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はじめに 

2008年に起きたリーマンショックをきっかけに、世界各国で未だ例を見ないほどの

大規模な非伝統的金融政策が行われてきた。日本でも、2013 年以降、日本銀行の黒田

東彦総裁によって量的・質的金融緩和政策、マイナス金利政策、そして長短期金利操

作付き QQE 政策といった大胆な金融政策が展開されてきた。これらの金融政策により5 

日本銀行は、物価上昇率２％の安定的な達成を目標としている。 しかし、5年が経過

した現在もデフレーション(以下デフレ)を脱却できず、物価２％の目標も同様に達成して

おらず、依然として非伝統的かつ大規模な金融政策が行われ続けている。 

現在、日本以外のアメリカの連邦準備制度理事会やユーロ圏の欧州中央銀行などでは、

目標が達成されつつあり、大胆な金融政策に対する出口戦略が明確に示されている。一方10 

で未だ目標達成していない日本銀行は、政策手段の在り方や目標の適当性を見直すべきな

のではないだろうか。 

本論文の以下の構成は次のようになっている。 

 第１章では、2013 年以降に日本銀行によって行われてきた異次元緩和を分析する。

次に第 2章では、現在の株式市場と国債市場の状況について考察と、日本銀行が行っ15 

ている金融政策による日本経済への影響を分析する。最後に第 3章では、現行の金融

政策について評価し、今後の出口政策と金融政策の在り方について検討していく。 
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第 1節 量的・質的金融緩和 

 2013 年以降から日本銀行の黒田東彦総裁によって行われてきた大胆な金融政策を見てい

く。まず、2013 年 4 月 4 日に行われた量的・質的金融緩和(Quantitative-Qualitative 

Easing、以下 QQE)政策の導入について日本銀行が公表した決定内容は以下のとおりである。 

 5 

図 1 「QQE」の導入 

 

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10 

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。また、長期国債の買入れ対象を、４０年15 

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。  

③ ETF、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-REIT 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。  20 

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。 

 25 

出所）日本銀行（2013）『「量的・質的金融緩和」の導入について』より著者作成 

 

上記内容の「QQE」の導入を行う理由として、日本銀行は次のような効果が期待できると

述べている。『今回決定した「量的・質的金融緩和」は、これを裏打ちする施策として、長

めの金利や資産価格などを通じた波及ルートに加え、市場や経済主体の期待を抜本的に転30 



5 

 

換させる効果が期待できる。これらは、実体経済や金融市場に表れ始めた前向きな動きを後

押しするとともに、高まりつつある予想物価上昇率を上昇させ、日本経済を、１５年近く続

いたデフレからの脱却に導くものと考えている。』1。これらの適当性については後に議論す

る。 

ところで、この QQEでは、いわゆる“リフレ理論”に基づいた緩和政策と捉えることがで5 

きる。リフレ派の理論の論点を湯本(2013)2からまとめると以下のようになる。 

①潤沢な準備を供給して政策金利を極限まで引き下げ、それを維持するというコミットメ

ントを行う。これにより持続的な金融緩和政策への信頼が確保され、将来の資金調達につ

いての不安が払拭される。 

②そうしたコミットメントが信頼を得るためには、そのメッセージが明確かつ断固たるも10 

のでなければならない。インフレターゲットの設定である。 

③準備を供給する際には、従来の短期の証券以外の資産を購入する。それによって、それら

の資産の需要と供給のバランス、したがって利回りを変化させることができる。こうして

相互に影響与えあい、その一環として円安も進むはずだ。 

さらに、2014年 10月 31日に行われた日本銀行による「QQE」の拡大を見ていく。決定さ15 

れた措置内容は以下のとおりである。 
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図 2 「QQE」の拡大 

                                         
1 日本銀行(2013) 『「量的・質的金融緩和」の導入について』より引用 

2 湯本雅士(2013) 『金融政策入門』 岩波新書 
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（1）マネタリーベース増加額の拡大  

マネタリーベースが、年間約８０兆円（約１０～２０兆円追加）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）資産買入れ額の拡大および長期国債買入れの平均残存年限の長期化  5 

① 長期国債について、保有残高が年間約８０兆円（約３０兆円追加）に相当するペー

スで増加するよう買入れを行う。ただし、イールドカーブ全体の金利低下を促す観

点から、金融市場の状況に応じて柔軟に運営する。買入れの平均残 存期間を７年～

１０年程度に延長する（最大３年程度延長）。  

② ETFおよび J-REIT について、保有残高が、それぞれ年間約３兆円（３ 倍増）、年間10 

約９００億円（３倍増）に相当するペースで増加するよう買入れを行う。新たにＪ

ＰＸ日経 400に連動する ETFを買入れの対象に加える。 

 

出所）日本銀行（2014）『「量的・質的金融緩和」の拡大』より著者作成 

 15 

上記内容の「QQE」の拡大を行う理由として、以下の日本の経済状況が要因であると述べ

ている。 

『わが国経済は、基調的には緩やかな回復を続けており、先行きも潜在成長率を上回る成

長を続けると予想される。ただし、物価面では、このところ、消費税率引き上げ後の需要面

での弱めの動きや原油価格の大幅な下落が、物価の下押し要因として働いている。このうち、20 

需要の一時的な弱さはすでに和らぎはじめているほか、 原油価格の下落は、やや長い目で

みれば経済活動に好影響を与え、物価を押し上げる方向に作用する。しかし、短期的とはい

え、現在の物価下押し圧力が残存する場合、これまで着実に進んできたデフレマインドの転

換が遅延するリスクがある。日本銀行としては、こうしたリスクの顕現化を未然に防ぎ、好

転している期待形成のモメンタムを維持するため、ここで、「量的・質的金融緩和」を拡大25 

することが適当 と判断した。』3。 

 

