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第１章 デフレ脱却・日本経済再生と目指すべき姿 

１． 停滞の 20 年 

（低成長とデフレ）

1990 年代初頭におけるバブル崩壊を大きな節目として、日本経済は現在に至る

約 20 年間、総じて低い経済成長に甘んじてきた。この間の日本の実質国内総生

産（実質 GDP） 1成長率は 0.8％、名目国内総生産（名目 GDP）成長率は▲0.2％に

とどまり2、日本人の実質的な購買力の大きさを表す実質国民総所得（実質 GNI） 3

の成長率も 0.6％と OECD 諸国の中で昀も低いパフォーマンスとなった。さらに、こ

のプロセスの中で、日本経済は戦後初めて、また、世界の中でも例外的に、デフレ

を経験することとなり、多くの国民が生活の豊かさを実感できなくなった。

とりわけ、2008 年後半に生じたリーマンショック及びその後の欧州政府債務危

機により生じた世界経済の信用収縮と成長鈍化は日本経済に大きな影響を及ぼ

した。欧米で大胆な金融緩和策が講じられ、内外の金利差が縮小する中、我が国

ではデフレから脱却できない状況が続き、円高とデフレの悪循環の懸念もあって、

いわゆる産業空洞化も進んだ。

（構造問題）

こうしたマクロ経済（景気）の悪化はミクロ面（構造問題）をも悪化させ、長期にわ

たり停滞が続くこととなった。すなわち、長期化する景気低迷とデフレは、設備、研

究開発、さらには人材に対する投資意欲や新規事業・起業への意欲を萎縮させる

など、日本経済の基礎体力に悪影響を及ぼしてきた。また、少子・高齢化、新興国

の台頭とそれに伴う比較優位構造の変化、IT 化等の技術革新など経済に大きな

インパクトを与える構造変化に対しても、本来採られるべき対応が遅れた。

例えば、新興国等との競争が激化する中で、産業再編などの対応が遅れ、原燃

料価格の高騰により企業のコストが上昇してもそれを製品価格に転嫁することが

できず、結果として、日本人が受け取る所得（賃金や利潤）が抑えられてきた。 

さらに、金融・資本市場のグローバル化により、世界各国で繰り返し発生する金

融・通貨危機など市場経済の脆
ぜい

弱性への対応も十分に進んでいない。また、グロ

ーバル化の下、イノベーションはわずかな時間のうちに市場環境を一変させ、企業

は国・地域を選別する姿勢を強めることとなり、国家間の制度競争も激しくなってい 

1 国内総生産（GDP：Gross Domestic Product）とは、ある国の国内で一定期間内に生産されたモノやサービ

スの付加価値の総額。 
2 国民経済計算における「実質」値とは、基準時点の物価で評価したもの（物価変動の影響を除去）。「名目」値と

は、実際に市場で取引される時点の物価で評価したもの。 
3 国民総所得（GNI：Gross National Income）とは、ある国の国民（居住者）が一定期間内に受け取った所得

（雇用者報酬、財産所得、企業所得等）の総額。
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る。高齢化と人口減少が進展し、資源や食糧を輸入に依存する日本としては、グ

