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丸 10 年が経過した今次景気拡大期の振り返り
【要旨】
 7 月 26 日に発表された 4-6 月期の実質 GDP 成長率は前期比年率＋2.1％となった。
1-3 月期（同＋3.1％）の高成長からは減速したものの潜在成長率程度の成長ペース
を維持し、市場予想も上回った。今次景気拡大期はこの 6 月で丸 10 年となりこれ
までの最長である 1990 年台の景気拡大期に並んだ。7 月も景気拡大が続けば過去
最長を更新することになる。
 足元 2019 年 4-6 月期の GDP（金額）を直近の景気の山である 2007 年 10-12 月期と
比較すると、実質 GDP は＋20.7％、名目 GDP は＋45.3％夫々高い水準にある。同
様に実質 GDP の内訳をみると、設備投資と輸出が堅調に拡大している一方、政府
支出と住宅投資は 2007 年 10-12 月期の水準と同程度に止まっている。
 産業別では、実質付加価値について直近の景気の山である 2007 年 10-12 月期から
（統計発表済の）2019 年 1-3 月期までの変化率をみると、「情報通信業」や「鉱
業」が大きく拡大している一方、「建設業」は縮小している。州別の実質 GDP に
ついて同期間の変化率をみると、大きく拡大した 5 州はノースダコタ州、テキサス
州、ワシントン州、ユタ州、カリフォルニア州であり、上位には「情報通信業」や
「鉱業」等からプラスの影響を受け易いとみられる州も散見される。
 今次景気拡大期間の長期化を可能とした背景については、インフレ圧力の弱さや成
長ペースの緩やかな点等が指摘できそうだ。インフレ圧力を抑制してきた要因に
は、「金融危機後の大幅な負の需給ギャップの発生」、「 IT 化・グローバル
化」、「シェール革命による国内原油価格の安定」、「FRB のインフレ目標政策
への信認」等が挙げられよう。産業別・地域別の動向は、今次景気拡大期における
「IT の進展」や「シェール革命」等の実質 GDP 成長率への貢献を示唆している
が、同時にそれらはインフレ圧力の抑制を通じて景気拡大期間の長期化にも少なか
らず寄与してきたと言えそうだ。
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4-6 月期の実質 GDP 成長率は 1-3 月期から減速も、潜在成長率程度を維持
7 月 26 日に発表された 4-6 月期の実質 GDP 成長率（速報値）は前期比年率＋2.1％となっ
た。1-3 月期（同＋3.1％）の高成長からは減速したものの潜在成長率程度の成長ペースを維
持し、市場予想（Bloomberg 集計値：同＋1.8％）も上回った（第 1 図）。
内訳をみると、在庫投資が 4 四半期ぶり、純輸出（輸出－輸入）が 2 四半期ぶりに実質
GDP 成長率に対してマイナスに寄与した一方、個人消費と政府支出は伸び率が加速し成長率
に対する寄与が高まった。
今次景気拡大期はこの 6 月で丸 10 年となり、これまでの最長である 1990 年台の景気拡大
期（10 年）に並んだ（注 1）。7 月も景気拡大が続けば過去最長を更新することになる。
（注 1）米国では独立した非営利団体の全米経済研究所（NBER）が景気の山、谷の日付を特定しており、一般にその
データを用いて景気拡大期間、後退期間が判定されている。このため今次景気拡大期が 10 年続いたかどうかに
ついて、厳密には NBER による判断を待つことになる。

足元の実質 GDP は、直近の景気の山である 2007 年 10-12 月期比＋20.7％高い水準にある
今次景気拡大期が節目の 10 年に達したこともあり、改めてこれまでの経済成長を振り返り
たい。まず、過去 10 年間、即ち 40 四半期の実質 GDP 成長率の平均は前期比年率＋2.3％で
あった。実質 GDP 成長率の平均は、前回の景気拡大期が同＋2.9％、前々回の景気拡大期が
同＋3.8％であるため、今回は緩やかと言える。今次景気拡大期で実質 GDP 成長率が最も
高かった四半期は 2014 年 4-6 月期で同＋5.5％、最も低かった四半期は 2014 年 1-3 月期で
同▲1.1％である。なお、今次景気拡大期でのマイナス成長は、2014 年 1-3 月期に加えて 2011
年 1-3 月期（同▲1.0％）と 2011 年 7-9 月期（同▲0.1％）でもみられている。実質 GDP 成長
率を年次で（景気後退期が終了した 2010 年以降を）みると、最も高かった年は 2015 年と
2018 年で前年比＋2.9％、最も低かった年は 2011 年と 2016 年で同＋1.6％である。
また、足元 2019 年 4-6 月期の GDP（金額）を、直近の景気の山である 2007 年 10-12 月期
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と比較すると、実質値は＋20.7％、名目値は＋45.3％夫々高い水準にある（第 2 図）。これを
実質 GDP を例にとって需要項目別にみると、設備投資（＋35.9％）と輸出（＋32.8％）が堅
調に拡大して 2007 年 10-12 月期比 3 割以上高い水準にある一方、政府支出と住宅投資は同期
比同程度の水準に止まっている（第 3 図）。

