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アベノミクスに関する Q&A 

チーフエコノミスト 河野 龍太郎 
 
以下は、海外投資家から多く寄せられる質問に答えたものです。 

 

＜その 1 金融政策編＞ 

Q1：黒田緩和のトランスミッション・メカニズムは？ 

ほとんど機能していない。量的緩和の理論的根拠は、貨幣数量説。しかし、ゼロ金利の下では、物

価とマネーストックの関係（貨幣数量関係）は消失している。日銀に国債を売却して得られた金融

機関の資金は、日銀当座預金に滞留するだけ。トランスミッション・メカニズムはほとんど機能し

ていないため、日銀が国債を大量に購入しても、総需要を刺激することは困難。ただし、金融緩和

だけでデフレ脱却は困難だが、円安誘導やマネタイゼーションによってインフレを醸成することは

可能。 

 

Q2：量的・質的緩和で人々の期待に働きかけることはできるか？ 

期待に働きかけることができるのは、株価や不動産価格、為替レートなどのストック価格。実際、

アグレッシブな金融緩和への期待から、昨年末以降、株高、円安が進展していた。都市部では不動

産価格の上昇も始まっている。ただ、我々が上昇させたいサービス価格や賃金は、簡単には変化し

ない。それらの期待形成はバックワードルッキングで、需給ギャップが改善した結果ゆっくりと上

昇する。需給ギャップが改善しなければ、賃金やサービス価格は上昇しない。 

 

Q3：賃金やサービス価格が上昇しなければ、インフレは上昇しないのか？ 

大幅な円安が進展すれば、輸入価格の上昇でインフレ率は一時的に上昇するかもしれないが、誰も

それを望んでいない。デフレ脱却には、賃金やサービス価格の上昇が不可欠。日本の物価下落の特

徴は、①IT デジタル製品を中心に耐久財の価格が著しく下落していること、②サービスの価格が

緩慢な下落を続けていること。前者の耐久財の下落は、ヘドニック・アプローチなどで品質の改善

を考慮しているため。後者のサービス価格の下落は、サービスセクターにおける賃金下落が背景。

1997 年の金融危機の後、名目賃金の下方硬直性が消失し、企業は賃金切下げによるコスト削減で

サービス価格を抑制し、競争力を高めようとしてきた。日本の名目賃金は下方には伸縮的だが、上

方に硬直性が発生している。 
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Q4：黒田緩和の帰結は？ 

アグレッシブな緩和を続けても、需給ギャップが改善しなければ、賃金やサービス価格は上昇しな

い。2％のインフレ達成まで金融緩和を続けると言うが、株価や不動産価格、為替レートばかりが

反応するだろう。短期的には、株高などが総需要を改善させるが、それが賃金やサービス価格の上

昇をもたらすには、資産価格は相当に上昇する必要がある。実体経済から大きく乖離した資産価格

の上昇はバブルであり、いずれ大きな調整局面を迎え、実体経済を著しく不安定化する。 

 

Q5：円安加速でインフレ率が上昇する可能性は？ 

可能性はある。日銀のアグレッシブな緩和が続けられる一方で、FED が出口に向かえば、円安が

急激に進展する可能性がある。円安が加速すれば、輸入インフレの上昇でインフレ率も一時的に

2％まで上昇するかもしれない。需給ギャップの改善だけを前提にすると、インフレ率の上昇は

1％弱に留まる。10％の円安で 0.2％のインフレ率の上昇が見込まれるが、仮に 50％の円安が進め

ば、インフレ率は 2％に近付く。1 ドル＝80 円を起点とすれば、その時、1 ドル＝120 円まで円安が

進む。 

 

Q6：次回の緩和タイミングと緩和内容は？ 

今年 10 月の展望レポート公表の際、2015 年前半における 2％インフレ達成が困難であることが明

らかになってくる。2％インフレが達成されるまで金融緩和を続けると言明している以上、追加金

融緩和に踏み切らざるを得ない。例えば、長期国債の購入を 1.5 倍とする可能性がある。既に長期

国債の市中発行額の 7 割程度の購入を決定しているため、1.5 倍とすると、市中発行額の全てを購

入することになる。完全な財政ファイナスである。その後は、ETF や REIT などリスク資産の購入

を増やすしかなくなる。 

 

＜その 2 マネタイゼーション編＞ 

Q7：なぜトレンド成長率を超える成長が可能なのか？ 

トレンド成長率を上回る成長の継続を見込むのは、金融政策の効果からではない。GDP の 2％に及

ぶ大盤振舞の追加財政を安倍政権が決定したため。アベノミクスの本質は、アグレッシブな金融緩

和ではなく、中央銀行ファイナンスによる積極財政。国債発行による「将来所得の前借り」で名目

GDP を押し上げ、一方、追加財政に伴う金利上昇圧力を日銀の大規模な国債購入で相殺するため、

資産価格が上昇する。マネタイゼーション政策は、歴史的に見ると前半部分ではバブルをもたらし、

経済はユーフォリアに沸く。既にバブルのプロセスが始まっていると思われる。 

 

Q8：参議院選挙後は、財政健全化が始まるのではないか？ 

安倍政権が、軽微な景気後退にも拘わらず、2012 年度補正予算で大盤振舞の追加財政を打ち出し

たのは、①7 月の参議院選挙での勝利を確実にし、②2014 年 4 月の第 1 回目の消費増税（5％→

8％）に対し国民から理解を得るため。今年 9 月に景気動向を確認し、第 1 回目の消費増税を行う
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かどうか 終決定をする。問題は、2014 年 4 月の消費増税後、駆け込み需要の反動や、今回の景

