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はじめに  

2012 年 12 月、それまで約 3 年続いた民主党政権の時代が幕を閉じ、自由党

政権が復活した。デフレからの脱却と富の拡大を目指す安倍晋三政権は金融緩

和と財政出動、成長戦略から成る経済政策「三本の矢」を打ち出した。翌 13

年の 1 月に日本銀行が政府との共同声明を発表し、 2%の「物価安定目標」を掲5 

げた。また、同年 4 月には、黒田東彦新総裁の下で日本銀行は、「量的・質的

金融緩和」を導入し国内外から注目を集めた。  

日本銀行はそれまでの伝統的な金利政策から離れてゼロ金利政策、量的緩和

政策、包括的緩和政策と非伝統的な金融緩和政策を次々と打ち出した。しか

し、日本はデフレを抜け出せず、非伝統的と呼ぶにはあまりに長い時間が経過10 

してしまった。また、リーマン・ショックによって日本銀行だけでなく欧米の

中央銀行までもが非伝統的金融政策に頼らないといけなくなった。  

日本銀行は、ゼロ金利政策、金融機関保有株式の買入措置、ならびに、量的

緩和政策の功罪について、適切な時期に自ら総括し、世界の中央銀行にこれを

参考資料として公表するべきこと。これらの政策が世界の中央銀行の歴史に認15 

められない異例中の異例の政策であった事実を照らして、日本銀行が世界の中

央銀行に対して果たすべき当然の責務であるといわなければならない。  

以下では、第一章では証券市場の意義と役割について整理する。第二章で

は、伝統的な金融政策について分析をする。第三章では、量的・質的金融緩和

政策の有効性、それが期待したポートフォリオ・リバランス効果について提示20 

する。第四章でマイナス金利政策によって日本銀行にもたらされる影響を整理

し、第五章で日銀が金融政策の正常化に向け大規模緩和の縮小に踏み出す場

合、金融市場の混乱を抑えつつ出口政策を円滑に進められるかが、日銀にとっ

て大きな課題となることを提示する。  
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第 1 章 証券市場の意義と役割  

第 1 章では、証券市場の仕組みについて述べた後、証券市場にどのような役

割を及ぼしているかを述べる。  

 

第１節 証券市場とは  5 

 市場とは財やサービスの取引を円滑に実行するために存在する制度である。

従って、証券市場とは証券と資金の取引を円滑に実行するための制度といえる。 

証券と資金の交換を望む資金調達主体や資金運用主体を集め、各自の取引条

件を一同に提示させることで個々に取引相手を探す場合よりも納得できる条件

での取引を可能にする仕組みである。言い換えれば、より良い相手を探し回っ10 

てコストを浪費するよりも、証券市場で取引する方が合理的な行動になるので

ある。証券市場は、投資家や証券会社自身の株式等の売買注文を自ら開設する

市場に集中させることにより、大量の需給を統合させ、株式等の市場流通性を

高めるとともに公正な価格形成を図るとい役割を担っている。  

次に図 1 で日本における国債等の保有構造を見ると、郵便貯金や簡易生命保15 

険を含めた市中金融機関の保有比率が、12 年度以降は減少していることが分か

る。この変化は 2013 年 4 月に導入された日本銀行の量的・質的金融緩和が主な

要因として挙げられる。対して日本銀行の保有比率は大きく増加し、2014 年度

末で 25％を超え、銀行等に次ぐ保有主体となっている。長期投資を前提する安

定的な保有者であった公的年金は、年金積立金管理運用独立行政法人が 2014 年20 

10 月に運用資産構成を大きく見直したことを受けて、国内債券への投資比率自

体を引き下げている。  
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この結果、公的年金の保有比率は 2014 年度末で 5.4%まで減少している。こ

の他、家計の保有比率は 2002 年に個人向け国債が導入されてから増加してい

たものの、金利の低下などもあり 2008 年度を境に減少に転じている。  

 

 5 

＜出所＞ 図 1:公益財団法人  日本証券経済研究所（ 2018）『図説 日本の証券

市場』より引用  

次に欧米主要国と日本の証券市場を比較しながら見てみる。  

＜主要各国の家計の金融資金構成＞  

 10 
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＜出所＞ 日本銀行 http://ezemi.kir.jp/ezemi/証券ゼミナール %E3%80%80

論文%E3%80%80Rev.1%20%282%29.pdf 

＜主要各国の企業の資金調達＞  

 

＜出所＞ 図 2 と同じ  5 

＜主要各国の株式・出資金の保有者別内訳＞  

 

＜出所＞ 図 2 と同じ  
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日本の家計の保有資産全体に占める現金・預金の比率が 50％を超えており、

その比率は欧米主要国と比べて極めて高い。つまり、流動性に乏しく証券市場

の機能は十分に果たせていないといえる。  

一方、株式・出資金の割合は 10％に満たず、その比率は欧米主要国と比べて

かなり低いことが分かる。このことから、日本の家計の資産選択が欧米主要国5 

と比べてリスク回避的であることが窺われる。また、家計の金融資産の中心を

なす現金・預金が預金取扱機関の貸出しを通じて、企業における借入れ中心の

資金調達に繋がっている。他にも、各国の株式・出資金の保有者別内訳を見て

みると、日本では家計のウェイトは 20％程度にとどまっている一方、米国やカ

ナダでは家計が過半数を超える最大の保有者となっており、大きな違いが見て10 

とれる。  

金融資産における割合において非流動的な体系に偏重した日本においては、

この預貯金に振り向けられた資産を証券市場に流す努力が求められている。個

人金融資産に関しては、投資単位の引き下げ、またはインターネット証券の普

及等の環境整備により、年々個人投資家が徐々に増加しているのは事実ではあ15 

る。しかし、その増加幅はさほど大きくはなく、また個人投資家の数が増加し

ているとは言っても、小口の投資が増加しているという状態なので、証券市場

に投入される総金融資産額としてもそれ程増加していないのが現状である。  

 

第２章  証券市場の役割  20 

 債券や株式をはじめとした証券売買取引を行っている場所であり、資本主義

経済において重要な役割を果たしているのが証券市場である。債券や株式の売

買が証券市場を中心に行われているのは、企業や国などの資金調達と投資家に

よる資本運用の 2 つが効率的になされるためである。  
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投資家や証券会社の株の売買注文を市場へと集中化させているのが、証券市

場である。これにより取引を大量に行うことができ、さらに市場の流動性が高

まり、結果として価格形成が公正になされているのである。  

証券市場で投資家が直接取引を行うことはできない。証券市場での取引は、会

員たる証券会社を通すことで可能となる。また、証券市場には「価格発見機能」5 

があると考えられている。証券市場は同じものの売り買いの場所なので、取引

されること自体から付加価値が生まれるとは考えにくいが、公正な価格形成が

行われることの意義は小さくない。債券市場においても国債の価格形成はリス

クフリーの長期金利の形成そのものであり、流通が活発な厚みのある国債市場

の存在は、市場メカニズムを通じた金利とその期間構造決定にとっての基礎と10 

なる。さらに、社債市場が発達していくと市場を通じた信用リスクの価格形成

が行われていくことになる。こうした金利やリスク・プレミアムの形成は、金

融全体がうまく機能するために必要なものだといえる。  

 

第 2 章 伝統的な金融政策  15 

第 2 章では、伝統的な金融政策を詳しく述べていく。第 1 節では公開市場操

作について、第 2 節では公的歩合政策について、第三節では預金準備率の操作

について述べていく。  

 

第 1 節 市場操作  20 

市場操作とは一般に、中央銀行が短期金融市場において債券や手形を売買す

ることにより短期金融市場や市中銀行の流動性を増減させ、経済全体としての

流動性水準や金利動向を調節しようとする政策手段のことをいう . 

 

 25 

8 



市場操作はまた、中央銀行が短期金融市場における資金不足に対応して債券

や手形の取得に通じて資金を供給する買いオペと、債券・手形の売却により短

期金融市場から資金を吸収する売りオペに大別させる。  

日本銀行が買いオペレーションを行えば、買うということはお金を支払うこ

とだから、銀行にお金が供給＝通貨量を増やすことになる。したがって、不景5 

気の時に行う政策である。通貨が市中銀行で余り気味になると、企業などへの

貸出が増え、金利も下がる。金利が下がれば、ますますお金が借りやすくな

り、通貨量は増えて、好景気に向かう。逆に、売りオペレーションを行えば、

国債と引き換えに通貨を市中銀行から吸収でき、通貨量が減る。  

市場操作を初めて実行したのは、アメリカの中央銀行である連邦準備制度10 

(FRB)である。連邦準備制度では創設間もない 1920 年代初頭、従業員給与など

の経費捻出を目的として政府短期証券をやむにやまれず売却したが、そうした

中で政府短期証券の売却が短期金融市場の需給に大きな影響を及ぼすことが理

解されるようになった。当時における連邦準備制度の収入のほとんどは中央銀

行貸出に伴う利息収入からなっていたが、 1920〜21 年の不況とともに中央銀15 

行貸出が著しく減少し、これに代わる財源の確保が緊急命題となっていた。こ

のようにして金融調節手段として広く利用されるとともに、各国の中央銀行も

これを見習う形で漸次市場操作を導入した。  

日本銀行では経済成長に見合った「成長通貨の供給」をねらいとして、民間

金融機関が保有する 10 年物国債を主たる対象に債権の買いオペを行ってい20 

る。この債券オペに関しては、 1987 年における現先方式による長期国債の買

いオペの導入や近年における短期国債買いオペの増加もあって、手形などの買

いオペと差別化しなければならないことはなくなりつつある。  
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日本銀行では現在、各種の操作手段を適宜組み合わせて実施することにより