産業別の実質付加価値をみると、今次景気拡大期で「情報通信業」や「鉱業」が大きく拡大
次に産業別の動向を確認する。実質付加価値について直近の景気の山である 2007 年 10-12
月期から（統計発表済の）2019 年 1-3 月期（注 2）までの累計変化率をみると、「情報通信業」
（＋76.2％）や「鉱業」（＋62.9％）が大きく拡大している一方、「建設業」（▲11.4％）は
縮小している（第 4 図）。「鉱業」の高い伸びについては、今次景気拡大期の特に前半で注
目されたシェール革命が一因と推察される。
また、実質 GDP 成長率に対する産業別の寄与度を上記期間の平均でみると、「専門・ビジ
ネスサービス」（＋0.32％ポイント）、「情報通信業」（＋0.26％ポイント）等の寄与が大き
めとなっている（第 5 図）。
（注 2）2019 年 7 月 26 日に 4-6 月期の GDP が発表された際、2014 年以降のデータが遡及改定されたが、産業別のデー
タはまだ改定されておらず、直近値は 2019 年 1-3 月期のデータである。なお、産業別データに記載されている実
質 GDP（改定前）の過去 10 年間（2009 年 1-3 月期から 2019 年 1-3 月期まで）の平均成長率は前期比年率+2.2％
である。
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地域別の実質 GDP をみると、今次景気拡大期で「南西地域」や「最西地域」が大きく拡大
次に地域別の動向を確認する（商務省経済分析局による 8 つの地域分類を使用）。実質
GDP について、直近の景気の山である 2007 年 10-12 月期から（統計発表済の）2019 年 1-3 月
期までの変化率をみると、変化率が大きい順に「南西地域」（＋28.6％）、「最西地域」
（＋26.0％）、「ロッキー山脈地域」（＋23.0％）、「中東地域」（＋17.5％）、「平原地域」
（＋15.0％）、「南東地域」（＋12.0％）、「ニューイングランド地域」（＋11.5％）、「五
大湖地域」（＋10.1％）となる（第 6 図）（注 3）。
変化率が最も小さい「五大湖地域」はラストベルトと呼ばれる地域と重なる部分も多く、
2016 年の大統領選挙で注目を集めた州を含むが、このような近年の相対的な成長ペースの低
さが、当該地域で変化を求める声が強まっている一因でもあろう（注

4）

。なお、「名目 GDP

に占める各地域の割合」をもう少し長い時系列で振り返っても、「五大湖地域」の割合の緩
やかな低下傾向が確認できる（第 7 図）。
州別の実質 GDP について同様に上記期間（2007 年 10-12 月期→2019 年 1-3 月期）の変化率
をみると、変化率の大きい 5 州はノースダコタ州（＋60.7％）、テキサス州（＋33.9％）、ワ
シントン州（＋33.5％）、ユタ州（＋27.6％）、カリフォルニア州（＋27.2％）であり、変化
率の小さい 5 州はコネチカット州（▲5.0％）、ワイオミング州（▲4.2％）、ルイジアナ州
（▲0.2％）、ミシシッピ州（▲0.2％）、ネバダ州（＋2.2％）である。上位の州には「情報
通信業」や「鉱業」等からプラスの影響を受け易いとみられる州も散見される。
（注 3）「ニューイングランド地域」には、コネチカット州、メーン州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、
ロードアイランド州、バーモント州が含まれる。「中東地域」には、デラウェア州、コロンビア地区、メリーラ
ンド州、ニュージャージー州、ニューヨーク州、ペンシルバニア州が含まれる。「五大湖地域」には、イリノイ
州、インディアナ州、ミシガン州、オハイオ州、ウィスコンシン州が含まれる。「平原地域」には、アイオワ州、
カンザス州、ミネソタ州、ミズーリ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州が含まれる。「南東地
域」には、アラバマ州、アーカンソー州、フロリダ州、ジョージア州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシシ
ッピ州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州、テネシー州、バージニア州、ウェストバージニア州が含ま
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れる。「南西地域」には、アリゾナ州、ニューメキシコ州、オクラホマ州、テキサス州が含まれる。「ロッキー
山脈地域」には、コロラド州、アイダホ州、モンタナ州、ユタ州、ワイオミング州が含まれる。「最西地域」に
は、アラスカ州、カリフォルニア州、ハワイ州、ネバダ州、オレゴン州、ワシントン州が含まれる。
（注 4）「五大湖地域」に含まれる州の実質 GDP について同期間の変化率を確認すると、ウィスコンシン州が＋13.4％、
オハイオ州が＋12.9％、ミシガン州が＋9.4％、イリノイ州が＋8.2％、インディアナ州が＋8.1％であり、何れの
地域も全米の変化率を下回っている。

今次景気拡大期間の長期化を可能とした背景については、インフレ圧力の弱さや成長ペース
の緩やかな点等が指摘できる
今次景気拡大期間の長期化を可能とした背景については、インフレ圧力の弱さや成長ペー
スの緩やかな点等が指摘できそうだ（注 5）。インフレ圧力を抑制してきた要因には、「金融危
機後の大幅な負の需給ギャップの発生」、「IT 化・グローバル化」、「シェール革命による
国内原油価格の安定」、「FRB のインフレ目標政策への信認」等が挙げられよう。
これまでみてきた産業別・地域別の動向は、今次景気拡大期における「IT の進展」や「シ
ェール革命」等の実質 GDP 成長率への貢献を示唆しているが、同時にそれらはインフレ圧力
の抑制を通じて景気拡大期間の長期化にも少なからず寄与してきたと言えそうだ。
（注 5）インフレ率と景気拡大期間の関係については、1 月 11 日付 Weekly「景気後退が近付いているのか？」を参照さ
れたい。

（2019 年 8 月 5 日
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