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報 告

　 連 合 総 研 は10月28日 に 連 合 総 研HPに て
「2022 ～ 2023年度経済情勢報告」を公表し
た。今回の報告書では、まず、第Ⅰ部において、
2021年秋以降の我が国の雇用情勢を含む経済動
向及び世界経済の動向について分析している。
　第Ⅱ部では、労働者に対する公正な分配を実
現するにあたっての課題や取組、そして労働組
合の新たな役割について扱っている。第１章で
は、ILOの主たる目標であるディーセント・ワー
クの実現に向け、いわゆる日本版「ジョブ型雇用」
の導入をはじめ、近年の経済社会の変化に対応
した各種取組の動向について概観するとともに、
我が国の労働市場が抱える課題を分析した上で、
労働組合に求められる役割について提言してい
る。第２章では、生産性の向上やDXの推進など
の我が国にとって喫緊の課題の解決や、人口減
少・少子高齢化が進む中、地域の支え合いの担
い手として新たに労働組合が果たし得る役割に
ついて提言している。
　第Ⅲ部では、第Ⅰ部、第Ⅱ部の分析も踏まえ
つつ、有識者の方々により、経済の好循環実現に
向けた課題と提言について、マクロ経済学及び労

働経済学、雇用労働政策、戦略的人的資源管理、
労使関係などの観点から、ご寄稿いただいた。
　補論では、2023年度の我が国の経済情勢を
展望している。
　このうち、本号では第Ⅰ部及び補論の概要並び
に第Ⅲ部目次について掲載し、次号（23年1月号）
において第Ⅱ部の概要を掲載することとする。
　なお、「経済情勢報告」の作成にあたっては、
連合総研の常設の委員会である「経済社会研究
委員会」（主査：吉川　洋　東京大学名誉教授）
から様々な助言や指摘をいただいている。委員
の方々には、この場を借りて御礼申し上げたい。
ただし、本報告書は連合総研の責任において取
りまとめたものであり、委員の方々の見解を示
すものではないことをお断りしておく。
　（本文の記述は一部を除き、原則9月中旬時点
のデータに基づく。また、文中の図表番号は報
告書本体における番号であり、連続した番号と
なっていない。なお、内容の詳細や引用に当た
っては、報告書本体を参照されたい。）
URL（連合総研HP）https://www.rengo-soken.
or.jp/work/2022/10/281330.html

新たな時代における経済の好循環実現に
向けて

「2022 ～ 2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）※2回に分けて掲載

第１章　2021年秋以降の日本経済

第１節　 日本経済を襲った二つの外生シ
ョックと物価上昇・円安急進

　21年秋以降の日本経済は、（1）新型コロナウイル

スの変異株の一つで、感染力の極めて高い変異種で

あるオミクロン株亜種の相次ぐ発現による感染爆

発、（2）ロシアによるウクライナ侵攻及び中国のゼ

ロコロナ政策といった地政学リスクの高まりという

二つの大きな外生ショックに見舞われた。更に、こ

れらに起因する供給制約の再度の深刻化や国際商品

市況の一段の高騰により、我が国においても22年春

以降、物価上昇圧力が急速に高まっている。また、

世界的なインフレ亢進が続く中、21年後半以降多く

の中央銀行で金融引締めが進められており、内外金

利差を主因として円安が急進し、輸入物価の上昇を

通じ物価上昇圧力の高まりにさらに拍車をかけてい

る。このように、日本経済が抱える下振れリスクは

昨年よりもむしろ高まっている。

第2節　 上昇ペースが加速する消費者物価
■ 企業物価上昇率は歴史的高水準を記録

　企業物価上昇率は、輸入物価の急激な上昇を主な

要因として、約１年半にわたり上昇を続け、21年10

月以降前年比８～９％台の歴史的な高水準で推移し

ている。押し上げ要因となっている輸入物価（円ベ

第Ⅰ部　感染症及び地政学リスクに揺れる日本経済

―  27  ―

https://www.rengo-soken.or.jp/work/2022/10/281330.html


DIO 2022, 11・12

ース）の動向をみると、21年３月以降前年比プラス

に転じて以降、上昇幅を急速に拡大させた。特に、

22年４月以降はウクライナ情勢の長期化や円安の急

激な進行を背景に、前年比40％台の高い上昇率で推

移している。このうち為替要因が占める割合も、４

　一方、企業の価格転嫁の程度を示す疑似交易条件

（販売価格DIと仕入価格DIの差分）をみると、我が

国の弱い需要を背景に総じて悪化しており、特に加

工業種、中小企業を中心に価格転嫁が十分に進んで

いないことがわかる。

月以降急速に高まって５割程度となり、商品市況要

因と並ぶまでになった。企業物価上昇率も21年３月

以降前年比でプラスに転じて以降加速し、原油のみ

ならず鉄鋼・非鉄金属や化学製品、木材、食料品な

ど幅広い財に及んでいる。

　円滑な価格転嫁の実現は、原油や原材料価格の高

騰下における収益環境を確保し、賃上げの原資を確

保する上で極めて重要であることから、今後の価格

転嫁の進捗が注目されている。

図表Ⅰ－１－３　国内企業物価上昇率の内訳

（備考）日本銀行「企業物価指数」により作成。

図表Ⅰ－１－４　製造業の疑似交易条件の変化幅

（備考）１．日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（22年９月）より作成。
　　　 ２． 疑似交易条件＝販売価格ＤＩ－仕入価格ＤＩ。マイナスの幅が大きいほど価格転嫁が進

んでいないことを示す。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

及んでいるが、これは、穀類や調理食品を中心に食

料品全般の値上げが今年に入り相次いで実施された

ことや、第６波、第７波と感染拡大が相次ぐ中、テ

レワークの普及や巣ごもり需要の高まりによりノー

トＰＣ及び周辺機器等、幅広い財で価格が上昇した

ことなどが背景となっている。さらに一時的要因と

して、21年１月のGo�Toトラベル停止に伴う宿泊料

の対消費者における上昇のほか、21年４月から10月

にかけて実施された大手通信業者による携帯電話通

信料金の大幅な引下げの影響が一部剥落したこと

も、消費者物価上昇率の押上げに寄与した。

22年に入り後は、オミクロン株による感染再拡大及

びまん延防止等重点措置の適用による影響により大

幅に鈍化した。その結果、21年度全体では前年比

2.3％となったが、20年度同▲4.6％からの反動を考

慮すれば、景気の回復ペースは極めて緩やかといえ

よう。

■ 消費者物価上昇率は幅広い財・サービスで加速

　企業物価動向を受けて消費者物価も、22年入り後

は海外に比較して緩やかながらも急速に上昇圧力が

高まっている。１月下旬以降適用されている燃料油

価格激変緩和補助金の段階的強化・拡充や、世界経

済の減速に伴った原油市況の軟化も加わって、ガソ

リンや灯油など石油製品価格の伸びは５月以降鈍化

した一方で、料金制度要因によりタイムラグを伴っ

て電気代やガス代の上昇率が前年比２割程度にまで

高まったことから、エネルギー価格の上昇率は同年

６月以降、前年比16％台の高水準で推移している。

エネルギー価格のみならず、物価上昇率は広範囲に

第3節　 実質GDP及び主要需要項目の動
向　−景気回復のペースは依然緩
やか−

　2021年９月末に緊急事態宣言及びまん延防止等重

点措置が解除されたことによる経済活動の再開や、

自動車部品や半導体等の供給制約の影響の緩和を受

け、年末にかけ景気の回復ペースは堅調であったが、

図表Ⅰ－１－５　消費者物価上昇率（コアの内訳及び総合）

（備考）１．総務省「消費者物価指数」により作成。
２．公表系列のないものは2020年基準のウエイトを基に試算。
３．「サービス」は携帯通信料の引き下げ及びGO TOトラベルの一時停止の影響を除く。
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図表Ⅰ－１－７　実質ＧＤＰの推移

