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日 本 

2012 年の不況からの日本の回復は、強い輸出の伸び、コンフィデンスや雇用の高まりを背

景とした消費支出、そして設備投資の回復により導かれている。強力な金融刺激策及び財政対

策により支えられている景気拡大は継続すると見込まれている。しかしながら、2014 年及び

2015 年における消費税の引き上げを含む財政健全化は、経済成長を 2014 年に 1½パーセント程

度、そして 2015 年には 1%程度にまで減速させると見込まれている。持続的な回復はインフレ率

を 2%の目標に向けて押し上げることを助ける。 

グロスの公的債務残高が 230%（GDP 比）を超えると見込まれる中、2020 年度までに基礎的

財政収支の黒字といった目標を実現するための詳細かつ信認のおける財政健全化計画は、日本

の財政状況に関するコンフィデンスを維持するために 優先事項となっている。2014 年におけ

る 8%への消費税率の引き上げは財政の持続可能性を実現するための重要な第一歩であり、2015

年における 10%へといった 2 回目の引き上げはそれに続くべきである。2014 年に計画される以

上の追加的な財政刺激策は必要とされる財政健全化を損なうかもしれない。大胆な構造改革を

通じて持続可能な成長を高めることも、拡張的な金融政策と同様、財政状況に取り組むために

必要不可欠である。日本銀行による「量的・質的金融緩和」は、デフレからの明確な脱却を保

証するために、インフレ目標が持続的に実現されるまで続けるべきである。 

 2012 年の不況からの回
復は順調である 
 

  日本経済は、2013 年前半に、G7 諸国の中で も速い、年率 4%

程度で成長した。同期間中の 2 桁の輸出の伸びは、この 1 年間にお

ける 20%の円の減価（実質、貿易ウエイト・ベース）、そして米国

からの強い需要により導かれた。企業のコンフィデンスは、2008 年

の世界金融危機以来 も高い水準にまで上昇しており、設備投資の 

 Japan 

 

1. A survey of workers, such as taxi drivers and shop clerks, whose jobs are sensitive to economic conditions. The index ranges 
from 100 (better) to 0 (worse), with 50 indicating no change. 

2. Diffusion index of ''favourable'' minus ''unfavourable'' conditions. 
3. Large enterprises are capitalised at a billion yen or more and small enterprises at between 20 million yen and a hundred million 

yen. 
4. Except for economy watchers index where there are no projections, numbers for the fourth quarter are companies' projections 

made in September 2013. 
Source: OECD Economic Outlook 94 database; Bank of Japan; and Cabinet Office. 
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 回復を導いている。その一方、雇用の増加は失業率を 4%程度にまで

引き下げ、また賃金の伸びはプラスに転じている。 

 

一時的な財政対策を伴
い、政府は 2014 年に消
費税率を引き上げる 

  順調な景気回復を背景に、政府は、高齢化により増大する社会

支出を賄い、財政赤字を減らすことを助けるために一歩を踏み出

し、消費税率を 2014 年 4 月に 5%から 8%へ引き上げることを決定し

ている。1997 年以来初めてとなる消費税の引き上げは、年間 GDP の

1½ パーセント程度といった追加的な税収を生み出す。税の引き上 

Japan 

 

1. Trade-weighted, vis-à-vis 48 trading partners. Deflated based on consumer price indices. 
2. The Nikkei stock price index averages the price of 225 individual stocks listed on the Tokyo Stock Exchange. The index is 

quarterly. 
3. Corresponds to the OECD measure of core inflation, which excludes food and energy. 
Source: Bank of Japan; and OECD Economic Outlook 94 database. 
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 げは、増税により見込まれる負の影響を和らげるために、5 兆円

（GDP の 1.0%）の財政刺激策により伴われる。12 月に決定される対

策は、公共事業、また低所得者世帯や住宅取得世帯への給付金を含

むことが見込まれている。加えて、日本は、主として設備投資を押

し上げるために 1兆円の減税を行う。 
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更なる財政健全化が必
要とされている 

  政府が、2015 年に 10%へといった 2 回目の消費税率の引き上げ

を行うことを前提とする場合、基礎的財政収支赤字は 2013 年の 9%

（GDP 比）から 2015 年に 5%へと縮小することが見込まれている。

2020 年度までに基礎的財政収支（国・地方）を均衡させるといった

政府目標を実現するためには、それゆえ、歳入を引き上げ、歳出を

抑制するための更なる施策が求められる。さらに、公的債務残高比

率を安定的に低下させていくといった政府目標は、大きな基礎的財

政収支黒字を必要とするであろう。 

 

日本銀行は新しい金融
政策を実施している 
 

  日本銀行は、2 年程度の期間のうちに実現を見込む新しい 2%の

インフレ目標を設け、その実現に向け 2013 年 4 月に「量的・質的

金融緩和」を開始した。2014 年末までに倍増させるといった目標に

沿い、主に国債の買入れ拡大を通じてマネタリーベースは増加して

いる。こうした政策はインフレ期待を引き上げているように見え、

また消費者物価（総合）の上昇率は 2013 年央以来プラスに転じて

いる。日本は為替レートを目標としているわけではないが、高いイ

ンフレ率は、新しい金融政策に関連する円安により主に導かれてい

る。 これは、輸入食料やエネルギーの価格を押し上げている。こ

うした項目を除くと、基調的なインフレ率は依然としてゼロ近傍で

ある。 

 

景気拡大は継続すると
見込まれている  
 

  経済成長は、財政健全化により、2014-15 年に減速するであろ

う。それにもかかわらず、期待される世界貿易の回復に支えられ、

民間国内需要や輸出の伸びが、日本の潜在水準を上回る、2014 年に

おける 1½ パーセント程度、そして 2015 年に 1%程度といった経済

成長を支えると見込まれている。インフレ率 – 消費税の引き上げ

の影響を除く – は 2015 年に 1%程度に達すると見込まれている。 
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国内外に多くのリスク
がある 

  デフレ脱却に向けた進展は力強いが、高い物価が賃金の増加に

よって伴われなければ、それは更に家計のコンフィデンスや民間消

費を弱めることになる。財政健全化を遅らせるいかなる決定も、特

に中央銀行による国債買入れの拡大といった状況の中、金融部門、

財政の持続可能性、そして成長へのリスクを伴い、長期金利の急騰

といったリスクを高めるかもしれない。国外要因については、世界

経済に関連する上方リスクと下方リスクの双方のリスクがある。 

 

 
  

 
 


