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1― 内需主導で回復する日本経済

内回帰が進みにくいことを意味している。 消費の反動減は比較的短期間で終了する
企業収益の大幅改善を受けて設備投資は

2013年の日本経済を振り返ると、実質

ことが見込まれる。2014 年7-9月期には

徐々に伸びを高めることが見込まれるが、 反動減の影響が薄れていくにしたがい個
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までには時間を要するだろう。
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を通して総じて堅調だったが、大幅な円
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需要の減速を背景に輸入の伸びが低下す
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影響から輸入の高い伸びが続くことが見

予想する。

国内需要の内訳を見ると、雇用・所得

込まれるためである。一方、設備投資が持

◎―注目される賃金動向
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08 ｜ NLI Research Institute REPORT April 2014

買い替えサイクルが長い住宅投資の反
動はしばらく続く可能性が 高いが、個人

因となっていることには留意が必要だが、
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比1.5%、2014 年度が同1.9%、2015 年

の黒字幅は急速に縮小している。2013年

が予想される。

度が同1.7%と予想する。その内訳をみる

10-12月期の経常収支は0.2兆円（季節調
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伸びによるものとなるが、2014 年度以降
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れは回避されるだろう。

小に伴い経常収支は黒字に転換し、その

れる。ここにきて消費者物価上昇率が高

◎―貿易収支、経常収支の見通し

後は緩やかな拡大傾向が続くと予想する。

実となっている。
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全体の伸びに大きく寄与した。
雇用者報酬の伸びは 2013 年度が前年

◎― 物価の見通し

えて、耐久財やサービスなどでも上昇品目

貿易赤字の拡大を主因として経常収支

が目立つようになっており、物価上昇の裾
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実質GDP成長率の推移

コアCPI は 2013 年度末までは1%台前

資料：内閣府経済社会総合研究所「四半期別GDP速報」
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