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寄  稿 2020年の経済展望
─ 新年を長崎の「飛躍の年」に ─
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平成 4年 4月　日本銀行入行
平成18年 7月　金融市場局企画役
平成21年 7月　国際局企画役
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平成25年 5月　香港事務所長
平成27年 7月　金融機構局国際課長
平成29年 4月　政策委員会室参事役
平成29年 6月　政策委員会室広報課長
令和元年 6月　政策委員会室参事役
令和元年 8月　長崎支店長

日本銀行　長崎支店長　　下　田　尚　人

１．はじめに

　新年あけましておめでとうございます。

　昨年、長崎県経済は、夏場の天候不順や消

費税率引き上げなどの影響を受けましたが、

一年を通して緩やかな回復を続けました。本

稿では、海外の経済情勢と日本経済の動向を

踏まえて、今年の長崎県経済を展望するとと

もに、長崎県経済の中長期的な成長につなが

る最近の動きについて触れたいと思います。

２．海外の経済情勢

　昨年、海外経済は、それまでの減速の動き

が続き、緩やかな成長となりました（図表１）。

　米中貿易摩擦が拡大・長期化したほか、中

国をはじめとする新興国・資源国経済が減速

するなか、世界貿易量や製造業の生産活動が

弱い動きとなり、グローバルな製造業の業況

感も悪化しました（図表２）。一方、良好な

雇用・所得環境を背景に個人消費の増加が続

くもとで、非製造業は総じて底堅さを維持し

ました。

　先行きの海外経済については、各国のマク

ロ経済政策の効果発現や、IT関連財のグロー

バルな調整の進捗などに伴う製造業の持ち直

しを背景に、緩やかに成長率を高めていくと

１．はじめに

２．海外の経済情勢

図表１　海外経済見通し
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想定しています。

　主要地域別に先行きを展望すると、米国経

済は緩やかな拡大を続け、欧州経済は製造業

の持ち直しに伴い、次第に減速した状態から

脱していくと予想されます。中国経済は、米

中貿易摩擦や債務抑制政策の影響を相応に受

けるものの、当局がマクロ経済政策を段階的

に実施するもとで、概ね安定した経路をたど

ると考えられます。その他の新興国・資源国

経済は、一部個別国における下押し要因の剥

落に加え、各国のマクロ経済政策の効果発現

もあって、全体として成長率が高まっていく

と予想されます。

３．日本経済の動向

　昨年、日本経済は、基調としては緩やかな

拡大を続けました。

　海外経済の減速を背景に、中国やNIEs・

ASEAN向けなどを中心に輸出が弱い動きと

なり、それが製造業の生産や企業マインドに

影響しましたが、国内需要が増加したことか

ら、所得から支出への前向きの循環メカニズ

ムは持続しました。

　国内需要のうち、設備投資は、企業収益が

高水準を維持するなかで増加したほか、個人

消費は、消費税率引き上げなどの影響による

振れを伴いつつも、雇用・所得環境の着実な

改善を背景に緩やかに増加しました。雇用者

所得は、労働需給が引き締まった状態が続く

なか、就業者数の増加と賃金の上昇を背景に、

増加傾向をたどりました。なお、昨年の第

４四半期には、海外需要の減速に加え、消費

税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動減、

台風19号の影響から、わが国経済の成長率は

いったん潜在成長率を下回った可能性があり

ます。

　先行きのわが国経済は、当面は海外経済の

減速の影響が続くものの、国内需要への波及

は限定的となり、拡大基調を続けるとみてい

ます（図表３）。

３．日本経済の動向

図表２　世界貿易量と製造業PMI

図表３　日本銀行政策委員の経済見通し
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　すなわち、輸出は、海外経済の成長ペース