（備考）内閣府「国民経済計算」 により作成。

　22年度に入り感染が一時小康状態を迎え、経済活

動の正常化が進んだことを背景に、22年４－６月期

になってようやく19年10－12月期のいわゆる「コロ

ナ前」の実質GDPの水準（539.1兆円）を超えた。

しかし、当該期間は消費税引き上げ直後の反動減で

景気が落ち込んだ時期であり、既往最高水準である

18年４－６月期の水準（557.4兆円）は未だ取り戻せ

ておらず、欧米に比べ我が国の景気の回復ペースは

かなり鈍いことがわかる。

図表Ⅰ－１－８　日米欧実質ＧＤＰ比較

（備考）米国商務省、ユーロスタット、内閣府国民経済計算により作成。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

1.　消費： 感染再拡大及び物価上昇により伸び悩む

　所得環境は、消費者物価の上昇圧力が急速に高ま

っていることから、名目では緩やかに改善している

ものの、円安の急進により物価上昇が加速している

ため、実質では22年４月以降悪化が続いている。更に、

度重なる感染拡大のたびに、行動規制が課されてい

ないにもかかわらず、外出自粛等により人流の抑制

がみられ、サービス消費を中心に消費の伸びは低迷

している。経済対策をはじめ各種政策により家計の

下支えが講じられているものの、ペントアップ需要

の発現は未だ十分になされていないとみられる。ま

た、今般の物価上昇は、食料品をはじめ広い範囲の

品目に及んでいることに加え、円安やウクライナ情

勢の長期化に伴い、当面は上昇率が高まることが見

込まれることから、先行きの不透明感の強まりによ

り消費者マインドも悪化し、消費の回復の下押し圧

力となっている。こうしたことから、消費の回復ペ

ースは総じて緩やかであり、経済全体の回復ペース

も緩やかなものにとどまっている。

図表Ⅰ－１－10　実質可処分所得

（備考）総務省「家計調査」により作成。２人以上世帯のうち勤労者世帯。

図表Ⅰ－１－14　人流と消費の関係

（1）小売・娯楽施設の人流とサービス消費 （2）実質サービス消費の推移

（備考）１．“GOOGLE COVID-19 Community Mobility 
　　　　　  Reports”により作成。

２．人流はベースライン（2020年１月３日～２月６日に
おける同曜日の中央値）との乖離を示す。

（備考）１．日本銀行「消費活動指数」により作成。
２．季節調整値。
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2．不均一ながら回復が続く企業部門

■製造業・非製造業ともに業績はコロナ前を超え回

復

　法人企業の売上高は、21年４－６月期以降、製造

業・非製造業ともに前年比で増加を続けるとともに

経常利益も総じて大きく改善している。特に、経済

活動の正常化が進んだ22年４－６月期は、21年以降

６四半期連続の増益となり、製造業のみならず回復

の遅れていた非製造業も過去最高益となった。

　ただし、業種別にみると、企業の収益環境は産業

間で依然ばらつきがみられる。特に、22年以降は原

材料価格の高騰を受け、価格転嫁力による業績への

影響が製造業・非製造業を問わず強まっている。

■企業収益の分配動向

　企業が生み出した付加価値の使途は、大別すると、

①賃金支払いを通じた労働者への還元のほか、②実

物投資及び金融投資、③株主への配当、④企業の内

部資金として蓄積、が考えられる。このうち、①の

賃金に関しては第２章で扱うこととし、以下では②

～④の動向について確認する。

（1） 設備投資は回復に向かうものの企業の慎重姿勢

は継続

　まず、②のうち設備投資について、財務省「法人

企業統計」により設備投資（ソフトウェアを含む）

の動向を確認すると、全産業では、昨年以降22年４－

６月期までで５四半期連続で増加した。しかし、製

造業・非製造業共に企業業績が大幅に改善している

ことに鑑みれば、設備投資の回復ペースは鈍く、依

然コロナ前の水準を取り戻していない。内外の感染

症動向による影響、ウクライナ情勢の深刻化、海外

の経済の急減速、原材料価格高騰の長期化など、景

気の先行き不透明感が22年に入り一段と強まってい

ることが背景にあると考えられる。こちらも業種別、

産業別で回復度合いのばらつきが大きい。

　しかし、企業の設備投資意欲を「設備投資／キャ

ッシュフロー比率」により確認すると、総じて過去

最低水準にまで低下していることから、設備投資に

対する企業の慎重姿勢は依然として相当強いことが

窺われる。

（3）実質消費支出（２人以上世帯）

（備考）総務省「家計調査」により作成。季節調整値。
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

（2）配当は業績に連動し増加傾向

　08年のリーマンショック以降、企業は人件費をは

じめ、あらゆるコストを極力抑制することで収益体

質の改善を図るとともに、収益の大半を内部留保や

株主への配当に回す傾向を強めていたが、コロナ禍

を経てこの傾向が更に強まった可能性がある。

（3）内部留保は10年連続で最高額を更新

　④について、21年度の利益剰余金（いわゆる内部

留保）残高をみると、20年度から6.6％増加して

516.5兆円となり、10年連続で過去最高額を更新する

とともに、現預金保有残高も281兆円となった。

図表Ⅰ－１－16　設備投資・キャッシュフロー比率

（備考）１．財務省「法人企業統計季報」より作成。いずれも後方４四半期移動平均。
２．営業キャッシュフロー＝経常利益×0.5＋減価償却費、設備投資はソフトウエア含む。

