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FOMCで

日銀 YCCの 問題 点 が 浮 き彫 りに =日 本 総 研 口河 村 氏

河村小百合 ・ 日本総合研究所主席研究員 =米 国 で も、 コ ロナ危機 による金融 市場 の 逼迫 (ひ っぱ
く)は 峠 を越 えつつ あるよ うで、去 る 6月 9〜 司0日 に開催 され た連邦公開市場委員会 (FOM

C)で は、今後の金融政策運営 をいか に展 開 して い くか に関す る議論が行われ て いる。

(Minutes)に よれ ば、 フェデ ラル・ フアン ド (FF)金 利の レー トが事実上の
下限 (ELB:Effective Lower Bound)に
ある現下の局面 における金融政
つい
この
FOMCの
て、
日の論点は、①
策運営の手段の在 り方に
最大雇用 と物価安定 とい う目標の
議事要 旨

達成を支援する上で、 「フォワー ドガイダンス (以 下 FG)」 や 「資産買い入れ 」はどのよ うな役
割を果た し得るか② イール ドカーブに沿 つた金利にキャップ (上 限)や ターゲッ トを設けるとい
う、外国の経験や歴史的な経験を鑑みて、そうしたアプローチが FGを 支援 し、資産買い入れプ ロ
グラム を補完するものとな り得るのかどうか― という2点 だった。 ここではこの うち、第 2の 論点
を中心 に、 6月 の FOMCで どのような議論が行われていたのかをみてみよう。ちなみに Fedに

お い て は 、 こ う した 政 策 は

YCT政

策

(Yield Curve Caps or Target

s Pol icy)と 呼称 され 、決 して 日銀 と同 じYCC(Yield Curve Contr
ol)政 策 とは呼んでいな い点に注意す る必要が ある。
まず、連邦準備制度理事会 (FRB)の スタッフからは、YCT政 策について、①第 2次 大戦後
の連邦準備制度 (Fed)② 日銀③オース トラリア準備銀行 (RBA)― の 3例 が存在するが、①
第 2次 大戦後の Fedは 、財務省の資金調達 コス トを低位で安定させるため、イール ドカーブに
沿 つたイール ドにキャップを設定 したのに対 し、②日銀は 2016年 以降、イール ドカーブが (訳
出者注 :超 長期の年限までマイナス圏内に沈むなどして)過 度にフラッ ト化することがないように
する一方、金融緩和環境を継続するために、 ￢0年 物のイール ドにターゲッ トを設定 しているこ
と、③ RBAは 20年 3月 以降、 3年 物金利にターゲッ トを設定 したが、これは RBAの 政策金利
に関する FGを 強化するとともに、豪経済の大部分にかかる資金調達 レー トに影響を及ぼすための
もので、 これ らの 3例 はそれぞれ異なることが説明されている。
そ して FRBの スタ ッフは 「 これ らの経験か ら、信認 に足 る YCT政 策 によつて国債金利 を コン
トロー ル し、それ を民間金利 にパス・ スルー させ る こ とが可能 で 、出 口 を考慮 しない場合 には大 規
模 な政府債務の買 い入れ を必ず しも必要 と しない ことが 示唆 され る」 と述 べ ている。他方スタ ッフ
は 「 YCT政 策 によつて中央銀行 は、一 定の環境下では極 めて大規模 な政府債務の買 い入れ を迫 ら
れ る潜在 的な可能性が ある。それ は米国において 40年 代 に現実 の もの とな つた事態で、 YCT政
策の下では、金融政策の 目標 が政府債務管理の 目標 と抵触 しかねず、中銀の独立性が脅か されかね
な い」 とも指 摘 して い る。
こ う した報告 を受 けて行われ た議論 をみ る と、 YCT政 策の外国や歴史的な経験 に 関 しては、ほ
とん どす べ ての参加者 (nearly all participants)が
、そ う したア プ
ロー チの コス トと利益 に 多 くの問題が ある点 を指摘 して い る。 三つの経験 のなかでは、豪 RBAの
ア プ ローチが 現在の米国の置かれ た状況 に最 も関連す る政策運営 である。 しか しなが ら、多 くの参

