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【平成２６年９月の経済報告】 

平成２６年９月１７日 

 

 本稿は、マイクロマシン／MEMS を取り巻く経済・政策動向のトピックをいろいろな観

点からとらえて発信しています。 

 新秋の平成２６年９月の経済報告をお届けします。 

 

１．経済全体の状況 

◎国内経済の概況 

 

月例報告（内閣府）（平成２６年８月２６日公表）※最新のデータで作成 

【日本経済の基調判断】 

<現状> 

・景気は、緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も

和らぎつつある。 

・消費者物価は、緩やかに上昇している。 

<先行き> 

先行きについては、当面、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により一部に弱さが

残るものの、次第にその影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩やかに回復し

ていくことが期待される。ただし、駆け込み需要の反動の長期化や海外景気の下振れなど、

我が国の景気を下押しするリスクに留意する必要がある。 

<政策の基本的態度> 

 政府は、大震災からの復興を加速させるとともに、デフレからの脱却を確実なもの

とし、持続的成長の実現に全力で取り組む。このため、「経済財政運営と改革の基本

方針 2014」に基づき経済財政運営を進めるとともに、「『日本再興戦略』改訂 2014」

を着実に実施する。引き続き、経済の好循環の実現に向け、「好循環実現のための経

済対策」を含めた経済政策パッケージを着実に実行するとともに、平成 26年度予算の

早期実施に努める。 

 

 

◎ 2014(平成 26)年 4～6月期四半期別ＧＤＰ速報 （１次速報値）＜変更なし＞ 

 （Quarterly Estimates of GDP: Apr. ～ Jun. 2014 (The First Preliminary 

Estimates) 

                           平成 26 年 8 月 13 日 

                          内閣府国民経済計算部 

2014年 4～6月期の実質ＧＤＰ（国内総生産・2005暦年連鎖価格）の成長率は、 

▲1.7％（年率▲6.8％）となった。また、名目ＧＤＰの成長率は、▲0.1％（年率 

▲0.4％）となった。 

 内閣府が１３日発表した２０１４年 ４～６月期のＧＤＰは、物価変動を除く実質

で前期比 1.7％減、年率換算は 6.8％減と大幅に悪化した。東日本大震災が起きた２

０１１年１～３月期（年率 6.9％減）以来の落ち込みで、消費増税の影響を受けた格

好。前回増税時の１９９７年４～６月期（年率 3.5％減）よりも悪い結果となった。 
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※ なお詳細は以下のＨＰをご参照下さい。 

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/2014/08kaigi.pdf 

  

また、第 15回経済財政諮問会議（平成 26年 9月 16日）の会議資料については、 

こちらをご覧ください。 

 http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0916/agenda.html 

 

◎ 設備投資 

平成 26年 7月実績：機械受注統計調査報告 

             （平成 26年 9月 10日公表 内閣府経済社会総合研究所） 

 

 機械受注総額の動向をみると、26年 6月前月比 17.1%増の後、7月は同 13.5%減の 2兆

2,013億円となった。 

 

需要者別にみると、民需は前月比 16.4%増の 9,906億円、官公需は同 9.3%増の 3,024億円、

外需は同 42.6%減の 8,169 億円、代理店は同 2.3%増の 1,065億円となった。 

 

民間設備投資の先行指標である「船舶・電力を除く民需」の動向を見ると、26年 6月前

月比 8.8%増の後、7月は同 3.5%増の 7,717億円となった。このうち、製造業は同 20.3%増

http://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/2014/08kaigi.pdf
http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2014/0916/agenda.html
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の 3,639億円、非製造業（除く船舶・電力）は同 4.3%減の 4,250億円となった。 

 

 

 

※ なお詳細は以下のＨＰをご参照下さい。 

 http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/1407juchu.html 

 

 

２．関係する産業動向 

◎鉱工業指数調査  

【最新プレス情報 平成 26年 7月分確報】（平成 26年 9月 12日発表） 

 

＜生産･出荷･在庫･在庫率指数概況＞ 

 生産は、前月比 0.4％の上昇であった。業種別にみると、はん用･生産用･業務用機械工

業、石油･石炭製品工業、プラスチック製品工業等が上昇し、輸送機械工業、化学工業、

情報通信機械工業等が低下した。 

 

 出荷は、前月比 0.7％の上昇であった。業種別にみると、はん用･生産用･業務用機械工

業、輸送機械工業、化学工業等が上昇し、電気機械工業、電子部品･デバイス工業、情報

通信機械工業等が低下した。 

 