図表Ⅰ－１－17　配当・付加価値比率

（備考）１.財務省「法人企業統計年報」により作成。
２.付加価値＝人件費＋営業利益＋動産・不動産賃借料＋租税公課

―  33  ―



DIO 2022, 11・12

■製造業を中心に投資意欲は高いが不確実性も高い

　企業の設備投資計画について、「日銀短観」をみ

ると、設備の過剰感は製造業・非製造業共に全ての

規模で解消し、設備投資の不足感は強まっており、

22年度の設備投資計画においては、大企業を中心に

DX関連投資やカーボンニュートラル投資への需要

の高まりを反映し、直近の22年９月調査における設

備投資計画（土地投資を除く）では、全規模・全産

業で22年度は前年比14.9％増となり、21年度（実績）

同1.2％増から大幅な増加を見込んでいる。ただし、

景況感については、先行きの不透明感を背景に概ね

横ばいで推移しており、計画の実現性については不

確実性がかなり高いことには留意が必要である。ま

た、大企業と中小企業の間でも前者が二桁台の伸び

となっているのに対し、後者は一桁台と格差がある。

■輸出・生産

　第Ⅰ部第３章を参照のこと。

第4節　 我が国の対外経済構造の変化と円
安の急進

■約32年ぶりの水準まで進んだ円安

　2022年３月以降、円安の動きが加速している。21

年初来、日米間の景況感格差や米国の金融引締め観

測等により日米金利差が拡大したことを背景に円安

傾向になってはいたが�、22年３月以降、米国が金利・

量の両面から金融引締めを加速させる一方で、日本

は大規模な金融緩和を維持する姿勢を明確にしてい

ることから、市場参加者による円売りが加速し、10

月下旬には32年ぶりとなる1ドル150円を一時超えた。

■我が国の対外経済構造の変化

　今般の円安局面においては、輸出が従前のように

伸びなくなっており、日本経済にとって負の影響の

ほうが大きいのではないかという議論が活発になさ

れている。円安のメリットが従前と比べ小さくなっ

たとされる背景には、我が国のここ10年余の対外経

済構造の変化があるとみられる。それを経常収支の

動向により確認する。

　90年代、我が国の経常収支黒字を支えてきたのは

貿易収支黒字であった。しかし、2000年代半ば以降

の原油価格の上昇やエネルギー輸入が拡大する一方

で輸出は、2013年４月の日銀による本格的な量的・

質的金融緩和の導入以降、円安に伴う輸出価格の低

下は輸出数量の増加を一定程度は支えたものの、生

産拠点の海外シフトや海外拠点による現地調達の拡

大が進んだことから、輸出数量の増加が抑制される

ようになった。この結果、2012年から2015年にかけ

図表Ⅰ－１－18　利益剰余金残高

（備考）財務省「法人企業統計年報」により作成。
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て貿易収支は赤字となった。

　また、21年の製造業の海外現地生産比率は22.3％

と、2000年と比べ約２倍となった。このような現地

生産比率の上昇は、企業が自社の海外拠点への原材

料や中間材を輸出する比率を高めることを通じ、為

替変動の影響を受けにくい企業内貿易を増加させる

など、円安になっても従前のようには輸出数量が伸

びにくい構造を深化させている。

　このほか、円安による価格競争力の維持に過度に

依存した結果、日本の国際競争力の低下を招き、中

国をはじめとする新興国に世界市場シェアを奪われ

た結果1、輸出に向けた我が国の生産活動自体が縮

小していることも、円安による輸出促進効果が従前

と比べ低下した要因として指摘されている。

図表Ⅰ－１－20　（2）実質輸出と実質実効為替レート

（備考）日本銀行「金融経済統計月報」により作成。後方３か月移動平均。

図表Ⅰ－１－21　経常収支及び内訳

（備考）１．財務省・日本銀行「国際収支統計」により作成。
２．季節調整値。経常収支及び貿易・サービス収支（折れ線）は後方３ヵ月移動平均。
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■経常収支の黒字幅は大幅に縮小

　貿易収支は、21年８月以降赤字に転じ、その赤字

幅は拡大傾向にある。世界経済の回復や経済活動の

正常化に加え、我が国の輸出・輸入共に外貨建てで

取引される傾向にあるため、輸出額、輸入額とも増

加しているものの、資源価格の高騰及び円安の急進

に伴い、輸入額の増加ペースが輸出額のそれを上回

っていることが背景となっている。次に経常収支を

みると、これまで主に第一次所得収支における巨額

の黒字によって貿易収支赤字を相殺することで黒字

が維持されてきたが、その黒字幅は貿易赤字の拡大

により急速に縮小している。さらに、22年７月につ

いては2014年３月以来８年４か月ぶりに▲6,290億

円の赤字となり、８月も▲5,305億円となるなど、２

か月連続の赤字となった。

第5節　 未曾有の大規模緩和が続く金融政
策

■日銀は大規模金融緩和スタンスを当面堅持

　日米の金融政策スタンスの差を主因として、22年

３月以降急速に円安が進行しているが、これが一次

産品価格自体の高騰と相まって二重に物価上昇圧力

をもたらしている。

　22年４月にコア消費者物価上昇率が日銀が物価安

定目標とする２％に到達し、その後も同指標は更に

上昇を続けているが、本件に関して当時の日銀は、

海外発のコストプッシュ要因によりもたらされたエ

ネルギーや食料品価格の上昇によるものであり、賃

金の引き上げを伴う持続的・安定的な２％目標の実

現を達成できるような状況にはないとの見解を示す

とともに、長短金利操作（イールドカーブ・コント

ロール、YCC）政策における10年国債金利の変動許

容幅の上限「0.25％程度」を維持するため、２月以

降断続的に実施していた連続指値オペを、５月以降

原則毎営業日実施することとした。　

　確かに、我が国の消費者物価上昇率は欧米諸国と

比べれば依然低水準ではあるものの、四半世紀以上

にわたるデフレ状況に慣れた家計及び企業に対する

負のインパクトは、数字以上のものがある可能性が

ある。

　日銀短観における企業の物価見通しも上昇を続け

ており、９月調査では、１年後前年比2.6％、３年後

も同2.1％、５年後も同2.0％を見込むなど、本件調

査を開始した14年以降ではじめて、全ての年限にお

いて物価安定目標の２％を上回った。また、消費者

についても、内閣府「消費動向調査」によると、１

図表Ⅰ－１－24

（1）企業による物価見通し （2）消費者による１年後の物価見通し

（備考）１．日本銀行「全国企業短期経済観測調査」により作成。
２．全規模全産業。

（備考）１．内閣府「消費動向調査」により作成。
２．２人以上世帯、原数値。
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年後の物価の見通しにおいては、物価の上昇を見込

