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司会：水野裕司・企画委員（日本経済新聞論

説副委員長） では、時間になりましたので、

きょう2回目になりますが、研究会を始めたい

と思います。 

 「2014年経済見通し」と題しました研究会

のシリーズの4回目です。ゲストには日銀出身

のエコノミストで、現在は富士通総研・経済研

究所のエグゼクティブ・フェローでいらっしゃ

います早川英男さんをお招きしています。 

 早川さんを簡単にご紹介します。昭和52年

に東大経済学部を卒業し、日銀に入られ、主に

エコノミストの畑を歩んでこられました。調査

統計局長、名古屋支店長、理事を経て、昨年4

月から富士通総研のエグゼクティブ・フェロー

に就かれています。 

 経済や金融政策の解説では、明快で、わかり

やすいという定評があります。最初に1時間ほ

ど早川さんにお話をいただいて、その後、質疑

応答という形で進めさせていただきます。 

 では、よろしくお願いいたします。 

 

 早川英男・富士通総研経済研究所エグゼクテ

ィブ・フェロー ただいまご紹介いただきまし

た富士通総研の早川です。よろしくお願い申し

あげます。 

私は、実はこのシリーズにお呼びいただきま

すのは2回目でありまして、7年前に日銀の調

査統計局長のときにお話をしたことがござい

ます。あのときは、たしか政策変更が近いとい

ううわさが流れているころで、悪いタイミング

で大変なところに来てしまったというふうに

思った記憶があります。 

 今回は立場が随分変わりましたので、少し自

由にお話をさせていただきたいと思います。 

 それでは、スライドを用意してございます。

90分ぐらいかかるスライドなのですが、皆さ

んよくご存じの方々なので、当たり前のことは

どんどん飛ばして、1時間ぐらいでお話をした

いと思っております。 

 

3つの矢が束になってこそ 

「2014年の経済展望－アベノミクス、異次

元金融緩和と日本経済－」と題してございます。 

 アベノミクスの「3本の矢」というのは、改

めてご説明するまでもないと思いますけれど

も、ここで1つだけ申しあげておきたいのは、

「3本の矢」というのは、3つの矢が束になっ

て意味がある。まさに毛利元就の言うとおりで

あって、第1の矢、第2の矢というのは、ある

意味で最初にメリットが出てきて、コストを後

で払わなければならないタイプの政策です。 

 その一方で、第3の矢というのは、特に構造

改革を意識すると、最初に何らかの痛みが来て、

それが将来、潜在成長率の高まりといった形で

実を結ぶというタイプの政策です。第1の矢、

第2の矢が効果を発揮しているうちに、時間の

かかる第 3の矢を放つ必要があるということ

がすごく大事だということだけ、最初に申しあ

げておきたいと思います。 

 一方、この中で一番注目を集めたのが大胆な

金融緩和であります。日銀の黒田東彦新総裁が

導入した「量的・質的金融緩和」というのは、

英語では「ＱＱＥ」と言いますが、日本語では

「異次元金融緩和」という呼び方が一般的です。

この辺については、皆さん多分よくご存じなの

で、特にご説明するつもりはございません。 

 そうした異次元金融緩和で一体何が起きた

かということなのですけれども、まず、金融市

場では、一昨年11月の衆議院解散のころから、

金融緩和を先取りして大幅な円安、株高が進行

したということです。 

もちろん、去年の半ばには一時的な調整局面

がありましたし、現在もちょっとまた相場は揺

れていますが、それでも現在の水準というのは、

おととしの秋に比べれば大幅な円安であり、か

つ大幅な株高である。これは明らかだと思いま

す。 

 ただし、この円安、株高が全てアベノミクス

効果かということに関しては異論もあります。

おととしの秋には、欧州情勢の落ちつきとか、

あるいは予想以上の貿易赤字の継続によって、

円高基調の転換は近いという見方がすでに増
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えていました。 

ミニ景気後退からの回復が効いた 

また、後ほど申しあげますけれども、おとと

しのミニ景気後退というのは11月に底を打っ

ていました。ということで、ある意味で、市場

や景気の潮目の変化に乗ることでアベノミク

ス効果というのは大きく増幅された。別の言い

方をすれば、非常にタイミングがよかったとい

うことになろうかと思います。 

 一方、金利のほうですけれども、長期金利は

大幅に低下した後、一旦急上昇しました。ただ

し、昨年の夏以降は、日銀・市場両方の学習効

果で安定していると申しあげていいと思いま

す。 

 もともと欧米の量的緩和というのは、インフ

レ期待を一定に保っておいて国債を買うわけ

ですから、国債の値段が上がる、金利が下がる

ということは当たり前なのですけれども、日本

の場合は、物価上昇を目指すという話になって 

いる以上、むしろデフレ脱却期待が高まれば、

長期金利が上がるのは当たり前ということで

す。 

 ボラティリティが一時高まりましたが、いわ

ゆる非伝統的金融緩和というのは実験的な性

質を持つと考えれば、これもやむを得ないこと

だと思っています。 

 去年の半ば以降、海外金利が大きく上がる中

でも日本の金利は落ちついているのですが、こ

れは 1つは日銀の大量買い入れによるリスク

感覚の麻痺ということ。もう1つはインフレ期

待が十分に高まっていないという 2つの意味

で、ちょっと落ちつき過ぎではないかと思って

います。 

 ご存じだと思いますけれども、ＢＥＩ（ブレ

ーク・イーブン・インフレ率）、物価連動国債

からインフレ期待を逆算するというものです

が、これをみると、10年物で計算すると、イ

ンフレ期待は1％ぐらいになっていて、日銀の

目指す 2％にはなかなか達していないという

ことです。 

さらに、このように金融資産の価格が大きく

動いたわけですけれども、一部で期待されてい

たポートフォリオ・リバランスといった量的な

変化が起こっているかという観点でみると、起

こっていないというのが結論です。 

去年の3月から11月までの銀行のバランス

シートをみると、国債が減って、当座預金が増

えた。すなわち、日銀に国債を売って、当座預

金に積んだというのがほとんどであって、貸し

出しとかはあまり伸びていないという意味で、

いわゆるポートフォリオ・リバランスらしい動

きはほとんどみられていないということにな

ります。 

 以上が金融面の動きですけれども、では、実

体経済、景気のほうはどうだったか。実質ＧＤ

Ｐは、おととしの第4クオーターからことしの

第3クオーターまで、4期連続プラス成長にな

りました。リーマン前のピークにはまだ届いて

いませんけれども、あと一歩まで来たというこ

とであります。 

 去年の7－9月は、年前半の4％成長から1％

強まで減速しましたが、これは4％の年前半が

でき過ぎの反動ですので、特に問題にすること

はありません。 

ただし、これは多分皆さん、ご存じだと思い

ますけれども、先ほど申しあげた景気循環で言

うと、おととしにミニ景気後退、半年ちょっと

の景気後退があったのですが、この谷がおとと

しの11月でした。ということは、アベノミク

スが始まる前から景気がすでに回復局面に入

っていたということでありますので、景気につ

いて言うと、アベノミクス効果以外に自律反転

の要素も実は少なくないということです。 

 最近はさすがにこういう単純な見方の人は

少なくなったとは思いますけれども、一時期、

景気については株高による個人消費の堅調と、

円安に伴う輸出の増加が景気回復のリード役

だという議論がありましたが、これはいずれも

相当怪しいと思っています。 

 個人消費については、素直にグラフをみれば

明らかです。個人消費というのは、リーマン・

ショックや震災のときは落ちていますけれど

も、それ以外は割とずっと堅調でありまして、
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特に安倍政権になって個人消費が大きく加速

したというふうにはみえません。むしろシニア

消費の活発化といった、もう少しロングラステ

ィングなファクターを考える必要があるとい

うことです。 

 確かに昨年前半は好調でしたけれども、日本

では家計の株式保有が少ないですから、資産効

果だけで個人消費が伸びるというのは無理で

す。昨年7－9月は、賃金が上がる前に物価が

上がってしまって、実質賃金はマイナスになり

ましたので、個人消費もかなり減速したという

ことです。 

といっても、雇用情勢は相変わらずいいです

し、もうすでに自動車なんかを中心に駆け込み

も始まっていますので、個人消費自体は全く問

題がありません。 

もうちょっと大きいのは円安の影響なので

す。日本では資産効果の影響が小さいというの

はいつものことです。逆に、日本の場合は、円

安になると輸出が伸びるというのが普通なの

ですけれども、今度は実を言うと、大幅な円安

の割に輸出の伸び悩みが顕著だということで

す。 

確かに去年の秋ぐらいから考えると、ちょっ

と上がっていますけれども、これは去年の夏、

秋というのは、いわゆる世界的なミニ在庫調整

があったわけで、そこからの自律的な戻りの範

囲内であって、グラフを見ていただければ、輸

出がはっきり伸びているという兆候はないで

す。 

そこにも書いておきましたが（資料 7ペー

ジ）、基本的には海外経済の回復テンポ自体が

鈍いということ。それから多少の円安でも日本

企業の海外生産拡大の流れは変わらないとい

うこと。3番目に、電機など一部の産業の国際

競争力の劣化。こういったものが影響している

のだと考えています。 

ただ、正直言うと、私自身は、以上3つの理

由があるので、輸出の伸びは鈍いだろうと随分

前から思っていたのですが、実際には、私が予

想したよりもはるかに輸出の伸びが鈍い。本当

はここをもっとちゃんと説明する必要がある

のですけれども、これをちゃんと説明すると、

多分時間が足りなくなりますので、もしご質問

があれば、後ほどどんなことがあり得るか、お

話をしたいと思います。 

公共投資増で地方が堅調 

ということでありますので、輸出の伸びが鈍

いですから、当たり前ですけれども、鉱工業生

産の伸びも鈍いという状態が続いています。 

では、何が現在の景気を引っ張っているのか

ということになりますと、先ほど申しあげまし

た個人消費の堅調と並んで、実は公共投資の拡

大ということであります。 

公共投資は、このグラフにございますように、

ここ10年ぐらいみると、随分上がったり下が

ったりしています。最初は小泉政権で公共投資

は大幅に減りました。その後、リーマン・ショ

ック後の景気対策で増えました。それから、民

主党政権が登場して、「コンクリートから人へ」

と言って1回減らしたのですけれども、震災が

起こって復興事業が行われ、安倍政権で大型の

補正予算の積み増しが行われて、こんな形で動

いているということであります。足元のところ

ではこの景気押し上げ効果は相当大きいとい

うことです。 

この点、おもしろいのは、日銀短観に地域別

の景況感というのがあって、2006年12月第1

次安倍政権のときですが、景気の流れとして言

うと、いわゆる小泉時代のいざなみ景気のころ

です。圧倒的に景気がいいのは真ん中辺（資料

8ページ）、すなわち関東、東海、近畿。田舎

は悪いというのが特徴です。 

それに比べて今回は押しなべていいのです

が、特にいいのはどこかというと、実は北海道、

東北あたりがいい。すなわち、当時とは随分違

う。当時は輸出主導の景気だったので、都市部

がよかった、地方が悪かった。それに対して、

今回は個人消費プラス公共事業なので、地方の

ほうがむしろいいというのが大きな特徴であ

ります。 

ほかの項目をみても特に悪いのはあまりあ

りません。設備投資も、レベルは低いですけれ
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ども回復基調に来ていますし、住宅投資のほう

