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経済観測：消費増税後の日本経済をどう見るか
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Point
❶  日本経済は緩やかな景気回復を続けており、消費増税後も回復基調は維持される見通しである。
❷  海外生産シフトにより輸出が伸びない構造になったこと、経常収支赤字化への懸念が台頭したこと、

株価が頭打ちとなりアベノミクスへの失望感が出てきたことなどから、一部に景気失速論もみられ
る。だが、これらは景気回復シナリオを崩すものではない。

❸  最近、企業がデフレマインドの払拭を示唆する行動をとり始めていることが観察される。価格転嫁
がしやすい環境が生まれ、企業が多様な価格戦略に挑戦するようになり、価値あるものを高く売る
ための取り組みが活発になってきた。

❹  日銀の異次元緩和は、デフレマインド払拭に間違いなく効果を発揮した。だが、それと引き換えに
大きなリスクを抱え込んだ点も認識する必要がある。

❺  消費増税後の内需の落ち込みを乗り越え、景気拡大が持続するかどうかは、輸出を起点とする好循
環メカニズムが始動するか否かにかかっている。

❻  アベノミクスが導入され、貿易赤字が定着した現在でも、日本の景気を読む上での最重要ポイント
は、輸出の伸びと世界経済の拡大ペースである。

安倍政権の経済政策「アベノミクス」が登場し
て 1 年半が経過した。景気は回復に向かい、デフ
レ脱却の道筋も見えてきた。だが、株価は年初か
ら低迷しており、2014 年 4 月に実施された 17 年
ぶりの消費税増税後の景気を慎重に見る向きもあ
る。本稿では、景気の現状をどのように把握すべ
きかを考察し、先行きを見通す上でのポイントを
まとめてみた。

景気回復局面が続く日本経済
まず、日本の景気局面を把握しておこう。日本

経済は 12 年 10 ～ 12 月期に底入れして以降、緩
やかな景気回復が続いている。実質 GDP 成長率
は 14 年 1 ～ 3 月期まで 6 四半期連続のプラス成
長を続けている。

この間の景気拡大テンポをみると、アベノミク
ス始動当初の 13 年 1 ～ 3 月期は前期比年率 5％近
い高成長だったが、その後徐々に減速し、10 ～
12 月期は同 1％未満の成長率に鈍化した。14 年 1
～ 3 月期は同 5.9％に加速したが、これは消費税
率引き上げ前の駆け込み需要の本格化が主因であ
り、景気の基調が強まったわけではない。14 年 4
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～ 6 月期は駆け込み需要の反動減が出るため、大
幅なマイナス成長が予想されている。

しかし、先行きについては消費増税の影響で景気
後退に陥ると見るとの見方は少なく、14 年度、15
年度も景気回復基調が維持されるとの予測が多い。

図表 1 は、四半期ベースの実質 GDP 成長率の
足取り（実績とエコノミストの予測平均）を示し
たものである。これを見ると、消費増税（5％
→ 8％）後、マイナス成長になるのは 14 年 4 ～ 6
月期の 1 期だけにとどまり、7 ～ 9 月期には前期
比プラスに転じ、景気回復軌道に戻るという予測
になっている。さらに、15 年 10 月からの一段の
消費増税（8％→ 10％）が決定されることを前提に、

15 年 10 ～ 12 月期の成長率は落ち込むものの、や
はりマイナス成長は 1 期のみで、翌 16 年 1 ～ 3
月期には景気回復軌道に戻ると予測している。

消費増税後も回復基調は維持される見通し
安倍政権は消費税率引き上げ後の景気腰折れに

最大級の警戒心を持ち、その回避のために 13 年
度補正予算に基づく経済対策（国費投入額約 5.5
兆円 1）を発動したほか、経済界に異例とも言え
る賃上げ要請を行ってきた。これを受け、日本労
働組合連合会が 4 月 14 日に集計した賃上げ率（定
昇とベアを含む）は 2.18％と昨年から 0.41％ポイ
ントも上昇している。

