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   民間投資を喚起する成長戦略（「三の矢」） 

 
   機動的な財政政策（「二の矢」） 

 
   大胆な金融政策（「一の矢」） 

いわゆる「アベノミクス」 

○ 1月22日 政府・日銀の「共同声明（Joint Statement）」 

          「物価安定の目標（Price Stability Target）」（消費者物価の前年比上昇率で「２％」）の導入 

○ 4月4日  「量的・質的金融緩和」の導入 

○ 1月11日 「日本経済再生に向けた緊急経済対策」閣議決定（財政支出10.3兆円、事業規模20.2兆円）  

    →1月15日  24年度補正予算案  閣議決定 （2月26日 成立）   

○ 1月29日 25年度予算政府案 閣議決定 （5月15日 成立） 

○ 1月29日 25年度政府税制改正大綱 閣議決定（3月29日 税法成立） 

 

○ 安倍総理「成長戦略スピーチ」 （第一弾：4月19日、第二弾：5月17日、第三弾：6月5日） 

○ 6月14日 「日本再興戦略」閣議決定 

    

○ ３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。  （「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太の方針）（25年6月14日閣議決定）） 

「15ヶ月予算」として、一体的に編成 

○ 財政健全化目標（「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太の方針）（6月14日閣議決定）） 
  ～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～ 
    ・ 国・地方のＰＢについて、2015 年度までに2010 年度に比べ赤字の対GDP 比の半減、2020 年度までに黒字化 
    ・ その後の債務残高の対GDP 比の安定的な引下げ 1 



 
 
 
  
 デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のため、政府・日本銀行

は別紙のとおり政策連携を強化し、これを共同して公表するものと

する。 
（別紙） 

 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） 

１．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、以下のとおり、政府及び日本銀行の政策連携を

強化し、一体となって取り組む。 

２．日本銀行は、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な

発展に資することを理念として金融政策を運営するとともに、金融

システムの安定確保を図る責務を負っている。その際、物価は短

期的には様々な要因から影響を受けることを踏まえ、持続可能な

物価の安定の実現を目指している。 
  日本銀行は、今後、日本経済の競争力と成長力の強化に向け

た幅広い主体の取組の進展に伴い持続可能な物価の安定と整

合的な物価上昇率が高まっていくと認識している。この認識に

立って、日本銀行は、物価安定の目標を消費者物価の前年比上

昇率で２％とする。 

平成25年1月22日 
内 閣 府 
財 務 省 
日 本 銀 行 

＜政府・日本銀行の共同声明（Joint Statement）＞ 

 

 日本銀行は、上記の物価安定の目標の下、金融緩和を推進

し、これをできるだけ早期に実現することを目指す。その際、

日本銀行は、金融政策の効果波及には相応の時間を要すること

を踏まえ、金融面での不均衡の蓄積を含めたリスク要因を点検し、

経済の持続的な成長を確保する観点から、問題が生じていない

かどうかを確認していく。 

３．政府は、我が国経済の再生のため、機動的なマクロ経済政策

運営に努めるとともに、日本経済再生本部の下、革新的研究開

発への集中投入、イノベーション基盤の強化、大胆な規制・制度

改革、税制の活用など思い切った政策を総動員し、経済構造の

変革を図るなど、日本経済の競争力と成長力の強化に向けた取

組を具体化し、これを強力に推進する。 
  また、政府は、日本銀行との連携強化にあたり、財政運営に対

する信認を確保する観点から、持続可能な財政構造を確立す

るための取組を着実に推進する。 

４．経済財政諮問会議は、金融政策を含むマクロ経済政策運営の

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今後

の見通し、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、定期的に検証を行うものとする。  

大胆な金融政策 
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（２）「量的・質的金融緩和」に伴う対応 

 ①資産買入等の基金の廃止 
      資産買入等の基金は廃止する。「金融調節上の必要から行う

国債買入れ」は、既存の残高を含め、上記の長期国債の買入
れに吸収する。 

②銀行券ルールの一時適用停止 
     上記の長期国債の買入れは、金融政策目的で行うものであり、

財政ファイナンスではない。また、政府は、１月の「共同声明」に
おいて、「日本銀行との連携強化にあたり、財政運営に対する
信認を確保する観点から、持続可能な財政構造を確立するた
めの取組を着実に推進する」としている。これらを踏まえ、いわ
ゆる「銀行券ルール」を、「量的・質的金融緩和」の実施に際し、
一時停止する。 

③市場参加者との対話の強化 
     上記のような巨額の国債買入れと極めて大規模なマネタリー

ベースの供給を円滑に行うためには、取引先金融機関の積極
的な応札など市場参加者の協力が欠かせない。市場参加者と
の間で、金融市場調節や市場取引全般に関し、これまで以上
に密接な意見交換を行う場を設ける。また、差し当たり、市場の
国債の流動性に支障が生じないよう、国債補完供給制度（ＳＬ
Ｆ）の要件を緩和する。 

 
 
（注）毎月の長期国債のグロスの買入れ額は７兆円強となる見込み。 
 
 
 
 
 

「量的・質的金融緩和」の導入について（2013年4月4日 日本銀行）（抄） 

１．日本銀行は、本日の政策委員会・金融政策決定会合において、以
下の決定を行った。 

（１）「量的・質的金融緩和」の導入 
   日本銀行は、消費者物価の前年比上昇率２％の「物価安定の目

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。
このため、マネタリーベースおよび長期国債・ＥＴＦの保有額を２年間
で２倍に拡大し、長期国債買入れの平均残存期間を２倍以上に延
長するなど、量・質ともに次元の違う金融緩和を行う。 

