、物価目標の達成いかんに関わらず、政策
を正常化するという道筋を、政府側が開いたと
いうことだと思う。

こうした点を踏まえると、消費税率引き上げの
経済への影響が、日本銀行が考えているように限
定的であることが確認される2020年春頃に、長
期短期の政策金利を引上げる、正式な正常化策
が実施される可能性が考えられる。もちろん、これ
は良好な経済、金融環境がそれまで維持される場
合の、最短での正常化のタイミングだ。
しかしその前に、すでに見た貿易戦争という大
きなリスクを抱えた世界経済が後退してしまえば、
日本銀行の金融政策の正常化も先送りされるこ
とも十分にあり得る情勢だ。
日本経済の円高抵抗力は比較的高いと考えら
れるが、日本銀行が円高リスクを非常に気にする
結果、正常化がかなりゆっくりとしか進まず、十分
に正常化が進む前に世界経済が後退してしまう
可能性のほうが高いように思われる。
市場の反応、巻き戻しなどもある程度甘受しな

がら正常化を進めていかないと、あまり正常化が
進まない段階で、世界経済の後退により正常化策
が頓挫してしまうことになりかねないだろう。今より
もう少し速いペースで、正常化を進めて欲しいと
思う。
金融政策の正常化が完成するまでに相当な時
間がかかってしまえば、それは次世代への大きな
ツケになってしまうだろう。
ご清聴ありがとうございました。

市場の大きな混乱につながりかねない。
株式市場の調整は、警鐘を無視したトランプ政
権に対する再度の警鐘と言えるのではないか。ト
ランプ政権が市場の警鐘を無視し続ければ、いず
れ、警鐘のレベルにとどまらないより深刻な危機
的状況を誘発しかねない。

2019年年初から、いよいよ日米貿易交渉が始
まる。トランプ政権は日本に対して長らく２国間交
渉を要求していたが、日本政府はその要求をか
わすことができなくなったのだ。今後の日米貿易
交渉では、日本側が防戦を強いられる可能性が
高い。
米国の貿易赤字を国別に見た際には、赤字規
模が突出して高いのが中国、第2位はメキシコ、そ
して第3位が日本だ（図表2）。中国については、既
に米中間で激しい争いが演じられている。第２位
のメキシコについては、ＮＡＦＴＡ再交渉が既に実
施された。このように考えれば、トランプ政権が赤
字規模第3位の日本を次のターゲットに据えて、対
米貿易不均衡の是正を強く求めてくるのは自然な
流れと言える。
また、トランプ政権は、米国貿易赤字の国別動
向に注目した後に、赤字規模で上位国の分野・
品目別貿易赤字を上位からリストアップして貿易
交渉に臨む、といった行動パターンをとる傾向が
ある。
日本側の貿易統計から、米国の対日貿易収支

を分野・品目別に計算すると、赤字規模が突出し
て大きいのが、自動車関連だ。貿易赤字額全体
に占めるその比率は、自動車と自動車部品の合
計で76.6％である。この点から、トランプ政権が
対日貿易交渉で、その中心に自動車分野を据え
てくる可能性は高い。また、トランプ政権は、農産
物や牛肉の関税率引下げも強く要求してくるだ
ろう。政治的にセンシティブなこうした分野での

●図表1：2019年消費税率引き上げの個人所得への影響

(出所)日本銀行の統計より野村総合研究所作成
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成のために金融機関、一般国民から不評を買った
マイナス金利といった無理な政策はしてもらいた
くない、ということも示唆しているのではないか。
日本銀行は、当初は物価が思うように上がらな
かったら、追加緩和を実施していた。しかし、現在
はそうではなく、追加緩和の実施に慎重になって
いる。政策スタンスは既に大きく変わっている。こ
れは、追加緩和を実施しても効果が得られないば
かりか、副作用の方が大きいと考えたためではな
いか。2016年1月のマイナス金利導入が、実質的
には最後の追加緩和措置だったと思う。
2016年9月に実施されたイールドカーブ・コント

ロールは追加緩和ではなく、2018年7月末に実施
された政策パッケージも、追加緩和ではなくむしろ
正常化策と言える。
イールドカーブ・コントロールを導入した一番の
目的は、国債の買い入れ額を減らすことだったと
思われる。大量の国債の買い入れを継続すると、
買い入れが限界に達する。その際には、市場の流
動性が落ちて金融市場が大きく混乱する可能性
がある。これを防ぐためには、国債の買い入れを
減らす必要があるが、目標額を減らすと明確な正
常化になり市場等の反応が怖い。このため、買い

2019年の日本経済を占ううえで、まず、2019
年10月に予定されている消費税率引き上げの影
響を考えてみたい。政府は過去2回、消費税率引
き上げの実施を先送りしているが、すでに実施を
前提に予算あるいは税制改正を具体的に議論し
ている。経済・金融環境がよほど悪化しない限り、
今回は先送りされずに実施されるだろう。
消費税率引き上げの経済に与える影響につい

ては、政府と日本銀行との間には大きな見方の違
いがある。政府は、消費税率引き上げで景気が悪
化することを懸念しており、そのため、消費税率引
き上げと同時に各種景気対策を講じることを検討
している。
ところが日本銀行は、前回2014年の消費税率
引き上げの時と比べて、今回は経済への悪影響
は小さいと考えている。日本銀行の分析によると、
前回の2014年には、税率は5％から8％へと3％

ポイント税率が上がり、その結果、個人の所得は8
兆円減った。これはGDPの1.5％と、それなりに大
きな規模だった。
一方、次回の消費税率引き上げについては、経
済への悪影響はもっと小さい、としている。まず税
率の引き上げ幅が3％ではなくて2％の引き上げに
とどまる。さらに、軽減税率が食料品などに適用さ
れる。それから、教育の無償化も消費税率引き上
げのタイミングにあわせて実施される。その結果、
個人所得を減らす効果は2兆円程度、GDP比で
0.4％程度と、前回の4分の1程度だ（図表1）。

それに加えて、政府は住宅や自動車の減税の
実施、政府が補助する形でのキャッシュレス決済
時のポイント還元、プレミアム商品券配布を検討し
ている。さらに歳出拡大策も講じる。そうすると、
GDPへの影響も一段と小さくなるはずだ。
他方、日本銀行が一番警戒しているのは、世界
経済の動向だろう。日本経済は外需依存度が高
いため、消費税率引き上げなど国内の要因だけで
景気が急に悪くなるということはない一方、世界
経済の影響を強く受けやすい。現在、日本の景気
が比較的良いのも、財政政策の効果、金融緩和
の効果ではなくて、世界の長期景気回復の恩恵
によるところが大きいと思われる。

現在、世界経済を見渡すと、米中貿易戦争とい
うのが一番大きなリスクなのではないか。
ＩＭＦ（国際通貨基金）は、トランプ政権による追
加関税策などが世界経済に与える悪影響を試算
している。米国がすでに実施した鉄鋼輸入制限、
合計2,500億ドルの対中追加関税で、米国と中
国のGDPは0.3％ずつ押し下げられる計算だ。
これに加えて、今後、5,000億ドルを超える中国
からの輸入品全体に追加関税が課せられる場合、
米国のGDPへの影響は▲0.5％、中国のGDPへ
の影響は▲0.6％となる。さらに、米国が全ての自
動車、自動車部品に25％の追加関税を課す場合
には、米国のGDPへの影響は▲0.9％、中国の
GDPへの影響は▲0.6％、世界のGDPへの影響
は▲0.4％となる。
こうしたケースでも、世界経済が一気に失速す
るほどの影響は生じない。しかし、マクロ経済モデ
ルに基づいた以上の試算では、グローバル・バ
リューチェーンの混乱を通じた悪影響は、十分に
補足されていない。また、米国の保護主義的な貿
易政策がもたらす金融面への影響などを考慮に
入れれば、試算結果よりも大きな影響が世界経済

に及ぶのではないか。
ちなみに、最後のケースでは、日本のGDPへの
影響は▲0.5％～▲0.7％程度になると推測され
る。ただし、今後本格化する日米貿易交渉の影響
を踏まえれば、悪影響はもっと大きくなるだろう。

米国では、トランプ政権のもとで財政環境が急
速に悪化している。2018年の米連邦政府の財政
収支は、7,790億ドルと、2012年度以来の赤字
幅を記録した。2017年年末に実施された10年間
で1.5兆ドルの過去最大規模の減税措置や、イン
フラ投資、軍事関連、社会保障関連の歳出拡大と
いったトランプ政権の拡張的な財政政策が、急速
な財政赤字拡大の背景にある。2018年度の赤字
額のGDP比率は3.9％と前年度から0.4％ポイン
ト上昇した。
議会予算局（ＣＢＯ）の見通しによれば、2022
年度頃には、財政赤字額のGDP比率は5％を超
える。第二次世界大戦後、米国で財政赤字額の
GDP比率が5％を超えた局面は2回しかない。そ
れは、いずれも景気後退直後で、税収が一時的に
大きく落ち込んでいた時期に限られる。今回のよ
うに、景気情勢が良好ななかで財政赤字が急速
に拡大し、財政赤字額のGDP比率が5％を超え
る見通しなのは、異例なことだ。これは、トランプ政
権が、如何に例外的な大規模財政拡張策をとって
いるかを裏付けていよう。
他方、米国の経常収支（財貿易収支にサービス

貿易収支、所得収支などを加えたもの）も悪化見
通しが強まっている。経常収支のGDP比率は、
IMFによると2019年には▲3.4％とブラックマン
デー（株価暴落）が生じた1987年の水準に並ぶ
と予想されている。その背景には、10年間で1.5
兆ドルの大型減税と歳出拡大策がある。米国経
済は着実に需給ひっ迫傾向を強めている。国内で
の供給が需要に追い付かなくなりつつあるなかで、
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消費税率引き上げの影響は大きくない

急拡大する米国の財政赤字と経常赤字

平成30年12月21日（金）、株式会社野村総合研究
所エグゼクティブ・エコノミストの木内登英氏を講師
にお迎えし、「日銀の出口戦略と経済・金融見通し」と
題してセミナーを開催した。以下、その概要を紹介し
たい。

政府が大規模の需要を作り出せば、その需要は
輸入の増加によって賄われ、経常赤字が拡大する
のは自然な流れだ。

財政環境の悪化は、政府の資金調達の拡大を
通じて長期金利を押し上げ、経済活動に悪影響を
与えることにもなる。中期的に米国財政収支の悪
化傾向が続き、それが経常赤字の拡大をもたらす
との期待が金融市場で強まっていけば、いずれは
米国が海外から円滑に資金調達ができるかどう
か、大きな不安が浮上することになろう。それは、
ドルの信認低下を伴う形で、ドルの大幅下落と長
期金利の大幅上昇を生じさせかねない。
2018年10月には、米国での長期金利上昇が
世界規模での株価の大幅な下落をもたらすという
事態が生じた。ドルも下落しており、いわゆる債券
安、株安、ドル安のトリプル安だ。
その前後でトランプ大統領は、株価下落の原因

は過度な金融引き締め策にあると、明確なＦＲＢ
（米連邦準備制度理事会）批判を繰り広げた。先
行き、米国でインフレリスクがより顕在化した場
合、ＦＲＢの金融引き締めを通じたインフレ抑制
措置がトランプ大統領によって妨げられる、との
懸念が、市場に将来のインフレリスクをより意識
させ、長期金利上昇のリスクを高めた可能性も
あるだろう。
こうしたトランプ大統領のＦＲＢ批判も含めて、ト
ランプ政権の政策がドルの信認を低下させ、海外
からの資金流入が鈍化するとの懸念が、米国債
券安、株安、ドル安のトリプル安の底流にあるので
はないか。先行き、双子の赤字問題はより深刻と
なり、また、トランプ政権はドル安政策を志向して、
中長期的なインフレ抑制が難しくなる、つまり中・
長期的なドル価値の安定が揺らぐとの見方が広
がる可能性がある。これは、米国への資金の流入
を妨げ、米国市場のトリプル安から、世界の金融

関税率大幅引き下げを回避するために、最終的
には自動車分野での譲歩を強いられ、対米自動
車輸出の削減を、日本は受け入れることになる
のではないか。
日本側が自主規制などを通じて対米自動車輸
出を半減することを強いられれば、それは日本の
GDPを直接的に0.5％、波及効果も入れればそ
れ以上押し下げることになる。すでに見た米国の
保護主義的貿易政策の影響に、この影響がさら
に加われば、日本経済を後退に陥れるのに十分な
規模となろう。
さらに、日米貿易交渉では、通貨高リスクも出て

くるのではないか。日本は日本銀行の金融政策に
よって不当に通貨安政策をとっていると、トランプ
大統領は考えているだろう。2018年4月の為替報
告書で、米財務省は、日本の円の価値は、実質実
効指数でみて歴史的な平均値よりも25％程度安
い、と指摘していた。
日米貿易交渉が滞れば、トランプ政権はそうし
た批判を強め、円高傾向を高めることで日本側に
譲歩を迫る戦略、いわゆる円高カードを使ってくる
可能性がある。実際にそれで円高になれば、輸出
企業の収益には大きな悪影響が出てくるだろう。

世界的には金融政策の正常化が進んでいる。
日米欧の中央銀行の国債買い入れ額をフローで
見ると、ＦＲＢは、2017年10月から残高を減らして
おり、フローはマイナスだ。ＥＣＢは、2018年10月
から買い入れ額を半分にして、年末時点で買い入
れを無くして残高を一定にする予定だ。
日銀だけが全く正常化されていないと思われる
かもしれないが、国債の買い入れ額自体は、既に
かなり減ってきている。3つの中央銀行を合わせて
みると、フローは2019年前半にも10年ぶりにマイ
ナスになることが見込まれる。

日本では、これほどの人手不足の中で、賃金が
上がらない、物価が上がらないのは不思議だと言
われるが、実際には不思議なことはない。正規社
員のフィリップス曲線（労働需給と賃金上昇率の
関係などを示す）を見ると、現在の正規社員の有
効求人倍率は1.4強で、それに対応する賃金上昇
率の妥当水準は0.5％だ。今年の春闘のベース
アップは0.5％なので、フィリップス曲線に沿った水
準で妥結したと言える。企業は、経済原理に沿っ
て賃金を決めているのだ。
90年代には、フィリップス曲線はもっと傾きが
急だったため、今の人手不足感ではもっと高い賃
金上昇率になっていた。しかし、その後は日本経
済の潜在成長率が低下し、企業の中長期の成
長期待もかなり低下した。日本市場があまり有望
でなくなる中で、正規社員の基本給を上げれば、
その固定費の負担が大きく高まり、将来にわたっ
て企業の収益環境を損ねることになる。企業が
賃金を抑制すれば、物価上昇率も高まりにくい。
この点から、賃金、物価の上昇率が過去に比べ
て低下したのは、日本経済の実力が低下したこと
を反映しているといえる。現在の、賃金、物価の

米中貿易戦争が大きなリスクに

上昇率は、現在の日本経済の実力に見合ったも
のだ。
賃金が0.5％程度で物価が1％程度、企業が適

当と考える長期的な物価上昇率は1％くらいであ
り、物価と賃金は大体均衡しているのが現状だ。
これを2％に上げようとしているのが、日本銀行
の政策である。日本経済の実力が高まれば、結果
として物価上昇率は高まるが、2％の物価上昇は、
現在の日本経済の実力では達成できるものでは
ない。
2018年7月の日銀展望レポートで、政策委員の
2020年度の物価見通しの中央値は、それ以前の
1.8％から1.6％に下方修正された。これは、日本
銀行も、近い将来に2％の物価目標を達成するこ
とをあきらめてきており、2％の目標をやや曖昧に
していこうとする戦略に進んできているということ
ではないか。具体的には、この目標を中長期の目
標とすることが、将来的には考えられる。

2％を達成できなかった黒田総裁が4月に再任
されたことは、政府が2％の物価目標を重視しなく
なったことの表れではないか。また政府は、２％達

入れ額を政策目標ではなくし、金利に目標を移し
たと考えられる。
イールドカーブ・コントロール導入後、国債の買
い入れの減額が着実に進んでおり、80兆円ほど
であったのが現在では40兆円ほどになっている。
民間保有の国債残高の減少も緩やかになり、限
界を回避できる目途が立ってきた。
一方、買い入れを減額しても流動性の問題は解
消しなかった。イールドカーブ・コントロールで金利
を動かないようにしていることが取引を細らせ、流
動性を下げてしまったためだ。この点への対応も、
2018年7月の決定の背景にあると思われる。

2018年7月末に日本銀行が発表した政策パッ
ケージは、3つの柱から成り立っている。①長期金
利の変動幅の拡大、②政策金利のフォワードガイ
ダンス、③ＥＴＦ等の買い入れ額の柔軟化。
このうち一番重要なのが①長期金利の変動幅
の拡大で、金利の変動幅を広げることで流動性を
確保する目的だった、と日本銀行は説明した。それ
に加えて、実際には、長期金利の上昇、イールド
カーブのスティープ化を通じて、金融機関の収益
を改善させる狙いがあったと思われる。
今後も、日本銀行は、イールドカーブのスティー

プ化を容認していくだろう。これは、長期国債買入
れ増加ペースの縮小と同様に、事実上の正常化
策と言えるだろう。その観点から、この措置は「事
実上の正常化策2.0」だ。
②のフォワードガイダンスでは、消費税引き上

げの影響にも配慮して、当分の間金利を維持す
る、と説明された。消費税引き上げという言葉を
あえて説明に入れた点が重要だ。これは、消費
税引き上げの影響が見極められるまでは、政策
金利を上げないという、政府に対するメッセージ
ではないか。逆にいうと消費税引き上げの影響
が限定的であることが確認できれば、その後は

政策金利を上げるというメッセージでもあるよう
に思う。
2018年9月の日本記者クラブで行われた討
論会で、安倍首相は2％の物価目標達成とは関
連付けずに金融政策の出口を実現させたい、と
言った。これは重要なメッセージであり、日本銀
行が、物価目標の達成いかんに関わらず、政策
を正常化するという道筋を、政府側が開いたと
いうことだと思う。

こうした点を踏まえると、消費税率引き上げの
経済への影響が、日本銀行が考えているように限
定的であることが確認される2020年春頃に、長
期短期の政策金利を引上げる、正式な正常化策
が実施される可能性が考えられる。もちろん、これ
は良好な経済、金融環境がそれまで維持される場
合の、最短での正常化のタイミングだ。
しかしその前に、すでに見た貿易戦争という大
きなリスクを抱えた世界経済が後退してしまえば、
日本銀行の金融政策の正常化も先送りされるこ
とも十分にあり得る情勢だ。
日本経済の円高抵抗力は比較的高いと考えら
れるが、日本銀行が円高リスクを非常に気にする
結果、正常化がかなりゆっくりとしか進まず、十分
に正常化が進む前に世界経済が後退してしまう
可能性のほうが高いように思われる。
市場の反応、巻き戻しなどもある程度甘受しな

がら正常化を進めていかないと、あまり正常化が
進まない段階で、世界経済の後退により正常化策
が頓挫してしまうことになりかねないだろう。今より
もう少し速いペースで、正常化を進めて欲しいと
思う。
金融政策の正常化が完成するまでに相当な時
間がかかってしまえば、それは次世代への大きな
ツケになってしまうだろう。
ご清聴ありがとうございました。

市場の大きな混乱につながりかねない。
株式市場の調整は、警鐘を無視したトランプ政
権に対する再度の警鐘と言えるのではないか。ト
ランプ政権が市場の警鐘を無視し続ければ、いず
れ、警鐘のレベルにとどまらないより深刻な危機
的状況を誘発しかねない。

2019年年初から、いよいよ日米貿易交渉が始
まる。トランプ政権は日本に対して長らく２国間交
渉を要求していたが、日本政府はその要求をか
わすことができなくなったのだ。今後の日米貿易
交渉では、日本側が防戦を強いられる可能性が
高い。
米国の貿易赤字を国別に見た際には、赤字規
模が突出して高いのが中国、第2位はメキシコ、そ
して第3位が日本だ（図表2）。中国については、既
に米中間で激しい争いが演じられている。第２位
のメキシコについては、ＮＡＦＴＡ再交渉が既に実
施された。このように考えれば、トランプ政権が赤
字規模第3位の日本を次のターゲットに据えて、対
米貿易不均衡の是正を強く求めてくるのは自然な
流れと言える。
また、トランプ政権は、米国貿易赤字の国別動
向に注目した後に、赤字規模で上位国の分野・
品目別貿易赤字を上位からリストアップして貿易
交渉に臨む、といった行動パターンをとる傾向が
ある。
日本側の貿易統計から、米国の対日貿易収支