上記についてであるが、日本はバブル崩壊以降、デフレが長く続いていた。デフレが続き、

                                         
3 日本銀行（2014）『「量的・質的金融緩和」の拡大』より引用 
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物価はこれから先上がらないだろうと思い支出を抑えるようになると、デフレの悪循環が

延々と繰り返されることとなってしまう(デフレスパイラル)。そこで、デフレスパイラルを

断ち切るべく、2013 年に日本銀行の黒田総裁は大規模な金融緩和を開始した。具体的に見

ていこう。2013年 4月 4日に政策施行が発表された「QQE」は、図１・図２で述べたように

金融緩和政策の内容が今までよりも量・質共に規模が大きくなっている。この非伝統的な金5 

融政策の目標は、当初は消費者物価の前年比上昇率２％の「物価安定目標」を、2年程で実

現させるというものであった。 

金融市場調節の操作目標は、金利から資金供給量（マネタリーベース）に変更された。ま

た、図２に表記してある②長期国債買入れの拡大と年限長期化、③ETF、J-REITの買入れの

拡大も行うとしたが、これは非伝統的な金融政策の波及経路を多様化させる効果があり、早10 

期に物価安定が達成できると想定されていた。 

加えて、市場に円が大規模に供給されれば(調達が容易になれば)、円は相対価値が目減り

することによって円安になることも暗に期待された。また、市場にお金が出回ることによっ

て株式市場への投資も増加し、円安や株高などの政策効果が表れることも期待されていた。

そして、これらの効果によって期待インフレ率が高まり実質金利が低下し、緩和効果が一層15 

高まって緩やかな景気回復と物価安定目標が達成されると想定されていた。 

 

第 2節 マイナス金利付き量的・質的金融緩和 

2013年からの QQEは、一定の効果は見られたという評価はあったものの、（日本銀行の説

明によれば）消費増税や原油価格の下落、そしてアメリカの利上げなどから想定していた効20 

果が見られなかった。そこで、2016年 1月 29日に日本銀行は「マイナス金利付き QQE」の

導入を公表した。公表された「マイナス金利付き QQE」の内容は以下のとおりである。 

 

 

 25 

 

 

 

 

図 3 「マイナス金利付き QQE」の導入 30 
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（１）「金利」 ：マイナス金利の導入  

金融機関が保有する日本銀行当座預金に▲0.1％のマイナス金利を適用する。今後、

必要な場合、さらに金利を引き下げる。具体的には、日本銀行当座預金を３段階の

階層構造に分割し、それぞれの階層に応じてプラス金利、ゼロ金利、マイナス金利5 

を適用する。貸出支援基金、被災地金融機関支援オペおよび共通担保資金供給は、

ゼロ金利で実施する。  

（２）「量」：金融市場調節方針  

次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。  

マネタリーベースが、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10 

節を行う。  

（３）「質」：資産買入れ方針  

資産の買入れについては、以下のとおりとする。  

①  長期国債について、保有残高が年間約８０兆円に相当するペースで増加するよ

う買入れを行う。ただし、イールドカーブ全体の金利低下を促す観点から、金融15 

市場の状況に応じて柔軟に運営する。買入れの平均残存期間は７年～１２年程度

とする。 

② ETFおよび J-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約３兆円、年間約９００

億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。  

③ CP等、社債等について、それぞれ約 2.2 兆円、約 3.2 兆円の残高を維持する。 20 

 

出所）日本銀行（2016）『「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入』より著者作成 

 

 そして、QQEの導入時と同様に「マイナス金利付き QQE」の継続も掲げ、物価上昇率が２％

を達成する為の政府による強いコミットメントも明確にしている。が。上記内容の「マイナ25 

ス金利付き QQE」を導入した理由としては、以下のようなリスクを未然に防ぐためと述べて

いる。 

『原油価格の一段の下落に加え、中国をはじめとする新興国・資源国経済に対する先行き

不透明感などから、金融市場は世界的に不安定な動きとなっている。このため、企業コンフ

ィデンスの改善や人々のデフレマインドの転換が遅延し、物価の基調に悪影響が及ぶリス30 
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クが増大している。』4今回 2016年 1月 29日に公表された「マイナス金利付き QQE」の導入

によって、今まで行われてきた金融緩和政策の量・質に並んでマイナス金利が足された。こ

のマイナス金利の政策は会合で 5 対 4 のという異例の僅差で決定されたものだった。反対

意見としては、「実体経済に大きな効果をもたらすとは判断されない」、「資産買い入れの限

界と誤解されるおそれがあり、混乱を招く」といった内容があげられた。日銀の黒田総裁は、5 

マイナス金利導入の理由については「世界市場混乱が国内に波及するリスクを防ぐため」と

会合後に開かれた記者会見で語った。また、今後必要ならば、さらに金利を引き下げるとも

言及した。 

 マイナス金利の導入によって、金融機関の日銀当座預金残高が、政策金利残高・マクロ加

算残高・基礎残高の３つの層に分解された。この中の政策金利残高に限りマイナス金利が課10 

された(図 4)。 

 

図 4  3段階の階層構造における金利の区分 

 

①基礎残高（＋0.1%を適用） 15 

 QQEにおいて各金融機関がこれまでに積み上げた残高については 

今まで通りの＋0.1％の金利を適用する。 

②マクロ加算残高（0%を適用） 

所要準備額に相当する残高＋貸出支援基金＋被災地金融機関支援オペに相当する残高 

はゼロ金利を適用する。ただし、適宜のタイミングでマクロ加算額を加算していく。 20 

③政策金利残高（▲0.1%を適用） 

各金融機関の当座預金残高のうち，①と②を上回る部分に，▲0.1%のマイナス金利を適 

用する。 

 

出所) 日本銀行（2016）『「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入』より著者作成 25 

 