 在庫は、前月比 0.9％の上昇であった。業種別にみると、輸送機械工業、電気機械工業、

はん用･生産用･業務用機械工業等が上昇し、化学工業、窯業･土石製品工業、非鉄金属工

業等が低下した。 

 

 確報と速報を比べると、生産、在庫、在庫率は上方修正、出荷は変わらずであった。生

産の上方修正は、プラスチック製機械器具部品、航空機用発動部品等による。 

http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/juchu/1407juchu.html
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＜製造工業生産能力･稼働率指数概況＞ 

 製造工業稼働率指数は、98.1で前月比▲0.8％の低下であった。 

 製造工業生産能力指数は、95.0で前月比▲0.1％の低下であった。 

 

 

 

＜概 況＞ 

(1) 生産は、前月比 0.4％の上昇であった。 

業種別にみると、はん用･生産用･業務用機械工業、石油･石炭製品工業、プラスチック製 

品工業等が上昇し、輸送機械工業、化学工業、情報通信機械工業等が低下した。 

出荷は、前月比 0.7％の上昇であった。 

業種別にみると、はん用･生産用･業務用機械工業、輸送機械工業、化学工業等が上昇し、 

電気機械工業、電子部品･デバイス工業、情報通信機械工業等が低下した。 

在庫は、前月比 0.9％の上昇であった。 

業種別にみると、輸送機械工業、電気機械工業、はん用･生産用･業務用機械工業等が上 

昇し、化学工業、窯業･土石製品工業、非鉄金属工業等が低下した。 

(2) 確報と速報を比べると、生産、在庫、在庫率は上方修正、出荷は変わらずであった。

生産 

の上方修正は、プラスチック製機械器具部品、航空機用発動部品等による。 

(3) 製造工業稼働率指数は、98.1 で前月比▲0.8％の低下であった。 

製造工業生産能力指数は、95.0 で前月比▲0.1％の低下であった。 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 
 

 

 

 

※ なお詳細は以下のＨＰをご参照下さい。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result/pdf/press/b2010_201407kj.pdf 

 

 

 

 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/iip/result/pdf/press/b2010_201407kj.pdf
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３．その他の動向  

 

１）日本の電子工業の生産・輸出・輸入の統計 

 

一般社団法人 電子情報技術産業協会 （JEITA: Japan Electronics and Information 

Technology Industries Association）は、日本の電子工業の生産・輸出・輸入の統計を

公表しています。最新版は、電子工業生産実績表は 2014年 6月、電子工業輸出入実績表

は、輸入は同年 7月、輸出は同年 6月です。 

 

※ なお詳細は以下のＨＰをご参照下さい。 

http://www.jeita.or.jp/japanese/stat/electronic/2014/index.htm 

 

 

２）政府（経済財政諮問会議）が発表した「平成 27年度予算の全体像」について 

 

平成 26年７月 25日 

経済財政諮問会議 

 

 「平成 27年度予算の全体像」は、「経済財政運営と改革の基本方針 2014」（以下、

「骨太方針 2014」という。）や「『日本再興戦略』改訂 2014」、「中期財政計画」で示

された施策の目標や意図を、経済財政の現状と見通しを踏まえて、各府省の予算要求や予

算編成に反映させていくための指針である。概算要求基準の設定、各府省の概算要求、地

方財政計画の策定も、「平成 27年度予算の全体像」を踏まえて行う。 

 