気対策の効果剥落から、景気が悪化する可能性があること。2015 年 10 月の二度目の消費増税

（8％→10％）への国民の反発を抑えることを大義名分に、今年末にも、再び大規模な補正予算が

組まれる可能性がある。さらに、2015 年 10 月の二度目の消費増税後、景気への悪影響を相殺する

という大義名分で、大規模な補正予算の編成が続けられる可能性が高い。2016 年 7 月には参議院

選挙を控える。財務官僚サイドも、消費増税を行うための政治的コストとして、3 年程度の追加財

政は止むを得ない、と考えている模様。GDP2％の追加財政は、消費増税による 1 年間の税収増額

にほぼ匹敵する。 

 

Q9：参議院選挙後、3 年間は選挙がないため、安倍政権は改革に邁進するのではないか？  

日本の首相権限が極めて弱いのは、日本国憲法や国会法の瑕疵が理由。例えば、提出した法案は会

期中に成立させることが出来なければ、自動的に廃案となるため（会期不継続の原則）、野党は審

議拒否などで時間稼ぎをして、法案の成立を阻止することができる。日本の政治制度はあまりにも

民主主義すぎて、少数意見に相当配慮し、衆議院の多数派のトップである首相に強い権限を与えて

いない。安倍首相が参議院選挙に勝利し、ねじれ国会が解消しても、首相の権限が脆弱であること

に変わりはない。有権者や既得権益層に痛みを強いる構造改革や財政健全化に邁進すれば、安倍政

権は歴代政権と同様、短命に終わる。逆に改革は行わず、大盤振舞の追加財政を続けていれば、有

権者から反発も出ないため、野党や党内の反対派を抑え、政権を長期化することができる。安倍首

相が強い興味を持っているのは、構造改革や財政健全化ではなく、教育改革や憲法改正、国防改革

である。 

 

Q10：マネタイゼーション政策の限界は訪れないのか？ 

安倍政権のマネタイゼーション戦略が限界に達し、長期金利が上昇する経路は三つある。一つは、

アグレッシブな金融緩和が円安の加速をもたらし、円安と長期金利上昇のスパイラルが生じる経路。

米国が出口に向かえば、円安が急激に進み、内外の金利裁定によって、長期金利が上昇する。二つ

目は、マネタイゼーション政策がもたらすバブルが臨界点まで膨らみ、バブル崩壊でトレンド成長

率がマイナスに転じるケース。多くの人が将来の税収では公的債務が返済されないことを認識し、

長期金利が急上昇する。三つ目は、追加財政を続け、トレンド成長率を上回る成長が続くことで、

経済が完全雇用に到達するケース。賃金インフレの発生と共に、長期金利の上昇が生じる。今のと

ころ、円安の加速が長期金利の上昇を引き起こすシナリオの蓋然性が高いと考える。ただし、輸入

インフレの加速によって、有権者からの反発で、アベノミクスが中断に追い込まれる可能性もゼロ

ではない。 

 

Q11：長期金利がどこまで上昇すれば、金融システム危機が生じるか？ 

日本の均衡実質金利は 1％程度であるため、2％のインフレ率が達成されると、長期金利は自然体

では、少なくとも 3％程度まで上昇する。大手金融機関、地域金融機関ともに 3％の長期金利への
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備えは終わっている。しかし、長期金利が 4％に達すると、地域金融機関の一部で自己資本が不足

し、金融システムの動揺が始まる。また、長期金利が 5％まで上昇すると、一部の大手金融機関も

資本不足に直面し、金融システム危機は避けられない。問題は、中小企業金融機関等と呼ばれる一

部の金融機関が、大量の長期国債を保有しているため、長期金利が 3％を超えると、資本不足に陥

ること。政府がゾンビ金融機関を延命させる政策を取れば、金融市場では際限のない財政資金の投

入を懸念し、長期金利が上昇、金融システム不安の引き金を引く可能性がある。金融危機と財政危

機のスパイラルがはじまるリスクがある。 

 

Q12：金融危機、財政危機は避けられないのか？ 

財政危機や金融システム危機を避けるため、長期金利の上昇を抑えるべく、日銀は大量の国債購入

を行い、政府は民間金融機関の国債保有を促す政策（国債の時価会計の停止、非市場性国債の導入、

国債保有に有利な税制の導入など）を打ち出す。長期金利の上昇をきっかけに、金融抑圧政策が採

用されると見られる。 

 

Q13：金融抑圧政策とゼロ金利政策の関係は？ 

金融抑圧政策とは、インフレ率が上昇しているにもかかわらず、規制や金融政策を駆使し、低い金

利の国債を半ば強制的に金融機関に保有させる政策。金融機関や預金者はマイナスの実質金利に直

面するが、彼らの犠牲によって、公的債務の圧縮を図る。増税や歳出削減は国会の議決を必要とす

るが、インフレタックスであれば、国会の議決を必要としないため、政治家にとっては、魅力のあ

る政策かもしれない。この政策が取られる場合、デフレから脱却した後も、マイナスの実質金利を

作り出すために、日銀はゼロ金利政策や国債大量購入政策を継続する。つまり、出口は公的債務の

圧縮が進むまでやってこない。 

 

Q14：2015 年度の PB 赤字半減は達成可能か？ 

政府は、2015 年度に PB 赤字の対 GDP 比を 2010 年度の 6.6％から半減させる目標を掲げている。

今後、消費増税を行い、さらに追加財政を行わない場合でも、2015 年度の PB 赤字は 3.9％程度と

なり、目標は達成できない。2020 年度の PB 黒字達成は、社会保障関係費の抑制と 20％への消費

税増税なしでは不可能。 
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Market Economics 2013年 5月 15 日 No. 1150 

Economic Spotlight 
 

 

アベノミクス Q&A：景気シナリオ編 
チーフエコノミスト 河野 龍太郎 

 
以下は、海外投資家から多く寄せられる質問に答えたものです。今回は、景気シナリオを中心にま

とめました。金融政策、財政政策については、2013 年 4 月 24 日付け Economic  Spotlight『アベノミ

クスに関する Q&A』を参照ください。 

 