 ①マネタリーベース・コントロールの採用 
   量的な金融緩和を推進する観点から、金融市場調節の操作目標を、

無担保コールレート（オーバーナイト物）からマネタリーベースに変更
し、金融市場調節方針を以下のとおりとする。 

   「マネタリーベースが、年間約６０～７０兆円に相当するペースで増
加するよう金融市場調節を行う。」 

②長期国債買入れの拡大と年限長期化 
   イールドカーブ全体の金利低下を促す観点から、長期国債の保有

残高が年間約５０兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行
う（注）。 

   また、長期国債の買入れ対象を４０年債を含む全ゾーンの国債とし
たうえで、買入れの平均残存期間を、現状の３年弱 から国債発行残
高の平均並みの７年程度 に延長する。 

③ＥＴＦ、Ｊ－ＲＥＩＴの買入れの拡大 
   資産価格のプレミアムに働きかける観点から、ＥＴＦおよびＪ－ＲＥＩ

Ｔの保有残高が、それぞれ年間約１兆円、年間約３００億円に相当
するペースで増加するよう買入れを行う。 

④「量的・質的金融緩和」の継続 
   「量的・質的金融緩和」は、２％の「物価安定の目標」の実現を目指

し、これを安定的に持続するために必要な時点まで継続する。その
際、経済・物価情勢について上下双方向のリスク要因を点検し、必
要な調整を行う。 
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〔出所〕日本銀行「マネタリーベース」、「量的・質的金融緩和」の導入につい
て（２０１３年４月４日 日本銀行）等より  

＜マネタリーベースの目標＞ 

マネタリーベースの目標と日銀バランスシートの見通し 
（単位：兆円） 

2012年末 
（実績） 

2013年8月 
（実績）※1 

2013年末 
（見通し） 

2014年末 
（見通し） 

マネタリーベース 
（銀行券等発行高 

 ＋日銀当座預金） 
138 177 200 270 

（日本銀行のバランスシート項目の内訳）※1 

長期国債※2 89 123.3 140 190 

（平均残存期間） （３年
弱） → （７年程度） 

ＣＰ等 2.1 2.1 2.2 2.2 
社債等 2.9 3.1 3.2 3.2 

ＥＴＦ 1.5 2.1 2.5 3.5 

Ｊ－ＲＥＩＴ 0.11 0.138 0.14 0.17 

貸出支援基金 3.3 7.0 13 18 

その他とも資産計 158 206 220 290 

銀行券 87 84 88 90 

当座預金 47 89 107 175 

その他とも負債・純資
産計 158 206 220 290 

〔出所〕「量的・質的金融緩和」の導入について（２０１３年４月４日 日本銀行）等より    
 
※1   2013年8月（実績）について、マネタリーベースは7月末残高、バランス

シート項目の内訳は9月3日「営業毎旬報告」による。 

※2 毎月の長期国債のグロスの買入れ額は７兆円強となる
見込み。  
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最近の金融市場の動向 

（出所）Bloomberg 

※値はニューヨーク17時。 

【為替相場の推移】 

【国債金利の推移】 

【日米株式相場の推移】 （円/ユーロ） （円/ドル） （円） （ドル） 

（％） （％） 

10年国債金利（右軸） 

2年国債金利（左軸） 

ドル・円（右軸） 

ユーロ・円（左軸） 

日経平均（右軸） 

NYダウ（左軸） 

12月26日 
第2次安倍内閣

発足 

12月26日 
第2次安倍内閣

発足 

12月26日 
第2次安倍内閣

発足 
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（％）

〔出所〕Bloomberg
（注）期間11年～14年、16年～19年、21年～29年、31年～39年のイールドは線形補間

〔出所〕Bloomberg
（注）期間11年～14年、16年～19年、21年～29年、31年～39年のイールドは線形補間

  
日銀・金融政策決定会合（2013年4月4日）後のマーケット動向 

＜ドル・円相場の推移＞ ＜日経平均の推移＞ 

＜長期金利の推移＞ 

「量的・質的金融緩和」 
導入（4月4日） 

（円/ドル） （円） 

（％） 

96.34円 

0.455％ 

12,634.54円 

9月10日 
14,423.36円 

9月10日 
100.39円 

9月10日 
0.735％ 

＜イールドカーブの変化＞ 

「量的・質的金融緩和」 
導入（4月4日） 

1ドル=100円越え 
（5月9日夜間） 

「量的・質的金融緩和」 
導入（4月4日） 

〔出所〕Bloomberg 終値ベース（ﾄﾞﾙ・円はＮＹ17時） 

日経平均1,143円
下落（5月23日） 

0.6％近辺で推移 

概ね0.7後半～0.9％で推移 
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国債買入オペの見直し等

（日本銀行）

5月29日

市場関係者との意見交換

（日本銀行）

4月11日

市場関係者との意見交換

（日本銀行）

4月17日

市場関係者との意見交換

（日本銀行）

5月30日

国債買入オペの見直し等

（日本銀行）

4月4日

量的・質的金融緩和導入

（日本銀行）

5月9日(夜間)

1ドル＝100円越え

（4年1か月ぶり）

4月4日

0.455％

5月23日

日経平均1,143円下落

7月24日

市場関係者との意見交換

（日本銀行）
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最低金利 0.315％

日中変動幅 30.5bp

（単位：bp）

債券市場の変動を受けての日本銀行による対応 
＜長期金利の推移と日本銀行の対応（2013年4月～）＞ 

＜長期金利と日中金利変動幅の推移（2012年4月～）＞ 
〔出所〕Bloomberg（単利）終値ベース、日本銀行 

〔出所〕Bloomberg 

量的・質的金融緩和の導入について（2013年4月4日）
（抜粋） 
 市場参加者との間で、金融市場調節や市場取引全
般に関し、これまで以上に密接な意見交換を行う場を
設ける。 