このマイナス金利は、国債金利に強く影響し、日銀がこれまで行ってきた大規模な国債買

い入れと共に、金利全般を強く押し下げることが期待された。そして、金利低下によって

                                         
4 日本銀行（2016）『「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入』より引用 
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人々の支出や企業の投資を促す効果も意図された。また、国内の金利が下がることで海外と

の金利差が生じることで、円安の影響が期待された。 

 

第 3節 長短金利操作付き量的・質的金融緩和 

2016年 9月 21日には、日本銀行は金融緩和強化のための新しい枠組みとして「長短金利5 

操作付き QQE」の導入を公表した。「長短金利操作付き QQE」の導入内容は以下のとおりであ

る。 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

図 5 「長短金利操作付き QQE」の導入 30 
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（１）長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）  

① 金融市場調節方針  

金融市場調節方針は、長短金利の操作についての方針を示すこととする。次回金 

融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下のとおりとする。今後、必要な5 

場 合、さらに金利を引き下げる。  

短期金利：日本銀行当座預金のうち政策金利残高に▲0.1％のマイナス金利を適用する。  

長期金利：10 年物国債金利が概ね現状程度（ゼロ％程度）で推移するよう、長期国債

の買入れを行う。買入れ額については、概ね現状程度の買入れペース（保有残高の増

加額年間約 80兆円）をめどとしつつ、金利操作方針を実現するよう運営する。買入対10 

象については、引き続き幅広い銘柄とし、平均残存期間 の定めは廃止する。  

② 長短金利操作のための新型オペレーションの導入  

長短金利操作を円滑に行うため、以下の新しいオペレーション手段を導入する。 

（i） 日本銀行が指定する利回りによる国債買入れ（指値オペ） 

（ii） 固定金利の資金供給オペレーションを行うことができる期間を 10 年に15 

延長（現在は１年） 

（２）資産買入れ方針  

長期国債以外の資産の買入れについては、以下のとおりとする。  

① ETF および J-REITについて、保有残高が、それぞれ年間約６兆円、 年間約９０

０億円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。  20 

② CP等、社債等について、それぞれ約 2.2 兆円、約 3.2 兆円の残高を維持する。  

（３）オーバーシュート型コミットメント  

日本銀行は、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、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続する。 

 25 

出所）日本銀行（2016）『金融緩和強化のための新しい枠組み：「長短金利操作付き量的・質

的金融緩和」』より著者作成 

 

上記内容の「長短金利操作付き QQE」の導入の理由は以下のとおりである。『「量的・質的

金融緩和」は、主として実質金利低下の効果により経済・物価の好転をもたらし、日本経済30 
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は、物価の持続的な下落という意味でのデフレではなくなった。この実質金利低下の効果を