これらの効果も手伝って、14 年度は、①経済対
策効果で公共投資が高水準を維持すること、②海
外景気持ち直しを背景に輸出が増加し、外需がプ
ラスに転じること、③企業収益改善による設備投
資の増加 2、④雇用・賃金の改善傾向の明確化、
などのプラス材料が見込まれる。このため、消費
増税後も、景気回復基調が保たれると予測できる。

一部で景気失速論が浮上
こうした標準的な景気見通しに対し、今年に

入ってから、巷
ちまた

では一部で消費増税後の景気失速
論が浮上するようになってきた。

景気失速論が出てきた背景と考えられる要因と
しては、①海外生産シフトが進んだため、円安に
なっても輸出数量が伸びてこない構造になったこ
と、②貿易赤字の常態化と月次の経常収支の悪化
を見て、構造的な経常収支赤字化への懸念が台頭
したこと、③消費増税前の駆け込み需要と増税後
の反動減を取り上げるメディア報道を見て、あら
ためて増税の景気への影響が心配になったこと、
④日本の株価が頭打ちとなっているのを見て、ア

1   消費税率が 5％から 8％に上がることで年間約 8 兆円の税収増になる。民間から吸い上げる 8 兆円のマイナスの影響を緩和するた
めに、経済対策で 5.5 兆円を戻す形となる。

2   日銀短観（14 年 3 月調査）では、13 年度下期の全産業ベースの設備投資計画が前年同期比 5.7％増となり、前回調査から 0.9％
ポイント上方修正された（この上方修正幅は 06 年 3 月調査以来 8 年ぶりの高水準）。設備投資計画の修正率は、実際の設備投資
の伸びに 1 年程度先行して動く経験則があることから、これは 14 年度の設備投資が増加するサインと考えられる。
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図表１　 民間予測機関の実質 GDP 成長率見通し
（四半期ベース）

（注）�総平均は42人（機関）。高位は高位8機関平均、低位は低位8機関
平均。図中の予測の数値は総平均。

出所：�実績は内閣府（2014年1～3月期GDP1次速報ベース）、予測は日
本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査（2014年5月調
査）」をもとに作成。

【年度ベース】
（前年度比、％）

実質GDP成長率予測の総平均
2012年度（実績） 0.7�
2013年度（実績） 2.3�
2014年度（予測） 0.72�
2015年度（予測） 1.32�
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ベノミクスへの失望感が出てきたこと、の 4 点が
挙げられる。

しかし、結論を先に言えば、これらはいずれ
も、これまでの日本の景気回復シナリオを崩壊さ
せる要因とは言えない。

要因①：	円安になっても輸出数量が伸びない構造
になった

確かに、円ドルレートが 12 年秋以降 3 割近く
円安となったにもかかわらず、これまでのところ、
輸出の顕著な増加が一向に見られない（図表 2）。
この理由として、海外生産シフトの進展や電気・
電子機器分野の輸出競争力の低下により、円相場
下落による輸出数量押し上げ効果が働きにくい構
造になったことが指摘されている。これらを重く
見て、もはや日本は貿易立国にはなり得なくなっ
たとの声も出始めた。

しかし、上記の要因のために従来よりも輸出が
伸びにくい構造になっていることは確かだが、海
外経済の拡大が続く限り、いずれ輸出は伸びてい
くはずである。いわゆる「J カーブ効果」（円安に
なると、当初は輸出価格に比べて輸入価格の上昇
幅が大きいために貿易収支が悪化するが、その後
は輸出数量の増加によって貿易収支が改善に向か

う現象）は、以前より弱まったとはいえ、消えた
わけではない 3。また、輸出の増加を起点として
景気が浮揚する前向きの循環メカニズムが日本経
済から消えたわけでもない。構造的要因と短期の
景気変動とは分けて考えるべきだ 4。

また、消費増税前の駆け込み需要に備えて今年
3 月まで一時的に国内出荷向けに振り向けられて
いた国内工場の稼働ラインが既に輸出向けに切り
替えられているため、4 月以降の輸出は次第に増
加傾向が鮮明になると予想される。

