う 方 針 を 強調 す る こと で市 場 は歓

目標政策を日本銀行と 共有す ると い

う ３本柱 からな つて いる︒イ ンフレ

略 による潜在成長力 の引き上げと い

おける景気刺激的財政政策 ︑成長戦

策︑一
薔止予算と ２０１３年度 予算 に

を取 る︑と市場 が思う ことだ︒

長率 が持続的 に潜在成長率 に近 い値

度 の値を取 る︑金利機能が働き︑成

将来もイ ンフレ率 は安定的 に２％程

ンフレ率 が持続 的 に正 の値 を取 り︑

全な好循環 ︵
正常な均衡︶とは︑イ

進行す ると いヽ
２思 い循環 にな る︒健

資 や消費を萎縮 させ て︑総霊 要が落
ち込む︒それによりさらにデ フレが

要なポイ ントだ︒ デフレ期待 は︑投

待を市場が持 ってしま った ことが重

傾向的 に下落す ると いヽ
つ︑ デ フレ期

れによ つて︑短期的な成長と デ フレ

■ こ
れる的を絞 った公共事業を行ヽ

緩和を行 い︑即効性 や波及効果に優

枠組 み の採用と同時 に︑大胆な金融

短期的 には︑イ ンフレロ標政策 の

ヽ
﹂とが必要な のである︒
つい

ある︒ このために３本柱を同時 に使

待︑市場 の行動を変えさせること で

融政策︑財政政策︑成長戦略を同時
に︑か つ大規模 に行 って︑市場 の期

す ることが必要 になる︒ つまり︑金

めには︑大きな力を加え てジ ャンプ

だ︒悪 い均衡 から良 い均衡 へいくた

に陥 って いるギリシ ャをはじめとす

Ｐ比 で２００％を超え て︑債務危機

である︒累積し た政府債務も対 ＧＤ

の半分 以下と いう のは︑異常な状態

て考え ることが重要だ︒税収 が歳出

財政政策 は︑短期と中長期に分け

目標近く に保 つよう にす ることが で
きれば︑政策 の自由度 が高ま る︒

しかし︑それ でも期待イ ンフレ率を

接 近を早く したり遅く したりす る︒

ールではな い︒成長率 や雇用 の状況

柔軟 なイ ンフレロ標政策は︑イ ン
フレ率だけから金融政策を決 める ル

辮 舞

迎︑円安︑株高 になり︑政権 にと つ

経済学 の言葉 で表現す ると︑低成

脱却を 目指す︒また︑申期的 には潜

る国 々よりも はるかに悪 い︒短期的

師

によ つて︑ 現在 の デ フレ悪 循 環 か
ら︑正常なイ ンフレ率と成長率を回

長 ・デフレの悪 い均衡と高成長 ・イ

在成長率を引き上げるような 政策を

には財政刺激 ︑中長期的には財政再

曼

復す る好循環 に経済をジ ャンプさせ

実行す る︒イ ンフレ率を目標 に近づ

鋪

ること であ る︒現在︑日本が陥 って

ン フレ の良 い均衡 が存在 し て いて︑
どちらも︑そ の状態 の近く では安定

け て︑成長率 を 引き上げ る こと で︑

安

いるデフレの悪循環は︑物価 の下落

的 であり︑小出 し の政策 ではなかな

建 と いう 難 し い舵 取 り が必 要 であ
る︒ 一つの提案 は︑自動的な増税ど

今後 の経済政策 の課題は︑３本柱

短期的な刺激 の組 み合わせだ︒たと

によ つては︑イ ンフレ率 の目標 への

デ フレ︶ が長 期 間 続 いた こと で︑
︵

好循環 の均衡を確実なも のとす る︒

ては幸先 の良 いスタートとな つた︒

これらも物価 ・賃金 ︒地価 ・株価 は

か均 衡 か ら外 れ な い︑ と いう 状 態

え ば︑財政赤字 が解消 され るま で︑

毎年消費税を １％引き上げ ることを

決めたヽ
？えで︑成長率が マイナ スに

なりそうなときには︑短期的な減税

や政府支出 によ る景気 刺激 を許 す︒

このような 柔軟な財政政策なら︑短

期的景気刺激をし ても市場 の信頼を
つなぎ留めることが でき る︒

い ったん好循環 の正常な経済 に戻
れば︑過度 の金融緩和 や財政刺激は

必要なくなり︑民間部門 の自律的活

動が維持されると期待される︒ 国
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