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アベノミクス「3本の矢」今後の注目点

Point
❶  本稿では、日本の景気の現状を概観した後、安倍政権の経済政策（アベノミクス）の現状とその効

果について整理し、今後の課題や注目点について指摘した。
❷  今回は、通常の景気回復パターンとは違って、企業部門よりも先に家計の消費が回復した。この背

景には安倍政権の政策がもたらした消費マインド改善がある。
❸  アベノミクス効果は「期待」だけでなく、既に実体経済を変えている。
❹  日銀の ｢ 量的・質的金融緩和 ｣ は、レジームチェンジを内外に印象づけ、市場の期待を上向かせる

ことに成功した。「2 年以内に 2％の物価上昇率目標」の達成を信じる者は少ないが、今のところ
日銀のインフレ目標は多くの人に歓迎されている。

❺  一方、日銀は「異次元緩和」の代償として、①長期金利が制御不能になるリスク、②「国が日銀に
借金の肩代わりをさせている」と市場に受け止められる危険性の増大、③今後いざという時に講じ
られる金融政策の手段が乏しくなったこと、といった副作用に対処していくことが必要になった。

❻  「第 2 の矢」の財政政策は、今後「機動的」に減らしていくことが課題となる。信頼に足る財政健
全化策を早急に打ち出す必要がある。

❼  「今後の景気や株価の動向は成長戦略次第」というのはウソである。成長戦略は短期の景気刺激策
でもなければ、市場を喜ばせるためのものでもない。中長期的な潜在成長率を高めることが狙いだ。
日本を「世界で一番企業が活動しやすい国」にするために必要な措置を本気で実行し、企業が日本
における事業展開への自信を強めるような環境づくりを進めるべきだ。

いつもと違う景気回復パターン
安倍政権誕生以来、日本の景気は堅調に推移し

ている。景気ウオッチャー調査（内閣府）によれば、
足元の景況感を示す現状判断指数は 3 月に 57.3 へ
と上昇し、2006 年 3 月に付けた過去最高水準に並
んだ。2012 年春に、海外経済の減速を主因に足踏
み状態（軽い景気後退局面）となった日本経済は、

2012 年 10 〜 12 月期中に底入れし、2013 年 1 〜
3 月期以降は明確なプラス成長に回帰している。

今回の景気回復にはいつもと異なる特徴があ
る。

通常、日本の景気回復の初期は輸出主導の回復
である。輸出の回復を起点として生産が拡大、企
業の設備投資が上向き、企業収益増、賃金増を
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待ってから、家計の消費が伸びるのが普通だ。と
ころが今回は、輸出が回復しないうちに、生産が
先に底入れした（図表 1）。これは、エコカー補助
金終了後の自動車販売の反動などの需要減少に素
早く対応して在庫調整を終えたことが背景にあ
る。海外景気の持ち直しと昨年 11 月以降の円安
を受けて、輸出も 2013 年 4 〜 6 月期以降は持ち
直すと予想される。輸出が上向くことにより、生
産の回復傾向は 4 〜 6 月期以降、さらに鮮明にな
る見通しである。

家計部門が企業部門より先に回復
さらに特徴的なのは、今回は企業部門よりも先

に家計の消費が回復したこと、それも賃金がまだ
増えていないのに消費が予想外の強さを見せてい
る点である。この背景に安倍政権の政策がもたら
したマインド改善があることは間違いない。

安倍政権の経済政策（アベノミクス）は、スピー
ド感あふれる政策発動、巧みなプレゼンテーショ
ンと段取りの良さによって、人々の心理を大きく
改善させることに成功した。このマインド改善は、
金融市場における円安・株高の動きと明らかにリ
ンクしている（図表 2）。

例えば、消費者のマインドを示す指標である消

費者態度指数（内閣府）は、2013 年 1 月以降、そ
そり立つ壁のような角度で急上昇している（図表
3）。全国津々浦々の消費や投資の現場で、人気予
備校教師のテレビ CM での名セリフをまねて「い
つやるか？今でしょ！」と語っておどける人が増
殖しているのは、人々の心理の変化を象徴する現
象だ。過去十数年にわたり、待てば待つほど値段
が下がるデフレの環境に慣れ親しんだ日本人が、

図表 1　鉱工業生産と実質輸出の推移
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出所：経済産業省「鉱工業指数」、日本銀行「実質輸出入」により作成

図表 2　日経平均株価と円ドルレートの推移
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出所：データストリーム