要因②：経常収支赤字化への懸念
13 年度の経常収支は 7,899 億円と、比較可能な

1985 年度以降で最小の黒字幅に落ち込んだほか
（図表 3）、14 年 1 月の経常収支（季節調整値）は
過去最大の赤字幅を記録した。これらを見て、日
本がいよいよ経常収支の赤字国に転落するのでは
ないかとの声が聞かれるようになった。

しかし、少なくとも今後数年間は、経常収支赤
字が定着するとは考えられない。要因①の項目で
述べた理由で、貿易収支の赤字幅は今後縮小に向
かう見通しである。
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図表 2　実質輸出・実質輸入の推移

出所：日本銀行「実質輸出入」より作成
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図表 3　経常収支の推移

（注）�数値は経常収支黒字額。�第1次所得収支は旧基準の所得収支、第
2次所得収支は旧基準の移転収支に当たる。

出所：財務省「国際収支統計」

3  為替の減価が輸出数量の増加につながるまでに 1 年半～ 2 年の期間がかかるとされている。
4   内閣府の分析によれば、海外生産比率の水準は 12 年度以降、急に高まったわけではなく、マクロ経済的には海外生産シフトが

13 年後半以降の輸出の不振の原因とは考えにくい（内閣府「マンスリー・トピックス　海外現地生産の動向と輸出への影響」14
年 4 月）。
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また、貿易外収支は、サービス収支、第 1 次所
得収支、第 2 次所得収支の合計であるが、このう
ちサービス収支は、製造業の海外進出による「知
的財産権等使用料」収支黒字幅の拡大、訪日外国
人旅行者数の増加による旅行収支の赤字幅縮小等
を受けて、赤字幅の縮小傾向が続く見込みであ
る。さらに、第 1 次所得収支は、13 年度に過去最
大の黒字幅（16 兆 6,596 億円）を記録したが、高
水準の対外純資産が生む配当・利払いなどの受取
金額増加や、海外企業に対する M&A の活発化を
背景とする配当金や出資所得の増加などにより、
今後も黒字の増加が続く見通しである。

貯蓄と投資のバランスから考えても、短期的に
は先行き経常収支黒字は増えそうである。「経常収
支黒字＝家計の黒字＋企業の黒字＋政府の黒字」
であるが、14 年 4 月以降、消費増税で税収が増え
ることで政府の赤字が減少するほか、駆け込み需
要の反動で家計の貯蓄率が上がることで家計の黒
字が増えると見込まれるからである。

以上から、経常収支黒字幅は、14 年度以降、し
ばらくの間は拡大傾向をたどると予想される。

要因③：消費増税が景気に与える悪影響
本稿執筆時点の 14 年 5 月中旬時点で入手でき

る経済統計や政府・日銀によるヒアリングなどか
ら判断する限り、消費増税前の駆け込み需要と 4
月以降の反動減の大きさは総じて事前想定の範囲
内で収まっている。総務省「家計調査」をみると、
今年 3 月には家庭用耐久財（電気冷蔵庫、エアコ
ン等）や寝具類などでは 97 年増税時を上回る大
きさの駆け込み消費が発生したが、全体として想
定の範囲内である。これに伴い、4 ～ 6 月期に相
応に大きな反動減が見られるが、それは全て織り
込み済みの動きだ。この要因に関して従来想定と
変わったことは何も起きていない。

もちろん消費増税は家計の実質所得を減少させ
るから、消費が減り、景気に悪影響があることは

確かだが 5、それは景気を後退させるほどの大き
さではないことは、多くの識者が指摘している。

また、今回は前回 97 年の消費増税時の教訓か
ら、駆け込み需要の発生にもかかわらず、それに
向けた企業の増産は控えめであり、その結果、在
庫率が低水準となっている。このため、消費増税
後の生産調整圧力は限定的と考えられる。

さらに、仮に消費増税が予想以上に景気を悪化
させたとしても、政府は 14 年度予算の前倒し執
行や補正予算によるさらなる追加対策など何でも
講じてくると予想されるため、景気後退やデフレ
への逆戻りは回避されるだろう。