＜景気シナリオ＞ 

Q1：当初想定より 1Q の個人消費が強かった理由は？ 

1Q の個人消費の強さは株価上昇による資産効果が大きく影響しているが、それだけでなく、リー

マンショック後のペントアップディマンドがようやく現れてきたことも影響。2011 年 3 月の東日

本大震災で、リーマンショック後のペントアップディマンドの発現が中断していた。今後も資産効

果で個人消費は引き続き強めで推移するが、ペントアップディマンドは永続しないため、1Q の高

い伸びが継続するわけではない。 

 

Q2：景気の基本シナリオに変更はあるか？ 

変更なし。アベノミクスによるマネタイゼーション政策の継続で、2013 年、2014 年は 0.3％のトレ

ンド成長率を大きく上回る高成長が続くという基本シナリオに変わりなし。今後 2 年程度は、マネ

タイゼーション政策によって資産バブルが膨らみ、ユーフォリアがさらに広がっていく。アベノミ

クスの本質は、アグレッシブな金融緩和ではなく、中央銀行ファイナンスによるアグレッシブな拡

張財政、すなわちマネタイゼーションである。 

 

Q3：バブル長期化の可能性は？ 

資産価格が上昇すると、各経済主体の体力が増すため、一種の好循環メカニズムが強く働き始め、

外的ショックに対し耐性が生まれバブルが頑健化する可能性がある。ただし、経済の金融化によっ

て、大量の資金が資産市場に一気に流れ込むため、相当速いペースでバブルが膨らむ。このため、

より巨大なバブルが発生することはあっても、崩壊までの期間が必ずしも長期化するわけではない。

むしろ、アグレッシブな金融緩和を背景に株価の上昇ペースが加速しているため、実体経済との乖

離が大きくなり、臨界点を迎えるまでの期間が短期化するリスクもある。 

 

 

 

 

5



  

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2

 
 

 
 

＜財政健全化＞ 

Q4：財政健全化目標は維持されるのか？ 

6 月に公表される骨太方針では、2015 年度のプライマリー収支赤字の半減目標、2020 年度のプラ

イマリー収支黒字化目標のスローガンは、取り敢えず、繰り返される。しかし、仮に追加財政を行

わないとしても、2015 年度の PB 赤字半減目標の達成は難しい。データでそれが確認されるのは

2016 年 12 月以降となるため（ 終データの公表は 2017 年 12 月）、安倍政権は財政健全化目標の

旗は降ろさない。なお、2020 年度の PB 黒字化は、仮に消費税を 20％にしても達成できない。社

会保障関係費の増大を止めることは不可欠だが、現政権で社会保障制度改革は全くの手付かず。 

 

Q5：参議院選挙後も拡張財政が続けられるのか？ 

2014 年 4 月の消費増税（5％→8％）の景気への悪影響を相殺するため、年末にも 2012 年度補正予

算と同規模（GDP 比 2％規模）の拡張財政が編成される可能性が高い。2 度目の消費増税（8％→

10％）が実施される 2015 年 10 月の前も、増税の悪影響を相殺するため、大型の補正予算が編成さ

れる可能性が高い（2016 年 7 月には参議院選挙が予定されている）。GDP 比 2％規模の拡張財政

は、消費増税による 1 年間の税収増に対応し、消費増税を確実にするための止むを得ない政治的コ

ストと考えられているのだろう。なお、2014 年 4 月の消費増税前の駆け込み需要の反動で、2014

年度の成長率は 0.8％押し下げられる（暦年ベースではマイナス 0.3％）。 

 

＜成長戦略＞ 

Q6：成長戦略はトレンド成長率を押し上げるか？ 

小泉改革後、永田町（政界）における構造改革への嫌悪感は未だに強く、トレンド成長率を大きく

改善させるような改革が進む可能性は高くない。7 年前に小泉時代に掲げられた改革のメニューは

現在も、既得権益層の反対で殆ど達成されていない。安倍首相は TPP 交渉の参加を表明した。そ

のこと自体は望ましい一歩であるが、TPP 参加の条件として、農業関係や医療関係分野を聖域にす

ることを表明している。TPP 本来の目的は、規制に守られたセクターを競争に晒し、生産性を高め

ることにある。農業や医療関係は政治力が強く、規制に守られ も生産性の低い分野であり、競争

から遮断することは、TPP の本来の目的から考えれば本末転倒。 

 

Q7：競争力会議は有効な成長戦略を打ち出すことができるか？ 

安倍首相は構造改革を進めるために、競争力会議を新設した。しかし、会議の民間メンバーが打ち

出した改革メニューの内、 も重要なものは、既得権益層の反対で却下されている。例えば、財界

メンバーが打ち出した解雇規制の緩和は、労働組合への配慮から却下された。また、農地の法人所

有解禁プランも農業関係者への配慮から早々に却下されている。改革プランとして打ち出されるも

のは、既得権益層からの反対の少ない、それほど重要ではない改革プランになると思われる。 
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＜為替レート関連＞ 

Q8：G7 で円安が容認されたのはなぜか。 

アベノミクスの本質が単なるアグレッシブな金融緩和ではなく、拡張財政と金融緩和の組み合わせ

であるため、各国は容認。もし、アグレッシブな金融緩和だけなら、それが引き起こす円安は、他

国の需要を奪うことになるため、強く批判される。しかし、日本は大幅な公的債務を抱えているに

も拘わらず、大盤振舞の追加財政を行っている。海外政府には、追加財政が引き起こす金利上昇圧

力を相殺するためにアグレッシブな金融緩和を行っており、円安はその副産物であると説明してい

るのだろう。米国が欧州に求めているのも、拡張財政である。 

 