むとする回答の割合が５月に94.4％と既往最高値に

達し、それ以降も９割台で高止まりしている。また、

２％以上の物価上昇を見込む回答は９月に87.8％、

このうち、５％以上とする回答の割合も９月に63.0％

と各々ピークをつけた。

　このような中長期的な期待インフレ率の大幅な上

振れを見る限り、日銀と国民及び市場との間の対話

（コミュニケーション）が円滑に行われていない可

能性が高い。

　日銀は政策を維持する根拠としてコアコアCPI

（除く生鮮食品及びエネルギー）上昇率が23年度以

降は１％半ば前後に留まることを挙げているが、国

民の生活実感からかけ離れた指標に依拠した金融政

策運営が国民の信認を得ることは必ずしも容易では

ないと考えられ、日銀には国民に対して平時以上に

より丁寧な説明が期待される。

　また、異次元緩和が長期化するほど様々な副作用

も増大するため、出口戦略を含めた今後の政策の方

向性について具体的に国内外に示すことも、喫緊の

課題であるといえよう。

第6節　 財政健全化をめぐる状況
　　　　−積極財政路線を継続−
■中長期的な財政の見通しとリスク

　新型コロナウイルス感染拡大が始まった20年度以

来、当初予算の規模は過去最大を更新し続けている

が、それに加えて累次の補正予算も編成されている。

その結果、我が国の歳出総額は、20年度に続き21年

度も140兆円を超える高水準となった。

　22年７月下旬に改定された中長期試算において

も、足元の経済情勢を踏まえた前提条件の下方修正

はあったものの、成長実現ケースの下では、①中長

期的に実質２％程度、名目３％程度の成長率が実現

すること、②歳出自然体の姿でＰＢ黒字化は26年度

となることや、③これまでの歳出効率化努力を継続

した場合にはＰＢ黒字化が25年度と１年程度の前倒

しが視野に入る2といった基本的な柱は堅持された。

ただし、中長期試算では将来の補正予算の編成につ

いては考慮されていない点には留意が必要である。

10月末には経済対策が策定され、その裏付けとなる

第二次補正予算を編成することが決定されており、

その規模は約30兆円とされた。

図表Ｉ－１－25　中長期の財政の見通し

（1）国・地方の基礎的財政収支の試算 （2）公債等残高の推移

（備考）１．内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（2022年７月）により作成。
２．復旧・復興対策の経費及び財源の金額を除いたベース。
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図表Ⅰ－１－26　国の予算・決算額の推移

（備考）財務省ホームページより作成。

　更に、23年度一般会計予算の概算要求額の総額は、

一般会計分で110兆484億円と、過去最大だった22年

度の111兆6559億円に次ぐ規模となった。しかも、「骨

太の方針2022」において重点事項として掲げられた

抜本的な防衛力の強化に向けた事業を筆頭に、新型

コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策

予備費、脱炭素・GX（グリーン・トランスフォー

メーション）関連や少子化対策・子育て関連など、

「骨太方針2022」において重要政策とされた予算に

ついては、概算要求段階では具体的な金額を示さず、

予算編成過程において規模が検討される「事項要求」

が多く含まれており、最終的な額は更に膨らむリス

クがある。中長期的にも歳出拡大路線が継続される

可能性は高く、財政再建への道のりはかなり険しい

状況にある。

■財政健全化目標の堅持及び国民的な議論の必要性

　他方、2025年度のＰＢ黒字化目標をあくまで堅持

すべきとする意見も強い3。

　いわゆる「2025年問題」4を目前に控え、我が国の

財政再建はもはや先送りできない課題であり、それ

に向けた国民的な議論の実施だけでなく、中長期的

な財政運営の客観的評価と監視を行う独立財政機関

の設置についても、真剣に検討されるべきであろう。

第２章　 改善の動きが緩やかな雇用情勢
と賃金

　2019年まで改善を続けていた雇用情勢は、2020年

に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて悪化し

たが、その後、緩やかに改善している。

　完全失業者数は減少傾向にあり、完全失業率もほ

ぼコロナ前に近い水準にまで低下している。ただし、

失業期間が「１年以上」となる長期失業者の割合が

高まっていることや、労働力人口比率の低下や労働

力人口の減少が失業率を引き下げている点には留意

が必要である。他方、企業における人手不足感はほ

ぼ全産業で高まっており、感染症拡大による影響か

ら最も回復が遅れていた、宿泊・飲食サービス業に

おいても、2022年に入り、経済活動の正常化に伴っ

て人手が過剰から不足の状況に転じるとともに、新

規求人数も大幅に回復している。

　雇用者数は、2021年秋に一旦減少したが、2022年

に入った後は持ち直している。雇用者数（役員を除

く）を男女別、正規・非正規別にみると、女性の雇

用者数（役員を除く）は、正規の職員・従業員は引
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図表Ⅰ－２－１　完全失業率と求人倍率の推移（季節調整値）

（備考）１．総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」より作成。
２．有効求人倍率及び新規求人倍率は、新規学卒者を除きパートを含む。
３．完全失業率は右目盛り、有効求人倍率及び新規求人倍率は左目盛り。
４． 2020年１月から求人票の記載項目が拡充され、一部に求人の提出を見送る動きがあった

ことから、求人数の減少を通じて有効求人倍率の低下に影響していることに留意が必要。

図表Ⅰ－２－７　男女別、雇用形態別雇用者数の推移（季節調整値）

正規雇用者数（男性）

非正規雇用者数（男性）

正規雇用者数（女性）

非正規雇用者数（女性）

（備考）総務省「労働力調査」より作成。値は季節調整値。
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図表Ⅰ－２－８　男女別・雇用形態別にみた産業別雇用者数（2022年7月）

（備考）総務省「労働力調査」より作成。

き続き増加傾向となっていることに加え、2021年４

月以降、非正規の職員・従業員も「宿泊・飲食サービ

ス業」「サービス業」「卸売業、小売業」などを中心に

増加に転じ、回復基調にある。他方、男性の雇用者

数は、男性の非正規雇用者数は2021年後半まで減少

が続き、2022年に入り持ち直している一方で、正規

雇用者数は2019年以降、横ばい圏内で推移している。

　感染拡大の影響により、収入の減少、勤務日数や

労働時間の大幅な減少が見られていたが、2021年４

月以降は増加傾向となったものの、コロナ前の水準

を取り戻すまでには至らず、2022年に入ってからは、

総実労働時間は横ばい圏内で推移している。

　労働分配率は、コロナ禍により営業利益が経済活

動制限により大幅に減少する中で雇用が一定程度維

持されたことを背景に、20年は上昇したものの、そ

の後は低下傾向にある。先行きの不透明感が高まる

中、企業が人件費の拡大に慎重な姿勢を強める一方

で、分母である付加価値が経済活動の正常化に連動

し人件費よりも先行して増加に転じたことが背景に

あるとみられる。他方、我が国の労働分配率は長期

的にみても低下傾向にあり、しかも足元の水準は世

界金融危機以降でみて最低水準となっていることを

図表Ⅰ－２－15　労働分配率の推移
製造業
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非製造業

（備考）１．財務省「法人企業統計調査」より作成。
２．労働分配率＝人件費／付加価値として算出。付加価値は人件費、減価償却費、営業利益の合計。

グラフは後方４四半期移動平均の値。
３．シャドーは景気後退期を表す。
４．破線は労働分配率の10年ごとの平均値（1990年代、2000年代、2010年代、2020年代）。