そもそも、要因③が語られる背景には、「97 年
には消費増税で景気が腰折れした」という俗説が
あるが、これは事実誤認である。97 年の実質
GDP の推移をみると、7 ～ 9 月期には駆け込み需
要が出る前の水準を回復しており、その後悪化し
たのはアジア通貨危機と日本の金融危機が主因で
あったことを忘れるべきではない。

要因④：株価頭打ちとアベノミクスへの失望感
日経平均株価の年初来の騰落率は▲ 14％（5 月

19 日現在）と、欧米諸国と比べて出遅れ感が目立
つ展開となっている（図表 4）。日本の株価伸び悩
みの主因は米国金融政策の変化やウクライナ情勢
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図表 4　主要国株価指数の騰落率

出所：各国株価指数をもとに作成

5   内閣府経済社会総合研究所の計量モデルを使って消費税率を 1％引き上げた場合の影響を測定すると、成長率は 0.15％低下し、
物価は 0.74％上がるとされる（出所：小峰隆夫『日本経済論の罪と罰』，2013 年）。
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など外部環境要因とみられるが、政権誕生後 1 年
半がたち、アベノミクスへの関心の薄らぎや期待
の剥落といった要因も影響していると考えられる。

アベノミクスに関しては、第 1 の矢の金融政
策、第 2 の矢の財政政策の効果が徐々に薄れつつ
あることは確かであり、第 3 の矢については今年
6 月に発表される成長戦略第 2 弾が期待はずれに
終わるとの観測が市場では根強く存在する。しか
し、金融政策と財政政策の効果が長続きしないこ
とは以前から分かっていたことだ。また、成長戦
略が市場から辛口の評価を受けるのは今に始まっ
たことではなく、昨年 6 月の成長戦略第 1 弾の際
にも見られた現象である。

ムード先行の日本経済失速論
要するに、要因①～④を理由として一部で浮上

している日本経済失速論は、ムード先行の観念的
な悲観論に過ぎず、根拠に乏しい。

なぜ、こうした悲観論が語られるのか。それは、
市場では変化のない景気シナリオは嫌われるから
であろう。「消費増税後も緩やかな景気拡大持続」
というシナリオが現実になったかどうかが経済指
標で確認できる時期は、7 ～ 9 月期の経済統計が
出そろう 14 年 12 月上旬まで待たねばならない。
常に新規材料と変化を求める市場では、同一シナ
リオが長く続く、凪

なぎ

のような状態は歓迎できない
から、景気変調シナリオが台頭しやすいのである。

根拠薄弱、ムード先行の日本経済失速論に惑わ
されることなく、景気実態を冷静に把握するよう
にしたいものだ。

デフレマインド払拭を示す企業行動
このところ日本経済についての市場の関心は、

消費税率引き上げが景気に及ぼす悪影響と物価の
上昇ペースが日銀の想定通りかどうかの見極めに
集中している。これらの動き次第で日銀の追加金

融緩和の有無や時期の見通しが変わり、株価や為
替に影響を与えるからである。

しかし、目先の景気・物価動向ばかりを追いか
けるのではなく、現在進行中の重要な底流変化に
こそ注目したい。それは企業がデフレマインドの
払拭を示唆する行動をとり始めていることだ。

企業の価格戦略が変化した
今年は 97 年以来 17 年ぶりの消費税率引き上げ

で値上げの春を迎えたが、実は消費増税前の 13
年度下期から、多くの製品・サービスで価格が上
がっている。単に値段だけ上げるのではなく、商
品の質を高めて値上げをする企業が増えている。
また、政府が増税分の円滑な価格転嫁を奨励して
いる中で、増税分と合わせてこれまでの原材料コ
ストや人件費の上昇分を転嫁する動きも見られ
る。そして今のところ、これらの値上げの多くは、
消費者に受け入れられているように見える 6。