ローバル化に対応しつつ、新たな価値を生み出していくことが待ったなしの課題と

なっている。

また、近年では、2011 年の東日本大震災と原発事故を受け、被災地の復興の

加速に向けた取組はもとより、国土や生産基盤の脆
ぜい

弱性、エネルギー制約といっ

た構造問題への対応が新たな課題となっている。 

（政策対応）

この間のマクロ経済運営を振り返ると、政府は景気対策や金融機関の不良債権

の処理促進策など累次にわたる政策対応を行い、日本銀行も量的緩和やゼロ金利

政策などの対応を行ってきた。しかし、こうした対応により景気が一定期間回復に転

じたものの、政策の転換が行われる中、海外の大幅な景気後退などを転機に景気

回復は腰折れし、その結果、低成長やデフレから脱出することはできなかった。こう

した中、国民や市場が抱く低成長やデフレ継続の予想は徐々に根強いものとなり、

それが更に実体経済を抑制することとなった。この間、我が国の財政は、低迷する

経済や進展する高齢化等により、赤字が継続し、債務残高が極めて高い水準となっ

ている。 

（停滞の 20 年を踏まえて）

こうした停滞の 20 年の経験を踏まえれば、我が国が取り組むべき課題は、まず

第１に、長期にわたるデフレと景気低迷から脱出することである。そして、第２に、

この間、十分な対応が採られてこなかった上記のような構造的諸課題に政府、民

間企業、そして国民一人ひとりが積極的に取り組むことである。第３に、今後の日

本経済の発展と高齢化社会を支える基盤となる持続可能な財政と社会保障を構

築し、対応力を回復していくことである。このような課題の解決を通じて、後述する、

我が国が目指すべき経済社会の姿を実現していく。 

２． デフレからの早期脱却と「再生の 10 年」に向けた基本戦略 

安倍内閣は、相互に補強し合う関係にある「大胆な金融政策」、「機動的な財政

政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」（いわゆるアベノミクス）を

一体として、これまでと次元の異なるレベルで強力に推進していく。 

現下の昀優先課題である長期にわたるデフレと景気低迷からの脱却を実現す

るためには、停滞の 20 年の反省に立ち、これまでとは質・量ともに次元の異なる対

応が必要である。安倍内閣発足直後から矢継ぎ早に、第一の矢「大胆な金融政

策」、第二の矢「機動的な財政政策」を実行に移している。そして今回、上述したよ

うな構造的諸課題に積極的に取り組むため、第三の矢である成長戦略として、「日
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本再興戦略」4を取りまとめた。以下に示すのが「再生の 10 年」の実現に向けた基

本戦略である。 

（１）第一の矢「大胆な金融政策」 

本年１月 22 日、政府・日本銀行は、デフレからの早期脱却と物価安定の下での

持続的な経済成長の実現に向け、政策連携の強化とそれぞれの取組等を明記し

た共同声明 5を発表した。この中で、日本銀行は消費者物価の対前年比上昇率

２％を「物価安定目標」とすることを初めて明確にし、できるだけ早期にこれを実現

することとした。 

さらに、４月４日には、新たな日本銀行正副総裁の下での昀初の金融政策決定

会合において、２％の物価安定目標を２年程度の期間を念頭に置いて、できるだ

け早期に実現すること、その実現のため、マネタリーベースを２年で２倍にすること

などを内容とする「量的・質的金融緩和」の導入を決定した 6。 

こうした金融政策の「レジーム・チェンジ」によって、過去 20 年近く、大きく変える

ことができなかった市場のデフレ予想が今や変化しつつあり、実体経済にも好影

響をもたらし始めている。さらに、デフレ予想が払拭されていくことにより、「機動的

な財政政策」の需要創出効果や「成長戦略」の民間投資喚起効果が十分に発揮さ

れていくことが期待される。 

今後とも、日本銀行による量的・質的金融緩和の着実な推進と、政府による機

動的なマクロ経済政策運営や成長力強化への取組等が相まって、デフレからの早

期脱却と持続的な経済成長を実現していく。 

経済財政諮問会議は、政府・日本銀行の共同声明に沿って、金融政策を含む

マクロ経済財政運営の状況、その下での物価安定の目標に照らした物価の現状

と見通し、雇用情勢を含む経済・財政状況、経済構造改革の取組状況などについ

て、原則として四半期ごとに検証を行う。 

（２）第二の矢「機動的な財政政策」 

政府は、本年１月11日、景気の底割れを回避し、成長戦略につなげていくことな

どを目的として、平成 25 年度当初予算と合わせた 15 か月予算の考え方の下、「日

本経済再生に向けた緊急経済対策」 7及びこれを具体化する 13 兆円に上る過去昀

大額（リーマンショック後の非常事態を除く）の平成 24 年度補正予算を決定した。

また、５月 15 日には、同じく日本経済の活性化や国民生活の安心につながる施策

に重点化した平成 25 年度予算が成立した。 

4 「日本再興戦略」（平成 25 年６月 14 日閣議決定） 
5 「デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について（共同声明）」（平成 25