短期金融市場における資金需給をコントロールし、同市場の基準金利であるコ

ールレートの形成に強い影響を及ぼしている。また、これらの市場操作手段の

中で現在最も重視されているのは国庫短期証券オペおよび共通担保オペであ

り、その他の手段は補完的に利用されるのが一般的になっている。  5 

公開市場操作の効果として、一つは中央銀行が直接マネタリーベースを動か

せることがあげられる。マネタリーベースとは、現金の通貨＋民間金融機関が

中央銀行に預けたお金の合計のことをいう。つまり、実際に発行しているお金

の量のこと。公定歩合や預金準備率も銀行のコストを上下させることでお金の

流動性を間接的に調整している。しかし、公開市場操作は直接市場に資金を供10 

給できる。経済の動きに合わせてお金の量を管理できる。 2 つは微調整が可能

なこと。預金準備率操作は影響が大きい微調整ができない。しかし、公開市場

操作は買いオペや売りオペの量を調整すれば簡単に調整が可能である。3 つは

迅速な対応ができること。公定歩合や預金準備率は簡単に変更することができ

ない。しかし、公開市場操作は資産を売ったり、買った資産を売ったりすれ15 

ば、迅速に金融市場に影響を与えられる。以上の 3 つの特徴を持っている公開

市場操作は、中央銀行がアナウンスメント効果、コスト効果、流動性効果を考

える必要がなく、迅速に経済状況に合わせて金融市場をコントロールし実体経

済に影響を与えられる。 

 20 

第２節 公的歩合政策  

 公的歩合とは、日本銀行が民間の金融機関に対して貸出を行う際に適用され

る割引歩合のことをいう。公的歩合という名称の由来は定かではないが、変更

の都度公告されることにちなむと思われる。  

 25 

10 



貸出政策は，手形･債券売買操作，支払準備率操作，市中貸出規制等の政策手

段とともに，通貨供給量や市中金利を操作しようとする金融政策の重要な一政

策手段である。日本銀行ではこれまでの間、公的歩合操作を通じて金融政策運

営にかかわるスタンスを明確にしたうえで、金融機関に対する信用供与量を

日々変更するという形で中央銀行信用、さらには経済全体としての流動性水準5 

を操作してきた。しかし、金融の自由化やグローバル化の進展とともに公開市

場操作が重視された。  

そして、現在公的歩合に対しては、各種金利の基準金利という役割に代えて、

コールレート変動の上限を画することにより短期金融市場における金利の安定

性を確保するという新しい役割が付与される。  10 

公的歩合で期待される効果は二つある。一つ目はコスト効果がある。公定歩

合の変更によって民間金融機関の資金調達コストを変化させます。そして、こ

の変化を通して実体経済に影響を与える効果のことをいう。例えば、景気がよ

くない時公定歩合を下げて民間金融機関の資金調達コストを下げることで金融

機関が中央銀行から資金を借り入れやすくなる。すると、金融機関は借りた資15 

金を企業や個人に貸し出そうとする傾向が強くなる。逆に、景気が良過ぎる時

公定歩合を上げて民間金融機関の資金調達コストをあげることで金融機関が中

央銀行から資金を借り入れにくくする。すると、金融機関は資金を企業や個人

に貸し出そうとする傾向が弱まる。以上の傾向を利用して実体経済に影響を与

える効果そのものをコスト効果と言う。  20 

二つ目は、アナウンスメント効果。企業や個人の経済の先行きや見通しなど

に対する心理的変化を通じて、実体経済に影響を与えるという効果のことをい

う。通常、民間金融機関は貸し出す際の金利を自由に設定できますが、金利を

短い期間に何度も変更すると顧客の不満を買う。 
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そして、民間金融機関の金利は中央銀行の公定歩合に基づいて決められる。

そんな状況の中、もし中央銀行が公定歩合を急に変えたりするなら、民間金融

機関は顧客への対応や損益分岐点が変わってしまう。そこで、中央銀行がたと

え公定歩合を変更しても、民間金融機関はそれが長期的に続くことなのか、そ

れとも短期的なものなのか、という予測をする必要がある。そこで、アナウン5 

スメント効果の価値が期待されているのです。例えば、中央銀行が公定歩合を

長期間下げると公言して変更をします。  

それに安心した民間金融機関は自分たちの金利も下げる。逆に、中央銀行が

公定歩合を長期間上げると公言して変更をします。それに対応して民間金融機

関は自分たちの金利も上げるだろう。この効果がアナウンスメント効果であ10 

る. 

（民間銀行が高金利で日銀からお金を借りた場合）  

企業や個人に貸し出す金利も高くなる。金利を高く設定しないと日銀にお金

返せなくなる。となれば、今度は個人や企業がお金を借りなくなる。家が欲し

いけどお金を借りると金利が高いし、今は貯金をするということになります。15 

端的に言えば、消費行動を抑えることができるということ。よって、物が売れ

なくなる → 物価が下がる  → 過熱景気が抑えられるという流れになる。  

(公的歩合を引き下げた場合 ) 

中央銀行の金利が低くなる  → 銀行がお金を借りやすくなる  → 個人や企業

が低金利でお金を借りられる  → 消費行動が活発化される  →物価があがる → 20 

景気低迷から脱出できる。 

公的歩合をコントロールする背景にはこのようなことがある。    
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第３節 預金準備率の操作  

銀行等の金融機関は一般に、中央銀行に開設した当座預金勘定を通じて、顧

客取引や市場取引の結果発生した金融機関相互間の資金貸借の決済などを行っ

ている。それゆえ、中央銀行は銀行の銀行と呼ばれる。中央銀行当座預金は通

常、無利息の預け金であり、そのため、金融機関においては残高をなるべく少5 

ない金額にとどめようとする誘因が働く。金融機関の場合、預金に代表される

ように利息を支払って調達した資金の運用に従事しているため、無利息で積み

立てておくと機会費用が発生するからである。この中央銀行当座預金に関し、

預金等の債務の一定割合を準備率の積み立て義務を課す制度のことを準備預金

制度という。対象となる金融機関は、都市銀行、地方銀行、第 2 地方銀行、信10 

託銀行、外国銀行在日支店、信用金庫、農林中央金庫などである。日本では準

備預金制度のもとにおいて、金融機関は預金等の一定比率以上の金額を日本銀

行に預け入れることが義務付けられており、日銀は預金準備率を調節、そして

公表している。  

預金準備率を“操作する”ということは、中央銀行が預金準備率を上げたり15 

下げたりして金融機関が貸し出せるお金の量を調整することである。預金準備

率を引き上げると、禁輸機関が貸し出しに回せるお金の量が減少し金利は上昇

する。金融機関が貸し出しに回せるお金が減少すると、企業に回ってくるお金

の量が減るので、設備投資の設備投資の縮小や事業拡大の抑制につながる。預

金準備率の引き上げは、金融引き締めなので好景気の時に打たれやすい金融政20 

策である。逆に預金準備率を引き下げると、禁輸機関が貸し出しに回せるお金

の量が増え金利は低下する。金融機関が貸し出しに回せるお金が増えれば企業

に回ってくるお金の量が増えるので、設備投資の角田や事業拡大が見込まれ

る。 
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預金準備率の引き下げは、金融緩和なので不景気の時に打たれやすい金融政

策である。預金準備率操作には期待される効果の一つ目はアナウンスメント効

果。アナウンスメント効果は上記で公定歩合の時に説明した論理と同じであ

る。ここでは、流動性効果とコスト効果について述べていく。銀行には信用創

造機能というものがあり、実際に存在するお金以上に金融システムの中にお金5 

を増やす機能がある。そのお金を増やす機能への影響を通じて実体経済に影響

を与えることが流動性効果である。理解をするためにまずは、銀行の信用創造

機能というものを考える必要がある。信用創造機能とは、「企業が銀行に必ず

お金を預けるという前提の下、成立している概念」、「銀行は預金準備率分の金

額以外の金額を融資に回し続けると考える」ということである。  10 

＜預金準備率が 10％の時＞  

１：A 企業が銀行に 100 万円を預金しました。  

２：すると銀行は 90 万円を貸出金額として使えます。  

３：銀行は 90 万円を B 企業に貸し出します。  

４：B 企業は銀行に 90 万円の預金をします。  15 

５：銀行は 81 万円を貸出金額として使えます。  

６：銀行は 81 万円を C 企業に貸し出します。  

注意すべき点としては、実際は、預金者からの要求があった時のために預金

準備率とは別に払い戻せるように一定の割合のお金を銀行に残しておく必要が

ある。以上の説明でわかる通り、実際の 100 万円という金額から金融システム20 

の中で出回る金額は 271 万円に増えた。この金融システムの中で出回るお金を

増やす機能を信用創造機能と言う。金融システムに出回るお金は、最初の預金

が 100 万円だと考えると、預金準備率が 10％の時は 1000 万円

（100/0.1=1000）。預金準備率が 5％の時は 2000 万円（ 100/0.05=2000）にな

る。 25 
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つまり、流動性効果とは、信用創造機能の強弱を調整し金融システムの中に

流通するお金の量を調整して実体経済に影響を与えるということである。  

預金準備率の引き上げは銀行にとってコストになる。すると、銀行は貸し出

せる資金が減ってしまう。例えば、預金準備率は 10％の時ある企業が銀行に

100 万円預金したとする。すると、銀行が使える金額は 90 万円です。通常は5 

預金者からの要求があった時のために、預金準備率とは別に払い戻せるように

一定の割合で銀行に資金を残しておく必要がある。銀行は金庫や人件費などで

5 万円コストがかかるとする。すると、銀行は最低でも 90 万円を貸し出す

時、金利を約 5.56％以上（ 90*0.0556=5.004 万）にしないといけない。  

逆に、預金準備率が 5％の時、ある企業が銀行に 100 万円の預金をしたとす10 

る。すると、銀行が使えるお金は 95 万円である。同じようにコストが 5 万円

かかるとしたら貸し出す時の金利は約 5.26％（95*0.0526=4.997 万）で済む。  

 

第 3 章 量的・質的金融緩和政策  

第 3 章では、第 1 節では、量的・質的緩和政策の効果とリスクについて述15 

べ、時間軸政策、主要のルートの一つであるポートフォリオ・リバランス効果

について詳しく述べていく。  

 

第 1 節 効果とリスク  

「量的・質的金融緩和」は、消費者物価上昇率２％の物価安定目標を２年程20 

度の期間で達成するために、マネタリーベースおよび長期国債、ＥＴＦの日銀

保有額を２年で２倍に拡大するという、正に異次元の金融緩和政策として導入

された。伝統的な金融政策の波及経路は金利の上げ下げを通じたものであるが、

「量的・質的金融緩和」では異なる経路が想定されていた。  

 25 
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日銀が国債を大量に購入することで、民間の金融機関が国債以外の金融資産