一方で、増税後も価格据え置きまたは値下げに
踏み切り、低価格路線を続ける企業もある。この
ように、企業の価格戦略にバラツキが出てきたの
は大きな変化だ（図表 5）。グローバル競争激化を
背景に、企業がそろって値上げを避け、コスト削
減と我慢で乗り切る時代が約 20 年間続いてきた
が、それが今変わりつつある。価格転嫁がしやす
い環境が生まれ、企業が多様な価格戦略に挑戦す
るようになり、価値あるものを高く売るための取
り組みが活発になってきたのだ。

日銀短観（14 年 3 月調査）の販売価格判断 DI
（「上昇」－「下落」）を見ても、大企業の DI は製
造業、非製造業とも上昇傾向にあり、駆け込み需
要の反動減を見込んでいるにもかかわらず、先行
き（3 カ月先）の価格判断が低下していない。こ
れは企業のデフレマインド脱却が本物であること
を示唆している。

6   13 年 11 月に 22 年ぶりの値上げをしたヤクルトの乳酸菌飲料、14 年 2 月に 23 年ぶりの値上げをしたタカラトミーのミニカー「ト
ミカ」は、値上げ後も売り上げは堅調である。
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企業行動転換が不可逆的ならデフレ脱却
こうした中、これまで値下げしかしたことのな

かった若手・中堅社員が初めて値上げ業務を経験
するといった事例が増えている。長らく、縮小均
衡や合理化を進める「後ろ向き、守り」の業務が
中心だった職場に、成長のための「前向き、攻め」
の業務が戻ってきた。このような変化は企業や個
人のデフレマインドの縮小に寄与するに違いない。

同時に、今春は 21 世紀に入ってほとんど死語
になっていたベースアップ（ベア）7 が多くの企
業で復活し、ベアを伴う賃上げを久しぶりに（ま
たは初めて）経験する労働者が増えている。賃上
げの動きは中小企業にも広がっている。帝国デー
タバンクが実施した 14 年度の賃金動向に関する
調査によれば、中小企業のうち 47.6％は賃上げ

（ベアや一時金の引き上げ）を予定しており、この
数字は 07 年の調査開始以来最も高い。

長らく日本人に染みついた「待てば待つほど物
価は下がり、先行き給料は上がらない」という予
想やムードが今大きく変わりつつあり、先行き物
価も賃金も緩やかに上昇すると考える人々が増え
てきた。

上述したようなデフレマインド払拭を示す企業

行動が持続的、不可逆的なものかどうかが、日本
のデフレ脱却の成否のカギといえよう。

デフレの悪循環から抜け出した
日本経済の長期停滞と国際競争の激化を背景

に、日本企業の人件費抑制姿勢が強まり、日本で
は 98 年以降、名目賃金が下落傾向をたどった。
下方硬直的な性格をもつ（つまり下がりにくい）
名目賃金が下落しているのは、先進国では日本だ
けであり（図表 6）、これが日本のデフレの最大の

セクター 社名と製品・サービス 価格設定内容 備考
外食 吉野家　牛丼（並） 280円→300円（7.1％値上げ）

すき家　牛丼（並） 280円→270円（3.6％値下げ）
マクドナルド　ハンバーガー（大半の商品） 1円刻みで増税分を転嫁
ドトール　コーヒーSサイズ 200円→220円（10％値上げ）

サービス ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　大人1日券 6,790円→6,980円（2.8％値上げ）
東京ディズニーランド　大人1日券 6,200円→6,400円（3.2％値上げ）
サンリオピューロランド　大人1日券（平日） 4,400円→3,300円（25％値下げ）
TOHOシネマズ　鑑賞料金 基本料金を据え置き、各種割引料金は100円値上げ
QBハウス　ヘアカット料金 1,000円→1,080円（8％値上げ）

通信 日本郵便　はがき郵便料金 50円→52円（4.0％値上げ）
交通 JR東日本　運賃（渋谷→桜木町：切符） 450円→470円（4.4％値上げ）

JR東日本　運賃（渋谷→桜木町：IC運賃） 450円→464円（3.1％値上げ）
食品 明治　家庭用チーズ 容量を7.5～20％減らし実質値上げ 14年3月から

味の素　調味料「ほんだし」家庭用 約6～7％値上げ 14年1月から
日清食品ホールディングス　カップ麺「ラ王」 リニューアルし、税別価格を約16％値下げ 14年4月7日から