１． 経済財政の現状と見通し 

・ 日本経済をみると、本年４月の消費税率引上げに伴う反動減は概ね想定の範囲とみら

れており、このところは持ち直しの動きが現れている。今後は、経済対策や賃上げの効果

も期待されることから、反動減を乗り越えて景気回復が続くと期待される。人手不足を含

め、内外における経済・財政・金融面のリスク要因を十分に注視し、必要があれば機動的

な政策対応を行って、デフレ脱却・経済再生に向けて万全を期す。ただし、その場合にも、

第二の矢は民需主導の持続的成長の進展を支える内容とする。 

・ 経済再生と財政健全化の好循環に向けた動きもみられる中、25年度の国・地方の税

収・税収見込みは、対前年度決算比では、国 3.0兆円、地方 0.9兆円程度増加した。こう

した税収動向等を織り込んだ結果、内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」によれば、

国・地方の基礎的財政収支赤字の対 GDP比は 27 年度▲3.2％程度（▲16.1 兆円程度）、

32年度▲1.8％程度（▲11.0 兆円程度）と見込まれ、27年度の赤字半減目標の達成は視

野に入る 1が、32年度の黒字化に向けては更なる収支改善努力が求められる。 

・ アベノミクスの効果により、ソフトウェア投資の増加（25年 11月以降前年度比３～

６％程度の伸びが継続）、女性就業者の拡大(25年度 2707万人で過去最高)、現役世代の

生活保護世帯の減少（25 年 5月以降前年比減が継続）、GPIFの運用益の拡大（24、25年

度と 10兆円超の年度収益額）による年金制度の持続性の強化等、経済社会面での構造的

変化も現れつつある。 

1 内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」においては現行法に沿った消費税率の引上

げや「中期財政計画」を踏まえた一定の歳出削減努力等を想定した上で、27年度の半減

http://www.jeita.or.jp/japanese/stat/electronic/2014/index.htm
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目標（▲3.3％）と試算結果との差額は 0.7兆円台半ばにとどまっており、半減目標の着

実な達成を目指して収支改善努力を緩める状況にはない。 

1 

２． 今後の経済財政運営の考え方 

・ 持続的な成長と財政健全化を実現するためには、民需主導の成長を実現することが不

可欠である。特に、景気回復３年目に当たる 27年度においては、民需主導の成長を本格

化させること、またアベノミクスの成果を地方に波及させることが極めて重要である。 

・ そのため、政府支出の抑制についてはこれまでの取組をさらに強化するとともに、民

需主導の成長を促す環境を整備するための税制や新たな需要を創造する規制改革等の強化

が不可欠である。 

・ また、歳出の内容は、生産性の向上に資する施策、民間の積極的な経済活動を促進し、

イノベーションの活性化を図る施策、民需を誘発する効果の高い施策に重点化すべきであ

る。 

・ 法人税改革については、「骨太方針 2014」で示された方針に従い、法人実効税率の引

下げを、27 年度から開始することとし、年末に向けて具体化を進める。財源については、

アベノミクスの効果により日本経済がデフレを脱却し構造的に改善しつつあることを含め

て、2020年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を確保するよう、課税ベースの拡

大等による恒久財源の確保をすることとし、年末に向けて議論を進め、具体案を得る。 

・ 持続的成長と財政健全化をともに実現する税制とする。 

・ 本年中に判断される予定の消費税率の 10％への引上げについては、本年４月の税率引

上げに伴う反動減からの回復状況など、経済状況等を総合的に勘案して、判断する。また、

必要な対応に向けて検討を進める。 

 

３． 平成 27年度予算の骨格 

 

（１）27年度予算の考え方  

～経済再生と財政健全化目標の双方の実現～ 

 

・ 国・地方の基礎的財政収支赤字対 GDP比半減目標の着実な達成を目指す。 

・ 社会保障も非社会保障も聖域とせず、国も地方も歩調を合わせて大胆に歳出を見直し、

メリハリのついた予算とする。非社会保障経費は、「『日本再興戦略』改訂 2014」等を

踏まえ大胆なメリハリをつける中で、全体としては、前年度に比べてできる限り抑制する

こととし、社会保障支出も、いわゆる「自然増」についてその内容を厳しく精査するなど

聖域なく見直すとともに無駄を省くことで前年度からの増加を最小限に抑える。こうした

取組を通じ、新規国債発行額を前年度に比し、着実に減少させるよう取り組む。 

・ 民需主導の経済成長を促す施策に資源配分を重点化する必要がある中で、従来の延長

線上で歳出を安易に継続・拡大するのではなく、経済効果を踏まえて、メリハリをより強

化する。 

・ 成長戦略、アベノミクスの成果の地方への波及に重点を置く。自立した個性ある地方

の実現に向けて、司令塔となる本部を設置し、政府一体となって取り組む。 2 

・ 国・地方行政のＩＴ化と業務改革を同時・一体的に推進するなど、行政サービスの質

の向上を実現し、効率的・効果的な公的部門を構築する。 

・ 各府省の予算要求に際して、定量的な成果目標とその達成に向けた指標、関連する政

策を示して要求することを原則とする。既存の施策を継続する場合にも、５年以上を経過

しているものについては、縮小・廃止を原則とする。 
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・ 26年度の取組をしっかり評価し、予算の効果を高めるために活用する。 