で運用することが促され、その結果、株価が上昇したり貸出が増えたりするこ

とで経済が刺激されることが期待されたのである。加えて、インフレ予想の醸

成という期待に働きかけるルート、および、長めの金利の低下を通じたルート

も想定されていた。  5 

第 2 次安倍晋三内閣が経済財政政策の中心に据えた、いわゆる「アベノミク

ス」が示されてから 1 年以上が経った。安倍政権が放った「三本の矢」のうち、

最初の矢となった金融政策は 2013 年 4 月、量的・質的金融緩和政策(QQE)とし

て異次元の世界に向け新たな軌道を描き始めた。  

QQE は金融調節の操作目標を無担保コール翌日物金利からマネタリーベース10 

に変更するとともに、マネタリーベースが年間約 60〜70 兆円に相当するペー

スで増加するような金融調節を実施し、マネタリーベース残高と、長期国債や

株価指数連動型上場投信信託の保有額を 2 年で 2 倍に拡大するという点で量的

緩和である。また、長期国債の買入対象 40 年債を含む全ゾーンとし、毎月買い

入れる長期国債の平均残存年限をそれまでの 3 年弱から 7 年程度まで 2 倍以上15 

に拡張するという点で質的緩和である。量・質ともにこれまでとは次元の違う

金融緩和であることに加えて、黒田東彦日銀総裁は 2013 年 4 月 4 日の記者会

見で「いわば漸進的にやっていくのではなく、 2%の物価安定目標を達成するた

めに必要なことを全て決定したという点が、ある意味で新しい要素」と説明し

た。この会見で黒田総裁が使用したカラーパネルには「 2」という数字がならび20 

わかりやすさが強調された。  

QQE の導入で、マネタリーベースの残高は急速に拡大し、過去最高水準に達

した。拡大はさらに、日銀が 13 年 4 月に示した見通しを上回るペースで進んで

おり、2001 年 3 月から 06 年 3 月の量的金融緩和政策の下では 5 年間で 1.3 倍

に、2010 年 10 月から 13 年 3 月の包括的金融緩和政策の下では 2 年半で 1.4 倍25 

に拡大したが、 QQE の下では拡大の速度が一段と増している。日銀は QQE の導

入後の 13 年 4 月から同年末までの 9 ヵ月間で、毎月 7.4 兆円の長期国債を市

場から買い入れた。  
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2014 年末の残高見通しが 190 兆円であることから逆算すると、日銀は目標達

成のために、14 年中は毎月 6 兆円程度の長期国債を市場から買い入れると見ら

れる。これは 13 年に比べるとペースが落ちると見込まれる。資金循環統計によ

ると、2013 年 4〜6 月期は日銀が 19 兆円の長期国債を買い越した一方で、国内

銀行が 17 兆円近い長期国債を売り越している。QQE の下で国内銀行が日銀の買5 

いオペレーションに積極的に応札し、保有していた長期国債を売却したためと

みられる。日銀が量的緩和政策を導入した直後の 2001 年 4〜6 月期にも同様の

傾向が見られた。当時も日銀が 11 兆円の長期国債を買い越し、国内銀行の売越

額は 10 兆円を上回っていた。しかし 2013 年 12 月の買越額も、国内銀行の売

越額も、2001 年の 2 倍に膨らんでいる。  10 

米国では短期債と長期債のどちらを好むかは投資家のタイプによって異なる

という「特定期間選好理論」が成立するとして、 FRB の資産買入によって「ポ

ートフォリオ・リバランス効果」が働いていたことを示している。日銀の保有

額が国内銀行を上回り、両者の差が拡大している現象は、日銀の買いオペによ

って債券相場が大きく変動するリスクや、将来、日銀が長期国債の売却を示唆15 

しただけで長期金利が高騰するリスクをはらんでいる。  

日本銀行は、2014 年 10 月 31 日の金融政策決定会合において、マネタリーベ

ースを年間約 80 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こ

とを決定した。以上により、①長期国債の買い入れ額は、年間約 80 兆円増、②

ＣＰ等及び社債等の残高は維持、③ ETF は約 3 兆円増、④J-REIT は約 900 億円20 

増となる。消費税増税後の落ち込みからの持ち直しが鈍く、期待された設備投

資や輸出の堅調の増加も確認できない現状において、2014 年度の実質ＧＤＰ成

長率の見通しを下方修正せざるをえない情勢、また、予想物価上昇率が増税後

に横ばい・もしくはやや低下する状況の中では、予想物価上昇率に働きかける

追加緩和策が必要という認識がなされた。マネタリーベースの規模については、25 

2％の物価安定目標達成のために必要となる、名目ＧＤＰ成長率 3％を維持・達

成するためという観点からも適した規模であったと考えられる。  
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＜出所＞  

https://www.bbhub.io/country/sites/5/2016/08/MUFG_BI_Midyear_Outlook

.pdf#search=%27http%3A%2F%2Fwww.bbhub.io%2Fcountry%2Fsites%2F5%2F2016%

2F08%2FMUFG_BI_Midyear_Outlook.pdf%27 5 

量的・質的金融緩和によって「デフレでない状況」を生み出したルートには、

「間接的な効果」が相当程度あったと考えられる。それは為替相場変動を通じ

たルートである。  

金融政策は為替変動を直接的に目標とすることはできないが、黒田総裁下の

日銀が円高阻止を強く意識してきたのはほぼ間違いないだろう。具体的には、10 

量的・質的金融緩和の導入によって円安が大幅に進み、その結果として輸出企

業の収益が大きく改善した。あるいはそうした連想から株価が上昇して景気が

押し上げられ、需給ギャップがプラスに転じたのである。加えて、円安は輸入

物価をプラスに転化させ、その面からも物価押上げに作用した。  

 15 
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第２節 時間軸政策  

 時間軸政策とは、政策実施者が新たな政策を導入するに当たりあらかじめ条

件を示し、その条件が続く限りその政策を継続するとの意思を明確にして、お

おかたの市場参加者に政策の継続性を確信させ、その結果市場動向に関しても

一定の方向性への予想を強めることにより安心して取引を続けさせる効果を期5 

待する政策である。  

日本の金融政策では、1999 年 2 月から実施されたゼロ金利政策において初め

て活用された。同政策開始時に日銀は、「デフレ懸念の払拭が展望できるように

なるまで、政策金利の水準を実質ゼロに誘導する」と宣言した。さらに 2001 年

3 月からの量的緩和政策の導入に際しては、「当面、日銀当座預金残高を増額し、10 

この政策を消費者物価指数の前年比上昇率が安定的にゼロ以上になるまで続け

る」との方針を公表した。そして、現在は「物価上昇率が安定的に 2%を超える

まで金融緩和をやめない」としている。現下の日本経済のデフレーション状況

の克服という条件が達成されるまでにかなりの時間を要することが誰の目にも

明らかな時には、それまでの間は政策変更がなく、取引環境は変わらないとの15 

確信を取引関係者に与えることができ、その結果、将来的なインフレーション

予想にも影響を与え、日銀が直接誘導操作する政策金利のみならず、より取引

期間が長い金融取引についても一定の水準へ低下する期待が自然に形成され、

条件達成まで安心して取引に参加できるようになる。その結果、その方向での

取引を拡大しようとする人が増え、期待形成が一段と強まることとなる。  20 

この時間軸政策の効果、すなわち、時間軸効果は（ⅰ）長期金利への効果、

（ⅱ）最終的な景気・物価への効果という二つの面に区別できる。時間軸効果

に関するこれら 2 つの側面の区別がとても重要である。（ⅰ）の効果が観察され

ても、（ⅱ）の効果を発現させるメカニズムは存在せず、意図とは逆の経済状況

（景気悪化）を意味する可能性すらある。したがって、この二つの効果を区分25 

していなければ時間軸効果の影響の厳密な分析とはならないのである。この点

に留意して時間軸効果の影響を分析した例に Oda&Kobayashi（2003）と Oda&Ueda

（2005）がある。  
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ポイントは、時間軸のコミットメントがなかったとしたらどのような金利体

系が実現していたかを推計し、それと現実の金利体系との差が時間軸政策の影

響だとみなすという点である。図 3 におおまかな推計結果が示されている。  

残存期間三年、五年、十年の国債金利について、時間軸政策の影響の大きさ

を推計したものである。厳密には、長期金利＝将来の予想短期金利の平均値＋5 

リスク・プレミアムと見た場合の将来の予想短期金利の平均値の時間軸効果が

あった場合と、なかった場合でどのように異なっていたであろうかが図示され

ている。両者の差が時間軸政策の効果である。図によれば影響があったことが

見てとれる。すなわち、ゼロ金利政策時、及び量的金融緩和策採用時の 2002 年

末ごろまではせいぜい 0.1%程度の影響である。  10 

これに対して 2003 年においては 0.2〜0.5%近くへと急に影響度が増してい

る。また、2003 年後半においては、三年物への影響が最も強く、十年物では影

響は半分程度である。また、時間軸政策には景況感が改善してくると、その効

果が高まるという側面がある。  

例えば三年物金利を例にとると、仮にデフレ期待が根強く、向こう三年間は15 

通常の金融政策を進めていても短期金利がプラスになる可能性はほとんどない

とする。そうであれば、時間軸政策を実施していてもいなくても、短期金利が

ゼロであることに変わりはない。すると、三年物金利にも差が出ない。景況感

が改善し、デフレ期待が弱まり、通常の政策では二年後に金利がプラスになる

可能性が出てきたとする。これに対して時間軸政策では、二年後からさらにし20 

ばらくはゼロ金利が維持される。すると、同政策の実施の有無によって三年物

金利には大きな差が出るわけである。最後に、今節で述べてきた時間軸効果が

もたらしたものはなんだったのかを考える。量的緩和政策は、金融機関から企

業・個人への貸し出しが大幅に増えることを期待した政策ですが、その面の効

果を大きく評価することはできない。  25 

しかし、金融機関は潤沢な資金を常に日銀当座預金口座に積んでおくことと

なり、不良債権問題による金融不安の時期においても、資金繰りに苦しむ金融

機関が生じることもなく、金融界全体としては大きな動揺もなく過ごすことが

できた。  
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一方、時間軸効果が発揮されて、長期金利を含めて諸金利が低下し、金利体

系は全体としてかなり寝てしまった。この結果、大きな資金需要は生じなかっ

たものの、長期間にわたり金利が低い水準にとどまるとの見通しは、時間軸が

不透明である場合と比べて景気のさらなる悪化を防ぎ、その下支えをしたと考

えられます。このように、金融政策の実施に当たって、その実施期限を明記し、5 

時間軸を明らかにするとの政策姿勢は、政策の効果を一層大きなものとする効

果があることが認識されてきており、今後の中央銀行の金融政策では不可欠の

条件となると思われる。  

期待経路を通じる効果を活用するためには、重要なマクロ経済変数、具体的

には  インフレ率に対するコミットメントを強化することが考えられる。例え10 

ば、機械的に「中央銀行はある特定のマクロ経済変数の動向を基に、ある一定

期間は短期金利を変更しない」と言うことは可能であろう。実際に、こうした

コミットメントへの信認を得ようとすれば、中央銀行にはリアル・タイムで入

手可能な情報を大きく上回る知識が必要とされるかもしれない。経済情勢は

刻々と変化するから中央銀行は経済や物価の動向と無関係に一定の期間にわた15 

って絶対に金利を変えないと宣言することはできない。こうした観点から、日

本銀行は 1999 年 4 月 13 日に具体的な期間ではなく、「デフレ懸念の払拭が展

望できるような情勢になるまで」というゼロ金利政策解除のための条件を明ら

かにする方法を採用していたと考えられる。  

「デフレ懸念の払拭が展望できるような情勢になるまで」というコミットメ20 

ントを伴った日本銀行のゼロ金利政策は、短期金利の将来経路に関する市場期

待を安定化させるうえで極めて有効であった。オーバーナイト金利を実質ゼロ

に誘導することが、金利裁定機能を通じて中・長期金利のアンカーとして機能

した。この結果、 イールドカーブはフラット化すると同時に極めて低い水準で

安定化した。  25 

こうした時間軸効果のメカニズムは、金利の期間構造に関する「期待理論」

と呼ばれる考え方に依拠している。最もシンプルな純粋期待理論では、期間の

長い 金利は、基本的には、将来の短期金利に関する市場の予想を合成したもの

に等しくなる。  
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例えば、1 年物金利であれば、現在から 1 年後までオーバーナイト金利がど