 市場関係者との意見交換の実施（4月11日、4月
17日、5月29日、7月24日） 

 
 市場関係者の意見を踏まえる形で、オペの見直

しを実施 
  ① 4月18日 オペ回数の増加（月6回程度⇒8回

程度）、１回当たりの買入金額の引下げ 
  ② 5月30日 オペ回数の増加（月8回⇒月8～10

回程度）、１回当たりの買入金額の引下げ   
 
 「やや長めの金利の急激な上昇に対応するた

め」、通常の短期資金供給オペに加え、低利
（0.1％固定金利）で１年物の資金供給オペを実
施（5月15日等） 

 
 必要に応じて国債の買い入れ頻度やペース、買

い入れ対象を調整するなど、弾力的な運営をし
ていくとの方針を明示（5月22日、黒田総裁定例
記者会見） 

＜具体的な方法＞ 
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●三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券景気循環研究所長 嶋中雄二氏 
 （2013年4月5日） 

 市場の観測や金融緩和の拡大を求めてきた私たちの予測も上回る。

景気も上昇局面にあり、２％の物価目標の達成は十分見込めるのでは

ないか。…これまでの政策はいつも「トゥー・リトル、トゥー・レイト」（内容

不足で手遅れ）だったが、今回の決定は、日銀の劇的な転換を世界に

印象づけた。                   
 
●早稲田大学教授 原田泰氏 （2013年4月5日） 

 市場の想定以上の大規模な金融緩和となった。…この金融緩和を継

続することで、デフレ脱却の道筋は見えてくるだろう。…長期国債の保有

残高が増えることになり、日銀が市場に潤沢に資金を供給するという期

待が高まり、円安・株高基調は続く。    

 
●大和総研 チーフエコノミスト 熊谷亮丸氏（2013年4月5日） 

 今回、黒田氏はスピード感を持って、金融市場に「ポジティヴ・サプラ

イズ（前向きの驚き）」を与えることに成功した。 

 …「黒田マジック」を受けて、ボールは政府に投げられた。一見好調に

滑り出したかに見えるアベノミクスは、３つの課題を抱えている。 

 第１に、現時点でアベノミクスは、金融政策や公共投資などのカンフル

剤が中心となっている。だが、アベノミクスを持続的な経済成長につな

げるためには、規制緩和やＴＰＰ参加などの構造改革への取り組み―

すなわち成長戦略という三本目の矢の強化が不可欠である。 

 第２の課題は、財政規律を維持することである。財政規律の喪失と

一体的に行われる大胆な金融緩和は、事実上の「マネタイゼーション

（負債の現金化）」の色彩を帯びる。もし、市場がマネタイゼーションの懸

念を強め、日本で債券相場が急落（＝長期金利が急上昇）すれば、歯

止めのかからない悪性の円安や、輸入物価の上昇を受けた「スタグフ

レーション（不況の物価高）」の発生が懸念される。 

 第３の課題は、雇用者の所得を増加させることである。 

 …安倍政権には、ここまでの成功に慢心することなく、さらなる政策課

題に取り組むことを大いに期待したい。 

市場関係者等の見方（「量的・質的金融緩和」導入時） 

●みずほ証券チーフマーケットエコノミスト 上野泰也氏 
（2013年4月5日） 

 日銀が4月4日に決めた強引な追加緩和で、端的に言えば債券

市場が「壊れてしまった」ことが鮮明になったのが、翌5日の乱高

下である。…こうした債券相場の極度の不安定化は、市場を人為

的に操作しようとする（あるいはやや甘く見ている感がある）「黒

田日銀」の手法に対する市場の警告だと、筆者はとらえている。 

…黒田総裁が率いる日銀の向かう先については、不透明感がきわ

めて強い。                  

デフレはマインドの問題ではない。円安が多少進んでも輸出は

伸びず、米国に比べ個人投資家の層が薄いため、株高による資

産効果も日本の場合は限定的。少子化で市場が縮小するという

現実がある限り、設備投資などは活発にはならないだろう。デフ

レ脱却という意味では、空振りに終わってしまうのではないか。 
 

  

●東短リサーチチーフエコノミスト 加藤出氏（2013年4月5日） 

 かなり大規模な金融緩和策で、資産バブルを引き起こそうとい

う意図すら感じられる。インフレ期待の上昇を背景に株高や円安

に拍車がかかるだろうが、急激なインフレ期待の上昇は、国債価

格を不安定にさせる副作用があることに留意する必要がある。 

 目標とする２％の物価上昇を２年で達成することは、潜在的な

経済成長率からするとかなり高いハードルだ。経済成長率を高め

ていくために、新たな需要を生み出す成長戦略を政府がしっかり

定める必要がある。…２年後に２％に達していなくても、金融政策

に過度に依存して何が何でも目標を達成しようとしないことが肝

要だ。金融緩和による円安効果などで食品などの価格が上昇し

ていく。賃金の上昇を伴わないと、かえって景気を冷やしかねない。 
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市場関係者等の見方（足元の長期金利の動向等） 

 

＜今後の長期金利の変動要因について＞ 
 
●SMBC日興証券エコノミスト 末澤豪謙氏（6月17日） 
  日銀による3-5年ゾーンの国債買入れ拡大などから中期ゾーン
の国債金利も一時に比べれば低下しており、超長期金利の
落ち着きとあいまって、長期金利に対する低下圧力も徐々
に強まろう。 

 
 
●ドイツ証券 ストラテジスト 山下周氏（6月18日） 
 QE3 縮小警戒感に伴う米金利上昇が懸念される。ただ、日銀
の長い年限での国債買入増は金利安定機能を持とう。  