図表 3　消費者態度指数の推移
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（注）	・一般世帯、季節調整値。
	・消費者態度指数は、消費者のマインドを指数化した経済指標。
今後半年間の「暮らし向き」「収入の増え方」「雇用環境」
「耐久消費財の買い時判断」について消費者の意識を調査し指
数化する。50が「良い」「悪い」の1つの目安とされる。

出所：内閣府「消費動向調査」
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潮目の変化を肌で感じ取っていることが、この言
葉を流行語に押し上げた一因と考えられる。

マインドだけでなく実体にも及んでいる
「期待の変化で円安・株高が進み、マインドが改

善しただけで、実体経済は回復していない」とい
う言い方がよくされる。しかし、実は期待の変化
は既に実体にまで及んでいる。期待に反応しやす
い金融資産への投資、宝飾品、高額品の消費だけ
でなく、衣料品、飲食、レジャー関連支出など幅
広い分野の消費が堅調に推移している。

家計調査（総務省）によると、2 人以上世帯の
実質消費支出は前年同月を 5.2％上回り、3 カ月連
続の増加となり、増加率は 9 年 1 カ月ぶりの高い
伸びとなった（図表 4）。5 月 16 日発表された 1
〜 3 月期の GDP（1 次速報）でも、個人消費が足
元の景気をけん引している姿が確認され、期待が
実体を動かしていることが明らかになった（図表
5）。

日本の家計金融資産残高に占める株式の保有割
合は 6.8％、投資信託は 4.0％にすぎない（2012
年末時点、日銀「資金循環統計」による）。このこ
とから、株高で実際に懐が潤った家計以外の家計
も、マインドが改善して消費を増やしていると推

察される。すなわち、株価上昇による資産効果が
個人消費全体を押し上げていると判断できる。

今賃金が上がっていないのは当然
ちまたでは、「アベノミクス効果で景気はよく

なったが、私たちの給料は上がっていない。一体
いつになったら賃金が上がるのか？」「インフレに
なって賃金が上がらないなら、生活は苦しくなる
だけだ」といった不満の声を聞くことが多い。

確かに、安倍政権が異例の賃上げ要請をし、そ
れに呼応した一部企業の動きが大きく報道された
が、今年の春闘を総括すれば、賃上げは特定業種
の一時金にとどまり、基本給の改善にはつながっ
ていない。

しかし、今の景気局面を冷静に考えれば、これ
は当然のことだ。景気は 2013 年初めに回復軌道
に乗ったばかりで、今は回復の初期段階である。
一方、賃金は景気の遅行指数であるから、現段階
でまだ上がっていないのは極めて自然な現象であ
る。

通常、企業業績が改善すると、残業代（所定外
給与）だけはすぐに増えるが、ボーナス（特別給与）
や所定内給与（基本給）が増えるまでには時間が
かかる。とりわけ、所定内給与は一度決めるとな

図表 4　家計の実質消費支出の推移
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図表 5　実質 GDP 成長率（前期比）の推移
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かなか減らせないため、景気回復が持続して経営
者が先行きの業績に自信が持てるようになるまで
は上がらない。近年の日本の景気回復パターンに
当てはめると、所定内給与の上昇は 2015 〜 16 年
になってからと予想される。ただ、今回は安倍政
権がデフレ脱却を掲げ、政府が業績改善企業に対
し積極的な賃上げを呼びかけていることから、早
ければ 2014 年の春闘で一部企業において所定内
給与引き上げの動きが出てくる可能性があるだろ
う。

いずれにせよ、アベノミクスによる賃金への効
果を今年期待するのは性急過ぎよう。来年以降の
賃金動向を注視していくことが必要だ。特に、個
人消費の持続的回復のためには、ボーナスだけで
なく、所定内給与の増加が不可欠であり、その動
向が注目される。

「量的・質的金融緩和」に踏み切った日銀
日銀は 4 月 3、4 日の金融政策決定会合で、「異

次元」と称されるほど大胆な「量的・質的金融緩和」
を導入した。

その内容の柱を要約しておこう。第 1 に、金融
調整目標を従来の無担保コール翌日物という「金
利」からマネタリーベース 1 という「量」に変更し、
このマネタリーベース残高を 2 年間で 2 倍にする
と約束した。

