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5 月 16 日(金)、内閣府より 2008 年 1～3 月期の「四半期別ＧＤＰ速報（１
次ＱＥ）
」が公表される。現段階で入手可能な基礎統計により推計すると、
同期の実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.8％（同年率＋3.3％）と 2 四半期
連続で年率 3％を超える高成長となった模様である。また、名目ＧＤＰ成
長率は前期比＋0.4％（同年率＋1.5％）と実質成長率を大きく下回った
とみられる。
需要項目別には、名目賃金が増加に転じたことなどから個人消費の伸び
が高まった。また、建築基準法改正の影響による落ち込みの反動で住宅
投資が大幅増に転じた。設備投資は減少したものの、家計部門需要の高
い伸びにより国内民間需要の伸びが高まった。公共投資の減少により、
公的需要は減少に転じた。その結果、国内需要全体では昨年 10～12 月期
並みの伸びを維持し、成長率を押し上げた。輸出がさらに伸びを高め、
輸入の伸びを上回ったため、成長率に対する外需寄与度は昨年 10～12 月
期に続き大幅プラスとなった。1～3 月期は内外需がほぼ均等に成長率を
押し上げる形となった。
ただし、内外需ともに持続性には疑問があり、4～6 月期の成長率は年率
1％前後に大幅に減速すると予想している。
以上

１．概観
2四半期連続で年率3％を超
える高成長

5月16日(金)、内閣府より2008年1～3月期の「四半期別ＧＤＰ速報（１次Ｑ
Ｅ）
」が公表される。現段階で入手可能な基礎統計により推計すると、同期の
実質ＧＤＰ成長率は前期比＋0.8％（同年率＋3.3％）となった模様である（図
表1）。外需による成長率の押し上げが続いたことに加え、家計部門（個人消
費・住宅投資）を中心に国内民間需要の伸びも高まったとみられる。
需要項目別にみると、個人消費は自動車購入などが増加して伸びが高まっ
たほか、建築基準法改正の影響が剥落した住宅投資の反動増により、家計部
門の需要が高い伸びを記録した。設備投資はマイナスに転じたものの、国内
民間需要の寄与度は＋0.5％Ptの大幅プラスとなった。一方、公共投資の減少
が続き、政府消費が前期並みにとどまったことから、公的需要の寄与度は▲
0.1％Ptのマイナスに転じる見込みである。その結果、国内需要の前期比寄与
度は＋0.4％Ptと前期並みのプラスとなった。一方、輸出の伸びが輸入を上回
り、外需寄与度は＋0.4％Ptと引き続き成長率を押し上げた。内需・外需がほ
ぼ均等に成長率を押し上げ、1～3月期は前期に続き年率3％を超える高成長と
なった。
ＧＤＰデフレーターは前年比▲1.5％と前期の同▲1.3％からマイナス幅が
拡大したとみられる。ガソリン・灯油・食料品価格の上昇により個人消費デ
フレーターが上昇に転じたことなどから、国内需要デフレーターは前年比＋
0.4％（10～12月期同＋0.1％）とプラス幅が拡大した。しかし、円高の影響
などから輸出デフレーターが低下したことがＧＤＰデフレーターの低下要因
となる。その結果、1～3月期の名目ＧＤＰ成長率は前期比＋0.4％（同年率＋
1.5％）と実質成長率を大きく下回った模様である。

【 図表 1：2008年1～3月期1次ＱＥ予測 】
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２．需要項目別の動き
個人消費の増加にはうるう

1～3月期の個人消費は、前期比＋0.7％（10～12月期同＋0.2％）と大きく

年要因も

伸びを高めた模様である。メーカー側の新車投入もあって自動車販売が持ち
直したことなどが寄与する。また、所得面では年明け後に名目賃金が前年比
増加に転じ、雇用者所得の伸びが高まったことも個人消費の押し上げに寄与
したとみられる（図表2）。
ただし、1～3月期の個人消費の強さにはうるう年という特殊要因が働いて
いる可能性がある。2月には各種販売統計の伸びが高まったが、前年に比べて
日数が多かったことが食料品などの購入を増加させる一因となっていた。Ｑ
Ｅでは季節調整の際にうるう年調整を行なわないため、ＧＤＰベースの個人
消費が高めの数字となっても基調判断の際には割り引いてみる必要がある。
個人消費を巡る環境に目を移すと、名目賃金が年明け後に増加に転じたこと
が雇用者報酬の伸びを高めているが、エネルギー・食品を中心とした物価上
昇が実質所得の伸びを抑制する形になっている。また、物価上昇は消費者の
マインドを大きく悪化させる要因ともなっており（図表3）、個人消費を巡る
環境が明確に改善しているとは言いがたい。企業業績の悪化を受けて、夏の
ボーナスも前年比減が予想される。うるう年要因が剥落する4～6月期の個人
消費の伸びはゼロ近傍まで低下する可能性が高い。

