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政府の月例経済報告（2016 年 10 月）の判断で
は、「景気は、このところ弱さもみられるが、緩や
かな回復基調が続いている」とされている。この
表現は 2016 年 3 月以降、据え置かれているが、
経済成長率は低成長にとどまっており、回復の実
感は乏しい。

有効求人倍率が 1.38 倍（2016 年 9 月）とバブ
ル期（1991 年 8 月 1.40 倍）以来の高水準を記録
するなど、雇用情勢の改善ぶりは顕著だ。しかし、
景気に配慮して、2017 年 4 月に予定されていた消
費税率 10％への引き上げは 2 年半延期された。さ
らに安倍政権は、内需を下支えするため、事業規

模 28 兆円を超える経済対策を講じており、あた
かも今が景気後退期であるかのような政策対応で
ある。日本銀行は 2013 年に打ち出した 2 年で 2％
を達成するという物価目標が実現できておらず、
2016 年 9 月 21 日、これまでの金融緩和の「総括
的な検証」を発表すると同時に、新たな金融緩和
の枠組みを導入した。

日本経済の現状をどのように理解し、先行きを
どう見通せばいいのか。本稿では、日本経済の今
と先行きを読み解くポイントを 10 個の Q ＆ A 形
式でまとめてみた。

Point
❶	 	日本経済は景気回復が続いているが、その実感に乏しい。雇用指標がバブル期並みに良好な中で、
大型経済対策が打たれ、日銀の金融緩和は新たな枠組み導入により強化された。

❷	 	日本経済の現状をどのように理解し、先行きをどう見通せばいいのか。それを読み解くポイントを
Q＆A形式でまとめてみた。10個の問い（Q）は次のとおり。

	 1．	 最近の日本の景気の足取りと今後の見通しは？
	 2．	 日本経済の成長の牽引役は何か？
	 3．	 景気の浮揚力が乏しいのはなぜか？
	 4．	 景気回復は弱々しいのに、なぜ雇用情勢が際立って良好なのか？
	 5．	 日本のデフレは終わったのか、まだ続いているのか？
	 6．	 日本経済が低成長から抜け出せない理由は何か？
	 7．	 景気回復期なのになぜ大型景気対策が打たれるのか？	今必要な経済政策は？
	 8．	 2016年 9月の日銀の新たな金融緩和の枠組み導入で、金融政策はどう変わったか？
	 9．	 2％のインフレ目標は必要なのか？
	 10．	 2017年度にかけての景気のリスク要因は何か？
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1．		最近の日本の景気の足取りと今後の見通し
は？

まずは、四半期ベースの実質 GDP 成長率の推
移で、景気の足取りを確認しておこう。

日本経済は 2014 年 4 月の消費増税の影響で同
年 4 〜 6 月期、7 〜 9 月期と前期比マイナス成長
になった後、同年 10 〜 12 月期は前期比＋ 0.6％、
2015 年 1 〜 3 月期は前期比＋ 1.2％とプラス成長
に回復した。しかし、輸出と生産の低迷を背景に
2015 年 4 〜 6 月期に前期比▲ 0.5％とマイナス成
長に落ち込んで以降、景気の足踏み状態が続いて
いる。四半期ベースの前期比成長率はこのところ
小幅プラスか小幅マイナス、すなわち横ばい圏内
での推移にとどまっている。2016 年 4 〜 6 月期の
実質 GDP は前期比＋ 0.2％と 2 四半期連続のプラ
スになったものの、まだ足踏み状態を脱したとは
言えない状況だ（図表 1 参照）。

内閣府や日本銀行は、「緩やかな回復基調が続い
ている」という判断を続けており、現局面が景気
拡張期であることは間違いなさそうだ。しかし、
足元の成長テンポは鈍く、「一進一退」と言う方が
実感に合うような景気の足取りとなっている。

先行きの見通しについては、景気は力強さに欠
けるものの、足踏み状態を脱して緩やかな回復軌
道をたどるというのが標準シナリオである。2016

年中は、在庫調整圧力の持続や円高による企業収
益下押しなどを背景に、成長ペースが前期比年率
ゼロ％台にとどまるが、2017 年入り後は多少成長
テンポが上がり、前期比年率 1％前後の成長ペー
スになりそうだ。

