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5. 日本の金融政策
＜5.の内容＞
内容＞


データでみる日本の金融政策



その効果はどのようなものか？

5.1 最初に


一般に金融政策とは、中央銀行が通貨量（マネタリーベース）を調整することによっ
て、マクロ経済に影響を及ぼす政策を指す。特に金融政策では、マクロ経済を示す指
標のうち、インフレ率（物価上昇率）や物価の安定が重要であるとされる（日本銀行
は「信用秩序の維持」も政策の目標としている）
。



金融政策の伝統的手段として、公開市場操作、公定歩合操作、預金準備率操作がある。



マネーストック M2 は、現金通貨・預金通貨（要求払預金残高）
・準通貨（定期性預金
残高）
、譲渡性預金（CD）の合計である。



マネタリーベースは、現金通貨と日銀当座預金残高の合計である。

5.2 貨幣と物価の状況
貨幣と物価の状況


図 5-1 は、CPI でみた物価上昇率、M2 残高の前年同期比、マネタリーベース平残の前
年同期比をあらわしたもの



この 3 者の動きの特徴は何か？
① 1980 年代に入る前まで、貨幣とインフレ率は時差をおいて似た動きをしている。
② 1980 年代後半は、M2 の増加にかかわらず、物価は上昇していない。
③ 2000 年代に入り、マネタリーベースは急速に伸びている。
④ マネタリーベースと M2 の関係は、90 年代後半より変化している

以下、各特徴について検証してみよう
①について
貨幣数量説に従えば、長期的にはマネーストック（貨幣量）は物価に影響を及ぼす。そ
して 1970 年代は、貨幣供給量は数期後のインフレ率に影響している。貨幣供給量が増えれ
ばインフレ率が上昇する、といったように。
※貨幣数量説とは？
貨幣量を M、貨幣の取引流通速度を V、実質 GDP を Y、物価水準を P として、
MV=PY
という関係式が成り立つ。ここで V と Y を一定とする（Y は実質 GDP であり、金融政
策の影響を長期的に受けないから）
。そのとき、M が増えれば P が上昇する、という関
係が成り立つ（逆もまた真なり）
。
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②について
1980 年代後半は、いわゆるバブル経済の時期である。この時期に貨幣供給量（現在のマ
ネーストック）が増加している背景には、ルーブル合意により円高・ドル安を是正する必
要があったため、日本では金融緩和政策を継続せざるを得なかった事情がある。しかしこ
の増大した貨幣は生産面よりも、株式・不動産といった資産へ向かった。それゆえ、消費
者物価指数でみたインフレ率は上昇していなかったものの、資産価格は急激な上昇を示し
た（資産価格インフレ）
。
図 5-2 参照。
③について
2000 年代にマネタリーベースが急激に伸びたのは、量的緩和政策によるものである。詳
細は後述
④について
マネタリーベースと貨幣供給量（現在のマネーストック）の関係は、一般に貨幣乗数で
あらわされる。貨幣供給量とマネタリーベース残高の比が貨幣乗数である。そして 90 年代
後半より、それが縮小していることがグラフより示されている。この背景には、貸出の低
迷などが考えられる。

※これは、信用創造のプロセスを念頭に置くと理解できる。マネタリーベースが預金と
なったのち、それが銀行によって貸し出され、さらにその資金が預金となり、その預金
がさらに貸し出され、預金となり・・・といったプロセスを経ると、預金残高の増加分
はマネタリーベースの増加分よりも大きくなることがわかる。
具体的には、預金準備率（銀行の預金のうち中央銀行に預けなくてはならない分の比率）
を r（すなわち 100×r ％）とし、準備預金以外の分をすべて貸し出し、貸し出された資
金はすべて預金されると仮定する。すると、ある銀行で生じた 1 単位の（本源的）預金
は、最終的に全預金額 1 r 円 となる。当然ながら r は 1 より小さい正の値なので、こ
れは 1 より大きい。
※なお、預金準備率を引き上げると、世の中に出回る資金は減り、預金も減る。そのた
め、貨幣量は減少する。逆に預金準備率を引き下げると、世の中に出回る資金は増加し、
預金も増加する。そのため、貨幣量は増加する。これが預金準備率操作の効果の
これが預金準備率操作の効果の 1 つで
ある。

☞実際の貨幣量、ハイパワードマネー、物価の関係は図 5-1 で見たとおりである。では、貨
幣量に対する需要はどのように変わっていったのか？
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.図
図 5-1 貨幣と物価

