デジタル通貨普及を見据える英国
想定される預金流出の波紋とわが国への示唆

うになることを想定し、規制環境の整備が進められている。デジタル通貨の導入・普及に伴い、既存の

備と合わせ、民間主体が発行するステーブルコインも将来的に競争的な環境の下で並行して流通するよ

国においては現在、近い将来における中央銀行デジタル通貨（CBDC）の導入の可能性をにらんだ準

が急ピッチで進められている。かねて銀行部門の競争力強化を狙って決済分野の自由化を進めてきた英

いわば〝支払い指図〟にすぎない。

金通貨による決済にひも付けられた、

ド決済は、いずれもこの民間銀行預

利用している電子マネーやQRコー

私たちが今日、さまざまな場面で

分 科 会 委 員 を 務 め る 。近 著「 中
央銀行の危険な賭け―異次元緩
和と日本の行方」（朝陽会）。

銀行システムにいかなる影響が及び、対応を迫られると考えられているのか。わが国に示唆するものは

私たちが非接触型端末を用いて支払

い指図を発出した時点では、実は店

舗等との間での決済は完了していな

デジタル通貨とは、ブロックチェ

ートフォンを用いたQRコード決済

Edyといった電子マネーや、スマ

Suica、PASMO、WAON、

ち な み に わ が 国 に お い て は、

かつ取り消し不能となり、最終的に

それが受け渡されれば決済が無条件

違いは、中央銀行マネーはいずれも、

の2通りがある。この両者の大きな

民間銀行マネー（民間銀行預金通貨）

済のファイナリティーが得られるの

座上での決済が完了して初めて、決

伴う民間銀行同士の日銀当座預金口

初めて、厳密には、その振り込みに

座宛ての振り込みによってなされて

マネーの運営会社から店舗の預金口

い。支払い指図通りの入金が、電子

ーン（分散型台帳）等の革新的な情

の類いがすでに幅広く普及している。

完了した状態となる（これを〝決済

デジタル通貨の意義

報技術を基盤とすることを想定する

これらとデジタル通貨のどこが違う

した代金として支払った電子マネー

デジタル決済手段であり、具体的に

態と称する）のに対して、民間銀行

を、当該店舗が即座に、次の商品の

である。故に、私たちが店頭で購入
決済手段としての通貨には大別し

マネーには決済のファイナリティー

仕入れ代金の支払いに充当する、と

のファイナリティー〟が得られた状

付け資産の保有により価値の安定化

て、中央銀行マネー（現金通貨、中

がない、という点にある。

のかを最初に確認しておこう。

が 図 ら れ る ス テ ー ブ ル コ イ ン、

央銀行準備〈中央銀行当座預金〉）と、

はビットコイン等の暗号資産や、裏

CBDCが含まれる（図表1）
。
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何か。

主要国の金融当局や国際機関において、デジタル通貨の導入や今後の普及の可能性を見据えての検討

19

説
解

る中央銀行がCBDCとして発行す

このデジタル通貨を公的な当局であ

本稿執筆時点（

をめどに公表するとしていたものの、

日）では遅れ

了する。しかも利便性が高く、場合

CBDCにとどまらずステーブルコ
ることが見込まれると同時に、既存

デジタル通貨はいずれ広範に普及す

民間主体が発行するデジタル通貨

る枠組みによることとするか、また

るか否か、発行するとすればいかな

の国際決済における位置付けは、米

これに対して英国の場合、ポンド

た点が影響している可能性がある。

たままとなっていることも、そうし

月

によってはコストも安価となれば、

インも含めて、この決済のファイナ
の民間銀行を中心とする金融システ

（ステーブルコイン）をいかなる規

これに対してデジタル通貨とは、

いったことはできない。

リティーを有する決済手段である。
ムに相当な影響を及ぼす可能性も否

日本円を上回り、世界で6・5％の

私たちがデジタル通貨をスマートフ

中に取り込んでいくか、といった検

元」の実用化に向けた取り組みを中

から着手されていた「デジタル人民

ラ構想」を発表したことや、その前

フェイスブックが中心となり「リブ

2019年6月に米SNS大手の

うに見受けられる。目下の米国はそ

をいまだに定め切れない国もあるよ

高いこともあり、取り組みの方向性

には少なからぬ影響が及ぶ可能性が

に普及し始めれば、既存の金融秩序

他方、デジタル通貨が今後、広範

融合させた新興のフィンテック企業

み）の開放を進めて、金融とITを

ション機能とデータ共有化の仕組

民間商業銀行のAPI（アプリケー

シェア（％）

ユーロ

36.70

日本円
1位

米ドル

3位

英ポンド

5位

人民元
2位

4位

CBDCに関するディスカッ

かれている。FRBは当初、

といった点に関する見解は分

をどの程度積極的に進めるか、

間でも、デジタル通貨の導入

理事会（FRB）のメンバー

うが、例えば米連邦準備制度

るを得ない側面は確かにあろ

は間違いなく、慎重にならざ

な影響を及ぼすことになるの

世界の金融取引や決済に大き

さ ら にBOEは 今 年6月、「 新 た な