は、リーマン・ショックでものすごく落ちた後、

ずうっと上がり基調にあって、最近は消費税前

の駆込みもあって比較的高い水準まで戻って

います。 

ここにお示ししたのは住宅の着工ベースと

いう統計なので、これでみると、そろそろピー

クかなという気はしますが、その後もまだ工事

の進捗は続くということであります。 

一方、物価のほうをみてみますと、消費者物

価は、円安に伴うエネルギー・食料価格の上昇

等を背景にして前年比プラスになっています。

足元のプラス幅は 1％を上回っているという

ことです。 

 最近はエネルギー・食品を除いても前年比プ

ラスになっていて、これは民間の予想よりも物

価の上昇テンポは速いのです。この辺で政府と

か日銀とかは比較的自信たっぷりという感じ

なのですが、そこに一番大きく影響しているの

は、実は薄型テレビとかパソコンの下げ止まり

の影響です。 

 以前は、こうしたハイテク製品というのはず

っと値下がりして、消費者物価を押し下げてい

たのですが、足元は上がっています。 

これはどういうことかというと、こういうハ

イテク製品の競争力を日本の産業が失ってし

まったので、以前は日本が技術革新をして、値

段が下がっていくのが当たり前だったのだけ

れども、これが輸入品になってしまった。そう

すると、円安になると海外から入ってきて、む

しろ物価を押し上げるというふうになってい

るということです。 

そういう意味では、円安にもかかわらず貿易

赤字が拡大してしまうということと、円安によ

る物価上昇効果が、従来考えていたエネルギ

ー・食品でなくて、こういった耐久消費財の世

界まで出てきているというのが最近の大きな

変化であります。 

円安の影響が従来よりも大きくなっている

と考えたほうがいいかもしれません。そうはい

っても、円安を背景とした物価上昇は、賃金上

昇を伴わなければ一過性です。為替が80円か

ら100円になりました。それで物価は上がりま

すけれども、100円のままだと、前年比でみる

とプラスはなくなってしまいますので、持続的

な物価上昇には、やっぱり賃金の上昇が必要で

ある。 

賃金については、ボーナスは、確かに去年の

夏、冬とも上がりましたが、所定内給与はまだ

上昇していないということなので、ＣＰＩ2％

への道のりは、数字は1％上回ってきましたけ

れども、まだ遠いというふうに思っています。 

事実、ＥＳＰ調査という民間エコノミストの

アンケートをみると、いつも大体40人ぐらい

が答えているのですが、2年以内に2％のイン

フレ目標が達成できると答えているのは、常に

1人だけです。誰かというのは大体わかってい

ると言われていますけれども、名前を言うのは

やめておきます。 

アベノミクスで国民心理に明るさ 

一方で、マインド面をみてみると、円安・株

高、それから話はちょっと違うのですが、2020

年の東京オリンピック招致が決まったという

ことで、企業、家計を問わず景況感が大きく好

転しているということです。 

日銀短観でマインドをみますと、足元の変化

だけみると、円安の効果が大きい大企業製造業

の改善が一番大きいのですけれども、レベルを

みると、大企業製造業は、リーマン・ショック

前のピークには全然及んでいません。その一方

で、中小企業非製造業は、実は92年以来、20

年以上ぶりにプラスになったというのが新聞

に書いてあったのを皆さん、ご記憶ではないか

と思います。 

 ということなので、いま、起こっていること

は、先ほど申しあげた地域別も含めて、満遍な

くマインドがよくなっているというのが今回

の大きな特徴であって、これは小泉時代との違

いだということです。 

 結局のところ、経済の長期低迷やデフレで自

信喪失気味だった国民の心理を明るくしたの

がアベノミクスの最大の貢献だったのではな

いかと思っています。 
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 大企業も中小企業も、都市も地方もまあまあ

よくなっているわけですから、あとは賃金が上

がって労働者の給料も増えれば、ほぼみんなハ

ッピーになる、こんな仕掛けになっているとい

うことでございます。 

 そういうことで、第1の矢、第2の矢プラス

東京オリンピック招致成功で国民の心理は大

きく好転しました。その結果、安倍さんは高い

内閣支持率を得ている。これは、私たちは政策

課題を実現するためのポリティカル・キャピタ

ルだと考えていますけれども、これを手にする

ことができたということであります。 

規制改革に踏み込み不足の成長戦略 

 私の考えでは、第3の矢である成長戦略の柱

は、やっぱり規制改革にあると思うわけですが、

中でも農業とか雇用とか医療、こういった政治

的抵抗の強い分野、よく「岩盤規制」と言うわ

けですけれども、これを改革するには大きなポ

リティカル・キャピタルが要るわけです。その

ポリティカル・キャピタルを手にしたという意

味で非常に重要だったと考えています。 

 もちろん、昨年6月に出た「日本再興戦略」

というのは、数値目標の羅列と旧式のターゲテ

ィング・ポリシーが中心だったので、正直言っ

て評判はあまりよくありませんでした。これが

発表されると株価が大きく下がるなどという

ことが起こったわけですが、これはもともと参

議院選挙の直前だったので仕方なくて、大胆な

規制改革は選挙後の成長戦略第 2弾だろうと

いう期待が残ったわけであります。 

ところが、ほぼ無敵状態にあった安倍首相が

打ち出したのは、意外にも消費税率引き上げの

ゼロからの再検証ということでした。 

結局、4月からの8％への引き上げは再確認

されましたけれども、この結果、構造改革を議

論するための絶好のタイミングだった昨年の

夏を空費してしまったと私は理解しています。 

ですから、昨年秋の臨時国会での岩盤規制へ

の挑戦というのは見送られたということです。 

「成長戦略実現国会」とか「実行国会」と言

ったはずなのですが、実際報道で取り上げられ

たのは、秘密保護法案とかそういうのばかりで、

成長戦略の話は一切出てこなかったと思いま

す。 

その過程で消費税引き上げの景気への悪影

響を防ぐということで、5兆円を上回る大型景

気対策が出てきました。 

来年度の予算も放漫型であって、消費増税に

もかかわらず国債の発行はあまり減りません。 

さらに、来年10月の税率10％の引き上げ決

断に対しても、場合によってはさらなる景気対

策が求められる可能性もあると考えています。 

 つまり、私の理解では、アベノミクスの現状

というのは、本来の「3本の矢」から、財政拡

張を金融緩和で支えて構造改革を素通りする

ものへと変質しているのではないかと思うわ

けです。 

 繰り返しになりますけれども、「3本の矢」

というのは、3本が一緒に動いて意味があるわ

けであって、いつまでも1と2の矢を繰り返し

ているというのは非常にまずい状態だと考え

ています。 

 以上が大体これまで起こったことの整理と

いうことであります。 

では、これからどうかという話になると、こ

れは改めて申しあげるまでもなく、今年度の景

気と言えば、当然消費税に注目が集まるわけで

あります。 

よく97年の消費税引き上げが景気後退を招

いて、その後のデフレ経済の始まりにつながっ

たという議論があるわけですけれども、これは

私だけでなくて、もうすでに多くの人が言って

いると思いますが、再確認させていただきます。 

97年に何があったかというと、消費税引き

上げが5兆円だったのですが、それに加えて社

会保障負担が2兆円、定率減税廃止が2兆円、

公共投資削減が4兆円で、計13兆円というこ

とで、実は消費税引き上げをはるかに上回るフ

ィスカル・ドラッグ（財政的な足の引っ張り）

があったということが1点目。2点目は、年央、

5月ぐらいだったと思いますけれども、アジア

通貨危機が始まった。最後に、バブル崩壊後の

不良債権を抱えていた金融システムが、ついに
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国内での金融危機を迎えるに至った。 

この3つのショックが重なった結果、こうな

ったと考えています。ですから、もともと消費

税だけで景気後退が起こったわけではないと

いうことです。 

 これは、言うのは簡単なのですが、どういう

ふうに見せると一番説得的かなというので、一

番簡単に、先ほどもごらんいただいた景気動向

指数を、1回目の消費税引き上げであった 89

年と2回目の97年で比べてみました（資料15

ページ）。 

89年というのは、バブル景気の絶好調景気

と言われたあの時期です。 

この辺で切って左側の夏までのところだけ

を見ると、97年と89年でほとんど区別がつき

ません。要するに、3月ぐらいに駆け込みで上

がって、落ちて、しばらく横ばう。同じです。 

差がついてきたのは実はこの秋からであっ

て、秋ごろというのは、先ほど申しあげたアジ

ア危機の影響、最初タイとかインドネシアで始

まったのが、11月ぐらいには韓国ぐらいまで

広がっていくわけです。そして11月には言う

までもなく国内の金融危機、山一證券、北海道

拓殖銀行の破綻ということが起こったわけで

す。実際、この景気動向指数が激しく落ちてい

くのは11月以降であります。こうしてみてい

ただければ、別に消費税のところで景気が大き

く落ちたわけではないというのが比較的よく

わかるのではないかと思っています。 

国内金融システムは安定 

いまの日本はといえば、確かに海外経済には

依然としてリスクがありますけれども、国内金

融システムは、当時と比べて全く安定している。

大きな違いがあるということです。 

 ということでありますので、私自身は、もと

もと消費税引き上げをそんなに恐れる必要は

なかったと思っているわけですが、そこに大型

景気対策が実施されるわけですから、短期の景

気見通しは、当たり前ですけれども明るいとい

うことであり、来年度も景気回復基調は続くと

考えています。 

ここに、政府、日銀、民間の成長率見通しを

出しておきました。年度で並べると、どうして

も13年度が高くて、14年度が低くなるわけで

す。これは当たり前ですね。駆け込みと反動が

あるわけですから。みんなあまり正確に言わな

いし、本当はよくわからないのですが、多くの

人たちが頭の中で考えているのは、大体ＧＤＰ

の0.5％分ぐらい駆け込みがあって、その反動

があるというイメージなのです、本音を言うと。

そうすると、13年度の成長率というのは0.5％

上がるわけです。 

一方で、14年度の成長率は、0.5下がるので

はなくて、1下がるのです。分母が0.5上がっ

て、分子が0.5下がりますから、成長率は1％

下がる。そうすると、駆け込みと反動だけで

13年度と14年度では1.5％差がついて普通な

のです。 

 そうやってみると、民間の見通しは2.5から

0.8ですから、1.5よりちょっと大きくて、実

力はほぼ等速なのだけれども、やっぱり消費税

上げ自身のマイナス影響も何がしかあるので、

こんなものというのがおそらく民間の見方で

す。 

一方で、政府、日銀は、1％ちょっとしか落

ちませんので、これは実を言うと、むしろ実力

としては14年度のほうが強いのですよという

絵を描いているとみたほうがいいかもしれま

せん。 

ということで、どっちが正しいかはともかく

として、現状、これでもって景気の腰折れと考

える人はあまりいないということです。 

一方で、消費者物価の上昇率が若干プラスで

推移しても、2％のインフレ達成は難しいとい

う見方が一般的であって、当面は賃金が最大の

注目点だということになります。 

ご承知のように、06年から07年にかけて景

気はかなりよかったです。そのころは労働需給

も引き締まって、われわれの言葉でいくと、Ｇ

ＤＰギャップはプラスだったのですけれども、

かつ上場企業の史上最高益が相次いだにもか

かわらず、ベース賃金は上がらなくて、だから

デフレ脱却には至らなかったということです。 
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当時と比べると、常識的に言うと、いま、当

時より賃金が上がりやすい状況かというと、実

はあまりそうではないのですが、まず何といっ

ても 4月には消費税が上がるということがあ

ります。 

2番目には、当時よりも内需がいいのです。

ですから、建設とか外食、マージナルな部分と

言うと怒られますけれども、そういったところ

の労働需給がかなり逼迫しています。 

3番目に、何と言っても賃金引き上げの空気

が広がっているということで、財界にも一部容

認論が出ていますので、多分何がしかの賃上げ、

ベースアップが行われるのではないかなと個

人的には思っています。 

1％程度の賃上げでもデフレ脱却に道筋 

ものすごくラフに言うと、そうはいっても、

2％のインフレ目標達成というと、1％ぐらいの

労働生産性上昇率を想定すると、ベースアップ

が3％ぐらい要るのです。それはいくら何でも

現実的ではないなと思っていて、その一方で、

仮に現在の 1％内外の物価上昇ということで

あれば、ベアは 1％いくかいかないか。一応、

「ことしはベアがあったよ」と言える程度のベ

アがあれば、前の年からの円安の持ち越し分も

あるので、1％ぐらいの物価は維持できると思

っています。という意味で、私はその程度の賃

上げが行われる可能性が高いのかなと個人的

には思っているということです。 

 きのう、たまたま日経新聞にちょっと出てい

たので、若干補足しておきますと、私はこれま

での日本経済というのは、ある種のデフレ均衡

の状態にあったと考えています。 

 例えばデフレスパイラルというのは起こり

ませんでしたよね。要するに、物価下落幅がど

んどん速くなっていって、景気もどんどん悪く

なっていくということは起こりませんでした。 

 その一方で、15年間も、さっき言った06年

とか07年みたいにかなり景気のいいときにも

デフレを脱却できなかった。ということは、デ

フレは、いい状態という意味ではなくて、ある

種の安定的な状態という意味での「均衡」だっ

たと考えられると思います。 

 ここから先、経済理論の話は少し省略します

けれども、仮にデフレ均衡だったと考える。要

するに、複数均衡の状態だったと考えると、現

在は、ある種の「コーディネーション・フェー

リア」の状態にあるというのが、一応理論的に

想定される世界なのです。それはどういうこと

かというと、1人だけでは抜け出せない。みん

なで「せーの」と動かないと、そういうデフレ

均衡、コーディネーション・フェーリアから脱

却できないというのが一応経済理論としてあ

って、そうすると、「せーの」というのは、誰

かが声をかけなければいけないのです。 

ですから、一般論として言うと、そもそも政

府が企業の賃金交渉に口出しをするというの

は決していいことではないと考えるわけです

が、こういう局面に限って言うと、誰かが「せ

ーの」と言ってあげる必要があって、「せーの」

と声をかけるのが政府であるというのは、それ

はそれであっていいのではないかと思ってい

るということだけ申しあげておきます。 

 では、海外経済のほうをみてみましょう。正

直言って海外経済にはまだまだリスクがあり

ます。 

まず、比較的いいほうから申しあげると、ア

メリカです。アメリカは、住宅バブル崩壊後、

数年間にわたって長い不況を経験してきたわ

けでありますが、家計のバランスシート調整も

大体終わりました。要するに、家計の借金過剰

も大体終わりました。住宅市場の調整も大体終

わったので、ある意味で、おととし、去年ぐら

いで住宅バブル崩壊の後遺症は大体癒えてき

ているということだと思います。 

財政緊縮が米経済の成長を緩慢に 

そういう意味では、ファンダメンタルズがよ

くなっているのですが、後始末という話があっ

て、1つは、言うまでもなく、景気がよくなっ

ていくプロセスでは、大幅に財政赤字を増やし

ました。したがって、財政政策の正常化をして

いくということがあるわけですが、例えば去年

について言うと、意図した財政緊縮と意図せざ
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る財政緊縮が重なってしまいました。意図した