う推移するか、ということに関する市場の予想から決まってくる。より現実を

反映した一般的な定式化では、期間の長い金利は、対応する期間の短期金利の

予想値に、ターム・プレミアムを加えたものとなろう。この場合にも、こうし

たプレミアムが一定であればターム物金利は短期金利の期待動向を反映して変5 

化することになる。  

期待理論は、ゼロ金利政策がその緩和効果について自動安定化機能を有して

いることを示唆している。すなわち、景気が悪化すればゼロ金利解除は先に延

びると市場参加者が判断し、長期金利が低下すると同時にイールドカーブもフ

ラット化し緩和効果は強まる。逆に、景気が好転すればゼロ金利解除は早まる10 

と市場  参加者が判断し、長期金利が上昇するとともにイールドカーブはステ

ィープ化し緩和効果にはブレーキが効きはじめる。図 1 は、短期インターバン

ク金利および短期から長期の政府証券金利から計算したインプライド・フォワ

ード・レート（ IFR）をプロットしている。この図から読み取れる IFR の動きは

上述した時間軸効果の議論を支持するものである。すなわち、 1999 年 2 月 1215 

日のゼロ金利政策実施直後 IFR は全般的に低下している。しかし、その後 3 月

半ば以降、1 年から 2 年にかけての IFR が下げ止まると同時に 6 ヵ月から 1 年

にかけての IFR が反発している。  
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＜出所＞ 

図１https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk20-4-4.pdf 

これらの IFR は、1999 年 4 月 13 日のゼロ金利政策への「デフレ懸念の払拭が

展望できるような情勢になるまで」のコミットメント表明後、再び大きく低下

している。その後、1999 年 6 月に入ると、金融市場の落ち着き等もあって、特5 

に、6 ヵ月から 1 年、 1 年から 2 年に かけての IFR が上昇へ転じた。その後、

1 年から 2 年にかけての IFR は概ね横這い圏  内で推移しているが、 6 ヵ月から

1 年の IFR は、1999 年夏場の急激な円高を受けて低  下し、その後、秋口からは

0.5～1%程度で推移している。逆に、 2000 年 6 月から 7 月 にかけては、 3 ヵ月

から 6 ヵ月にかけての IFR が、ゼロ金利政策解除の期待の高まりを反映して順10 

を追って上昇している。図 1 は、イールドカーブから抽出される情報が、将来

の金融政策変更に関する  市場の期待を捕捉するために有用であることを示し

ている。  

 

第 3 節 ポートフォリオ・リバランス効果  15 

まず、ポートフォリオ・リバランスの語彙は、中央銀行の国債買いオペレー

ション政策によって国債利回りを大きく低下させ、民間金融機関等を中心にそ

れへの運用魅力度を下げ、相対的に期待収益率の高い株式、貸出等のリスクを

資産運用へポートフォリオをシフトさせる効果からきている。ポートフォリオ・

リバランス政策の目的はこのポートフォリオ調整を通じて国債以外のリスク資20 

産の期待収益率を下げることにある。2013 年 4 月の量的・質的金融緩和の導入

後日本銀行による国債買入額は、長期国債を中心に大幅に増加した。こうした

中央銀行による国債買入の効果が実体経済による波及していく経路の一つに、

ポートフォリオ・リバランスがある。2013 年に入って以降、様々な形で進捗を

見せている。すなわち、日本銀行が国債買入を大きく増やす中、日本銀行以外25 

の主体が全体として国債保有を減らし、貸出のほか、株式・投信や社債への投

資を増加させる働きが強まっている。ここで次に、中央銀行の国債買入に伴う

ポートフォリオ・リバランスについてその発生メカニズムと特徴について整理

する。  
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中央銀行の国債買入れに伴うポートフォリオ・リバランスは、主に次の二つ

の経路で促されると考えられる。  

一つ目は、長期国債金利の水準が低くなることを起点とした経路である。中

央銀行の国債買入れによって長期国債金利が十分に低下し、さらなる低下余地

が小さくなると、国債価格が先行上昇するという期待が小さくなる。これに対5 

して、金融機関や投資家は国債への投資を減らし、相対的に高いリターンの見

込まれる他の資産への投資を増やそうとする。また、期間収益を得ることを目

的に、満期保有を念願に国債を保有する主体も、長期国債金利が十分に低い水

準まで低下した結果、国債に投資する誘因が小さくなり、他の資産への投資を

増やしたと考えられる。  10 

二つ目は、国債保有に関する金利リスク量の低下を通じて発生するものであ

る。長期国債の保有には、長期金利上昇時にキャピタル・ロスを被るというリ

スクを伴う。債券価格の下落率は債券の残存期間が長いほど大きい。そのため、

残存期間が長い国債を減らした場合ほど、金利リスク量が大幅に低下する。一

つ目の経路によって長期国債の保有を減らした主体は、国債保有に関する金利15 

リスク量が低下する結果、追加的にリスクをとる余力が生まれるため、国債以

外の資産への投資を増やしたり、金融機関の場合は貸出しを増やしたりする可

能性がある。この経路は、最初に挙げた一つ目の経路を補強するように働くと

考えられる。  

ここで次に、ポートフォリオ・リバランス効果がどの程度見られたのかをこ20 

こでは特に、量的・質的金融緩和が主として影響を及ぼそうとしている銀行の

バランスシートに焦点を当てて検証していく。第 1 図を見ると、量的・質的金

融緩和が導入された 2013 年 4 月以降、国債が減少傾向にあり、代わって現金・

預け金が増加していることがわかる。これは日銀の銀行からの長期国債購入と、

その代金の日銀当座預金への振込を反映していると考えられる。他方、ポート25 

フォリオ・リバランスが行われていれば増加しているはずの貸出金や、社債や

外国証券などは、量的・質的金融緩和以前からの緩やかなトレンドで増加して

いる程度で、大きな変化は見られません。次に同じ銀行の内訳を、一年前から

の変化で見てみたのが第 2 図である。  
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これを見ると、上記で述べたような傾向がより明確にみてとれる。国債の減

少に伴って現金・預け金は増加しているが、貸出金やその他のリスク資産の増

加は限定的なものに止まっている。このように、銀行においてポートフォリオ・

リバランス効果があまり見られなかった背景には、銀行の貸出態度と企業の借

入需要の双方における要因が介在しているように思われる。銀行の貸出態度が5 

改善していることは全国企業短期経済観測調査を見ても分かるが、これまでの

ようなマネタリーベースの大幅な拡大に加えて、マイナス金利も適用されてい

るような環境下にあることを考えると、これで十分とは言い切れず、リスクテ

イクへの躊躇がまだ残っている可能性がある。他方、企業の借入需要は低いま

まである。低金利であるにも関わらず、民間設備投資の増加は極めて限定的で10 

ある。海外移転の動きや、長期的な人口減少を背景にした国内市場の縮小見通

しが、企業の投資需要が影響を及ぼしていると考えられる。  

以上のことはポートフォリオ・リバランス効果が日本経済の抱える構造的な

問題を解決しない限りは発現しづらいことを示しているとともに、銀行を介し

ての経路をメインに考える限りは限界があることを示している。金融政策が効15 

果を発揮するには、一方で、構造政策に対するより強力な取組みを求めるとと

もに、金融政策自身のさらなるイノベーションが必要とされている。  
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＜出所＞ 

図１ 日本銀行  https://www.jcer.or.jp/column/saito/index922.html 

 

＜出所>図２日本銀行  https://www.jcer.or.jp/column/saito/index922.html 

野田前総理が衆議院解散を表明した 2012 年秋以降、株価は 13 年 5 月にかけ5 

て、ほぼ一本調子で上昇した。13 年 5 月 22 日には終値ベースで 1 万 5627 円ま

で上昇し、QQE を含むアベノミクスに対する期待が株価を 8 割近く押し上げた。

同日、米国で金融緩和の縮小がアナウンスされ、新興国から米国への大規模な

資金還流が起こるとの観測が広がったことで、その後しばらくは調整局面とな

り、1 万 4000 円前後で推移していたが、米国株の堅調推移や円安進行を背景に、10 

11 月下旬から再び上昇し、 12 月 25 日には 2007 年 12 月以来、 6 年ぶりに 1 万

6000 円台の終値を回復した。  

日銀が QQE を決定した 2013 年 4 月 4 日の 1 万 2634 円から 14 年 3 月 4 日に

は 1 万 4721 円と、株価は 11 カ月で 2 割弱上昇した。 1 万 1000 円台から 1 万

8000 円台へと一気に株高が進んだ小泉郵政改革時にはおよばないものの、 QQE15 

はポートフォリオ・リバランス効果のかたちで、株価上昇に一定程度貢献した

といえる。株式市場では野田内閣が解散した 2012 年秋から、外国人投資家が日

本株を大幅に買い越していた。  
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特に 2013 年 4 月の第 2 週は 1 兆 5865 億円と、外国人投資家の買越額は東京

証券取引所が統計を取り始めた 1982 年 7 月第 1 週以降で最大となった。  

このことから国内外の投資家が QQE に好感を持っていたということがうかが

える。ところが、2013 年末まで続いた外国人投資家主導の株価上昇は 14 年に

入って一変し、1 月は海外投資家が大幅に日本株を売り越した。1 兆円を上回る5 

大幅な売越の背景には 2013 年 12 月に安倍総理が靖国神社を参拝したことで中

国や韓国との関係悪化を不安視する向きや、日銀の追加緩和期待が後退したこ

となどがあったと見られている。  

政策導入当初の大幅な株価上昇もあり、当初は大々的に宣伝された。その後、

効果の疑問符がつけられていく。2016 年 9 月に公表された「総括的な検証」で10 

は、その表現は大きく後退し、「予定物価上昇率の機体形成メカニズム」および

「国債買い入れによるイールドカーブの押し上げ」という表現により、主に、

インフレ予想の醸成という期待に働きかけるルートおよび長めの金利の低下を

通じたルートに集約される形になっている。その上で、「総括的な検証」では、

インフレ予想の醸成という期待に働きかけるルートについては、その効果が不15 

確実であることを認め、長めの金利の低下を通じたルートの方は確実な効果を

検証している。長めの金利の低下を通じたルートは、基本的には金利を通じた

波及経路であり、結局は量的な側面を通じた金融緩和は、短期的・一時的には

ともかく、持続的な効果は不確実であることが確認されたと言ってよいだろう。 

 20 

第 4 章 マイナス金利の影響  

 第 4 章では、日本銀行が初めて導入したマイナス金利政策は、どのような背

景のもとに決定されたのか。この政策の内容はどのようなものか。この政策の

目的は何か。問題点はなにかを詳しく述べていく。  

 25 

第一節  マイナス金利の目的と効果  

 まず、日本銀行が「マイナス金利付きの量的・質的緩和政策」を導入するに

至った背景を、この政策の導入当時の黒田総裁の講演に基づいて述べていく。  
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 消費者物価の前年比は、「量的・質的金融緩和政策」導入直前のマイナス 0.5%