東レ経営研究所の予測では、2016 年度の実質
GDP 成長率は 0.7％、2017 年度は 1.0％になる見
通しだ（図表 2）1。

ただし、これは標準シナリオであり、海外発の
リスクが顕在化した場合にはこれよりも成長率が
下振れする可能性があるので、注意が必要だ（10
で後述）。

2．日本経済の成長の牽引役は何か？
上述のように、日本経済は 2016 年度下期、

2017 年度と緩やかな景気回復が続く見通しである
が、成長の牽引役は不在の状態が続きそうだ。

先行きの景気の押し上げ要因としては、①企業
収益堅調を背景とした設備投資の増加、②世界経
済の緩やかな回復を背景とした輸出の増加、③雇
用 ･ 所得環境の改善に支えられた個人消費の堅調、
④補正予算による公共投資の実施、などが挙げら

		（前年度比、％）
2013年度
（実		績）

2014年度
（実		績）

2015年度
（実		績）

2016年度
（予		測）

2017年度
（予		測）

実質GDP 2.0 △0.9 0.8 0.7 1.0
個人消費 2.3 △2.9 △0.2 0.6 0.8
民間住宅投資 8.8 △11.7 2.4 5.4 △0.3
民間企業設備投資 3.0 0.1 2.1 0.4 1.3
公共投資 10.3 △2.6 △2.7 3.0 4.7
財貨・サービスの純輸出（寄与度） △0.5 0.6 0.1 △0.1 △0.0

財貨・サービスの輸出 4.4 7.9 0.4 △0.5 1.8
財貨・サービスの輸入 6.8 3.4 △0.0 0.0 1.9

名目GDP 1.7 1.5 2.2 1.0 1.1
GDPデフレーター △0.3 2.4 1.4 0.3 0.1
鉱工業生産 3.2 △0.5 △1.0 △0.4 1.3
消費者物価［生鮮食品を除く総合］ 0.8 2.8 0.0 △0.1 0.7
（消費税要因を除く） （0.8） （0.8） （0.0）（△0.1） （0.7）

完全失業率（％） 3.9 3.5 3.3 3.1 3.0
円レート（円／ドル） 100.0 109.8 120.1 103.0 101.5
米国実質GDP成長率（暦年） 1.7 2.4 2.6 1.5 2.3
中国実質GDP成長率（暦年） 7.7 7.3 6.9 6.5 6.4

図表 2　2016・2017 年度の日本経済見通し

出所：			実績は内閣府他、予測は東レ経営研究所見通し（2016年9月12日
改訂）

1    本稿執筆時点の予測。最近の予測は、東レ経営研究所が 2016 年 11 月 16 日に発表予定の「日本経済見通し（2016 年 11 月改訂）」
（http://www.tbr.co.jp/report/economy/index.html）をご参照ください。
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図表 1　  四半期ベースの実質 GDP 成長率と 
項目別寄与度（前期比）

出所：内閣府経済社会総合研究所「四半期別GDP速報」
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れる。
しかし、上記の①〜③（設備投資、輸出、個人

消費）の回復力はいずれも緩慢で、弱々しいもの
になりそうだ。その理由は、まず世界経済の回復
テンポが緩慢なためである。IMF（国際通貨基金）
の世界経済見通しによれば、2016 年の世界全体の
実質 GDP 成長率は 2015 年よりも低い 3.1％にな
り、2017 年は緩やかに加速するものの 3.4％にと
どまる見込みである（図表 3）。世界経済の回復テ
ンポが緩やかで、先行き不透明感も強いため、企
業の輸出と設備投資の伸びは小幅にとどまる。ま
た、賃金の伸びが限定的なため、個人消費にも力
強い伸びは見込めない。

このように、外需も民間需要も成長の牽引役に
なりえない状態が続く中で、景気を下支えするの
が政府の経済対策による公共投資である。2016 年
8 月 2 日に閣議決定された経済対策（事業規模約
28 兆円）2 により、日本の GDP 成長率は、2016
年度が 0.1％ポイント程度、2017 年度が 0.3％ポイ
ント程度、押し上げられる見通しだ。