（出所：総務省「消費者物価指数」および『日本銀行統計』
・『金融経済月報』より。単位は％）

図 5-2 日経平均株価の推移(
日経平均株価の推移(単位：円)
単位：円)

（出所：日本経済新聞社 Web ページ:

http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/data より）
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5.3 貨幣需要


貨幣を（間接的に）供給するのは中央銀行である



その貨幣を需要する経済主体は、家計や企業である



需要と供給が存在している以上、
「需要と供給」の枠組みで、貨幣量の妥当性を考察す
ることも可能 ⇒ 貨幣需要関数



ここで、貨幣量（供給量）を M、実質 GDP を Y、物価水準を P、名目利子率を i とし
て、次の式を考える

M 
ln  = β 0 + β 1 ln Y − β 2 i
 P

(β1 > 0, β 2

> 0)

これを貨幣需要関数
貨幣需要関数とよび、この左辺は貨幣供給、右辺は貨幣需要をあらわす。
貨幣需要関数
⇒右辺の形がなぜこのようになっているのか？
実質 GDP（実質所得）が増えれば、それだけ財を購入するので、支払・決済の



ために貨幣が必要であるから
名目利子率が上昇すれば、流動性が低い金融資産を持とうと考え、その代わり



に流動性の高い貨幣を必要としなくなるから


ここから、この貨幣需要関数を推定して、符号条件を満たす、安定的である、などの
妥当な結果が得られれば、貨幣需給が均衡している（貨幣需要関数が安定的である）
と判断する。
・・・では、実際のこれらの変数の推移をみてみると（図
図 5-3 参照）


1980 年代までは、貨幣需要関数の存在が認められる



それ以後、特に 1990 年代末以降は、コールレートがほぼ 0％なので、貨幣需
要関数で示される関係が見いだせない



貨幣需要関数を（簡便的に）推定した結果、1990 年代までは各係数の符号条
件は成立している

※ただしこの推定は、統計学的に正しいものであるという保証はない。例えば、
構造変化があるかどうか、各変数が長期的に安定的な関係 (共和分関係という)が
あるか、といった点を見ないと、正確な検証はできない点に留意すべきである。
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図 5－3 貨幣需要関数の各変数
実質マネーストック（消費者物価指数で実質化）

鉱工業生産指数（IIP
鉱工業生産指数（IIP）
IIP）

無担保コールレート翌日物（
無担保コールレート翌日物（名目）
名目）

出典：コールレート、マネーストックは日本銀行統計、IIP は
経済産業省、消費者物価指数は総務省統計局よりそれぞれ取った
ものである。なお、コールレート以外は自然対数値である。
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☞続いて、日本銀行のこれまでの金融政策について、データとともにその変遷を確認する
5.4 公定歩合


1996 年までは、公定歩合（日本銀行が民間の金融機関に資金を貸し出す時の金利）が
重要な政策金利として機能していた。例えば、景気過熱により物価が上昇すれば、公
定歩合を引き上げてこれを抑制する、といったように。



これが可能であった理由として、
（ⅰ）かつて民間金融機関は日本銀行から多くの資金
を借りていた（日本銀行信用）こと、
（ⅱ）かつては金利規制があり、公定歩合によっ
て預金金利や貸出金利が左右されやすかったこと、があげられる。



かつては金融政策の方針に合わせ、公定歩合は上下していた（図
図 5-4 参照）が、90 年
代の相次ぐ金融緩和政策の結果、1995 年に 0.5％まで低下。1996 年以後は政策金利と
して使われておらず、2000 年代には 0.1％に。



現在は、公定歩合を「補完貸付制度の基準金利」
（それ以前には基準割引率および基準
貸付利率）とよんでおり、コールレートの上限値として機能

5.5 日本の金融政策：
日本の金融政策：テイラールール
金融政策：テイラールール


日本においても、公定歩合操作とともに、公開市場操作によって、無担保コールレー
ト翌日物（O/N）とよばれる短期金利も操作目標としていた。



無担保コールレート翌日物はインターバンク市場で決まる金利であり、公開市場操作
によって日本銀行は目標まで誘導する政策をとった。



その金利水準を決定するルールとしては、テイラールールが知られている。
※Taylor(1993）が提唱



小田・永幡（2005）によれば、テイラールール型の政策反応関数は次のようになる。
政策金利＝均衡実質金利＋目標インフレ率
政策金利＝均衡実質金利＋目標インフレ率
＋α×（インフレ率－目標インフレ率）＋β
×（インフレ率－目標インフレ率）＋β×需給ギャップ