第 2 に、長期国債の買い入れ額の増加と年限の
長期化である。長期金利の保有残高が年間約 50
兆円相当のペースで増加するように買い入れを行
う（この結果、保有額は 2 倍になる）。また、長期
国債の買い入れ対象を全年限に広げ、保有国債の
平均残存期間を現状の 3 年弱から 7 年程度まで（2
倍以上に）延長する。

第 3 に、リスク資産の買い入れ拡大である。

ETF（上場投資信託）、J-REIT（不動産投資信託）
の保有残高がそれぞれ年間約 1 兆円、約 300 億円
のペースで増加するように買い入れを行う。

第 4 に、時間軸に関する表現を改めた。「今後 2
年で消費者物価指数前年比 2％」というインフレ
目標を実現し、それを持続するために、大胆な金
融緩和を必要な時点まで継続すると明言した。

異次元緩和の効果
今回の日銀の金融緩和は、まさにアベノミクス

が「第 1 の矢」として掲げた金融政策を形にした
ものと言える。最大の特徴は、期待の効果を重視
し、期待に働きかけることを一番の狙いとしてい
る点にある。

今回の金融緩和は、日銀が 2％の物価目標達成
に向けた強い姿勢を示すことで、人々の物価上昇
期待を高め、家計が買い控えをやめて消費を増や
し、企業が実質金利低下を背景に設備投資を増や
すことを促進する狙いがある。さらに、金融緩和
強化に伴う円安進行による輸出促進 2 と、株価上
昇による資産効果が支援材料となって、企業収益、
家計所得が増加し、国内需要の拡大につながるこ
とも意図していると考えられる。
「異次元緩和」の発表後に円安が進行し、株価が

上昇したが、これは今回の緩和が市場参加者の予
想を上回る大胆なものだったからで、今のところ
日銀は市場の期待を上向かせることに成功してい
ると言える。

黒田東彦・日銀新総裁は、就任直後に市場の予
想をいい意味で裏切る（ポジティブ・サプライズ
を与える）ことに成功し、市場との対話能力の高
さを世界の市場関係者に見せつけた。日銀の量的・
質的緩和は、レジームチェンジ（体制転換）を内
外に印象づけ、世界の投資家に日本が世界第 3 の

1   金融機関が日銀に預けている「当座預金」と市中に出回っている現金の合計。本誌 17 頁掲載の「ちょっっと教えて！現在のキー
ワード」もご参照ください。

2   円安には原材料価格の上昇による企業収益圧迫、ガソリンや電気料金などエネルギー価格上昇による家計負担増といったデメ 
リットもある。しかし、マクロ景気への影響では、メリットがデメリットを上回っている。内閣府経済社会総合研究所が作成し
ている「短期日本経済マクロ計量モデル」によれば、対ドルで 10％の円安が進行した場合、実質 GDP が 1 年目に 0.19％、2 年
目に 0.38％、3 年目に 0.58％増えると試算されている。
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経済大国という事実を思い出させ、投資対象とし
ての日本に目を向けさせるとともに、リスク志向
の機運を高める役割を果たしたと評価できる。

日銀見通しは予測でなく気合の表明
日銀は、4 月 26 日、黒田総裁就任後初めての「展

望リポート」3 を発表した。注目されるのは、消
費者物価（除く生鮮食品、除く消費税）上昇率の
見通し（中央値）が 2014 年度 1.4％、2015 年度
1.9％と、高めの数字になっている点だ。この日銀
見通しは民間の予測平均（2014 年度 0.5％）より
はるかに高い（図表 6）。

実質 GDP 成長率の見通しも、日銀は 2014 年度
1.4％と強気である。消費税導入前の駆け込み需要
の反動減と消費増税による可処分所得減少に直面
する 2014 年度の成長率は 0.3％にとどまるという
民間予測と比べると、恐ろしく高い数字である。

今回の日銀の物価と成長率の見通しは、予測と
考えると常識的には理解しがたい数字であり、「2
年以内に 2％のインフレ率目標」の実現に向けて
本気で取り組むという日銀政策委員の気合を示し
たものととらえるべきであろう。

主要民間エコノミストの 82％が「日銀の 2 年以
内に 2％」という物価目標を達成不可能と回答し
ている 4。にもかかわらず、今のところ日銀のイ
ンフレ目標は多くの人に歓迎され、支持されてい
る。この背景には、①現実に日銀の目標が達成さ
れれば、2014 年度から 2016 年度の 3 年間に単純
計算で消費税引き上げ分も加えて累計 11％も物価
指数が上がることになる 5 という事実を認識して
いないか、実感が湧かない、②人々は 2％のイン
フレが達成可能かどうかには関心がなく、日銀が
次元の違う金融緩和を宣言し、それを責任を持っ
て実行するための仕組みをつくり、過去の政策と
の断絶を印象づけた点を高く評価している、のど
ちらかと考えられる。