を分野・品目別に計算すると、赤字規模が突出し
て大きいのが、自動車関連だ。貿易赤字額全体
に占めるその比率は、自動車と自動車部品の合
計で76.6％である。この点から、トランプ政権が
対日貿易交渉で、その中心に自動車分野を据え
てくる可能性は高い。また、トランプ政権は、農産
物や牛肉の関税率引下げも強く要求してくるだ
ろう。政治的にセンシティブなこうした分野での

●図表1：2019年消費税率引き上げの個人所得への影響

(出所)日本銀行の統計より野村総合研究所作成
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成のために金融機関、一般国民から不評を買った
マイナス金利といった無理な政策はしてもらいた
くない、ということも示唆しているのではないか。
日本銀行は、当初は物価が思うように上がらな
かったら、追加緩和を実施していた。しかし、現在
はそうではなく、追加緩和の実施に慎重になって
いる。政策スタンスは既に大きく変わっている。こ
れは、追加緩和を実施しても効果が得られないば
かりか、副作用の方が大きいと考えたためではな
いか。2016年1月のマイナス金利導入が、実質的
には最後の追加緩和措置だったと思う。
2016年9月に実施されたイールドカーブ・コント

ロールは追加緩和ではなく、2018年7月末に実施
された政策パッケージも、追加緩和ではなくむしろ
正常化策と言える。
イールドカーブ・コントロールを導入した一番の
目的は、国債の買い入れ額を減らすことだったと
思われる。大量の国債の買い入れを継続すると、
買い入れが限界に達する。その際には、市場の流
動性が落ちて金融市場が大きく混乱する可能性
がある。これを防ぐためには、国債の買い入れを
減らす必要があるが、目標額を減らすと明確な正
常化になり市場等の反応が怖い。このため、買い

2019年の日本経済を占ううえで、まず、2019
年10月に予定されている消費税率引き上げの影
響を考えてみたい。政府は過去2回、消費税率引
き上げの実施を先送りしているが、すでに実施を
前提に予算あるいは税制改正を具体的に議論し
ている。経済・金融環境がよほど悪化しない限り、
今回は先送りされずに実施されるだろう。
消費税率引き上げの経済に与える影響につい

ては、政府と日本銀行との間には大きな見方の違
いがある。政府は、消費税率引き上げで景気が悪
化することを懸念しており、そのため、消費税率引
き上げと同時に各種景気対策を講じることを検討
している。
ところが日本銀行は、前回2014年の消費税率
引き上げの時と比べて、今回は経済への悪影響
は小さいと考えている。日本銀行の分析によると、
前回の2014年には、税率は5％から8％へと3％

ポイント税率が上がり、その結果、個人の所得は8
兆円減った。これはGDPの1.5％と、それなりに大
きな規模だった。
一方、次回の消費税率引き上げについては、経
済への悪影響はもっと小さい、としている。まず税
率の引き上げ幅が3％ではなくて2％の引き上げに
とどまる。さらに、軽減税率が食料品などに適用さ
れる。それから、教育の無償化も消費税率引き上
げのタイミングにあわせて実施される。その結果、
個人所得を減らす効果は2兆円程度、GDP比で
0.4％程度と、前回の4分の1程度だ（図表1）。

それに加えて、政府は住宅や自動車の減税の
実施、政府が補助する形でのキャッシュレス決済
時のポイント還元、プレミアム商品券配布を検討し
ている。さらに歳出拡大策も講じる。そうすると、
GDPへの影響も一段と小さくなるはずだ。
他方、日本銀行が一番警戒しているのは、世界
経済の動向だろう。日本経済は外需依存度が高
いため、消費税率引き上げなど国内の要因だけで
景気が急に悪くなるということはない一方、世界
経済の影響を強く受けやすい。現在、日本の景気
が比較的良いのも、財政政策の効果、金融緩和
の効果ではなくて、世界の長期景気回復の恩恵
によるところが大きいと思われる。

現在、世界経済を見渡すと、米中貿易戦争とい
うのが一番大きなリスクなのではないか。
ＩＭＦ（国際通貨基金）は、トランプ政権による追
加関税策などが世界経済に与える悪影響を試算
している。米国がすでに実施した鉄鋼輸入制限、
合計2,500億ドルの対中追加関税で、米国と中
国のGDPは0.3％ずつ押し下げられる計算だ。
これに加えて、今後、5,000億ドルを超える中国
からの輸入品全体に追加関税が課せられる場合、
米国のGDPへの影響は▲0.5％、中国のGDPへ
の影響は▲0.6％となる。さらに、米国が全ての自
動車、自動車部品に25％の追加関税を課す場合
には、米国のGDPへの影響は▲0.9％、中国の
GDPへの影響は▲0.6％、世界のGDPへの影響
は▲0.4％となる。
こうしたケースでも、世界経済が一気に失速す
るほどの影響は生じない。しかし、マクロ経済モデ
ルに基づいた以上の試算では、グローバル・バ
リューチェーンの混乱を通じた悪影響は、十分に
補足されていない。また、米国の保護主義的な貿
易政策がもたらす金融面への影響などを考慮に
入れれば、試算結果よりも大きな影響が世界経済

に及ぶのではないか。
ちなみに、最後のケースでは、日本のGDPへの
影響は▲0.5％～▲0.7％程度になると推測され
る。ただし、今後本格化する日米貿易交渉の影響
を踏まえれば、悪影響はもっと大きくなるだろう。

米国では、トランプ政権のもとで財政環境が急
速に悪化している。2018年の米連邦政府の財政
収支は、7,790億ドルと、2012年度以来の赤字
幅を記録した。2017年年末に実施された10年間
で1.5兆ドルの過去最大規模の減税措置や、イン
フラ投資、軍事関連、社会保障関連の歳出拡大と
いったトランプ政権の拡張的な財政政策が、急速
な財政赤字拡大の背景にある。2018年度の赤字
額のGDP比率は3.9％と前年度から0.4％ポイン
ト上昇した。
議会予算局（ＣＢＯ）の見通しによれば、2022
年度頃には、財政赤字額のGDP比率は5％を超
える。第二次世界大戦後、米国で財政赤字額の
GDP比率が5％を超えた局面は2回しかない。そ
れは、いずれも景気後退直後で、税収が一時的に
大きく落ち込んでいた時期に限られる。今回のよ
うに、景気情勢が良好ななかで財政赤字が急速
に拡大し、財政赤字額のGDP比率が5％を超え
る見通しなのは、異例なことだ。これは、トランプ政
権が、如何に例外的な大規模財政拡張策をとって
いるかを裏付けていよう。
他方、米国の経常収支（財貿易収支にサービス

貿易収支、所得収支などを加えたもの）も悪化見
通しが強まっている。経常収支のGDP比率は、
IMFによると2019年には▲3.4％とブラックマン
デー（株価暴落）が生じた1987年の水準に並ぶ
と予想されている。その背景には、10年間で1.5
兆ドルの大型減税と歳出拡大策がある。米国経
済は着実に需給ひっ迫傾向を強めている。国内で
の供給が需要に追い付かなくなりつつあるなかで、

政府が大規模の需要を作り出せば、その需要は
輸入の増加によって賄われ、経常赤字が拡大する
のは自然な流れだ。

財政環境の悪化は、政府の資金調達の拡大を
通じて長期金利を押し上げ、経済活動に悪影響を
与えることにもなる。中期的に米国財政収支の悪
化傾向が続き、それが経常赤字の拡大をもたらす
との期待が金融市場で強まっていけば、いずれは
米国が海外から円滑に資金調達ができるかどう
か、大きな不安が浮上することになろう。それは、
ドルの信認低下を伴う形で、ドルの大幅下落と長
期金利の大幅上昇を生じさせかねない。
2018年10月には、米国での長期金利上昇が
世界規模での株価の大幅な下落をもたらすという
事態が生じた。ドルも下落しており、いわゆる債券
安、株安、ドル安のトリプル安だ。
その前後でトランプ大統領は、株価下落の原因

は過度な金融引き締め策にあると、明確なＦＲＢ
（米連邦準備制度理事会）批判を繰り広げた。先
行き、米国でインフレリスクがより顕在化した場
合、ＦＲＢの金融引き締めを通じたインフレ抑制
措置がトランプ大統領によって妨げられる、との
懸念が、市場に将来のインフレリスクをより意識
させ、長期金利上昇のリスクを高めた可能性も
あるだろう。
こうしたトランプ大統領のＦＲＢ批判も含めて、ト
ランプ政権の政策がドルの信認を低下させ、海外
からの資金流入が鈍化するとの懸念が、米国債
券安、株安、ドル安のトリプル安の底流にあるので
はないか。先行き、双子の赤字問題はより深刻と
なり、また、トランプ政権はドル安政策を志向して、
中長期的なインフレ抑制が難しくなる、つまり中・
長期的なドル価値の安定が揺らぐとの見方が広
がる可能性がある。これは、米国への資金の流入
を妨げ、米国市場のトリプル安から、世界の金融

関税率大幅引き下げを回避するために、最終的
には自動車分野での譲歩を強いられ、対米自動
車輸出の削減を、日本は受け入れることになる
のではないか。
日本側が自主規制などを通じて対米自動車輸
出を半減することを強いられれば、それは日本の
GDPを直接的に0.5％、波及効果も入れればそ
れ以上押し下げることになる。すでに見た米国の
保護主義的貿易政策の影響に、この影響がさら
に加われば、日本経済を後退に陥れるのに十分な
規模となろう。
さらに、日米貿易交渉では、通貨高リスクも出て

くるのではないか。日本は日本銀行の金融政策に
よって不当に通貨安政策をとっていると、トランプ
大統領は考えているだろう。2018年4月の為替報
告書で、米財務省は、日本の円の価値は、実質実
効指数でみて歴史的な平均値よりも25％程度安
い、と指摘していた。
日米貿易交渉が滞れば、トランプ政権はそうし
た批判を強め、円高傾向を高めることで日本側に
譲歩を迫る戦略、いわゆる円高カードを使ってくる
可能性がある。実際にそれで円高になれば、輸出
企業の収益には大きな悪影響が出てくるだろう。

世界的には金融政策の正常化が進んでいる。
日米欧の中央銀行の国債買い入れ額をフローで
見ると、ＦＲＢは、2017年10月から残高を減らして
おり、フローはマイナスだ。ＥＣＢは、2018年10月
から買い入れ額を半分にして、年末時点で買い入
れを無くして残高を一定にする予定だ。
日銀だけが全く正常化されていないと思われる
かもしれないが、国債の買い入れ額自体は、既に
かなり減ってきている。3つの中央銀行を合わせて
みると、フローは2019年前半にも10年ぶりにマイ
ナスになることが見込まれる。

日本では、これほどの人手不足の中で、賃金が
上がらない、物価が上がらないのは不思議だと言
われるが、実際には不思議なことはない。正規社
員のフィリップス曲線（労働需給と賃金上昇率の
関係などを示す）を見ると、現在の正規社員の有
効求人倍率は1.4強で、それに対応する賃金上昇
率の妥当水準は0.5％だ。今年の春闘のベース
アップは0.5％なので、フィリップス曲線に沿った水
準で妥結したと言える。企業は、経済原理に沿っ
て賃金を決めているのだ。
90年代には、フィリップス曲線はもっと傾きが
急だったため、今の人手不足感ではもっと高い賃
金上昇率になっていた。しかし、その後は日本経
済の潜在成長率が低下し、企業の中長期の成
長期待もかなり低下した。日本市場があまり有望
でなくなる中で、正規社員の基本給を上げれば、
その固定費の負担が大きく高まり、将来にわたっ
て企業の収益環境を損ねることになる。企業が
賃金を抑制すれば、物価上昇率も高まりにくい。
この点から、賃金、物価の上昇率が過去に比べ
て低下したのは、日本経済の実力が低下したこと
を反映しているといえる。現在の、賃金、物価の

世界的に進む金融政策の正常化

崩れる２％の物価見通しの枠組み

日米貿易交渉が始まる

上昇率は、現在の日本経済の実力に見合ったも
のだ。
賃金が0.5％程度で物価が1％程度、企業が適

当と考える長期的な物価上昇率は1％くらいであ
り、物価と賃金は大体均衡しているのが現状だ。
これを2％に上げようとしているのが、日本銀行
の政策である。日本経済の実力が高まれば、結果
として物価上昇率は高まるが、2％の物価上昇は、
現在の日本経済の実力では達成できるものでは
ない。
2018年7月の日銀展望レポートで、政策委員の
2020年度の物価見通しの中央値は、それ以前の
1.8％から1.6％に下方修正された。これは、日本
銀行も、近い将来に2％の物価目標を達成するこ
とをあきらめてきており、2％の目標をやや曖昧に
していこうとする戦略に進んできているということ
ではないか。具体的には、この目標を中長期の目
標とすることが、将来的には考えられる。

2％を達成できなかった黒田総裁が4月に再任
されたことは、政府が2％の物価目標を重視しなく
なったことの表れではないか。また政府は、２％達

入れ額を政策目標ではなくし、金利に目標を移し
たと考えられる。
イールドカーブ・コントロール導入後、国債の買
い入れの減額が着実に進んでおり、80兆円ほど
であったのが現在では40兆円ほどになっている。
民間保有の国債残高の減少も緩やかになり、限
界を回避できる目途が立ってきた。
一方、買い入れを減額しても流動性の問題は解
消しなかった。イールドカーブ・コントロールで金利
を動かないようにしていることが取引を細らせ、流
動性を下げてしまったためだ。この点への対応も、
2018年7月の決定の背景にあると思われる。

2018年7月末に日本銀行が発表した政策パッ
ケージは、3つの柱から成り立っている。①長期金
利の変動幅の拡大、②政策金利のフォワードガイ
ダンス、③ＥＴＦ等の買い入れ額の柔軟化。
このうち一番重要なのが①長期金利の変動幅
の拡大で、金利の変動幅を広げることで流動性を
確保する目的だった、と日本銀行は説明した。それ
に加えて、実際には、長期金利の上昇、イールド
カーブのスティープ化を通じて、金融機関の収益
を改善させる狙いがあったと思われる。
今後も、日本銀行は、イールドカーブのスティー

プ化を容認していくだろう。これは、長期国債買入
れ増加ペースの縮小と同様に、事実上の正常化
策と言えるだろう。その観点から、この措置は「事
実上の正常化策2.0」だ。
②のフォワードガイダンスでは、消費税引き上

げの影響にも配慮して、当分の間金利を維持す
る、と説明された。消費税引き上げという言葉を
あえて説明に入れた点が重要だ。これは、消費
税引き上げの影響が見極められるまでは、政策
金利を上げないという、政府に対するメッセージ
ではないか。逆にいうと消費税引き上げの影響
が限定的であることが確認できれば、その後は

政策金利を上げるというメッセージでもあるよう
に思う。
2018年9月の日本記者クラブで行われた討
論会で、安倍首相は2％の物価目標達成とは関
連付けずに金融政策の出口を実現させたい、と
言った。これは重要なメッセージであり、日本銀
行が、物価目標の達成いかんに関わらず、政策
を正常化するという道筋を、政府側が開いたと
いうことだと思う。

こうした点を踏まえると、消費税率引き上げの
経済への影響が、日本銀行が考えているように限
定的であることが確認される2020年春頃に、長
期短期の政策金利を引上げる、正式な正常化策
が実施される可能性が考えられる。もちろん、これ
は良好な経済、金融環境がそれまで維持される場
合の、最短での正常化のタイミングだ。
しかしその前に、すでに見た貿易戦争という大
きなリスクを抱えた世界経済が後退してしまえば、
日本銀行の金融政策の正常化も先送りされるこ
とも十分にあり得る情勢だ。
日本経済の円高抵抗力は比較的高いと考えら
れるが、日本銀行が円高リスクを非常に気にする
結果、正常化がかなりゆっくりとしか進まず、十分
に正常化が進む前に世界経済が後退してしまう
可能性のほうが高いように思われる。
市場の反応、巻き戻しなどもある程度甘受しな

がら正常化を進めていかないと、あまり正常化が
進まない段階で、世界経済の後退により正常化策
が頓挫してしまうことになりかねないだろう。今より
もう少し速いペースで、正常化を進めて欲しいと
思う。
金融政策の正常化が完成するまでに相当な時
間がかかってしまえば、それは次世代への大きな
ツケになってしまうだろう。
ご清聴ありがとうございました。

市場の大きな混乱につながりかねない。
株式市場の調整は、警鐘を無視したトランプ政
権に対する再度の警鐘と言えるのではないか。ト
ランプ政権が市場の警鐘を無視し続ければ、いず
れ、警鐘のレベルにとどまらないより深刻な危機
的状況を誘発しかねない。

2019年年初から、いよいよ日米貿易交渉が始
まる。トランプ政権は日本に対して長らく２国間交
渉を要求していたが、日本政府はその要求をか
わすことができなくなったのだ。今後の日米貿易
交渉では、日本側が防戦を強いられる可能性が
高い。
米国の貿易赤字を国別に見た際には、赤字規
模が突出して高いのが中国、第2位はメキシコ、そ
して第3位が日本だ（図表2）。中国については、既
に米中間で激しい争いが演じられている。第２位
のメキシコについては、ＮＡＦＴＡ再交渉が既に実
施された。このように考えれば、トランプ政権が赤
字規模第3位の日本を次のターゲットに据えて、対
米貿易不均衡の是正を強く求めてくるのは自然な
流れと言える。
また、トランプ政権は、米国貿易赤字の国別動
向に注目した後に、赤字規模で上位国の分野・
品目別貿易赤字を上位からリストアップして貿易
交渉に臨む、といった行動パターンをとる傾向が
ある。
日本側の貿易統計から、米国の対日貿易収支

を分野・品目別に計算すると、赤字規模が突出し
て大きいのが、自動車関連だ。貿易赤字額全体
に占めるその比率は、自動車と自動車部品の合
計で76.6％である。この点から、トランプ政権が
対日貿易交渉で、その中心に自動車分野を据え
てくる可能性は高い。また、トランプ政権は、農産
物や牛肉の関税率引下げも強く要求してくるだ
ろう。政治的にセンシティブなこうした分野での

市場の警鐘に耳を貸さないトランプ政権

●図表2：米国の貿易収支赤字国上位10ヵ国

(出所)米商務省の統計より野村総合研究所作成
(注)計数は2017年
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成のために金融機関、一般国民から不評を買った
マイナス金利といった無理な政策はしてもらいた
くない、ということも示唆しているのではないか。
日本銀行は、当初は物価が思うように上がらな
かったら、追加緩和を実施していた。しかし、現在
はそうではなく、追加緩和の実施に慎重になって
いる。政策スタンスは既に大きく変わっている。こ
れは、追加緩和を実施しても効果が得られないば
かりか、副作用の方が大きいと考えたためではな
いか。2016年1月のマイナス金利導入が、実質的
には最後の追加緩和措置だったと思う。
2016年9月に実施されたイールドカーブ・コント

ロールは追加緩和ではなく、2018年7月末に実施
された政策パッケージも、追加緩和ではなくむしろ
正常化策と言える。
イールドカーブ・コントロールを導入した一番の
目的は、国債の買い入れ額を減らすことだったと
思われる。大量の国債の買い入れを継続すると、
買い入れが限界に達する。その際には、市場の流
動性が落ちて金融市場が大きく混乱する可能性
がある。これを防ぐためには、国債の買い入れを
減らす必要があるが、目標額を減らすと明確な正
常化になり市場等の反応が怖い。このため、買い

2019年の日本経済を占ううえで、まず、2019
年10月に予定されている消費税率引き上げの影
響を考えてみたい。政府は過去2回、消費税率引
き上げの実施を先送りしているが、すでに実施を
前提に予算あるいは税制改正を具体的に議論し
ている。経済・金融環境がよほど悪化しない限り、
今回は先送りされずに実施されるだろう。
消費税率引き上げの経済に与える影響につい