財政緊縮というのは、当たり前です、激しくや

ってきた財政政策の正常化というのは当然や

らなければいけないことなのですが、それに加

えて、民主党と共和党が、どこの歳出を減らす

のか、どこの税金を増やすのかというところで

対立してしまったために、必要以上の財政緊縮

が起こったということ。政府窓口の閉鎖など、

皆さん、ご記憶だと思いますけれども、そうい

うことがあって、それが成長テンポを緩慢なも

のにさせていたということだと思います。 

 ただし、その影響は、ことしに入れば徐々に

緩和していく。したがって、常識的に考えれば、

アメリカの成長率は少しずつ上がっていくと

いうふうに考えることができるということで

す。 

昨年秋の財政協議は、私に言わせると、予想

どおり難航しました。土壇場でデフォルトは回

避しましたし、今年度予算も昨年末には成立し

ましたけれども、いわゆるオバマケアと言われ

る医療保険改革に関する大統領・民主党と共和

党の対立は根深いですから、今後も波乱要因と

なる可能性があります。債務上限引き上げにつ

いてもいろいろ議論されているところです。 

一方、もう1つの大きなテーマである金融の

ほうの正常化は、いよいよことし、金融緩和縮

小、テーパリング（金融緩和の縮小、tapering）

が始まるわけでありますが、これはあくまで雇

用情勢改善の結果であります。 

それから、量的緩和の出口はまだ相変わらず

大変だとは思いますけれども、失業率だけでは

なくて、物価にも言及したフォワードガイダン

スを強化しているということ。 

それから、イェレンさんという新しいＦＲＢ

の議長は、かなりハト派だとみなされています

ので、アメリカ経済自身への当面の影響という

のはあまり心配しなくていいのではないかと

思っています。 

むしろ影響が問題になるのは新興国のほう

でしょう。 

次に、ユーロ圏は、本当に長い不況が続いて

いたわけでありますが、昨年の途中にどうやら

大体底入れした感じがあります。ＰＭＩ（製造

業の購買担当者景気指数）でみると、上がって

きました。したがって、世の中的にはやや楽観

的な見方が増えているということであります。 

ただし、そうはいっても、例えば失業率をみ

ると、過去に例をみないぐらい低失業になって

いるドイツと、それからいまだに 20％とか、

そういう失業率になっているスペインとかの

南欧諸国との格差は非常に大きくて、それに加

えてソブリン危機とか金融機関の不良債権問

題もまだ終わってはいないということです。 

昨年の秋、ドイツで議会選挙がありました。

実はドイツの議会選挙まではいろんな問題を

先送りしてきました。ただ、ようやくＣＤＵ（キ

リスト教民主同盟）とＳＰＤ（社会民主党）の

大連立が去年の年末にできましたので、これか

ら銀行同盟とかギリシャ支援といった問題に

取り組んでいくということになります。 

 メルケルさんが続投しますので、大きな混乱

はないと思いますけれども、逆に言うと、抜本

的な問題解決にはまだまだ時間がかかると考

えたほうがいいと思います。 

去年の11月、ＥＣＢ（欧州中央銀行）は利

下げを敢行しました。現在もインフレ率は2％

弱の目標を大きく下回っています。そういう意

味では、緩和的な金融政策が続くと思いますが、

正直言って、ヨーロッパはユーロ圏の特殊性に

よって、積極的な金融緩和というのはおのずと

限界があるということが大きな特徴です。 

例えば日本とかアメリカであれば、要するに、

金融緩和をやろうと思えば、いざとなれば自分

のうちの国債をいっぱい買えばいいわけです。 

それに比べて、ヨーロッパの場合、では、誰

の国債を買うの？ という問題があります。 

日本とかアメリカの場合は、国債を買って、

中央銀行がロスを出したら、最終的には国民負

担になるわけですけれども、負担する国民は明

らかです。 

 それに比べて、例えばＥＣＢがどこかの国債

を買って損を出しました。では、その穴埋めは

どの国民がするのですかという問題があって、

そういう意味では、日本とかアメリカに比べる
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と、金融政策の発動余地というのは、おのずと

限界があるということです。 

中国は安定成長に移れるか 

次に、中国です。中国は、基礎的な成長率が

低下しています。一時期は 10％超の成長でし

たが、最近は7％ぐらい。よく「ルイスの転換

点を通過した」という言葉を使います。 

「ルイスの転換点」というのはどういう意味か

というと、例えば農村に余剰労働力があると、

生産性の低い農村から生産性の高い都市部へ

労働力が移動するだけで経済が成長するので

す。 

昔の日本もそうでした。例の集団就職という

のはその話です。ただし、農村の余剰労働力が

無限にあるわけではないので、それはどこかで

終わります。日本の場合は、昭和40年不況、

典型期と言われた時期にそれが大体終わった

と言われるわけです。 

おそらく中国の場合は2010年前後におおむ

ね終わった。ご承知のように、そのころから賃

金が上がり出したわけです。日本も同じです。

昭和40年ぐらいから賃金が上がり出したので

すから。ですから、ルイスの転換点を通過した。

したがって、かつてのような 10％成長はもう

できないということだと思います。 

そうした中で、所得格差の拡大とか、影の銀

行問題等いろんな問題を抱えて、習近平政権の

ガバナンス能力が問われているということだ

と思います。 

中国の問題は、短期の問題と長期の問題を分

けて考えたほうがよくて、去年の夏ぐらいは、

成長率が下がっているとか、シャドーバンキン

グが大変だみたいなことがすごく言われまし

たけれども、それは大したことがないと思って

います。成長率低下自体は、容認された成長率

の低下であって、実際どんどん下がっているわ

けではありません。 

シャドーバンキングにしたって、確かに問題

ではあるのだけれども、中国の銀行部門の不良

債権比率が低いこととか、政府の財政余力があ

ることを考えると、あれはマネージャブルだと

基本的には思います。 

むしろ、より難しいのは、これまでの高度成

長から安定的な中成長への移行ということで

あって、この課題は非常に大きいということで

す。 

ある意味で、いまの中国は、1970年前後の

日本にとてもよく似ています。あのころは、例

えば公害問題がひどかったです。都市の過密、

地方の過疎と言われました。そして、日本は福

祉が全然整っていないではないかという批判

が高まりました。自民党政権はそのころ随分苦

労したはずです。そうした時代と中国がかなり

ダブるところがあります。 

 思い出してみると、日本は結局、70年ぐら

いから80年代の前半ぐらいに、10年以上かけ

ていわば高度成長から安定的な中成長への移

行というのをやったと思うのです。 

例えば田中角栄さんが出てきて、ばらまきで

地方に公共事業をたくさんやっていました。一

方で、例えば福祉の充実、老人医療の無料化み

たいなこともやって国民の人気をとりました。

しかし、それだけだととてもじゃないけれども

経済が破綻してしまうので、その後で例えば中

曽根康弘という人が登場して、行革路線をやり、

効率化を進め、財政赤字の拡大に歯止めをかけ

たわけです。そうした長いプロセスでこういう

大きな課題を解決したというふうに考えると、

中国がやるべきことは大変です。 

李克強さん、「リコノミクス」と言いますけ

れども、彼の政策をみると、田中角栄的政策と

中曽根康弘的政策が一緒に入っているのです。

それは実はとても大変なことで、それを一気に

解決するというのが本当にできるのかしらと

心配になります。 

楽観できない新興国経済 

その他新興国です。実は中国以外の多くの新

興国でも景気は減速しています。政治リスクを

抱える国も少なくありません。 

 アメリカの量的緩和縮小による資金流出の

リスクも注意が必要です。 

これはちょうど去年の秋ぐらいの新興国の
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通貨下落の絵を描いたのですが（資料20ペー

ジ）、その後、おとなしくなっていたのですが、

ごく最近、また新興国の通貨が下落しています。 

根本的な理解としては、これまで何で新興国

が調子よかったのかということなのですけれ

ども、2つ大きな理由があって、1つは中国の

高成長なのです。例えば中国が 10％成長する

と、まず第一に、中国に向けていろんなものを

輸出している国はハッピーですね。 

 もう1つは、中国が高成長すると、資源価格

が上がるわけです。資源国はハッピーなのです。 

もう1つがアメリカの金融緩和です。 

アメリカの金融緩和によって恩恵を受ける

国はどういう国かというと、内需主導型の国々

です。内需主導の新興国というのは、普通は経

常収支が赤字で、そのファイナンスで苦労する

のです。ところが、アメリカがどんどんお金を

ばらまいてくれると、新興国にもどんどんお金

が入ってくるので、経常赤字でも大丈夫という

状態があって、ある意味で新興国はみんなよか

ったわけですけれども、考えてみると、その大

前提が変わりつつあるということです。 

中国は7％成長ですから、まあまあではあり

ますけれども、かつての 10％成長はもうない

ですね。ましてや、アメリカはいよいよ金融緩

和の縮小に向かっていくということであって、

だから、新興国はあまり楽観できないというこ

とです。 

特に危ないのは内需主導型でしょうね。もち

ろん、新興国というのは、政治情勢を含めて、

それぞれ別の問題をいろいろ持っているので、

どこの国に資金流出リスクが大きいというの

は一概に言うのは難しいです。インフレ率とか

財政収支とか経常収支とか、対外ファイナンス

の形態は、直接投資だったら安定的だけれども、

短期資金で入っていると危ないとか、そうした

ことはみる必要があります。 

日本サイドから言うと、いま、日本企業の期

待が一番高まっているのはＡＳＥＡＮなので

すが、正直言って、短期的にみると、ＡＳＥＡ

Ｎ諸国にも注意しなければいけない地域が少

なくないと私は思っています。 

以上が世界経済です。 

世界経済に加えて、次に金融緩和に伴うリス

クという話をしていきたいと思います。 

2％の物価上昇実現を急ぐな 

1つ目は、私は繰り返し申しあげていますけ

れども、2年以内で2％のインフレ目標達成は

難しいと思っています。一方で、本当に国民が

そんなものを望んでいるのかという疑問も強

く感じます。 

2％、2％と言っているのは、多分金融市場関

係者とエコノミストと皆さんプレスだけで、普

通の一般国民は 2％なんてほとんど意識して

いないと思います。 

4月になると、ほうっておいても消費税だけ

で物価水準が2％ぐらい上がりますので、消費

税の分を抜いてさらに物価を 2％上げなけれ

ばいけないというのは、4月以降になると、相

当ＫＹ（空気読めない）な話になっているので

はないかと思っています。国民の多くが望んで

いるのは、過度な円高・株安の是正、景気回復、

緩やかな賃金・物価の上昇ということであって、

それができれば十分満足で、それはすでに実現

しつつあるわけです。 

そうすると、何であえて2％を急ぐ必要があ

るのかというのは、割と素朴な疑問という感じ

です。とはいっても、日銀はとにかく2％を約

束しましたので、約束した日銀サイドには信認

を維持するための責任があるということです。 

私は、2％目標自身は堅持すべきだと思いま

す。別にできない話ではないし、2年と言うか

ら無理があるだけで、時間をかけてやればいい

と思うわけです。その上で、なぜ物価上昇に時

間がかかるのかを丁寧に説明していくという

のが一番いいと思いますけれども、果たしてそ

れでみんなが満足するかというのは大きな問

題であります。 

 もう1つは、やはり長期金利です。足元の長

期金利は落ちついていまして、いま、0.6％ぐ

らいですか。2％インフレが視野に入れば、長

期金利は3％ぐらいにはなるはずなのです。そ

うすると、当たり前ですけれども、長期債を大
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量に持っている主体は深刻なダメージを被り