年１月 22 日、内閣府・財務省・日本銀行） 
6 「量的・質的金融緩和」の導入について（平成 25 年４月４日、日本銀行） 
7 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成 25 年１月 11 日閣議決定）
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緊急経済対策に基づく平成 24 年度補正予算の各事業は、順調に進捗し、景気

回復に重要なプラス効果をもたらしている。引き続き、対策の早期執行に取り組み、

その効果をあまねく浸透させるとともに、平成 25 年度予算を着実に執行していく。

この結果、地方でもその効果が今夏以降実感されることが期待される。 

（３）第三の矢「民間投資を喚起する成長戦略」 

日本経済が景気回復を超えて、その後も長期的に安定した成長を実現していく

ためには、内外の潜在需要を顕在化させつつ、民間投資を喚起する成長戦略を

実行し、労働生産性を高め、我が国の潜在成長力を強化することが不可欠で

ある。また、国民一人ひとりが豊かさを実感できるよう、国民の購買力を高めると

ともに、地域を再生し、全国隅々に成長の成果を行き渡らせていく必要がある。 

第一の矢、第二の矢によるマクロ経済環境の好転が、企業の決断を促し、成長

戦略を大きく前進させる。また、成長戦略を推進することで、構造問題への取組が

進展し、マクロ経済の持続的な改善がもたらされる。相互に補強し合う三本の矢を

一体化することで生まれる推進力がこれまでの成長戦略との大きな違いである。ま

た、過去約 20 年、大きな成長制約要因となってきた金融機関の不良債権問題や企

業の過剰設備・過剰債務問題は、総じてみれば解消されつつある。この点も、新た

な成長を後押しする大きな力となる。 

過去の停滞の経験を踏まえると、成長戦略においては、①市場機能を活用し民

間の力を引き出すとともに、民間投資の拡大、人材の活用・育成、イノベーションの

促進により労働生産性を高めること、②課題先進国として世界に先駆けて課題を解
い

決することで新たな需要を創造すること、③グローバル化を活かしヒト・モノ・カネが

自由に行き来できる環境を整備すること、などにより、潜在成長力を高め、実質所得

の増加を伴う成長を実現することが必要不可欠である。 

上記のような問題意識を踏まえ、安倍内閣の「日本再興戦略」を早期に推進し、

「チャレンジ」、「オープン」、「イノベーション」を具体化していかなければならない。

政府は今後長期にわたり安定的に成長戦略に取り組んでいくことに強くコミットし、

リスクを伴う投資や起業などに個人や企業が積極的に取り組むことを可能にして

いく。また、政策分野ごとに達成すべき成果目標（KPI 8）と工程表を掲げるとともに、

責任主体を明確化し、政府が一体となって迅速かつ強力に「日本再興戦略」を推

進する。 

（４）企業から家計への波及、雇用と所得の増加へ 

長期にわたるデフレと低成長の下で、1990 年代後半以降、正規雇用が減少傾

向にある一方で、非正規雇用が増加したことなどにより、雇用者所得は減少傾向 

8 KPI (Key Performance Indicator)：政策群毎に達成すべき成果目標
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をたどってきた。勤労者世帯の１年間の平均実収入がこの 10 年で 20 万円以上低