Q9：2 年以内の 2％インフレは達成可能か？ 

マネタイゼーション政策の継続によって、需給ギャップが改善しても、2015 年 1Q のインフレ率は

1％に達しない。2％インフレの達成には、需給ギャップの改善だけでなく、インフレ予想が上昇し、

フィリップス・カーブが上方にシフトすることが必要。しかし、賃金やサービス価格における期待

形成はバックワードルッキングであって、需給ギャップが改善しなければ、アグレッシブな金融緩

和を行ったからといって、簡単に上昇するものではない。2％のインフレ目標達成に必要な残り

1％のインフレは、大幅な円安進展によってもたらされるのかもしれない。10％の円安進展でイン

フレ率は 0.2％上昇する。仮に、円が 50％減価すれば、一時的に 2％インフレは達成可能かもしれ

ない。つまり、2％インフレ目標に整合的な為替レートは 1 ドル＝120 円程度となる。 

 

Q10：機関投資家は為替ヘッジ比率を引下げるか？ 

大手機関投資家の一部は為替ヘッジ比率を多少引下げたが、今のところ大きな変化は見られていな

い。当面は大きなスタンスの変更はないと見られる。1980 年代後半のバブル期を振り返ると、資

産バブルが大きく膨らみ含み益が相当に膨らんだ段階で、日本の経済主体のリスク許容度が高まり、

外貨建て資産への投資が増加、円安が加速した。同じパターンを辿るとすると、ヘッジ比率が大幅

に引下げられ円安が加速するのは、国内の資産価格がさらに上昇した後となるのではないか。つま

り、バブルのピークに近づいた段階で円安が加速する。 

 

Q11：円安進展で貿易収支赤字は縮小するか？ 

今後、円安による輸出刺激効果は徐々に表れてくるが、2013 年中は、J カーブ効果が強く働くため、

貿易収支赤字はほとんど減少しない。また、2014 年 4 月の消費増税前に駆け込み需要が発生し、

輸入が増加することも貿易収支赤字の縮小を遅らせる。さらに、マネタイゼーション政策で個人消

費が刺激されることも、貿易収支赤字の縮小を遅らせる。 
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Q12：貯蓄率の低下は続くか？  

マネタイゼーション政策によって個人消費が刺激されるため、貯蓄率は 2013 年に大幅低下。2014

年 4 月の消費増税の前に駆け込み需要が発生することも貯蓄率を低下させる。2014 年から雇用者

所得が改善するが、貯蓄率を押し上げるには至らず。 

 

Q13：完全雇用に達するのはいつか。 

少子高齢化の影響で、労働力は毎年 0.7％低下しており、日本経済にもはや大きなスラックは残っ

ていない。今後、マネタイゼーション政策が継続され、トレンド成長率を大きく上回る成長が継続

すれば、2015 年半ばにも失業率は 3.5％まで低下し、完全雇用状況に達する。デフレ予想が根強い

ため、失業率が低下しても賃金はすぐに上昇しないが、完全雇用の閾値を超えると、賃金上昇率の

加速が始まる。 

 

Q14：マネタイゼーション政策が破綻する経路は？ 

長期金利の大幅上昇が始まることで、マネタイゼーション政策はその限界に達する。以下、三つの

シナリオが考えられる。①アグレッシブな金融緩和が円安の加速を引き起こし、円安と長期金利上

昇の負のスパイラルが生じる経路。②マネタイゼーション政策によって膨張した資産バブルが崩壊

した際、トレンド成長率がマイナスに転じるため、将来の税収で公的債務が返済できないことが明

らかとなり、財政破綻確率の上昇から長期金利が上昇する経路。③マネタイゼーション政策によっ

てトレンドを上回る成長が継続することで、2015 年半ばに経済が完全雇用に達し、賃金インフレ

から長期金利の上昇が始まる経路。①、②に関しては、資産市場の動向次第だが、資産市場の動き

が早まれば、マネタイゼーション政策が限界に達する時期が前倒しされる可能性がある。 

 

Q15：円安による輸入インフレ上昇が家計の反発を引き起こさないか？ 

マネタイゼーション政策が限界を迎える三つの経路の中で、 も可能性が高いのは、円安と長期金

利上昇の負のスパイラルが始まるケース。ただ、円安加速は、輸入品価格の大幅上昇を引き起こし、

ガソリンや食料品の価格上昇を中心に家計の実質購買力を大きく抑制する。このため、円安加速と

長期金利上昇の負のスパイラルが生じない場合でも、円安のもたらす輸入品価格の上昇が、家計部

門の政治的な反発を引き起こし、アベノミクスの大幅修正につながる可能性がある。これが 4 つ目

のシナリオ。国民がアベノミクスに修正を求めた場合、黒田日銀はどのような対応を取るのか、大

変興味深い。政権交代の度に、金融政策も変わるのだろうか。 

 

＜その他の金融関連＞ 

Q16：日銀の次の一手は？ 

2％のインフレ目標が達成されるまで、黒田日銀総裁は金融緩和を続けるとしている。需給ギャッ

プ改善がもたらすインフレ率の上昇は限定的であるため、早晩、日銀は追加緩和を余儀なくされる。

例えば、10 月の展望レポートが公表される際、2％インフレ目標に近付いていないことが明らかと
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なれば、追加緩和に踏み切るだろう。国債購入の積み増しが中心となるが、ETF や REIT も買い増

すと見られる。ただし、追加緩和によってもたらされるのは、株価や不動産価格など資産価格の上

昇と円安の進展ばかりである。円安進展で投入コストが増大した非製造業部門は、利益率を維持す

るため、むしろ賃金を抑制する可能性がある。 

 