ては、政府と日本銀行との間には大きな見方の違
いがある。政府は、消費税率引き上げで景気が悪
化することを懸念しており、そのため、消費税率引
き上げと同時に各種景気対策を講じることを検討
している。
ところが日本銀行は、前回2014年の消費税率
引き上げの時と比べて、今回は経済への悪影響
は小さいと考えている。日本銀行の分析によると、
前回の2014年には、税率は5％から8％へと3％

ポイント税率が上がり、その結果、個人の所得は8
兆円減った。これはGDPの1.5％と、それなりに大
きな規模だった。
一方、次回の消費税率引き上げについては、経
済への悪影響はもっと小さい、としている。まず税
率の引き上げ幅が3％ではなくて2％の引き上げに
とどまる。さらに、軽減税率が食料品などに適用さ
れる。それから、教育の無償化も消費税率引き上
げのタイミングにあわせて実施される。その結果、
個人所得を減らす効果は2兆円程度、GDP比で
0.4％程度と、前回の4分の1程度だ（図表1）。

それに加えて、政府は住宅や自動車の減税の
実施、政府が補助する形でのキャッシュレス決済
時のポイント還元、プレミアム商品券配布を検討し
ている。さらに歳出拡大策も講じる。そうすると、
GDPへの影響も一段と小さくなるはずだ。
他方、日本銀行が一番警戒しているのは、世界
経済の動向だろう。日本経済は外需依存度が高
いため、消費税率引き上げなど国内の要因だけで
景気が急に悪くなるということはない一方、世界
経済の影響を強く受けやすい。現在、日本の景気
が比較的良いのも、財政政策の効果、金融緩和
の効果ではなくて、世界の長期景気回復の恩恵
によるところが大きいと思われる。

現在、世界経済を見渡すと、米中貿易戦争とい
うのが一番大きなリスクなのではないか。
ＩＭＦ（国際通貨基金）は、トランプ政権による追
加関税策などが世界経済に与える悪影響を試算
している。米国がすでに実施した鉄鋼輸入制限、
合計2,500億ドルの対中追加関税で、米国と中
国のGDPは0.3％ずつ押し下げられる計算だ。
これに加えて、今後、5,000億ドルを超える中国
からの輸入品全体に追加関税が課せられる場合、
米国のGDPへの影響は▲0.5％、中国のGDPへ
の影響は▲0.6％となる。さらに、米国が全ての自
動車、自動車部品に25％の追加関税を課す場合
には、米国のGDPへの影響は▲0.9％、中国の
GDPへの影響は▲0.6％、世界のGDPへの影響
は▲0.4％となる。
こうしたケースでも、世界経済が一気に失速す
るほどの影響は生じない。しかし、マクロ経済モデ
ルに基づいた以上の試算では、グローバル・バ
リューチェーンの混乱を通じた悪影響は、十分に
補足されていない。また、米国の保護主義的な貿
易政策がもたらす金融面への影響などを考慮に
入れれば、試算結果よりも大きな影響が世界経済

に及ぶのではないか。
ちなみに、最後のケースでは、日本のGDPへの
影響は▲0.5％～▲0.7％程度になると推測され
る。ただし、今後本格化する日米貿易交渉の影響
を踏まえれば、悪影響はもっと大きくなるだろう。

米国では、トランプ政権のもとで財政環境が急
速に悪化している。2018年の米連邦政府の財政
収支は、7,790億ドルと、2012年度以来の赤字
幅を記録した。2017年年末に実施された10年間
で1.5兆ドルの過去最大規模の減税措置や、イン
フラ投資、軍事関連、社会保障関連の歳出拡大と
いったトランプ政権の拡張的な財政政策が、急速
な財政赤字拡大の背景にある。2018年度の赤字
額のGDP比率は3.9％と前年度から0.4％ポイン
ト上昇した。
議会予算局（ＣＢＯ）の見通しによれば、2022
年度頃には、財政赤字額のGDP比率は5％を超
える。第二次世界大戦後、米国で財政赤字額の
GDP比率が5％を超えた局面は2回しかない。そ
れは、いずれも景気後退直後で、税収が一時的に
大きく落ち込んでいた時期に限られる。今回のよ
うに、景気情勢が良好ななかで財政赤字が急速
に拡大し、財政赤字額のGDP比率が5％を超え
る見通しなのは、異例なことだ。これは、トランプ政
権が、如何に例外的な大規模財政拡張策をとって
いるかを裏付けていよう。
他方、米国の経常収支（財貿易収支にサービス

貿易収支、所得収支などを加えたもの）も悪化見
通しが強まっている。経常収支のGDP比率は、
IMFによると2019年には▲3.4％とブラックマン
デー（株価暴落）が生じた1987年の水準に並ぶ
と予想されている。その背景には、10年間で1.5
兆ドルの大型減税と歳出拡大策がある。米国経
済は着実に需給ひっ迫傾向を強めている。国内で
の供給が需要に追い付かなくなりつつあるなかで、

政府が大規模の需要を作り出せば、その需要は
輸入の増加によって賄われ、経常赤字が拡大する
のは自然な流れだ。

財政環境の悪化は、政府の資金調達の拡大を
通じて長期金利を押し上げ、経済活動に悪影響を
与えることにもなる。中期的に米国財政収支の悪
化傾向が続き、それが経常赤字の拡大をもたらす
との期待が金融市場で強まっていけば、いずれは
米国が海外から円滑に資金調達ができるかどう
か、大きな不安が浮上することになろう。それは、
ドルの信認低下を伴う形で、ドルの大幅下落と長
期金利の大幅上昇を生じさせかねない。
2018年10月には、米国での長期金利上昇が
世界規模での株価の大幅な下落をもたらすという
事態が生じた。ドルも下落しており、いわゆる債券
安、株安、ドル安のトリプル安だ。
その前後でトランプ大統領は、株価下落の原因

は過度な金融引き締め策にあると、明確なＦＲＢ
（米連邦準備制度理事会）批判を繰り広げた。先
行き、米国でインフレリスクがより顕在化した場
合、ＦＲＢの金融引き締めを通じたインフレ抑制
措置がトランプ大統領によって妨げられる、との
懸念が、市場に将来のインフレリスクをより意識
させ、長期金利上昇のリスクを高めた可能性も
あるだろう。
こうしたトランプ大統領のＦＲＢ批判も含めて、ト
ランプ政権の政策がドルの信認を低下させ、海外
からの資金流入が鈍化するとの懸念が、米国債
券安、株安、ドル安のトリプル安の底流にあるので
はないか。先行き、双子の赤字問題はより深刻と
なり、また、トランプ政権はドル安政策を志向して、
中長期的なインフレ抑制が難しくなる、つまり中・
長期的なドル価値の安定が揺らぐとの見方が広
がる可能性がある。これは、米国への資金の流入
を妨げ、米国市場のトリプル安から、世界の金融

関税率大幅引き下げを回避するために、最終的
には自動車分野での譲歩を強いられ、対米自動
車輸出の削減を、日本は受け入れることになる
のではないか。
日本側が自主規制などを通じて対米自動車輸
出を半減することを強いられれば、それは日本の
GDPを直接的に0.5％、波及効果も入れればそ
れ以上押し下げることになる。すでに見た米国の
保護主義的貿易政策の影響に、この影響がさら
に加われば、日本経済を後退に陥れるのに十分な
規模となろう。
さらに、日米貿易交渉では、通貨高リスクも出て

くるのではないか。日本は日本銀行の金融政策に
よって不当に通貨安政策をとっていると、トランプ
大統領は考えているだろう。2018年4月の為替報
告書で、米財務省は、日本の円の価値は、実質実
効指数でみて歴史的な平均値よりも25％程度安
い、と指摘していた。
日米貿易交渉が滞れば、トランプ政権はそうし
た批判を強め、円高傾向を高めることで日本側に
譲歩を迫る戦略、いわゆる円高カードを使ってくる
可能性がある。実際にそれで円高になれば、輸出
企業の収益には大きな悪影響が出てくるだろう。

世界的には金融政策の正常化が進んでいる。
日米欧の中央銀行の国債買い入れ額をフローで
見ると、ＦＲＢは、2017年10月から残高を減らして
おり、フローはマイナスだ。ＥＣＢは、2018年10月
から買い入れ額を半分にして、年末時点で買い入
れを無くして残高を一定にする予定だ。
日銀だけが全く正常化されていないと思われる
かもしれないが、国債の買い入れ額自体は、既に
かなり減ってきている。3つの中央銀行を合わせて
みると、フローは2019年前半にも10年ぶりにマイ
ナスになることが見込まれる。

日本では、これほどの人手不足の中で、賃金が
上がらない、物価が上がらないのは不思議だと言
われるが、実際には不思議なことはない。正規社
員のフィリップス曲線（労働需給と賃金上昇率の
関係などを示す）を見ると、現在の正規社員の有
効求人倍率は1.4強で、それに対応する賃金上昇
率の妥当水準は0.5％だ。今年の春闘のベース
アップは0.5％なので、フィリップス曲線に沿った水
準で妥結したと言える。企業は、経済原理に沿っ
て賃金を決めているのだ。
90年代には、フィリップス曲線はもっと傾きが
急だったため、今の人手不足感ではもっと高い賃
金上昇率になっていた。しかし、その後は日本経
済の潜在成長率が低下し、企業の中長期の成
長期待もかなり低下した。日本市場があまり有望
でなくなる中で、正規社員の基本給を上げれば、
その固定費の負担が大きく高まり、将来にわたっ
て企業の収益環境を損ねることになる。企業が
賃金を抑制すれば、物価上昇率も高まりにくい。
この点から、賃金、物価の上昇率が過去に比べ
て低下したのは、日本経済の実力が低下したこと
を反映しているといえる。現在の、賃金、物価の

世界的に進む金融政策の正常化

崩れる２％の物価見通しの枠組み

日米貿易交渉が始まる

上昇率は、現在の日本経済の実力に見合ったも
のだ。
賃金が0.5％程度で物価が1％程度、企業が適

当と考える長期的な物価上昇率は1％くらいであ
り、物価と賃金は大体均衡しているのが現状だ。
これを2％に上げようとしているのが、日本銀行
の政策である。日本経済の実力が高まれば、結果
として物価上昇率は高まるが、2％の物価上昇は、
現在の日本経済の実力では達成できるものでは
ない。
2018年7月の日銀展望レポートで、政策委員の
2020年度の物価見通しの中央値は、それ以前の
1.8％から1.6％に下方修正された。これは、日本
銀行も、近い将来に2％の物価目標を達成するこ
とをあきらめてきており、2％の目標をやや曖昧に
していこうとする戦略に進んできているということ
ではないか。具体的には、この目標を中長期の目
標とすることが、将来的には考えられる。

2％を達成できなかった黒田総裁が4月に再任
されたことは、政府が2％の物価目標を重視しなく
なったことの表れではないか。また政府は、２％達

入れ額を政策目標ではなくし、金利に目標を移し
たと考えられる。
イールドカーブ・コントロール導入後、国債の買
い入れの減額が着実に進んでおり、80兆円ほど
であったのが現在では40兆円ほどになっている。
民間保有の国債残高の減少も緩やかになり、限
界を回避できる目途が立ってきた。
一方、買い入れを減額しても流動性の問題は解
消しなかった。イールドカーブ・コントロールで金利
を動かないようにしていることが取引を細らせ、流
動性を下げてしまったためだ。この点への対応も、
2018年7月の決定の背景にあると思われる。

2018年7月末に日本銀行が発表した政策パッ
ケージは、3つの柱から成り立っている。①長期金
利の変動幅の拡大、②政策金利のフォワードガイ
ダンス、③ＥＴＦ等の買い入れ額の柔軟化。
このうち一番重要なのが①長期金利の変動幅
の拡大で、金利の変動幅を広げることで流動性を
確保する目的だった、と日本銀行は説明した。それ
に加えて、実際には、長期金利の上昇、イールド
カーブのスティープ化を通じて、金融機関の収益
を改善させる狙いがあったと思われる。
今後も、日本銀行は、イールドカーブのスティー

プ化を容認していくだろう。これは、長期国債買入
れ増加ペースの縮小と同様に、事実上の正常化
策と言えるだろう。その観点から、この措置は「事
実上の正常化策2.0」だ。
②のフォワードガイダンスでは、消費税引き上

げの影響にも配慮して、当分の間金利を維持す
る、と説明された。消費税引き上げという言葉を
あえて説明に入れた点が重要だ。これは、消費
税引き上げの影響が見極められるまでは、政策
金利を上げないという、政府に対するメッセージ
ではないか。逆にいうと消費税引き上げの影響
が限定的であることが確認できれば、その後は

政策金利を上げるというメッセージでもあるよう
に思う。
2018年9月の日本記者クラブで行われた討
論会で、安倍首相は2％の物価目標達成とは関
連付けずに金融政策の出口を実現させたい、と
言った。これは重要なメッセージであり、日本銀
行が、物価目標の達成いかんに関わらず、政策
を正常化するという道筋を、政府側が開いたと
いうことだと思う。

こうした点を踏まえると、消費税率引き上げの
経済への影響が、日本銀行が考えているように限
定的であることが確認される2020年春頃に、長
期短期の政策金利を引上げる、正式な正常化策
が実施される可能性が考えられる。もちろん、これ
は良好な経済、金融環境がそれまで維持される場
合の、最短での正常化のタイミングだ。
しかしその前に、すでに見た貿易戦争という大
きなリスクを抱えた世界経済が後退してしまえば、
日本銀行の金融政策の正常化も先送りされるこ
とも十分にあり得る情勢だ。
日本経済の円高抵抗力は比較的高いと考えら
れるが、日本銀行が円高リスクを非常に気にする
結果、正常化がかなりゆっくりとしか進まず、十分
に正常化が進む前に世界経済が後退してしまう
可能性のほうが高いように思われる。
市場の反応、巻き戻しなどもある程度甘受しな

がら正常化を進めていかないと、あまり正常化が
進まない段階で、世界経済の後退により正常化策
が頓挫してしまうことになりかねないだろう。今より
もう少し速いペースで、正常化を進めて欲しいと
思う。
金融政策の正常化が完成するまでに相当な時
間がかかってしまえば、それは次世代への大きな
ツケになってしまうだろう。
ご清聴ありがとうございました。

市場の大きな混乱につながりかねない。
株式市場の調整は、警鐘を無視したトランプ政
権に対する再度の警鐘と言えるのではないか。ト
ランプ政権が市場の警鐘を無視し続ければ、いず
れ、警鐘のレベルにとどまらないより深刻な危機
的状況を誘発しかねない。

2019年年初から、いよいよ日米貿易交渉が始
まる。トランプ政権は日本に対して長らく２国間交
渉を要求していたが、日本政府はその要求をか
わすことができなくなったのだ。今後の日米貿易
交渉では、日本側が防戦を強いられる可能性が
高い。
米国の貿易赤字を国別に見た際には、赤字規
模が突出して高いのが中国、第2位はメキシコ、そ
して第3位が日本だ（図表2）。中国については、既
に米中間で激しい争いが演じられている。第２位
のメキシコについては、ＮＡＦＴＡ再交渉が既に実
施された。このように考えれば、トランプ政権が赤
字規模第3位の日本を次のターゲットに据えて、対
米貿易不均衡の是正を強く求めてくるのは自然な
流れと言える。
また、トランプ政権は、米国貿易赤字の国別動
向に注目した後に、赤字規模で上位国の分野・
品目別貿易赤字を上位からリストアップして貿易
交渉に臨む、といった行動パターンをとる傾向が
ある。
日本側の貿易統計から、米国の対日貿易収支

を分野・品目別に計算すると、赤字規模が突出し
て大きいのが、自動車関連だ。貿易赤字額全体
に占めるその比率は、自動車と自動車部品の合
計で76.6％である。この点から、トランプ政権が
対日貿易交渉で、その中心に自動車分野を据え
てくる可能性は高い。また、トランプ政権は、農産
物や牛肉の関税率引下げも強く要求してくるだ
ろう。政治的にセンシティブなこうした分野での

市場の警鐘に耳を貸さないトランプ政権

●図表2：米国の貿易収支赤字国上位10ヵ国

(出所)米商務省の統計より野村総合研究所作成
(注)計数は2017年
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成のために金融機関、一般国民から不評を買った
マイナス金利といった無理な政策はしてもらいた
くない、ということも示唆しているのではないか。
日本銀行は、当初は物価が思うように上がらな
かったら、追加緩和を実施していた。しかし、現在
はそうではなく、追加緩和の実施に慎重になって
いる。政策スタンスは既に大きく変わっている。こ
れは、追加緩和を実施しても効果が得られないば
かりか、副作用の方が大きいと考えたためではな
いか。2016年1月のマイナス金利導入が、実質的
には最後の追加緩和措置だったと思う。
2016年9月に実施されたイールドカーブ・コント

ロールは追加緩和ではなく、2018年7月末に実施
された政策パッケージも、追加緩和ではなくむしろ
正常化策と言える。
イールドカーブ・コントロールを導入した一番の
目的は、国債の買い入れ額を減らすことだったと
思われる。大量の国債の買い入れを継続すると、
買い入れが限界に達する。その際には、市場の流
動性が落ちて金融市場が大きく混乱する可能性
がある。これを防ぐためには、国債の買い入れを
減らす必要があるが、目標額を減らすと明確な正
常化になり市場等の反応が怖い。このため、買い

2019年の日本経済を占ううえで、まず、2019
年10月に予定されている消費税率引き上げの影
響を考えてみたい。政府は過去2回、消費税率引
き上げの実施を先送りしているが、すでに実施を
前提に予算あるいは税制改正を具体的に議論し
ている。経済・金融環境がよほど悪化しない限り、
今回は先送りされずに実施されるだろう。
消費税率引き上げの経済に与える影響につい

ては、政府と日本銀行との間には大きな見方の違
いがある。政府は、消費税率引き上げで景気が悪
化することを懸念しており、そのため、消費税率引
き上げと同時に各種景気対策を講じることを検討
している。
ところが日本銀行は、前回2014年の消費税率
引き上げの時と比べて、今回は経済への悪影響
は小さいと考えている。日本銀行の分析によると、
前回の2014年には、税率は5％から8％へと3％

ポイント税率が上がり、その結果、個人の所得は8
兆円減った。これはGDPの1.5％と、それなりに大
きな規模だった。
一方、次回の消費税率引き上げについては、経
済への悪影響はもっと小さい、としている。まず税
率の引き上げ幅が3％ではなくて2％の引き上げに
とどまる。さらに、軽減税率が食料品などに適用さ
れる。それから、教育の無償化も消費税率引き上
げのタイミングにあわせて実施される。その結果、
個人所得を減らす効果は2兆円程度、GDP比で
0.4％程度と、前回の4分の1程度だ（図表1）。

それに加えて、政府は住宅や自動車の減税の
実施、政府が補助する形でのキャッシュレス決済
時のポイント還元、プレミアム商品券配布を検討し
ている。さらに歳出拡大策も講じる。そうすると、
GDPへの影響も一段と小さくなるはずだ。
他方、日本銀行が一番警戒しているのは、世界
経済の動向だろう。日本経済は外需依存度が高
いため、消費税率引き上げなど国内の要因だけで
景気が急に悪くなるということはない一方、世界
経済の影響を強く受けやすい。現在、日本の景気
が比較的良いのも、財政政策の効果、金融緩和
の効果ではなくて、世界の長期景気回復の恩恵
によるところが大きいと思われる。

現在、世界経済を見渡すと、米中貿易戦争とい
うのが一番大きなリスクなのではないか。
ＩＭＦ（国際通貨基金）は、トランプ政権による追
加関税策などが世界経済に与える悪影響を試算
している。米国がすでに実施した鉄鋼輸入制限、
合計2,500億ドルの対中追加関税で、米国と中
国のGDPは0.3％ずつ押し下げられる計算だ。
これに加えて、今後、5,000億ドルを超える中国
からの輸入品全体に追加関税が課せられる場合、
米国のGDPへの影響は▲0.5％、中国のGDPへ
の影響は▲0.6％となる。さらに、米国が全ての自
動車、自動車部品に25％の追加関税を課す場合
には、米国のGDPへの影響は▲0.9％、中国の
GDPへの影響は▲0.6％、世界のGDPへの影響
は▲0.4％となる。
こうしたケースでも、世界経済が一気に失速す
るほどの影響は生じない。しかし、マクロ経済モデ
ルに基づいた以上の試算では、グローバル・バ
リューチェーンの混乱を通じた悪影響は、十分に
補足されていない。また、米国の保護主義的な貿
易政策がもたらす金融面への影響などを考慮に
入れれば、試算結果よりも大きな影響が世界経済