ます。 

日本で長期国債を大量に持っているのは国

内の金融機関で、金額的にはメガバンクがたく

さん持っているのですが、メガバンクは短いや

つだけ、せいぜい2年物ぐらいしか持っていな

いので、多少金利が上がっても何ともありませ

ん。 

長いのを持っているのは地銀や信金です。こ

れはしようがないですね。預金はどんどん集ま

ってくるのだけれども、貸出先がない。メガバ

ンクみたいに1年物、2年物では収益が稼げな

いので、仕方ないから5年、7年、10年、そう

いうのを買ってきたわけであります。 

難しい金融緩和の「出口」 

 仮に金利が 2％上がると、日銀の計算でも、

地銀、信金の評価損というのは 6兆円から 9

兆円ぐらいという数字になりますので、金融シ

ステムの安定確保という観点からも、長期金利

の安定というのは非常に重要だということで

す。 

 もう1つは出口問題です。日本の場合、まだ

しばらく先ではありますけれども、いわゆる非

伝統的金融政策（Unconventional Monetary 

Policy）というのは、リーマン危機後の世界経

済の安定に大きく寄与したというふうに言わ

れていますが、一番難しいのは、その金融緩和

をどうやって終わらせるかということであっ

て、まだ誰も終わらせた人はいないということ

です。 

 去年の半ばから、アメリカでのテーパリング

（tapering、金融緩和の縮小）をめぐっていろ

んな混乱があって、その難しさを改めて印象づ

けたということです。 

皆さんは多分ご存じだと思いますが、ごく簡

単に申しあげると、もともとFed（ＦＲＢ）は

去年の末まで毎月 850億ドルの証券購入をや

ってきて、これがＱＥ3と言われたわけです。 

前から、この購入額は去年中にも縮小され、

縮小のことをテーパリングと言うのですけれ

ども、いずれ購入停止、さらには一部売却と思

っていた。 

 ところが、去年の5月にバーナンキがテーパ

リングに言及したら、アメリカの長期金利が上

がっただけではなくて、世界的な株安、新興国

通貨の下落を招いたということなのです。 

 従来、Fedは、長期金利に影響するのは中央

銀行がどれだけストックで国債を持っている

かであって、フローでいくら買うかは関係ない

と言っていたのです。これをストックビュー

（stock view）と言うのですけれども。われわ

れは、そんなことない。例えば日本だと、運用

部ショックなんていうこともあったわけで、ス

トックだけで決まらないと言っていたのです

が、実際彼らはそう思っていた。そして、ちょ

っとテーパリングの話をしたらマーケットが

大混乱したので、彼ら自身、相当驚いたに違い

ないと私は思っています。 

 その後、9月にはほぼ確実にテーパリングが

行われると思ったのにそれがなかったりして、

コミュニケーション問題が指摘されたり、ある

いは去年の年末は、ついにことしの1月からの

テーパリングが決まりましたけれども、今回は

比較的マーケットが落ちついていた。いろいろ

あったわけですが、いずれにしても、今後もこ

の問題は、ことしいっぱいだけでなくて、いろ

いろ尾を引いていくはずであります。 

 日本についても、ことしの末には長期国債保

有が200兆円になるわけです。長期金利をプラ

スにしようとすると、普通はそれを大半売却し

なければいけないのです。でも、200兆円の大

半を売却したらマーケットがもたないという

ことです。 

ここで思い出してほしいのは、実は01年か

ら06年も日本は量的緩和をやったのですけれ

ども、このときは短期債が中心だったので、ほ

っておいてもどんどん償還が来るので、そんな

に時間がかからなかったのです。 

ところが、今回は日本もアメリカも長いのを

いっぱい買っていて、特にアメリカに至っては、

満期が著しく長くて、流動性の低い住宅ローン

債権、モーゲージ・バックド・セキュリティ(Ｍ

ＢＳ Mortgage-backed securities)なんかを
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いっぱい買ってしまっているので、これはとて

も大変だと思います。 

さらに、もし中央銀行が長期債を持ったまま

長期金利が上がったらどうなるかというと、当

たり前ですけど中央銀行に巨額の損失が発生

します。これは最終的には国民負担。それしか

ないですね。 

ＩＭＦのスタッフが去年の春でしたか計算

したら、日銀の場合、もっともらしい前提で、

それはＧＤＰの3～4％、20兆円ぐらい日銀が

損する可能性があるということでした。 

3％消費税を上げると、1年間で 8兆円税収

が増えるのですけれども、日銀が20兆円ぐら

い損したら、えらいことだということですね。 

もちろん、長期国債を売らなくても、いまは

昔と違って当座預金に利子をつけているので、

当座預金の利子を上げれば市場金利をプラス

にできます。ただし、これをやると、当たり前

ですけれども大手金融機関に巨額の利子を払

うことになります。例えばアメリカで2％ぐら

いの金利にすると、ＪＰモルガン・チェースと

か、そういうところに総額で年間数兆円オーダ

ーの利子を払うということになります。 

ご承知のように、アメリカは、実は公的資金

で大手金融機関を救済したので、現在は日本以

上に金融機関に対する反発が強いです。共和党

はもともとＱＥに反対でした。したがって、こ

ういうことをやったときに政治的にどういう

ことが起こるのだろうというのが、私が心配し

ていることであります。 

 大銀行に利子を払うわけです。例えば Fed

が赤字になると、財務省が補填するわけです。

財源は税金です。アメリカ式に言うと、メー

ン・ストリートから税金を取って、ウォール・

ストリートに払う。政治的には一番悪いパター

ンであって、これはちょっと大変だろうなと思

っています。 

日本は米金融緩和縮小から学習を 

そういう意味では、日本にとって唯一ラッキ

ーなのは、アメリカが先にやってくれるという

ことです。これまで、金融危機にしても、公的

資本注入にしても、量的緩和にしても、何でも

日本が先にやって、海外からいろいろ批判され

たわけです。結局、彼らもほとんど同じことを

やっていったわけですが、2回目になれば、い

ろいろ考えて行動できるわけです。 

 今回は、いわゆる出口問題についてアメリカ

がやっていくであろうことについて、われわれ

は学習できます。というのが唯一いいことです。 

例えば去年はテーパリングをやると言った

ら、マーケットはテーパリングと金融引き締め

を混乱してしまって、マーケットの大きな混乱

が起こったわけですが、アメリカでこれを 1

回学習すると、おそらく日本のマーケットも多

少学習するので、混乱の度合いは小さいとか、

そういうメリットが多分あるということだと

思っていますので、ここはしっかり学習する必

要があるということです。 

そういう意味で、金融緩和からの撤退という

のは、ある意味で世界全体の問題です、先進国

が共通に抱える問題なのですが、実は財政リス

クは日本が一番大きいです。 

政府は、2020年までにプライマリーバラン

スの黒字化という目標を掲げていますけれど

も、名目成長率が3％で、かつ来年から消費税

を 10％にしても目標達成はできないという試

算をついこの間も政府は出しました。 

もともと日本の国債残高というのは、ＧＤＰ

比率でみてギリシャより多いわけです。それで

も何で大丈夫だったかと考えてみると、1番目

は、国債のほとんどが国内で消化されていたと

いうことであり、2番目は、デフレ、低金利で

利払い費用が増えなかったということなので

す。 

 しかし、よく考えてみると、もうすでに貿易

収支は赤字になりました。経常収支も時々、月

次ベースでは赤字になりますので、1番目の前

提もだんだん怪しくなっています。 

 2番目の利払い費用は増えなかったのです

けれども、さすがに最近はついに利払い費用も

増え始めましたので、国債安定消化の基礎は崩

れ始めているということだと思います。 

日本の場合は、税収が歳出の半分しかありま
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せんので、デフレ脱却が実現しても、プライマ