下9するなど、家計を取り巻く環境は極めて厳しい状況にある。 

本年の春闘においては、政府の企業に対する要請もあって、業績の改善した企

業を中心に報酬の引上げが決定された。企業業績は為替相場の動向、景気の着

実な持ち直し、さらには海外での業績改善などを受けて 2013 年３月期には改善し、

2014 年３月期に向けて更に改善すると予想されている。こうした企業業績の改善

が迅速に賃金上昇や雇用の拡大に結び付き、デフレ脱却につながっていくことが

期待される。 

今後、物価の上昇が想定される中、賃金や家計の所得が増加しなければ、景気

回復の原動力となっている消費の拡大は息切れし、景気が腰折れすることにもな

りかねない。三本の矢を推進することにより景気回復、経済成長を着実に実現し、

企業収益の改善、国内投資の拡大、生産性の高い部門への労働移動、賃金上昇

と雇用の拡大、さらには消費の拡大という好循環を実現していく必要がある。こうし

た課題に包括的に取り組むため、今後、政府、経営者、労働者が、それぞれの役

割を果たしつつ、一体となって、連携することにより、上記の好循環を起動させてい

くことが重要である。

また、上で述べたように過去 10 年、輸入品のコスト上昇を価格転嫁できないこと

で、結果として日本人が受け取る所得が抑えられてきた。その大きさは 10 年間で

26 兆円 10に及ぶ。「日本再興戦略」を推進することにより、グローバル化を活
い

かしつ

つ企業の競争力を高め、コスト増を製品価格に転嫁できる市場構造を作るとともに、

輸入に依存するエネルギー等の節減、調達先の多角化等による価格交渉力の強

化などを通じて、実質国民総所得（実質 GNI）の成長率を高める。 

（５）経済再生と財政健全化の好循環 

急速な高齢化の進展による社会保障関係費の増大や、リーマンショック等によ

る景気後退などにより、我が国の財政状況は悪化を続けてきた。今後、日本経済

の再生を実現していくためには、日本経済の発展を支えるとともに少子高齢化が

進展する中にあっても人々が安心して暮らしていくための基礎となるべき、持続可

能な財政と社会保障を構築していくことが必要不可欠である。 

さらに、日本銀行が金融緩和を円滑に推進していくためには、財政ファイナンス

といった疑念を生まないよう、政府が財政規律を堅持していくことが求められる。ま

た、民間需要主導の成長を実現するためには、財政健全化を通じて、国債に対す

る信認を確保し、長期金利が急上昇するリスクに対応するとともに、家計や企業の

財政に対する不安を払拭しつつ、より多くの民間貯蓄が民間投資に向かう環境を

整備し、個人消費や投資の拡大を促すことが不可欠である。こうした観点から、第 

9 「家計調査」で 2002 年と 2012 年を比較。勤労者世帯には非正規雇用の雇用者も含む。 
10 交易利得・損失の 2002 年度から 2012 年度への変化額（2005 暦年を基準時点として評価）。 
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二の矢「機動的な財政政策」を具体化する平成 24 年度補正予算と一体のものとし