 
          
●バークレイズ証券チーフストラテジスト森田長太郎氏（6月13日） 
 5 月の金利急騰局面では、Fed の出口の議論の高まりにより、
米金利の上昇・円安・日本株上昇と多くの外部要因が金利上昇
要因として作用した。その意味では、日本の金融政策より、寧
ろ米金利政策の方がより強力な金利上昇圧力を円債市場に
与えうる状況となっている。   

 

 
●JPモルガン証券 チーフ債券ストラテジスト 山脇貴史氏 

（5月20日）  
  海外の金利上昇、国内のインフレ率上昇、財政悪化懸念な
ど、何らかの要因で国内金利が上昇し始めれば、日銀の巨額買
い入れによって流動性が低下している市場では国債の売り
を吸収しきれず、金利上昇が加速するリスクがある。 

 
 
 

 
＜足元の長期金利の動向について＞ 

●みずほ総研 チーフエコノミスト 高田創氏（5月16日） 
  今起きているのは良い金利上昇であり、自然な流れだ。お金
を借りるなら「今でしょ」という認識につながると思う。ただ、過度
な金利上昇は悪影響があり、日銀が抑制する必要がある。 

          
   
●東海東京証券 チーフ債券ストラテジスト佐野一彦氏（5月20日） 
  円安、株高、米長期金利上昇など外部環境が悪化〔注：債券価
格にとっての「悪化」〕を続ける中、先物や10年カレントといった流
動性の高いゾーンが先行して売られた。それに連れて他ゾーン
においても、利回り上昇やボラティリティ拡大に従い、買い
の手が引っ込んだだけにとどまらず、売らざるを得ない向き
があったようだ。      

  
 
●みずほ証券 シニア債券ストラテジスト 早乙女輝美氏（6月13日） 
  金融市場は目先、折につけ不安定しやすい状態を続けそうだ。
為替・株式市場でのリスクオフ的な値動きは本来、JGB市場に
とってサポート材料にもなり得る。しかし、なかなか収束しない
ボラティリティの高さは、市場参加者の手控えムードを誘っ
ている。  

   
 
●SMBC日興証券エコノミスト 宮前耕也氏（4月25日） 
日本の財政は、主要国の中で最悪の水準にある。それにも関わ
らず、国債金利が低水準に抑えられている一因として、担税
力への期待が挙げられよう。 
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日銀の物価見通しと予想物価上昇率の動向 
○日銀の物価見通し＜2013年7月展望レポート中間評価＞ 
 〈2013 ～2015年度の政策委員の大勢見通し〉 

 （対前年度比、％ 、＜＞内は政策委員見通しの中央値） 

（出所）日本銀行「経済・物価情勢の展望（2013年4月）」、日経QUICK 、日本経済研究センター「ESPフォーキャスト調査」、内閣府「消費動向調査」 

○家計の１年後の物価見通し＜消費動向調査＞ 

○エコノミストの予想物価上昇率＜ＥＳＰフォーキャスト＞ 

○市場参加者の予想物価上昇率＜物価連動国債のＢＥＩ＞ 

 

実質 GDP 
消費者物価指数
(除く生鮮食品) 

 

消費税率引き上げ
の影響を除くケース 

2013 年度 
＋2.5～＋3.0 
＜＋2.8＞ 

＋0.5～＋0.8 
＜＋0.6＞ 

 
 

4 月時点の見通し 
＋2.4～＋3.0 
＜＋2.9＞ 

＋0.4～＋0.8 
＜＋0.7＞ 

2014 年度 
＋0.8～＋1.5 
＜＋1.3＞ 

＋2.7～＋3.6 
＜＋3.3＞ 

＋0.7～＋1.6 
＜＋1.3＞ 

 
4 月時点の見通し 

＋1.0～＋1.5＜
＜＋1.4＞ 

＋2.7～＋3.6 
＜＋3.4＞ 

＋0.7～＋1.6 
＜＋1.4＞ 

2015 年度 
＋1.3～＋1.9 
＜＋1.5＞ 

＋1.6～＋2.9 
＜＋2.6＞ 

＋0.9～＋2.2 
＜＋1.9＞ 

 
4 月時点の見通し 

＋1.4～＋1.9 
＜＋1.6＞ 

＋1.6～＋2.9 
＜＋2.6＞ 

＋0.9～＋2.2 
＜＋1.9＞ 
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「日本経済再生に向けた緊急経済対策」について 

■東日本大震災からの復興の加速、防災の強化 

 ・これまでの体制や取組みを強化し、現場の目線に立って復興を加速 
 ・老朽化した社会インフラ対策等を重点的に実施し、産業・生活基盤の強化を図ることなどにより国土強靭化を推進 
 

■機動的な経済財政運営 

 ・できる限り早期にデフレを脱却するという強い意思・明確なコミットメントを示すことを通じてデフレ予想を払拭 
 ・持続的成長に貢献する分野や日本を支える将来性のある分野に重点を置き、その中で特に、即効性や需要創造効果の高い施策を優先 
 ・公共投資についても、国民の命と暮らしを守る事業、成長や地域活性化に資する事業に重点化 

 ・政府と日本銀行の連携を強化する仕組みを構築。その際、明確な物価目標の下で、日本銀行が積極的な金融緩和を行っていくことを強く期待 

 ・為替市場の動向について、引き続き注視し適切に対応 

 