踏まえると、賃上げを通じ労働分配率を向上させる

余地はあると考えられる。

　コロナ禍により減少した現金給与総額は、2021年

に持ち直し、2022年も堅調な動きをみせている。

2020年以降の現金給与総額のうち、特別に支払われ

た給与（６月、12月）も、2020年、2021年は前年を

下回っていたが、2022年６月、７月は前年を上回っ

た。しかしながら、2021年９月以降は、物価が上昇

に転じ、さらには名目賃金の上昇をも上回るように

なったことから、2022年４月以降、実質賃金は前年

図表Ⅰ－２－20　実質賃金（前年同月比）の推移と増減要因（事業所規模５人以上）

（備考）１．厚生労働省「毎月勤労統計調査」、総務省「消費者物価指数」より作成。
２． 消費者物価指数には、「持家の帰属家賃を除く総合指数」を用いている。「消費者物価指数の寄与」は、消費者物価指

数の前年同月比の符号を反転させている。
３．「名目賃金の寄与」は、就業形態計の現金給与総額の前年同月比を使用。

実質賃金指数（前年同月比）＝名目賃金の寄与+消費者物価指数の寄与、として試算。
４． 毎月勤労統計の値は、2019年５月までは再集計値、2019年６月以降は500人以上規模の事業所について全数調査した値

を使用。
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比マイナスが継続している。

　最低賃金は、2022年度は全国平均31円（3.3％）の

引き上げとなり、2002年度以降で最大となった。一

方で、長引く感染症拡大の影響や原材料価格の高騰

により、収益環境が悪化している企業も少なくない

ため、生産性の向上や適正な価格転嫁の促進をはじ

め、賃金引上げ環境の整備に向けた政府による支援

が求められる。

第３章　 世界経済の回復ペースは大幅に
減速

第１節　 世界経済の概況

−高まる下方リスク−
　21年秋以降も、引き続き新型コロナウイルスの感

染拡大による影響が世界経済の下振れリスクとなっ

ている。21年夏に猛威を振るった変異株であるデル

タ株に続き、それよりも更に感染力が強いオミクロ

ン株による感染爆発に伴い、22年入り後も世界経済

は大きく下押しされた。

　オミクロン株亜種の相次ぐ発現に加え、同年２月

以降は、ロシアによるウクライナ侵攻や中国におけ

るロックダウンの影響による、グローバル・サプラ

イチェーンの混乱や供給制約問題の再度の深刻化、

インフレの亢進、さらにはこれらに起因する先行き

不透明感の高まりに伴う家計及び企業のマインド悪

化などにより、世界経済は急速に減速している。

　こうした中、20年のコロナ感染拡大以来、財政政

策及び金融政策は共に大幅な緩和方向で実施されて

きたが、世界的なインフレの加速を受けて21年秋以

降、先進国を中心に金融引締めが急速に進められて

いる。途上国・新興国もこうした動きに連動して、

通貨防衛や資金流出を防ぐ観点から、景気回復度合

いとは関係なく利上げを余儀なくされている。この

ため、景気の回復度合いは国・地域間の間で依然と

して大きく異なる状況が続いている。

　他方、財政政策は、急激なインフレ対策のため引

き続き拡張的スタンスが維持されており、金融政策

との間で方向性に乖離が生じている。その結果、コ

ロナ禍の下でとられた超緩和的マクロ経済政策によ

り生じた過剰流動性が流れ込んだ金融資本市場や不

動産市場などで大幅な調整局面を迎えている。この

ように、あたかもブレーキとアクセルを同時に踏む

ような政策運営は持続可能性に乏しいばかりではな

く、景気の下振れリスクを一層増幅させている可能

性がある。

第２節　 主要国・地域の経済およびマク
ロ経済政策の動向
−我が国の貿易・生産への影響
を中心に−

　これまでも、日本の景気は主要貿易相手国の景気

動向に大きく影響されてきたが、今般も例外ではな

い。そこで、以下では輸出先として上位３位を占め

る、米国、ユーロ圏、そして中国の経済動向を概観

した上で、我が国の輸出・生産活動を通じた日本経

済への影響をみることとする。

■米国

　米国の景気は、22年３月以降金融引締めが本格化

した影響により減速し、22年に入ってからは２四半

期連続でマイナスとなったものの、ユーロ圏や日本

と比べれば、内需主導により底堅く推移している。

コロナ禍の影響から回復が遅れていた雇用について

も、経済活動の正常化や人手不足を背景に21年後半

以降改善が続いており、失業率が低下するとともに

賃金上昇率も５％程度の高水準で推移している。政

府による物価高対策等の効果もあり、物価上昇の影

響は受けながらも、主として個人消費が米国の景気

回復をけん引している。

　他方、消費者物価上昇率は、経済活動の正常化に

伴う需要増や人手不足の深刻化による賃金上昇圧力

の高まりに加え、ウクライナ情勢の長期化による資

源価格の高騰の長期化などを背景に、22年に入って

からますます加速している。消費者物価指数（総合）

の上昇率は、22年６月には前年比9.1％と、1981年11
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図表Ⅰ－３－１　我が国の輸出動向

（1） 輸出相手国の構成（2021年）

（3）地域別実質輸出

（2）我が国の輸出品目（2021年：総額83.1兆円）

（4）財別実質輸出

（備考）１．（1）及び（2）は財務省「貿易統計」により作成。いずれも単位は％。
２．（3）及び（4）は日本銀行「貿易統計速報」により作成。季節調整値。

月の9.6％以来の高い伸びとなった後も８％台の高

水準で推移し、コア消費者物価上昇率も、年初来６％

前後の高水準で推移している。しかも、物価上昇圧

力はサービス価格及び賃金、家賃などを含め経済全

般に及んでいる。

　FRBは21年11月末に、それまで「一時的」として

きた物価上昇の判断を撤回した。その上で、FRBの

二つの政策目的である「物価の安定」と「雇用の最

大化」のうち、後者については既に達成されたとし

て、21年12月以降、政策運営の軸足を雇用回復から

インフレの抑制に完全にシフトさせた。ＦＲＢは、

量的緩和の終了時期を３月に前倒しするとともに、

利上げを開始した。インフレの亢進に伴い利上げペ

ースは会合毎に加速し、３月の0.25ポイントから、

５月に0.5ポイント、６月、７月、９月は３会合連続

で0.75ポイントずつ引き上げた。一連の急速な金融

引締めを背景に米国の景気は急減速しており、自動

車をはじめとする我が国の輸出や、中国の対米輸出

の鈍化を通じた中国経済の更なる下押しなどを通

じ、直接的・間接的に日本経済の景気回復に負の影

響をもたらしている。しかし、FRBは９月段階では、

引き続き景気を犠牲にしてでも需給が一層ひっ迫し

ている労働市場を調整し、物価上昇率を抑制するこ

とを優先する姿勢を堅持していることから、米国経

済のオーバーキルへの懸念が高まっており、金融資

本市場のボラティリティも拡大している。

■ユーロ圏

　ユーロ圏も、米国と比較すれば回復ペースは弱い
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ものの、コロナ禍からの経済活動の正常化に伴って