の持ち直しが遅れるもとで当面は弱い動きが

続きますが、海外経済の成長率が次第に高

まっていくのに伴い、緩やかな増加基調に復

していくと予測されます。設備投資は、きわ

めて緩和的な金融環境に支えられて、都市再

開発関連やインバウド対応の建設投資、人手

不足に対応した省力化投資、成長分野におけ

る研究開発投資を中心に、緩やかな増加を続

けると見込まれます。個人消費は、消費税率

引き上げの影響からいったん下押しされまし

たが、基調としては、雇用・所得環境の改善

を背景に緩やかな増加傾向を維持すると考え

ています。政府支出は、災害復旧・復興関連

工事やオリンピック関連需要、国土強靭化政

策などが景気を下支えするとみられます。

　以上の内外需要を反映して、いったん潜在

成長率を下回ったわが国経済の成長率は、緩

やかに潜在成長率並みの水準に高まっていく

と見込まれます。潜在成長率の先行きも、政

府の成長戦略の推進やそのもとでの女性や高

齢者による労働参加の高まり、省力化投資や

研究開発などの設備投資の増加や、企業によ

る生産性向上に向けた取り組みが続くなか、

緩やかな上昇傾向をたどるとみられます（図

表４）。

４．長崎県経済の動向

　（2019年の動向）

　上記の経済環境のもと、長崎県経済は、昨

年を通して緩やかな回復を続けました。

　全国と同様、長崎県でも海外経済の減速に

よる影響がみられたほか、消費税率引き上げ

に伴う駆け込み需要の反動減もあって、年末

にかけて景気回復ペースはややゆっくりした

ものになったとみられますが、県内の企業・

家計の両部門において所得から支出への前向

きな好循環は持続しました（図表５）。

　やや詳しくみますと、中国など海外経済の

減速、海外メーカーとの競合等を背景に、県

４．長崎県経済の動向

図表４　潜在成長率

図表５　業況判断D.I（全産業）
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内製造業の受注や生産は前年に比べて減少し