長短金利の操作により追求する「イールドカーブ・コントロール」を、新たな枠組みの中心

に据えることとした。その手段としては、マイナス金利導入以降の経験により、日本銀行当

座預金へのマイナス金利適用と長期国債の買入れの組み合わせが有効であることが明らか

になった。これに加えて、長短金利操作を円滑に行うための新しいオペレーション手段を導5 

入することとした。』5 

また、オーバーシュート型コミットメントの採用理由としては、日本銀行が２％の「物価

安定」を実現できていないことから、以下の内容をあげている。『現在の実績および予想の

物価上昇率が２％よりも低いことを考えれば、 「物価上昇率の実績値が安定的に２％を超

えるまで、マネタリーベースの拡大方針を継続する」と約束することで、「物価安定の目標」10 

の実現に対する人々の信認を高めることが適当であると判断した。』⁴ この「長短金利操作

付き QQE」の導入によって、日本銀行は操作目標を、量（マネタリーベース）から金利に変

更した。長短金利操作付き QQEでは、図４の（1）②の内容である、新たに日本銀行が指定

する利回りによる国債買入れ（指値オペ）、固定金利の資金供給オペレーションを行うこと

ができる期間を 10年に延長が導入されている。 15 

 このような金融緩和政策の内容変更が行われたのは、今後に関しては同様の手法により

資金供給を続けることが困難となる可能性などが考えられる。すなわち、発行済み国債にも

限界があることや、マイナス金利政策導入により過度に下落した国債利回りのもとでは主

に機関投資家への悪影響が強く懸念されることンドである。また、そもそも国債買入れその

ものが物価安定目標の達成にどれだけプラスの影響を与えるのかについて懐疑的な見方が20 

広がっていたことも背景にあるのかもしれない。いずれにしても、金融市場調節の操作目標

を量から金利に変更したことによって、金融緩和政策をこれからも持続していくことを可

能としたと考えて良いかもしれない。 

 また、長短金利操作付き QQEでも、物価安定目標を達成するまで金融緩和政策を続けてい

くことを宣言している。これは先に述べた通りリフレ理論において重要なことでもあった。25 

しかし、物価安定目標は未だ達成されておらず、また達成するまでの期限を延ばし続けてい

ることは、黒田総裁下での金融政策には当初の狙い通りの効果が有用なのかどうかかとい

                                         
5 日本銀行（2016）『金融緩和強化のための新しい枠組み：「長短金利操作付き量的・質的

金融緩和」』より引用 
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う疑問を呼び起こすものである。 

この疑問に対して、2018 年の日本銀行の経済・物価情勢の展望より事実を検討したい。

2018 年 1 月 24 日のレポートでは、物価安定目標の達成時期について次のように述べてい

る。『今回の物価の見通しを従来の見通しと比べると、概ね不変である。2%程度に達する時

期 2019 年度頃になる可能性が高い。』6と述べている。次に 2018 年 4 月 28 日のレポートで5 

は『2019年度までの物価見通しを従来の見通しと比べると、概ね不変である。』7と述べてい

る。さらに 2018年 11月 1日のレポートでは『消費者物価の前年比は、マクロ的な需給ギャ

ップがプラスの状態を続けることや中長期的な予想物価上昇率が高まることなどを背景に、

2%に向けて徐々に上昇率を高めていくと考えられる。なお、今回の物価の見通しを従来の見

通しと比べると、2018 年度を中心に幾分下振れている。』8と述べられている。このことか10 

ら、日銀が従来目標としてきた安定物価目標の 2％の達成を徐々に曖昧にしてきたことがわ

かる。日銀がこのように表現を曖昧にすることは、現行の金融政策の根幹を成しているリフ

レ理論である“日銀による明確なコミットメント”を拒否したことを意味する。日銀として

は過去の金融政策を否定することになるため明確に言うことは出来ないが、このように達

成時期への言及をやめたことは、すなわち物価安定目標の達成に対して確信がなくなって15 

きたこと、リフレ理論による大規模緩和は効果が限定的であったということを事実上意味

する。そして、穿った見方になるかもしれないが、物価安定目標の期限を拒否したことは日

銀の金融政策の転換を意味するとも考えられよう。 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

第 2章 証券市場と金融政策の影響 

                                         
6 日本銀行(2018)『展望レポート:2018 年 1 月(背景説明含む全文)』より引用 

7 日本銀行(2018)『展望レポート:2018 年 4 月(背景説明含む全文)』より引用 

8 日本銀行(2018)『展望レポート:2018 年 10 月(背景説明含む全文)』より引用 
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 基本的な証券市場の役割としては、大きくは価格調整機能と資金調達・運用機能が挙げ

られる。ここでは日銀の大幅な資産買い入れによって市場にどのような影響を及ぼしたの

かをみていく。 

第 1 節 国債市場 

現在、日銀は QQE政策のもとで、国債を買い入れ続けている。そして、買い入れ国債の5 

平均残存期間が 7年〜10年程度となるように買い入れを行なっている。2018 年には国債

の平均残存期間は、8年程度である。また、日銀が 2018年 10月 31日に公表した「日本銀

行が保有する国債の銘柄別残高」によると、現在の保有国債残高は 444兆円と公表されて

いる。日本銀行が国債を大量に購入し続けることは、需給のバランスに変化を与える。

QQE導入後、国債の利回りは大きく低下し、2016年にマイナス金利政策を導入してからは10 

一層大きく低下した。また、2018年 7月 31日の日本銀行「強力な金融緩和継続のための

枠組み強化」によると、強力な金融緩和を続けていくことが決定していて、これからも長

期金利は 0.1％を上回る可能性は少ないと考えられる。本来、イールドカープのグラフは

短期金利が低く、長期金利は高いので右肩上がりとなるが、図 5のように現在は、短期金

利と長期金利がフラット化している。 15 

 

図 6 各 QQEのイールドカーブ 
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（注）H25.4.4は QQEの導入日、H27.12.21は QQE を補完するための措置の導入日、

H28.1.29はマイナス金利付き QQEの導入日、H.28.9.21は長短金利付き QQEの導入日、

H30.11.21は現在 

出所）財務省「金利情報」より著者作成  

 5 

図 6を見てみると長期金利が低下しており、その影響で図 7のように金融機関の売却益

の縮小が発生し、国債の流動性低下によって第３章で述べる年金基金や、銀行や生命保険

の資金運用が困難になってしまうといった副作用が発生している。ここで初めて流動性低

下という言葉が出てきたが、いつ頃からこれについての議論がなされるようになったの

か。それは、日本銀行による大規模な金融緩和導入以降、国債の買入が継続して行われ、10 

同行が保有する国債は発行残高の約 40％となった。そういった状況の中で、市場関係者か

ら国債市場の流動性低下を指摘する声が聞かれるなど、国債市場の流動性に対する関心が

高まっているのである。国債の市場流動性低下の一因としては、大規模な金融緩和導入に

より、日銀が市中銀行から国債を買い取ったため市中銀行に出回る国債の流通量が減少し

たことが考えられる。このまま中央銀行が量的緩和政策を続けるのであれば、国債の流動15 

性低下に歯止めはかからないであろう。 

 

図 7 10 年物国債金利の推移 

 

 20 

出所）財務省「金利情報」より著者作成  
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図 8 国債等債券売却益の推移 

 

出所）全国銀行協会「全国銀行財務諸表分析 平成 29年度」より著者作成 

  

第 2節 株式市場 5 

日本銀行は量的緩和の１つの策として ETF（指数連動型上場投資信託受益権）、J-REIT

（不動産投資法人投資口）の購入を行っているが、この結果日本銀行が大規模な保有者に

なることにより市場で適正な価格が形成しづらくなった。しかしこの日本銀行によって形

成された価格は、日本銀行がそれを売却するときに崩れる可能性がある。実際の市場価格

は未知数であるが、その保有額を考えれば多くの影響を与えかねない。 10 

それでは、QQE開始後の、日経平均株価、ETF、J-REITの買い入れ額の推移を検討す

る。 

 

 

 15 
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図 9 日経平均株価の推移 

 

 

 

出所）東京証券取引所第一部 5 

 

 図 8のグラフは、黒田総裁就任以降の日経平均株価のグラフである。これを見ると、

2013年 4月の黒田総裁就任以降は、2016年に一度落ち込むが日経平均株価は右肩上がり

で伸びている。これは、日銀が ETF(すなわち株式)を実際に購入していることや、円安に

よる輸出企業株の増価など多様な要因が考えらえる。本来株価は業績と期待をもとに形成10 

されるものであるが、日銀の買い支えと政策効果により株高という状況を作り出すことに

は成功した。 

 また日銀がどの程度 ETFを買い入れているのかを整理するために、図 8に ETF買い入れ

額の推移を示した。ETFの買い入れ額は、2014年から 2015年にかけて減少するが、2015

年以降は増え続けている。ETFの買い入れに関しては、2015年 12月 18日の政策委員会・15 

金融政策決定会合によって大きく変更点がある。2016年 4月から新たな ETF 買入れ枠の設

定をした。詳しくは、「ETFの買入れについて、現在の年間約 3兆円の買入れに加え、新

たに年間約 3,000 億円の枠を設け、［設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企業］の

株式を対象とする ETF を買入れる。」と発表された。このように、新たな枠を設け、幅広
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い銘柄を日銀が買うことにした。図 9より、ETFの買い入れ額が上昇した 2015年と 2016