昨年来内需に牽引されてプラスの成長を続け、21年

末にコロナ前の既往最高水準を回復した。米国と同

様、ユーロ圏も22年に入り物価上昇に拍車がかかっ

ている。22年９月の消費者物価上昇率は前年比

10.0％の上昇となり、コア物価上昇率も９月には同

4.8％上昇となるなど、いずれもユーロ発足後最高値

を更新し続けている。

　こうした状況を受け、ＥＣＢも量的緩和を７月に

終了するとともに利上げを開始した。7月の0.5％の

引上げに続き、９月には0.75％の引上げを実施する

とともに、以後数回は同幅の引上げの実施を示唆す

るなど、米国を追う形で急速な金融引締めを実施し

ている。欧州はロシアに対するエネルギー依存が極

めて高く、想定以上に長期化したウクライナ情勢の

影響を最も受けている。とりわけロシアによる天然

ガス供給の縮小・停止の影響は大きく、エネルギー

需要の高まる冬を控えて、インフレ圧力は今後一層

高まることが見込まれていることから、金融引締め

も当面継続されるとみられる。このため、22年後半

以降の景気は急速に減速しており、景気後退リスク

も高まっていることから、我が国の自動車関連輸出

にも下押し圧力が高まることが懸念される。

■中国

　中国は、日本にとって輸出・輸入双方において最

大の貿易相手国である。サプライチェーンが複雑化

する下で、我が国の中国との貿易関係は深化してお

り、日本の景気動向は従前にも増して中国の景気動

向に影響を受けるようになっている。財別では、中

国は半導体等電子部品や半導体等製造装置、自動車

の最大輸出先となっている。これらの財は関連産業

も多く、製造業の基幹を担っていることから、その

影響は極めて大きい。

　中国の景気は、オミクロン株による感染拡大に対

しても厳格なロックダウンを実施する「ゼロコロナ

政策」の影響や不動産市況の悪化などにより、急減

速している。特に、本年３月末から５月にかけての

上海のロックダウンによる我が国の経済への影響は

大きく、中国向け輸出の低迷のみならず、自動車部

品や半導体部品の輸入が減少するなど供給制約の深

刻化に伴い生産活動の縮小・停止したほか、サプラ

イチェーンの混乱などを通じ、22年前半の中国経済

のみならず、日本及び世界経済の回復に対する大き

な下押し圧力となった。

図表Ⅰ－３－７　対中財別輸出動向

（1） 情報関連財 （2）自動車関連財

（備考）財務省「貿易統計」により作成。
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図表Ⅰ－３－８　対中中間財輸入

（備考）財務省「貿易統計」により作成。

[補論]　2023年度の日本経済の姿

１． 世界経済の先行きについての様々な
見方

　2020年に始まった新型コロナウイルスの感染拡大

から本年で３年目を迎えたが、相次ぐ変異株の発現

により、世界経済は依然感染動向に左右される状況

が続いている。21年夏のデルタ株の流行に続き、21

年秋以降は、より感染力の強いオミクロン株が世界

的に大流行し、サプライチェーンの混乱による影響

や、それに伴う生産活動の停止・縮小を余儀なくさ

れたことにより、景気は大きく下押しされた。そう

した中にあっても、ワクチン接種の進展や治療薬の

開発を背景として、先進国を中心に感染防止と社会

経済活動の両立が図られた結果、完全ではないにせ

よ経済活動の正常化は進んでいる。

　新型コロナウイルス感染拡大に代わって世界経済

への影響を強めているのが、資源・食料品価格の高

騰や感染拡大による需給不均衡に起因した物価上昇

の加速である。21年以降、世界経済の回復に伴って

既に多くの国・地域で物価上昇率の高まりがみられ

ていたが、22年以降はロシアによるウクライナ侵攻

や中国のロックダウンによるグローバル・サプライ

チェーンの混乱の影響が加わり、物価上昇圧力は一

段と強まった。多くの国・地域において物価上昇率

は歴史的な高水準に達し、その影響も賃金や家賃等、

より広範囲に及ぶとともに長期化し、家計の実質可

処分所得の低下や消費者マインドの悪化に加え、企

業の収益環境の悪化や投資意欲の減退を招いている。

　こうした状況を受けて、22年に入り、欧米をはじ

め多くの主要国・地域において、金融政策の急速な

引締めが実施されている。しかし、コロナ禍の下で

多くの国で講じられた拡張財政と大規模金融緩和に

より巨大な過剰流動性が生じていることもあり、物

価上昇率は引き続き高止まりしている。そのため、

多くの主要国・地域の中央銀行が景気よりもインフ

レ抑制を優先して大幅な金融引締めを実施している

ことから、世界経済は急減速している。同時に、新

興国・途上国においても通貨防衛や資金流出防止等

の観点から先進国に追随して利上げする動きが強ま

っており、国・地域間の景気回復のばらつきがます
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ます拡大している。

　これらの下押し要因に加え、ロックダウンや不動

産危機による中国経済の失速や、ウクライナ情勢の

悪化・長期化に伴う先行きの不透明感の高まりな

ど、世界経済は22年後半以降も複数の下方リスクを

抱え、極めて不確実性が高い状況に置かれている。

したがって、各機関の見通しも、どのようなシナリ

オを前提とするか、また、いつ時点のデータに基づ

いたものかにより大きく異なる点には留意が必要で

ある。

　以下では、まず、OECDやIMFなどの主要国際機

関による世界経済の見通しにつき概説する。

国際機関による世界経済の見通し
（1） OECDによる見通し（2022年９月26日）

　　：戦争の代償（Paying the Price of War）

　OECDは、９月26日に公表した中間経済見通し5に

おいて、22年後半に続き23年の景気はさらに減速す

るとし、世界の実質成長率を22年は３％弱、23年は

2.2％程度と見込んでいる。景気の下押し要因として、

①多くの主要国における金融引締めの継続、②物価

上昇の加速による家計の実質可処分所得の減少及び

消費者マインドの悪化、③ウクライナ戦争の影響に

よる欧州の天然ガスの供給不足をはじめとした、世

界的なエネルギー価格の高騰を挙げている。なお、

図表１　OECDによる中間経済見通し（2022年９月26日）

（1） ウクライナ問題勃発前の見通し（21年12月）との比較

（3）【参考】消費者物価上昇率見通し

（2）主要国・地域の実質 GDP 成長率見通し

（備考）１．ＯＥＣＤ中間経済見通し（2022年９月26日）により作成。
２．括弧書きはコア物価上昇率（一部の国のみ）。ここでは、食料及びエネルギーを除く総合指数。
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これらの下方リスクの高まりを受けて、昨年以降、