ました。造船や原動機が操業度を引き下げた

ほか、電子部品デバイスの生産の増勢も鈍化

しました。これにより、製造業の業況感は年

後半にかけて低下しました。一方、県内の非

製造業の業況感は、個人消費が底堅く推移し

たほか、高水準の公共投資や民間設備投資に

も支えられ、年末まで比較的しっかりと推移

しました（図表６、７）。

　県内需要のうち、個人消費は、夏場の台風

や大雨など天候不順の影響が全国よりも大き

かったほか、消費税率引き上げに伴う駆け込

み需要と反動減もみられ、振れの大きい展開

となりましたが、良好な労働需給と家計の所

得環境の改善が下支えとなりました。雇用・

所得環境については、一人当たり名目賃金が

増加を続けたほか、県内企業の新卒採用者数

も、2019年度実績見通し、2020年度計画とも

前年度に比べて増加しています（図表８）。

　なお、消費税率引き上げ前の駆け込み需要

は、９月下旬にかけて幅広い品目でみられま

したが、前回2014年４月の引き上げ時と比較

すると、①税率の引き上げ幅が小さかったこ

と（前回は５％→８％の３％ポイント、今回

は８％→10％の２％ポイント）、②政府によ

り家計負担を軽減する各種措置（キャッシュ

レス・ポイント還元、幼児教育・保育無償化

等）がとられたことから、相対的に小さいも

のとなりました。10月以降、駆け込み需要の

反動減がみられていますが、需要は徐々に持

ち直しており、12月に公表した長崎県の企業

短期経済観測調査（短観）でも、消費税率引

き上げを理由に業況判断を引き下げる企業は

図表６　業況判断D.I（製造業）

図表７　業況判断D.I（非製造業）

図表８　新卒採用計画
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みられませんでした。

　観光面では、県内の主要な観光施設の入場

者数、主要な宿泊施設の宿泊者数とも、夏場

には天候不順の影響から減少しましたが、10

月以降は持ち直しました。外国人観光客の動

きをみると、韓国人観光客の来県者数が大幅

に減少し、特に対馬ではその影響が顕著にみ

られました。一方、香港や台湾からの観光客

の県内延べ宿泊者数は前年に比べて増加した

とみられます。「長崎と天草地方の潜伏キリ

シタン関連遺産」の来場者数は、大幅に増加

した一昨年に比べると落ち着いてきましたが、

世界遺産登録以前の時期に比べれば引き続き

高い水準で推移しました。

　公共投資は、九州新幹線西九州ルート関連

工事、JR長崎本線の立体交差事業などの大

型案件、民間設備投資も、維持更新投資や人

手不足を受けた省力化投資のほか、将来の需

要増加を見据えた大型投資がみられ、それぞ

れ高水準となりました。住宅投資も、貸家の

減少が一巡したことや、分譲マンションの供

給増加もあって、全体として年後半には下げ

止まりました。なお、短観でみると、こうし

た高水準の公共・民間投資を背景に、長崎県

では建設業や不動産業の業況感が全国と比べ

ても高い水準で推移しました。

　（今年の長崎県経済の見通し）

　今年も、長崎県経済は緩やかな景気回復を

続けるとみています。

　今年の経済見通しにおける主なポイントは、

①消費税率引き上げ後の反動減から、個人消

費が今後も着実に持ち直していくかどうか、

②世界経済の減速が底打ちし、海外需要がい

つ持ち直してくるか、の２つです。

　これら２つの持ち直しの条件が整えば、長

崎県の景気回復ペースは、全国と足並みを揃

える形で緩やかに高まっていくとみています。

　なお、「平成28年度 長崎県の県民経済計算」

（長崎県）によると、県内製造業のうち、付

加価値ベースでみた構成比が最も高い分野は

電子部品デバイスですが、グローバルなIT

関連財サイクルには底打ちの兆しがみられて

いますので、電子部品デバイスの受注は海外

需要全体よりも早い時期から持ち直してくる

かもしれません。

　一方、リスク要因としては、①米中貿易摩

擦の帰趨、中国を始めとする新興国・資源国

経済の動向など、海外経済を巡る不確実性、

②消費者マインドや雇用・所得環境の動向、

③企業や家計の中長期的な成長期待、などが

挙げられます。②については、今回の消費税

率引き上げ前の需要増の規模が前回に比べて

抑制されていたことに加え、家計の負担額の

増加も小幅であることから、税率引き上げ後

の個人消費への影響も比較的小さいものにと

どまると考えられますが、今後の持ち直しの

ペースはこれらの要因によって変化する可能

性があります。③については、長崎県の場合、

例えば、人口減少や少子高齢化、産業構造変

化に対する不安の一方、新たな産業集積の拡

大、民間企業の投資やイノベーションの動向

などによって、上下双方に変化する可能性が

あります。
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　（長崎県経済の中長期的な成長期待）

　さて、中長期的な観点から長崎県経済を考

える際、人口減少や少子高齢化の影響は深刻

な論点ですが、一方で、長崎県には現在、中

長期的な成長期待の引き上げにつながる前向

きな動きがみられていることを、個人的には

大変心強く思っています。特に興味深いと考

えている３つの動きについて、以下、敷衍し

ます。

　一つ目は、長崎県では今、将来の需要増加

を見据えた、あるいは将来の需要自体を創出

する、大型の民間投資プロジェクトがたくさ

ん動いていることです。昨年11月に発表され

たソニーの半導体工場の能力増強投資を始め、

2022年度の九州新幹線西九州ルート開通を睨

んだ長崎駅ビル建設、周辺の大型ホテルや

サッカースタジアムの建設、航空機部品工場

の建設、五島でのホテルなど各種投資、再生

エネルギーの大型プロジェクトなどが進行中

です。こうした民間投資プロジェクトは、今

後の長崎県経済の成長や雇用創出、交流人口

の拡大につながる可能性があります。

　二つ目は、県外企業の長崎県への進出が増

加していることです。日本経済が息の長い景

気拡大を続けるなか、首都圏や大都市圏では

人手不足感が非常に強く、企業は相対的に労

働需給が緩い地方での人材確保を拡大してい

ます。このため、他の地域でも企業進出の増

加はみられていますが、長崎県では、情報通

信業や高い技術力を要する製造業など、特徴

のある企業群の進出が増えているのが印象的

です。例えば、情報通信分野については、長

崎県立大学の情報システム学部（2016年度開

設）、長崎大学の情報データ科学部（2020年

度開設）での人材育成も今後進みます。長崎

県が現在の経済環境を活かし、今後もさらに

産業集積を広げることができれば、将来、長

崎県の情報通信産業が九州の中で魅力的なポ

ジションを占めることができるかもしれませ

ん。因みに、英紙エコノミストは、情報通信

技術を活用して自分の好きな場所で働く職業

人（location independent workers）が、

2035年までに世界で10億人まで増える可能性

があるとしています。長崎のITが面白いと

の評価が広がれば、海外人材が仕事や休暇で

集まる場所になる可能性もあります。

　三つ目は、地域金融機関の経営統合と広域

ネットワーク化が進んでいることです。これ

らを通じて地域金融機関は、経営を効率化し

て基礎的収益力を高めるとともに、幅広い視

点から、より質の高いサービスを顧客に提供

できるようになる筈です。長崎県や九州では、

こうした動きが他の地域よりも比較的早く進

んでいます。今後、地域金融機関が金融仲介

機能を一段と発揮することにより、地域経済

全体の更なる活性化と成長につながることが

期待されます。

　（結び）

　昨年は、人口の社会減少数では長崎市が２

年連続ワーストワン、という総務省統計が７

月に全国で報じられました。もっとも、年末

にかけては潮目が変わり、長崎が良い意味で

全国的な関心を惹くニュースが増えてきた印
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象があります。IT企業を始めとする県外企

業の進出増加、ソニーの半導体工場の大型投

資、五島でのホテル開発、ローマ教皇の来県、

等々です。

　これらのニュースは、県内の多くの方々の

取り組みの成果のうち、ごく一部にすぎませ

ん。前述の通り、長崎県経済の中長期的な成

長期待につながる動きは他にもたくさんある

ことを考えると、今年は更に、これまでの様々

な取り組みの成果と、それに対する県外から

の関心が広がり、長崎にとって新年が「飛躍

の年」になる予感もしています。

　長崎の飛躍を大いに期待するとともに、今

年が皆様にとって実り多き一年となりますこ

とを心より祈念申し上げます。