年では、同様に図 8の日経平均株価も上昇している。これは、ETF買い入れた効果の一因

であると言えるであろう。しかしその一方では、副作用に ETF買い入れによる日銀の下支

えの影響で株式市場の価格形成が阻害されていることが考えられる。この価格形成が阻害

される要因としては、日本銀行が売ることをあまりしない主体であることに関係がある。5 

通常の投資家であれば、企業の業績の悪化を予測するとその企業の株式を売却する等の選

択をするが、日本銀行は買い入れた株式を長時間保有するため、企業業績に対して割高な

株価が維持され、株式市場の価格形成を歪めている。 

 他にも副作用は確認でき、売却には長時間を有するという点がある。まず、国債とは異

なり ETFや J-REITには満期がないために必ず売却しなければ日本銀行のバランスシート10 

からは減らすことが出来ない。さらには日本経済全体へ大きな影響を与える可能性がある

ので売却するのにも慎重に行う必要が出てくる。これらを考慮して 2016年 4 月には、銘

柄入れ替えに過ぎないという声もあるが日本銀行は新たに 3000億円の ETF買入枠を設定

した上で年間 3000億円の市中売却を行なっている。このペースで実際売却し続けていく

となると 2018年 10月時点では日本銀行の ETFの保有額は約 21兆円であり 70年程度の期15 

間を有し、また売却している間も ETFは買い続けているので 70年以上時間がかかるもの

だと考えられる。超長期的に一定の売り圧力がかかる市場になるのは副作用としては相当

大きい。 

 

図 10  日本銀行による ETF買い入れ額（億円）の推移 20 
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出所）日本銀行「指数連動型上場投資信託受益権（ETF）および不動産投資法人投資口

（J-REIT）の買入結果」より著者作成 

  

J-REITの買い入れ額は、2013年から次第に増加し、2014年から 2015年にかけては

2014年 10月の年間買入予定額を 900億円に拡大したことにより約 3倍に年間買入額が膨5 

れ上がる。そして 2015年からほとんど横ばい状態であり、現在も日本銀行による J-REIT

の年間買入予定額は 900億円である。日本銀行の J-REIT買いによる効果には J-REITの需

給改善、市場拡大・活性化が挙げられ、不動産市場への安定した資金供給による不動産の

流動化、不動産開発、都市機能の発展が期待される。しかし副作用としては ETF同様価格

形成が歪められていることが挙げられる。現在は超低金利なこともあり、株式投資に比べ10 

て利回りの大きい J-REITへ資金が流れていくというのが自然な動きとして考えられる。

しかしそこへ日本銀行の J-REITの大量購入があることによって価格形成に歪みが生じ

る。 

 

図 11  J-REIT買い入れ額の推移 15 

 

出所）日本銀行「指数連動型上場投資信託受益権（ETF）および不動産投資法人投資口 

（J-REIT）の買入結果」より著者作成 
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第 3章 金融政策のあり方 

第 1節 日本銀行の異次元緩和における議論 

 私たちの意見として初めに述べておく。私たちは、現行の金融政策に反対である。以下

にその理由を述べていく。 

 第 1 項 日本銀行の金融政策に対する誤り 5 

 まず物価上昇２％の目標を達成していないこの異次元緩和の結果として現在もなお日本

銀行に保有されている資産をこれからどうしていくのかという点である。すでに述べた通

り、2013年から行われている非伝統的金融政策をはじめた当初は達成期限を明記していた

が、2018年 4月に行われた金融政策決定会合後に公表されるレポートでは、インフレ率

2%の達成見通し時期を初めて明記しなかった。会合後の総裁記者会見で黒田総裁9は、「物10 

価の先行きに様々な不確実性がある中にあって、 計数のみに過度な注目が集まること

は、市場とのコミュニケーションの面から も必ずしも適当とはいえません」としたうえ

で、「物価の先行き展望について、これが達成期限ではなく見通しであることを明確にす

るため、記述の仕方を見直す」と説明した。しかしこれは事実上 2%を達成できないと捉え

ることができ、現在まで積みあがった大規模な資産をこれからどうしていくのかは批判す15 

べき点である。 

 2つ目は、副作用が大きい点である。日本銀行の大量の国債購入により、市場に流通す

る国債が減り、国債の取引が成立しづらくなるなどの国債市場の機能低下や、金利操作に

よるイールドカーブのフラット化から金融機関の長短金利差の利鞘による収入の減少など

が生じている。また、ETF、J-REITの結果、日本銀行が大規模な株式保有者になることに20 

より市場で適正な価格が形成しづらくなっていることはすでに指摘した通りである。しか

しこの日本銀行によって形成された価格が正常な価格に戻ろうとするとき（日本銀行が資

産を売却するとき）、その時の影響は未知数であり、通常であれば市場への株式供給が増

えれば株価は下落するため、投資家や企業には多くの影響を与えかねない。しかも、デフ

レを脱却し物価を安定することが目標であるとしたうえでの異次元緩和であったが、実際25 

には思った通りの効果が明確に現れなかった。また次に詳しく示すが、異次元緩和の根幹

をなすリフレ理論は事実上経済を刺激する効果は限定的であった。 

                                         
9日本銀行 『総裁記者会見要旨』 2018年 5月発表。 

https://www.boj.or.jp/announcements/press/kaiken_2018/kk180501a.pdf  

https://www.boj.or.jp/announcements/press/kaiken_2018/kk180501a.pdf
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 マイナス金利や長短金利の操作についても問題点が残る。マイナス金利導入で銀行は融