インフレ率2％の世界とは
物価は「経済の体温」のようなもので、経済活

動が活発になると上がりやすく、不況期には下が
りやすくなる。失業率と物価の間にはトレードオ
フの関係がある（失業率が下がると、物価上昇率
が上がる）ことが知られている。縦軸に物価上昇
率、横軸に失業率をとってグラフにすると右下が

図表 6　2015 年度までの経済・物価見通し（日銀と民間）
（前年度比、％）

実質GDP成長率 消費者物価指数
日銀 民間 日銀 民間

2013年度 2.9 2.3 0.7 0.32.1 ～ 3.1 0.4 ～ 1.0

2014年度
1.4

0.3
1.4 0.5

（2.5）0.6～ 1.7 0.6 ～ 1.7
（2.6～ 3.7）

2015年度
1.6

－
1.9

－1.3～ 2.1 0.8 ～ 2.3
（1.5～ 3.0）

（注）・	日銀の見通しは政策委員による見通しの中央値（上段）。下段はそのレンジ。
　　　・	民間の見通しは日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査（2013年4月調査）」に

よる集計結果。
　　　・	消費者物価上昇率は生鮮食品を除くベース。カッコ内は消費税増税の影響を含む数字。
出所：	日本銀行「展望レポート」（2013年4月）、日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査

（2013年4月調査）」

3   日銀が毎年 2 回、4 月と 10 月に発表する「経済・物価情勢の展望」のことで、正副総裁を含む 9 人の政策委員が示す中期的な見
通しが示される。同レポートは日銀の先行きの金融政策運営についての考え方を示す情報発信媒体として重要な役割を果たして
いる。

4  日本経済研究センター「ESP フォーキャスト調査」2013 年 5 月調査による。
5   消費税率の引き上げ（14 年 4 月 5％から 8％へ、15 年 4 月 8％から 10％へ）分がすべて転嫁されたと仮定し、非課税品目の存在

も考慮しない機械的な計算による。
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りの曲線になり、これはフィリップス曲線と呼ば
れている。

日本のフィリップス曲線を描くと、図表 7 のと
おりである。消費者物価上昇率が 2％を超えてい
たのは、直近ではバブル崩壊直後の 1992 年にま
でさかのぼり、同年の失業率は 2.1％だった。
1980 〜 2012 年のフィリップス曲線を前提にすれ
ば、2％の消費者物価上昇率が実現できる失業率は
2.5％程度となる。

つまり、日銀の物価目標達成のためには、現在
4.1％（2013 年 3 月）の失業率が 2 年後には 1.6％
ポイントも下がっていなければならない計算にな
る。

異次元緩和のリスクと副作用
日銀が導入した異次元緩和は、短期的には株価

上昇、円高是正、マインド改善などの効果をもた
らしているが、一方でその代償として、日銀は新
たなリスクと副作用の懸念を抱え込むことになっ
た点に注意する必要がある。

第 1 に、日銀が発行額の 7 割強というあまりに
も多額の国債を買い取ることで、国債価格の健全
な市場機能が失われてしまった。日銀の大量買い

入れによって民間同士の国債の売買が急速に細り、
長期金利が乱高下しやすくなった（現に、異次元
緩和前に 0.5％台だった新発 10 年債利回りは 5 月
23 日、一時 1％台の大台まで急上昇するなど、相
場が不安定になっている）。日銀は今後、長期金利
が制御不能になるリスクの高まりという副作用と
うまく付き合っていくことが必要になった。

第 2 に、日銀が「出口なき国債購入」の道には
まり込み、中央銀行が財政赤字を補てんするよう
にマネーを出すことで、政府が財政赤字を膨らま
せることが可能な仕組みができてしまった 6。今
後、日銀が国債買い入れを停止、もしくは毎月の
購入ペースを緩めるだけで、市場は金融引き締め
に転じたと解釈し、国債価格の暴落につながりか
ねない。このため、際限のない国債購入へと突き
進むリスクが高まり、将来、市場に「国が日銀に
借金を肩代わりさせている（日銀が財政ファイナ
ンスを行っている）」と受け止められる危険性が増
大した。