回を重ねるごとに多くの国・地域の見通しが下方改

定されている。なお、日本は欧米に比べれば強めの

成長を維持するものの、外需の悪化により、22年、

23年共に１％台半ば程度の成長が見込まれている。

（2） IMFによる見通し（2022年10月11日）

：生活費危機への対処（Countering the Cost-

of-Living Crisis）

　IMFが22年10月11日に公表した世界経済見通し6�

によれば、世界経済の成長率は、21年は感染症拡大

による影響からの回復により前年比6.0％と高い成

長となったものの、その後は様々な不確実性が時間

の経過とともに高まる中、22年前年比3.2％に続き、

23年は同2.7％と更に鈍化するとの見通しを示して

いる。この背景として、欧米等先進国をはじめ多く

の国・地域における急速な金融引締めの影響、中国

経済の失速、ロシアによる欧州へのガス供給の削

減・停止など複数の下方リスクの高まりなどを指摘

している。なお、23年の見通しは、07年の世界金融

危機及び20年の新型コロナウイルスの感染拡大によ

図表２ IMFによる世界経済見通し（2022年10月11日）

（1）主要国・地域の実質 GDP 成長率見通し

（2）【参考】消費者物価上昇率の見通し

（備考）１．IMF "World Economic Outlook" （2022年10月11日）により作成。
２．括弧内は2022年７月見通しからの変化幅。

（備考）１．IMF "World Economic Outlook" （2022年10月11日）により作成。
２．括弧内は2022年７月見通しからの変化幅。
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る影響が甚大だった時期を除き、2001年以降におい

て最も低い成長率となる。また、世界経済の先行き

に係る不確実性及び下振れリスクとして、いくつか

の先進主要国でとられている金融政策の引締めの行

き過ぎに伴う景気のオーバーキルや、他の主要国間

における金融政策スタンスの乖離によるドル高の一

段の進行、インフレの亢進及び長期化、ロシアによ

る欧州向け天然ガス供給の完全停止、中国の不動産

市況の悪化、新興国・途上国からの資本流出・債務

問題の深刻化などを挙げている。

　なお、日本については、他の主要国と比べれば安

定的な成長を遂げると見込まれている。ただし、世

界経済の減速による外需の悪化や、エネルギー価格

の高騰、実質賃金の低下に伴う交易条件の悪化を受

け、成長率は22年の前年比1.7％から23年は同1.6％

と若干低下する。

　いずれにせよ、世界経済の回復は国・地域による

ばらつきが依然大きく、経済の先行きに関しては、

OECDと同様、下振れリスクがより優勢となってい

るとした。

２．日本経済の先行きについて

　日本経済の先行きについては、引続き国内外の感

染症の動向に左右される状況が続いているが、それ

に加え、ウクライナ情勢の帰趨、世界的な金融引締

め継続による影響及び国際金融資本市場の変動とい

った海外要因が加わり、22年に入って以降、先行き

の不確実性はますます高まっている。

　2022年７－９月期は、感染「第７波」を迎えた時期

にあたる。７月半ば以降、オミクロン株亜種「BA.5」

による新規感染者が急増し、１日当たり新規感染者

数は、８月下旬には約25万人となり、過去最多を記

録した。９月中旬段階でも９万人前後で高止まりし、

行動規制は課されなかったものの、消費の回復ペー

スの鈍化を招いた。そのため、７－９月期の実質

GDP成長率は４－６月期の前期比年率3.5％から

１％半ば程度へ減速すると想定した。その上で、

2022年10－12月以降の成長経路について以下の３つ

のシナリオを想定し、実質GDPの水準が既往最高と

なった2018年４－６月期（557.3兆円）をベンチマー

クとした上で、同水準を超える時期がいつ頃になる

かについて一定の仮定の下で機械的に試算した。

全シナリオ共通

（1）�先進主要国・地域における急速な金融引締め政

策の実施により、世界経済の減速が22年後半以

降顕著となっていることを踏まえ、我が国につ

いても外需の悪化の影響により成長率は22年度

よりも23年度の方が低くなる。

（2）�新型コロナウイルスの感染は完全には終息せず、

感染爆発は引き続き発生する。

（3）�前年比でみた消費者物価上昇率は、23年以降、

コスト高の押上げ寄与が一巡することによるベ

ース効果の剥落や、携帯電話通信料の引き下げ

などの制度要因による影響の剥落により、技術

的に押し下げられる。

（4）�日本、米国共に基本的な金融政策スタンス（日

本は大規模緩和の継続、米国はインフレが完全

に抑制されるまで引締めを継続）は試算期間中

堅持され、日米金利差は期間中拡大する。

（5）�物価高対策として政府による追加的各種政策支

援が秋以降23年度にわたり実施される。

①中心シナリオ

　22年10－12月期は、ウクライナ情勢や円安による

資源価格や原材料価格の上昇を受け、企業による価

格転嫁が一定程度進展し、コア消費者物価上昇率が

食料品等を中心に年末にかけて一時的に高まるた

め、家計の実質所得及び消費マインドの下押し圧力

となる。しかし一方で、感染症と経済活動の両立が

徐々に進むにつれ、これまで各種政策支援や行動制

限下で積み上がってきた貯蓄等を原資とする旅行・

宿泊などのペントアップ需要の一部顕在化に支えら

れて、消費は緩やかなペースで回復する。22年度末

までにはウクライナ情勢が収束するとともに、金融
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新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

引締めの継続に伴う欧米経済の急減速もあって、23

年度以降は国際商品市況が軟化し、世界的な物価上

昇圧力も弱まっていく。23年度後半にかけて欧米に

おける金融引締めペースも鈍化し、過度な円安は是

正に向かう。このため、ベース効果及び政策要因の

剥落と併せ、物価上昇率は低下傾向となり、消費の

回復を下支えする。企業については、23年度以降は

コスト上昇圧力や供給制約が緩和され、価格転嫁も

徐々に進む一方で、欧米向けをはじめとする輸出の

低迷が収益環境や景況感を下押しすることから、設

備投資は当初計画をやや下回って実施され、賃金引

上げについても消費者物価上昇率をカバーしうる程

度の水準で実現する。このため、22年度の実質経済

成長率は２％弱程度、また23年度の成長率は１％台

前半程度となり、既往最高である2018年４－６月期

の経済水準を回復する時期は24年度前半となる。

②ダウンサイド・シナリオ

　ウクライナ情勢は23年に入っても終息せず、国際

商品市況は更に高騰し、世界的なインフレ亢進を受

けて欧米における金融引締めは継続される。同時に

日米金利差の拡大等を背景とした円安も一段と進行

する。物価上昇圧力が極めて高い状況が続き、企業

による価格転嫁の動きも一定程度進むことから、コ

ア消費者物価上昇率は、ベース効果及び政策要因の

剥落にもかかわらず、23年度も２％を上回る水準と

なる。家計の実質所得の減少及び消費者マインドの

悪化が続くとともに、先行きの不透明感が強まる中、

各種政策支援も大半が貯蓄に回る。また、引き続き

度々感染爆発に見舞われ、政府による行動制限は課

されないものの、高齢者を中心に外出自粛の動きが

強く残ることから、その都度人流が抑制され、ペン

トアップ需要の発現は極めて限定的となるため、消

費の回復は極めて弱いものに留まる。企業について

も、原材料コストの一段の上昇に加え、グローバル・

サプライチェーンの混乱の長期化、金融引締め継続

に伴う欧米経済の後退及び中国経済の回復の遅れに

伴う輸出の減少に加え、国内外の需要の弱さを背景

とした不十分な価格転嫁などにより、収益環境及び

景況感は大幅に悪化する。このため、企業は当初計

図表３　実質GDPの成長シナリオ
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画した設備投資を大幅に手控えるとともに、賃金引

