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2018年の経済・財政のポイント
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＜景気の拡張は2018年も続きそう＞

　アベノミクスが始まって 5 年が経ちまし

たが、日本の景気は拡張局面が長らく続い

ています。経済成長率（実質 GDP 変化率）は、

2011年度+0.5％→2012年度+0.9％→2013

年度+2.6％→2014 年度▲0.5％→2015年度

+1.3％→2016年度+1.3％と推移しています。

2014年度こそ消費増税の影響等で5年ぶり

のマイナス成長に陥りましたが、均せば

+1％前後の成長率が続いています。2017

年度も +1％台半ばの成長率を確保できる

見込みです。

　景気の下支え役になっているのは輸出で

す。厳しい円高に晒された 2012 年度までは、

世界経済が拡大基調にあったにもかかわら

ず、輸出が低迷しました。円高で日本製品の

競争力が落ちた影響や、海外への生産拠点

移転が進んだ影響が表れました。ですが、ア

ベノミクスで円高が是正されるとともに、

日本の輸出は世界経済の拡大に沿って増加

基調を辿っています。消費については、2014

年度の消費増税後しばらく低迷が続きまし

たが、2016 年度頃から雇用・賃金の増加と

ともに回復傾向にあります。消費の弱点は、

物価の急上昇です。消費が一時低迷したの

は、増税と円安が相俟って物価が急上昇し、

家計が節約志向を強めたためです。2018 年

（度）については、消費増税はありませんし、
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【担当分野】

日本財政について、短期的な歳出入

動向や国債発行動向を予測するのみ

ならず、中長期的な持続可能性につ

いてもシミュレーション等を通じて

分析する。エコノミストや財務省出

向の経験を活かし、経済学、歴史、国

際比較を用いた理論面からのアプ

ローチと、経済・市場見通し、金融

政策、財政制度を踏まえた実務面か

らのアプローチの双方より、日本財

政の包括的な分析を試みる。また、

税制や社会保障、地方財政をカバー

するほか、財政を左右する政治動向

についてもウォッチする。

　

　

さらなる原油高や円安の進行も起きづらく、物価

が伸び悩む見込みのため、消費は底堅く推移する

でしょう。輸出の増加も相俟って、景気拡張が続

く見込みです。景気面では波乱のない 1 年となる

でしょう。

＜デフレ脱却宣言と消費増税判断の行方＞

　波乱があるとすれば、財政面でしょう。2019 年

10 月に10％への消費増税が予定されていますが、

安倍政権はその最終判断を 2018 年秋頃に実施す

る見込みです。10％への消費増税は、これまで 2

度延期されてきました。「3 度目の正直」で増税が

決断されるのか、それとも「2 度あることは 3 度

ある」で再々延期となるのか、まだ不透明です。ヒ

ントになるのはデフレ脱却宣言の有無でしょう。

振り返れば、安倍政権による過去 2 回の増税延期

は、デフレ脱却への対応が理由になっていました。

仮に安倍政権が増税判断の前にデフレ脱却宣言

に踏み切れば、そのまま増税を決断する可能性が

高くなると考えられます。

　では、政府はデフレ脱却宣言に踏み切るでしょ

うか？政府は CPI、GDPデフレーター、需給ギャッ

プ、単位労働費用の 4 つの指標を軸にデフレ脱却

を判断する方針です。これら 4 つの指標はいずれ

も足元でプラス圏にあり、政府（内閣府）は「デフ

レではない状況」と認定しています。デフレ脱却

を宣言するには、「デフレに再び後戻りしない」こ

とが大切になりますが、2014年頃からベースアッ

プ率が + 0％台半ばで定着し、賃金・物価が下落

しづらい構造に変化しています。デフレ脱却宣言

は、経済環境を踏まえれば、できなくはない状況

にあります。

　ですが、政治的には、デフレ脱却宣言のハード

ルは高いでしょう。デフレ脱却を宣言すれば、安

倍政権にとって経済政策の選択肢が狭まってし

まうためです。増税を再々延期する大義名分がな

くなるだけではなく、大規模な経済対策に踏み切

るための理由作りも難しくなります。2019 年春

には統一地方選、夏には参院選を控えていますの

で、選挙を乗り越える上でも、経済政策の自由度

を確保しておきたいところでしょう。 デフレ脱却

宣言はその障害になるのです。 そもそも安倍首相

自身がデフレ脱却宣言に慎重とみられます。 

2006 年に政府がデフレ脱却宣言を検討したこと

がありましたが、当時の与謝野経済財政担当大臣

は前向きであったのに対し、安倍官房長官は慎重

姿勢を示し、結局、小泉首相は宣言を見送りまし

た。 2006 年の例を参考にすれば、安倍政権がデ

フレ脱却宣言に踏み切るハードルは高いです。消

費増税判断の行方も、どちらかといえば再々延期

となる可能性が高いように思われます。

＜デフレ脱却宣言は金融政策にも影響＞

　もし政府がデフレ脱却宣言に踏み切れば、財政

健全化に繋がりやすいわけですが、日本銀行の金

融政策運営にも影響を与える可能性があります。

現在、日本銀行は 2％の物価目標を達成するため、

低金利政策を継続しています。デフレ脱却宣言は、

2％の物価目標とあくまでも別物なのですが、市

場に対しては、物価目標達成に近づいている、あ

るいは安倍政権が日本銀行へプレッシャーを掛

ける必要がなくなる、というメッセージになりま

す。 日本銀行にとっては、少なくとも追加金融緩

和の必要性が一段と低下しますし、低金利政策を

見直して金融引き締めに向かう追い風となり得

ます。
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