て編成した平成 25 年度予算については、財政健全化目標を踏まえたものとしてい

る。このように、三本の矢が持続的に効果を発揮するためにも、財政健全化への

取組は極めて重要である。また、成長の促進は税収の増加などを通じて財政健全

化に貢献する。 

こうした取組により、経済再生が財政健全化を促し、財政健全化の進展が経済

再生の一段の進展に寄与するという好循環を目指す。 

今後は景気回復が進むことで需給ギャップが解消に向かうと考えられるが、経

済財政運営においては、内外のリスク要因に十分な注意を払いつつ、財政による

景気下支えから、民需主導の成長に切り替えていくことが重要である。 

（６）「再生の 10 年」を通じたマクロ経済の姿とその道筋 

（「再生の 10 年」を通じて目指すマクロ経済の姿） 

上記のような取組を行うことにより、「再生の 10 年」を通じ、以下に掲げるマクロ

経済の姿の実現を目指す。 

 中長期的に、２％以上の労働生産性の向上を実現することを通じ、賃金の伸び

が物価上昇率を上回るとともに、雇用機会が拡大し、広く国民が景気回復の恩

恵を得ることのできる経済を確立する。 

 今後 10 年間（2013 年度から 2022 年度）の平均で、名目 GDP 成長率３％程度、

実質ＧＤＰ成長率２％程度の成長を実現する。2010 年代後半には、より高い成

長の実現を目指す。その下で、実質的な購買力を表す実質国民総所得（実質

GNI）は中長期的に年２％を上回る伸びとなることが期待される。１人当たり名目

国民総所得（名目 GNI） 11は中長期的に年３％を上回る伸びとなり、10 年後には

150 万円以上増加することが期待される。 

（実現に向けた道筋） 

－当面の経済動向と対応－ 

政権交代後のロケットスタートにより、市場の期待は大きく変化し、デフレ予想は

払拭されつつあり、実体経済面でも、個人消費を中心に景気は着実に持ち直してい

ることから、2013 年度の実質 GDP 成長率は前年度の 1.2％を上回る 2.5％程度に、

名目 GDP 成長率も前年度の 0.3％を大きく上回る 2.7％程度に達するものと見込ん

でいる12。消費者物価上昇率も、年央以降、徐々にプラス傾向を強めていくと見られ 

11 １人当たり名目国民総所得（名目 GNI）とは、名目国民総所得を総人口で除したもの。国民総所得については、

脚注３を参照。各指標の関係については、（参考）を参照。 
12 「平成 25 年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」（平成 25 年２月 28 日閣議決定）
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る。2013 年度においては、引き続き三本の矢の推進に全力を挙げるとともに、その

効果が広く国民に感じられるよう、景気回復と連動して実質賃金が上昇し、雇用が

拡大するよう取り組む必要がある。また、金融資本市場の動向や輸入物価の上昇

等による影響にも万全の注意を払いつつ、適切に対応する。 

2014 年度においては、消費税率の引上げによる駆込み需要の反動減など経済

への一定の影響が想定されるが 13、これに対しては住宅ローン減税の拡充などの

措置を講じるとともに、民間需要の回復力が 2014 年度に向け強化されるよう配意

する必要がある。こうしたことにより、堅実な成長を遂げ、賃金が上昇し、消費者物

価上昇率が２％に近づいていくことが期待される。 

－中長期の道筋－

今後の中長期の GDP 成長率については、構造的な成長制約への対応が行わ

れない場合には、過去 10 年間の実績と同水準（実質１％程度）にとどまる可能性

が高い。労働生産性を上昇させていくことが重要であり、成長戦略により民間投資

を喚起し、競争力を強化する。２％の物価上昇の下、それを上回る賃金上昇につ

なげることで、消費の拡大を実現し、所得と支出、生産の好循環を形成する。女性、

若者、高齢者、障害者等の就業率の向上により、労働人口の減少の影響を昀小

限に抑える。こうした取組を通じ、今後 10 年間の平均で２％程度の実質 GDP 成長

率を目指す。また、消費者物価上昇率２％の「物価安定目標」が実現されていく中

で、名目 GDP 成長率は平均で３％程度の実現を目指す 14。 

GDP の成長に加え、投資収益の拡大などを通じて海外からの純受取が増加す

る。産業の新陳代謝を通じた比較優位産業の成長により輸出競争力が強化され

るとともに、省エネ・省資源や海外の資源権益確保などにより輸入品に対する価格

交渉力が強化される。交易条件を改善するこうした取組の強化により、実質国民

総所得（実質 GNI）が中長期的に年２％を上回る伸びとなることが期待される。また、

こうした取組は、GDP デフレーター上昇率のプラスへの転換・定着にも寄与するこ

ととなる。

３． 目指すべき経済社会の姿 

強い日本、強い経済を実現することを通じて、全ての日本人が日本に生まれた

喜びと誇りを持てる国を創る。これが日本経済再生の先に目指すべき姿である。 

グローバルな市場経済は、大きな可能性を与えてくれるが、時に暴走するエネ 

13 消費税率の引上げについては、本年秋に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う

ための消費税法の一部を改正する等の法律」（平成 24 年法律第 68 号。以下「税制抜本改革法」という。）附則

第 18 条にのっとって、経済状況等を総合的に勘案して、判断を行う。 
14 それぞれの統計の対象範囲等の違いにより、GDP デフレーターの上昇率は、消費者物価上昇率を下回る傾向