日本経済は外需・民需が力強さを欠く中で、公
需依存の景気回復が続く構図となる。

3．景気の浮揚力が乏しいのはなぜか？
日本経済が景気浮揚力に乏しく、低成長にとど

まっている第 1 かつ最大の理由は、輸出の伸び悩
みにある。アベノミクスの発動によって円ドル
レートが大幅に円安になり（2012 年秋までの 1 ド
ル 70 円台から 2015 年後半には 120 円台へ）、本
来であれば輸出数量が伸び、国内の生産や設備投
資の増加につながるはずだったが、図表 4 に見る
通り、今回は円安になってから 4 年待っても輸出
数量がほとんど増えてこない。

この現象は、世界経済全体の回復の鈍さだけで
はとても説明できない。輸出が伸び悩んでいる背
景には、円安局面でも日本企業の海外生産拡大の
流れが変わらないことがある。最近の製造業企業
の立地の特徴は「地産地消」、すなわち顧客（消費
者）のいる国・市場の近くで製品の開発・生産を
行う傾向が強まっている。為替が円安に戻ったか
らといって、「地産地消」の実現のための海外生産
シフトを止めて国内生産・輸出に切り替える動き
はあまり見られない。さらに、日本企業は海外生
産シフトを進めると同時に、資本財や部品・材料
の現地調達を推進している。このため、かつては
海外生産が増えれば、海外生産拠点向けの資本財
や部材の輸出が増えたが、今回は資本財や部材の
輸出も増えなかったのである。このように、日本
の製造業企業の行動が構造的に変わったことが、
輸出の伸び悩みと国内設備投資の低迷の要因に

（単位：％）
2014 2015 2016予測 2017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 3.4	 3.2	 3.1	 0.0	 3.4	 0.0	
先進国 1.9	 2.1	 1.6	 -0.2	 1.8	 0.0	

米国 2.4	 2.6	 1.6	 -0.6	 2.2	 -0.3	
ユーロ圏 1.1	 2.0	 1.7	 0.1	 1.5	 0.1	
ドイツ 1.6	 1.5	 1.7	 0.1	 1.4	 0.2	
フランス 0.6	 1.3	 1.3	 -0.2	 1.3	 0.1	

イギリス 3.1	 2.2	 1.8	 0.1	 1.1	 -0.2	
日本 0.0	 0.5	 0.5	 0.2	 0.6	 0.5	

新興国 4.6	 4.0	 4.2	 0.1	 4.6	 0.0	
アジア新興国 6.8	 6.6	 6.5	 0.1	 6.3	 0.0	

中国 7.3	 6.9	 6.6	 0.0	 6.2	 0.0	
インド＊ 7.2	 7.6	 7.6	 0.2	 7.6	 0.2	
ASEAN5ヵ国 4.6	 4.8	 4.8	 0.0	 5.1	 0.0	

図表 3　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2016年7月時点。
出所：IMF「World	Economic	Outlook,	October,	2016」

2  同対策の裏付けとなる 2016 年度第 2 次補正予算が 2016 年 10 月 11 日に成立している。
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なっている。
景気浮揚力が乏しい第 2 の理由は、大幅な金融

緩和により実質金利が低下したにも関わらず、国
内の設備投資が増えなかったことである。この背
景には、上述した製造業の構造変化が影響してい
るほか、コーポレート・ガバナンス改革に伴い、
持続的に高水準の ROE が求められる中で、採算性
の低い投資や長期的な観点からの投資を実行しに
くくなっていることが影響している可能性がある。

第 3 の理由は、家計部門における消費性向の低
下である。通常、家計（勤労者世帯）の実質可処
分所得が増加すれば、それに伴い消費が増えるが、
今回は可処分所得が伸び悩んでいることに加え、
実質可処分所得に占める実質消費の割合である消
費性向が大きく低下している。2016 年 6 〜 8 月の
構成員 2 人以上の勤労者世帯の平均消費性向（季
節調整値）の平均は 69.7％で、2015 年平均（73.7％）
より 4％ポイントも下がっている。このため、可
処分所得が伸びても、消費が伸びにくい構造に
なっており、これも景気浮揚力の鈍さの一因と
なっている。

消費性向が低下した背景には、先行き不透明感
の強まりで財布のヒモが固くなったことのほか、
2016 年度から厚生年金の支給開始年齢が引き上げ
られた（男性で 61 歳から 62 歳へ）のを受けて、
50 歳代の家計が節約して貯蓄に回す動きが強まっ
たことが影響していると考えられる。