■成長のための戦略の実行・実現 

 ・「世界で一番企業が活動しやすい国」、「個人の可能性が最大限発揮され雇用と所得が拡大する国」、「貿易投資立国」と「産業投資立国」の双発 
 型エンジンが互いに相乗効果を発揮する「ハイブリッド経済立国」を目指す 
 ・民間投資やイノベーション促進、日本企業の海外展開支援、それらによる新市場の開拓と雇用創出の拡大、人材育成の強化や若者雇用の拡大、 
 再チャレンジを可能とする環境の整備等を推進 
 ・潜在力の高い成長分野を中心に大胆な規制改革・制度改革を実現するため、体制を整備 

○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「3本の矢」を、これまでと次元の異なるレベルで、一体かつ強力に実行し、  
 「経済再生」、「復興」、「危機管理」を実現する政策パッケージ“第1弾”。 
 

○長引く円高・デフレ、雇用や所得の減少、世代間格差等の拡大、将来への不安や閉塞感の中で、委縮し続ける経済に決別し、次々とイノベーション  
 や新事業が生まれ、国民各層の雇用や所得が拡大する、豊かさと希望あふれる強い経済に転換させるための対策。 
 
 

○景気の底割れを回避し、持続的成長を生み出す成長戦略につなげるため、補正予算のみならず、規制改革、政策金融、税制等も動員。日本経済  
 再生本部及び経済財政諮問会議を司令塔として、府省の壁を越えて、スピード感を持って間断なく政策を実現・実行。 

本対策の特徴 

本対策における日本経済再生に向けての考え方 
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「日本経済再生に向けた緊急経済対策」の規模と効果 
■予算措置による経済効果（現時点での概算） 
 ○実質GDP押上げ効果は概ね２％程度 
 ○雇用創出効果は60万人程度    （見込み） 
 
 

■以下の効果も見込まれる。 
 
○東日本大震災からの復興、防災・減災、災害復旧  
  等への公共投資等による、国民の命と暮らしの安  
    心確保 
○将来の成長基盤や成長の芽の育成・強化等を通じ 
    た成長フロンティアの拡大、高付加価値化の推進 
○投資促進、インフラ整備を通じたイノベーションの創 
    出、産業競争力の強化 
○観光の振興、攻めの農業、公共交通の活性化、都 
    市再生等を通じた地域活性化 
○経済のパイの拡大とともに、税制等を通じた雇用・ 
    労働分配の拡大、若年層への資産移転の促進 
 

■盛り込まれた規制改革、税制改正、 
 金融資本市場の活性化等の各施策や、 
 イノベーション促進や研究開発を 
 はじめとする成長戦略等の具体化 

 

民間投資や消費の喚起、競争力の強化、 
所得・雇用の増大を伴う経済成長 

■本対策の規模 
国の財政支出 

（兆円） 
事業規模 
（兆円） 

Ⅰ.復興・防災対策 ３．８程度 ５．５程度 

・東日本大震災からの復興加速 １．６程度 １．７程度 

・事前防災・減災等 ２．２程度 ３．８程度 

Ⅱ.成長による富の創出 ３．１程度 １２．３程度 

・民間投資の喚起による成長力  
の強化 

１．８程度 ３．２程度 

・中小企業・小規模事業者・農林
水産業対策 

０．９程度 ８．５程度 

・日本企業の海外展開支援等 ０．１程度 ０．３程度 

・人材育成・雇用対策 ０．３程度 ０．３程度 

Ⅲ.暮らしの安心・地域活性化 ３．１程度 ２．１程度 

・暮らしの安心（医療・子育て、生
活空間の安全確保・質の向上、
安全保障環境への適応等） 

０．８程度 ０．９程度 

・地域活性化（コンパクトシティ、
農業の体質強化等） 

０．９程度 １．２程度 

・地方の資金調達への配慮と本
緊急経済対策の迅速な実施 

１．４程度 

公共事業等の国庫債務負担行
為 

０．３程度 ０．３程度 

経済対策関連 
・年金国庫負担２分の１の実現等 

１０．３程度 
２．８程度 

２０．２程度 
 

補正予算全体 １３．１程度 

（注）「国の財政支出」には財政融資０．４兆円を含む。 
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（単位 ： 億円）

1. 事前防災・減災等関連経費 22,005 1. 税収 2,610

2. 成長による富の創出関連経費 26,924 2. 税外収入 1,495

3. 暮らしの安心・地域活性化関連経費 31,017 3. 公債金 52,210

　（ うち地域の元気臨時交付金 13,980 ） 4. 前年度剰余金受入 8,706

4. その他の経費 2,397

5. 既定経費の減額 ▲ 17,322

6. 復興特会への繰入 14,493 5. 前年度剰余金受入 （復興財源） 11,165

7. 国家公務員等の人件費削減 ▲ 3,328

8. 基礎年金国庫負担等 25,842 6. 年金特例公債金 25,842

合　計 102,027 合　計 102,027

（注4） 経済対策の財政支出に一般会計歳出 4.、8.を含めた補正予算全体の財政支出は 131,054億円

　　　　　　　　     　　　　　　　　　　一般会計歳出 1.～3.、復興関係経費 3,177億円、来年度の復興財源の追加（復興債の償還・復興債の減額） 12,685億円、
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　財政投融資特別会計における産業投資の追加のうち439億円、自動車安全特別会計における追加のうち 10億円、
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　財政融資の追加 4,028億円、公共事業等の国庫債務負担行為 2,530億円　の合計

平成24年度補正予算フレーム

歳　　出 歳　　入

（注1） 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。

（注2） 公債金 52,210億円の内訳 ： 建設公債の増 55,200億円、特例公債の減 ▲2,990億円

（注3） 経済対策の財政支出（一般会計及び特別会計の追加歳出等の合計（重複分を除く。）） ： 102,815億円
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 リスクをとった資金が市場に十分に供給されていないことが我が国経済の飛躍の足かせ。 