果たして日本銀行はこのルールに従っていたか？均衡実質金利や目標インフレ率を
均衡実質金利や目標インフレ率を
定数とすれば、
定数とすれば、政策反応関数を最小二乗法で推定できる
政策反応関数を最小二乗法で推定できる。
最小二乗法で推定できる。

※厳密には、時系列データ特有の問題があるので、単純に最小二乗法で推定することはで
きない。しかしここではそれらの問題を無視して分析する。


推定の結果は次の通り（期間は 1985 年 6 月－1995 年 12 月、カッコ内は t 値）

無担保コールレート翌日物
＝2.44

＋ 1.56
1.56×インフレ率＋
×インフレ率＋
1.74×需給ギャップ
1.74×需給ギャップ
図 2 日経平均株価の推移
(12.60) (11.99)
(1.05)

※需給ギャップは IIP の線形トレンドと IIP の差をとったもの。政策金利以外は対数値
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ここで t 値より、需給ギャップの係数は有意でないが、符号条件は満たされている。



しかし、1990 年代末にはこのルールに従うことが不可能に ⇒ ゼロ金利

☞さて、その後の日本銀行では、どのような金融政策をとってきたのか？


いわゆる「非伝統的な金融政策」とはどのようなものか？



そのとき、各金融指標（マネタリーベースなど）はどのようの推移していったのか？
図 5-4 公定歩合とコールレート（単位：％）
公定歩合とコールレート（単位：％）

（出所：日本銀行統計）
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6. 日本の非伝統的金融政策
6.1 量的緩和政策など非伝統的な金融政策


1999 年 2 月‐2000 年 8 月のゼロ金利政策、2001 年 3 月‐2006 年 3 月の量的緩和政
策、2013 年 4 月より継続中の量的・質的緩和政策といった非伝統的金融政策とは何？



これらの政策が実施された時期は、マネタリーベース残高が急増している（図
図 6-1 より）



これらの政策では、金利水準を操作することはできないので、新たにマネタリーベー
スを増やした。



特に量的緩和政策では日銀当座預金残高を 5 兆円程度にすることを決定⇒この「量」
が目標となった（後に 30－35 兆円に増額）



現在継続中の量的・質的金融緩和では、
「2％の物価安定目標を 2 年程度の期間を念頭
に置いてできるだけ早期に実現」するためにマネタリーベース、長期国債の保有残高、
長期国債買入の平均残存期間などを 2 年間で 2 倍にする、と発表
（以上、黒田日銀総裁が 2013 年 5 月 26 日に行った日本金融学会での講演より）
http://www.boj.or.jp/announcements/press/koen_2013/ko130527a.htm/ より閲覧可



この量的・質的金融緩和下の経済状況について、以下のような見解が述べられている：

その１：宮尾日銀審議委員(当時)が 2014 年 10 月 18 日に行った日本金融学会での講演より


基調的に緩やかな回復で、雇用、賃金および企業収益を伴い、供給サイドの改
善、景気の持続的な回復基調、予想インフレの緩やかな上昇基調がみられる



個人消費の落ち込みには留意が必要

http://www.boj.or.jp/announcements/press/koen_2014/data/ko141018a1.pdf より閲覧可
その２：黒田日銀総裁が 2015 年 10 月 30 日に行った総裁記者会見要旨より
 わが国の景気は、輸出・生産面に新興国経済の減速の影響がみられるものの、緩や
かな回復を続けている。
 輸出と鉱工業生産は、新興国経済の減速の影響などから、このところ横ばい圏内の
動き


企業部門において、収益が過去最高水準まで増加していることなどを背景に、前向
きな投資スタンスが維持

 個人消費は底固く推移


2015 年度から 2016 年度にかけて潜在成長率を上回る成長を続けると予想される。

 生鮮食品を除く消費者物価の前年比は、当面 0％程度で推移すると 2％程度に達す
る時期は、エネルギー価格下落の影響が概ねゼロとなる 2016 年度後半頃になると
予想
http://www.boj.or.jp/announcements/press/kaiken_2015/kk1511a.pdf より閲覧可
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億円

図 6-1 マネタリーベース残高(
マネタリーベース残高(単位：億円)
単位：億円)（出所：日本銀行統計）
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6.2 日本銀行の資産買入れ