Q17：異次元緩和の出口は訪れるのか？ 

出口は訪れない。デフレ脱却のため、大量に国債を購入する日銀は、必然的に国債管理政策に組み

込まれる。長期金利が上昇すると増大した利払い費を賄うために国債を発行せざるを得なくなり、

消化が困難となる。将来、2％のインフレに達し、物価安定の観点から利上げや国債売却が必要と

なっても、財政や金融システムへの配慮から、政策の手仕舞いは難しい。結局、デフレから脱却し

ても、公的債務が圧縮されるまで、日銀はゼロ金利政策や国債の大量購入政策を継続せざるを得な

い。長期金利の上昇が始まった際、財政危機や金融危機を避けるために、金融抑圧政策が採用され

ることになると見られる。黒田総裁のアグレッシブな金融緩和は、金融抑圧への大きな一歩となっ

た可能性が高い。 

 

Q18：出口を語ることは時期尚早か？  

出口を語ることと出口のタイミングを語ることは別のことであり、両者を混同してはならない。金

融市場参加者の不安を取り除くためには、出口について政策当局が適切に説明する必要がある。 

 

Q19：ポートフォリオ・リバランス効果は生まれているのか？ 

金融機関が日銀に売却した資金は日銀当座預金に滞留しており、ポートフォリオ・リバランス効果

は生じていない。ただし、国債価格の下落を恐れた金融機関は、国債の一部を売却した上で、ヘッ

ジ付き外債を購入している。国債金利の低下ではなく、国債金利の上昇を見越して、損失を避ける

ために、ヘッジ付き外債の購入を増やす歪んだポートフォリオ・リバランス効果が生じている。 

 

Q20：長期金利は上昇が続くのか？ 

日銀の国債の大量購入もあり、長期金利は当面、1％程度で推移するが、いずれかの経路でマネタ

イゼーション政策が限界に達し、急上昇が始まると見られる。 も可能性が高いのは、円安加速が

長期金利の急騰を引き起こす経路。長期金利が 3％に至れば、金融危機、財政危機を避けるべく、

政府、日銀が金融抑圧政策を本格的に採用する可能性が高い。まず、長期金利が 2％を超えてくる

と、事実上の国債価格支持政策を日銀が導入する可能性がある。 
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金融抑圧政策が始まったのか 

「異次元緩和」のもう一つの意味 

河野 龍太郎 

通常、中央銀行が担うマクロ経済政策運営においては、一気呵成の問

題解決というアプローチは採用されない。多くの場合、グラジュアリ

ズムが基本となる。不確実性が存在する以上、アグレッシブな政策を

行うと、その副作用によって、マクロ経済を誤って不安定化させてし

まうリスクがあるためである。アグレッシブな政策が容認されるのは、

金融危機などによってマクロ経済がデフレスパイラルのリスクに直面

するようなケースに限られる。 

アグレッシブな金融緩和の必要性を唱えていた安倍首相は、現在の日

本経済がデフレスパイラルの淵にあるか、既にデフレスパイラルに入

っていると判断していたのかもしれない。大胆な金融緩和を行う人物

として日銀総裁に選ばれた黒田東彦氏も、戦力の逐次投入は行わない

として一気呵成の問題解決を目指し、アグレッシブな金融緩和策に踏

み出した。長短ともにゼロ金利制約に直面し、伝統的な金融政策のト

ランスミッション・メカニズムはもはや機能していないため、大規模

な国債購入によって、人々の期待に直接働きかけるという戦略が取ら

れた。ただ、株価や不動産価格、為替レートなどのストック変数と違

って、私たちが上昇させたいと願うサービス価格や賃金などのフロー

変数は簡単に変化するわけではない。これらは、需給ギャップが改善

するから、ゆっくりと変化していく性質のものであり、フォワードル

ッキングな期待形成ではなく、むしろバックワードルッキングな期待

形成が特徴である。 

図 1：マネタリーベース（兆円） 
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簡単には動かないフロー変数を動かすべく、アグレッシブな金融緩和

を続けると、資産市場ばかりが反応する。株価や不動産価格などのス

トック変数は大きく上昇するが、実体経済が付いて来なければ、それ

はバブルであり、持続可能ではない。当面は上昇が続くとしても、い

ずれ大きな調整は避けられないだろう。「異次元緩和」と呼ぶ人がい

るが、これまでのグラジュアリズム戦略を放棄し、大きなリスクを取

ったことを考えると、言い得て妙である。 

筆者には、「異次元緩和」と呼ぶべき理由が、もう一つあるように思

われる。それは、今回の大胆緩和が「緩やかなマネタイゼーション政

策」である「金融抑圧政策（Financial Repression）」の大きな一歩と

なった可能性があるためである。今はデフレ脱却の有効性の有無ばか

りが議論されているが、将来、金融抑圧政策の一部だったと解釈され

る可能性がある。4 月 4 日に決定された国債の大量購入政策によって、

市場の浮動玉は減少、国債市場は流動性の枯渇によって、機能麻痺に

陥っている1。一国の金融市場の根幹をなす国債金利の体系に大きな

歪みが生じており、効率的な資源配分を損なう弊害の多い政策として、

筆者は強い懸念を抱いているが、金融抑圧政策の文脈で捉えるなら、

国債市場の機能低下は必然だとも言える。 

これまでのレポートで論じてきた通り、金融抑圧政策は、ある程度の

インフレを醸成した上で、低い金利の国債を金融機関に半ば強制的に

購入させる政策である2。マイナスの実質金利となる債券を保有する

金融機関、 終的には預金者や保険契約者、年金契約者の犠牲によっ

て、公的債務の対 GDP 比を低下させていく。市場メカニズムに任せ

たままでは、長期金利が跳ね上がるリスクがあるが、それを避けるた

めには、国債市場における公的関与をさらに強め、言わば官製マーケ

ットとすることが不可欠となる。筆者自身は、金融抑圧政策はトレン

ド成長率をさらに低下させる副作用を持つため、強く反対しているが、

将来、今回の積極緩和が転換点だった、という評価が下される可能性

がある。今回の Weekly Economic Report では、金融抑圧政策について

改めて論じる。 

金融抑圧政策というと、新興国で、規制によって人為的に低い金利環

境（資本コスト）を作り出し、民間部門の資本蓄積を促し、経済成長

を高める方策だと古いタイプの開発経済学は説明してきた。家計部門

は、本来あるべき水準よりも低い預金金利を甘受せざるを得ず、その

犠牲の下で、企業部門が低利で設備投資を増やし、経済成長を高める
                                                           
1 金融機関は資金調達コストに一定の事業コストを上乗せしたリターンを、イン

カム（利息）から稼ごうとするが、20 年債、30 年債も利回りが大きく低下し、

一方で、ボラティリティが大きく上昇したため、購入を手控えている。 
2 2013 年 3 月 4 日付け Weekly Economic Report『アベノミクスを前提とした財政