に及ぶのではないか。
ちなみに、最後のケースでは、日本のGDPへの
影響は▲0.5％～▲0.7％程度になると推測され
る。ただし、今後本格化する日米貿易交渉の影響
を踏まえれば、悪影響はもっと大きくなるだろう。

米国では、トランプ政権のもとで財政環境が急
速に悪化している。2018年の米連邦政府の財政
収支は、7,790億ドルと、2012年度以来の赤字
幅を記録した。2017年年末に実施された10年間
で1.5兆ドルの過去最大規模の減税措置や、イン
フラ投資、軍事関連、社会保障関連の歳出拡大と
いったトランプ政権の拡張的な財政政策が、急速
な財政赤字拡大の背景にある。2018年度の赤字
額のGDP比率は3.9％と前年度から0.4％ポイン
ト上昇した。
議会予算局（ＣＢＯ）の見通しによれば、2022
年度頃には、財政赤字額のGDP比率は5％を超
える。第二次世界大戦後、米国で財政赤字額の
GDP比率が5％を超えた局面は2回しかない。そ
れは、いずれも景気後退直後で、税収が一時的に
大きく落ち込んでいた時期に限られる。今回のよ
うに、景気情勢が良好ななかで財政赤字が急速
に拡大し、財政赤字額のGDP比率が5％を超え
る見通しなのは、異例なことだ。これは、トランプ政
権が、如何に例外的な大規模財政拡張策をとって
いるかを裏付けていよう。
他方、米国の経常収支（財貿易収支にサービス

貿易収支、所得収支などを加えたもの）も悪化見
通しが強まっている。経常収支のGDP比率は、
IMFによると2019年には▲3.4％とブラックマン
デー（株価暴落）が生じた1987年の水準に並ぶ
と予想されている。その背景には、10年間で1.5
兆ドルの大型減税と歳出拡大策がある。米国経
済は着実に需給ひっ迫傾向を強めている。国内で
の供給が需要に追い付かなくなりつつあるなかで、

政府が大規模の需要を作り出せば、その需要は
輸入の増加によって賄われ、経常赤字が拡大する
のは自然な流れだ。

財政環境の悪化は、政府の資金調達の拡大を
通じて長期金利を押し上げ、経済活動に悪影響を
与えることにもなる。中期的に米国財政収支の悪
化傾向が続き、それが経常赤字の拡大をもたらす
との期待が金融市場で強まっていけば、いずれは
米国が海外から円滑に資金調達ができるかどう
か、大きな不安が浮上することになろう。それは、
ドルの信認低下を伴う形で、ドルの大幅下落と長
期金利の大幅上昇を生じさせかねない。
2018年10月には、米国での長期金利上昇が
世界規模での株価の大幅な下落をもたらすという
事態が生じた。ドルも下落しており、いわゆる債券
安、株安、ドル安のトリプル安だ。
その前後でトランプ大統領は、株価下落の原因

は過度な金融引き締め策にあると、明確なＦＲＢ
（米連邦準備制度理事会）批判を繰り広げた。先
行き、米国でインフレリスクがより顕在化した場
合、ＦＲＢの金融引き締めを通じたインフレ抑制
措置がトランプ大統領によって妨げられる、との
懸念が、市場に将来のインフレリスクをより意識
させ、長期金利上昇のリスクを高めた可能性も
あるだろう。
こうしたトランプ大統領のＦＲＢ批判も含めて、ト
ランプ政権の政策がドルの信認を低下させ、海外
からの資金流入が鈍化するとの懸念が、米国債
券安、株安、ドル安のトリプル安の底流にあるので
はないか。先行き、双子の赤字問題はより深刻と
なり、また、トランプ政権はドル安政策を志向して、
中長期的なインフレ抑制が難しくなる、つまり中・
長期的なドル価値の安定が揺らぐとの見方が広
がる可能性がある。これは、米国への資金の流入
を妨げ、米国市場のトリプル安から、世界の金融

関税率大幅引き下げを回避するために、最終的
には自動車分野での譲歩を強いられ、対米自動
車輸出の削減を、日本は受け入れることになる
のではないか。
日本側が自主規制などを通じて対米自動車輸
出を半減することを強いられれば、それは日本の
GDPを直接的に0.5％、波及効果も入れればそ
れ以上押し下げることになる。すでに見た米国の
保護主義的貿易政策の影響に、この影響がさら
に加われば、日本経済を後退に陥れるのに十分な
規模となろう。
さらに、日米貿易交渉では、通貨高リスクも出て

くるのではないか。日本は日本銀行の金融政策に
よって不当に通貨安政策をとっていると、トランプ
大統領は考えているだろう。2018年4月の為替報
告書で、米財務省は、日本の円の価値は、実質実
効指数でみて歴史的な平均値よりも25％程度安
い、と指摘していた。
日米貿易交渉が滞れば、トランプ政権はそうし
た批判を強め、円高傾向を高めることで日本側に
譲歩を迫る戦略、いわゆる円高カードを使ってくる
可能性がある。実際にそれで円高になれば、輸出
企業の収益には大きな悪影響が出てくるだろう。

世界的には金融政策の正常化が進んでいる。
日米欧の中央銀行の国債買い入れ額をフローで
見ると、ＦＲＢは、2017年10月から残高を減らして
おり、フローはマイナスだ。ＥＣＢは、2018年10月
から買い入れ額を半分にして、年末時点で買い入
れを無くして残高を一定にする予定だ。
日銀だけが全く正常化されていないと思われる
かもしれないが、国債の買い入れ額自体は、既に
かなり減ってきている。3つの中央銀行を合わせて
みると、フローは2019年前半にも10年ぶりにマイ
ナスになることが見込まれる。

日本では、これほどの人手不足の中で、賃金が
上がらない、物価が上がらないのは不思議だと言
われるが、実際には不思議なことはない。正規社
員のフィリップス曲線（労働需給と賃金上昇率の
関係などを示す）を見ると、現在の正規社員の有
効求人倍率は1.4強で、それに対応する賃金上昇
率の妥当水準は0.5％だ。今年の春闘のベース
アップは0.5％なので、フィリップス曲線に沿った水
準で妥結したと言える。企業は、経済原理に沿っ
て賃金を決めているのだ。
90年代には、フィリップス曲線はもっと傾きが
急だったため、今の人手不足感ではもっと高い賃
金上昇率になっていた。しかし、その後は日本経
済の潜在成長率が低下し、企業の中長期の成
長期待もかなり低下した。日本市場があまり有望
でなくなる中で、正規社員の基本給を上げれば、
その固定費の負担が大きく高まり、将来にわたっ
て企業の収益環境を損ねることになる。企業が
賃金を抑制すれば、物価上昇率も高まりにくい。
この点から、賃金、物価の上昇率が過去に比べ
て低下したのは、日本経済の実力が低下したこと
を反映しているといえる。現在の、賃金、物価の

事実上の正常化策2.0

上昇率は、現在の日本経済の実力に見合ったも
のだ。
賃金が0.5％程度で物価が1％程度、企業が適

当と考える長期的な物価上昇率は1％くらいであ
り、物価と賃金は大体均衡しているのが現状だ。
これを2％に上げようとしているのが、日本銀行
の政策である。日本経済の実力が高まれば、結果
として物価上昇率は高まるが、2％の物価上昇は、
現在の日本経済の実力では達成できるものでは
ない。
2018年7月の日銀展望レポートで、政策委員の
2020年度の物価見通しの中央値は、それ以前の
1.8％から1.6％に下方修正された。これは、日本
銀行も、近い将来に2％の物価目標を達成するこ
とをあきらめてきており、2％の目標をやや曖昧に
していこうとする戦略に進んできているということ
ではないか。具体的には、この目標を中長期の目
標とすることが、将来的には考えられる。

2％を達成できなかった黒田総裁が4月に再任
されたことは、政府が2％の物価目標を重視しなく
なったことの表れではないか。また政府は、２％達

入れ額を政策目標ではなくし、金利に目標を移し
たと考えられる。
イールドカーブ・コントロール導入後、国債の買
い入れの減額が着実に進んでおり、80兆円ほど
であったのが現在では40兆円ほどになっている。
民間保有の国債残高の減少も緩やかになり、限
界を回避できる目途が立ってきた。
一方、買い入れを減額しても流動性の問題は解
消しなかった。イールドカーブ・コントロールで金利
を動かないようにしていることが取引を細らせ、流
動性を下げてしまったためだ。この点への対応も、
2018年7月の決定の背景にあると思われる。

2018年7月末に日本銀行が発表した政策パッ
ケージは、3つの柱から成り立っている。①長期金
利の変動幅の拡大、②政策金利のフォワードガイ
ダンス、③ＥＴＦ等の買い入れ額の柔軟化。
このうち一番重要なのが①長期金利の変動幅
の拡大で、金利の変動幅を広げることで流動性を
確保する目的だった、と日本銀行は説明した。それ
に加えて、実際には、長期金利の上昇、イールド
カーブのスティープ化を通じて、金融機関の収益
を改善させる狙いがあったと思われる。
今後も、日本銀行は、イールドカーブのスティー

プ化を容認していくだろう。これは、長期国債買入
れ増加ペースの縮小と同様に、事実上の正常化
策と言えるだろう。その観点から、この措置は「事
実上の正常化策2.0」だ。
②のフォワードガイダンスでは、消費税引き上

げの影響にも配慮して、当分の間金利を維持す
る、と説明された。消費税引き上げという言葉を
あえて説明に入れた点が重要だ。これは、消費
税引き上げの影響が見極められるまでは、政策
金利を上げないという、政府に対するメッセージ
ではないか。逆にいうと消費税引き上げの影響
が限定的であることが確認できれば、その後は

政策金利を上げるというメッセージでもあるよう
に思う。
2018年9月の日本記者クラブで行われた討
論会で、安倍首相は2％の物価目標達成とは関
連付けずに金融政策の出口を実現させたい、と
言った。これは重要なメッセージであり、日本銀
行が、物価目標の達成いかんに関わらず、政策
を正常化するという道筋を、政府側が開いたと
いうことだと思う。

こうした点を踏まえると、消費税率引き上げの
経済への影響が、日本銀行が考えているように限
定的であることが確認される2020年春頃に、長
期短期の政策金利を引上げる、正式な正常化策
が実施される可能性が考えられる。もちろん、これ
は良好な経済、金融環境がそれまで維持される場
合の、最短での正常化のタイミングだ。
しかしその前に、すでに見た貿易戦争という大
きなリスクを抱えた世界経済が後退してしまえば、
日本銀行の金融政策の正常化も先送りされるこ
とも十分にあり得る情勢だ。
日本経済の円高抵抗力は比較的高いと考えら
れるが、日本銀行が円高リスクを非常に気にする
結果、正常化がかなりゆっくりとしか進まず、十分
に正常化が進む前に世界経済が後退してしまう
可能性のほうが高いように思われる。
市場の反応、巻き戻しなどもある程度甘受しな

がら正常化を進めていかないと、あまり正常化が
進まない段階で、世界経済の後退により正常化策
が頓挫してしまうことになりかねないだろう。今より
もう少し速いペースで、正常化を進めて欲しいと
思う。
金融政策の正常化が完成するまでに相当な時
間がかかってしまえば、それは次世代への大きな
ツケになってしまうだろう。
ご清聴ありがとうございました。

金融政策の正式な正常化へ

市場の大きな混乱につながりかねない。
株式市場の調整は、警鐘を無視したトランプ政
権に対する再度の警鐘と言えるのではないか。ト
ランプ政権が市場の警鐘を無視し続ければ、いず
れ、警鐘のレベルにとどまらないより深刻な危機
的状況を誘発しかねない。

2019年年初から、いよいよ日米貿易交渉が始
まる。トランプ政権は日本に対して長らく２国間交
渉を要求していたが、日本政府はその要求をか
わすことができなくなったのだ。今後の日米貿易
交渉では、日本側が防戦を強いられる可能性が
高い。
米国の貿易赤字を国別に見た際には、赤字規
模が突出して高いのが中国、第2位はメキシコ、そ
して第3位が日本だ（図表2）。中国については、既
に米中間で激しい争いが演じられている。第２位
のメキシコについては、ＮＡＦＴＡ再交渉が既に実
施された。このように考えれば、トランプ政権が赤
字規模第3位の日本を次のターゲットに据えて、対
米貿易不均衡の是正を強く求めてくるのは自然な
流れと言える。
また、トランプ政権は、米国貿易赤字の国別動
向に注目した後に、赤字規模で上位国の分野・
品目別貿易赤字を上位からリストアップして貿易
交渉に臨む、といった行動パターンをとる傾向が
ある。
日本側の貿易統計から、米国の対日貿易収支

を分野・品目別に計算すると、赤字規模が突出し
て大きいのが、自動車関連だ。貿易赤字額全体
に占めるその比率は、自動車と自動車部品の合
計で76.6％である。この点から、トランプ政権が
対日貿易交渉で、その中心に自動車分野を据え
てくる可能性は高い。また、トランプ政権は、農産
物や牛肉の関税率引下げも強く要求してくるだ
ろう。政治的にセンシティブなこうした分野での

●図表3：日本銀行の消費者物価見通し（翌々年度）

(出所)日本銀行の統計より野村総合研究所作成
(注)日本銀行政策委員の消費者物価の大勢見通し。生鮮、消費税率引き上げの影響を除く

●図表4：日本銀行が保有する長期国債保有額の変化

(出所)日本銀行の統計より野村総合研究所作成

事実上の正常化は既に進展
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成のために金融機関、一般国民から不評を買った
マイナス金利といった無理な政策はしてもらいた
くない、ということも示唆しているのではないか。
日本銀行は、当初は物価が思うように上がらな
かったら、追加緩和を実施していた。しかし、現在
はそうではなく、追加緩和の実施に慎重になって
いる。政策スタンスは既に大きく変わっている。こ
れは、追加緩和を実施しても効果が得られないば
かりか、副作用の方が大きいと考えたためではな
いか。2016年1月のマイナス金利導入が、実質的
には最後の追加緩和措置だったと思う。
2016年9月に実施されたイールドカーブ・コント

ロールは追加緩和ではなく、2018年7月末に実施
された政策パッケージも、追加緩和ではなくむしろ
正常化策と言える。
イールドカーブ・コントロールを導入した一番の
目的は、国債の買い入れ額を減らすことだったと
思われる。大量の国債の買い入れを継続すると、
買い入れが限界に達する。その際には、市場の流
動性が落ちて金融市場が大きく混乱する可能性
がある。これを防ぐためには、国債の買い入れを
減らす必要があるが、目標額を減らすと明確な正
常化になり市場等の反応が怖い。このため、買い

2019年の日本経済を占ううえで、まず、2019
年10月に予定されている消費税率引き上げの影
響を考えてみたい。政府は過去2回、消費税率引
き上げの実施を先送りしているが、すでに実施を
前提に予算あるいは税制改正を具体的に議論し
ている。経済・金融環境がよほど悪化しない限り、
今回は先送りされずに実施されるだろう。
消費税率引き上げの経済に与える影響につい

ては、政府と日本銀行との間には大きな見方の違
いがある。政府は、消費税率引き上げで景気が悪
化することを懸念しており、そのため、消費税率引
き上げと同時に各種景気対策を講じることを検討
している。
ところが日本銀行は、前回2014年の消費税率
引き上げの時と比べて、今回は経済への悪影響
は小さいと考えている。日本銀行の分析によると、
前回の2014年には、税率は5％から8％へと3％

ポイント税率が上がり、その結果、個人の所得は8
兆円減った。これはGDPの1.5％と、それなりに大
きな規模だった。
一方、次回の消費税率引き上げについては、経
済への悪影響はもっと小さい、としている。まず税
率の引き上げ幅が3％ではなくて2％の引き上げに
とどまる。さらに、軽減税率が食料品などに適用さ
れる。それから、教育の無償化も消費税率引き上
げのタイミングにあわせて実施される。その結果、
個人所得を減らす効果は2兆円程度、GDP比で
0.4％程度と、前回の4分の1程度だ（図表1）。

それに加えて、政府は住宅や自動車の減税の
実施、政府が補助する形でのキャッシュレス決済
時のポイント還元、プレミアム商品券配布を検討し
ている。さらに歳出拡大策も講じる。そうすると、
GDPへの影響も一段と小さくなるはずだ。
他方、日本銀行が一番警戒しているのは、世界
経済の動向だろう。日本経済は外需依存度が高
いため、消費税率引き上げなど国内の要因だけで
景気が急に悪くなるということはない一方、世界
経済の影響を強く受けやすい。現在、日本の景気
が比較的良いのも、財政政策の効果、金融緩和
の効果ではなくて、世界の長期景気回復の恩恵
によるところが大きいと思われる。

現在、世界経済を見渡すと、米中貿易戦争とい
うのが一番大きなリスクなのではないか。
ＩＭＦ（国際通貨基金）は、トランプ政権による追
加関税策などが世界経済に与える悪影響を試算
している。米国がすでに実施した鉄鋼輸入制限、
合計2,500億ドルの対中追加関税で、米国と中
国のGDPは0.3％ずつ押し下げられる計算だ。
これに加えて、今後、5,000億ドルを超える中国
からの輸入品全体に追加関税が課せられる場合、
米国のGDPへの影響は▲0.5％、中国のGDPへ
の影響は▲0.6％となる。さらに、米国が全ての自
動車、自動車部品に25％の追加関税を課す場合
には、米国のGDPへの影響は▲0.9％、中国の
GDPへの影響は▲0.6％、世界のGDPへの影響
は▲0.4％となる。
こうしたケースでも、世界経済が一気に失速す
るほどの影響は生じない。しかし、マクロ経済モデ
ルに基づいた以上の試算では、グローバル・バ
リューチェーンの混乱を通じた悪影響は、十分に
補足されていない。また、米国の保護主義的な貿
易政策がもたらす金融面への影響などを考慮に
入れれば、試算結果よりも大きな影響が世界経済

に及ぶのではないか。
ちなみに、最後のケースでは、日本のGDPへの
影響は▲0.5％～▲0.7％程度になると推測され
る。ただし、今後本格化する日米貿易交渉の影響
を踏まえれば、悪影響はもっと大きくなるだろう。

米国では、トランプ政権のもとで財政環境が急
速に悪化している。2018年の米連邦政府の財政
収支は、7,790億ドルと、2012年度以来の赤字
幅を記録した。2017年年末に実施された10年間
で1.5兆ドルの過去最大規模の減税措置や、イン
フラ投資、軍事関連、社会保障関連の歳出拡大と
いったトランプ政権の拡張的な財政政策が、急速
な財政赤字拡大の背景にある。2018年度の赤字
額のGDP比率は3.9％と前年度から0.4％ポイン
ト上昇した。
議会予算局（ＣＢＯ）の見通しによれば、2022
年度頃には、財政赤字額のGDP比率は5％を超
える。第二次世界大戦後、米国で財政赤字額の
GDP比率が5％を超えた局面は2回しかない。そ
れは、いずれも景気後退直後で、税収が一時的に
大きく落ち込んでいた時期に限られる。今回のよ
うに、景気情勢が良好ななかで財政赤字が急速
に拡大し、財政赤字額のGDP比率が5％を超え
る見通しなのは、異例なことだ。これは、トランプ政
権が、如何に例外的な大規模財政拡張策をとって
いるかを裏付けていよう。
他方、米国の経常収支（財貿易収支にサービス

貿易収支、所得収支などを加えたもの）も悪化見
通しが強まっている。経常収支のGDP比率は、
IMFによると2019年には▲3.4％とブラックマン
デー（株価暴落）が生じた1987年の水準に並ぶ
と予想されている。その背景には、10年間で1.5
兆ドルの大型減税と歳出拡大策がある。米国経
済は着実に需給ひっ迫傾向を強めている。国内で
の供給が需要に追い付かなくなりつつあるなかで、