 今般の対策は、戦略的分野に対しパッケージとしてリスクマネー（※）の供給の抜本的拡大を図った初めての試み。 

  また、こうしたリスクマネーを呼び水とした、民間投融資の活性化も図る。 

※事業の不確実性等に伴うリスクをとる資金。新分野ビジネスへの挑戦等を可能とすると共に、民間投融資を促進するもの。   

  具体的には、出資、資本性劣後ローン（弁済の順序が一般のローンより劣後、長期、元本満期一括償還、業績連動金利）等 

ベンチャー企業等によ
る新事業創出 

産業革新機構 
1,040億円（産投出資） 

異業種間連携等によ
る 

新事業創出 
海外資源権益の確保 

石油天然ガス・ 
金属鉱物資源機構 
329億円（産投出資） 

我が国企業の海外展
開 

（Ｍ&Ａ、アジアインフラ整
備） 

国際協力銀行 
690億円（産投出資） 

日本政策投資銀行 
 1,000億円（産投貸

付） 

日本政策金融公庫 
900億円（産投出資） 

出資 出資・劣後ローン/劣後
債 

資本性劣後ローン 出資・債務保証 出資 

例） 小型風力発電技
術 

天然ガス 

石炭 

中小・小規模 
事業者の新事業展

開・ 
事業再生 

例）エネルギー、交通、情報通信等  
  様々な分野の企業が先端技術を
持  

  ち寄って行うスマートシティ
事業 

 
平成24年度補正予算のポイント 

 戦略的分野へのリスクマネー供給の抜本的拡大 
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実体経済の体質強化のための取組み 

 「日本再興戦略」～「三の矢」 
  ：中長期的な成長率（もしくは潜在成 
  長率）の引上げ  
  ：設備投資･企業収益の増が、賃金･消 
   費の増につながる好循環 
   ⇒物価上昇に見合った賃金上昇 
  ：民間全ての経済主体、特に企業経営者 
     の挑戦が重要 

財政健全化に向けた取組み 

 ・財政健全化目標の達成のための 

  中期財政計画の策定 

 ・社会保障・税の一体改革の推進  

     ：国債格付けに留意 

～アベノミクス効果の定着化に向けて～ 

悪い金利上昇にならないように  

（財政破綻、銀行の財務健全性の 

毀損の懸念） 

悪い物価上昇にならないように  

（賃金上昇に繋がらない懸念） 

  

税収増などを通じて、 
財政健全化に貢献 

長期金利が急上昇するリスクに対応、
個人消費や投資の拡大を促進 15 



澱んでいたヒト、モノ、カネを一気に動かし、10年間の平均で名目成長率３％程度、実質成長率２％程度を実現。 
その下で１人当たり名目国民総所得の１５０万円以上の拡大が期待される。 

○止まっていた経済が再び動き出す中で、新陳代謝を促し、成長分野への投資や人材の移動を加速することができれば、企業

の収益も改善し、それが従業員の給与アップ、雇用の増大という形で国民に還元されることとなる。そうすれば、消費が増え、

新たな投資を誘発するという好循環が実現し、地域や中小企業・小規模事業者にも波及していくこととなる。 
 
○今回の成長戦略を新たなスタートとして、民間の全ての経済主体が挑戦する気概を持って積極的かつ能動的に成長に向けた

取組を本格化することで、初めてこうした好循環が起動することとなり、日本経済を停滞から再生へと、そして更なる高みへ

と飛躍させ、成長軌道へと定着させることが可能となる。             （「日本再興戦略」（25年6月14日閣議決定）） 

成長への道筋 

目指すべき経済社会の姿 

 

 民間投資の拡大（投資減税、リース等） 

 事業再編 
  （過剰供給構造の分野に対する国の指針）  

 新事業創出（ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業への投資促進） 

 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ見直し、GPIF運用検討 

 国家戦略特区 

 健康長寿産業 
（一般用医薬品のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売）  

 農林水産業 
   （農地中間管理機構による農地集積）  

 ｴﾈﾙｷﾞ-産業（電力システム改革） 

 PPP・PFIの活用拡大 

 ITの利活用促進(ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ利活用) 

 

 雇用維持型から労働移動支援型への 

   政策転換   

 女性の活躍促進 

  （待機児童解消加速化プランの展開） 

 人材ﾏｯﾁﾝｸﾞへの民間の力の活用 

 （ﾊﾛｰﾜｰｸ求人情報等を民間ﾋﾞｼﾞﾈｽに開放） 

 大学改革の推進（年俸制、ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ改革） 

 大学入試等へのTOEFL等の導入 

 

 総合科学技術会議の司令塔機能強化 
 

 既存企業の経営資源の活用による 
    ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの推進 
 
 TPPやRCEP等の連携交渉推進 
 
 海外市場の獲得 
  （インフラ輸出、クールジャパン等） 
 
 内なるグローバル化の促進 
  （対内直投、高度外国人材ﾎﾟｲﾝﾄ制見直し） 

（新陳代謝の促進、設備投資、規制・制度改革） （雇用制度改革・人材力強化） （イノベーション、TPP） 

日本再興戦略 -JAPAN is BACK- 
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進化する成長戦略 ～今後の主な課題～ 

○ 経済成長を確実に実現していくために、こうした目指すべきマクロ経済の姿を掲げるとともに、今回の   

 戦略では、政策群ごとに達成すべき成果目標（KPI：Key Performance Indicator）を定めている。 
 
○ その目標の実現のために、現在講じ得る規制改革・予算・税制などの施策をパッケージとして打ち出 

  しているが、 これで終わりということではなく、成果目標の達成に向けて、立て続けに施策を追加、深  

 掘りしていく、「常に進化していく成長戦略」を展開していくこととする。 

                              （「日本再興戦略」（平成25年6月14日閣議決定）） 
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【今後の分科会における検討内容】 