資を増やすと考えていたが、これが誤りだった。デフレを脱却していない状況において企

業の設備投資が増えるはずもなく、銀行は融資を増やそうにも出来ないのである。これが

好況の場合であって銀行が貸し渋りをしているのであれば、マイナス金利はある程度の効

果はあっただろう。また融資が増えない銀行や国債が主な資産運用先の保険会社は、日本5 

国債を購入することによって国債利回りで収益を上げようとしたが、イールドカーブがフ

ラット化している状態では利鞘が限りなく少なく、銀行においては家計への預金者の金利

もほぼ下限であり、収益が悪化している。長短金利操作に関しても長期金利の操作は、日

銀による国債の大量買い入れの元で行われることが前提であり、結果として流動性の低下

を招くことにもつながるであろう。 10 

 第 2 項 日本銀行のリフレ政策への批判的検討 

 現行の日本銀行が行っている金融政策はリフレ理論10に基づいているといえる。ここで

はリフレ理論と対をなす反リフレ派の主張の一例を紹介する。湯本(2013)11からまとめる

と以下となる。 

①中央銀行による長期国債の買い増しは、基本的には民間が保有する国債の満期に至るま15 

での期間別構成を変える事であり、これは財政当局の仕事であり、中央銀行がする事に

は実務上の問題がある。 

②インフレターゲットには金融政策の透明性や説明責任の向上手段としてのそれと、イン

フレ率引き上げ手段としてのそれを明確に区別する必要がある。前者には問題が無い

が、後者については目標設定だけでデフレが止まるわけがないからである。 20 

③経済主体の予想や行動は、政策当局者の発言で簡単に誘導できるものではない。 

④実体経済面においてデフレを維持させる要因がある中で、金融政策だけで事態を改善す

ることは難しい。 

⑤「期待」は漠然と生まれるものではなく、金融政策がどのように経済主体のインセンテ

ィブを変化させるかという点について慎重に検討する必要がある。 25 

                                         
10 第１章第１節参照。 

11 湯本雅士(2013) 『金融政策入門』 岩波新書 
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また反リフレ派の池尾(2008)12も「実質金利を負にして無理矢理に投資を惹起し、当面

の需要不足を緩和することになったとしても、効率性の低い資本設備を増大させ、過剰設

備の問題を深刻化させることになる」と否定的に述べている。また池田(2009)13でも「金

融政策は短期の安定化政策であり、長期の潜在成長率を変えることはできない」としてい

る。簗田（2015）14では「現実として金融市場や実体経済はリフレ理論の想定と整合的に5 

推移して来なかった」と述べている。 

つまり、反リフレ派では期待を抱かせても、経済はどう転ぶか分からない。そもそも金

融政策だけで危機を解決できないというのが論点である。一方、リフレ派は長期国債など

で長期金利の引き下げにも寄与し、極限にまで金利を押し下げ、明確なインフレターゲッ

トを組み合わせることによって、積極的な金融緩和が維持されるという信用を与え、期待10 

インフレ率を高めようとするというのが論点である。 

現在の日銀はどうであろう。リフレ派の主張に基づきマネタリーベースを拡大させ、2%

の物価上昇率目標というインフレターゲットを設定した。長期国債や ETF、J-REITの買い

入れも行った。しかしデフレから脱却できていない。つまりリフレ理論では目標が達成で

きなかったのである(そもそも目標の背一定自体がリフレ派的なのであるが)。このことは15 

イングランド銀行の『Money creation in the modern economy』(2014)15ではっきりと示

されている。もちろん、イングランド銀行の金融政策と日本銀行のそれとでは、そもそも

経済環境や国家情勢の関係で大きく異なっている。したがって、同論文が日銀の金融政策

への批判に直接適用できるかどうかは紛れが有るだろう。しかしながら、信用創造16の実

                                         
12 池尾和人(2008) 『白川総裁と波長が合いそう？ 日銀審議委員候補の池尾教授』 ダ

イヤモンド・オンライン  

13 池田信夫(2009) 『希望を捨てる勇気－停滞と成長の経済学』 ダイヤモンド社 

14 簗田優(2015) 『日銀のマイナス金利政策とヨーロッパ諸国の先行事例』和歌山大学経

済学会研究年俸 

15 イングランド銀行四季報 『Money creation in the modern economy』(2014)  

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-

creation-in-the-modern-

economy.pdf?la=en&hash=9A8788FD44A62D8BB927123544205CE476E01654  

16 同論文では Money creation と記載しているため、伝統的な“信用創造”と言う用語と

は必ずしも一致しない 

https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf?la=en&hash=9A8788FD44A62D8BB927123544205CE476E01654
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf?la=en&hash=9A8788FD44A62D8BB927123544205CE476E01654
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/money-creation-in-the-modern-economy.pdf?la=en&hash=9A8788FD44A62D8BB927123544205CE476E01654
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際について述べた同論文は、資金供給および金融緩和政策の根幹にかかわることを述べて