建築基準法改正の影響が剥

1～3月期の住宅投資は、前期比＋6.4％（10～12月期同▲9.3％）と大幅増

落し、住宅投資は大幅増

に転じた模様である。建築基準法改正の影響で昨夏に大きく落ち込んだ住宅
着工がその後、持ち直していることを受けてのものである。もっとも、足元
の住宅着工は、マンション販売の低迷などから再び弱含む兆しをみせている。
あくまでも1～3月期の大幅増は反動による一時的なものであり、4～6月期以
降は伸びが鈍化する可能性が高い。

家計部門需要の4～6月期以

個人消費と住宅投資を合わせた家計部門の1～3月期の実質ＧＤＰ前期比に

降の持続性には疑問

対する寄与度は＋0.6％Ptに達する。しかし、上述のように、いずれも4～6月
期以降の持続性には疑問がある。

【 図表 2：雇用者報酬の推移 】

【 図表 3：消費者態度指数の推移 】
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設備投資は2四半期ぶりに
減少

1～3月期の民間設備投資は前期比▲1.0％（10～12月期同＋2.0％）と減少に
転じたとみられる。1～3月期は資本財出荷が大幅に減少したほか、建設投資
も停滞が続いた。企業業績の悪化に伴って企業は年後半にかけて徐々に投資
に対する慎重姿勢を強めるとみられるが、機械受注など先行指標をみる限り4
～6月期の設備投資は増加に転じる可能性が高い。

在庫寄与度は＋0.1％Pt

1～3月期の民間在庫投資の寄与度は＋0.1％Ptになったとみられる。基礎統
計からみて、流通在庫のうち卸売業在庫の積み増し幅が拡大したとみられる。

公的部門の寄与度は2四半
期ぶりのマイナスに

1～3月期の公共投資は前期比▲1.8％（10～12月期同▲0.4％）とマイナス幅
が拡大した。政府消費は前期比横ばい（10～12月期同＋0.9％）にとどまり、
公的需要全体の前期比寄与度は▲0.1％Pt（10～12月期同＋0.1％Pt）と2四半
期ぶりのマイナスとなった模様である。
4～6月期以降も公共投資の減少が続き、公共部門は引き続き成長率を押し下
げる方向に働くと予想される。

外需が成長率を押し上げ

1～3月期の財貨・サービスの輸出は前期比＋3.9％（10～12月期同＋3.1％）
と伸びをさらに高めたとみられる。米国向け輸出が弱含んだものの、ASEAN諸
国やロシア・中東など他地域向け輸出の高い伸びが続いた。財貨・サービス
の輸入も前期比＋2.2％（10～12月期同＋0.6％）と伸びが高まったが、輸出
の伸びを下回ったため、外需寄与度は＋0.4％Ptと1～3月期も成長率を大きく
押し上げる要因となった。
景気減速感が強まっている欧米向けの輸出は今後、さらに減速することが予
想される。また、米国向け輸出減少の間接的影響やインフレの進行などから
新興国の成長率も徐々に鈍化し、日本からの輸出の伸びも低下に向かうと予
想される。4～6月期以降、成長率に対する外需寄与度は低下するとみられる。

4～6月期の成長率は年率

以上みてきたように、1～3月期の成長率は前期に続いて3％を超える高成長と

1％程度に低下

なったが、うるう年や建築基準法改正の反動増といった理由で押し上げられ
ている面が強く、企業や家計の景気実感とはまったくそぐわない。日銀短観
や鉱工業統計などからみれば景気の現状は「踊り場」以外の何物でもない。
なお、上述のように内外需とも今後の持続性には乏しく、4～6月期の実質Ｇ
ＤＰ成長率は年率1％前後に低下すると現時点では予想している。
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