き上げに対しても消極的となり、物価上昇率を下回る

程度でしか実現せず、消費を更に下押しする。22年度

の実質経済成長率は１％台半ば程度、23年度の成長率

も０％台後半程度にとどまり、2018年４－６月の経済

水準を回復する時期は26年度以降にずれ込む。

③アップサイド・シナリオ

　22年10－12月期は、ウクライナ情勢や円安による

資源価格や原材料価格の上昇を受けた企業による価

格転嫁が大幅に進展し、コア消費者物価上昇率が食

料品等を中心に年末にかけて一時的に大幅に高まる

ため、家計の実質所得及び消費マインドの下押し圧

力となるものの、感染症と経済活動の両立の急速な

進展を背景に、これまで各種政策支援や行動制限下

で積み上がってきた貯蓄等を原資とする旅行・宿泊

などのペントアップ需要の顕在化に牽引されて、消

費は堅調に回復する。23年以降は、ウクライナ情勢

の収束や金融引締めに伴う欧米経済の減速に伴って

国際商品市況が軟化し、世界的に物価上昇圧力が弱

まる。併せて、欧米における金融引締めペースも鈍

化することから、外需の悪化は軽微にとどまるとと

もに、日米金利差に起因する過度な円安は是正され

ていく。このため、ベース効果及び制度要因の剥落

と併せて物価上昇圧力は低下し、消費を押し上げる。

企業は、コスト上昇圧力や供給制約の緩和、堅調な

需要を背景とした価格転嫁の進展や、中国経済の回

復による輸出増など、収益環境及び景況感の改善を

背景に、設備投資を計画通り大幅に拡大させるとと

もに、賃金引き上げについても実質賃金の上昇が十

分に担保されうる水準を実現する。このように家計

の所得環境の着実な改善により、23年度にわたり消

費は安定的に回復を続ける。以上のような内需の堅

調な回復に牽引されて、22年度の実質経済成長率が

２％台前半程度となった後、23年度の成長率も１％

台半ば程度となり、23年度後半に既往最高である

2018年４－６月期の経済水準を回復する。

３．民間エコノミストによる景気予測 
　　（2022年10月11日公表）

　以上みてきたとおり、今後の経済情勢をめぐる不

確実性がますます高まる中、民間エコノミストは経

済の先行きについてどのように見ているのだろう

か。公益社団法人　日本経済研究センターが毎月公

表している「ESPフォーキャスト調査」の10月調�

査7�によると、民間エコノミストが見込む四半期実

図表４　民間エコノミストによる予測（GDP成長率：2022年10月時点）

（1） 四半期別実質成長率（前期比年率）の予測 （2）年度予想

（備考）１．公益社団法人　日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査（2022年10月）」により作成。
回答期間は９月27日～ 10月４日。

２．（2）の22年度、23年度の予測は36機関の総平均。

―  50  ―



DIO 2022, 11・12

新たな時代における経済の好循環実現に向けて「2022～2023年度経済情勢報告」（概要①：第Ⅰ部、補論、第Ⅲ部目次）

　連合総研の研究委員会等の委員をはじめ有識者の方々に、経済の好循環実現に向けた課題及び提言について、

マクロ経済学及び労働経済学、雇用労働政策、戦略的人的資源管理、労使関係などの観点から、ご寄稿いただ

いた。

　ご寄稿者は以下のとおり（敬称略）。

吉川　　洋　東京大学名誉教授�「賃金と労働分配率」

齋藤　　潤�　（公社）日本経済研究センター研究顧問�「逆風に立ち向かう日本経済：その現状と政策課題」

太田　聰一　慶應義塾大学経済学部教授�「迫りくる労働力不足時代の足音」

永瀬　伸子　お茶の水女子大学基幹研究院教授�「正規・非正規及び男女格差の現状及びその是正に向けた課題」

仁田　道夫　東京大学名誉教授「法定最低賃金制の動向：派遣最賃をめぐって」

中田　喜文　同志社大学政策学部教授「『ジョブ型雇用』を中心とする雇用システムの見直しの動向」

金井　　郁　�埼玉大学人文社会科学研究科教授　「日本版ディーセント・ワーク８指標の必要性と普及の鍵

－少子高齢社会における『ケアの問題』に着目して－」

藤村　博之　�法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授�「労働組合は異論を唱えることで経営

の質を高める」

大嶋　寧子　�リクルートワークス研究所主任研究員　「未だ低調なリスキリング。先進自治体や企業の実践に

学び、本格的な機会拡大を」

伊丹謙太郎　法政大学連帯社会インスティテュート教授　「地域における支え合い」

第Ⅲ部　経済の好循環実現に向けた課題

質成長率は、平均で2022年７－９月期前期比年率

1.40％と４－６月期同3.5％からは鈍化するものの、

四半期連続でプラス成長となる。10－12月期は同

2.18％となり、その後は概ね１％台前半で推移する

としている。年度の実質経済成長率は、2021年度前

年比2.3％（実績）から22年度同1.92％、23年度同

1.26％と徐々に成長率は低下すると見込んでいる。

なお、名目経済成長率は、2021年度同1.3％（実績）

から、22年度同2.27％、23年度同2.44％と見込んで

いる。

�1��国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、世界の輸出総額に占
める日本の輸出のシェアは1998年の7.0％から21年に3.4％へ低下
した一方で、中国は3.3％から15.1％へ上昇。

�2��25年度のＰＢは2.8兆円の黒字となり、対GDP比では0.5％となる
としている。

�3��財政制度等審議会　「歴史の転換点における財政運営」（令和４
年５月25日）参照。

�4�� 2025年に1947 ～ 49年生まれのいわゆる「団塊の世代」が75歳（後
期高齢者）を迎え、国民の４人に１人が後期高齢者となること
から、医療・介護費を中心に社会保障費が一段と増加すると見
込まれている。

�5��OECD,�“OECD�Economic�Outlook,�Interim�Report－Paying�the�
Price�of�War－”�（September�2022）
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-
outlook/volume-2022/issue-1_ae8c39ec-en

� 6� � IMF,�“World�Economic�Outlook� －Countering�the�Cost-of-
Living�Crisis－”（October�2022�）
https://www.imf .org/en/Publications/WEO/Issues/�
2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022

�7��（公社）日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査」（2022
年10月11日公表）
https://www.jcer.or.jp/esp-forecast-top/forecast�

―  51  ―

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022