リーバランスすらよくなりません。物価が上が

れば、当たり前ですけれども歳出も増えます。 

 実質成長すれば、もちろん財政にとってプラ

スですが、労働人口が毎年1％減る国で、実質

2％成長というのは難しいですよ。労働生産性

が 3％上がっている先進国なんかありません

からね。すでにこの前提自体、すごく高いハー

ドルの前提なのです。 

 もちろん、税収弾性値を3とか4とかいうと

んでもない数値にすれば、それはよくなります

けれども、そんなことはほとんどあり得ないの

で、そういうことを唱えるのはあまりにも無責

任だと思います。 

さらに心配すべきなのは、デフレ脱却が近づ

いたときの長期金利の上昇です。日本は公債残

高が名目ＧＤＰの2倍ありますので、利払い費

が増えると、そのインパクトはものすごく大き

いです。だからこそ、デフレ脱却が明確になる

までに財政再建のめどをつけることが必要だ

ということです。 

それから、財政赤字の主因が社会保障支出の

拡大にあることは明白でありますので、早急に

アベノミクス第四の矢として社会保障改革を

発動すべきだと思っています。 

消費税引き上げを迷うな 

97年、前回の消費税引き上げのころは、こ

のままいけば、日本は中福祉・中負担でいける

よねと言っていたのですけれども、その後ずっ

と税金の引き上げをやらないで、社会保障支出

の改革もほとんどやらなかったので、もう中福

祉・中負担という選択肢自体がなくなりつつあ

ります。学者やエコノミストが普通に計算する

と、消費税を 20％にしても、福祉は相当切り

詰めないとやっていけないというのが正直な

ところです。 

 そういう意味では、去年からずっと安倍さん

がやってきたことで一番まずかったと思うの

は、去年の夏に消費税引き上げについて迷った

ことです。選択の余地なんかないのに、ああや

ったことで、例えば世論調査をみると、あれ以

来、消費税引き上げ反対派がすごく増えている

のです。要するに、消費税を上げなくても何と

かやっていけるのだったら上げるなよな、とい

うのが国民の当然の反応であって、そんな選択

肢はないにもかかわらず、あるような顔をして

しまったというのは非常にまずかったと私は

思います。 

 以上をまとめますと、日本経済の先行きは、

短期楽観・長期悲観ということであります。当

面の景気見通しは確かに明るいですけれども、

長い目でみると、財政破綻のリスクが刻々と高

まりつつあると言わざるを得ないと思ってい

ます。 

やや皮肉な言い方をすると、いまは財政支出

を拡大して、長期金利の上昇を日銀の金融緩和

で抑え込んでいる一方、成長戦略の面では、国

民に痛みを強いるような改革をやっていない

わけです。だからこそアベノミクスへの幅広い

サポートが得られているのかもしれません。こ

れが小泉時代との違いということです。しかし、

当然ですけれども、そうした問題先送りはいつ

までもできないということです。 

ですから、長期悲観から逃れるためには、消

費税論議以来「3本の矢」のバランスが崩れて

いるので、「3本の矢」のバランスを立て直す

ことが必要。すなわち、財政依存を控えて、構

造改革で潜在成長率を高める方向への方向転

換が必要だと考えています。 

なお、一番望ましいのは、去年の夏に構造改

革を決めて、去年の秋の臨時国会で通すべきだ

ったのですが、幸いにして、いま、ねじれがな

くなっているので、例えば来年度の予算は 3

月には多分上がります。通常国会は4月、5月

もあるのです。ですから、いま、急いで構造改

革を決めて、それを3月に法案を上程して、4

～5月に通すということができれば、ぎりぎり

間に合うということで、それがどうしても必要

だと思っています。 

最後はまとめです。読むだけですけれども、

一応読みます。 
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危ういアベノミクスの現状 

アベノミクスによる金融緩和は、そのタイミ

ングの良さもあって、大幅な円安・株高をもた

らした。東京オリンピック招致成功とも相まっ

て、国民に自信と希望を与えたことがアベノミ

クスの最大の成果である。 

景気は回復基調をたどっているけれども、こ

れは金融緩和の効果以上におととしのミニ景

気後退からの自律反転と公共投資増加の影響

が大きい。4月の消費税率引上げ後も景気は回

復基調を続ける可能性が高い。 

海外経済は、各地域はそれぞれ課題を抱えて

いて、高成長は難しいけれども、先進国中心に

成長率は幾分高まる見通しである。 

一方、アメリカ国債のデフォルトとか、ユー

ロ解体、中国バブル崩壊といった破局的な事態

に陥る確率は低いと思います。 

日本経済は、当面の見通しこそ明るいけれど

も、より長い目でみると深刻な問題を抱えてい

る。異次元金融緩和からの「出口」には多くの

困難が予想されるけれども、その備えはできて

いませんので、まずはアメリカのテーパリング

の影響に注目する必要があります。 

金融緩和からの出口は先進国共通の課題で

ありますが、財政赤字については日本が一番悪

いです。デフレ脱却や経済成長だけでは解決で

きないと考えて、赤字拡大の主因である社会保

障改革への取り組みが必要だということ。 

最後に、金融緩和に支えられた財政出動ばか

りが目立って、成長戦略が立ち遅れぎみのアベ

ノミクスの現状は危うい。財政依存を控える一

方で、構造改革によって潜在成長力を高める方

向へと転換が必要である。 

これが私が申しあげたかったことです。 

1時間をほんの3分ぐらいオーバーしました

けれども、以上でございます。残された時間、

ご質問があればお答えしたいと思います。（拍

手） 

＜質疑応答＞ 

 司会 どうもありがとうございました。 

 まず、私のほうから1問質問です。輸出の伸

びが鈍っているというお話がありました。貿易

赤字の問題ですとか、それが国債の消化に非常

に問題になるという点と、密接にかかわるとこ

ろだと思います。これまで輸出が伸び悩む理由

として3点ほど挙げられました。1つは、海外

経済の回復の問題。2点目が、日本企業の海外

生産が拡大していること。3つ目は、一部ハイ

テク・電機などでの競争力、付加価値の低下と

いうことであったかと思います。 

それ以外に何か考えざるを得ないというこ

とでしょうか。非常に興味のあるところです。

おそらく会場の人たちもそこを伺いたいので

はないかと思うんですが。 

 

 早川 ここはちょっと時間がかかるのでさ

っき省略しましたけれども、実は第四の理由を

考えているというよりも、僕は、第一、第二、

第三の理由のそれぞれに、若干補助仮説をつけ

加えていかないと説明できないと思っている

のです。要するに、貿易赤字拡大の問題自体は

去年の春から予想していましたので、その後9

カ月ぐらいたって、思ったよりも弱いわけです

から、もうちょっとよく考えよう、と。 

貿易収支悪化の背景に構造変化 

まず第一は、海外経済の回復テンポが鈍いと

いうことですが、その中で何が鈍いかというと

ころをみてみますと、世界的にみて投資の回復

が鈍いのです。アメリカなどもそうです。 

実は、日本は投資財の供給国なのです。した

がって、世界のＧＤＰでなくて、世界の設備投

資みたいなものを考えて、設備投資の回復が鈍

いということが、単にＧＤＰ全体以上に日本の

輸出に対してマイナスに働いているというこ

とが1点目。 

 2点目は、先ほどの海外生産の話なのですが、

過去は海外生産が増えると何が起こったかと

いうと、われわれは「誘発輸出」とよく呼んだ

のですけれども、要するに、日本の企業が海外

で生産拠点を立ち上げ、拡大すると、日本から

資本財が輸出される。機械は結局、日本から行
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く。部品も相当程度日本の部品を使うので、一

見、海外生産拡大の影響がかなり輸出を落とし

そうにみえるのだけれども、誘発輸出が増える

ので、それでかなりカバーされるというのが、

過去の経験則でした。 

ところが、去年からずっとデータをみている

と、どうも誘発輸出が全然出ていないんですよ。

多分、日本企業のグローバル化のフェーズが一

段階上がったんですね。従来は、何だかんだ言

って海外に工場はつくるんだけど、機械とか部

品は日本から引っ張ってきた。今は、昔みたい

にアメリカの政府に言われてローカルコンテ

ンツを上げろという話でなくて、経済合理的な

判断として海外の能力が上がってきているの

で、ローカルコンテンツが上がった。したがっ

て、誘発輸出が起こらない、というのが2番目。 

3番目の電機等の国際競争力の劣化という

のは、意識はしていたのですが、輸出が伸びな

いだけでなくて、輸入がすごく増えているんで

すよ。部品もそうですし、スマートフォンなん

かは典型的です。いま、電機全体でみて、産業

別の貿易収支は、まだ何とか黒字ですけれども、

月次でみると、赤字の月もちょくちょくあるん

です。 

1年ぐらい前にはそこまで認識していなか

ったので、3つの要因が、私が考えていたより

も少しずつ大きく効いていると思っています。 

ついでに申しあげておくと、例えばＥＳＰ調

査をみると、半年前は、しばらくすれば貿易黒

字に戻るとみんな言っていたんですよ。それが

多数派だったのです。一番最近の調査をみると、

当分戻らないというのが多数説に変わってい

て、もっと前だったら、もっと早く戻るとみん

な言っていましたから、非常に大きな変化です。 

まだ経常収支では、そんなに簡単には赤字に

ならないと思いますけれども、月次では赤字の

月がちょくちょく出てきていますので、そうい

う意味では、先ほどの国債を例えば国内で消化

するみたいなことから考えても、そんなに安心

できる状況ではなくなってきていると考える

べきです。 

ちょっと面白いのは、さっきの電機の話は、

一方で、ＣＰＩが思ったよりも上がっていると

ころにも出てきている。だから、この話という

のは、ＣＰＩだけみるといいことなんですよ。

これによって昔、ずっとコンスタントにマイナ

スになっていたのがプラスになっているので。

それはしかし裏側で、実は貿易赤字だよという

ことです。 

そんなことを考えています。 

 

 司会 では、会場の方の質問に移りたいと思

います。いかがでしょうか。 

 

 質問 いまのご説明の中で、日本企業のグロ

ーバル化のステップアップが進んだとか、国際

競争力が劣化しているということがありまし

た。 

 ＴＰＰに関連してなんですけれども、農業と

かそういった分野は別にして、日本の製造業に

とって、いまの段階でＴＰＰに加わることの意

味について教えていただきたい。 

 もう1つは、都市と地方の格差が縮まりませ

んけれども、仮にＴＰＰに加入したときに、地

方の製造業にどういう影響があるかという点

ももしみていらっしゃったら教えてください。 

 

 早川 ＴＰＰに関して言えば、日本の場合は、

これまでは単に為替がどうこうというだけで

はなくて、税金の話を別にしても、ＦＴＡの遅

れによって相当なハンディキャップを背負っ

てきてしまったことは間違いない。そういう意

味では、ＴＰＰが推進されることは、日本の製

造業にとってメリットがあることは間違いあ

りません。 

異様に低い日本の貿易依存度 

もちろん、ＴＰＰが本当に動き出せば、おそ

らく輸出も増える代わりに、輸入も増えます。

そういう意味では、製造業みんながひとしくハ

ッピーということではなくて、そもそも日本の

場合は、輸出足す輸入のＧＤＰ比率というのは



17 
 
 

異様に低いわけです。これは相当おかしな状態

であって、輸出も輸入も増えるというふうに考

えるべきであって、それはそれでいいではない

かと。 

もちろん、厳密に言えば、その場合は、国内

の資源が移動しなければいけませんね。製造業

の中でも縮小するところから拡大するところ

へ移動しなければいけないので、それはそれで

いろんな困難が伴いますれども、それとてまた

対応する道がないわけではないと思います。 

そういう意味では、あまり製造業対農業みた

いに考えないほうがいいのではないか。製造業

だって、そうなれば、拡大する製造業と縮小す

る製造業があるはずであって、農業だって、よ

くみれば、実は拡大する農業と縮小する農業が

あるはずである。基本的には製造業対農業とい

う図式ではなくて、日本の場合、これまであま

りにも低かった貿易依存度が高まるというこ

とになるはずだと思います。 

 それから地域間格差の話ですけれども、正直

言って、地方の製造業はそれなりに厳しいかも

しれません。やっぱりアセンブリー部門が結構

多いので。ただ、それはすでにかなり縮小して

しまっているという面もあります。 

いま、難しいのは、ＴＰＰの問題もさること

ながら、実は数字だけみると、小泉時代といま

ではすごく違うんですよ。小泉時代は、圧倒的

に都市部のほうが景気がよかったんだけれど

も、日銀短観を信じるのだったら、いまはむし

ろ地方のほうがいいんです。現にいま、誰が一

番景気がいいかといったら、建設業なんですよ。

そういう意味では、いまは、小泉時代みたいに

都市はいいけど、地方が悪いという不満はあが

らなくなりました。でも、問題は、それが本当

にいいことか、持続可能な話なのかということ

なんです。 

 例えば高齢者の消費が増えて、個人消費が底

がたいので地方もいいんですというストーリ

ーであれば、全然いいと思いますけれども、公

共事業でいいんです。公共事業は人が足りなく

て大変なんです、だから地方はいいんですとい

うのは、どんなものでしょうか。これは大いに

問題だと基本的に思っております。格差が小さ

くなればいいとか、そういう話ではないと思い

ます。 

 

 質問 さっきの貿易収支の続きなんですけ

れども、構造的に貿易収支が赤字になり、そし

て経常収支も赤字になっていくということは、

円安が進むということですね。そうすると、ど

こかでそれを直さなければいけないというと、

結局、農産物の輸出を増やすとか、あるいは技

術革新によって新しいものをつくるとか、そう

いうことを考えないと行き詰まってしまうと

いうことではないんですか。その辺はどうなん

ですか。 

 

早川 円安が本当に進めば、全く効果がない

わけではない。今回の場合、円安が進んでもな

かなか黒字化しないと言いましたが、おそらく

全く効果がないわけではないので、そもそも価

格調整によって何がしかのことは起こるとは

思います。 

ただし、この国の場合、例えばＩＳバランス

（貯蓄投資差額）のほうから考えても、高齢化

が進んでいけば、ほうっておいても家計貯蓄率

というのはマイナスになっていくんですよ。か

つてあんなに高かった日本の家計貯蓄率は、い

まはほとんどゼロ近辺なんです。だって、当た

り前でしょう。高齢者の方々というのは、移転

所得以外の自分で働いている所得はほとんど

ないわけです。政府からの移転を受けて消費す

れば、当然貯蓄率はマイナスになるわけですよ。

その一方で、政府のほうは自分の赤字を減らし

そうな感じが全くないわけですから、そうすれ

ば、ほうっておくと経常収支だっていつまでも

もたないよねということになる。 

国債金利の急激な上昇に備えを 

怖いのは、どこかの時点で例えば急激な円安、

裏側で急激な国債金利の上昇みたいなのが起

こると、とてもまずないなあとずっと思ってい
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るわけです。それは日銀の金融緩和だけでいつ

までも止められるものではない。 

こういうことを言うと、「そんなに騒ぐけど、

いつまでたっても国債暴落は起こらないじゃ

ないか」と言う人が非常に多いんですけれども、

私は、どちらかというとこれは大地震に近い世

界だと思っています。要するに、いまの状態で

考えると、いつ地震が起こるかと言われたって、

そんなものはわからない。どこで起こるかもわ

からない。けれども、いずれ起こることはほぼ

間違いないので、それまでにちゃんと備えをし

なければだめだよと。 

例えば静岡県だと、1970何年から東海地震

が来ると言われて、もう35年以上たったのに

来ないわけですが、人々は相変わらず真面目に

備えをやっているわけです。日本にとって、い

つ来るかわからないことに対する備えという

のはどうしても必要だと思います。 

 

 質問 貿易赤字になったのは、原発が止まっ

ているためで、原発再稼働に結びつける議論も

あるんですが、いかがでしょうか。 

 

 早川 それはイコールにすべきではないと

思いますね。確かに、一昨年の半ばぐらいまで

は、要するに、赤字になったのは原発を止めて

いるからであって、原発が動けば大丈夫だよね

とみんな言っていました。実は僕も思っていま

した。 

 僕は、一昨年の秋ぐらいに、どう計算しても

これは原発の問題ではないのであるというふ

うに気づいた。そのころ僕はだから、さっきち

ょっと言いましたよね、一昨年の秋には円高が

終わりだと言っている人がたくさんいたと言

いましたけれども、もう原発のせいじゃないと

いう認識が広がったのは、僕の理解だと一昨年

の夏から秋です。 

 