シミュレーション ～金融抑圧というもう一つの選択肢』、2013 年 3 月 25 日付け

Weekly Economic Report『長期金利上昇の金融システムへのインパクト ～どこま

で上がったら金融危機が訪れるのか』を参照下さい。 

グラジュアリズム戦略の放棄 

金融抑圧としての異次元緩和 

将来、これが転換点だったと評

価される可能性がある 

新興国における金融抑圧政策 
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という戦略である3。デメリットに比べて本当にメリットが大きいの

か疑わしいが、金融抑圧を可能にするためには、資本規制を内外で敷

き、家計部門の預貯金が直接海外に向かうことを阻止しなければなら

ない。 

1980 年代半ば以前の日本でも、家計には金融サービスの選択肢は殆

ど与えられず、その犠牲の下で、企業は低い資本コストで資金調達が

可能となっていた。そうした点で、日本でも金融抑圧政策が取られて

いたと言える。日本で金融自由化が完成したのは、それほど遠い昔の

話でもない4。高度成長期にそうした政策が大きな効果を持っていた

のかどうかは議論が分かれるところだが、少なくとも高度成長期が終

焉した 1970 年代半ば以降は、企業部門の資金ニーズは大幅に低下し

ており、金融抑圧政策はデメリットばかりで、メリットは殆ど存在し

なかったと筆者は考えている。米国へのキャッチアップがほぼ終了し

た後も、金融抑圧政策を続けていたことが、内需転換を遅らせたとい

うのが筆者の認識である5。 

しかし、よくよく考えてみると、こうした金融抑圧政策は新興国に特

有の政策というわけでもない。日本だけでなく、他の先進国において

も、1970 年代末に金融自由化が始まるまでは、金融抑圧政策が続け

られていた。戦後、ブレトゥンウッズ体制の下で、資本規制が敷かれ、

金利に対しても強い規制が取られていた。こうした規制が敷かれたの

は、1930 年代の世界大恐慌によって、各国の金融システムが危機に

瀕し、銀行業に過大なリスクを取らせないというマクロ・プルーデン

スの視点があったためである。周知の通り、大恐慌の前の 1920 年代

は、金本位制の下で、相当に自由な金融行動が国際的に容認されてい

た。1920 年代はレッセフェールという言葉に象徴される「第一次グ

ローバリゼーション」のピークでもあった6。移行期の 1930 年代はブ

ロック経済化が進み、規制が強められた。それ故、1920 年代と 1940
年代以降のグローバル金融システムは隔絶されている。 

ただ、1940 年代に始まった金融抑圧政策は、マクロ・プルーデンス

政策の視点だけから始められたわけではなかったように思われる。広

い意味ではマクロ・プルーデンス政策とも言えるのだが、公的債務管

                                                           
3 効率的な資源配分が損なわれるため、筆者はそうした政策の効果を強く疑って

きた。企業偏向型の経済構造、輸出偏向型の産業構造となり、家計の消費が抑制

されるため、必ずしも望ましい結果を生み出さない。テイクオフした後も、企業

部門偏向型、輸出偏向型の戦略が続けられ、家計部門の利益が損なわれる。 
4 金利自由化は 1979 年の譲渡性預金の導入に始まり、1994 年には全ての預金金

利が自由化された。金融機関の業務分野規制の緩和や業務多角化などが進んだの

は、橋本内閣が提唱し 1996～2001 年に実施された金融ビッグバンにおいてであ

る。 
5 限られた金融自由化（不十分な金融自由化）が 1980 年代後半の信用バブルの原

因の一つになったと考えられる。 
6 第二次グローバリゼーションのピークは、危機直前の 2006 年である。 

日本で取られた金融抑圧政策 

ブレトゥンウッズ体制下での金

融抑圧 

終戦後の公的債務管理としての

金融抑圧 
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理の視点からも、金融抑圧政策が要請されていた。つまり、世界大恐

慌とその後の第二次世界大戦によって、先進各国の公的債務は未曽有

の水準まで膨張したが、それを圧縮する手段として、金融抑圧政策が

必要とされたのである。市場だけでは吸収できない規模まで国債発行

が膨らんだからこそ、直接引受を含め、各国とも中央銀行が大規模に

国債を購入した。仮に、市場メカニズムの下で価格付けが行われると、

長期金利は急騰し、利払い費の増大で公的債務が発散するリスクがあ

った。公的関与を強め、インフレ率を下回る低い長期金利によってマ

イナスの実質金利を作り出すことで、公的債務の対 GDP 比を徐々に

圧縮していく必要があったのである。 

図 2：中央政府債務/GDP 比（先進 21 ヶ国単純平均） 
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（出所）This Time is Different (Carmen M. Reinhart and Kenneth Rogoff)、世界銀行資料より、