このリスクが顕在化した場合、長期金利が大幅
に上昇し、国債を大量に保有する金融機関に損失
が生じ、金融システム不安が生じる恐れがあ 
る 7。こうした事態を回避するために、安倍政権

6   従来は、発行済紙幣残高以上に日銀は長期国債を保有しないという「日銀券ルール」があったが、4 月 4 日の政策変更でこれが
撤廃され、日銀の国債買い入れに歯止めがなくなった。このことは、将来的な政府の財政規律への懸念を高める要因となっている。

7   日本銀行『金融システムレポート』2012 年 10 月号によれば、長期金利が 2％ポイント上昇した場合、金融機関に期間収益や有
価証券含み益などのバッファーを超える債券時価損失が発生する結果、Tier1（中核自己資本）比率が大手銀行で▲ 0.5％ポイント、
地域銀行で▲ 1.0％ポイント低下すると試算し、この程度であれば金融システム全体が動揺することはないとしている。

図表 7　消費者物価上昇率と失業率の関係（フィリップス曲線）
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（注）	消費者物価は1989年の消費税導入と1997年の消費税率引き上げの影響を調整した。
出所：総務省「消費者物価指数」「労働力調査」をもとに作成
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は信頼に足る財政健全化策を早急に打ち出す必要
がある。

第 3 に、日銀は従来、小出しの緩和で政策効果
を減じてきたことの反省から、4 月 4 日の緩和で
は、現時点で考えられる措置をすべて発動した形
となった。このため、今後いざという時に講じら
れる有効な手段がほとんど残っていない可能性が
ある点は気がかりである。欧州など海外で金融危
機が再燃して円安・株高の流れが反転した場合、
市場で高まるであろう追加緩和期待に応える手段
が残っているのか。有効な策が打てなければ、黒
田日銀が重視する「期待」の効果を維持すること
が難しくなるだろう。

「第2の矢」財政政策はどうあるべきか
アベノミクスが掲げている「3 本の矢」といえば、

①大胆な金融政策、②機動的な財政政策、③民間
投資を喚起する成長戦略、の 3 つのことである。
「第 1 の矢」については、2013 年 1 月 22 日の金

融政策決定会合での消費者物価上昇率 2％の物価
安定目標の導入により先行しており、4 月 4 日の
日銀の異次元緩和によって、さらなる前進をみた
ことは前述したとおりである。第 1 の矢は、デフ
レ脱却への強い意志を示し、企業や家計に前向き
なムードをもたらすという効果を発揮している。
ただし、それがリスクの高い政策手段を選択した
結果得られたメリットであるという自覚が必要だ。

次に、「第 2 の矢」の財政政策について簡単に
触れておきたい。

安倍政権は 1 月 15 日、総額約 13 兆 1,000 億円
の緊急経済対策を発表し、それを盛り込んだ補正
予算が 2 月 26 日に可決、成立している。弊社で
は、この財政出動による効果で 2013 年度の実質
GDP は 0.5％ポイント押し上げられるとみてい
る。このように、現状は景気対策としての財政政
策が復活したような印象があるほか、自民党が掲
げる「国土強靭化」のための公共投資の増額が注
目されている。

しかし、今後の財政政策については、景気対策

としての追加の財政出動は当面不要である。2013
年度の日本経済は、先に述べた緊急経済対策の効
果に加え、消費税増税前の駆け込み需要、東日本
大震災の復興需要など、政策関連の押し上げ要因
がめじろ押しで、放っておいても高めの成長が見
込まれるためである。

焦点は、消費税率引き上げ後の 2014 年度に景
気刺激策としての財政出動を行うかどうかであ
る。選挙対策としてはともかく、経済政策として
は財政政策ではアクセルを踏むのではなくブレー
キをかけて財政健全化を進めることが必要だ。前
節で指摘したように、第 1 の矢で異次元の金融緩
和に踏み切ったことで、財政健全化への取り組み
が急務になったためである。

したがって、「第 2 の矢」では、財政政策を今
後いかに「機動的」に減らせるかが課題となる。「国
土強靭化」では、人口減少を前提にインフラの「選
択と集中」を進め、広域的な視野から質の高いコ
ンパクトシティの整備等を進めることが望ましい。

「株高の持続は成長戦略次第」はウソ
最後に「第 3 の矢」である成長戦略について論

じたい。
安倍首相は 4 月 19 日、医療分野と女性の就労

促進を軸とする成長戦略の第 1 弾を発表、5 月 17
日にはインフラ輸出の拡大、企業と農業の競争力
強化策、大学改革などを含む第 2 弾を発表した。
さらに 6 月までに、都市の国際競争力を高める国
家戦略特区の創設、規制緩和などを含む第 2 弾、
第 3 弾の成長戦略が出てくる予定だ。