＜雇用・人材分科会＞ 
・「何度でもチャレンジが可能な社会」について 

・「柔軟で多様な働き方ができる社会」について 

・労働時間法制の見直し 

・高度外国人材の受け入れ拡大に向けた検討 

 ＜農業分科会＞ 
・農地中間管理機構の在り方 

・法人が活用しやすい農地制度・運用の在り方 

・経営所得安定対策（旧戸別所得補償制度）等

の見直し 

・農商工連携等による６次産業化 

＜医療・介護等分科会＞ 
･効率的で質の高いサービス提供体制の確立 

・病床の機能分化促進 

・医療・社会福祉法人改革 

・医療介護のICT化 

・保険給付対象範囲の整理、検討 

・公的保険外のサービス産業の活性化 

＜フォローアップ分科会＞ 

 ･新陳代謝      ・科学技術 

 ・ IT           ・エネルギー 

 ・立地競争力等   ・国際展開戦略等 



○相互に補強し合う関係にある「三本の矢」（いわゆるアベノミクス）を一体的に推進。市場の期待は大きく変化、 
  実体経済面でも景気は持ち直し。目指すマクロ経済の姿及び実現の道筋を明示。 
○成長戦略をはじめとして、本方針に掲げた重要政策を今後長期にわたり着実に推進することをコミット。デフレから   
    早期脱却し日本経済を再生。また、そうした政策実行の先に目指すべき経済社会の姿を明示。 

第一の矢 大胆な金融政策 

第二の矢 機動的な財政政策 

第三の矢 民間投資を 
喚起する成長戦略 

 

【強い日本、強い経済、豊かで安全・安心な生活】 
• 自由で公正な競争、オープンな経済環境が確保され、グ

ローバルに魅力のある経済社会 
• 豊かな生活を実現できる経済社会 
• 多様な担い手が参画し、活力と知恵を生み出す経済社会 
• 長期的に持続可能な（サステイナブルな）経済社会 
【マクロ経済の姿】 
• 中長期的に２％以上の労働生産性の向上、賃金の伸びが

物価上昇率を上回る 
• 名目GDP成長率３％程度、実質成長率２％程度、2010年代

後半にはより高い成長。その下で、１人当たり名目国民総
所得は中長期的に３％を上回る伸び、10年後には１人当た
り名目国民総所得150万円以上増加。 

三つの好循環の起動 

経済再生 

長期金利が急上昇す
るリスクに対応、個人
消費や投資の拡大を
促進 

財政健全化 

企業業績改善 

持続的成長を 
実現する 

雇用・所得の増加 

消費
の 

拡大 

投資 
拡大 

マクロ経済環境の好転 

 企業の行動がマクロ 
 経済の好転に影響 

成長戦略の推進 

再生の10年 
 

• 長期の景気低迷・デフレ 
• 構造変化への対応の遅れ 
  マクロ（景気）とミクロ（構造 
  問題）の相乗的悪化 
• 高水準の公的債務残高 等 

 
 

• 名目GDP成長率     ▲ 0.2% 
• 実質GDP成長率      0.8% 
• 実質国民総所得成長率 0.6% 
 

 

停滞の20年 

マクロ経済の好転
が企業等の決断に

結びつく 

税収増などを
通じて財政健
全化に貢献 

「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太の方針）のポイント① 
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 政府による長期のコミットメントの下、基本設計を踏まえて
成長戦略を具体化・推進 

 民間投資の喚起、人材育成や科学技術イノベーションの
促進による労働生産性の向上 

 将来の成長が見込まれる分野について、社会インフラの
整備、規制・制度の見直し等、世界に先駆けて課題解決 

 グローバル化のメリットを活かして、持続的な成長を実現 

・2015年度までに2010年
度に比べ対GDP比の赤
字半減 
・2020年度までに黒字化

黒字化後に債務残高の
対GDP比の安定的な引
下げ

・「中期財政計画」の早期策定、
中長期の経済財政展望の提示 

・2015 年度の目標達成に向け、
歳出面では、義務的経費を含
めて踏み込んだ見直しを行う。
PDCA を徹底 

・2020 年度のＰＢ黒字化に向け、
ＰＢ対象の歳出・歳入の対GDP 
比の乖離を着実に解消 

：健康長寿化、ICT化、後発医薬品の使用促進などを通じて、国民の健
康が増進され効率的に社会保障サービスが提供される体制を目指す。社会保障・
税一体改革を推進 

：選択と集中の徹底した実行、ライフサイクルの長期化・コスト低減
等を通じた社会資本の効率的・効果的な活用、民間の資金・ノウハウを活用する
PPP/PFIへの抜本的転換等に取り組む

：必要な財源を確保しながら、経済再生に合わせ、危機対応モードから
平時モードへの切替えを進めていく必要 

・今夏に、次年度の経済財政の姿と予算に係る「予算の全体像」を経済財政
諮問会議においてとりまとめ 
・中長期の経済財政試算を示し、中期財政計画及び概算要求基準を策定  

  
 復興の加速、福島の復興・再生、『新しい東北』の創造等 

 
 教育再生、文化芸術・スポーツの振興、女性の力の最大限の発揮、少子化危機突破、
若者・高齢者等の活躍推進等 

 
 特色を活かした地域づくり、農林水産業・地域の活力創造、中小企業・小規模事業者
の躍進 

 
 持続可能性を重視した中長期投資の推進、地球環境への貢献、国土強靱化、防災・
減災の取組、安全・安心な社会の実現、経済安全保障の確立、戦略的外交の推進等 

 
 行政改革、地方分権改革、公的部門への民間参入促進、世界最高水準の電子政府
の実現等。また、公務員制度改革を積極的に推進 

・平成26年度予算については、中期財政計画等に基づき、平成25年
度予算に引き続き、民需主導の経済成長と財政健全化目標の双方
の達成を目指し、メリハリのついた予算とする