4．		景気回復は弱々しいのに、なぜ雇用情勢が
際立って良好なのか？

景気回復の足取りが重い中で、雇用情勢は目覚
ましい改善を続けている。

有効求人倍率はほぼ一本調子で改善を続け、
1.38 倍（2016 年 9 月）に達している。過去の景
気拡大局面では、有効求人倍率はピーク時でも
1.2 に達しない場合が多かったことを考えれば、

今回は 2016 年に完全雇用の域を超えて、人手不
足の状態に入っていると考えられる（図表 5）。

内閣府の景気循環日付によれば、前回の景気の
谷は 2012 年 11 月とされているから、景気拡大期
に入ってわずか 3 年ちょっとで完全雇用が実現し
たことになる。

景気の浮揚力が弱い中で、こんなに早く完全雇
用が実現した背景は、高齢化に伴う労働供給減少
にある 3。日本の生産年齢人口（15 〜 64 歳の人
口）は 1995 年をピークにずっと以前から減少局
面に入っているが、最近になって急に人手不足に
なった理由は、団塊世代（1947 〜 49 年生まれ）
の引退の結果が大きい。日本全体で消費する人口
が生産する人口を上回る傾向が強まることで、人
手不足時代が訪れたと考えられる。これは景気循
環に伴うものではなく、構造的な変化と受け止め
る必要がある。

もちろん雇用情勢の著しい改善自体は喜ばしい
ことであるが、今の日本経済の回復の姿を注意深
く見ると、手放しで喜べる回復形態とは言えない。

どういうことかと言えば、企業は人手不足への
対応として、女性や高齢者を中心に非正規雇用を
増やすことで乗り切った 4。相対的に賃金の低い
非正規雇用が増えたため、雇用者全体の平均賃金
の上昇は抑えられている。この結果、人手不足下

3  早川英男『金融政策の「誤解」』（2016 年）がこの点を明解に指摘している。
4    この結果、生産年齢人口が減る中にあって、労働力人口は 2012 年の 6,555 万人から 2015 年には 6,598 万人と増加している。労

働力人口とは、「15 歳以上で、労働する能力と意思をもつ者の数（就業者と完全失業者の合計数）」を指す。
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図表 5　有効求人倍率と完全失業率の推移

出所：		総務省「労働力調査」、厚生労働省「職業安定業務統計」により
作成。季節調整値。
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でも賃金がそれほど上昇していない。2013 年度か
ら 2015 年度にかけて実質 GDP がほとんど増加し
ていない中で、就業者数が 66 万人増えたため、
2015 年度の就業者 1 人当たりの実質 GDP は 2013
年度対比で▲ 1.1％減っている。つまり、GDP が
あまり増えない中で雇用指標が顕著に改善した背
景には生産性の低下があると考えられ、これはあ
まり誇れる話ではない。

急速な人口減少局面にある日本にとって理想の
成長パターンは、労働力の絶対数の減少を生産性
の上昇によってカバーして成長する姿であるが、
現状はこの形ではない。

5．		日本のデフレは終わったのか、まだ続いて
いるのか？

15 年以上続くデフレから脱却すべく、日本銀行
は 2013 年 1 月に物価安定の目標を消費者物価上
昇率で 2％と定め、これを実現するため、同年 4
月に「量的・質的金融緩和」（いわゆる異次元緩和）
を導入した。

この金融緩和が功を奏し、実施 1 年後には消費
者物価は 1.5％（消費税の影響を除くベース）ま
で上昇した。しかし、その後、① 2014 年央以降
の原油価格の下落、②消費増税後の需要低迷、③
新興国経済の減速とそれに伴う金融市場の混乱、
という 3 つの外的要因が逆風となって、消費者物
価は低下してしまった。消費者物価（生鮮食品を
除く総合、以下コア CPI）は、2015 年 5 月以降、
前年比ゼロ近傍で推移するようになり、2016 年 2
月以降は前年比マイナスでの推移が続き、マイナ
ス幅が徐々に拡大、2016 年 9 月のコア CPI は前
年比▲ 0.5％となっている（図表 6）。

日銀が算出している消費者物価総合（除く生鮮
食品・エネルギー、以下コアコア CPI）を見ると、
2015 年 4 〜 12 月は前年比 1％台前半で推移して
いたが、2016 年入り後は徐々に低下し、16 年 9
月は同 0.2％とプラス幅が縮んでいる。