FG自 体 が信頼 に足 る限 り、 YCT
べ
FGを
政策 を導入 して
強化す る必要性 は乏 しい」 と述 て い る。

加者

(many participants)は

「 FOMCの

らは、 YCT政 策の実行 に関連 して、数多
また、複数の参加者 (participants)か
くの懸念が存在する点が指摘 されている。具体的には、① とりわ けそうした政策か らの出口が近づ
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いた際 に、 Fedの バ ランスシー ト (BS)の 規模 と構成を どのようにコン トロールするのか②少
な くとも豪 RBAの ケースでは、日付 ベースの FG(引 用者注 目〇年のO頃 まで超低金利政策を維
持する、といった表現 で示される FG)の 要素が組み込まれているが、 この日の FOMCの 前段の
議論では多 くの参加者が望ま しいとしたアウ トカムベースの FG(引 用者注 :特 定の経済指標が特
定の水準を達成するまで超低金利政策を維持する、といつた表現で示される FG)と どのよ うに組
み合わせるのか③ YCT政 策によって、中銀の独立性が脅かされるリスク をいかに緩和する (mi
tigate)の か④ こうした政策が金融市場の機能や、民間セクターの BSの 規模や構成 に与え
る影響をどう評価するのか― といつた懸念で ある。
そ して多くの参加者 (a number Of participants)は
、 YCT政 策が
イール ドカーブのよ り長 い年限に焦点を当てる ことになれば、 これ らの政策が LSAP(大 規模な
資産買い入れ)と どのような相互作用をするのか、現下の超低金利環境下において、どの程度の追
加的な緩和効果が あるのか 、といった さらなる追加的な課題があることに言及 している。
さらに、 これ らの参加者 の うちの何 人かは 「長期金利 とは、例 えば長期的なイ ンフ レ期待や長期
的な 自然利子率 といった要因か ら重要な影 響 を受 けるものである。 これ らの要因が 変化 した り、 こ
れ らの要 因 を推計す る ことが 難 しくなれ ば、中銀 が不適切 な レベ ル にイール ド・ キ ャップない し
ターゲ ッ トを設定す る結果 にな りかね な い」 とも述 べ て い る。

FOMCの

議事要 旨における この よ うな記述 をみ る限 り、 Fedは 少な くとも今後 、 日銀が 可6

年秋 以来すでに丸 4年 近 く採用 し続 けて い る、 10年 とい う長 い年限の金利まで抑 えつ ける YCC
の よ うな手段 を採用す る可能性 は限 りな く低そ うだ。それ は こ う した政策の手段 に YCC"と い

う呼称 は決 して用 いよ うとは しない Fedの 姿勢に も表れ ている。実際 、 この 日の FOMC後 の記
者会見の際、パ ウエル議 長 は 「われわれ はイール ドカー ブに沿 つた金 利 ターゲテ ィングに関す る、
歴史的な経験 および外 国の経験 を レビュー したが 、それ らのア プ ロー チがわれわれ の主な手段 を補
完す るもの となるか どうか は異論 の多い問題

(open question)だ

」 と述 べ ている。

Fedは 前 回の金融危機か らの正常化 を進 めて いた局面において、国債 や住宅 ロー ン担保証券
(MBS)の 「満期落 ち」 に着手す る前の段階で、すでに保有す る長期国債 等の残存期 間 を短縮す
るべ く、保有銘柄 の入れ 替 えを周到 に進 めて いた 。今 回の FOMCに おける FRBス タ ッフの報告
に あ った 「出 口 を考慮 しない場合 には大規模 な政府債務の買い入れ を必ず しも必 要 と しな い」 とい
う点は、ま さに 日銀の、後先の ことは何 も考 えず に長期国債 や超 長期 国債 を買 い入れ続 け、残存年
限 を ど うや って短縮 して資産 規模 を縮小 させ るのか を考 えもせず に、浸然 と保 有 し続 けて いる金 融
政策運営 を指 しているのだ ろう。 出 口"局 面 に おけるま っと うなオ ペ レー シ ョンを計 算 に入れ る
な らば、 こ う した金融政 策運営 はあ り得 ないはずだ。中銀 の独立性や金 融市場の健全 な価格発見機
能 を いか に維持す るか について も しか りだ ろ う。 「 10年 物金利 を 0%」 とい う長期金利水準が、
果た して中長期的 にみ て 日本経済 に とって適切 な水準 といえるのか も定かではない。
ちなみ に FOMCの メンバーの 中には、 ど うも 2〜 3人 の参加者 の意 見 とい う レベ ル なが ら、
イール ドカー ブの短 ・ 中期部分 に焦点 を当て、適切 に設計 され た YCT政 策であれ ば、 FOMCに

(device)と な り得 る、 とい う意見 も出 されて い る。
FRBの ス タ ッフは、 さらなる分析等 を重ね て FOMCに 報告す る こととな つて お り、来週 に開催
され る次 回の FOMCに おける議論の行方が注 目され る。同時に、わが国 と しては、現下の コ ロナ
とつての 強力な コ ミッ トメン トの装置

危機下で 「 日銀 が無 制限に国債 を買 い入れ るか ら、い くら新発国債 を増発 して も何 も起 こ らず大文
夫」な どと悠 長 に構 えてい られ る状況では決 してない ことを肝 に銘 じる必 要 が ある。国全体 と し
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て、日銀の金融政策運営の正常化 と本腰を入れた財政再建にどう取 り組んで いくのか、中長期的な
計画の策定に取 り組む ことが求められているといえよ う。 (7)

y20200722NNN0058]
⑥ Copyttght

http://ゝ

Jtti Press Ltd.All rights reserved

恥‐
れ′
。
lⅨWebも も
i.COttnxweb/?x=ns36d4e28401042fecOc9b41a5c6d30d541e927.… 2020/07/22