26年度予算編成に向けた基本的考え方 

経済再生と財政健全化の両立 

強い日本、強い経済、豊かで安全・安心な生活の実現 

「経済財政運営と改革の基本方針」（骨太の方針）のポイント② 
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○ 国・地方の基礎的財政収支（以下、ＰＢ）について、①2015年度までに2010年度に比べ赤字の対ＧＤＰ比を半減、②2020
年度までに黒字化、③その後の債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指す。 

当面の財政健全化に向けた取組等についてー中期財政計画ー（平成25年８月８日閣議了解）の概要 

Ⅱ．財政健全化に向けた目標 

○ 国の一般会計ＰＢについて、少なくとも平成26・27年度の各年度４兆円程度改善。26年度予算においては▲19兆円程度、
27年度予算においては▲15兆円程度とし、これをもって、半減目標を達成。 

Ⅲ．平成27年度（2015年度）の目標達成に向けて 

１ 基本的な取組 

○ 新規国債発行額については、平成26年度、平成27年度において、それぞれ前年度を上回らないよう、最大限努力。 

○ 地方財政についても、地方財政の安定的な運営の観点を踏まえ、国の歳出の取組と基調を合わせつつ、地方の一般財
源の総額については、平成26年度、平成27年度において、平成25年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同
水準を確保。 

２ 歳出面・歳入面の取組 

○ 社会保障：人口高齢化等による増勢がある中で、極力全体の水準を抑制。年金マクロ経済スライド発動の前提となる特
例水準の解消、後発医薬品の使用促進に具体的進捗がみられるよう取り組む。 

○ 地方財政：経済再生にあわせリーマン後の危機対応モードから平時モードへの切替えを進めていく必要。 

Ⅳ．平成32年度（2020年度）の目標達成に向けて 

○ 各年度の予算において、歳出面では、無駄の排除などでＰＢ対象経費を極力抑制し、経済成長によりＧＤＰを増大させる
ことで、ＰＢ対象経費の対ＧＤＰ比を逓減させていく。歳入面では、経済成長を通じて税収の対ＧＤＰ比の伸長を図る。さらに、
増大する社会保障は、制度改革を含めた歳出・歳入両面の取組によって財源を確保することを検討。 

○ 平成27年度（2015年度）までの取組と同様に、一般会計上のＰＢを改善し、黒字化させる。 
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○ 社会資本整備：投資効果の高い事業への重点化を図るなど、選択と集中を徹底。 

Ⅰ．基本認識 

○ 今後10年間（2013年度から2022年度）の平均で、名目ＧＤＰ３％程度、実質ＧＤＰ２％程度の成長を目指す。民需主導の
持続的成長と財政健全化の好循環を目指していく。 

○ 国・地方のＰＢ赤字の大宗を占める国の一般会計のＰＢ赤字について改善を図る必要。 



Ｇ20サミット宣言等における日本の財政健全化目標 

○ 【G20トロント・サミット】宣言（仮訳）［2010年6月26日、27日］ 
 …先進国は、2013年までに少なくとも赤字を半減させ、2016年までに政府債務の対GDP比を安定化又は低下させる財
政計画にコミットした。日本の状況を認識し、我々は、成長戦略とともに最近発表された日本政府の財政健全化計画を
歓迎する。 
 深刻な財政課題がある国は、健全化のペースを加速する必要がある。 

○ 【G20ロスカボス・サミット】アクションプラン（仮訳）［2012年6月18日、19日］ 
 …先進国は、自国の財政が持続可能な道筋にあることを確保する。 
・ 米国及び日本は、自国の中期財政健全化計画の強化と実施の重要性を認識しつつ、政府債務対GDP比の着実な減
少につながる行動にコミットする。 

・ 日本は、2015年度及び2020年度のプライマリー・バランスの目標を達成し、債務の対GDP比を2021年度以降低下さ
せるとのコミットメントを再確認する。 

・ メンバー国は、我々の次の首脳会合までに、それが現在存在していない場合には、2016年以降の債務対GDP比につ
いての信頼に足る野心的な各国毎の目標を、それを達成するための明確な戦略とタイムテーブルとともに特定すること
に合意する。… 

 日本の財政健全化目標   
   国・地方のプライマリーバランスについて、2015年度までに2010年度に比べ赤字の対GDP比の半減、

2020年度までに黒字化、その後の債務残高の対GDP比の安定的な引下げを目指す。 

○ 【G20サンクトぺテルブルク・サミット】アクションプラン（仮訳）［2013年9月5日、6日］ 

 先進国において、財政の持続可能性を確保しつつ、より強固で持続可能な回復を実現することは、引き続き重要。全
ての先進国は、期待をより安定させるため、信頼に足る各国個別の中期的な財政戦略を策定した。これらの戦略は、各
国の状況を反映しており、債務対GDP比を持続可能な道筋に乗せつつ、経済成長と雇用創出を支えるため、短期的な
経済状況を勘案し、機動的に実施される。 
 合意に沿って、全ての先進国は、中期にわたり債務対GDP比を安定化または縮減させることに向けられた戦略を提示
した。…日本は、2020年度までにプライマリー・バランスの黒字を達成した後、政府債務対GDP比を安定的に縮減するこ
とを目指す。… 21 
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