東レ経営研究所の予測では、年度ベースのコア
CPI 上昇率は、既往の原油安と円高による輸入物

価下振れの影響で、2016 年度▲ 0.1％、2017 年度
0.7％と、日銀の物価目標（2％）には遠く及ばな
い見通しだ。

日銀は、これまで 2％の物価目標の達成時期を
「2017 年度中」としていたが、2016 年 11 月 1 日
に発表した「経営・物価情勢の展望」（展望レポー
ト）では、「2018 年度頃になる可能性が高い」とし、
達成時期を先送りした。

ところで、日本のデフレは終わったと言ってい
いのだろうか。デフレの定義の国際標準は「持続
的な物価下落」であり、これの定義に照らせば、
既にデフレは終わったと言っていいだろう。消費
者物価指数としてどれを指標にするかにもよるが、
原油価格の大幅下落という要因を除いたコアコア
CPI の前年比を見ると、マイナスを脱してプラス
の推移が定着しているからである。

しかし、現状、デフレ脱却が宣言されたわけで
なく、必ずしもデフレが終わったと認知されてい
ない。その理由としては、①デフレではなくなっ
たものの、2％の目標にはほど遠く、再びデフレに
逆戻りする可能性も捨てきれないこと、②小泉政
権以前の日本ではデフレが「景気後退局面にあり、
物価が下落している状態」と定義されていた経緯
があり、今も景気の善しあしを含めた意味でデフ
レという言葉を使っている人が多い（このため、
本来は物価が上昇基調になればデフレ脱却と認め
るべきだが、景気の足取りが重く足踏み状態にあ
る中ではデフレ脱却と言いにくい事情がある）こ
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図表 6　消費者物価上昇率の推移

（注）消費者物価指数は消費税率引き上げの影響を除く
出所：		総務省「消費者物価指数」、総合（除く生鮮食品・エネルギー）

は日本銀行調査統計局の算出値
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と、などが考えられる。
なお、デフレは取りあえず終わったとはいえ、

デフレマインドは今なお払拭されていない。デフ
レマインドとは、デフレ時代に染みついた、企業
や家計の消極的・防衛的な行動様式や思考法のこ
とである。これが残存しているために、企業は業
績好調下であってもなかなか設備投資の増加や賃
上げの動きが強まらず、家計も財布のヒモを緩め
ず貯蓄に回すことになる。

つまり、デフレからは抜け出したが、日本のデ
フレマインドとの闘いは、まだ道半ばと言える。

6．		日本経済が低成長から抜け出せない理由は
何か？

日本経済は 2012 年 11 月を景気の谷として景気
拡張期に入ってから、もう 4 年が経過した。大規
模な金融緩和策が導入され、景気刺激のための経
済対策が打たれているにも関わらず、日本の成長
率は先進国で最も低い水準にとどまっている（図
表 7）。

このように日本が低成長から抜け出せない理由
は、日本の潜在成長率が極めて低いレベルに低下
しているからである。

潜在成長率とは、中長期的に持続可能な経済成
長率のことである。インフレを起こさずに、現存
する資本ストックや労働力をできるだけ活用した
時に達成できる成長率で、いわばその国の成長の
実力値である。

日銀や内閣府の試算によれば、現在の日本の潜

在成長率は 0％台前半に下がっている。実力が
0％台前半に下がっているため、景気回復のハード
ルも下がっている。これを踏まえれば、2015 年度
の実質 GDP 成長率（0.8％）も 2016 年度の成長
率見通し（0.7％）も、低水準ではあるが、実力か
らすれば出来過ぎなくらいであり、間違いなく景
気回復の領域に達している。世の中では物足りな
い数字と見なされている 2016 年 4 〜 6 月期の成
長率（前期比年率 0.7％）も、実は今の日本の実力
からすれば、まずまずのパフォーマンスと言える。

もし、今の日本経済が実力値である潜在成長率
より低いのであれば、金融緩和や財政出動により
景気を刺激する必要がある。しかし、実際には実
力に見合った成長が実現できている状態であるか
ら、景気刺激のための経済対策が必要な時期では
ない。