BNP パリバ証券作成  
  
もちろん、戦後の高成長によって、各国の公的債務問題が解消された

とも言えるが、そう言い切ることができるのは米国だけではないだろ

うか。その米国ですら、戦時の 1942 年には FED による国債のペッギ

ング・オペレーション（国債価格支持政策）が取られ、それは朝鮮戦

争の始まった後の 1951 年に財務省と FED の間でアコードが結ばれる

まで続けられていた7。 

公的債務の圧縮（正確には公的債務の対 GDP 比での圧縮）には、理

論上、①高成長による税収増、②増税や歳出削減などによる厳しい財

政調整、③明示的なデフォルト、④急激なインフレによる調整（事実

上のデフォルト）の 4 つがある。ただ、これらの他に中間的な政策も

あり、歴史的に見ると、⑤一定程度のインフレ率を醸成し、低い長期

金利を規制によって維持することで、マイナスの実質金利を作り出し

公的債務を圧縮する金融抑圧政策も利用されている。終戦直後の日本
                                                           
7 戦時体制に向かい国債の増発が懸念される中、金利上昇が市場の不安定化や国

債を大量に保有する金融機関のソルベンシーに与える影響を懸念する財務省から

の強いプレッシャーに屈し、1942 年以降、FED は国債価格支持政策（ペッギン

グ・オペレーション）に組み込まれた。朝鮮戦争開始もあり、国内のインフレ率

が高まる中、FED は国債価格支持政策に組み込まれ続けることへの反発を強め、

1951 年にようやく、FED と財務省の間でアコードを締結し、約 10 年にわたる国

債管理政策から解放された。 

米国でも金融抑圧 

公的債務の圧縮の手段 
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では③と④すなわち、預金封鎖と高率のインフレという 悪の政策が

選択されたが、上手く行った国でも、結局、①、②、⑤の組み合わせ

だった、ということではないだろうか。 

2000 年代半ばの世界的な金融危機の後、先進各国は、第二次世界大

戦直後に匹敵するような未曽有の公的債務を抱え、現在、その処理に

苦しんでいる。当然にして、誰もが望むのは、①の高い成長による税

収増である。しかし、トレンド成長率を高めることで公的債務問題を

解決することは、ほとんど不可能に近い。そもそもトレンド成長が低

下しているからこそ、公的債務の膨張が止まらないのであり、経済成

長で公的債務問題を解決するというのは、問題解決を先送りすると言

っているようなものである8。①だけでは解決できないとすれば、

我々は、本来、②の増税や歳出削減も選択しなければならない。それ

が筆者の長年の主張でもあるが、残念ながら、議会制民主主義の下で

は、有権者に負担を強いる政策は簡単には決定できない。政治家はア

グレッシブな金融政策による解決という甘言になびいてしまう。 

結局、程度の差はあれ、マネタイゼーション政策に手を染め、インフ

レ醸成が行われることになる。しかし、マネタイゼーション政策を進

めた場合、上手く長期金利のコントロールを行わなければ、金融シス

テム危機や財政危機に直面する。 悪の場合、③の経路（急激なイン

フレによる調整）に向かうことになる。そうした事態を避けるために、

国債の価格形成への公的関与、規制が強められる。中央銀行が市場機

能を壊すほど国債を大量に購入することも、一つの手かもしれない。

しかし、それだけなら、既に大量に国債を保有している銀行や保険会

社、年金基金は相当なダメージを受ける。金融機関が継続的に国債を

保有、購入するためには、規制を強め、リスク資産への資金の大規模

なシフトを避ける必要がある。同時に、国債購入をより有利にする規

制、税制等を導入する必要もある。例えば、時価会計停止や非市場性

の国債発行、国債購入への優遇税制等の導入である。こうした一連の

金融抑圧政策を取れば、インフレ率がある程度上昇しても、半ば強制

的に低い金利の国債を金融機関に保有、購入させることができるかも

しれない。 

恐らく、政策当局者は意図して金融抑圧政策を採用するのではないの

だろう。まず、マクロ安定化政策として中央銀行が大量の国債購入を

進めることで、なし崩し的にマネタイゼーションが進む。インフレ率

が上昇し長期金利に上昇圧力が加わり始めると、今度は財政や金融シ

ステムへの配慮から国債購入を続けざるを得なくなる。中央銀行のア

グレッシブな購入だけでは、長期金利の上昇を抑えることができなく

なり、国債保有や購入を促す規制や税制が導入されていく。自らが置

かれた制約の中で、目の前の危機を避けるために政治家や行政官、セ

                                                           
8 念のために言っておくと、成長戦略が重要ではないと言いたいわけではない。 

高成長を目指した財政健全化は

困難 

低い金利の国債を金融機関に保

有・購入させるための方法 

金融抑圧が進展するプロセス 

14



  

  

 

  
 

Market Economics   22 April 2013
Weekly Japanese Economic Report  6 www.GlobalMarkets.bnpparibas.com

 

ントラルバンカーが様々な選択を続ける結果、金融抑圧政策が進展し

ていくのだと思われる。 

2000 年代初頭に金融危機が終結した日本では、危機対応として始め

られたゼロ金利政策が現在も続けられ、デフレ解消を理由に、さらに

アグレッシブな金融緩和が追求されている。金融危機に直面した米国

も同様で、当初は危機対応やデフレ回避のためにスタートしたゼロ金

利政策や量的緩和政策は、現在では失業率を低下させるための政策と

して、続けられている。デフレ解消にしろ、完全雇用の達成にしろ、

将来、マクロ経済環境が完全に平時に戻ったと多くの人が認識する段

階では「フィスカル・ドミナンス」の状況に陥っていると思われ、公

的債務の発散を避けるために、金融抑圧政策の一環として、ゼロ金利

政策や量的緩和を続けざるを得ないということになるのではないだろ

うか。 

図 3：公的債務残高 (対 GDP 比、％、年度） 
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（出所）内閣府、財務省資料より、BNP パリバ証券作成  
  