飲料 ヤクルト　乳酸菌飲料「ヤクルト」 税別1本37円→42円（14％値上げ、含有乳酸菌を33％増量） 13年11月4日から
玩具 タカラトミー　ミニカー「トミカ」の定番商品 360円→450円（25％値上げ） 14年2月から
小売 無印良品　大半の商品 税込み価格を据え置き

図表 5　消費税率引き上げに際しての各社の価格設定状況

出所：各種報道・リリース資料をもとに作成

7  本誌本号 24 頁「ちょっと教えて！現代のキーワード」参照。
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図表 6　日米欧の名目賃金の推移

出所：OECDデータベースをもとに作成
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特徴だった。
個々の企業だけをみれば、売上が伸びない中、

コスト削減のため賃金を抑制して利益を確保する
ことは合理的な行動だが、日本中の企業が同じこ
とをすれば、家計の所得が減り、内需が冷え込み、
企業収益も落ち込む。自社だけが賃上げを行えば、
コスト競争力を失うため、それに踏み切れない。

このような「合成の誤
ご

謬
びゅう

」から抜け出すために
は、多くの企業が一斉に賃上げを行うよう誰かが
背中を押す必要がある。今回は、政府がその役割
を果たした。民間企業の賃金は労働市場で決定さ
れるべきもので、政府が企業に賃上げを迫るのは
通常なら適切ではないが、今回は「合成の誤謬」
を抜け出して好循環をつくる突破口を与える政策
として正当化できるのではないだろうか。

異次元緩和の行方
人々のデフレマインドの払拭に大いに貢献した

と思われるのは、アベノミクスの「第 1 の矢」で
ある大胆な金融政策（いわゆる「異次元緩和」）で
ある。異次元緩和を受けて、円安と株高の同時進
行が起き、家計や企業のマインド（先行きの景気
への期待感）が改善した。

ここで今後の金融政策の見通しについて触れて
おきたい。日銀は 14 年 4 月 30 日に発表した「経
済・物価情勢の展望（展望レポート）」で、前年比
2％の消費者物価上昇率という目標を 15 年度にほ
ぼ達成できるとの見通しを示している 8。そして、
現実の経済・物価がこの日銀見通しに沿った形で
推移しているかどうかに着目し、下振れする場合
には機動的に追加金融緩和を行う姿勢を示してい
る。

日銀の強気な見通しに対し、民間エコノミスト
による消費者物価上昇率の予測平均は 14 年度、15
年度とも 1.0％前後にとどまっている（図表 7）。
足元の消費者物価（生鮮食品と消費税増税の影響

を除く）は前年同月比 1.5％近辺まで上がっている
が、ここから先、これが 2％へと上昇することは
困難と民間は考えている。消費増税と物価上昇で
家計の実質所得が減る中、個人消費の減速を通じ
て景気や物価に下押し圧力がかかるためである。

以上を踏まえると、日銀はインフレ目標の達成
を確実にするために、いずれ追加緩和に踏み切る
という観測が今後も市場に残存し続ける可能性が
高い。市場の期待を裏切って追加緩和を見送れば、
アベノミクス下の景気を支えてきた円安・株高の
流れが逆回転し、日銀のインフレ目標達成が困難
になる恐れがある。したがって、日銀は市場の期
待通り、追加緩和を実施せざるを得ないだろう。
政府は消費税率 10％への引き上げを 14 年末まで
に決断するとしており、それを支援するためにも
日銀は今年秋までに追加金融緩和を行う公算が大
きい。

波乱要因としては、先行きの消費者物価上昇
ペースが市場の予想より上振れして、あると思っ
ていた追加金融緩和がなくなるとの観測が強まり、
株価下落と長期金利上昇が起こる恐れがあること
に注意が必要である。