政府が大規模の需要を作り出せば、その需要は
輸入の増加によって賄われ、経常赤字が拡大する
のは自然な流れだ。

財政環境の悪化は、政府の資金調達の拡大を
通じて長期金利を押し上げ、経済活動に悪影響を
与えることにもなる。中期的に米国財政収支の悪
化傾向が続き、それが経常赤字の拡大をもたらす
との期待が金融市場で強まっていけば、いずれは
米国が海外から円滑に資金調達ができるかどう
か、大きな不安が浮上することになろう。それは、
ドルの信認低下を伴う形で、ドルの大幅下落と長
期金利の大幅上昇を生じさせかねない。
2018年10月には、米国での長期金利上昇が
世界規模での株価の大幅な下落をもたらすという
事態が生じた。ドルも下落しており、いわゆる債券
安、株安、ドル安のトリプル安だ。
その前後でトランプ大統領は、株価下落の原因

は過度な金融引き締め策にあると、明確なＦＲＢ
（米連邦準備制度理事会）批判を繰り広げた。先
行き、米国でインフレリスクがより顕在化した場
合、ＦＲＢの金融引き締めを通じたインフレ抑制
措置がトランプ大統領によって妨げられる、との
懸念が、市場に将来のインフレリスクをより意識
させ、長期金利上昇のリスクを高めた可能性も
あるだろう。
こうしたトランプ大統領のＦＲＢ批判も含めて、ト
ランプ政権の政策がドルの信認を低下させ、海外
からの資金流入が鈍化するとの懸念が、米国債
券安、株安、ドル安のトリプル安の底流にあるので
はないか。先行き、双子の赤字問題はより深刻と
なり、また、トランプ政権はドル安政策を志向して、
中長期的なインフレ抑制が難しくなる、つまり中・
長期的なドル価値の安定が揺らぐとの見方が広
がる可能性がある。これは、米国への資金の流入
を妨げ、米国市場のトリプル安から、世界の金融

関税率大幅引き下げを回避するために、最終的
には自動車分野での譲歩を強いられ、対米自動
車輸出の削減を、日本は受け入れることになる
のではないか。
日本側が自主規制などを通じて対米自動車輸
出を半減することを強いられれば、それは日本の
GDPを直接的に0.5％、波及効果も入れればそ
れ以上押し下げることになる。すでに見た米国の
保護主義的貿易政策の影響に、この影響がさら
に加われば、日本経済を後退に陥れるのに十分な
規模となろう。
さらに、日米貿易交渉では、通貨高リスクも出て

くるのではないか。日本は日本銀行の金融政策に
よって不当に通貨安政策をとっていると、トランプ
大統領は考えているだろう。2018年4月の為替報
告書で、米財務省は、日本の円の価値は、実質実
効指数でみて歴史的な平均値よりも25％程度安
い、と指摘していた。
日米貿易交渉が滞れば、トランプ政権はそうし
た批判を強め、円高傾向を高めることで日本側に
譲歩を迫る戦略、いわゆる円高カードを使ってくる
可能性がある。実際にそれで円高になれば、輸出
企業の収益には大きな悪影響が出てくるだろう。

世界的には金融政策の正常化が進んでいる。
日米欧の中央銀行の国債買い入れ額をフローで
見ると、ＦＲＢは、2017年10月から残高を減らして
おり、フローはマイナスだ。ＥＣＢは、2018年10月
から買い入れ額を半分にして、年末時点で買い入
れを無くして残高を一定にする予定だ。
日銀だけが全く正常化されていないと思われる
かもしれないが、国債の買い入れ額自体は、既に
かなり減ってきている。3つの中央銀行を合わせて
みると、フローは2019年前半にも10年ぶりにマイ
ナスになることが見込まれる。

日本では、これほどの人手不足の中で、賃金が
上がらない、物価が上がらないのは不思議だと言
われるが、実際には不思議なことはない。正規社
員のフィリップス曲線（労働需給と賃金上昇率の
関係などを示す）を見ると、現在の正規社員の有
効求人倍率は1.4強で、それに対応する賃金上昇
率の妥当水準は0.5％だ。今年の春闘のベース
アップは0.5％なので、フィリップス曲線に沿った水
準で妥結したと言える。企業は、経済原理に沿っ
て賃金を決めているのだ。
90年代には、フィリップス曲線はもっと傾きが

急だったため、今の人手不足感ではもっと高い賃
金上昇率になっていた。しかし、その後は日本経
済の潜在成長率が低下し、企業の中長期の成
長期待もかなり低下した。日本市場があまり有望
でなくなる中で、正規社員の基本給を上げれば、
その固定費の負担が大きく高まり、将来にわたっ
て企業の収益環境を損ねることになる。企業が
賃金を抑制すれば、物価上昇率も高まりにくい。
この点から、賃金、物価の上昇率が過去に比べ
て低下したのは、日本経済の実力が低下したこと
を反映しているといえる。現在の、賃金、物価の

事実上の正常化策2.0

上昇率は、現在の日本経済の実力に見合ったも
のだ。
賃金が0.5％程度で物価が1％程度、企業が適

当と考える長期的な物価上昇率は1％くらいであ
り、物価と賃金は大体均衡しているのが現状だ。
これを2％に上げようとしているのが、日本銀行
の政策である。日本経済の実力が高まれば、結果
として物価上昇率は高まるが、2％の物価上昇は、
現在の日本経済の実力では達成できるものでは
ない。
2018年7月の日銀展望レポートで、政策委員の
2020年度の物価見通しの中央値は、それ以前の
1.8％から1.6％に下方修正された。これは、日本
銀行も、近い将来に2％の物価目標を達成するこ
とをあきらめてきており、2％の目標をやや曖昧に
していこうとする戦略に進んできているということ
ではないか。具体的には、この目標を中長期の目
標とすることが、将来的には考えられる。

2％を達成できなかった黒田総裁が4月に再任
されたことは、政府が2％の物価目標を重視しなく
なったことの表れではないか。また政府は、２％達

入れ額を政策目標ではなくし、金利に目標を移し
たと考えられる。
イールドカーブ・コントロール導入後、国債の買
い入れの減額が着実に進んでおり、80兆円ほど
であったのが現在では40兆円ほどになっている。
民間保有の国債残高の減少も緩やかになり、限
界を回避できる目途が立ってきた。
一方、買い入れを減額しても流動性の問題は解
消しなかった。イールドカーブ・コントロールで金利
を動かないようにしていることが取引を細らせ、流
動性を下げてしまったためだ。この点への対応も、
2018年7月の決定の背景にあると思われる。

2018年7月末に日本銀行が発表した政策パッ
ケージは、3つの柱から成り立っている。①長期金
利の変動幅の拡大、②政策金利のフォワードガイ
ダンス、③ＥＴＦ等の買い入れ額の柔軟化。
このうち一番重要なのが①長期金利の変動幅
の拡大で、金利の変動幅を広げることで流動性を
確保する目的だった、と日本銀行は説明した。それ
に加えて、実際には、長期金利の上昇、イールド
カーブのスティープ化を通じて、金融機関の収益
を改善させる狙いがあったと思われる。
今後も、日本銀行は、イールドカーブのスティー

プ化を容認していくだろう。これは、長期国債買入
れ増加ペースの縮小と同様に、事実上の正常化
策と言えるだろう。その観点から、この措置は「事
実上の正常化策2.0」だ。
②のフォワードガイダンスでは、消費税引き上

げの影響にも配慮して、当分の間金利を維持す
る、と説明された。消費税引き上げという言葉を
あえて説明に入れた点が重要だ。これは、消費
税引き上げの影響が見極められるまでは、政策
金利を上げないという、政府に対するメッセージ
ではないか。逆にいうと消費税引き上げの影響
が限定的であることが確認できれば、その後は

政策金利を上げるというメッセージでもあるよう
に思う。
2018年9月の日本記者クラブで行われた討
論会で、安倍首相は2％の物価目標達成とは関
連付けずに金融政策の出口を実現させたい、と
言った。これは重要なメッセージであり、日本銀
行が、物価目標の達成いかんに関わらず、政策
を正常化するという道筋を、政府側が開いたと
いうことだと思う。

こうした点を踏まえると、消費税率引き上げの
経済への影響が、日本銀行が考えているように限
定的であることが確認される2020年春頃に、長
期短期の政策金利を引上げる、正式な正常化策
が実施される可能性が考えられる。もちろん、これ
は良好な経済、金融環境がそれまで維持される場
合の、最短での正常化のタイミングだ。
しかしその前に、すでに見た貿易戦争という大
きなリスクを抱えた世界経済が後退してしまえば、
日本銀行の金融政策の正常化も先送りされるこ
とも十分にあり得る情勢だ。
日本経済の円高抵抗力は比較的高いと考えら
れるが、日本銀行が円高リスクを非常に気にする
結果、正常化がかなりゆっくりとしか進まず、十分
に正常化が進む前に世界経済が後退してしまう
可能性のほうが高いように思われる。
市場の反応、巻き戻しなどもある程度甘受しな

がら正常化を進めていかないと、あまり正常化が
進まない段階で、世界経済の後退により正常化策
が頓挫してしまうことになりかねないだろう。今より
もう少し速いペースで、正常化を進めて欲しいと
思う。
金融政策の正常化が完成するまでに相当な時
間がかかってしまえば、それは次世代への大きな
ツケになってしまうだろう。
ご清聴ありがとうございました。

金融政策の正式な正常化へ

市場の大きな混乱につながりかねない。
株式市場の調整は、警鐘を無視したトランプ政
権に対する再度の警鐘と言えるのではないか。ト
ランプ政権が市場の警鐘を無視し続ければ、いず
れ、警鐘のレベルにとどまらないより深刻な危機
的状況を誘発しかねない。

2019年年初から、いよいよ日米貿易交渉が始
まる。トランプ政権は日本に対して長らく２国間交
渉を要求していたが、日本政府はその要求をか
わすことができなくなったのだ。今後の日米貿易
交渉では、日本側が防戦を強いられる可能性が
高い。
米国の貿易赤字を国別に見た際には、赤字規
模が突出して高いのが中国、第2位はメキシコ、そ
して第3位が日本だ（図表2）。中国については、既
に米中間で激しい争いが演じられている。第２位
のメキシコについては、ＮＡＦＴＡ再交渉が既に実
施された。このように考えれば、トランプ政権が赤
字規模第3位の日本を次のターゲットに据えて、対
米貿易不均衡の是正を強く求めてくるのは自然な
流れと言える。
また、トランプ政権は、米国貿易赤字の国別動
向に注目した後に、赤字規模で上位国の分野・
品目別貿易赤字を上位からリストアップして貿易
交渉に臨む、といった行動パターンをとる傾向が
ある。
日本側の貿易統計から、米国の対日貿易収支

を分野・品目別に計算すると、赤字規模が突出し
て大きいのが、自動車関連だ。貿易赤字額全体
に占めるその比率は、自動車と自動車部品の合
計で76.6％である。この点から、トランプ政権が
対日貿易交渉で、その中心に自動車分野を据え
てくる可能性は高い。また、トランプ政権は、農産
物や牛肉の関税率引下げも強く要求してくるだ
ろう。政治的にセンシティブなこうした分野での

●図表3：日本銀行の消費者物価見通し（翌々年度）

(出所)日本銀行の統計より野村総合研究所作成
(注)日本銀行政策委員の消費者物価の大勢見通し。生鮮、消費税率引き上げの影響を除く

●図表4：日本銀行が保有する長期国債保有額の変化

(出所)日本銀行の統計より野村総合研究所作成

事実上の正常化は既に進展
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Research
調査

埼玉県経済の現状

2018年度に正社員の賃上げを実施すると回答し
た企業の割合は71.5％となり、6年連続で増加した。
非正社員の賃上げを行う企業の割合も32.5％と2
年連続で前年を上回っている。
また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2018年冬のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（21.2％）は、「減
少する」とした企業の割合（10.1％）を上回っている。
県内の所得環境についても、先行きは改善を続

ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けたものの、スー
パーは比較的底堅く推移した。2018年4～6月期に
前年比▲1.1％と5四半期ぶりに前年を下回った後、
7～9月期は同▲0.1％とほぼ前年並みまで戻した
が、10月は再び同▲1.5％となっている。

2018年7～9月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲2.5％となった。2四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、7月の西日本豪雨や9月の北
海道胆振東部地震等の発生に伴う、個人消費の一
時的な落ち込みなどが影響したもので、わが国の景
気は、引き続き緩やかに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はおおむね横ばいとなってい
るものの、設備投資が増加しており、公共投資は底
堅く推移している。

埼玉県についても、景気は引き続き持ち直してい
る。内訳をみると、生産はこのところ持ち直している。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直している。住宅投資は
やや弱い動きが続いているが、設備投資は前年実
績を上回っている。公共投資は、ほぼ前年並みの水
準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの上昇となった2018年4～6月期に続いて、7～9
月期も前期を上回った。県内の生産は、このところ
持ち直している。

全国の景気動向

埼玉県経済の主要項目の現状と先行き で前年を下回った。10・11月は、車両検査不正問題
に伴って前年の販売が落ち込んでいた反動などか
ら、前年比＋13.5％と大幅に上昇した。

〈先行き〉　住宅ローン金利が引き続き低水準で推
移するなか、分譲マンションなどの一部では2019
年10月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要も
期待される。住宅投資はおおむね横ばい圏内で推
移するとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度上期の設備投
資計画額（見込み）は前年比＋4.0％となり、県内の
設備投資は前年実績を上回った。業種別では、製
造業が同▲7.9％、非製造業が同＋11.9％だった。
〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度下期の設備投資計画
額（見込み）は、上期に非製造業が比較的高めに推

埼玉県経済の現状と先行き
景気は引き続き持ち直していくとみられる

本稿では、全国の景気動向を踏まえ、埼玉県経済
の現状を概観するとともに、先行き(約半年後)の
景気動向について展望する

●埼玉県経済の現状

景気全般

生産

雇用・所得

個人消費

住宅投資

設備投資

公共投資

（注）矢印の向きは、現在の状況（上向き・横ばい・下向き）を示す

埼玉県の景気は持ち直している

生産はこのところ持ち直している

雇用・所得環境は改善が続いている

個人消費は緩やかに持ち直している

住宅投資はやや弱い動きが続いている

設備投資は前年実績を上回っている

公共投資はほぼ前年並みの水準で推移している

現状の景気判断 方向

●賃上げを実施すると回答した埼玉県内企業の割合

資料：当財団「埼玉県内賃金改定状況調査」

●埼玉県の百貨店・スーパー販売額の推移

資料：関東経済産業局「管内百貨店・スーパー販売額の動向」、経済産業省「商業動態統計」
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●埼玉県内企業のボーナス支給総額の推移

資料：当財団「埼玉県内企業のボーナス支給状況調査」
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業種別にみると、緩やかな低下が続いていた輸
送機械の生産は、乗用車を中心に1～3月期にいっ
たん持ち直したが、4～6月期には再びわずかに下げ、
その後はおおむね横ばい水準で推移している。この
ところ大きく落ち込んでいた業務用機械は、7～9月
期には医療用機械器具などが持ち直した。
化学は、単月での生産には若干の振れがみられ

るものの、四半期ベースでみると、化粧品などを中
心に比較的底堅い動きとなっている。食料品は、4～
6月期に続いて7～9月期についても、炭酸飲料など
が寄与して堅調に推移している。
〈先行き〉　2四半期連続で上昇した鉱工業生産指
数だが、月次では8月に続いて9月の生産指数も前
月の水準を下回った。県内の生産は、先行きも持ち
直していくとみられるものの、そのテンポは緩やかな
ものにとどまろう。
○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年10月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.33倍となった。国の

2018年春頃まで堅調だった家電量販店は、足元
でやや減速しているものの、前年の水準は上回って
いる。ホームセンターはこのところやや低調な動き
になっている。ドラッグストアの販売額は引き続き堅
調に推移しており、コンビニエンスストアについても、
底堅い動きが続いている。
乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2017
年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上回ってい
た反動もあり、2018年7～9月期まで4四半期連続

内訳をみると、持家は、2018年4～6月期に5四
半期ぶりに前年比＋0.8％とわずかに前年を上回っ
た。7～9月期には再び前年割れとなったが、足元月
次では持ち直しの動きがみられる。分譲については、
2018年7～9月期まで2四半期連続で前年を上回っ
た。5四半期連続でマンションが前年を上回る一方
で、比較的堅調だった戸建がやや減速している。貸
家は弱い動きが続いている。
また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2018年7～9月期に前年
比▲14.0％となり、4四半期ぶりに前年を下回った
ものの、10月は再び同＋6.6％と前年を上回った。

2018201720162015201420132012

（%）

有効求人倍率1.62倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.51倍に達しており、県内の雇用情勢は
着実に改善している。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2017年冬のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.3％と5年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年夏のボーナス支給総
額も、同＋4.5％と3年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも改善を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に前年比＋3.2％と6四半期ぶりに前年を
上回った。7～9月期には同▲5.8％と前年を割り込
んだが、10月は再び同＋8.1％と前年を上回ってい
る。建設コスト増加などの影響もあって、住宅投資
はやや弱い動きが続いている。

が寄与することから、引き続き前年並みの水準で推
移する見込みである。

先行きの埼玉県経済についても、景気は引き続
き持ち直していくとみられる。
内訳をみると、県内の生産は、先行きも持ち直し

ていくとみられるものの、そのテンポは緩やかなもの
にとどまろう。
雇用・所得環境は今後も改善を続けるとみられ、

これを受けて消費者マインドも好転を続けよう。個
人消費は、緩やかな持ち直しの動きを続けるとみら
れる。分譲マンションなどの一部では消費税率引き
上げに伴う駆け込み需要への期待もあって、住宅
投資は横ばい圏内で推移するとみられる。
設備投資は、2018年上期に非製造業が比較
的高めに推移した反動もあって、下期は製造業は
ほぼ前年並となるものの、非製造業が前年を下
回る見込みである。この結果、全体でみても、設
備投資は前年を下回ろう。公共投資は、引き続き
前年並みの水準で推移する見込みである。
ただし、米国の通商政策や、中国をはじめとする
新興国経済の動向、金融資本市場の変動の影響な
ど、海外経済を取り巻く環境がこれまで以上に不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

移した反動もあって、前年比▲3.0％と前年を下回
る見込みになっている。業種別では、製造業は同
▲0.5％、非製造業は同▲4.0％と見込まれている。
県内の設備投資は、前年を下回って推移しよう。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金額は、
前年比▲0.8％と3年連続で前年を下回った。2018
年度上期については、請負件数は前年比＋0.4％、請
負金額も同＋0.3％とほぼ前年並みで推移した。
発注者別では、国（前年比▲8.0％）と独立行政
法人等（同▲11.9％）、埼玉県（同▲10.0％）は前
年割れとなったものの、市町村（同＋5.2％）が前年
を上回った。2018年11月までの公共工事請負金
額については、前年を0.7％下回っている。 

〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元でやや弱い
動きもみられるが、さいたま市立病院の建て替え等
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〈先行き〉　埼玉県の有効求人倍率は、足元でやや
下降しているものの、引き続き県内企業の雇用の不
足感は強いことから、県内の雇用情勢は改善を続け
るとみられる。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、

全店 既存店

正社員非正社員

●鉱工業生産指数の推移

資料：埼玉県「鉱工業指数」

（2010年＝100、季節調整済）
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調査

埼玉県経済の現状

2018年度に正社員の賃上げを実施すると回答し
た企業の割合は71.5％となり、6年連続で増加した。
非正社員の賃上げを行う企業の割合も32.5％と2
年連続で前年を上回っている。
また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2018年冬のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（21.2％）は、「減
少する」とした企業の割合（10.1％）を上回っている。
県内の所得環境についても、先行きは改善を続

ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けたものの、スー
パーは比較的底堅く推移した。2018年4～6月期に
前年比▲1.1％と5四半期ぶりに前年を下回った後、
7～9月期は同▲0.1％とほぼ前年並みまで戻した
が、10月は再び同▲1.5％となっている。

2018年7～9月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲2.5％となった。2四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、7月の西日本豪雨や9月の北
海道胆振東部地震等の発生に伴う、個人消費の一
時的な落ち込みなどが影響したもので、わが国の景
気は、引き続き緩やかに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はおおむね横ばいとなってい
るものの、設備投資が増加しており、公共投資は底
堅く推移している。