 質問 それは、産業構造の変化からというこ

とですか。 

 

 早川 と思います。 

 

 質問 1つは、賃金と物価の関係をちょっと

教えていただきたいんですが、確かに安倍さん

が一生懸命やっていますし、経産省も一生懸命

オルグしているので、賃金は少しぐらい上がる

のかなと思うんですけれども、他方で、先生が

おっしゃったように消費税で物価が上がる。そ

れからインフレでも 2％は無理だけれども物

価が上がるというと、4月1日ぐらいに、賃金

はちょっと上がった、物価は消費税を含めてた

くさん上がった、こういう局面を迎えることに

なるのではないかなと。そういう場合にどうい

う評価をしていいのか。 

2つ目は、いずれにしても金利は上がります

よということをおっしゃって、22ページのと

ところで金利は最低でも3％程度上がって、そ

れを抱えている銀行、日銀等々は大変だという

話だったんですけれども、政府も非常に困るの

ではないか。 

だから、いままで気楽に国債を発行できてい

たんですが、これだけ金利が上がると、財政が

非常に苦しくなってくるのではないか。そこか

らもいろんなインパクトが出てくるような気

がするんですけれども、その辺はどう見通され

ているのか、教えてください。 

 

早川 まず、物価の話ですけれども、言うま

でもなく、おそらく賃金、ベアは多少プラスに

なるだろうけれども、それは3％も上がるとい

う話にはならないだろうなと思いますので、や

っぱり消費税が上がって、それに何がしかのイ

ンフレが加わると、普通に所定内給与でみたと

ころの実質賃金というのはマイナスにはなる

と思うんですね。 

ただ、1つ申しあげておきたいのは、賃金と

いうときに考えるべきなのは、マクロ賃金とい

うか、総賃金とベアは別なんですよ。総賃金と

うのは、例えば残業代とかボーナスも含めた分

なんです。 

個人消費について考えるときには、残業代と

かボーナスもそれなりに意味があるわけです
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ね。もちろん、恒常所得仮説とか言い出すとや

やこしいですが、普通に計算すると、ボーナス

が増えても、残業代が増えても消費にはプラス

なんですよ。 

ですから、おそらくベアだけで計算すると相

当厳しいですけれども、ボーナスの増加とかは

もうちょっと大きいはずなので、総賃金で考え

れば、言われるほどものすごく大きな実質賃金

のマイナスにはならないだろうと思っていま

す。 

デフレ脱却には所定内給与の増額が大事 

したがって、日本全体の景気で考えると、当

然駆け込みがあって、反動があってということ

になりますけれども、その全体を考えて、景気

の大きな落ち込みを考える必要はないだろう。 

一方で、デフレ脱却という議論をするときに

は、やっぱり所定内が大事なんですよ。どうし

てかというと、ボーナスというのは、もうかっ

た利益の分配でしょ。これは価格設定行動には

基本的に影響するものではないんですよ。 

 それに対して、ベアのベース賃金というのが

限界費用を決めていますから、これは価格設定

に影響するはずなんです。利益の後からの分配

であるところのボーナスというのは、そんなこ

とはあまり関係ない。一方で、消費は、ボーナ

スだっていいわけです。というのをちょっと頭

に置いておいていただく。 

だから、逆に言うと、経団連が一時期言って

いた、それは全部ボーナスでやるという話につ

いては、「いや、全部ボーナスでやるのは、景

気だけだったらそれでもいいんですけれども、

デフレ脱却と言うと、ベースアップも多少欲し

いんです」というふうに思っているわけです。 

長期金利の話は、ご指摘のとおりなんです。 

資料26ページの上のところに横棒が書いて

あって、実は財務省が、長期金利が2.5％にな

ると、2022年度の利払い費は、現状の10兆円

から24兆円まで増えると言っています。そう

いうことなんです。 

ですから、これだけ借金が多い国では、金利

が上がってしまうと大変なんです。だからこそ

逆に言うと、デフレ脱却が明確になる前に財政

再建の方向感だけははっきりしておく。少なく

ともさっきの2020年にもプライマリーバラン

スはゼロになりませんとかいうことでは困る

わけであって、ここがしっかり担保されていれ

ば、長期金利の上昇もある程度抑えられるはず

です。 

「2％のインフレ」の前に財政再建を 

2020年もまだプライマリーで赤字ですと、

プライマリーで赤字だったら、それに利払い費

が乗っかってきたら大赤字になる。それはまず

いので、だから本当に金利が上がり始める前に、

ちゃんとわれわれは、2020年には少なくとも

プライマリーは黒字にできますというところ

まで持っていかないと、というふうに思ってい

ます。 

 

 質問 政府と日銀は2年間で2％のインフレ

を目指しているわけです。そうすると、金利は

上がるわけですよね。 

 

 早川 そうですよ。 

だから僕は、順番の問題として、どうしても

2％を早くやりたいのだったら、財政緊縮をも

のすごく早くやらなければいけないです。でも、

そんなに財政緊縮をものすごく早くやること

はできないだろうから、むしろ逆に言うと、2％

はそんなに急がなくたっていいでしょ。1％ぐ

らいまで来れば、一応デフレ脱却だし、2％イ

ンフレはもう少し時間をかけて目指せばいい

ではないかと。その間に財政再建の方向をはっ

きりしましょうよと。 

要するに、どうしても2年間でやりたいのだ

ったら、早く財政再建をしなければいけないの

に、財政再建をやっていないのだから、それだ

ったら急いではだめでしょと。そういうシーケ

ンシングの議論をしていて、繰り返しになりま

すけども、1％ぐらい物価が上がって、賃金も

ちょっと上がって、景気もよくなっていれば、

みんなハッピーでしょと。何も消費税2％プラ

ス2％、合わせて4％の物価上昇というのは誰
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が望んでいるんだいということです。 

要するに、前は日銀はすごいおっかなびっく

りで、根性がなかったと言われるわけだけれど

も、逆に言うと、本当に2年で2％やるんだと

か、それぐらいのことを言わないと動き出さな

いんですよ。それぐらいのことを言ったから動

き出したということがある。ただ、逆に言うと、

それを本当にしゃくし定規にやろうとすると、

やっぱり矛盾がある。 

 ここは、日本人としては、とにかくおまえの

前の約束は何だと言わないで、ある意味で、い

い落としどころで落としていけばいいじゃな

いかと個人的には思っている。これは日本的柔

軟性。 

 これは前にも言っていたんだけれども、では、

2％やるんだと言って、そうならなかったとき

に、これは本当に正義にかなうのかというと、

難しいわけですよ。「カント流に言えば、それ

は絶対あっちゃいけないんです。でも、ベンタ

ムだったら、多分これでいいと言うんです。結

果オーライだから」と、多分ハーバードの先生

（サンデル教授）だったら言うと思いますけど

ね。 

 

 司会 あと一問ぐらいは大丈夫です。では、

最後にどうぞ。 

 

 質問 先ほどもお話があったし、いまのお話

とも関連するんですが、私も官邸の皆さんとは

しょっちゅう意見交換をしていますが、先ほど

言われたように、去年の夏、安倍さんが消費税

8％への問題で現実に揺れましたね。そのこと

がいろいろな悪影響を及ぼしているんですが、

さらに安倍さんのサイドから言うと、来年 10

月の 10％、そしてそれをことしじゅうに決め

る。「7－9月をみて決める」とこの前おっし

ゃいましたが、その心の中は非常にティミッド

であるというか、3％上げておいて、それから

またすぐ 2％なんて政治的にはあり得ないと

いうことをおっしゃっているようですが、もし

そういうことが起こった場合に、どのようなこ

とが起こると想定されておられますか。 

政治決断で消費税10％上げを 

 早川 まさに去年の夏、そういう議論があっ

て、僕は正確に知りませんけれども、日銀の黒

田さんあたりは、相当にそれは危ないというこ

とを強く言われたといろんな筋から聞いてい

ます。今度も同じであって、そこであまりびび

ると危ないと思います。 

わかりませんよ。うまくいっちゃうかもしれ

ませんけれども、先ほど来の話、いつ地震が来

るかは誰も予言できないわけであって、地震が

来てしまってからどうこうできるものではな

いのですが。これは学者とかエコノミスト自身

の責任でもあるんですよ。要するに、国民がま

だ5％とか8％で何とかなると思ってしまって

いるということ。本当はちゃんとずうっと強調

してくるべきだったんだけれども、そうなって

いないわけです。10％が政治的にできませんと

いうことになってしまうと、それは非常に危な

いと思いますね。 

 

 司会 では、そろそろ時間ですので、これに

て終わりにしたいと思います。早川さん、どう

もありがとうございました。（拍手） 

 恒例の揮毫は、これからじっくり考えてお書

きになるそうです。 

ネクタイの贈呈だけですが。（拍手） 

 

 早川 ありがとうございました。 

 

 司会 では、ありがとうございました。研究

会４回目を終わります。 

（文責・編集部）
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「異次元金融緩和」とは？

nアベノミクス「3本の矢」
①大胆な金融緩和
②機動的な財政政策
③民間投資を喚起する成長戦略

nこのうち、最も注目を集めたのが大胆な金融緩和。日銀の黒田新
総裁は、就任早々昨年4月に「量的・質的金融緩和」、別名「異次元
金融緩和」を導入（既にゼロ金利の下、資産購入の「量」等で効果
を狙う非伝統的金融緩和）。

①長期国債など、市場からの資産買入
れを大幅に増やす（長期国債の買入
れ額は毎月7兆円）

②マネタリーベース（＝銀行券＋日銀当
座預金の残高、2012年末138兆円）を
2年間で2倍程度に増やす）

③以上を通じて、2年程度のうちに消費
者物価（CPI)上昇率2％の「インフレ目
標」達成を目指す
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異次元緩和で何が起きたか？（1）

n金融市場では、一昨年11月の衆院解散頃から金融緩和を先取りし
て大幅な円安・株高が進行。

→昨年央には、過熱相場の反動と米国での金融緩和縮小（tapering）懸念等か
ら一時調整局面へ。その後暫く横這い圏内で推移したが、昨年末にかけては
世界的にリスク・オン気分が強まる中、再び円安・株高が進んだ。

出所： 内閣府「月例経済報告に関する関係閣僚会議」資料

→もっとも、円安・株高が全てアベノミクス効果かどうかには、異論もある。一昨年
秋には欧州情勢の落着きや、予想以上の貿易赤字の継続から、「円高基調の
転換は近い」との見方が増えていた。また、後述のように一昨年のミニ景気後
退も11月には底を打っていた。つまり、市場や景気の潮目の変化に乗ることで
アベノミクス効果は大きく増幅された（タイミングが良かった！）とみられる。
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異次元緩和で何が起きたか？（2）
n長期金利は大幅に低下した後、一時急上昇したが、昨夏以降は日

銀・市場双方の学習効果により安定。

→インフレ期待を一定に保ちながら国債等を
買う米英の量的緩和と違って、物価上昇を
目指す以上、デフレ脱却期待が高まれば、
長期金利が上昇するのは当然。Volatility
の上昇も、「異次元金融緩和」の実験的性
質を考えれば止むを得ない。

注）非伝統的金融政策（unconventional monetary policy）の効果
に関しては、今のところ明確な定説と言えるものはない。ただ、
これまでの実証研究では、資産価格への影響ははっきり観察
される一方で、実体経済への効果は不明確、ないし一時的と
の見方が多くなっている。

→日本の長期金利は、海外金利上昇の中でも
落ち着いているが、これは、①日銀の大量国
債買入れに伴うリスク感覚のマヒ、②インフレ
期待が十分に高まっていないという2つの意味
で「落着き過ぎ」。実際、物価連動国債の利回
りから計算されるインフレ期待（BEI）は、10年
物の場合1％程度に止まっている。 出所：日本銀行『金融経済月報』
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異次元緩和で何が起きたか？（3）

nこのように、金融資産の価格には大きな影響が見られた一方、一
部で期待された「ポートフォリオ・リバランス効果」といった量的変化
は、明確には観察されない。 13／3月末から11月末までのB/Sの変化（兆円）

→昨年3月末から11月末までの
国内銀行のB/Sの変化をみると、
「異次元金融緩和」で起きたの
は、保有国債を日銀に大量売却
して、その代金を日銀当座預金
に積み上げただけ。銀行貸出は
あまり増えていない。