にある。

7 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルギーを内包している。グローバル化する世界をより良いものにしていくためには、

ルール作りがカギを握る。 

開かれた市場における自由な競争と同時に、勤勉を尊び道義を守り、各国・各

地域の伝統や文化を尊重する。日本人が、自らのアイデンティティを自覚しつつ、

理想を具体化し、国際的にも誇ることのできる市場経済を追求する。TPP 等の経

済連携や国際金融に関する協議の場等を通じて、積極的に国際的なルール作り

をリードしていく。日本の文化や伝統に確固とした基礎を持ちつつ、課題先進国と

して、グローバル経済・社会に共有される新たなモデルを生み出し、世界と共に自

らが発展していくことを目指す。 

以下のような経済社会の姿を目指し、強い日本、強い経済、豊かで安全・安心

な生活を実現していく。 

 自由で公正な競争、オープンな経済環境が確保され、グローバルに魅力ある経済 

社会 

⇒国際競争力・成長力・雇用創出力のある産業が発展する社会 

⇒躍動感とスピード感をもって、ヒト・モノ・カネ・情報が自由に移動する社会 

⇒頑張るものが報われ、何度でも挑戦できる社会、やり直し・学び直しがきく社会 

⇒経済安全保障（資源・エネルギー）が確保されている社会 

 豊かで安全・安心な生活を実現できる経済社会 

⇒多様な雇用が拡大し、労働生産性に見合った賃金上昇等を通じて、豊かで、

満足度の高い生活水準が確保される社会 

⇒健康長寿、IT、食、文化・芸術・スポーツ、安全・安心など、質の高い生活環

境や消費生活が実現する社会 

 多様な担い手が参画し、活力と知恵を生み出す経済社会 

⇒女性、若者、高齢者、障害者を始め、国民一人ひとりの能力と個性が昀大限
い

に活かせる社会 

⇒多様な伝統と文化、地域資源に育まれ、地域の現場から生み出される活力と

知恵により、それぞれの豊かさを実感できる社会 

 長期的に持続可能な経済社会 

⇒未来につながる長期的投資を可能とし、人材を育み、環境とともに生きる経

済社会を担保する市場システムが形成された社会 

8 




 

 

    

 

                                                  
 

⇒ステークホルダー15が共に意欲を持って企業の成長、科学技術イノベーショ

ンの創造、さらには地域社会・国際社会の発展に貢献する経済 

⇒グローバルな課題を克服するためにルール作りに貢献し、リードしていく力

を持ち、世界から信用される国 

⇒低炭素・循環・自然共生を可能とする社会 

⇒市場の 弱性を補完する仕組みが整備され、柔軟かつ強 に対応できる

社会 

脆
ぜい

靱
じ ん

強い日本、強い経済を実現するためには、政府の取組について、国民から十

分な理解を得ることが必要不可欠である。また、世界に対しても発信を強化する

ことが重要である。このため、ＩＴを含め、多様な手法を有効に活用し、安倍内閣

の昀重要政策である、いわゆるアベノミクスを始め、内閣の基本方針について、

更に理解が深められるよう、内外広報の積極的展開を図る。 

15 ある組織にとっての利害関係者のこと。企業のステークホルダーという場合には、株主、従業員、顧客、取引先、

地域社会などの多様な主体が挙げられる。 
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