から、2014 年４月には消費税率引き上げの影響を除くベースで、＋ 1.5%まで高

まった。しかし、この年の夏以降、原油価格の大幅下落などが生じた結果、消

費者物価の前年比は次第に低下し、 2016 年はじめ頃には 0%程度で推移した。  

 黒田総裁は消費者物価の前年比は、2017 年度前半頃に「物価安定の目標」で5 

ある 2％程度に達すると予想した。しかしこうした見通しには様々なリスクが

あった。それには以下のような重要な要因があった。  

第 1 は，企業行動の転換である。デフレマインドが転換するには時間がかか

る。海外経済の不透明感などによって企業のコンフィデンスが低下すれば、デ

フレ的な企業行動に逆戻りしてしまうリスクが大きかった。第 2 は、新興国・10 

資源国経済の減速である。マイナス金利決定当時、中国をはじめとする新興国

や資源国経済の先行きに対する不透明感が強まっていた。こうした中、原油を

はじめとする国際商品市況が大幅に下落していた。日本銀行では、こうして 2％

の「物価安定の目標」を達成するために「マイナス金利付き量的・質的金融緩

和」を決定するに至ったのである。「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」で15 

は目的、経済効果としてどのようなことが考えられていたのであろうか。デフ

レとは、「物価が持続的に低下する状態」を言う。黒田総裁が問題にするのは，

技術革新や生産性の向上による個別の財やサービスの価格低下ではなく、幅広

い種類の財やサービスの価格低下により、物価が全体として低下していく状況

である。こうしたデフレは，財やサービスを供給する企業の売上げを減少させ、20 

儲からなくなった企業は、従業員を解雇するか、賃金を抑制する、これが消費

を減退させ、財やサービスは一層売れなくなる。 

デフレに対処するために、日本銀行は 1990 代末から様々な「非伝統的金融

政策を採用してきた。すなわち、ゼロ金利政策」、「量的金融緩和」、「包括的な

金融緩和」、そしてアベノミクスの第 1 の矢とされた大胆な金融緩和の開始と25 

みなされるデフレ脱却と経済成長実現のための政府・日銀の共同声明のあと「量

的・質的金融緩和」という政策を展開した。  
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「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」という新たに導入した政策は、こ

れまでの「量」と「質」に，「マイナス金利」という緩和オプションを追加した

新しい枠組みである。「量的・質的金融緩和」政策だけではデフレ脱却の目的が

達成できなかったために、日本銀行はマイナス金利政策を加えてその目的を達

成しようとしたのである。日本銀行によれば、金融緩和、実質金利の低下の推5 

進、これによるデフレ脱却の促進を目的としたものであった。この政策が「2％

の『物価安定の目標』の早期実現を図る」という目的を有していたことは日本

銀行当局が明言している。日本銀行は、「物価の基調に悪影響が及ぶリスクが増

大」しており、「こうしたリスクの顕現化を未然に防ぎ、 2％の『物価安定の目

標』に向けた勢いを維持するため、『マイナス金利付き量的・質的金融緩和』を10 

導入することとした」のである。マイナス金利政策は実質金利の低下を通じて

のデフレ脱却を重視している。  

日本銀行は、マイナス金利政策について、円安誘導をその目的としたものでは

ないとしている。だが金利低下を通じた、円安による輸出数量の増大効果が考

えられる。マイナス金利政策には、対外的配慮からその目的として円安誘導こ15 

のことを明示することができないにしても、その政策には円安・ドル高への誘

導、円高抑制が隠された狙い、目的があったのではないか。サックスは「大胆

な政策で為替市場の期待に働きかけようとした」とみていた。古金義洋も、量

的金融緩和の目的達成が難しくなったとしても、マイナス金利という材料が新

たな円安要因になるため、量的緩和が鈍化しても、必ずしも円高に直結しない20 

ようにするといった狙いがあったと考えられると述べている。  

日本銀行は、株価操縦という疑いをもたれてはいけないから株価を引き上げ

るということを目的として明示することはしない。だが、マイナス金利政策に

はこの意図もあったのではないか。水野温元日本銀行審議委員は、日本銀行の

マイナス金利政策の狙いは、リスク資産価格の押上げと円高を狙ったものであ25 

ると述べている。建部正義は、「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の真の

狙いは、実質金利の低下→設備投資の増加、という実体経済への働きかけルー

トではなく、名目金利の低下→円高・株高への誘導、という金融市場への働き

かけルートにあったと主張している。  
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それは、円安・株高という共通のルートを介しつつ、アベノミクスへのテコ入

れと 2％の「物価安定の目標」とを同時に実現しようとする政策であった。  

黒田総裁は、「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」が「デフレからの完全

な脱却を実現するための政策」であることを主張しつつ、「株高や円安方向の動

き」を生ずることを認め、「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」は「このル5 

ートをさらに強力に追求していく枠組み」であり、この政策は「資産価格には

ポジティブな影響を与え」、「株高、円安の方向に力を持っている」ことに言及

している。同総裁は株高や円安が企業収益を押し上げ、これが雇用や賃金の改

善をもたらすことを認めている。実質金利の引下げによるデフレ脱却の推進が

「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の主目的であったことは確かであろ10 

うが、円安・株高誘導によるその推進も目的の一つとして考えられていたとい

うことができる。  

マイナス金利政策には限界がある。すでにマイナス金利政策採用以前に金利

水準は きわめて低利となっていたから、マイナス金利採用後の金利水準の低

下が設備投資に及ぼす影響は大きくはなりえなかった。また金利の低下の設備15 

投資促進効果そのものに限界があった。設備投資に影響を与える要因としては、

金融政策ではカバーできない部分が大きい。経営者にとって、実質金利は設備

投資を決断する一要素に過ぎない。ゼロ金利がマイナス 0.1％に変わっただけ

で、企業経営者が負債を増加させて設備投資を大幅に増やすインセンティブに

はなりにくい。期待成長率や期待収益率が高まらない限り、企業行動は容易に20 

変わらない。  

日銀はマイナス金利の導入によって、さらなる銀行貸出の増加を期待してい

るが、国内には中小企業を中心に業績に停滞感が漂い設備投資の勢いは弱かっ

た。日本は金利が下がったとしても、資金需要が喚起されにくい金融環境にあ

った。近年、設備投資の伸びには力強さが欠けているが、これには売上高の回25 

復ペースが緩慢であることの影響が大きい。企業は、事業の先行きに対する自

信を持たない限り、中長期的な視点で必要となる投資を積極化させることはな

い。 
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企業の先行きに対する慎重な姿勢の背景には、賃金水準の低さに規定された

国内消費需要の限界、海外経済の悪化や消費増税後の国内景気のもたつき、少

子高齢化の進展などがある。このことが需給ギャップの有意な改善を困難にし

ているのである。日本銀行の木内審議委員は 6 月 24 日に、マイナス金利政策

は金利の低下をもたらしているがそれが貸出の増加には繋がってはいないと述5 

べている。  

日本銀行のマイナス金利政策で長期市場金利の一部はマイナス金利となった

が、銀行の企業への貸出金利はマイナスになりにくい。それどころか、銀行が

法人預金にマイナス金利を適用すれば企業の負担増となる。  

「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」による金利低下の効果は着実に実態10 

経済や物価高に波及しつつある」という意見があった。だが実際には、2015 年

以降実質金利は下げ渋っており、このことはマイナス金利政策導入後について

もいえる。実質金利とは、名目金利から人々の予想物価上昇率を差引いた値で

あり、経営者などの実質的な金利負担感を示す。経営者がマイナスの物価見通

しを持っていると、その分売上げが減るとの予想が広がり、実質的な金利負担15 

感は重くなるわけである。実質金利が横ばいを続けており、投資や消費を刺激

する効果が出にくくなっている。  

三菱東京 UFJ 銀行の実証分析によれば、実質金利の低下が民間需要を喚起す

る効果については、個人消費には有意な影響を与えていない。この理由として

は，日本では借入れを行ってまでも消費しようとする人が少ないことと、家計20 

が金融資産として預貯金を保有する割合が高く、実質金利低下による利子所得

の減少効果が大きいことを指摘できる。  

消費者物価上昇率は、2014 年中頃には一時 1％台半ばまで高まったが、その

後上昇率が低下し、最近ではゼロ近辺まで低下している。物価低迷の背景には

原油価格の下落や国際経済の背景もあるが、賃金上昇の低迷に基づく国内需給25 

ギャップの改善の遅れが根本的な原因であると考えられる。このような状況の

下ではマイナス金利の導入が消費者物価の上昇にはなかなかつながらないと考

えられる。  
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 マイナス金利導入後、円安は一時的にとどまり、効果は出なかった。また、

2012 年 7 月以降の円安局面における主要輸出品の契約通貨建輸出価格の推

移をみれば、企業は現地販売価格をあまり引き下げずに、為替差益による収

益性改善を優先していることが看取できる。したがって、円安が輸出拡大に

与える効果は期待できない。  5 

マイナス金利の導入が円安効果をもたらさなかったのは、第一に、それが

金融機関の収益を犠牲にして緩和効果を得ようとするものであるため、マイ

ナス金利の拡大による追加緩和が難しいと考えられたためである。マイナス

金利が銀行株の価押下げに働くことも、円安の勢いをそぐ要因となった。  

 第二に、海外の状況が円安を阻んだためである。中国不安や原油安への警10 

戒がリスク回避のための円買いをおこりやすくし、アメリカ経済の経済指標

が冴えないことによるアメリカの追加利上げ観測の後退がドル安圧力となっ

た。 

 マイナス金利政策の導入の効果としては、①貸出金利・預金金利の全般的

低下、②イールドカーブの全般的な下方シフトにより、融資の増大、ポート15 

フォリオ・リバランス効果による株価などの資産価格上昇、③外債購入によ

る自国通貨安の示現などが想定される。しかし、理論とは異なり、現実では

預金金利は非負制約があるので、金融機関の利鞘は全般的に縮小し、収益に

負の影響が出る。また、債券金利の全般的な下方シフトは年金基金や生命保

険会社などの機関投資家の運用を困難にさせるといった課題がある。  20 

 こうしたマイナス金利による金融機関の収益悪化に配慮して、日本では、

3 段階の階層構造と呼ばれる新たな準備預金額スキームが導入された。第一

は基礎残高で、日銀当座預金と準備預金の合計から所要準備額を引いた超過

準備額の約 209 兆円の部分に 0.1%の金利が付く。第二にマクロ加算残高で、

所要準備額、貸出支援基金、および被災地支援オペ残高の約 73 兆円で金利は25 

0%である。第三が政策金利残高、すなわち基礎残高とマクロ加算残高を上回

る部分であり、この部分にマイナス 0.1%が適用される。  

 今回のマイナス金利制浅く導入によりコール市場の金利もマイナスとなっ

た。 
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日本では 2008 年 10 月末に保管預金準備制度により過剰準備部分に付利され