忘れてはならない異次元緩和の「暗黒面」
前述したように、異次元緩和は、根強いデフレ

マインドを払拭することに関しては間違いなく効

8   展望レポートで示された日銀政策委員による消費者物価上昇率（生鮮食品と消費税増税の影響を除く）の大勢見通しは、14 年度
が 1.3％、15 年度が 1.9％、16 年度が 2.1％となっている。

（前年比、％）
2014年度 2015年度 2016年度

日銀
（政策委員見通し中央値） 1.3 1.9 2.1

民間エコノミストの予測平均
（ESPフォーキャスト調査） 0.99 1.05 －

1年後 3年後 5年後
企業（全産業全規模）
（2014年3月調査） 1.5 1.7 1.7

図表 7　日銀、民間エコノミスト、企業の物価見通し

（注）�消費者物価指数の前年比（消費税率引き上げの影響を除くベー
ス）の見通し。

出所：�日銀「経済・物価情勢の展望（2014年4月）」、日本経済研究セ
ンター「ESPフォーキャスト調査（2014年5月）」、日銀短観
（2014年3月調査）より作成。
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果を発揮した。この点を評価して、これまでのと
ころ、アベノミクスは「第 1 の矢」に関しては
100 点満点に近いとの声も上がっている。

しかし、これまでに異次元緩和が日本経済にも
たらした画期的変化は、異次元緩和の光明面（ラ
イトサイド）のメリットであり、実はこれを手に
するのと引き換えに、暗黒面（ダークサイド）の
デメリットである大きなリスクを抱え込んだ点を
認識する必要がある。そのリスクとは、異次元緩
和で日銀が事実上の「中央銀行による財政ファイ
ナンス」9 に踏み込んだことで、日本国債暴落（長
期金利急騰）のリスクが高まったことである。

また、そもそも第 1 の矢（金融政策）と第 2 の
矢（財政政策）は、一種のカンフル剤であり、時
間稼ぎの政策である。これらの景気浮揚効果が出
ているうちに、生産性上昇をもたらす成長戦略を
軌道に乗せ、経済の実力を高めなければ、持続的
成長は実現しない。

財政再建策と成長戦略に本気で取り組むこと

で、異次元緩和の暗黒面（副作用）の発現を回避
することが、日本経済の重大な課題と認識すべき
だ。暗黒面の副作用をうまくコントロールできた
かどうかを見定めるまでは、アベノミクスの第 1
の矢の歴史的な評価を下すことは時期尚早といえ
よう。

景気回復持続のカギは輸出が握っている
安倍政権の誕生と同時に訪れた今回の景気回復

は、景気の持ち直しを最初に牽引したのが個人消
費であった。戦後日本の通常の景気回復パターン
である輸出主導型ではなく、個人消費主導型であ
るという点で、特異な姿の回復といえる。12 年
11 月を底として今日まで続いている今次の景気回
復が、外需主導ではなく消費主導であることは、
四半期ベースの実質 GDP 成長率の需要項目別寄
与度をみた図表 8 の左図からも確認できる。

このような異例の回復を可能にした原動力は、
アベノミクスがもたらした期待の変化、株価上昇

9   政府が国債を際限なく増発して、中央銀行がこれを市場で消化すること。中央銀行が政府に従属してお札を刷っている状態で、
こうなると財政規律や通貨の信認が失われる。

12
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13
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Q 2Q 3Q 4Q
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Q 2Q 3Q 4Q
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図表 8　実質 GDP 成長率の足どり（実績・予測）

（注）数値は実質GDP成長率。2015年10月に消費税率引き上げ（8％→10％）が実施されることを想定。
出所：内閣府経済社会総合研究所「四半期別GDP速報」、2014年第2四半期（2014年度）以降は東レ経営研究所予測。
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に伴う資産効果、消費者マインドの改善などであ
る。さらに、13 年度下期には消費増税前の駆け込
み需要が発生したことも、消費主導の回復を後押
しした。

しかし、安倍政権発足後 1 年半が経過した現
在、資産効果やマインド改善による景気押し上げ
は一巡、一服している。また、消費増税後の物価
上昇の勢いに賃金上昇が追いつかず、家計の実質
所得が減少している中で、消費に景気のけん引役
を期待するのは無理である。

