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＜本日の
本日の内容＞
内容＞


為替レートと貿易（２）

＜為替レート
為替レート決定理論
レート決定理論①
決定理論①：購買力平価説＞
購買力平価説＞


為替レートは、2 つの異なる通貨間の交換比率をあらわすもの

※とりあえず、円建てレート（１ドル＝何円）で解説する


その為替レートは、各国通貨の購買力に応じて決定される、すなわち物価比で決定さ
れるという考え方（財市場
財市場の
財市場の裁定関係によるもの）
裁定関係

⇒ 購買力平価説（
購買力平価説（PPP: Purchasing Power Parity）
Parity）


購買力平価説の背景には、一物一価
一物一価の
一物一価の法則（
法則（どの通貨単位
どの通貨単位であっても
通貨単位であっても同
であっても同じ財には同
には同じ
価値がつけられるとする
価値がつけられるとする考
がつけられるとする考え方）が成立していると仮定



一物一価が成立するためには、すべての財が自由に貿易できることが必要である。



円建て為替レートをE、日本での物価水準をP、外国の物価水準をP*とすると、

E=


P
P*

図1は、実際の為替レート（円ドルレート）と日米間のPPP（GDPベース）を比較した
もの ⇒ 一致はしていない



財の中には、貿易ができない非貿易財が含まれる（すべての財が自由に貿易できない）
ので、乖離が発生する。



さらに、貿易財でも、国によって仕様が異なる（＝同質でない）こともある。（例：
乗用車）



ただし、特定の財に限定すれば、PPPが成立するかもしれない

⇒その一例として・・・
＜ビッグマック・インデックス＞
某大手ハンバーガーチェーン店のある主力商品・ビッグマックは、ほぼ同質のものが
世界各国で販売されている。エコノミスト社(The Economist)は、その１個当たりの価
格を基準にPPPベースの為替レートを計算し、これをビッグマック・インデックス（指
数）としている。例えばアメリカで1個3ドル、日本で360円ならば、ビッグマック・イ
ンデックスは1ドル=120円、となる。
しかし価格競争の度合いが異なること、販売されている商品の大きさに違いがあるこ
と、そして何よりも、１種類の財しか考慮していないことから、あくまで目安として用
いるべきものであろう。
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図1：PPPと為替レート（日米間）

出所：OECD Statistics
URL:http://www.oecd.org/std/prices-ppp/


なお、為替レートが２国間の物価水準の比に依存する、とした購買力平価説は絶対的
購買力平価説といい、為替レートが２国間の物価水準
物価水準の
物価水準の変化率に依存する、とする考
変化率
え方を相対的購買量平価説
相対的購買量平価説 とよぶ。



すなわち、為替レートと各国の物価水準に

E=a

P
P*

（aは定数）という関係が成立するときは、物価水準の比が為替レートに一致している
必要はない。しかし P& , E& をPやEの時間当たりの変化分とすると、

E& P& P& *
= −
E P P*
が成立することから、物価水準の変化率が重要な要素となる
＜為替レートの
為替レートの決定理論
レートの決定理論②
決定理論②：利子率平価説
利子率平価説＞
平価説＞
＜カバーなし金利平価説＞


為替レートは金融資産保有の裁定関係によって影響を受けるとする考え方
：利子率平価説
利子率平価説

（為替レートの期待値を考慮したものをカバーなし
カバーなし金利平価説
カバーなし金利平価説とよぶ）
金利平価説
⇒国内金融資産と外国金融資産を保有する投資家の裁定行動から導かれる均衡条件を反映
し、為替レートが決まると考えるもの
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⇒内外金利差
内外金利差と
内外金利差と為替レートの
為替レートの関係
レートの関係


例えば、アメリカの利子率が７％、日本のそれが４％であり、投資家の裁定行動の後
もその金利差が持続するのであれば、投資家
投資家は
投資家は円の対ドルレートは3
ドルレートは3％増価（
増価（ドルの対
ドルの対
円レートは3
レートは3％減価）
減価）すると期待
すると期待していた
期待していたはずである（どちらで運用しても同じ収益に
していた
なるように調整されるので）。



為替レートをE、期待為替レートをE*（ともに自国通貨建て、日米間ならば1ドル=ｘ
円）、自国利子率をi、外国利子率をi*とすると、次の関係式が成立する：

i − i* =


E * −E
E

ただしこれが成立するのは、国内金融資産と外国金融資産が完全代替であり、投資家
がリスク中立的であるとき

※資産の完全代替とは、収益率が等しければどちらをどのような割合で保有してもよいと
考えること。
※リスク中立的とは、リスクがあってもなくても、求める期待収益は同じ選好の投資家の
こと。通常のケースでは、リスクが高い時には高い期待収益を求めるリスク回避型である。