ることとなったが、通常この金利がコールレートの下限となる。  

しかし、当座預金残高全体の 7.4%に過ぎないものの、今回政策金利残高がマ

イナス 0.1%となったことで、この水準がインターバンク無担保コールレートの

コリドーの下限となる。さらにこのマイナス金利部分がコック際のイールドカ5 

ーブ全体を大きく引き下げることとなる。  

日本銀行は 2016 年 2 月以降、都銀はマイナス金利適用の政策金利残高が 4 月

以降ほぼゼロで、また地銀も低水準である。一方、外国銀行、信託銀行、およ

び大手信用金庫などのその他準備預金制度適用先は、 MRF の準備除外措置等が

あったものの、マイナス金利適用の政策金利残高はむしろ増大している。これ10 

は、これらの金融機関の運用及び融資先がなかなかないことを反映している。  

マイナス金利の導入により、当座預金額の枠がある都銀などの主体はマイナ

ス金利でコール市場から資金調達し、0.1%あるいは 0%で預けることで運用益を

得られるため、マイナス金利は、昨年 9 月に導入されたイールドカーブコント

ロールも含め金融機関の収益に大きく配慮したものであるといえる。  15 

 

第 2 節 マイナス金利の副作用  

マイナス金利政策は効果が限定されていただけでなく、副作用、弊害を伴う

ものであった。第一に、企業は借入金利の低下によって利益を被るが、金融機

関に悪影響を及ぼすという問題点がある。マイナス金利政策の影響で、国債の20 

利回りは幅広い年限でマイナスに転じ、バランスシート上は当面国債の時価上

昇による含み益が出る。だが、入札した国債を満期まで持ち続ければ損が出る

ことになる。  

金融機関は国債保有残高を年間 80 兆円増加させようとする日本銀行に売却す

る国債の価格を引き上げることによって、マイナス金利の部分を相殺できる。25 

実際に、財務省が実施した 10 年債の入札において、を償還期日まで保有すれば

元利合計 101 円を入手できることになるわけであるが、金融機関はこの国債を

額面 100 円につき平均 101 円 25 銭と額面や 101 円よりも高値で落札した。  
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これでは金融機関は額面 100 円につき 25 銭損をすることになる国債 2 兆

3992 億円が発行されたために国が約 60 億円の発行差益を得る一方、金融機関

は約 60 億円の発行差損を被ることとなった。このように損をしてまでも高値

で金融機関が国債を落札したのは、買入価格よりも高値で転売して、損失回避・

利益確保を図ることができるからである。国債を買い取るときの価格はおおむ5 

ね市場価格と連動し、国債の落札価格よりも高めである。このように入札価格

よりも高値で日本銀行に短期転売すれば、金融機関は損失を回避するか、儲か

ることになる。これは日本銀行の損失、日銀の国庫納付金の減少による国民の

損失という問題をもたらすものである。  

日本銀行のマイナス金利の導入により、国内市場金利が著しく低下し、債券利10 

回りの低下に加えて貸出においても金利引き下げ競争に突入し、金利収入の大

幅な落ち込みが避けられない状況となった。  

マイナス金利政策には、銀行が中央銀行に預ける準備預金を融資に向ける狙

いがあるが、銀行の利益が圧迫されて銀行の経営が揺らげば融資余力がなくな

るという問題点もあった。マイナス金利政策の推進は利鞘の縮小を通じて金融15 

機関の収益を圧迫し、金融仲介機能をかえって弱めてしまう可能性がある。  

マイナス金利を導入したヨーロッパでは、マイナス金利政策が金融機関の経

営や金融システムに悪影響を与えることはないかということが議論されている。

これに対して黒田総裁は、日本の状況はヨーロッパとはかなり異なると考えて

いる。すなわち，日本の金融機関はサブプライム問題やリーマン・ショックに20 

よる損失が小さく、資本基盤が充実していることから、高い健全性を保ってお

り、収益性の面でも、高い水準を確保しており、マイナス金利の導入によって

日本の金融機関の経営が圧迫されて金融仲介機能が弱まるといったことは全く

考えられないと主張している。  

黒田総裁は日本の金融機関が本業の預金・貸出業務で利ざやが稼げない厳し25 

い緩急が続いていることは認識しているが、この収益環境を改善する道は、経

済を活性化し、デフレを脱却する以外にはないとしている。黒田総裁は、「中長

期的に経済が立ち直っていく中でこそ金融機関の収益は拡大していく」とし、

デフレ脱却こそが金融機関経営にとって最も重要であるとの認識を示した。  
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だが、日本銀行が異次元的金融緩和によって中長期的に経済を立ち直らせる

ことができる事態は進展しておらず、マイナス金利政策の導入に伴う貸出金利

の低下の金融機関への悪影響は否定できない。  

マイナス金利は、第二に、金融市場機能に悪影響を及ぼす。限界を超えて金

利を下げたことで、金融市場機能が低下しかねない。マイナス金利導入によっ5 

て、銀行間市場取引規模が縮小すれば、流動性の低下や、その結果として、金

利が乱高下するリスク、すなわち短期金融市場の機能低下問題が生じるおそれ

がある。マイナス金利政策の一番の問題は、国債市場に止まらず幅広い市場の

機能を歪めた点にあることを指摘している。第三に、日本銀行自体に悪影響を

もたらす。長期金利が低下すれば、国家は低利で国債を発行することができる10 

ようになるから、利払い負担軽減というメリットを享受することができるよう

になる。マイナス金利のために国債が低利回りとなり、銀行や個人の国債買い

入れの投資魅力が低下し、日銀の国債買入れ圧力が増大している。国債を買い

取る日本銀行は、買い取って保有する国債の受け取り金利の低下に伴って不利

益をこうむることになる。  15 

マイナス金利政策導入後、国債にマイナス利回りが発生するに至ったが、この

ようなことは、日本銀行が損失を負担し、償還価格以上の価格で国債を買うこ

とによって支えられている。日銀が長期国債市場で政策的にバブルを作ってい

るのである。  

日銀の損失は、国庫納付金の減少を通じて納税者の負担増をもたらすだけで20 

なく、日本銀行の赤字をもたらして同行の信認を毀損する恐れさえある。日銀

が損失覚悟の長期国債大量購入を中止すれば、国債価格が暴落し、金融システ

ムを不安定化するから、この政策からの離脱は容易ではない。日本銀行が大量

の量国債を買い入れる量的金融緩和を継続したままマイナス金利政策を実施す

ることは、日本銀行の出口戦略の実施を困難にし、日銀、日銀券の信認を毀損25 

する恐れがあるのである。  

マイナス金利は、金融機関への影響を通じて、家計に悪影響を及ぼすものであ

った。借入金利が低下する住宅ローンの利用者については借り換えによる金利

負担軽減というメリットがあった。  
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3 メガバンクは 10 年固定型住宅ローン金利を年 0.8 ～ 0.9％に引き下げ、三

井住友信託銀行は一気に年 0.5％にすることを決めた。家計の住宅ローン負担

は一段と和らぐ見通しとなった。メガバンクの 10 年固定型の住宅ローン金利

は、0.25％引き下げられたのであった。借換えには事務手数料、登記費用、印

紙代などがかかるが、借入残高 1000 万円、残りの返済期間 10 年、既存の金利5 

と借換え金利との差が 0.5％程度あれば、借換え費用を負担しても得になる。  

 住宅ローンを除いて、定期預貯金金利の引下げ、 MMF の募集停止・資金返

還により、多くの人々が損失を被ることとなった。日本銀行のマイナス金利

の決定を受け、 3 メガバンクは普通預金金利を一斉に年 0.02％から 0.001％

に引き下げた。預金者は預金利率低下というデメリットを受けたのである。  10 

 

 

＜出所＞  

https://www.mizuhori.co.jp/publication/research/pdf/urgency/report16

0210.pdf#search=%27%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%82%B9%E9%87%91%E5%15 

88%A9+%E8%AB%96%E6%96%87%27 
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＜出所＞ 上記と同じ  