もし、今の日本が需要不足で大量の失業者がい
るのであれば、政府が公共事業を増やして、失業
者を雇用し、遊休設備・機械を稼働させて生産を
増やすべきだ。だが、今の日本は完全雇用状態に
あり、有効求人倍率でみれば深刻な人手不足にあ
る。公共事業を増やしても人手不足で工事が進行
しない状況にあり、公共投資追加による景気刺激
策を打つべき時ではない。

重要なポイントは、日本の成長率が低迷してい
る（低成長から抜け出せない）原因は、不況だか
らではないし、景気刺激策が足りないからでもな
いということにある。真の原因は潜在成長率が極
めて低いレベルに下がっていることにある点に気
づくべきだ。潜在成長率を引き上げることこそが、
日本の最重要課題なのである。

7．		景気回復期なのになぜ大型景気対策が打た
れるのか？　今必要な経済政策は？

これまで見たように、日本は低成長ではあるが
景気回復が続いている。労働市場は完全雇用状態
にあり、企業収益もやや頭打ち感が出始めたとは
いえ史上最高益水準にある。本来は景気対策など
不要なはずである。にも関わらず、2016 年度には
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図表 7　主要国の実質 GDP 成長率の推移

出所	：	IMF	「World	Economic	Outlook,	October,	2016」
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事業規模約 28 兆円の大型経済対策が発動され
た。一体なぜなのか。

この背景には、潜在成長率の低下を不況と混同
してしまっていることがある。6 で見たように、
公共投資追加などの景気刺激策では潜在成長率を
引き上げることはできない。それにもかかわらず、
政府に景気対策を待望する声が大きく、実際に公
共投資を中心とする大型の景気対策が講じられて
しまうのは、「今の低成長は潜在成長率の低下が原
因であり、今が不況（景気後退期）だからではない」
という点が理解されていないからであろう。

あるいは、それを分かってはいても、「日本の実
力（潜在成長率）が 0％台前半に下がっていて、
今の成長ペースでも上出来」という現実を直視し
たくなくて、目を背けているという可能性もある。

もしくは、景気刺激策では潜在成長率を引き上
げられないという事実が理解されていないからか
もしれない。日本経済が抱える問題は需要不足で
はなく、潜在成長率の低さという実力不足であ
る。そして潜在成長率を引き上げるために必要な
のは、景気刺激策ではなく、実力をつけるための
成長戦略である。

潜在成長率について論じる場合、一般的に成長
率を、①労働投入量の伸び、②資本投入量の伸び、
③一定の労働と資本の投入からどれだけ多くの付
加価値を生み出せるかを示す全要素生産性（技術
進歩等）の伸び、に分解して考えることが多い。

急速な人口減少が進む日本では①が潜在成長率
低下の主因とされがちであるが、足元では女性や
高齢者の労働参加の高まりで就業者数が増えてい
るから、人口動態要因のせいだけにすることはで
きない。

日本の潜在成長率の底上げのためには、②の資
本投入の面からは、規制緩和の推進を中心とする
成長戦略を加速させること、海外からの投資を促
すことなどが重要である。③の生産性の面からは、
世界のイノベーション環境の変化や第 4 次産業革

命などの潮流変化に対応して、日本企業の競争力
を維持・強化していくこと、成長戦略として人的
資本を高度化していくこと、成長分野への労働力
シフトを推進すること、などが求められる。

このように考えれば、日本が低成長から抜け出
すために必要なのは、アベノミクスの当初の「三
本の矢」の中の「第三の矢」である成長戦略の推
進によって潜在成長率を高めることであることが
理解できるだろう。

8．		2016年9月の日銀の新たな金融緩和の枠
組み導入で、金融政策はどう変わったのか？

2016 年 9 月 21 日、日銀は 2013 年 4 月から黒
田総裁の下で進めた、大胆な金融緩和についての
総括的な検証を行うと同時に、金融緩和強化のた
めの新たな枠組み「長短金利操作付き量的・質的
金融緩和」の導入を決めた。

新しい枠組みでは、長期金利（10 年国債利回り）
を 0％程度に誘導するように国債買い入れを行う
こと、物価上昇率が前年比 2％を安定的に超える
まで金融緩和を継続することなどが決定された。
2016 年 2 月に導入されたマイナス金利政策は維持
されている（日銀当座預金の政策金利残高に適用
するマイナス金利の幅は▲ 0.1％で据え置かれ
た）。従来の年間 80 兆円の国債買い入れ目標は、
長短金利を誘導するためのメドに格下げされた。