したがって、この先、景気が回復を続けるため
には、今の例外的な回復の姿から、いつもの輸出
主導型の景気回復の姿へと移行することが必要で
ある。つまり、消費増税後の内需の落ち込みを乗
り越え、景気拡大が持続するかどうかのカギは、
輸出が握っている。輸出が持ち直し、「輸出増加→
生産増→設備投資増加・企業収益増加→雇用者所
得増加→個人消費増加」の好循環メカニズムが始
動するか否かが、先行きの景気を読むための最重
要ポイントである。

先行きのリスク要因
日本の景気予測のカギが輸出主導の景気回復実

現の見極めにあるということは、海外景気を見通
すことが日本の景気見通しに直結することを意味
する。これは同時に、日本の景気の最大のリスク
要因は海外経済の変調ということでもある。

国際通貨基金（IMF）は、14 年 4 月に発表し
た最近の世界経済見通しで、14 年の世界経済の成
長率を 3.6％と、13 年に比べて伸び率が 0.6 ポイ
ント加速すると予測している（図表 9）。米国など
先進国が成長を牽引する形で、世界経済は徐々に
力強さを増し、回復範囲も広がっていく見通しで
ある。

現実の世界経済がこの IMF 見通しに沿った形で

推移するかどうかを注視、点検していくことが重
要だ。日本経済の緩やかな景気拡大持続という基
本シナリオに対するリスク要因としては、特に次
の 4 点に留意が必要である。

① 中国経済の急減速（不動産市況の悪化リスク）
② 新興国市場の動揺（米国の出口戦略 10 が新興

国からの資金引き揚げを誘発する懸念）
③地政学的リスクを背景とする原油価格の高騰
④ユーロ高進行等によるユーロ圏景気の失速

むすび
株高・円安を背景に消費主導の景気回復が実現

したことや、貿易赤字の定着で「もはや輸出立国
ではない」との見方が広がったこと、メディアの
関心が消費増税の景気への影響に集中しているこ
となどを背景として、このところ日本経済予測の
視点が内向きになり過ぎているように思う。

本稿で見たように、アベノミクスが導入され、
貿易赤字が定着した現在でも、日本の景気を読む
上での最重要ポイントは、昔と変わらず輸出の伸
びと世界経済の拡大ペースであることを認識すべ
きであろう。

（単位：％）
2012 2013 2014予測 2015予測

前回見通し
からの変化

前回見通し
からの変化

世界全体 3.2� 3.0� 3.6� -0.1� 3.9� -0.1�
先進国 1.4� 1.3� 2.2� 0.0� 2.3� 0.0�
米国 2.8� 1.9� 2.8� 0.0� 3.0� 0.0�
ユーロ圏 -0.7� -0.5� 1.2� 0.1� 1.5� 0.1�
ドイツ 0.9� 0.5� 1.7� 0.2� 1.6� 0.1�
フランス 0.0� 0.3� 1.0� 0.1� 1.5� 0.0�
イギリス 0.3� 1.8� 2.9� 0.4� 2.5� 0.3�
日本 1.4� 1.5� 1.4� -0.3� 1.0� 0.0�
新興国 5.0� 4.7� 4.9� -0.2� 5.3� -0.1�
アジア新興国 6.7� 6.5� 6.7� 0.0� 6.8� 0.0�
中国 7.7� 7.7� 7.5� 0.0� 7.3� 0.0�
インド�* 4.7� 4.4� 5.4� 0.0� 6.4� 0.0�
ASEAN5カ国 6.2� 5.2� 4.9� -0.2� 5.4� -0.2�

図表 9　IMF の経済成長率見通し

（注）暦年ベース。インドは年度ベース。前回見通しは2014年1月時点。
出所：IMF「World�Economic�Outlook,�April�2014」

10   異例の措置として行っていた量的金融緩和策を、経済に悪影響を与えずに撤収させていくための戦略のこと。米国では FRB が
13 年 12 月に量的緩和の縮小を開始し、出口戦略を着々と進めている。
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