いるため重要な参考文献となろう。 

この論文では、現代経済における貨幣創造についての誤解を解いたうえで QEの効果に

対する 2つの誤解を解決している。 

①QEによって作り出された準備預金は銀行にとってのフリーマネーではないということ 5 

論文の中では中央銀行と年金基金、銀行の例が挙げられている。QEによる中央銀行の資

産購入は銀行のバランスシートに作用するが、銀行の一番の役割は、年金基金と中央銀行

との資産取引を仲介することである。しかし QEでは銀行に中央銀行からの新たな負債を

抱えるだけでなく、同額の年金基金への負債がまた生じる。つまり QEで資産を買い取っ

て、準備を増やそうとしても銀行にとっては負債であり、自由に使えるお金、つまりフリ10 

ーマネーではないのである。日本の QEでは日銀が市中銀行から直接国債を買い取る形を

とっているが、バランスシートにおいて市中銀行の資産側の国債は準備預金に置き換わる

が、負債側では市中銀行が国債を購入したときのままであり、準備預金は市中銀行にとっ

て決してフリーマネーではないことが考えられる。つまり日銀と市中銀行間の取引であっ

て、実体経済とは関係がないから、日銀の QEもうまく機能しなかったとわかる。 15 

②QEの重要な目的は、貨幣乗数理論により説明されるように、銀行システムにより多く

の準備預金を提供することによって、銀行貸出を増加させるものではないということ 

論文のなかでは資産買い入れの間で生み出される銀行の準備預金は中心的役割を果たさ

ないとしている。なぜなら銀行は実体経済の消費者の資金需要があってはじめて預金を創

造でき、マネーを市場に多く供給したとしても、資金需要がないと貸出できず、預金が創20 

造できず、マネーが増えていかないからである。QEは、民間企業の支出を直接的に増加さ

せるのが目的であって、銀行を介することなしに働いている。 

以上この論文から分かる通り、貨幣量は中央銀行が供給したベースマネーによって決ま

るのではなく、企業の資金需要に応じて行われる銀行融資によって貨幣の大半が生み出さ

れるので、貨幣量も企業の資金需要によって内生的に決まることになるという、内生的貨25 

幣供給説に基づき、預金が貸借関係から作りだされることを確認し、QEによって銀行貸出

はあまり増えることはないし、効果は限定的なものであると分かる。そして金利操作では

経済に影響を与えることができるとしている。 

BOEはマネタリスト的な政策を展開してきた時期もあったが、この論文において事実上

その政策理論は批判され破綻したと考えられる。結果的に新たな信用創造とマネタリーベ30 
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ースの増加は直接的に関係していない。日銀の量的緩和、リフレ的な政策は効果がないと

間接的ではあるが意味していると考えらえよう。 

 

第 2節 出口政策についての意見 

2018年 9月 19日の記者会見で黒田日本銀行総裁は、物価目標の達成に全力を尽くす姿5 

勢を強調し出口戦略は「あくまで２％を達成してから」との考えを示した。この理由から

短期的に出口政策を進めていくことについては、未だに見通しが立たないであろう。そし

て、今後の出口政策については、ETFや J-REITにおける株式分野や不動産分野と国債にお

ける債券分野について考えることが必要である。これらは現在、日本銀行による多額の買

い入れ17が行われており、出口戦略を考えるうえでこれらの動向がとても重要な課題だか10 

らである。異次元緩和前の状態を出口として設定するならば、これらの投資信託や国債購

入した分をすべて売却することが必要になってくる。その点においてこれらをどのように

して裁いていくかが大切なポイントになってくるためである。 

 第 1項 ETF に関しての出口戦略の提案 

①ETFの買入れを減らしていく。実際、現段階において日銀は ETF買入れ目標額よりも15 

減らしており、ステルス・テーパリングは開始されたとの見方が出来る。2018 年 7月の金

融政策決定会合において、資産の買入れについては「ETFの保有残高が、それぞれ年間約

６兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行う。その際、資産価格のプレミアムへ

の働きかけを適切に行う観点から、市場の状況に応じて、買入れ額は上下に変動しうるも

のとする。」としている。図 11、12から 2018年 8月の日銀による ETF買入額は少額にな20 

っている。しかし同年 10月には買入額が増大しており、株価の変動で買入額を上下して

いる。このことからフォワードガイダンスを活用して、資産買い入れ額を段階的に縮小で

きる状態にはあり、テーパリングによって出口を進められるという可能性も伺える。 

                                         
17 第 1章参照。 
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 ②企業による自社株買いを進めていくという提案である。ETFを現物株に交換して、自5 

分の企業の株を買い取ってもらう。しかし、自社株買いは本来企業が自主的に行うもので

あり、買い取り要請に応じない企業がいるという問題点がある。しかし、日本銀行が市場

内で ETFに組み込まれている株式を売却すれば株価は下落すると予想されるので、それを

阻止するために企業は自らの株を購入し、株価を下支えするだろう。また自社株買いを行

われずとも、投資家にとっては投資対象になりうる場合もあるので、市場に影響を与えな10 

いよう、少額ずつ売却していくことが最善な策であろう。 

 第 2項 J-REITに関する出口戦略の提案 

日本銀行は J-REITについての出口戦略にも細心の注意を払わなければいけない。 2018

年 3月末の時点で J-REITは現在の金融緩和で日銀が保有する時価総額は 5142 億円であっ

た。この買い入れにより、低金利の影響をうけ投資対象が不動産に、とりわけ安定した収15 

入による高い分配金利回りが魅力の J-REITが堅調に成長している。また 2020 年の東京オ

リンピック等の都心部の建設ラッシュや賃貸物件の賃料も上昇し、J-REITが保有している

物件の収益性の上昇につながっている。このように成長している J-REIT分野で出口政策

を行うには不動産業界、さらには投資を行っている個人や企業にとって大きな問題となる

恐れがあり、様々な市場にも影響が波及していく可能性もある。日本銀行が J-REITを売20 

るアクションに入れば、不動産価格の下落が予想され、投資家の中でも売りに走る可能性
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注)データは 2015 年 10 月から 2018 年 10 月まで 

出所)日本銀行より筆者作成 

 

注)データは 2015 年 10 月から 2018 年 10 月まで 

出所) Yahoo！JAPAN ファイナンスより筆者作成 

 

図 12 日銀の ETF 買入額(月間) 

 

 図 13 TOPIX 連動型上場投資信

託指数(月次) 
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がある。さらに金利上昇も視野にはいれば、不動産価格が下落する恐れもあり、市場に悪