埼玉県についても、景気は引き続き持ち直してい
る。内訳をみると、生産はこのところ持ち直している。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直している。住宅投資は
やや弱い動きが続いているが、設備投資は前年実
績を上回っている。公共投資は、ほぼ前年並みの水
準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの上昇となった2018年4～6月期に続いて、7～9
月期も前期を上回った。県内の生産は、このところ
持ち直している。

全国の景気動向

埼玉県経済の主要項目の現状と先行き で前年を下回った。10・11月は、車両検査不正問題
に伴って前年の販売が落ち込んでいた反動などか
ら、前年比＋13.5％と大幅に上昇した。

〈先行き〉　住宅ローン金利が引き続き低水準で推
移するなか、分譲マンションなどの一部では2019
年10月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要も
期待される。住宅投資はおおむね横ばい圏内で推
移するとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度上期の設備投
資計画額（見込み）は前年比＋4.0％となり、県内の
設備投資は前年実績を上回った。業種別では、製
造業が同▲7.9％、非製造業が同＋11.9％だった。
〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度下期の設備投資計画
額（見込み）は、上期に非製造業が比較的高めに推

埼玉県経済の現状と先行き
景気は引き続き持ち直していくとみられる

本稿では、全国の景気動向を踏まえ、埼玉県経済
の現状を概観するとともに、先行き(約半年後)の
景気動向について展望する

●埼玉県経済の現状

景気全般

生産

雇用・所得

個人消費

住宅投資

設備投資

公共投資

（注）矢印の向きは、現在の状況（上向き・横ばい・下向き）を示す

埼玉県の景気は持ち直している

生産はこのところ持ち直している

雇用・所得環境は改善が続いている

個人消費は緩やかに持ち直している

住宅投資はやや弱い動きが続いている

設備投資は前年実績を上回っている

公共投資はほぼ前年並みの水準で推移している

現状の景気判断 方向

●賃上げを実施すると回答した埼玉県内企業の割合

資料：当財団「埼玉県内賃金改定状況調査」

●埼玉県の百貨店・スーパー販売額の推移

資料：関東経済産業局「管内百貨店・スーパー販売額の動向」、経済産業省「商業動態統計」
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●埼玉県内企業のボーナス支給総額の推移

資料：当財団「埼玉県内企業のボーナス支給状況調査」
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業種別にみると、緩やかな低下が続いていた輸
送機械の生産は、乗用車を中心に1～3月期にいっ
たん持ち直したが、4～6月期には再びわずかに下げ、
その後はおおむね横ばい水準で推移している。この
ところ大きく落ち込んでいた業務用機械は、7～9月
期には医療用機械器具などが持ち直した。
化学は、単月での生産には若干の振れがみられ

るものの、四半期ベースでみると、化粧品などを中
心に比較的底堅い動きとなっている。食料品は、4～
6月期に続いて7～9月期についても、炭酸飲料など
が寄与して堅調に推移している。
〈先行き〉　2四半期連続で上昇した鉱工業生産指
数だが、月次では8月に続いて9月の生産指数も前
月の水準を下回った。県内の生産は、先行きも持ち
直していくとみられるものの、そのテンポは緩やかな
ものにとどまろう。
○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年10月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.33倍となった。国の

2018年春頃まで堅調だった家電量販店は、足元
でやや減速しているものの、前年の水準は上回って
いる。ホームセンターはこのところやや低調な動き
になっている。ドラッグストアの販売額は引き続き堅
調に推移しており、コンビニエンスストアについても、
底堅い動きが続いている。
乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2017
年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上回ってい
た反動もあり、2018年7～9月期まで4四半期連続

内訳をみると、持家は、2018年4～6月期に5四
半期ぶりに前年比＋0.8％とわずかに前年を上回っ
た。7～9月期には再び前年割れとなったが、足元月
次では持ち直しの動きがみられる。分譲については、
2018年7～9月期まで2四半期連続で前年を上回っ
た。5四半期連続でマンションが前年を上回る一方
で、比較的堅調だった戸建がやや減速している。貸
家は弱い動きが続いている。
また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2018年7～9月期に前年
比▲14.0％となり、4四半期ぶりに前年を下回った
ものの、10月は再び同＋6.6％と前年を上回った。

2018201720162015201420132012

（%）

有効求人倍率1.62倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.51倍に達しており、県内の雇用情勢は
着実に改善している。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2017年冬のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.3％と5年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年夏のボーナス支給総
額も、同＋4.5％と3年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも改善を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に前年比＋3.2％と6四半期ぶりに前年を
上回った。7～9月期には同▲5.8％と前年を割り込
んだが、10月は再び同＋8.1％と前年を上回ってい
る。建設コスト増加などの影響もあって、住宅投資
はやや弱い動きが続いている。

が寄与することから、引き続き前年並みの水準で推
移する見込みである。

先行きの埼玉県経済についても、景気は引き続
き持ち直していくとみられる。
内訳をみると、県内の生産は、先行きも持ち直し

ていくとみられるものの、そのテンポは緩やかなもの
にとどまろう。
雇用・所得環境は今後も改善を続けるとみられ、

これを受けて消費者マインドも好転を続けよう。個
人消費は、緩やかな持ち直しの動きを続けるとみら
れる。分譲マンションなどの一部では消費税率引き
上げに伴う駆け込み需要への期待もあって、住宅
投資は横ばい圏内で推移するとみられる。
設備投資は、2018年上期に非製造業が比較
的高めに推移した反動もあって、下期は製造業は
ほぼ前年並となるものの、非製造業が前年を下
回る見込みである。この結果、全体でみても、設
備投資は前年を下回ろう。公共投資は、引き続き
前年並みの水準で推移する見込みである。
ただし、米国の通商政策や、中国をはじめとする
新興国経済の動向、金融資本市場の変動の影響な
ど、海外経済を取り巻く環境がこれまで以上に不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）

移した反動もあって、前年比▲3.0％と前年を下回
る見込みになっている。業種別では、製造業は同
▲0.5％、非製造業は同▲4.0％と見込まれている。
県内の設備投資は、前年を下回って推移しよう。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金額は、
前年比▲0.8％と3年連続で前年を下回った。2018
年度上期については、請負件数は前年比＋0.4％、請
負金額も同＋0.3％とほぼ前年並みで推移した。
発注者別では、国（前年比▲8.0％）と独立行政
法人等（同▲11.9％）、埼玉県（同▲10.0％）は前
年割れとなったものの、市町村（同＋5.2％）が前年
を上回った。2018年11月までの公共工事請負金
額については、前年を0.7％下回っている。 

〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元でやや弱い
動きもみられるが、さいたま市立病院の建て替え等
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〈先行き〉　埼玉県の有効求人倍率は、足元でやや
下降しているものの、引き続き県内企業の雇用の不
足感は強いことから、県内の雇用情勢は改善を続け
るとみられる。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
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●鉱工業生産指数の推移

資料：埼玉県「鉱工業指数」

（2010年＝100、季節調整済）
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2018年度に正社員の賃上げを実施すると回答し
た企業の割合は71.5％となり、6年連続で増加した。
非正社員の賃上げを行う企業の割合も32.5％と2
年連続で前年を上回っている。
また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2018年冬のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（21.2％）は、「減
少する」とした企業の割合（10.1％）を上回っている。
県内の所得環境についても、先行きは改善を続

ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けたものの、スー
パーは比較的底堅く推移した。2018年4～6月期に
前年比▲1.1％と5四半期ぶりに前年を下回った後、
7～9月期は同▲0.1％とほぼ前年並みまで戻した
が、10月は再び同▲1.5％となっている。

2018年7～9月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲2.5％となった。2四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、7月の西日本豪雨や9月の北
海道胆振東部地震等の発生に伴う、個人消費の一
時的な落ち込みなどが影響したもので、わが国の景
気は、引き続き緩やかに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はおおむね横ばいとなってい
るものの、設備投資が増加しており、公共投資は底
堅く推移している。

埼玉県についても、景気は引き続き持ち直してい
る。内訳をみると、生産はこのところ持ち直している。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直している。住宅投資は
やや弱い動きが続いているが、設備投資は前年実
績を上回っている。公共投資は、ほぼ前年並みの水
準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの上昇となった2018年4～6月期に続いて、7～9
月期も前期を上回った。県内の生産は、このところ
持ち直している。

で前年を下回った。10・11月は、車両検査不正問題
に伴って前年の販売が落ち込んでいた反動などか
ら、前年比＋13.5％と大幅に上昇した。

〈先行き〉　住宅ローン金利が引き続き低水準で推
移するなか、分譲マンションなどの一部では2019
年10月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要も
期待される。住宅投資はおおむね横ばい圏内で推
移するとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度上期の設備投
資計画額（見込み）は前年比＋4.0％となり、県内の
設備投資は前年実績を上回った。業種別では、製
造業が同▲7.9％、非製造業が同＋11.9％だった。
〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度下期の設備投資計画
額（見込み）は、上期に非製造業が比較的高めに推
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●埼玉県の公共工事請負金額（年度累計）の推移

資料：東日本建設業保証　「公共工事前払金保証統計」

（前年比、％）
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業種別にみると、緩やかな低下が続いていた輸
送機械の生産は、乗用車を中心に1～3月期にいっ
たん持ち直したが、4～6月期には再びわずかに下げ、
その後はおおむね横ばい水準で推移している。この
ところ大きく落ち込んでいた業務用機械は、7～9月
期には医療用機械器具などが持ち直した。
化学は、単月での生産には若干の振れがみられ

るものの、四半期ベースでみると、化粧品などを中
心に比較的底堅い動きとなっている。食料品は、4～
6月期に続いて7～9月期についても、炭酸飲料など
が寄与して堅調に推移している。
〈先行き〉　2四半期連続で上昇した鉱工業生産指
数だが、月次では8月に続いて9月の生産指数も前
月の水準を下回った。県内の生産は、先行きも持ち
直していくとみられるものの、そのテンポは緩やかな
ものにとどまろう。
○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年10月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.33倍となった。国の

2018年春頃まで堅調だった家電量販店は、足元
でやや減速しているものの、前年の水準は上回って
いる。ホームセンターはこのところやや低調な動き
になっている。ドラッグストアの販売額は引き続き堅
調に推移しており、コンビニエンスストアについても、
底堅い動きが続いている。
乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2017
年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上回ってい
た反動もあり、2018年7～9月期まで4四半期連続

内訳をみると、持家は、2018年4～6月期に5四
半期ぶりに前年比＋0.8％とわずかに前年を上回っ
た。7～9月期には再び前年割れとなったが、足元月
次では持ち直しの動きがみられる。分譲については、
2018年7～9月期まで2四半期連続で前年を上回っ
た。5四半期連続でマンションが前年を上回る一方
で、比較的堅調だった戸建がやや減速している。貸
家は弱い動きが続いている。
また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2018年7～9月期に前年
比▲14.0％となり、4四半期ぶりに前年を下回った
ものの、10月は再び同＋6.6％と前年を上回った。

●埼玉県経済の先行き
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生産は持ち直していくものの、そのテンポは緩やか

雇用・所得環境は改善を続ける

個人消費は緩やかな持ち直しの動きを続ける

住宅投資は横ばい圏内で推移する

設備投資は前年を下回る

公共投資は引き続き前年並みの水準で推移する

先行きの景気判断 方向
現状 先行き

（注）矢印の向きは、それぞれ現在と先行き（半年後）の状況（上向き・横ばい・下向き）を示す

●埼玉県の乗用車新車販売台数（除く軽自動車）の推移

資料：（一社）日本自動車販売協会連合会「新車・月別販売台数（登録車）」
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●埼玉県の新設住宅着工戸数の推移

資料：国土交通省「住宅着工統計」
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●埼玉県のマンション発売戸数の推移

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」
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有効求人倍率1.62倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.51倍に達しており、県内の雇用情勢は
着実に改善している。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2017年冬のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.3％と5年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年夏のボーナス支給総
額も、同＋4.5％と3年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも改善を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に前年比＋3.2％と6四半期ぶりに前年を
上回った。7～9月期には同▲5.8％と前年を割り込
んだが、10月は再び同＋8.1％と前年を上回ってい
る。建設コスト増加などの影響もあって、住宅投資
はやや弱い動きが続いている。

が寄与することから、引き続き前年並みの水準で推
移する見込みである。

先行きの埼玉県経済についても、景気は引き続
き持ち直していくとみられる。
内訳をみると、県内の生産は、先行きも持ち直し

ていくとみられるものの、そのテンポは緩やかなもの
にとどまろう。
雇用・所得環境は今後も改善を続けるとみられ、

これを受けて消費者マインドも好転を続けよう。個
人消費は、緩やかな持ち直しの動きを続けるとみら
れる。分譲マンションなどの一部では消費税率引き
上げに伴う駆け込み需要への期待もあって、住宅
投資は横ばい圏内で推移するとみられる。
設備投資は、2018年上期に非製造業が比較
的高めに推移した反動もあって、下期は製造業は
ほぼ前年並となるものの、非製造業が前年を下
回る見込みである。この結果、全体でみても、設
備投資は前年を下回ろう。公共投資は、引き続き
前年並みの水準で推移する見込みである。
ただし、米国の通商政策や、中国をはじめとする
新興国経済の動向、金融資本市場の変動の影響な
ど、海外経済を取り巻く環境がこれまで以上に不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）
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●埼玉県内企業の設備投資計画額

資料：関東財務局「法人企業景気予測調査」

（前年比、％）

2018年度上期（実績見込み） 2018年度通期（見込み）2018年度下期（見込み）

11.9

▲4.0 ▲3.8

▲0.4

4.0

▲3.0

▲0.5

▲7.9

1.4

移した反動もあって、前年比▲3.0％と前年を下回
る見込みになっている。業種別では、製造業は同
▲0.5％、非製造業は同▲4.0％と見込まれている。
県内の設備投資は、前年を下回って推移しよう。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金額は、
前年比▲0.8％と3年連続で前年を下回った。2018
年度上期については、請負件数は前年比＋0.4％、請
負金額も同＋0.3％とほぼ前年並みで推移した。
発注者別では、国（前年比▲8.0％）と独立行政
法人等（同▲11.9％）、埼玉県（同▲10.0％）は前
年割れとなったものの、市町村（同＋5.2％）が前年
を上回った。2018年11月までの公共工事請負金
額については、前年を0.7％下回っている。 

〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元でやや弱い
動きもみられるが、さいたま市立病院の建て替え等

〈先行き〉　埼玉県の有効求人倍率は、足元でやや
下降しているものの、引き続き県内企業の雇用の不
足感は強いことから、県内の雇用情勢は改善を続け
るとみられる。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
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Research

2018年度に正社員の賃上げを実施すると回答し
た企業の割合は71.5％となり、6年連続で増加した。
非正社員の賃上げを行う企業の割合も32.5％と2
年連続で前年を上回っている。
また、前記の埼玉県内企業のボーナス支給状況
調査で、2018年冬のボーナス支給額が、前年より
「増加する」と回答した企業の割合（21.2％）は、「減
少する」とした企業の割合（10.1％）を上回っている。
県内の所得環境についても、先行きは改善を続

ける可能性が高い。
○個人消費
〈現状〉　埼玉県の百貨店・スーパー販売額（既存
店）は、百貨店が前年割れを続けたものの、スー
パーは比較的底堅く推移した。2018年4～6月期に
前年比▲1.1％と5四半期ぶりに前年を下回った後、
7～9月期は同▲0.1％とほぼ前年並みまで戻した
が、10月は再び同▲1.5％となっている。

2018年7～9月期のわが国の実質GDP成長率
は、年率▲2.5％となった。2四半期ぶりにマイナス
成長となったものの、7月の西日本豪雨や9月の北
海道胆振東部地震等の発生に伴う、個人消費の一
時的な落ち込みなどが影響したもので、わが国の景
気は、引き続き緩やかに回復している。
内訳をみると、生産は緩やかに増加している。雇

用・所得環境の改善が続くなかで、個人消費も持ち
直している。住宅投資はおおむね横ばいとなってい
るものの、設備投資が増加しており、公共投資は底
堅く推移している。

埼玉県についても、景気は引き続き持ち直してい
る。内訳をみると、生産はこのところ持ち直している。
雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費も緩やかに持ち直している。住宅投資は
やや弱い動きが続いているが、設備投資は前年実
績を上回っている。公共投資は、ほぼ前年並みの水
準で推移している。

○生産
〈現状〉　埼玉県の鉱工業生産指数は、3四半期ぶ
りの上昇となった2018年4～6月期に続いて、7～9
月期も前期を上回った。県内の生産は、このところ
持ち直している。

で前年を下回った。10・11月は、車両検査不正問題
に伴って前年の販売が落ち込んでいた反動などか
ら、前年比＋13.5％と大幅に上昇した。

〈先行き〉　住宅ローン金利が引き続き低水準で推
移するなか、分譲マンションなどの一部では2019
年10月の消費税率引き上げに伴う駆け込み需要も
期待される。住宅投資はおおむね横ばい圏内で推
移するとみられる。
○設備投資
〈現状〉　関東財務局の法人企業景気予測調査に
よると、埼玉県内企業の2018年度上期の設備投
資計画額（見込み）は前年比＋4.0％となり、県内の
設備投資は前年実績を上回った。業種別では、製
造業が同▲7.9％、非製造業が同＋11.9％だった。
〈先行き〉　同じ法人企業景気予測調査によると、
埼玉県内企業の2018年度下期の設備投資計画
額（見込み）は、上期に非製造業が比較的高めに推
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●埼玉県の公共工事請負金額（年度累計）の推移

資料：東日本建設業保証　「公共工事前払金保証統計」

（前年比、％）

▲0.8 ▲0.7

▲6.8
▲3.1

（年月）

業種別にみると、緩やかな低下が続いていた輸
送機械の生産は、乗用車を中心に1～3月期にいっ
たん持ち直したが、4～6月期には再びわずかに下げ、
その後はおおむね横ばい水準で推移している。この
ところ大きく落ち込んでいた業務用機械は、7～9月
期には医療用機械器具などが持ち直した。
化学は、単月での生産には若干の振れがみられ

るものの、四半期ベースでみると、化粧品などを中
心に比較的底堅い動きとなっている。食料品は、4～
6月期に続いて7～9月期についても、炭酸飲料など
が寄与して堅調に推移している。
〈先行き〉　2四半期連続で上昇した鉱工業生産指
数だが、月次では8月に続いて9月の生産指数も前
月の水準を下回った。県内の生産は、先行きも持ち
直していくとみられるものの、そのテンポは緩やかな
ものにとどまろう。
○雇用・所得
〈現状〉　埼玉県では、2018年10月の受理地別有
効求人倍率（季節調整値）が1.33倍となった。国の

2018年春頃まで堅調だった家電量販店は、足元
でやや減速しているものの、前年の水準は上回って
いる。ホームセンターはこのところやや低調な動き
になっている。ドラッグストアの販売額は引き続き堅
調に推移しており、コンビニエンスストアについても、
底堅い動きが続いている。
乗用車新車販売台数（除く軽自動車）は、2017
年7～9月期まで、6四半期連続で前年を上回ってい
た反動もあり、2018年7～9月期まで4四半期連続

内訳をみると、持家は、2018年4～6月期に5四
半期ぶりに前年比＋0.8％とわずかに前年を上回っ
た。7～9月期には再び前年割れとなったが、足元月
次では持ち直しの動きがみられる。分譲については、
2018年7～9月期まで2四半期連続で前年を上回っ
た。5四半期連続でマンションが前年を上回る一方
で、比較的堅調だった戸建がやや減速している。貸
家は弱い動きが続いている。
また、不動産経済研究所が発表している埼玉県
のマンション発売戸数は、2018年7～9月期に前年
比▲14.0％となり、4四半期ぶりに前年を下回った
ものの、10月は再び同＋6.6％と前年を上回った。

●埼玉県経済の先行き
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●埼玉県の乗用車新車販売台数（除く軽自動車）の推移

資料：（一社）日本自動車販売協会連合会「新車・月別販売台数（登録車）」
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●埼玉県の新設住宅着工戸数の推移

資料：国土交通省「住宅着工統計」
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●埼玉県のマンション発売戸数の推移