出所： 日銀統計から筆者試算（日銀の国債は長期国債のみ）

→また、生保など銀行以外の金融機関におい
ても、積極的な外債購入といった形でポートフ
ォリオ・リバランスが起こっていることを示す
動きは、今のところ目立っていない。
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アベノミクス効果？：景気（1）

n実質GDPは、一昨年第4四半期から4期連続プラス成長となり、リ
ーマン前のピークに接近した。 （実質GDPの推移：兆円）

→昨年は前半の年率４％成長から7～
9月に1％強まで減速したが、これは
あくまで「出来過ぎ」の反動。目先は
駆込み需要で成長率が高まろう。

（景気動向指数の推移）

→もっとも、世界的な在庫調整の終了
に伴って、一昨年１1月にはミニ景気
後退が底を打っており、景気回復は
アベノミクス始動以前から始まってい
た！このため、景気回復の動きには
「自律反転」の要素も少なくない。

出所： 内閣府「月例経済報告主要経済指標」
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n株高による個人消費の堅調、円安に伴う輸出の増加が景気回復
のリード役とする論調があるが、いずれもかなり疑わしい。

→個人消費は前から堅調で、アベノミクスに （個人消費の推移：実質、兆円）

より加速した訳ではない（シニア消費の活発
化など他の要因を考える必要）。確かに昨年
前半は好調だったが、家計の株式保有が
少ない日本では、資産効果だけで伸び続け
るのは無理であり、賃金上昇に先立つ物価
高（実質賃金は前年比マイナス）のもと、7～
9月の消費はほぼ横這いまで減速。

→もっとも、雇用情勢は着実な改善を
続けており（有効求人倍率は1.00を
回復）、新車販売など消費税引上げ
前の駆込み需要も一部始まっている

内閣府「月例経済報告主要経済指標」 ため、消費腰折れの心配は不要。
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アベノミクス効果？：景気（3）
n通常、円安の輸出、生産への影響は大きいが、今回は大幅な円安

の割に輸出の伸び悩みが顕著。 （GDPベースの実質輸出：兆円）

→これには、①海外経済の回復テンポの
鈍さに加え、②多少の円安でも日本企業
の海外生産拡大の流れは変わらないこと、
③電機など一部産業での国際競争力の
劣化、等が影響しているとみられる。

→この結果、景気の回復局面初期に
しては、生産の増加スピードもかなり
緩慢（鉱工業統計では、予測対比で
実績の下振れが目立つ）。円安効果
は、数量面よりも（評価益を含めた）
企業収益面に大きく現れている。

出所： 内閣府「月例経済報告主要経済指標」
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アベノミクス効果？：景気（4）

n足もとの景気回復を引っ張っているのは、個人消費堅調と並んで
「第2の矢」＝公共投資の拡大。 （公共投資：実質、兆円）

→公共投資は、小泉時代に大幅削減さ
れたが、リーマン後の景気対策でかなり
復活。民主党は「コンクリートから人へ」
と抑制したが、震災後には復興事業を
推進。これに安倍政権による補正予算
の大幅積み増しが加わった。

日銀短観にみる地域別の景気判断DI

→地域別にも、万遍なく景況感が改善
しているが、とくに良さが目立つのは
北海道、東北などの地方圏であり、
関東や東海、近畿ではいざなみ景気
時の水準に及ばない。ここにも、公共
投資主導型回復の姿が窺われる。
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アベノミクス効果？：景気（5）

nその他の需要項目（設備投資、住宅投資）についても、弱い要素は
とくに見当たらず、景気は回復基調が続く。

→昨年初まで弱めだった設備投資関連指標にも、徐々に回復傾向がはっきりし
てきている。企業収益の改善を背景に、設備投資の回復が続くと見られるが、
収益に比べて投資の回復テンポが鈍いのも事実。

→リーマン・ショック後の大幅な落込みから回復歩調にあった住宅投資は、不動
産市場の改善や消費税引上げ前の駆込み需要も追い風になって、足もとは好
調。駆込み需要は着工ベースではそろそろピークとみられるが、その後も工事
の進捗が続く見込み。

出所：内閣府「月例経済報告主要経済指標」
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アベノミクス効果？：物価（1）
n消費者物価（除く生鮮食品）は、円安に伴うエネルギー・食品価格

の上昇などを背景として前年比プラスに転じており、足もとのプラス
幅は1％超となっている。

→最近は、エネルギー・食品を除いても前年比プラスとなり、民間予想比上振れ
が目立つが、これには薄型テレビやパソコン等の下げ止まりの影響が大きい。
こうしたハイテク製品の競争力喪失（＝輸入増）は、円安下の貿易赤字拡大に
繋がる反面で、消費者物価には押し上げ要因として作用している。

（消費者物価上昇率）

出所： 日本銀行「金融経済月報」
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アベノミクス効果？：物価（2）
nそれでも、円安を背景とした物価上昇は、賃金上昇を伴わない限り

一過性のものに止まる。賞与は昨年夏冬ともに若干プラスだったと
見られるが、ベースとなる所定内給与上昇の兆しは未だ確認でき
ず、CPI2％上昇への道程はなお遠い。

→実際、ESP調査による民間エコノミストの15年1～3月のCPI上昇率予想（平
均）は、消費税の影響を除いて0.8％程度。今年1月の同調査でも「2年で2％」
のインフレ目標達成を「できると思う」と答えた専門家は、40人のうち1人だけ。

（名目賃金）

出所： 日本銀行「金融経済月報」
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アベノミクス効果？：マインド
nマインド面を見ると、円安・株高に東京五輪招致成功が加わって、

企業、家計を問わず景況感は大きく好転。

→企業マインドを日銀短観で見ると、足もとは円安の恩恵が大きい大企業製造
業で顕著に改善。もっとも、DIの水準は、大企業製造業がリーマン前のピーク
に達しない一方、中小企業非製造業では何と20年振りのプラスを記録した！
前述の地域別も含め、万遍無いマインドの好転が小泉時代との違い。

→結局、経済の長期低迷やデフレで自信喪失気味だった国民の心理を明るくし
たのがアベノミクスの最大の貢献だったのではないか（あとは賃金が上がれば
ほぼ全員がハッピー！）。

（日銀短観の業況判断DI）

出所： 内閣府「月例経済報告主要経済指標」
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「第3の矢」はどこに？（1）

n 「第1の矢」、「第2の矢」（＋東京五輪）で国民の心理は大きく好転。
安倍首相は高い内閣支持率＝政策課題を実現するためのpolitical 
capital（政治資本）を得た。

→TPP交渉参加に際して自民党反対派が予想外に大人しかったのは、高い支
持率を誇る首相に反対しにくかったため（⇔野田前首相の経済政策は概ね正
しかったが、民主党のpolitical capitalは鳩山・菅氏が食い潰していた！）

→アベノミクスのタイミングにせよ、五輪招致成功にせよ、今次政権での首相の
「強運」は特筆に価する（⇔自身の健康問題に加え、年金記録問題や閣僚の
失言・不祥事に悩まされた前回政権とは対照的）

n 「第3の矢」＝成長戦略の柱は規制改革にあるが、中でも農業、雇
用、医療といった政治的抵抗の強い分野（いわゆる「岩盤規制）の
改革には大きなpolitical capitalが必要。首相は、そのための強力
な武器を手にしたことになる。

→昨年6月に公表された「日本再興戦略」は、数値目標の羅列と旧式のターゲテ
ィング・ポリシーに止まったため、「成長戦略は不十分」と評価され、株式市場
は大幅に下落した（＝市場の警告）。もっとも、参院選直前のタイミングだった
ため、「大胆な規制改革は選挙後の成長戦略第2弾」との期待が残った。
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「第3の矢」はどこに？（2）

nしかし、「無敵状態」の首相が打ち出したのは、意外にも「消費税率
引上げのゼロからの再検証」。結局、今年4月からの8％は再確認
されたが、構造改革を議論する絶好のタイミングだった昨年の夏を
空費し、臨時国会での「岩盤規制」への挑戦は見送られた。

→その過程で「消費税引上げの景気への悪影響を防ぐ」として、5兆円超の大型
景気対策が浮上。また、来年度予算も放漫型で、消費増税にもかかわらず、
国債発行の減少幅は僅かに止まった。15年10月の税率10％への引上げ決断
に際しても、さらなる景気対策が求められる可能性。

nつまり、アベノミクスの現状は、本来の「3本の矢」から「財政拡張を
金融緩和で支え、構造改革を素通りする」ものへ
と変質しつつあるのではないか？

→金融市場は、取り敢えず五輪歓迎と世界的リスク・オン、
さらには日銀の大量国債買入れによるリスク感覚のマヒ
で落ち着いている。しかし、外国投資家は依然構造改革
への期待を強く抱いているだけに、構造改革の遅れへの
不満が強まってくると、いずれ株価急落、国債金利急騰
といった市場の反乱に見舞われる恐れ。
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来年度も景気回復は持続（1）
n 97年の消費税引上げが景気後退を招き、その後のデフレ経済の

始まりに繋がったとする議論があるが、それは、
①フィスカル・ドラッグ（財政からの負のショック）の規模が消費税
引上げ（5兆円）に止まらず、社会保障負担増（2兆円）、定率減税
廃止（2兆円）、公共事業削減（4兆円）の計13兆円にも上ったこと、
②年央からアジア通貨危機が始まったこと、
③バブル崩壊後の不良債権を抱えていた金融システムがショック
に耐え切れず、国内での金融危機が発生したこと、
という3つのショックが重なってしまった結果。

→実際、消費税率引上げ後の景気の動 （消費税率引上げ前後の景気動向指数CIの推移）

きを景気動向指数でみると、97年も夏
頃までは「絶好調景気」などと言われた
89年と殆ど違いはみられない。景気が
悪化したのは、アジア危機と国内金融
危機を受けた秋以降だった（とくに、山
一、拓銀破綻後の落込みが厳しい）。

一方、現状は海外経済にリスクはある
が、国内金融システムは安定している。
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来年度も景気回復は持続（2）
nこのように、もともと消費税引上げを過度に恐れる必要はなかった

ところに、大型景気対策が実施されるため、短期の景気見通しは
明るい。来年度も回復基調が続く見通し。

（13年度、14年度の実質GDP成長率の見通し）

注）日銀見通しは展望レポート（1月中間評価）
の中央値。 民間見通しはESP調査1月分
の平均。

n一方、CPI上昇率は若干のプラスで推移しても、2％インフレの達成
は困難との見方が一般的。当面、最大の注目点は賃金動向。

→06～07年には、労働需給は引き締まり、上場企業では史上最高益が相次い
だが、ベース賃金は上がらずデフレ脱却には至らなかった。常識的には当時
に比べ賃金が上がり易い環境とは言い難いが、
①４月には消費税率引上げが予定されていること、
②当時に比べ内需が底堅く、建設や外食など周辺部分で労働需給に逼迫の

兆候がみられること、
③賃金引上げの「空気」が広がり、財界にも一部容認論が出始めていること、
といったプラス面も少なくない。
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13年度 14年度

政府 2.6％ 1.4％

日銀 2.7％ 1.4％

民間 2.5％ 0.8％



海外経済のリスク（1）：米国

n家計のバランスシート調整の進捗や住宅市場の回復等を背景に、
米国経済のファンダメンタルズは改善。政治対立に伴う意図せざる
財政緊縮の重荷（⇒緩慢な成長ペース）も、今後は緩和の方向。

→昨秋の財政協議は予想通り難航した。土壇場でデフォルトは回避され、今年
度予算も昨年末には成立したが、オバマケアを巡る大統領・民主党と共和党
の対立は根深く、今後も波乱要因となる可能性がある。

→金融緩和縮小が始まったが、それは雇用情勢改善の結果。量的緩和の「出
口」は引続き多難だが、forward guidance強化やYellen新議長のハト派スタン
スを踏まえると、米国経済への当面の影響をさほど懸念する必要はないか。

出所：内閣府「月例経済報告に関する経済閣僚会議資料」
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海外経済のリスク（2）：欧州
nユーロ圏の景気は漸く底入れした模様であり、やや楽観的な見方

が増えているが、中心国（ドイツ）と周辺国の格差は拡大しており、
ソブリン危機や金融機関の不良債権問題も終わってはいない。

→昨秋のドイツ議会選挙まで問題先送りが続いたが、CDU・SPD大連立が成立
し、銀行同盟やギリシャ支援などに取り組んで行くこととなる。メルケル続投で
大きな混乱はないと見られるが、抜本的な問題解決には時間が掛かろう。