影響も与えかねない。ここで以下に J-REITの出口戦略を提案する。 

J-REITにおいても ETFと同様にステルス・テーパリングを行うことが出口になるだろ

う。ETFに対して J-REITは年間買入れ目標額が少ないので、早期に買入れ額をゼロに出来

ることが見込まれる。また国債のテーパリングと同時に J-REITを少しずつ売却すれば、5 

国債の長期金利利回りは 0％に近い水準だが、J-REIT とのスプレッドにはあまり変化が少

なく、安定的に売却することが可能だろう。 

 第 3項 国債に関しての出口戦略の提案 

国債についてもシンプルな方法として、償還期限まで日本銀行が持ち続けると提案す

る。もち続けるといっても、日本銀行は市中銀行とのオペレーションなどでいくらかは国10 

債を持つべき主体なのですべてを償還することはない。短期国債は公開市場操作で多く用

いられるので、ここで償還期限まで持ち続けるのは主に 10年を超える長期国債である。

また現在、日本銀行は設定した目標国債買入額よりも少ない額を購入しており、これは事

実上出口を見据えたテーパリングと考えられる。徐々にテーパリングをしていき、国債の

買入額を緩和前の状態に戻し、保有している国債を償還するまで持ち続けることが市場や15 

ほかの日本国債を保有している経済主体に対してとれる安全策である。また日銀がテーパ

リングをしていても、国債の長期金利は上がらないので、金融緩和と同時進行でテーパリ

ングできる利点もある。 

 

第 3節 金融政策のあるべき姿 20 

まず金融政策の目的は、日本銀行法の以下の条文に示されている。 

 

日本銀行法  

（通貨及び金融の調節の理念） 

 第二条  日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図る25 

ことを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。 

 

このように、日本銀行法では 『「金融政策」の目的は、物価の安定を図ることが一般

的な理解であり、「２％のインフレ目標」といった場合、その基準は消費者物価指数とな

ることが多く、日本銀行の金融政策運営に当たっては、物価の安定を通じて「国民経済の30 
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健全な発展」に資することが求められている』18。そのためには、現行の金融政策を行っ

ていくだけでは、インフレ率２％達成、デフレから脱却することも不可能であろう。 

そこで、金融政策のみで物価安定を図るのではなく、政府主導の構造改革や規制緩和等

の財政政策と同時に金融政策を行っていくべきだと考える。ここまで 2013年から始まっ

た非伝統的な金融政策の是非について論じてきた。第 2章でも示したとおり、日本経済に5 

おいてよい効果を表した事例もあるが、最終目標のインフレ率 2％の達成はまだまだ遠

い。「長短金利操作付き QQE」において、オーバーシュート型コミットメントで２％の物

価安定の目標を達成するまで金融緩和を継続するとしており、達成できるか分からない目

標に対して、継続的に大規模な資産買い入れや金利の低下が長引くことで、本来経済の安

定化をはかるための緩和策であるにも関わらず、金融機関の利ざやが縮小し金融仲介機能10 

に悪影響を及ぼし、経済にとってむしろマイナスになるというリバーサル・レートの問題

も露呈しかねない。実際、2017年 11月 13日のスイス・チューリッヒ大学の講演におい

て、黒田総裁はリバーサル・レートの内容について触れた。その後同年 12月の金融政策

決定会合後の記者会見において「現時点で金融仲介機能に問題は生じていない」とし、あ

くまでもこれまで通り長短金利操作付き QQEを続けていくとの方針を示したが、日銀も緩15 

和策の長期化においての副作用に関心があるように考えられ、今後さらに大規模緩和が続

くとさらにリバーサル・レートの発生の割合が高くなるだろう。金融政策は物価の安定を

目標とするのは適切であるが、政策が長期化することで政策の効果がなくなってしまえば

意味がない。 

高齢者や女性の雇用機会均等や労働環境の整備、企業が新規事業参入や設備投資に影響20 

を促す規制緩和等の政府主導の政策を併用すれば、現行の金融政策主導の割合が大きい場

合に比べ、より物価の安定を図れるのではないだろうか。 

 

 

 25 

 

 

                                         
18 中央銀行研究会（1996）「中央銀行制度の改革―開かれた独立性を求めて」 
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終わりに 

これまでに、2013年から行われている日本銀行の非伝統的金融政策を論考し、現在の株

式市場と国際市場の状況について考察した。また日本銀行が行っている金融政策による日

本経済への影響を分析し、現行の金融政策について評価し、今後の出口政策と金融政策の

在り方について述べてきた。 5 

 本論文でも述べてきたが、日本銀行の行ってきたリフレ的政策は、『Money creation 

in the modern economy』において効果が否定されている。日本でも実際デフレからの脱

却はできていないとの見方が多い。そのような中で日本銀行の最優先課題として早期の物

価上昇 2%の達成とし、そのあとに異次元緩和の副産物である国債や ETF等の資産をいかに

市場に影響なく日銀が手放すことができるかである。2018年 8月株価下落局面には ETFを10 

購入していなかったが、9月 26日に 700億円も追加で購入した。黒田総裁は「早期に物価

目標を達成して正常化プロセスに入りたいのは、どこの中央銀行も同じで当然のことだ」

との見解を示しているように、出口政策に関して検討している中での苦渋の選択だったの

ではないかとも受け取れる。第 3章にも示したとおり、国債や ETFに関しては出口に向か

っている動きがみられたが、依然として遠いだろう。特に ETFや J-REITは特に市場に影15 

響を与えず異次元緩和をする以前の状態に戻れるかが重要だ。 

 2019年に迫る消費税の増税や 2020年の東京オリンピックの開催など日本経済は重要な

局面に立っている。日本銀行の金融政策、証券市場が正常に機能し、ひいては日本経済の

更なる発展に繋がることを切に願い本論文の結びとする。 
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