この新たな枠組みは非常に複雑で分かりにくい
が、従来の金融政策から大きな変更がなされてい
る。最大の変更点は、金融政策の軸足を「量」か
ら「金利」に変えた点にある。資金供給量（マネ
タリーベース）や国債買い入れ額などの「量」を
拡大させる目標を掲げる今までのやり方に代わり、
短期金利と長期金利を操作目標とする長短金利操
作（イールドカーブ・コントロール）5 を行うこ
ととした（図表 8）。

このように量的緩和から金利政策への移行がな
された理由は、日銀の国債買い入れによる量的緩

5    2 年、10 年、30 年など期間の違う国債をバランス良く買い、短い期間から長い期間までの金利を示す「利回り曲線（イールドカ
ーブ）」が適切な状態になるよう操作するもの。
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和が限界に近づいていたことがある。日銀が従来
のペースで大量の国債購入を続けると 6、いずれ日
銀が国債を買えなくなり、量的目標の達成が困難
になる可能性があった。海外での金融不安などを
受けて、国内金融機関がリスク回避姿勢を強めて
国債保有を増やせば、国債需給が逼迫し、日銀に
よる国債買い入れが困難となる事態が予想された。

また、今回の金融政策の枠組み変更には、従来
の「2％の物価目標を一気に達成する」ための短
期決戦型の戦略から、長期戦に向いた戦略への転
換を行ったという意味合いがある。2％目標達成に
は長い時間を要することが明らかとなった今、効
果と副作用を慎重に見極め、限られた緩和手段を
有効に使う漸進的な戦略に切り替える必要があっ
たと考えられる。

これまで、日銀は 2％の物価目標の早期実現を
約束し、そのために必要になれば躊躇なく追加緩
和を行う姿勢を貫いてきたため、目標達成が遠の
くほど、金融政策決定会合のたびに日銀は次なる
追加緩和策を市場に催促される展開が続いてきた。

しかし、9 月の枠組み変更で「2 年程度」とい
う達成期間の縛りがなくなったことにより、今後
は当面、追加緩和が実施される可能性は小さく
なったと考えられる。量的緩和が限界に近づいて
いるほか、世界最速のスピードで少子高齢化が進
んでいる日本ではマイナス金利政策に対する否定
的な反応が起きやすく、マイナス金利を深掘りす
る余地も限られているためである。日銀は長期戦
の構えに移行したため、今後は物価目標達成に向
けての少々の逆風くらいでは追加緩和に動かない
と思われる。

ただし、大幅かつ急激な円高進行と世界的な株
安が生じた場合には、追加緩和が実施される可能
性が高い。

9．2％のインフレ目標は必要なのか？
日銀の金融政策における 2％のインフレ目標は、

2013 年 1 月に安倍政権と日銀の間で採択された共
同宣言（「できるだけ早期に 2％のインフレ目標を
達成する」）を実現するために導入された。

政府・中央銀行が物価上昇率について一定の範
囲の目標を定め、それに収まるように金融政策を
行う手法はインフレターゲットと呼ばれ、1990 年
代以降、世界でこの手法を採用する国が増えてい
る。もともとは高いインフレ率に苦しむ国が物価
を落ち着かせるために採用する政策だったが、現
在はデフレ懸念に直面する国が緩やかな物価上昇
を起こして経済の安定成長を図る事例が多い。

現在、先進国でインフレ目標を採用している国
は、いずれも 2％程度の物価上昇率目標を設定し
ており、これが日本でも 2％が目標とされた理由
の一つである。

今の日本経済にとって 2％というインフレ目標
は適切なのだろうか。5 で見たように、大規模緩
和を実施しているにもかかわらず、現状では 2％
の物価目標の達成はほど遠い状況であることや、
最近では欧米先進国でもディスインフレが常態化
しており、インフレ率が 2％に届いていない国が
多いことなどから、日本にとって 2％のインフレ
目標は高過ぎるとの見方が少なくない。

しかし、日本の潜在成長率は 0％台前半と非常
に低いため、もし物価上昇率 0％を目標とした金

6    「量的・質的金融緩和」のもとで日銀の国債保有額は増加の一途をたどり、2016 年 10 月 10 日時点で 400 兆円超と、この 3 年半
あまりで約 3 倍に膨張した。国債全体の発行残高に占める日銀の国債保有額の割合は、足元では 3 分の 1 以上とされている。
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図表 8　  短期と長期の金利を操作する 
「イールドカーブ・コントロール」