資料：㈱不動産経済研究所「首都圏のマンション市場動向」
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有効求人倍率1.62倍と比べるとやや低いものの、
県外での受理分を含めた、埼玉県内を就業地とす
る求人数で算出した就業地別有効求人倍率（季節
調整値）は1.51倍に達しており、県内の雇用情勢は
着実に改善している。
また、当財団が実施している埼玉県内企業の
ボーナス支給状況調査によると、2017年冬のボー
ナス支給総額が、前年比＋3.3％と5年連続で前年
を上回ったのに続き、2018年夏のボーナス支給総
額も、同＋4.5％と3年連続のプラスとなった。県内
の所得環境は、小幅ながらも改善を続けている。

雇用・所得環境の改善が続いていることを受けて、
個人消費は緩やかに持ち直している。
〈先行き〉　雇用・所得環境の改善が続いていくと
見込まれることから、消費者マインドも改善を続けよ
う。先行きも個人消費は、緩やかな持ち直しの動き
を続けるとみられる。
○住宅投資
〈現状〉　埼玉県の新設住宅着工戸数は、2018年
4～6月期に前年比＋3.2％と6四半期ぶりに前年を
上回った。7～9月期には同▲5.8％と前年を割り込
んだが、10月は再び同＋8.1％と前年を上回ってい
る。建設コスト増加などの影響もあって、住宅投資
はやや弱い動きが続いている。

が寄与することから、引き続き前年並みの水準で推
移する見込みである。

先行きの埼玉県経済についても、景気は引き続
き持ち直していくとみられる。
内訳をみると、県内の生産は、先行きも持ち直し

ていくとみられるものの、そのテンポは緩やかなもの
にとどまろう。
雇用・所得環境は今後も改善を続けるとみられ、

これを受けて消費者マインドも好転を続けよう。個
人消費は、緩やかな持ち直しの動きを続けるとみら
れる。分譲マンションなどの一部では消費税率引き
上げに伴う駆け込み需要への期待もあって、住宅
投資は横ばい圏内で推移するとみられる。
設備投資は、2018年上期に非製造業が比較
的高めに推移した反動もあって、下期は製造業は
ほぼ前年並となるものの、非製造業が前年を下
回る見込みである。この結果、全体でみても、設
備投資は前年を下回ろう。公共投資は、引き続き
前年並みの水準で推移する見込みである。
ただし、米国の通商政策や、中国をはじめとする
新興国経済の動向、金融資本市場の変動の影響な
ど、海外経済を取り巻く環境がこれまで以上に不透
明感を増しており、その動向には充分留意していく
必要がある。 （井上博夫）
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●埼玉県内企業の設備投資計画額
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移した反動もあって、前年比▲3.0％と前年を下回
る見込みになっている。業種別では、製造業は同
▲0.5％、非製造業は同▲4.0％と見込まれている。
県内の設備投資は、前年を下回って推移しよう。
○公共投資
〈現状〉　2017年度の埼玉県の公共工事請負金額は、
前年比▲0.8％と3年連続で前年を下回った。2018
年度上期については、請負件数は前年比＋0.4％、請
負金額も同＋0.3％とほぼ前年並みで推移した。
発注者別では、国（前年比▲8.0％）と独立行政
法人等（同▲11.9％）、埼玉県（同▲10.0％）は前
年割れとなったものの、市町村（同＋5.2％）が前年
を上回った。2018年11月までの公共工事請負金
額については、前年を0.7％下回っている。 

〈先行き〉　埼玉県の公共投資は、足元でやや弱い
動きもみられるが、さいたま市立病院の建て替え等

〈先行き〉　埼玉県の有効求人倍率は、足元でやや
下降しているものの、引き続き県内企業の雇用の不
足感は強いことから、県内の雇用情勢は改善を続け
るとみられる。
当財団の埼玉県内賃金改定状況調査によると、
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埼玉県内企業の「高齢者雇用」 への対応について

埼玉県内企業を対象に「高齢者雇用」への対応に
ついてのアンケート調査を実施した。結果は以下の通
りである。

60歳以降の雇用のための制度
2012年8月に「高年齢者雇用安定法」が改正され、
①定年を定めない、②定年年齢の65歳以降への引き
上げ、③60歳以降の継続雇用制度のいずれかにより、
65歳までは働きたい人全員を雇用することが企業に
義務付けられている。
60歳以降の雇用のための制度について聞いたとこ

ろ、「定年を定めない」4.7％、「定年年齢の65歳以降
への引き上げ」11.9％、「60歳以降の継続雇用制度」
81.8％となり、8割以上の企業で「継続雇用制度」とし
ている。「継続雇用制度」では、一旦定年を設け、以降
の雇用について、労働条件を変更することが比較的
容易なためとみられる。
業種別では、非製造業で「定年を定めない」、「定年年

齢の65歳以降への引き上げ」が製造業に比べ多かった。

継続雇用制度を利用して勤務を継続している者の割合
「継続雇用制度」を導入している企業において、対
象者のうち制度を利用して60歳以降、勤務を継続して
いる者の割合は、「20％未満」が23.9％、「20～40％
未満」が3.2％、「40～60％未満」が2.7％、「60～80％

未満」が8.5％、「80～100％」が61.7％となった。「80
～100％」とほとんどの対象者が勤務を継続していると
ころが多い一方、「20％未満」とするところも多い。
なお、当財団では同様のアンケート調査を「高年齢
者雇用安定法」が改正された2012年の10月に行っ
ている。2012年時点では、「20％未満」が34.1％、
「80～100％」が41.8％であった。今回調査と比べる
と、「0～20％未満」が10.2ポイント減少する一方、
「80～100％」が19.9ポイント増加しており、勤務を継
続する者の割合が増加している。　
業種別にみると、製造業では、「80～100％」が
73.9％、非製造業では54.6％であり、製造業で勤務を
継続する者の割合が多い。

仕事内容、報酬の変更
60歳以降の雇用を行った場合（定年を定めない、定

するところが多いが、人手不足が深刻化するなか、「人
手不足への対応」とするところも7割以上と多い。
業種別では、製造業で「若手の育成」が非製造業に
比べ多く、非製造業で「社会的信用や人脈」が製造業
に比べ多かった。

65歳以降の雇用について
65歳以降の雇用については、「積極的に雇用した

い」が21.5％、「環境、条件等が整備されれば雇用し
たい」が65.7％、「雇用は考えていない」が12.9％と
なった。「積極的に雇用したい」、「環境、条件等が整
備されれば雇用したい」を合わせた「雇用したい」とす
るところは、87.2％にのぼっており、65歳以降の雇用
を肯定的に考える企業が多い。

65歳以降の雇用で懸念すること
65歳以降の雇用で懸念することとしては（複数回
答）、「健康管理」が最も多く85.3％、次いで「モチ
ベーションの維持」68.4％、「世代交代の停滞」
54.5％、「新技術や環境等への対応」34.6％、「人件
費の負担増」10.0％となった。健康面を懸念する企業
が8割以上と多かった。 （吉嶺暢嗣）

年を65歳以降に引き上げている企業を含む）、「仕事
内容」の変更を「行った」が16.1％、「仕事内容は同じ
で、責任の重さを変更」が45.2％、「行わなかった」が
38.7％となった。仕事内容の変更を行ったところは少
ないが、責任の重さを変更したとするところが多かった。
「報酬」の変更については、以前の年収に対して
「20％未満」が2.7％、「20～40％未満」が2.2％、
「40～60％未満」が12.4％、「60～80％未満」が
41.2％、「80～100％未満」が22.6％、「変更なし、ま
たは増加」が19.0％となった。「60～80％未満」が最
も多くなっている。
業種別では、非製造業で「変更なし、または増加」が
製造業に比べ多かった。

高齢者に期待すること
高齢者に期待することとしては（複数回答）、「熟練し

た技術や知見の活用、伝承」が最も多く87.5％、次いで
「人手不足への対応」70.7％、「若手の育成」63.8％、
「社会的信用や人脈」31.9％、「人件費の削減」14.7％
となった。「熟練した技術や知見の活用、伝承」に期待

●高齢者に期待すること
全産業 製造業 非製造業
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埼玉県内企業の「高齢者雇用」 への対応について

埼玉県内企業を対象に「高齢者雇用」への対応に
ついてのアンケート調査を実施した。結果は以下の通
りである。

60歳以降の雇用のための制度
2012年8月に「高年齢者雇用安定法」が改正され、
①定年を定めない、②定年年齢の65歳以降への引き
上げ、③60歳以降の継続雇用制度のいずれかにより、
65歳までは働きたい人全員を雇用することが企業に
義務付けられている。
60歳以降の雇用のための制度について聞いたとこ

ろ、「定年を定めない」4.7％、「定年年齢の65歳以降
への引き上げ」11.9％、「60歳以降の継続雇用制度」
81.8％となり、8割以上の企業で「継続雇用制度」とし
ている。「継続雇用制度」では、一旦定年を設け、以降
の雇用について、労働条件を変更することが比較的
容易なためとみられる。
業種別では、非製造業で「定年を定めない」、「定年年

齢の65歳以降への引き上げ」が製造業に比べ多かった。

継続雇用制度を利用して勤務を継続している者の割合
「継続雇用制度」を導入している企業において、対
象者のうち制度を利用して60歳以降、勤務を継続して
いる者の割合は、「20％未満」が23.9％、「20～40％
未満」が3.2％、「40～60％未満」が2.7％、「60～80％

未満」が8.5％、「80～100％」が61.7％となった。「80
～100％」とほとんどの対象者が勤務を継続していると
ころが多い一方、「20％未満」とするところも多い。
なお、当財団では同様のアンケート調査を「高年齢
者雇用安定法」が改正された2012年の10月に行っ
ている。2012年時点では、「20％未満」が34.1％、
「80～100％」が41.8％であった。今回調査と比べる
と、「0～20％未満」が10.2ポイント減少する一方、
「80～100％」が19.9ポイント増加しており、勤務を継
続する者の割合が増加している。　
業種別にみると、製造業では、「80～100％」が
73.9％、非製造業では54.6％であり、製造業で勤務を
継続する者の割合が多い。

仕事内容、報酬の変更
60歳以降の雇用を行った場合（定年を定めない、定

するところが多いが、人手不足が深刻化するなか、「人
手不足への対応」とするところも7割以上と多い。
業種別では、製造業で「若手の育成」が非製造業に
比べ多く、非製造業で「社会的信用や人脈」が製造業
に比べ多かった。

65歳以降の雇用について
65歳以降の雇用については、「積極的に雇用した

い」が21.5％、「環境、条件等が整備されれば雇用し
たい」が65.7％、「雇用は考えていない」が12.9％と
なった。「積極的に雇用したい」、「環境、条件等が整
備されれば雇用したい」を合わせた「雇用したい」とす
るところは、87.2％にのぼっており、65歳以降の雇用
を肯定的に考える企業が多い。

65歳以降の雇用で懸念すること
65歳以降の雇用で懸念することとしては（複数回
答）、「健康管理」が最も多く85.3％、次いで「モチ
ベーションの維持」68.4％、「世代交代の停滞」
54.5％、「新技術や環境等への対応」34.6％、「人件
費の負担増」10.0％となった。健康面を懸念する企業
が8割以上と多かった。 （吉嶺暢嗣）

年を65歳以降に引き上げている企業を含む）、「仕事
内容」の変更を「行った」が16.1％、「仕事内容は同じ
で、責任の重さを変更」が45.2％、「行わなかった」が
38.7％となった。仕事内容の変更を行ったところは少
ないが、責任の重さを変更したとするところが多かった。
「報酬」の変更については、以前の年収に対して
「20％未満」が2.7％、「20～40％未満」が2.2％、
「40～60％未満」が12.4％、「60～80％未満」が
41.2％、「80～100％未満」が22.6％、「変更なし、ま
たは増加」が19.0％となった。「60～80％未満」が最
も多くなっている。
業種別では、非製造業で「変更なし、または増加」が
製造業に比べ多かった。

高齢者に期待すること
高齢者に期待することとしては（複数回答）、「熟練し

た技術や知見の活用、伝承」が最も多く87.5％、次いで
「人手不足への対応」70.7％、「若手の育成」63.8％、
「社会的信用や人脈」31.9％、「人件費の削減」14.7％
となった。「熟練した技術や知見の活用、伝承」に期待
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2018年10月中旬実施。対象企業数960社、
回答企業数236社、回答率24.6％。
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概況 埼玉県の景気は持ち直している。

景気動向指数 悪化を示している

9月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：93.5（前月比▲4.3ポイント）、一致指数：123.0
（同▲3.7ポイント）、遅行指数：123.0（同＋0.1ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月ぶりの下降となった。
一致指数は2カ月連続の下降となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲1.27ポイン
トと、3カ月連続で下降した。埼玉県は、景気の基調
判断を、「下げ止まりを示している」から「悪化を示し
ている」に下方修正した。
遅行指数は3カ月連続で上昇した。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が2カ月ぶりに減少

10月の百貨店・スーパー販売額は819億円、前年
比▲1.5％（既存店）と2カ月ぶりに減少した。業態別
では、百貨店（同＋0.4％）は増加したが、スーパー
（同▲1.9％）は減少した。新設店を含む全店ベース
の販売額は同＋0.1％と5カ月連続で増加した。
11月の新車販売台数（乗用車）は13,143台、前
年比＋8.6％と2カ月連続で増加した。前年に無資格
検査問題の影響で減少した反動があった。車種別で
は普通乗用車が7,402台（同＋17.0％）、小型乗用
車は5,741台（同▲0.5％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を上回る

10月の新設住宅着工戸数は5,090戸、前年比
＋8.1％と2カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、持家が1 ,328戸（前年比

＋0.5％）と3カ月連続で増加し、貸家も1,829戸（同
＋3.0％）と6カ月ぶりに増加した。分譲は1,853戸
（同＋15.3％）と、2カ月ぶりに増加した。
分譲住宅は、マンションが487戸（同＋69.1％）、
戸建も1,358戸（同＋4.4％）といずれも2カ月ぶりに
増加した。

公共工事 3カ月ぶりに前年を下回る

11月の公共工事請負金額は224億円、前年比
▲19.3％と3カ月ぶりに前年を下回った。2018年
4月～11月までの累計でも、同▲0.7％と前年をわず
かに下回っている。
発注者別では、県（前年比＋12.3％）が増加したも

のの、国（同▲62 .3％）、独立行政法人等（同
▲77.2％）、市町村（同▲16.0％）が減少した。
なお、11月の請負件数も829件（同▲6.5％）と前
年を下回っている。

生 産 2カ月連続で減少

9月の鉱工業指数をみると、生産指数は95.2、前
月比▲2.1％と2カ月連続で減少した。業種別では、
業務用機械、食料品、プラスチック製品など10業種
が増加したものの、生産用機械、電気機械、化学な
ど13業種が減少した。
在庫指数は110.3、前月比＋0.5％と2カ月ぶりに
増加した。業種別では、プラスチック製品、電子部
品・デバイス、鉄鋼など10業種が増加したものの、輸
送機械、その他製品、電気機械など10業種が減少
した。

雇 用 有効求人倍率は1.33倍

10月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント下降の1.33倍となった。　
有効求職者数が79,718人（前年比▲3.5％）と、
101カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数も
108,112人（同▲0.0％）と、64カ月ぶりに前年を下
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.25ポイント下降の1.97倍となっている。
なお、10月の就業地別有効求人倍率（季節調整
値）は、前月から0.01ポイント下降の1.51倍であった。

百貨店・スーパー販売額（全店）・前年比（左目盛）
百貨店・スーパー販売額（既存店）・前年比（左目盛）
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概況 埼玉県の景気は持ち直している。

景気動向指数 悪化を示している

9月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：93.5（前月比▲4.3ポイント）、一致指数：123.0
（同▲3.7ポイント）、遅行指数：123.0（同＋0.1ポイ
ント）となった。
先行指数は2カ月ぶりの下降となった。
一致指数は2カ月連続の下降となった。基調判断

となる3カ月後方移動平均は、前月比▲1.27ポイン
トと、3カ月連続で下降した。埼玉県は、景気の基調
判断を、「下げ止まりを示している」から「悪化を示し
ている」に下方修正した。
遅行指数は3カ月連続で上昇した。

個人消費 百貨店・スーパー販売額が2カ月ぶりに減少

10月の百貨店・スーパー販売額は819億円、前年
比▲1.5％（既存店）と2カ月ぶりに減少した。業態別
では、百貨店（同＋0.4％）は増加したが、スーパー
（同▲1.9％）は減少した。新設店を含む全店ベース
の販売額は同＋0.1％と5カ月連続で増加した。
11月の新車販売台数（乗用車）は13,143台、前
年比＋8.6％と2カ月連続で増加した。前年に無資格
検査問題の影響で減少した反動があった。車種別で
は普通乗用車が7,402台（同＋17.0％）、小型乗用
車は5,741台（同▲0.5％）だった。

住 宅 2カ月ぶりに前年を上回る

10月の新設住宅着工戸数は5,090戸、前年比
＋8.1％と2カ月ぶりに前年を上回った。
利用関係別では、持家が1 ,328戸（前年比

＋0.5％）と3カ月連続で増加し、貸家も1,829戸（同
＋3.0％）と6カ月ぶりに増加した。分譲は1,853戸
（同＋15.3％）と、2カ月ぶりに増加した。
分譲住宅は、マンションが487戸（同＋69.1％）、
戸建も1,358戸（同＋4.4％）といずれも2カ月ぶりに
増加した。

公共工事 3カ月ぶりに前年を下回る

11月の公共工事請負金額は224億円、前年比
▲19.3％と3カ月ぶりに前年を下回った。2018年
4月～11月までの累計でも、同▲0.7％と前年をわず
かに下回っている。
発注者別では、県（前年比＋12.3％）が増加したも

のの、国（同▲62 .3％）、独立行政法人等（同
▲77.2％）、市町村（同▲16.0％）が減少した。
なお、11月の請負件数も829件（同▲6.5％）と前
年を下回っている。

生 産 2カ月連続で減少

9月の鉱工業指数をみると、生産指数は95.2、前
月比▲2.1％と2カ月連続で減少した。業種別では、
業務用機械、食料品、プラスチック製品など10業種
が増加したものの、生産用機械、電気機械、化学な
ど13業種が減少した。
在庫指数は110.3、前月比＋0.5％と2カ月ぶりに
増加した。業種別では、プラスチック製品、電子部
品・デバイス、鉄鋼など10業種が増加したものの、輸
送機械、その他製品、電気機械など10業種が減少
した。

雇 用 有効求人倍率は1.33倍

10月の受理地別有効求人倍率（季節調整値）は、
前月から0.02ポイント下降の1.33倍となった。　
有効求職者数が79,718人（前年比▲3.5％）と、
101カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数も
108,112人（同▲0.0％）と、64カ月ぶりに前年を下
回った。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.25ポイント下降の1.97倍となっている。
なお、10月の就業地別有効求人倍率（季節調整
値）は、前月から0.01ポイント下降の1.51倍であった。

百貨店・スーパー販売額（全店）・前年比（左目盛）
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月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2019.1埼玉りそな経済情報2019.1

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値
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鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工床面積（非居住用）
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全国
2010年=100 前月比（％）2015年＝100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2015年＝100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