非伝統的な金融緩和政策で日本銀行が行ったこと
⇒マネタリーベース供給の際に多様な資産を買入





量的緩和政策では・・・


資産担保証券（多数の貸付債権を裏付けとした債券）



CP 買現先オペ（金融機関への貸出、2006 年 3 月まで）



民間企業の株式買い入れ（2004 年まで・2017 年までに処分予定）
、



ETF（上場投資信託）
、J-REIT（不動産投資信託）買入

量的・質的緩和金融政策開始時は・・・


国債の平均残存期間を 7 年程度にのばす



ETF を年 1 兆円、J-REIT を年 300 億円増加させる方針

→リスクのある資産をさらに買入
※買入の状況は図
図 6-2 を参照：

5000

0

0

Mar-09

長期国債／買入等

国庫短期証券／買入

社債等

国債買現先

共通担保資金供給

金銭の信託（信託財産ＥＴＦ）

ＣＰ買現先

金銭の信託（信託財産Ｊ－ＲＥＩＴ）

出所：日本銀行統計
※現在（2014 年 10 月 31 日以降）は、


国債の平均残存期間を 7～10 年程度にのばす
年程度



ETF を年 3 兆円、J
兆円、J-REIT を年 900 億円増加させる方針
億円増加
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図 6-2 日本銀行の買入資産の推移(
日本銀行の買入資産の推移(単位：億円)
単位：億円)

6.3 量的緩和政策の効果（研究紹介）
量的緩和政策の効果（研究紹介）


効果として、次の 2 点がある ☞詳細は宮尾(2007)参照：

①長短金利差（スプレッドの縮小）
、②マクロ経済変数への効果
☞ 短期金利を当面 0 にする→そのために量的緩和政策を実施→短期金利は将来 0 のまま
→金利の期間構造を踏まえると現在の長期金利も低下→貸出を促進・産出が増加


①は効果があったが、②については意見がわかれている。
※2006 年まで実施された量的緩和政策の効果については、いまだ結論は出ていない。

たとえば、銀行貸出は促進されなかったが、株価には影響したとする分析結果も示されて
いる(Honda, Kuroki and Tachibana 2013)。
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6.4

金融調節の実際

＜公開市場操作とは＞
金融政策の伝統的手段の中で、近年最もよく用いられていたもの
→インターバンク市場（短期金融市場のうち、金融機関のみが参加できるもの）で
債券や手形の売買を行い、流通する資金量を調節し金利（特に無担保
無担保コールレート
無担保コールレート翌日物
コールレート翌日物）
翌日物
を目標水準に誘導
 買いオぺレーション⇒貨幣量増加・金利低下⇒景気を刺激
景気を刺激
 売りオペレーション ⇒貨幣量減少・金利上昇⇒景気を抑制
景気を抑制
例えば・・・
図 6-3 発表文書の例
2008 年 5 月 20 日
日本銀行
当面の金融政策運営について
日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、次回金融政策決定会合ま
での金融市場調節方針を、以下のとおりとすることを決定した（全員一致）
無担保コールレート（オーバーナイト物）を、0.5％前後で推移するよう促す。
（脚注に賛成した委員及び反対した委員の氏名）



政策委員会・金融政策決定会合が終了すると、直ちに上記のような文書を発表し、そ
れに即したオペレーションを実施（上記の文書は政策委員会月報に収録されている）

※ただし現行の政策方針の下では、資産買入れの方針や経済の見通しが記されている。


図 5-3 でも、2008 年ごろにはコールレートが概ね 0.5％付近で推移していることが確
認できる。

＊この分野の詳細は、例えば酒井・榊原・鹿野（2011）参照
＜金融調節＞


日本銀行は政策金利たる無担保コールレートを目標水準に誘導している一方で、日々
の資金需給についても調節＝金融調節を行っている。



例えば、民間銀行は、
（銀行の経営状態とは全く関係なく）資金が不足するときと余る
ときがある





週末や連休前は、資金が不足



週明けや連休明けは、資金に余裕がある



季節ごとにも違いがある（税の支払い、補助金の支払いなど）

など

その資金過不足＝資金需給の調節のため、日本銀行は各金融機関の当座預金口座（日
12

銀内にある）を介して資金供給・資金吸収（資金貸出や返済）を行っている。


このような金融調節は、毎日実施している。例えば・・・
表 6-1 金融調節の例
（2010 年 6 月 25 日分・日本銀行 HP より）

項目

金額（億円）

日銀券要因

－2,700

財政等要因

3,700

資金過不足

1,000

金融調節合計

100

準備預金

1,100
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