出所：		日本銀行『目で見る金融緩和の「総括的な検証」と「長短金利操
作付き量的・質的金融緩和』（2016年9月21日）
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融政策を行えば、経済がわずかなショックを受け
ただけで政策金利がゼロに突き当たってしまい、
金利政策の有効性が失われる。このリスクを減ら
すための「のりしろ」として一定のプラスのイン
フレ目標を設定することが必要である 7。

また、米国 FRB や欧州中央銀行など大半の主
要国が 2％程度のインフレ目標を掲げている中で、
日本だけが 0％を目標とすれば、長期的には為替
市場で購買力平価が成り立って、円高が進行する
恐れがある。

以上から、2％はともかく 1％台半ば程度の水準
のインフレ目標を設定することは必要と考える。た
だし、目標設定方法としては、今のようにインフレ
目標をピンポイントの数字で示すのでなく、ある程
度の目標レンジで示すようにした方が、柔軟な金
融政策運営が可能になり、望ましいと思われる 8。

10．		2017年度にかけての景気のリスク要因
は何か？

本稿 1 と 2 で日本の景気見通しについて、外
需・民需は力強さを欠くものの、公需依存で緩や
かな景気回復が続くというのが基本シナリオだと
述べた。

この基本シナリオよりも景気が下振れするリス
クはもちろんある。注視すべきは海外発のリスク
要因である。なぜなら、近年の日本の景気変調の
きっかけは、ほとんどいつも海外要因だからであ
る。景気のアップダウンが最も端的に表れる輸出
と生産の長期推移を注意深く点検すると（図表 9）、
日本の景気が腰折れ・足踏みするきっかけは、ほ
とんどが海外発の要因である。例外は東日本大震
災（天変地異）と消費増税（制度変更）のみである。

日本の景気下振れシナリオとしては、①米国の
利上げをめぐる思惑による金融市場混乱、②英国

の EU 離脱をめぐる先行き不透明感の高まり、③
中国など新興国の成長率低下、④米国経済が減速
して世界の成長の牽引役が不在になるリスク、等
の海外発のリスク要因に警戒する必要がある。

④に関連して念頭に置いておくべきは、米国の
景気拡大局面が終わり、後退期に入る可能性があ
ることである。2009 年 6 月から始まった現在の米
国の景気拡大局面は 2016 年 11 月で 89 カ月（7
年 5 カ月）目を迎えており、景気回復はかなり成
熟している 9。近く景気後退期が訪れても不思議
ではない。

最大の注目点はこれまで米景気を牽引してきた
個人消費の行方だ。雇用情勢の改善を背景に個人
消費の堅調が続くとの見方が多いが、米新車販売
台数が 2016 年に入って伸び悩み、同年 8 月、9 月
と 2 カ月連続で前年割れとなっている点が懸念材
料である。

米国経済の下振れシナリオとしては、利上げに
耐えられないほど米国経済の回復力が弱いケース
も想定されるが、より深刻なリスクシナリオとして
米国の景気後退期入りも念頭に置く必要があろう。

7  早川英男『金融政策の「誤解」』（2016 年）がこの観点からインフレ目標の必要性を強調している。
8    東短リサーチ社長の加藤出氏は、現行の日銀のピンポイントの物価目標について、「これほど厳格なインフレ目標は世界中のどこ

にも見あたらない」「世界では経済環境に合わせインフレ目標や時期を柔軟に見直すのは標準だ」と指摘している（日経ヴェリタ
ス 2016 年 8 月 28 日「異見達見」）。

9    第二次大戦後の米国の景気拡大期間の平均は 58 カ月（4.8 年）、最長の景気拡大期は 1991 年 4 月から 2001 年 3 月までの 120 カ月（10
年）である。一方、米国の景気後退期間は戦後平均で 10 カ月と 1 年に満たない（全米経済研究所（NBER）による）。
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図表 9　輸出と生産の長期推移 （四半期ベース）

（注）シャドーは景気後退期。直近は16年7～9月期。
出所：		日本銀行「実質輸出入」、経済産業省「鉱工業指数」をもとに東

レ経営研究所作成
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