筆者が訴える増税や歳出削減は議会での議決が必要である。しかし、

金融抑圧政策による、国債保有者へのインフレ・タックス、 終的に

は預金者や保険契約者や年金契約者へのインフレ・タックスである金

融抑圧課税は議会の決定を必要としない9。インフレの加速さえ避け

ることができれば、政治家には極めて魅力ある選択肢と映るのだろう。 

問題は、グローバリゼーションの下で、金融抑圧政策が実行可能

（feasible）か、ということである。現在はブレトゥンウッズ時代と

は大きく異なり、資本自由化、金融自由化が高度に進んでいる。マイ

ナスの実質金利に直面する預金者や保険契約者は少しでも利回りの高

い国へ資金をシフトさせるだろう。しかし、一方で、強いホーム・バ

イアスが働いているのも事実である。さらに重要な点は、殆どの先進

国が未曽有の公的債務を抱え、簡単には超金融緩和政策から抜け出す

                                                           
9 公的年金に関してもマクロ経済スライドの実施を確実にし、同時に他の歳出分

野において物価スライド的な運用を停止することができるのなら（それらが本当

にできるかどうかは疑わしいが）、金融抑圧政策によって公的債務を圧縮してい

くことは可能となる。 

平時に戻った時には「フィスカ

ル・ドミナンス」となっている 

金融抑圧は政治的に魅力のある

選択肢 

金融抑圧政策の実行可能性 
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ことが難しくなっていることである。利回りの高い先進国はもはや存

在しない。 

それでは、新興国に投資資金が流れ込むことはないのか。確かに、新

興国に資金が流れ込む可能性はある。しかし、新興国では、自国通貨

高を避けるために、ドルに対し事実上の固定レート制が採用されてい

る。そのことは、先進国の投資家が手放したドルやユーロ、円を、新

興国の中央銀行が入手し、先進国の国債を購入することを意味する。

先進国から多少の資金流出が生じても、新興国の中央銀行が代わって

先進国の国債を支えてくれる。新興国も金融抑圧政策の重要なプレー

ヤーとして組み込まれていると言える。ただし、新興国の資金がドル

やユーロに向かい、円には向かわないリスクがある。このため、金融

抑圧政策の視点からすれば、円安誘導政策はリスキーであるのかもし

れない。 

図 4：外貨準備高（10 億ドル） 
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（出所）Reuters EcoWin Pro より、BNP パリバ証券作成  
 
実行可能性を論じるまでもなく、現実に、米欧では金融抑圧政策が既

に始まっているとも言える。政策金利、10 年金利に比べ、ヘッドラ

インインフレの方が高い状況が続いており、多くの国でマイナスの実

質金利や相当に低い実質金利が発生している。低い実質金利とするこ

とで、総需要を刺激することが大義名分となっているが、必ずしもそ

れには成功していない。景気回復が始まってもペースは緩慢で、加速

するのは株価や不動産価格など資産価格の上昇ばかりである。それで

は効果は何もないのか。総需要を刺激することは文字通り大義名分で、

金融抑圧を通じた公的債務の圧縮という隠された意図があるのなら、

効果は発揮されているとも言える10。 

筆者は、日本の金融政策が既にマネタイゼーションの領域に入りつつ

あることを従来から強く警告してきた。前述した通り、大量の国債を

抱えるようになった中央銀行は必然的に国債管理政策に組み込まれる。

デフレから脱却した際、物価安定の観点から利上げが必要となっても、

                                                           
10 ただし、金融行政を余程しっかりとしていなければ、金融抑圧政策に伴う超金

融緩和政策は新たなバブルを作り出すだけに終わるようにも思える。 

新興国も金融抑圧政策における

重要なプレーヤー 

米欧では既に金融抑圧政策が始

まっている？ 

出口戦略が語られない理由 
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財政や金融システムへの配慮から、利上げに踏み切れない。しかし、

金融抑圧政策の観点からは、デフレから脱却した後も、マイナスの実

質金利を維持する必要があり、そのためにはゼロ金利政策と国債購入

政策を継続しなければならない。そうだとすれば、中央銀行が出口に

向かうのは相当先、つまり公的債務の圧縮がかなり進んでから、とい

うことになる。黒田総裁が出口戦略を語らないのは、金融政策の効果

を 大化させるというコミュニケーション戦略上の視点からだと思わ

れるが、まさか金融抑圧政策への移行を念頭に置いているわけではな

いだろう。 

金融部門のマクロ経済における役割は、成長分野を掘り起こし、貸出

を通じて、預金者の貯蓄を成長分野の投資に振り向けることにある。

金融抑圧政策は、規制などの公的関与によって、成長しない分野であ

る国債のファイナンスに預金者の資金を振り向ける政策である。そう

した政策を行えば、トレンド成長率が低下するのは当然である11。金

融抑圧政策は、痛みが見えづらく政治的には魅力のある公的債務の圧

縮策かもしれないが、明らかにトレンド成長率を低下させる不適切な

政策であり、安易に選択すべきではない。 

＜参考文献＞ 

 梅田雅信 『超金融緩和のジレンマ』東洋経済新報社 

 Carmen M. Reinhart and Kenneth Rogoff  (2009) “This Time is 
Different” Princeton University Press 

 Reinhart, C. M. (2012) “The return of financial repression”, Banque de 
France, Financial Stability Review, No.16, April 2012 

 Reinhart, C. M. and Sbrancia, B. (2011) “The liquidation of government 
debt”, NBER Working Paper 16893, March.  

                                                           
11 国債投資への民間資金の誘導という意味では、今に始まった訳ではなく、ゼロ

金利政策が始まった 15 年前から続けられているとも言える。リスクを取って成

長分野を掘り起こし融資を行うよりも、日銀が価格をサポートする国債を購入す

る方が安全で有利である。それ故、成長分野に資金が流れないというメカニズム

は以前から始まっていると思われる。 

図 5：米国の金利と CPI（％） 
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金融抑圧はトレンド成長率を低

下させる 
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