成長戦略に関しては、「アベノミクス効果の持続
性のカギは、成長戦略が握っている」という言い
回しがよく聞かれる。円安・株高を背景としたマ
インド改善に支えられて上向いてきた景気がさら
に改善するか失速するかは、6 月に公表される成
長戦略次第という考え方だ。もっと直接的に、「円
安・株高のいい流れが続くかどうかは、成長戦略
次第」と言う者もいる。しかし、こうした言い回
しや考え方は、実は的外れである。
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その理由は、第 1 に、そもそも成長戦略の役割
は、短期の景気刺激策ではなく、中長期的に日本
の潜在成長率を高め、民需主導の持続的成長を可
能にするための施策であるから、景気への即効性
はない。

第 2 に、2012 年 11 月以降の円安・株高は、ア
ベノミクスによって支えられているわけではな
い。アベノミクスの中の大胆な金融緩和への期待
は円安・株高への局面転換のきっかけを与えたに
すぎない。円安・株高の主因は、欧州債務問題の
改善による投資家のリスク回避行動の緩和、米国
の景気回復期待の高まり、相場の流れが変化する
中で勝ち馬に乗ろうとする傾向（バンドワゴン効
果）、などであると考えられる。日本株だけでな
く、世界中の先進国の株価が上昇していることが
その証拠である。

第 3 に、日本経済にとって必要な成長戦略と市
場が求める成長戦略との間にはズレがある。もし
日本経済にとって最も望ましく的確な成長戦略が
打ち出されても、市場は必ずしも好感しないだろ
う。市場が欲するのは、日本株投資への熱い視線
をサポートするストーリーやシグナル、サプライ
ズなどであり、中長期的な日本経済の姿や将来発
生する副作用やひずみなどに対して市場は無関心
だからである。

以上の理由から、今年 6 月に公表される成長戦
略の内容によって、その後の景気や株価の動きが
決まるなどということは考えられない。

成長戦略で変えるべきは企業の期待
筆者は、成長戦略が重要でないと言っているわ

けではない。成長戦略に目先の景気や株価押し上
げ効果を期待すべきではないと言っているだけで
ある。

金融政策においては、（黒田日銀総裁が 4 月に
実践したように）市場との対話を上手に進めるこ
とが重要で、時として市場にポジティブ・サプラ

イズを与え、期待を変化させることが要求され
る。しかし、成長戦略は、市場の投資家や投機家
を喜ばせることを主目的にしてはならない。日本
を「世界で一番企業が活動しやすい国」（自民党の
政権公約）にするために必要な措置を本気で実行
して、企業が日本における事業展開に対する自信
を強めるような環境づくりを進めるべきである。

成長戦略で狙いとすべきは市場の期待を変える
ことではなく、企業の期待を変えることであろ
う。企業が抱く日本経済の期待成長率を上向かせ、
国内での設備投資と賃金引き上げに対する企業の
自信が深まるような、地に足のついた成長戦略が
打ち出されることを期待したい。

筋のいい成長戦略とは
望ましい（筋のいい）成長戦略は、日本を「世

界で一番企業が活動しやすい国」にするための規
制緩和、企業活動を活発にする民営化、競争促進、
市場開放政策、国民の創造力を高めるための高等
教育の充実などである。

なお、TPP（環太平洋経済連携協定）への参加
は市場開放であり、立派な成長戦略である。安倍
首相が 2013 年 3 月 15 日に記者会見を行い、正式
に TPP への交渉参加を表明したことは、大きな
前進と言える。

一方、成長戦略の名のもとにやらない方がいい
政策は、一過性の需要積み上げ策、将来の需要の
先食い策、衰退産業や失敗産業の延命策などであ
る。これらは、短期的な景気下支えには貢献する
が、中長期的には痛みの増幅、産業の弱体化を招
き、日本経済の成長角度を低下させる恐れがある。

成長戦略は永遠の取り組み課題であり、2013 年
6 月にまとめたメニューで終わりというわけでは
ない。夏の参院選での得票を意識して立ち消え、
先送り、踏み込み不足となった重要な政策課題に
ついては、今後も引き続き、粘り強く導入に向け
ての議論を深めていくことが望まれる。
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