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日銀 いよ金 融教 室 第 93 日 :「 消費増税 の影響 は小 幅 に止
まるが 、不確実性 は大 き い 」
2018年 5月 9日
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日本銀行では、4月 27日 に、「経済・物価情勢の展望」、いわゆる「展望レポ ー ト」を
公表 しました。年 4回 、政策委員会・ 金融政策決定会合で議論・決定してお り、先行きの
経済・物価見通 しや上振れ・ 下振れ要因を点検 し、そのもとでの金融政策運営の考え方を
整理 しています。本日は、そのポイン トをお伝えします。
展望 レポ ー トで は、毎回、経済成長率 (実 質 GDP)と 物価上昇率 (除 く生鮮食 品の消費
者物価指数 )に ついて 、政策委員が最 も蓋然性 (が いぜ んせい)が高 い と考え る見通 し
(中 心的な見通 し)を 公表 しています。2018年 度 と2019年 度の経済成長率の見通 しは、

(3か月前 )か ら「幾分上振れ 」て いますが 、物価
上昇率の見通 しは 「概ね不変 」です。今回、2020年 度の見通 しも初めて公表 して います
が、経済成長率 、物価上昇率 とも に、2019年 度 と同程度の伸び とな る見通 しです。設備投
資 は、オ リン ピック関運需要の 一巡な どか ら2020年 度 にか けて増勢が徐 々に鈍 化 してい く
海外経済の上振れな どを背景 に、前回

とみ られ ますが、輸 出の増加 を起点 とした投資需要の高 ま りもあつて、増勢鈍化のペ ース
は緩やかなもの になる とみています。

展望 レポ ー トで は、毎回、経済 、物価 それぞれ につ いて、上記の 中心的な見通 しに対 し
て、「 上振れ 、下振れの どち らの リスクが大 きいか」あるいは 「概ね上下 にバ ランス して
いる」かも公表 しています。経済 について は、 3か 月前 は 「概ね上下 にバ ランス してい
る」 と していま したが、今 回 は「2019年 度以降 は下振れ リスクの方が大 きい」 と していま
す。 リス ク要 因 として、 これ までの 「海外経済の動向」 「企業や家計の中長期的な成長期
待 」 「財政の中長期 的な持続可能性」 に、 「消費税率引 き上げの影響 」を加えて います。

1997年 度 と2014年 度の消費増税 時の家計のネ ッ ト負担額 は、所 得減税の打ち切 りや 医療
費の 自己負担増加等も同時 にみ られた ことか ら、 8兆 円程度 となつて いま した。一方 、20

19年 度 については、軽減税率や年金生活者支援給付金 、教育無償化等が予定 されて いる こ
とか ら、家計のネ ッ ト負担額 は 2兆 円程度 に止 まる とみ られ ます。ただ し、消費増税のイ
ンパ ク トは、税率 引き上げ時の経済状況 によって 消費者マイ ン ドに与える影響が大 き くな
り得 るな ど、不確実性が大きい点 には留意が必要です。

物価 については、景気 の 拡大や労働需給 の引き締 ま りに比 べ て、弱めの動きが続 いてお
り、 リスクパ ランス も 「下振れ リスクの方が大 きい」状況 に変わ りはあ りません。これ ま
で 、展望 レポ ー トで は、上昇率が 2%程度 に達 する時期の見通 しを記述 して きま したが 、
これ はあ くまで見通 しで、達成期限で はな く、その変化 と政策変更を機械 的 に結び 付 けて
いる訳で はないため、今 回、記述の仕方を見直 しま した。 日本銀行 は、 2%の 「物価安定
の 目標」をできるだけ早期 に実現 する ことを目指 して政策運営を行 つてお り、そ う した方
針 に変わ りはあ りません。
(日 本銀行松 山支店長 ・ 金沢敏郎氏 )