もっとも、すでに預金利率がゼロ％台の水準にまで低下している現状では、そ

の打撃は劇的ではなかろう。メガバンクの 100 万円の普通預金の利息は，年間

200 円から 10 円と 190 円減る程度であった。とはいえ、預金金利のさらなる5 

低落が預金の現金化を促進したことがないとは言えない。銀行が預金金利をマ

イナスにすることは市民生活に悪影響を及ぼすし、預金者が銀行預金を一斉に

引き出す危険性もある。  

したがって、預金金利をマイナス化することを銀行が実施することはないか

もしれない。日銀の黒田東彦総裁は 2 月 4 日の衆議院予算委員会で、個人向10 

け預金について、マイナスの金利が付く可能性はないと述べている。欧米のよ

うに預金口座の残高に応じて口座維持手数料を取るようになる可能性はある。  

口座維持手数料を銀行が課す可能性があるとはいえ、これを多くすれば預金

者は銀行預金を引き出して現金を保有する傾向が強まる可能性がある。我が国

の場合、国民の現金保有性向が 20％とユーロ圏の 2 倍で、預金者の現金シフト15 

が起こりやすい。これが銀行の貸渋りなど銀行機能の低下をもたらすこととな

る。また、これが極端に進行すれば銀行の経営危機、金融システム不安を招く

おそれがある。したがって、預金金利の実質マイナス化には限界があるといえ

よう。  

 20 
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第 5 章 主要国の金融政策  

  第五章では、日本だけではなく、アメリカ、ヨーロッパはどのような金融

政策を行っているのか述べ、日本銀行の目標に向けて政策を維持していくのか、

改善していくのかを踏まえて出口政策について述べていく。  

 5 

第１節   諸外国の政策  

米連邦準備理事会（FRB）が 2008 年の金融危機後に大量に購入した資産の残

高縮小に動き出す。経済状況が安定的に改善してきたのに伴う決定だ。 FRB は

量的緩和政策からの出口戦略について早くから方向を示し、市場に浸透させて

きた。その手法は日本や欧州の金融政策当局にとっても参考になるだろう。  10 

FRB の米連邦公開市場委員会は 20 日、政策金利を 1.0～1.25%の現行水準に

据え置くとともに、満期を迎えた米国債や住宅ローン担保証券への再投資を 10

月から段階的に減らすことを決めた。具体的な進め方は 6 月の会合で公表して

おり、これに沿って実施する。金融危機対策として打ち出した大規模な量的緩

和政策からどう脱却していくかについて、 FRB は試行錯誤を重ねつつ、慎重に15 

検討を進めてきた。教訓になったのは、2013 年 5 月に当時のバーナンキ議長が

資産の新規購入額を縮小する可能性を示唆したのを機に世界的に金融市場が混

乱したことだ。これを踏まえて、市場に対する丁寧な説明を重視する姿勢を一

段と強めた。  

2014 年秋には「金融政策の正常化に関する原則と計画」を公表。利上げをま20 

ず始めから、主に再投資額を減らす形で緩やかに資産残高を縮小させる方針を

明らかにした。今回の決定はこの 3 年前の計画に基づいたものだ。「出口戦略の

議論はすぐに正常化を始めることを示唆するものではない」としつつ、早い段

階から政策当局の考え方を示し、将来の方向性を理解させていくという用意周

到な作戦をとった。日本の経済や物価の状況は、米国のように量的緩和の「出25 

口」に進める段階まで至っていない。だが、日銀が大規模な緩和政策から将来

どんな形で脱却しようとしているのかという関心は根強い。市場の混乱を防ぎ

ながら、中期的な政策の方向への信頼を高めていった FRB の戦略は、日本にと

っても教訓になりうるのではないか。  
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新段階に入った米国の金融政策もなお様々な試練を抱える。景気拡大のわり

に物価が伸びないなかで、どこまで利上げを続けるのかは大きな検討課題だ。

来年 2 月に任期切れを迎えるイエレン FRB 議長が退任すれば、政策の軸が変わ

る公算もある。世界経済や市場への影響が大きいだけに、議長人事は早期に決

まるのが望ましい。 2012 年 10～12 月期の景気停滞は一時的なもので、緩やか5 

な経済成長が再開した。家計と企業の支出は拡大を続け 2012 年 9 月以降、失業

率は 0.4 ポイント低下した。だが、 7.7%という失業率はなお高水準。引き締め

気味の財政政策が今後、景気拡大と雇用創を鈍らせると懸念している。最近の

ガソリン価格上昇なども注視していくが、一時要因ではないか。インフレは目

標とする 2%を下回っており、長期的なインフレ予想も安定している。高失業率10 

と比較的低いインフレ率を踏まえれば、完全雇用と物価安定を目指す政策は依

然として必要だ。  

一つ重要なのは、今回の景気改善が一時的なものではないと確認することだ。

最近の米経済は春先に落ち込む傾向にある。今年また経済の落ち込みが起こる

なら、おそらく実質的な構造上の原因によるもので、米連邦公開市場委員会15 

(FOMC)は対応しなければならないだろう。政策を調整する準備はできており、

調整はどちらの方向にも起こりうる。2012 年 9 月に導入した量的緩和第 3 弾の

運営では効果と副作用とリスクを勘案している。住宅ローン金利を含む長期金

利を押し下げることは、景気拡大と雇用創出を支える意義があるとほとんどの

FOMC メンバーが合意している。景気が目標に近づくに伴い、あるいは量的緩和20 

の効果とコストの見方が変われば量的緩和のペースも変えられるが、今回の会

議ではそうしたペースの変更は必要ないと判断した。 FOMC メンバー 19 人のう

ち 14 人が FF 金利の引き上げは 2015～16 年までないとみている。  

量的緩和の目的は短期的な景気拡大の勢いを高めること。一方、失業率が 6.5%

程度に改善するまでゼロ金利を続けるという金利に関する指針の狙いは、金融25 

緩和の解除がいつかについての情報を提供することだ。重要なのは、FOMC が示

す指針のタイミングと、実際に緩和を停止して金利が正常化するまでには相当

なズレがあるという点である。  
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量的緩和をやめる基準を設定できないのは、問題が複雑だからだ。緩和による

景気刺激効果はみえているが、異例の金融政策のため金融市場安定にとっての

潜在的影響などコストを定量化するのは困難だ。出口政策の基準を具体的に示

すのは難しいが、労働市場については雇用者数、失業率に加え、失業保険申請

件数、賃金上昇率などをみた上で、持続可能な水準かを判断する。現在の状態5 

よりも今後の見通しを重視すると同時に、労働需要拡大を支える景気の勢いを

注視する。景気改善が何カ月も持続することが、資産購入ペース変更の基準で

重要な点だ。以前にも 2～3 カ月雇用者数が 30 万人規模で増えたが、その後失

速した。  

ヨーロッパも、今回の世界金融危機の震源である。金融危機と実体経済の悪化10 

に対応するため、ＥＣＢ、ＢＯＥともに政策金利の引下げと資産買取りによる

非伝統的な 金融政策を実施している。ＥＣＢについては、 09 年５月に政策金

利を 1.25％から 1.0％ に引き下げた後、 11 月まで６か月にわたって１％で据

え置いている。英国ＢＯＥも、 09 年３月に政策金利を 1.0％から 0.5％に引き

下げた後、11 月まで８か月にわたって据え置いている。政策金利による伝統的15 

な金融政策のほか、ＥＣＢは、09 年５月にカバード・ボンドの買取りを発表し、

また、ターム物の資金供給オペであるＬＴＲＯの期間をそれまで  の６か月か

ら 12 か月に延長することなどを実施した。  

ＢＯＥは、09 年１月に社債、ＣＰ等を買取ることで金融機関や事業会社の資

金繰り を支援する資産買取りファシリティを発表し、２月か  ら買取りを実施20 

した。３月には対象を中・長期の国債等にも拡大し、８月には買取り枠を 1,750

億ポンドにまで拡大した。その後、 11 月に は銀行のバランスシート調整によ

る信用収縮、また、高水準の家計債務残高によって  消費が抑制されることから、

先行きは緩慢な景気回復が見込まれるため、中期的にイ  ンフレ目標を満たす

ためには更なる景気の下支えが必要との判断等から、買取りの上限枠を 2,00025 

億ポンドにまで拡大することを決定した。  
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図１ ヨーロッパの政策金利と信用緩和・量的緩和政策  

 

＜出所＞  

http://www5.cao.go.jp/j-j/sekai_chouryuu/sa09-02/pdf/s2-09-2-

3.pdf#search=%27%E5%87%BA%E5%8F%A3%E6%94%BF%E7%AD%96+%E5%9B%B3%27 5 

 グローバルな金融面での不均衡を回避する観点から、 IMF は、出口戦略を構

想するうえで、「経常収支赤字国は、財政再建を優先し、経常収支黒字国は金融

正常化を優先すべきである」と主張している。このグローバルな出口戦略にお

いては、経常収支黒字国は、他国に先駆けて金融正常化に乗り出すことによっ

て発生する為替レートの増加圧力を許容すべきであることが、暗黙に仮定され10 

ている。国内にインフレ圧力の強い経常収支黒字国にとっては、この出口戦略

を適用することが適切であろう。しかし、デフレに陥っている日本のような国

に対して、そのままこの出口戦略を適用することには問題がある。経常収支黒

字国が金融正常化を優先させるのではなく、国内でインフレ圧力の強い国や金

融仲介機関のバランスシート修復が発展している国が、金融正常化を優先する15 

べきである。  

他方で、財政危機によって通貨危機発生のリスクのあるギリシャなどの国は、

明らかに財政再建を最優先すべきである。しかし、デフレ克服のための為替レ

ート政策が、近隣窮乏政策と解釈されるリスクがあるのと同様に、他国の財政

拡大に支えられたかたちで財政再建を優先させる場合には、フリーライダーで20 

あるとして国際的な批判を浴びるリスクがあることにも留意すべきである。  
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第 2 節 出口政策のあり方  

量的緩和政策からの出口政策を考察する際に、まず明らかにしておかなけれ

ばならないのは、どういう状態をもって出口と呼ぶかという問題である。量的

緩和政策の枠組みは、日本銀行の金融機関が準備預金制度などにより預け入れ

を求められている額を大幅に上回る日本銀行当座預金を供給することと、そう5 

した潤沢な資金供給を消費者物価指数の前年比上昇率が安定的にゼロ %以上に

なるまで継続することを約束することから成り立っている。ところで、前者の

枠組みを量的緩和政策の内容、後者の枠組みをその内容が解除されるための条

件という形で解釈することも可能なはずである。そのように解釈するならば、

量的緩和政策の変更とは、金利政策への復帰以外のなにものも意味しないこと10 

になる。どのような条件が整備されるならば、量的緩和政策が解除され、金利

政策に復帰するということになるのか。この点については、日本銀行による「金

融政策の透明性の強化について」と題する明確な声明が存在する。「日本銀行は、

金融政策面から日本経済の持続的な経済成長のための基盤を整備するため、消

費者物価指数の前年比上昇率が安定的にゼロ %になるまで、量的緩和政策を持15 

続することを約束としている。日本銀行としては、このコミットメントについ

ては以下のように考えている。  

第一に、直近公表の消費者物価指数の前年比上昇率が、単月でゼロ %以上とな

るだけでなく、基調的な動きとしてゼロ %以上であると判断できることが必要

である。第二に、消費者物価指数の前年比上昇率が、先行き再びマイナスにな20 

ると見込まれないことが必要である。具体的には、政策委員の多くが、見通し

期間において、消費者物価指数の前年比上昇率がゼロ％を超える見通しを有し

ていることが必要である。こうした条件は必要条件であって、これが満たされ

たとしても、経済・物価情勢によっては、量的緩和政策を継続することが適当

であると判断する場合も考えられる。」  25 

消費者物価がプラスに転じたとしても、金融政策に復帰するにあたって、日

本銀行は、いくつかの困難に直面することになる。第一に、出口までの過渡的

政策についてどのようなイメージを描くかという問題である。  
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すでに、水野温審議委員は、「個人的には、『金利を中心とする枠組み』への