→昨年11月にECBは利下げを敢行した。インフレ率は2％弱の目標を大きく下
回っているが、ユーロ圏の特殊性やドイツ情勢を踏まえると、積極的な金融緩
和策にも自ずと限界がある。

失業率

出所： 内閣府「月例経済報告主要経済指標」
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海外経済のリスク（3）：中国
n中国では、基礎的な成長力が低下（「ルイスの転換点」通過）する

中で、所得格差の拡大や「影の銀行問題」など様々な課題を抱え
ており、習近平政権のガバナンス能力が問われている。

→成長率低下自体は、政策的に容認されたものであり、足もとの景気も底入れ
した模様。また、影の銀行（shadow banking）問題も、銀行部門の不良債権比
率の低さや中国政府の財政余力を踏まえればmanageableな範囲内。

→むしろ、中国政府の基本的な課題は、高度成長から安定的な中成長への移
行にある。所得格差への国民の不満や不動産バブルへの懸念、過剰投資や
その背後にある国営企業・地方政府のコントロール問題など、課題は山積。

②新築住宅販売価格

出所：内閣府「月例経済報告主要経済指標」
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海外経済のリスク（4）：その他新興国
n中国以外でも、多くの新興国で景気は減速しており、政治リスクを

抱える国も少なくない。米国の量的緩和縮小に伴う資金流出のリス
ク（→通貨や株価の下落）には注意が必要。

→近年の新興国経済好調を支えてきたのは、
①中国の高成長（輸出国、資源国にメリット）と
②米国の量的金融緩和（内需国に恩恵）だっ
たが、今やその前提が大きく変わりつつある。
米国金融緩和縮小の影響は、一旦落ち着いて
いるが、今後の動向はなお不確実性が高い。

→新興国は、政治情勢を含め、それぞれが異な
った問題を抱えているため、資金流出リスクに
ついても一概に論じることは困難。インフレ率、
財政収支、経常収支、対外ファイナンスの形態
（直接投資vs短期資金）などに注目する必要。

→近年、日本企業の期待が一段と高まっている
ASEAN諸国についても、短期的には注意を要
する地域は少なくない（ただし、景気減速期こそ
長期投資にはチャンスとなる可能性も）。 出所：内閣府「月例経済報告に関する関係閣僚会議資料」

（13/9月）
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金融緩和に伴うリスク（1）：日銀の信認確保

n前述の通り、2年以内で2％の「インフレ目標」達成は困難。しかし、
国民の多くは急激な物価上昇を望んでいないのではないか？

→本当に2％インフレが実現すれば、来年1～3月のインフレ率は（消費税の影
響を含めると）4％以上になるが、国民の多くは、過度な円高・株安の是正と景
気回復、緩やかな賃金・物価上昇が実現できれば十分に満足な筈。その程度
なら実現しつつある中、敢えて２％を急ぐ必要はあるのか？

nそれでも、インフレ目標を約束した日銀は、信認維持のための責任
を負う。今後の日銀の対応への市場の関心が高まっている。

→マネタリーベース倍増を宣言して量的緩和を続けても、物価の反応が鈍いの
なら、無闇に追加緩和をしても、後述の出口の困難を増すのみ。昨年1月の政
府・日銀共同声明に明記されていた「持続可能な財政構造の確立」は、大胆な
金融緩和を進める前提をなす。その目処が立たない状況での
国債大量買入れは、財政赤字ファイナンスと看做されて、長期
金利急騰のリスクを抱え込むことになる。

→だとすれば、2％目標を堅持しつつ、何故物価上昇に時間
が掛かるのかを丁寧に説明して、粘り強く目標実現を目指す
のが正攻法ではないのか？
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金融緩和に伴うリスク（２）：長期金利の変動
n足もとの長期金利は落ち着いているが、2％インフレが視野に入っ

てくれば、長期金利は最低でも3％程度（＝潜在成長率＋インフレ
率）にまで上昇する筈。そうなると、長期債を大量に保有する主体
が深刻なダメージを蒙ることになる。

→日本で長期国債を大量に保有してい
るのは国内金融機関だが、メガバンク
は残存期間の短い債券中心の運用の
ため、最も深刻なダメージを蒙るのは
収益力低下の下で長期債に投資せざる
を得なかった地銀や信金となる（日銀の
試算では、2％の金利上昇で地銀・信金
が蒙る評価損は6～9兆円に及ぶ）。金
融システムの安定確保のためにも、長
期金利の動向には細心の注意を要する。

→さらに欧州ソブリン危機の経験を踏まえると、金利はいったん上昇を始めると
オーバーシュートする傾向がある（日本でも3％程度では止まらない可能性）。
ECBは、 LTROと呼ばれる3年物固定金利オペを導入することで、南欧諸国の
国債金利上昇の抑制に成功したが、日本でも同様の手法を考慮する必要が
あるか。
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金利上昇に伴う債権時価の変動

（資料）日本銀行『金融システムレポート（13年10月』



金融緩和に伴うリスク（3）：出口問題

n非伝統的金融緩和は、リーマン危機後の世界経済の安定に大きく
寄与したとされているが、その難しさは金融緩和を如何に終わるか
（＝「出口問題」と呼ばれる）にある。昨年央の米国でのtaperingを
巡る騒動は、その困難を改めて印象付ける結果となった。
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米国でのtapering狂詩曲
FRBは、昨年末まで毎月850億ドルの証券購入を続けてきた（＝いわゆるQE３)が、以前
からこの購入額は昨年中にも縮小（一般にtaperingと呼ばれる）され、いずれ購入停止、
さらには（一部）売却されると想定されていた。しかし、昨年央Bernanke議長がtaperingに
言及すると、米国の長期金利が上昇しただけでなく、世界的な株安や新興国通貨の下落
など、金融市場は大きく動揺した。
従来FRBは、「長期金利に影響するのは、中央銀行のストックとしての長期
債保有額であり、フローの購入額は関係ない」（stock view）としてきたが、
実際には購入額を減らす可能性を示唆しただけで世界の市場は大きく
反応し、出口問題の難しさを再認識させた。
その後、「ほぼ実施確実」と見られた昨秋はtaperingが先送りとなり、市場
とのコミュニケーションが問題視された一方、昨年末には雇用情勢の改善
等を背景に本年初から小幅（100億ドル）tapering実施が正式決定された。
安心感を与えるforward guidance強化もあり、差し当たり市場は歓迎ムード
だが、今後の動向には依然大きな不確実性が残っている。



金融緩和に伴うリスク（4）：出口問題（続）

n本年末には日銀の長期国債保有は200兆円弱になるが、市場金
利をプラスにするため、その大半を売却することとなれば、市場へ
のインパクトは測り知れない。

→01～06年の日本の量的緩和は、短期債中心の購入だったため、出口は比較
的容易だった。逆に現在のFRBは、満期の著しく長いMBS（住宅ローン担保証
券）を大量に保有しており、その売却は国債以上に困難。

→一方、中央銀行が長期債を保有したまま長期金利が上昇すれば、中央銀行
が巨額の損失を蒙る（最終的には国民負担）。IMFスタッフの試算によれば、
日銀の場合、尤もらしい前提でその規模はGDPの3～4％に及び得る。

n保有国債を大量に売らなくても、当座預金への付利引上げにより、
市場金利の引上げは可能。もっとも、その場合は大手金融機関に
巨額の金利を払うため、厳しい政治的批判を受けるのは必至。

→米国では、公的資金で救済を受けた大手金融機関への反感が強い上、共和
党はもともとQEに批判的だった。

→米国は、金融システム安定化や金融緩和の手法について、良い意味でも悪
い意味でも日本の経験から多くを学んだと言われる。出口問題では、日本が
米国の経験からしっかり学ぶ必要（例えば、taperingへの市場の反応など）。
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最大のリスクは財政赤字（1）
n政府は「20年度までにプライマリー・バランス黒字化」との目標を掲

げているが、名目成長率３％（実質２％）という極めて楽観的な前提
で消費税率を10％にしても目標達成は不可能。

→対GDP比率でギリシャを上回る国債残高を抱えながら、日本の財政が維持さ
れてきたのは、①国債の殆どが国内で消化されていたことと、②デフレ・低金利
で利払い費用が増えなかったことによるもの。しかし、貿易収支が赤字となり、
利払い費も既に増加に転じるなど、国債安定消化の基礎は崩れ始めている。

n税収が歳出の半分しかない日本では、デフレ脱却が実現してもプラ
イマリー・バランスすら改善しない。
→物価が上がれば、当然歳出も増える。

実質成長は財政にとってもプラスだが、
労働人口が毎年1％減る国で実質2％
成長を続けるのはかなり苦しい（持続
的に労働生産性を3％上げている先進
国はない）。非現実的な税収弾性値を
仮定することで、「成長で財政赤字は
解決できる」などと主張するのはあまり
に無責任。 出所： 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」
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最大のリスクは財政赤字（2）
nさらに危惧すべきは、デフレ脱却が近づいた際の長期金利上昇。

公債残高が名目GDPの２倍に達するわが国では、利払い費増加
のインパクトは極めて大きい。

→財務省の試算では、長期金利2.5％でも2022年度の利払い費は現状の10兆
円から24兆円まで増える見通し。だからこそ、デフレ脱却が明確なるまでに財
政再建の目処を付けておくことが必要。

n財政赤字拡大の主因が社会保障支
出にあることは明白である以上、早急
にアベノミクス「第４の矢」として社会
保障改革を発動すべき。

→前回消費税引上げ（９７年）以降、歳入・
歳出両面で改革を怠ってきた結果、当時
想定されていた「中福祉・中負担」の選択
肢は既に失われつつある（今や「消費税率
20％でも大幅な福祉切り詰めが必要」とい
うのが学者・エコノミストのコンセンサス）。
年金再計算の今年は、実現可能なメニュー
を示し、国民の議論に委ねることが必要。 出所： 内閣府「社会保障の現状と課題」
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アベノミクスの方向転換を！

n以上をまとめると、日本経済の先行きは「短期楽観・長期悲観」に
なる。当面の景気見通しは確かに明るいが、長い眼で見ると、財政
破綻のリスクが刻々と高まりつつあると言わざるを得ない。

→皮肉な見方をすれば、財政支出を拡大し、長期金利上昇
を日銀の「異次元緩和」で押え込む一方、成長戦略の面で
は、国民（の少なくとも一部）に痛みを強いるような改革を
行っていないからこそ、アベノミクスへの幅広いサポートが
得られているのかも知れない（⇔小泉改革との違い）。

しかし当然ながら、そうした問題先送りを何時までも続ける
ことは許されない。

n 「長期悲観」から逃れるには、消費税論議以来崩れてしまった「３本
の矢」のバランスを建て直すことが必要。財政依存を控える一方、
構造改革により潜在成長力を高める方向へと、アベノミクスの転換
が求められる。

→首相は、昨年の参院選後という構造改革のための絶好のタイミングを逃して
しまったが、政権安定の下、今年4～5月の通常国会日程には余裕があろう。
TPPをきっかけとした規制緩和を含め、構造改革のチャンスは十分にある！
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まとめ
1. アベノミクスによる金融緩和は、そのタイミングの良さもあって、大幅な円安・株

高をもたらした。東京五輪招致成功とも相まって、国民に自信と希望を与えた
点がアベノミクスの最大の成果。

2. 景気は回復基調を辿っているが、これは金融緩和の効果以上に一昨年のミニ
景気後退からの自律反転と公共投資の増加に負う所が大きい。4月の消費税
率引上げ後も、景気は回復基調を続ける見込み。

3. 海外経済は、各地域がそれぞれの課題を抱えており、高成長は望み難いが、
先進国中心に成長率は幾分高まる見通し。一方、米国債のデフォルト、ユーロ
解体、中国バブル崩壊といった破局的な事態に陥る確率は小さい。

4. 日本経済は、目先の見通しこそ明るいものの、より長い眼で見ると深刻な問題
を抱えている。異次元金融緩和からの「出口」には多くの困難が予想されるが、
その備えはできていない。まずは、米国でのtaperingの影響に要注目。

5. 金融緩和からの出口は先進国共通の課題だが、財政赤字については日本が
際立って悪い。デフレ脱却や経済成長だけでは解決できないと認識すべきであ
り、赤字拡大の主因である社会保障改革への取組みが喫緊の課題。

6. 金融緩和に支えられた財政出動ばかりが目立ち、成長戦略が立ち遅れ気味の
アベノミクスの現状は危うい。財政依存を控える一方で、構造改革により潜在
成長力を高める方向へと転換が必要。
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