56,504

57,357

61,981

59,617

5,435

4,708

5,520

4,701

4,363

4,699

3,863

5,521

4,789

5,777

4,729

5,762

4,430

5,090

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 3.8

2.1

▲ 17.8

6.9

▲ 3.5

▲ 5.5

6.5

▲ 8.7

7.5

▲ 2.3

4.1

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

892,261

909,299

967,237

964,641

83,128

83,057

84,703

76,751

66,358

69,071

69,616

84,226

79,539

81,275

82,615

81,860

81,903

83,330

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.9

▲ 4.8

▲ 0.4

▲ 2.1

▲ 13.2

▲ 2.6

▲ 8.3

0.3

1.3

▲ 7.1

▲ 0.7

1.6

▲ 1.5

0.3

15.3

16.8

16.5

17.0

17.7

17.3

17.6

17.4

16.5

18.0

17.7

17.7

16.2

17.0

18.0

17.6

18.2

12.6

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

5.7

▲ 4.1

▲ 3.1

▲ 5.7

3.1

0.0

2.2

0.6

3.2

2.4

7.8

6.7

2.9

17.5

17.6

17.5

17.9

18.0

18.4

18.9

18.9

16.9

18.5

19.0

18.5

16.9

17.7

17.9

16.8

17.7

P18.4

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

2.5

2.1

2.6

1.4

1.4

1.8

0.6

2.8

1.1

1.2

1.2

1.1

▲ 1.7

▲ 1.7

P0.0

98.5

100.0

99.7

99.4

99.8

99.9

99.4

99.1

100.4

99.1

97.3

100.3

101.0

101.6

101.2

101.7

101.7

0.6

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

0.3

0.7

▲ 0.3

▲ 0.5

0.7

▲ 0.2

▲ 1.2

1.7

1.8

1.7

1.4

2.0

1.9

99.0

100.0

100.9

102.5

102.9

103.0

103.2

103.1

102.8

102.7

102.0

103.8

104.2

104.2

104.1

103.8

103.7

P103.8

0.9

1.1

0.9

1.6

1.7

1.8

1.8

1.5

1.4

1.6

1.5

1.2

1.3

1.3

1.0

1.1

0.8

P0.8

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

0.74

0.85

1.04

1.23

1.26

1.29

1.31

1.33

1.31

1.28

1.27

1.29

1.31

1.37

1.39

1.38

1.35

1.33

1.09

1.20

1.36

1.50

1.53

1.55

1.56

1.59

1.59

1.58

1.59

1.59

1.60

1.62

1.63

1.63

1.64

1.62

24,898

27,136

30,731

35,167

37,298

39,338

36,657

34,385

37,936

38,616

35,711

33,061

36,445

37,063

34,008

36,561

35,558

39,299

5.0

9.0

13.2

14.4

13.5

15.1

13.4

17.9

0.3

5.7

9.8

1.6

9.0

11.4

4.7

2.3

▲ 4.7

▲ 0.1

834

863

911

963

997

1,024

942

922

1,030

1,016

1,011

966

962

966

957

976

931

1,070

5.0

3.5

5.5

5.7

5.6

7.1

5.5

9.6

2.3

0.2

3.1

4.6

5.5

0.2

3.7

3.4

▲ 6.6

4.6

10,799

10,573

10,186

10,101

784

818

866

1,065

845

745

854

804

822

838

882

814

804

819

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

0.1

0.8

▲ 0.3

▲ 1.8

▲ 2.4

0.8

▲ 1.0

▲ 0.4

1.4

▲ 1.5

201,973

200,491

195,979

196,025

14,968

15,888

16,713

20,921

16,826

14,565

16,351

15,564

15,664

16,030

17,002

15,751

15,135

15,862

0.9

0.4

▲ 0.9

0.0

1.9

▲ 0.7

1.4

1.1

0.4

0.6

0.1

▲ 0.8

▲ 2.0

1.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.4

▲ 0.8

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 百貨店・スーパー販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

倍 倍 人 前年比（％） 千人 前年比（％） 億円 前年比（％） 億円 前年比（％）

●百貨店・スーパー販売額の前年比は既存店ベース



19 20

月次経済指標 月次経済指標

埼玉りそな経済情報2019.1埼玉りそな経済情報2019.1

●所定外労働時間、常用雇用指数はいずれも事業所規模30人以上、Ｐは速報値

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

156,168

147,166

152,979

158,237

15,221

10,642

12,101

12,334

12,298

14,259

19,300

9,826

10,923

13,002

13,097

10,894

14,421

12,659

13,143

▲ 1.3

▲ 5.8

3.9

3.4

1.5

▲ 7.3

▲ 7.4

▲ 3.9

▲ 4.5

▲ 5.5

▲ 7.8

▲ 1.1

▲ 1.6

▲ 9.6

1.1

2.1

▲ 5.3

19.0

8.6

2,860,472

2,704,485

2,801,491

2,943,010

276,049

200,547

222,938

228,363

215,058

259,780

378,898

193,585

202,031

252,477

245,068

200,355

265,059

227,172

240,819

▲ 0.4

▲ 5.5

3.6

5.1

2.3

▲ 4.4

▲ 5.5

0.3

▲ 6.1

▲ 5.1

▲ 4.8

▲ 1.2

▲ 2.4

▲ 7.9

1.6

2.1

▲ 4.0

13.3

8.0

403

359

354

361

26

30

18

31

19

34

44

27

25

24

37

30

32

22

40

56,640

36,187

65,358

42,138

1,720

2,174

2,207

5,212

1,390

5,001

16,670

3,266

2,061

2,815

3,057

11,258

1,508

27,750

3,793

9,731

8,812

8,446

8,405

679

733

677

696

635

617

789

650

767

690

702

694

621

730

718

1,874,065

2,112,382

2,006,119

3,167,637

115,802

95,879

145,663

397,595

104,559

89,979

132,672

95,467

104,399

219,527

112,711

121,268

184,197

117,619

121,279

99.1

100.0

99.7

100.0

100.2

100.1

100.7

101.0

100.6

100.7

100.6

100.7

100.5

100.5

100.8

101.4

101.2

101.7

2.8

0.9

▲ 0.3

0.3

0.7

0.0

0.7

1.2

1.2

1.4

0.9

0.6

0.3

0.6

1.0

1.4

1.0

1.5

99.2

100.0

99.9

100.4

100.5

100.6

100.9

101.2

101.3

101.3

101.0

100.9

101.0

100.9

101.0

101.6

101.7

102.0

2.7

0.8

▲ 0.1

0.5

0.7

0.2

0.6

1.0

1.4

1.5

1.1

0.6

0.7

0.7

0.9

1.3

1.2

1.4

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

総務省

全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件）負債額（百万円） 件数（件）負債額（百万円） 2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

97.6

95.5

95.1

93.9

95.4

92.4

94.7

94.2

89.9

90.8

95.3

93.0

95.4

93.8

97.8

97.2

95.2

4.8

▲ 2.2

▲ 0.4

▲ 1.3

▲ 1.9

▲ 3.1

2.5

▲ 0.5

▲ 4.6

1.0

5.0

▲ 2.4

2.6

▲ 1.7

4.3

▲ 0.6

▲ 2.1

101.2

100.0

100.0

103.1

103.0

103.3

104.2

105.8

100.8

103.5

105.7

105.4

104.8

103.4

103.0

103.3

102.9

105.9

2.0

▲ 1.2

0.0

3.1

▲ 1.0

0.3

0.9

1.5

▲ 4.7

2.7

2.1

▲ 0.3

▲ 0.6

▲ 1.3

▲ 0.4

0.3

▲ 0.4

2.9

170.6

145.3

123.9

124.6

120.5

116.1

114.7

115.0

114.9

113.3

115.5

115.0

116.6

113.2

113.5

109.7

110.3

52.0

▲ 14.8

▲ 14.7

0.6

▲ 1.6

▲ 3.7

▲ 1.2

0.3

▲ 0.1

▲ 1.4

1.9

▲ 0.4

1.4

▲ 2.9

0.3

▲ 3.3

0.5

100.3

98.0

94.9

98.8

99.1

102.0

100.8

101.1

100.5

100.8

104.1

103.2

103.2

101.4

101.6

101.4

102.6

101.3

5.9

▲ 2.3

▲ 3.2

4.1

0.5

2.9

▲ 1.2

0.3

▲ 0.6

0.3

3.3

▲ 0.9

0.0

▲ 1.7

0.2

▲ 0.2

1.2

▲ 1.3

3,038

2,376

2,391

3,014

145

200

229

340

118

325

382

327

392

170

249

202

121

288

▲ 10.1

▲ 21.8

0.6

26.1

▲ 19.0

▲ 14.8

▲ 13.2

132.1

▲ 23.9

12.4

12.5

45.2

174.4

▲ 49.2

▲ 12.7

▲ 38.3

▲ 16.6

43.4

53,818

50,515

50,753

52,968

4,770

4,755

4,464

3,725

3,930

4,359

4,131

4,624

4,193

4,565

4,958

4,204

4,423

4,602

▲ 4.1

▲ 6.1

0.5

4.4

6.9

16.2

6.3

▲ 10.8

▲ 6.8

0.4

17.5

0.5

▲ 6.8

▲ 5.0

8.8

▲ 10.9

▲ 7.3

▲ 3.2

鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工床面積（非居住用）

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2010年=100 前月比（％）2015年＝100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2015年＝100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

56,504

57,357

61,981

59,617

5,435

4,708

5,520

4,701

4,363

4,699

3,863

5,521

4,789

5,777

4,729

5,762

4,430

5,090

▲ 10.3

1.5

8.1

▲ 3.8

2.1

▲ 17.8

6.9

▲ 3.5

▲ 5.5

6.5

▲ 8.7

7.5

▲ 2.3

4.1

▲ 5.2

6.3

▲ 18.5

8.1

892,261

909,299

967,237

964,641

83,128

83,057

84,703

76,751

66,358

69,071

69,616

84,226

79,539

81,275

82,615

81,860

81,903

83,330

▲ 9.0

1.9

6.4

▲ 0.3

▲ 2.9

▲ 4.8

▲ 0.4

▲ 2.1

▲ 13.2

▲ 2.6

▲ 8.3

0.3

1.3

▲ 7.1

▲ 0.7

1.6

▲ 1.5

0.3

15.3

16.8

16.5

17.0

17.7

17.3

17.6

17.4

16.5

18.0

17.7

17.7

16.2

17.0

18.0

17.6

18.2

12.6

▲ 6.9

▲ 2.2

3.1

5.7

▲ 4.1

▲ 3.1

▲ 5.7

3.1

0.0

2.2

0.6

3.2

2.4

7.8

6.7

2.9

17.5

17.6

17.5

17.9

18.0

18.4

18.9

18.9

16.9

18.5

19.0

18.5

16.9

17.7

17.9

16.8

17.7

P18.4

6.8

▲ 0.5

▲ 0.6

2.5

2.1

2.6

1.4

1.4

1.8

0.6

2.8

1.1

1.2

1.2

1.1

▲ 1.7

▲ 1.7

P0.0

98.5

100.0

99.7

99.4

99.8

99.9

99.4

99.1

100.4

99.1

97.3

100.3

101.0

101.6

101.2

101.7

101.7

0.6

1.5

▲ 0.3

▲ 0.3

0.3

0.7

▲ 0.3

▲ 0.5

0.7

▲ 0.2

▲ 1.2

1.7

1.8

1.7

1.4

2.0

1.9

99.0

100.0

100.9

102.5

102.9

103.0

103.2

103.1

102.8

102.7

102.0

103.8

104.2

104.2

104.1

103.8

103.7

P103.8

0.9

1.1

0.9

1.6

1.7

1.8

1.8

1.5

1.4

1.6

1.5

1.2

1.3

1.3

1.0

1.1

0.8

P0.8

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2015年=100 前年比（％）2015年=100 前年比（％）

埼玉県

2014年

2015年

2016年

2017年

17年  9月

10月

11月

12月

18年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

資料出所

0.74

0.85

1.04

1.23

1.26

1.29

1.31

1.33

1.31

1.28

1.27

1.29

1.31

1.37

1.39

1.38

1.35

1.33

1.09

1.20

1.36

1.50

1.53

1.55

1.56

1.59

1.59

1.58

1.59

1.59

1.60

1.62

1.63

1.63

1.64

1.62

24,898

27,136

30,731

35,167

37,298

39,338

36,657

34,385

37,936

38,616

35,711

33,061

36,445

37,063

34,008

36,561

35,558

39,299

5.0

9.0

13.2

14.4

13.5

15.1

13.4

17.9

0.3

5.7

9.8

1.6

9.0

11.4

4.7

2.3

▲ 4.7

▲ 0.1

834

863

911

963

997

1,024

942

922

1,030

1,016

1,011

966

962

966

957

976

931

1,070

5.0

3.5

5.5

5.7

5.6

7.1

5.5

9.6

2.3

0.2

3.1

4.6

5.5

0.2

3.7

3.4

▲ 6.6

4.6

10,799

10,573

10,186

10,101

784

818

866

1,065

845

745

854

804

822

838

882

814

804

819

1.4

▲ 1.0

▲ 0.6

▲ 0.1

1.9

▲ 1.4

0.3

1.2

0.1
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さいたま市長　清水 勇人氏

さいたま市
市長のメッセージ
平成13年に浦和市・大宮市・与野市３市の合併により誕生したさいたま市は、平成17年
の岩槻市合併を経て、昨年の９月には人口130万人に達し、「東日本を連結する対流拠点」
にふさわしい、持続的に成長・発展し続ける大都市となってまいりました。
今後も、総合振興計画を始め、様々なプランや施策をスピード感をもって実行していく

ことにより、130万人の市民、事業者や団体の皆様と手を携えて、「市民一人ひとりがしあ
わせを実感できる“絆”で結ばれたさいたま市」、「誰もが住んでいることを誇りに思える
さいたま市」を実現してまいります。

市民・企業から選ばれる都市へ

資料:「平成29年埼玉県統計年鑑」ほか

川越市

川口市

越谷市

春日部市上尾市

さいたま市概要
人口（平成30年12月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（同上）

面積

製造業事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（商業統計）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

1,301,915人

590,428世帯

44.0歳

217.43k㎡

908所

8,554.7億円

7,205店

43,300.2億円

92.5％

82.9％

2018年7月にオープンした鉄道博物館新館 ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

はじめに
埼玉県の県庁所在地であるさいたま市は、2001

年5月、浦和市・大宮市・与野市の3市合併により誕
生した。2003年4月には全国で13番目の政令指定
都市に移行し、2005年4月に岩槻市を編入合併し
たことで現在の市域となった。
3市合併当時、約103万5千人だった人口は、

その後も増加を続け、2018年9月18日に130万人
を突破した。市は、これを受けて“みんながのびのび
と暮らせるまちとして、多くの方々に選ばれ、人口が
着実に伸び続けてきた”ことを表現するキャッチ
フレーズ「祝 のびのびと 人口130万人突破」と、
“さいたま市ＰＲキャラクターのつなが竜ヌゥが、人
口130万人の壁を突き破って出てくる”というイ
メージのロゴを作成し、各種イベント等を活用して、
ＰＲしている。

リニューアルした鉄道博物館
さいたま市は、ＪＲ東北新幹線と上越新幹線の分
岐点でもある大宮駅で、宇都宮線や高崎線・京浜
東北線など多数の路線が結ばれているほか、武蔵
野線や埼玉高速鉄道も市内を交差しており、首都
圏北部における鉄道交通の要となっている。
この地に鉄道博物館が誕生したのは、2007年
10月14日の「鉄道の日」だった。ＪＲ東日本創立20
周年記念事業のメインプロジェクトとして建設され
たこの施設は、日本初の蒸気機関車「1号機関車
（重要文化財）」をはじめとする貴重な鉄道車両な
どを展示し、多くの入場者を集めてきた。
今や首都圏有数の観光スポットとなった鉄道博

物館だが、展示内容の一層の充実や入場者の利
便性のさらなる向上を目指し、2017年4月から順
次リニューアルを進めてきた。その集大成が、2018
年7月5日にオープンした新館である。
新館には、仕事ステーション、歴史ステーション、

未来ステーションという3つの展示室が設けられて
おり、このうち仕事ステーションでは、指令業務や設
備メンテナンスなどの模擬体験が行えるようになっ
たほか、新幹線の運転体験が出来るＥ5シミュレー
タも新設された。また、本館に新設された50人が収
容可能な「てっぱくシアター」では、専用の3Ｄメガ
ネを使って、迫力と臨場感のある映像を体験できる
ようにもなっている。リニューアルした鉄道博物館
へ、是非足を運んでいただきたい。

スポーツのまち、芸術のまち
市内にサッカー専用の競技場・埼玉スタジアム

　　　を有し、Jリーグ所属の2チームのホームタウ
ンであるさいたま市は、全国有数の「サッカーのま
ち」である。また、世界最高峰の自転車競技ツール・
ド・フランスの名を冠したさいたまクリテリウムや、さ
いたま国際マラソンなどが開催され、一年を通じて
多くの市民が様々なスポーツに親しむさいたま市は、
「サッカーのまち」にとどまらない、「スポーツのま
ち」としての魅力にあふれている。
2020年に開催される東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会（以下、東京2020大会）でも、埼玉
スタジアム　　　で、サッカーの男女11試合が行
われるほか、さいたまスーパーアリーナでは、バス
ケットボールの男女全試合の開催が予定されてお
り、市は競技の円滑な実施に向けて、ボランティア
連絡協議会を立ち上げるなど、急ピッチで準備を進
めているところだ。
また市は、2020年春には、東京2020大会の公
認プログラムとなる「さいたま国際芸術祭2020」
の開催を目指している。「花/Flower」をテーマと
するこの芸術祭では、国内外の気鋭のアーティスト
による作品展示等に加えて、市民が参加しやすい
仕組みを構築し、アーティストと地域の交流を積極
的に進めていく方針だ。「さいたま文化」の創造・発
信、「人材」の育成、「まち」の活性化に向けた市の
取り組みに期待が高まる。

さいたま市CS90運動
さいたま市は、これまでにも様々な取り組みを通し
て、市民の満足度向上を図ってきたが、2015年か
らは、こうした各種の取り組みを統一・集約し、
2020年までに市民満足度90％以上を目指す
「さいたま市CS90運動」を進めている。
「さいたま市民意識調査」で、さいたま市を「住み
やすい」または「どちらかと言えば住みやすい」と回
答した人の割合は、2007年には74.0％だったが、
2018年には84.2％まで増加してきた。この割合を
市民満足（Citizen Satisfaction：CS）の指標と
みなして、2020年までに90％以上に引き上げよう
というのが「さいたま市CS90運動」の狙いである。
市は、しあわせ倍増プランやさいたま市成長加速
化戦略などの着実な実施を通して、この高い目標
の達成を目指していく。                   （井上博夫）

●ＪＲ東北・山形・秋田・北海道新幹線、上越・北陸新幹線、宇都宮線
　高崎線、京浜東北線、埼京線、武蔵野線、川越線
　東武アーバンパークライン、埼玉高速鉄道、埼玉新都市交通（ニューシャトル）
●首都高速道路埼玉大宮線　浦和北ICから市役所まで約3㎞

主な交通機関

さいたま市
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製造業の事業所数、従業者数、製造品出荷額等

資料：経済産業省「平成29年工業統計調査」           
（注１）従業者数4人以上の製造事業所           
（注２）事業所数、従業者数は2017年6月1日現在、製造品出荷額等は2016年1～12月の1年間の数値。　　           

市町村名
製造品
出荷額等
（億円）
2016年

さ い た ま 市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

事業所数
（所）
2017年

8,555

9,543

7,387

4,665

2,686

1,138

1,747

2,587

4,073

3,040

2,126

1,861

10,636

2,625

1,830

4,758

3,450

4,209

2,175

874

2,215

3,745

908

457

284

1,325

191

156

258

125

291

145

146

229

172

159

159

257

212

409

381

58

446

264

27,937

22,970

13,114

23,110

8,124

5,518

8,261

5,799

13,008

7,091

8,298

6,284

17,083

6,062

6,526

13,323

10,026

12,221

9,058

3,386

10,707

11,425

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴 ヶ 島 市

日 高 市

吉 川 市

ふ じ み 野 市

白 岡 市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

越 生 町

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

と き が わ 町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

市町村名 市町村名
従業者数
（人）
2017年

製造品
出荷額等
（億円）
2016年

事業所数
（所）
2017年

従業者数
（人）
2017年

製造品
出荷額等
（億円）
2016年

事業所数
（所）
2017年

従業者数
（人）
2017年

785

241

289

1,248

1,241

4,105

845

3,759

208

1,168

1,552

1,371

999

752

1,944

823

1,128

550

108,932

872

2,113

330

146

78

65

188

85

226

73

603

53

401

68

98

95

45

143

178

96

45

9,718

92

154

39

4,037

1,371

1,220

6,246

3,893

11,232

3,235

12,692

851

6,154

3,289

6,178

3,459

2,200

5,984

4,514

4,436

2,209

332,531

3,580

7,811

1,073

66

1,075

1,389

982

1,042

1,351

40

466

324

96

118

258

12

1,141

647

1,238

3,765

56

224

291

17,896

126,828

34

44

58

81

78

56

18

68

21

21

28

54

13

44

46

67

73

18

70

80

1,257

10,975

561

3,451

3,810

2,290

3,616

2,944

261

1,940

547

644

655

1,743

174

2,901

1,755

3,792

4,964

318

1,240

1,454

51,524

384,055