移行、すなわち、金融市場調節の誘導目標を『量』から『金利』へ移行する場

合、当座預金残高目標を引き下げるプロセス、無担保コール翌日物金利をゼロ

近傍に維持して短期金融市場の機能回復を待つプロセス、無担保コール翌日物

金利をゼロ近傍から中立的な水準に近づけるプロセスという三つのプロセスを5 

念頭に置いている」という考え方を提示している。  

第二は、政策委員の経済・物価情勢の見通しをいかに集約していくかという

問題である。第三は、これらの進行過程において、市場との対話をいかに円滑

に行うかという問題である。最後の点は、金融政策の透明性、金融政策につい

ての説明責任のいっそうの向上という側面とかかわっている。さらに、これら10 

が全てクリアされたとしても、金利政策への復帰を決定する日本銀行政策委員

会・金融政策決定会合において、政府側出席委員が、2000 年 8 月のゼロ金利政

策の解除の際にそうであったように、議決延期権を再び行使する可能性が残さ

れる。  

出口戦略の具体策は、緩和策として採用された政策ツールにも依存する。した15 

がって，非伝統的金融政策の中身が異なれば出口策も自ずと異なる。日銀の QQE 

の場合、想定される主な出口策として①超過準備の付利の引き上げ、②自己宛

て有利子手形の  

売り出しオペ、③保有長期国債の償還、④保有長期国債の売りオペ、⑤法定準

備率の大幅な引き上げの５つが挙げられる。これら５つの策について、日銀の20 

バランスシート、ネタリーベース、日銀の利払い負担、日銀の利子収入、出口

策としての現実性などの観点から考察しよう。  

補完当座預金制度の付利と補完貸付制度の基準貸付利率によって、短期金利

には下限と上限が画される。このように下限と上限を画された短期金利の変動

幅は「コリドー」と呼ばれ、一般に短期金利の安定化に資すると期待される。  25 

したがって、出口策としての超過準備の付利の引き上げは、コリドーの下限

の引き上げを意味する。一定のコリドーの幅を維持することで、出口の過程で

短期金利が跳ね上がる事態を避けられる。  
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また、付利の引き上げ自体は日銀のバランスシートの規模やマネタリーベー

スの残高に直接的には影響しないため、長期金利や株式など期待に左右されや

すい市場への影響も比較的抑えられる可能性がある。そのため、付利の引き上

げは相対的に採択しやすい出口策と考えられる。  

 5 

＜出所＞  

http://www.sess.jp/publish/annual/pdf/an51/an01.pdf#search=%27%E5%87

%BA%E5%8F%A3%E6%94%BF%E7%AD%96+%E9%87%91%E8%9E%8D+%E8%AB%96%E6%96%87%2

7 

 10 

＜出所＞ 図１と同じ  
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ただし難点もある。それは日銀の利払い負担が急増することで、通貨発行益

の消滅に止まらず、自己資本の毀損にまで至るリスクである。さらに、付利の

引き上げにはもう一つ注意すべき点がある。無担保コールレートの日々の動き

を最高レート、最低レート、加重平均レートに分けると、実は最低レートがコ

リドーを下回ることは珍しくない（図１）。その結果、加重平均レートもコリド5 

ーを下回る。つまり、コール市場ではコリドーは必ず金利の下限を画していな

い。 

日銀と当座預金契約を持たない主体、つまり補完当座預金制度にアクセスで

きない主体が、コリドーを下回る金利を提示する背景として、 QQE による大規

模な流動性供給により、資金の取り手が構造的に少ないことがあげられる。  10 

長期金利や株式への影響が相対的に抑えられやすいことから、付利の引き上

げは出口策として採択されやすい。しかし、日銀の財務への影響、国民負担に

よる損失補償、付利とコールレートの不完全な連動性という問題には注意を要

する。付利の引き上げと同様、短期金利の引き上げという形での出口策として

は、日銀による自己宛て手形の売り出しオペも想定される。この売り出しオペ15 

の対象となる手形は、売り出し日の翌日から起算して３ヶ月以内に満期が到来

するものである。そのため、付利の引き上げよりもやや長いターム物金利に働

きかけることになる。  

付利の引き上げとのもう一つの違いはマネタリーベースへの影響である。手

形売り出しオペによって、日銀の負債が当座預金から手形に移るからである。20 

つまり手形売り出しオペは流動性の吸収につながる。  

手形の売り出しオペも、長期金利や株式への影響が相対的に抑えられること。

しかし、日銀の財務への影響、金融機関への多額の利払いと国民負担リスクと

いう課題が残る。  

株価への影響を抑えるという観点からは、保有長期国債の償還も比較的、現25 

実性の高い出口策と位置づけられる。国債の償還は、償還のための財源の調達

方法という観点から「現金償還」と「借換え」に分類できる。後者の借換えは、

既発国債の償還財源を調達するために新たな国債である借換え債を発行する方

法を指す。  
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現金償還と借換えの比率を規定するのがいわゆる「 60 年償還ルール」である。

これは，建設国債と赤字国債の償還については借換え債を含めて、全体として

60 年で償還し終えるという政府の考え方を指す。このルールは新銀が保有する

国債にも適用されるため、日銀保有国債の償還は別途、多額の借換え債の発行

を伴う。借換え債の発行は、日銀当座預金から政府預金への資金シフトを通じ5 

てマネタリーベースの減少につながる。  

結局、借換え債の発行までを含めると、保有国債の償還は日本銀行のバラン

スシートとマネタリーベースをいずれも縮小させる。このとき、有利子の超過

準備と保有国債残高が減るため、日本銀行の利払い負担と利子収入はともに減

少する。難点をあげるとしたら、保有国債の償還は日本銀行にとって受動的な10 

出口策である。  

ここまで見てきた 3 つの出口策は、いずれも市場への影響が相対的に抑えら

れるという点で採択されやすい。逆に言えば、仮にインフレ率が想定以上に亢

進し、強い金融引き締めが求められるときには、これら３つの策では不十分と

なる可能性もある。強い引き締めが必要な場合、保有長期国債の売りオペが選15 

択肢としてあげられる。日銀のバランスシート上、資産側で保有国債、負債側

で当座預金が同額減るため、バランスシート、マネタリーベースいずれも縮小

する。  

ただし、この策がとられる可能性は低い。第一に金融システムが不安定化す

るリスクがあげられる。 QQE の下、日銀が多額の長期国債を買ったことから、20 

出口では国債市場の流動性や市場の厚みは下がっているはずである。そのよう

な状態で日銀が国債を売れば、長期金利が急騰する可能性がある。しかも銀行

などが多額の国債を保有する中で長期金利が跳ね上がれば、国債の評価損の急

増と国債の市場流動性の急落を通じて金融システムが不安定化する。金融シス

テムが不安定になることは「信用秩序の維持」に反することとなる。  25 

第二に、株式市場への影響を無視できない。国債売りオペをきっかけとして

金融システムが不安視されれば、投資家のリスク許容度が低下し、株価の下落

につながる事態が想定される。これが出口におけるインフレ率の上昇と、消費

者センチメントの冷え込みなど実体経済活動を萎縮させる可能性もある。  
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第三に、日銀の損失と潜在的な国民負担である。日銀は保有国債を移動平均

法による償却原価法で評価している。つまり時価評価しない。そのため、金利

が上がっても、会計上は保有国債の評価損を認識しない。2016 年１月以降の「マ

イナス金利付き量的・質的金融緩和」の下では、マイナス金利での国債買いオ

ペも増えざるを得ないため、評価損が膨らむリスクは一段と高まる。その結果、5 

日銀は大幅な赤字計上を余儀なくされる。  

強い金融引き締めを行う策として、法定準備率の大幅な引き上げがあげられ

る。補完当座預金制度では法定準備は付利されないため、法定準備率を大幅に

引き上げながら、超過準備の付利を上げれば、日銀の利払い負担を抑えながら

短期金利を上げることができる。しかも国債を保有し続けるため利子収入も維10 

持できる。  

QQE の出口策として５つの選択肢を見てきた。どの選択肢にも一長一短があ

り、独で有効な出口策となりうるものは考えにくい。そのうえで、超過準備の

付利の引き上げ、自己あて有利子手形の売り出しオペ、長期保有国債の償還の

3 つの選択肢を組み合わせることが最も現実的な出口政策である。  15 

出口を迎える時期については、日本経済の今後の景気回復ペースに依存する。

そしてそれは、海外経済の回復ペースにも少なからず左右される。海外経済の

動向に高い不確実性がある中で、米国は利上げ見通しを大幅に下方修正し、金

融政策の正常化プロセスは当初の想定よりも相当長い時間がかかる。日本の出

口政策にも重要な意味合いを持つ。  20 
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おわりに  

 1990 年代ごろの日本は深刻な不良債権問題に苦しみ、金融システム不安を抱

えていた。デフレがもたらす負の側面が強く意識されるようになり、日本銀行

はデフレとゼロ金利制約のもとで、「非伝統的な金融政策」という新たな領域に

踏み出していた。あれから 17 年がたつが、日本は、未だにデフレから抜け出す5 

ことができず、日本銀行は「非伝統的な金融政策」を続けている。日本の「失

われた 20 年」を総括して考えなければならない。デフレから完全に抜け出すの

に、金融政策はどこまで有効になるのか。  

 主要中央銀行の間では、非伝統的な手段に基づく異例の金融緩和政策の正常

化に向けた動きが強まっている。ところが、経済は過熱傾向を強めるにもかか10 

わらず、2％という非常に高い物価目標を堅持しているがゆえに、その流れを大

きくおくれをとってしまっているのが日本銀行である。  

世界経済の景気回復は、既に長期化している。グローバル金融危機後に各国

で採用された異例の非伝統的金融政策、それによる歴史的低金利のもとで、投

資家のリスクテイクが過度に進むことで各種金融・資産価格形成の歪み、過剰15 

債務の累積など金融危機の状況を伴う、深刻な経済・金融の悪化となる。  

世界的に経済・金融環境が大幅に悪化する事態がいずれ生じるとみられるな

か、現状のままでは、日本銀行は改正日本銀行法に盛り込まれた社会的な役割

を十分に果たすことができない。政府との適切な距離、金融政策との協議策の

理論的検証、物価の安定、金融システムの安定という使命を達成するためのバ20 

ランスをとり、将来の適切な対応策を構築しておくことが喫緊の課題でもある。 

日銀が出口戦略を進めるに当たって直面するシナリオの困難さ、リスクの複

雑さ、FRB をはるかに上回るものがある。このことを考えると、日銀が出口戦

略について語ることそれは、単に日銀が市場や人々を安心させる予定調和的シ

ナリオを提示することではなく、現実的な出口戦略シナリオ、そのリスクの所25 

在、リスクが発現する際のマグニチュードなどをミニマイズするための方策等

について市場関係者と対話し、認識を共有する必要がある。日銀には不都合な

真実、今そこにある危機、今そこにはないがいずれ出てくる危機から目をそら

さず説明し、対話する姿勢が求められるのではないか。  
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