図2は、日米間の金利差と為替レートの変化率をプロットしたもの。これによると、両
者の関係はあまりないように見える。

⇒投資家がリスク中立的でない、および／あるいは、国内金融資産と外国金融資産が完全
代替ではないから？
＜カバー付き金利平価説＞


直物為替レートEと先物為替レートFの関係をカバー
カバー付
カバー付き金利平価説とよぶ。式で表す
金利平価説
と次の通り：

(1 + i*) F = (1 + i ) E


もし上記の等号が> (大なり) であるなら、投資家は直物で円を売ってドルを得て、
そのドルをドル建て資産に投資し、ドルを先物で売ってより多くの利益を得る
⇒裁定行動の結果、等号が成立するように調整される



ユーロ市場は各国金融監督当局の管理をうけない市場であり、カバー付き金利平価説
が成立する。そして国内金融市場が自由化されている国が２つあれば、それぞれの国
内金融市場とユーロ市場の間に金利差が発生しないので、このカバー付き金利平価説
が成立することとなる。
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図2 為替レートと日米金利差



アメリカの金利はフェデラル・ファンド・レートで、出所は次のURLである：
http://www.federalreserve.gov/releases/h15/data.htm



日本の金利（無担保コールレート翌日物）、為替レートは日本銀行統計より取得

＜その他
その他の為替レート
為替レート決定理論
レート決定理論＞
決定理論＞


マネタリー・アプローチ



購買力平価説と貨幣数量説を組み合わせたもの。M,V,Yをそれぞれ名目貨幣供給、貨幣
の流通速度、実質産出量とし、＊がないものは自国、＊があるものは外国をあらわす
ものとする。このとき、

E=

P
,
P*

MV = PY ,

M *V * = P * Y *

から、為替レートEは次のようになる。

E=


P
MVY ∗
= ∗ ∗
P* M V Y
ここで貨幣の流通速度や実質産出量が一定であれば（長期的には成り立つと考えられ
る）、為替
為替レートは
為替レートは貨幣供給量
レートは貨幣供給量の
貨幣供給量の比で決まる。
まる



また貨幣需要関数をより一般的な形（名目利子率も考慮したもの）にすると、為替
為替レ
為替レ
ートは両国
ートは両国の
両国の相対的な
相対的な貨幣超過需要と
貨幣超過需要と交易条件で
交易条件で決まることが示される。
まる

※交易条件：輸出財と輸入材の交換比率、つまり輸出物価÷輸入物価であらわされるもの
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ここから
相対的貨幣需要増加⇒
相対的貨幣需要増加⇒自国通貨増価（
自国通貨増価（所得が
所得が高い国で発生）
発生）
及び 交易条件改善⇒
交易条件改善⇒輸入増⇒
輸入増⇒外国通貨需要増加⇒
外国通貨需要増加⇒自国通貨減価
という経路が存在することがわかる。
さらに・・・


貿易財・非貿易財の業界間で労働移動が自由に行われると仮定すると、両業界の名目
賃金はWで一致する



各業界の労働の限界生産力は実質賃金に等しく、物価水準は貿易財・非貿易財のバス
ケット（加重平均）からなるとすれば、購買力平価説は貿易財・非貿易財の労働の限
界生産力の比および貿易財の価格比であらわせる。

※労働の限界生産力が高いことは価格が低いことを意味する（名目賃金は同じであるため）。
そして価格が低いことは、購買力平価説では自国通貨増価を意味する。
図3 日米インフレ
日米インフレ差
インフレ差と円ドルレート

日本のインフレ率は生鮮品を除いたCPIより計算したもので総務省統計局より取得
アメリカのインフレ率は全都市部・全品目CPIでFRB St. LouisのEconomic Dataより取得
為替レートは日本銀行統計より取得



図3よりわかること



マネタリーモデルで想定しているようなメカニズムは働いていない？

→物価の差が直ちに為替レートに反映されるはずだが・・・


インフレ率の差と為替レートの変動の差が全く異なる
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その動きの方向も異なる



別の言い方をすれば、相対的PPPも成立していない

☞図1では為替レートとPPPベースの為替レートに一定の関係があるように見えるが、図1
は年次、図3は月次なので、前者の変動が小さく見える点に注意。また使用しているデータ
も異なっている。


背景には、マネタリーモデルで想定されているような、伸縮価格及び購買力平価説が
実際には働いていないことがあるのではないか？



アセット・マーケット・アプローチ

さまざまな金融資産の需給均衡を通じて為替レートが決定されるという考え方。


オーバーシューティング・モデル

代替性が完全で、投資家がリスク中立であるときに、資産市場と財市場で調整速度が異な
るので、為替レートが購買力平価を上回る変化（オーバーシューティング）が発生するこ
とを示したモデル


古典派モデル
古典派モデル

古典派の仮定が成り立つとき、世界における経常収支の和は0であること、貯蓄・投資差額
と財政赤字から経常収支黒字が計算されることから、実質金利と為替レートが決まる、と
するもの
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