－昨年の「骨太方針」に明記された施策・措置と 26年度予算への反映状況をフォローア

ップし、その効果等について検証する。 

－「民間需要や民間のイノベーションの誘発効果が高いもの、緊急性の高いもの、規制改

革と一体として講じるものを重視する（概算要求基準）」とされたが、その手法と成果を

評価する。 

－上述の成果目標や５年原則についての取組を検証する。 

・ 経済財政諮問会議において、各府省の 26年度の取組等について、上記の観点からチェ

ックし、予算の効果を高めるよう、ＰＤＣＡの更なる実効性向上を図る。 

 

（２）主要歳出項目についての取組 

【社会保障】 

・ 医療・介護を中心に社会保障給付について、いわゆる「自然増」について高齢化によ

る増加とそれ以外の要因による増加などその内容を厳しく精査することを含めて聖域なく

見直し、効率化・適正化する。 

・ 地域横断的な医療介護情報の ICT化により「見える化」を進め、先進的取組事例の横

展開等により、医療介護支出の効率化・適正化を図る。地域医療構想の策定及びこれと整

合的な医療費の水準等に関する目標設定等を通じて医療介護提供体制の適正化を推進する。

後発医薬品の普及率向上の具体化を図るとともに、薬価調査・薬価改定の在り方等につい

てその頻度を含め検討する。 

・ 介護報酬改定において、社会福祉法人の内部留保の状況を踏まえた適正化を行いつつ、

介護保険サービス事業者の経営状況等を勘案して見直す。 

・ 生活保護について、医療扶助の適正化を進めるとともに、各種扶助・加算措置の適切

な水準をきめ細かく検証し、必要な適正化措置を講じる。 

・ 年金については、マクロ経済スライドを着実に実施するとともに、財政検証の結果を

踏まえて、マクロ経済スライドの在り方や高齢期における職業生活の多様性に応じ一人ひ

とりの状況を踏まえた年金受給の在り方等を検討する。また経済情勢等の好転に応じ、国

民年金の納付者の増加に取り組む。 

・ 全世代型の社会保障への転換を進める観点から、こうした取組を通じ、高齢世代中心

の給付という構造を見直す。 

 

【社会資本整備】 

・ 国際競争力の強化、国土強靭化、防災・減災等の諸課題に対して一層の重点化を図り、

投資対効果を確認しつつ、民間活力の最大限の発揮等による効率化を進める。また、イン

フラの長寿命化やトータルコストの縮減などのマネジメントを重視した取組を進める。 

・ 建設分野等での人手不足、資材コストの上昇、今後の供給余力等を踏まえ、真に必要

な事業の円滑な執行が可能となるよう、実施時期を含め計画的な取組を進める。 

【地方財政】 

・ 経済再生の進展を踏まえて、リーマンショック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とともに、「中期財政計画」に定められた方針に基づき、必要な地

方の一般財源総額を確保しつつ、地方の税収動向等も踏まえて、できる限り早期に財源不

足の解消を目指し、地方財政の健全化を図る。 

・ 国の取組と基調を合わせ、地方財政計画の計上の見直しを行いつつ、必要な課題の財

源を確保することで、メリハリを効かせて歳出の重点化・効率化を図る。 
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３）経済産業省関係の平成２７年度概算要求について 

 

 ８月末に公表された平成２７年度 経済産業政策の重点は下表のとおりです。 

 平成２７年度の経済産業省概算要求と経済産業政策の重点の基本は、①人口減少下での

地域経済再生、５つの戦略、②福島・被災地復興のさらなる加速、③「経済の好循環の実

現」の３つが柱です。 

 基本的考え方は、アベノミクスによる景気回復を経済の好循環につなぐための予算・政

策資源を重点的に配分すること、次に、「日本の稼ぐ力の強化」。中小企業・小規模企業

事業者の活性化、さらに、環境・エネルギー制約の克服とクリーンで経済的なエネルギー

構造を実現するとして、これらの効果を全国津々浦々へ波及させるべく、地域経済の持続

性確保に向けた取り組みを特に強力に推進する、としています。 

 

 

 

 

 

※ 詳細は以下のＨＰをご参照下さい。 

http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2015/pdf/01_2.pdf 

 

 また、平成 27年度の概算要求のポイントは以下の２表のとおりです。 

  

 平成２７年度産業技術関係概算要求の概要の詳細は、以下のＨＰをご参照下さい。 

http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2015/pdf/07.pdf

http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2015/pdf/01_2.pdf
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2015/pdf/07.pdf
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