する官民挙げての検討が始まった。

き台に、同国内でデジタル通貨に関

ン・ペーパーを公表し、それをたた

課題、設計」というディスカッショ

月、「 中 央 銀 行 デ ジ タ ル 通 貨： 機 会、

討もなされていた。BOEは昨年3

済分野において求められる対応の検

する報告書が作成され、その中で決

同総裁の特命で「金融の将来」に関

いては、カーニー前総裁時代から、

イングランド銀行（BOE）にお

ねて銀行部門の競争力強化を企図し、

国人民銀行が加速させたことがいわ

（出所）
Bloomberg記事
「人民元、
世界での決済
シェアが５年ぶり高水準−SWIFT」
、
2021
年2月18日
（https://www.bloomberg.co.jp/news/
articles/2021-02-18/QOPD1AT1UMA501）.
（原資料）SWIFT“Yuanʼs Popularity for
Cross-Border Payments Hits
Five-Year High”.

等に決済分野での新規参入を促して

1.88

の典型例の一つかもしれない。同国

3.59

ば〝目覚まし時計〟として作用し、

6.50

きた。

38.73

は基軸通貨国である故、その判断は

（図表2）。そうした中、同国ではか

シ ェ ア を 占 め 第3位 と な っ て い る

ドルやユーロにこそ及ばないものの、

（原資料注*1）2020年12月にリブラをディエムと改称。
（注*2）国境を越えた送金・決済は、実際には主として民間銀行預金通貨を用いて行われ
てきている。
（出所）神田眞人（編著）
『図説 ポストコロナの世界経済と激動する国際金融』財経詳報
社、
2021年8月、p412を参考に日本総合研究所作成

討を総じて加速させている。

制環境の下で既存の金融システムの

現金

英国の前向きな姿勢と経緯

定できない。

15

ション・ペーパーを今年9月
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ォン等を用いて受け渡せば、あたか

利便性

通貨

順位

も現金通貨である紙幣や硬貨を受け

価値の
裏付け

ステーブルコイン
暗号資産
中央銀行デジタル
（例：Facebook が主
（例：Bitcoin）
通貨 (CBDC)
導するディエム <*1>）
民間主体
なし
中央銀行
（ブロックチェーン技術
を用いて真正性を確保）
国家の信用
米ドル等の裏付け
価値の裏付けが
資産の保有により
なく価格が乱高下
価値の安定を目指す
安価で迅速な決済・送金がグローバルに可能
国境を越えた送金・
（送金や決済手段と （現状、主に投機対
決済にコスト・時間
しての利用を想定）
象として利用）
がかかる（*2）
発行体

主要国の中央銀行や国際機関は目下、

〈図表2〉
国際取引決済に占める通貨別
シェア
（2020年12月末現在）

渡す際と同様に、その場で決済が完

〈図表1〉
現金通貨と各種のデジタル通貨の比較

他方、ステーブルコインには確か

蔵の双方で幅広く用いられているが、 促したいという点にある。

にリスクもあり、例えば、1種類の

そうした点をも受け止め、対応策を

ことと、現金の形態の中央銀行マネ

ステーブルコインのみが圧倒的な形

これは、利用する上で効率性が高い

以下では、そのたたき台の中で示

ーといつでも交換可能であるという

で流通して「規模の経済性」が働い

講じていこうとしている。

検討する上でのたたき台の第2弾と
されている内容を中心に、英国で検

点に関して大衆が信認を寄せている

てしまい、ユーザーにとっての「ス

形態のデジタル通貨」という続編を

して、民間金融界や学界、テクノロ
討されている対応の方向性を見てみ

こと、という二つの点に支えられて

公表し、今後の政策対応の方向性を

ジーの供給主体や決済ユーザー等の
よう。

イッチング（他のステーブルコイン

等への乗り換え）コスト」が高くつ

いる。

幅広い社会セクターをも巻き込んだ
検討が、今まさに同国内で行われて

これに対して、新たな形態のデジ

ものの、ステーブルコインも含めた

の導入こそまだ未決定とはしている

する同行の姿勢を見ると、CBDC

で示されている、デジタル通貨に対

6月のこのBOEのペーパーの中

れている。

た検討に着手したことも明らかにさ

を立ち上げ、CBDCの導入に向け

省とBOEが共同でタスクフォース

理し、このうち商業銀行マネーは、

債務である「商業銀行マネー」に整

態をとり、商業銀行の大衆に対する

銀行準備）と、商業銀行の預金の形

る「 中 央 銀 行 マ ネ ー」（ 現 金、 中 央

いるマネーを、中央銀行の債務であ

ている。英国で一般的に用いられて

れの特質に関する丁寧な説明を行っ

（ な い し は マ ネ ー） の 種 類 や そ れ ぞ

性に関する理解を得るために、通貨

BOEはまず、デジタル通貨の特

い点をBOEは強調している。

出しによって創出されるものではな

ネーとは異なり、実体経済への貸し

ものであること、加えて商業銀行マ

定させる資産によって裏付けされる

暗号資産とは異なり、その価値を安

コインといったアンカーを持たない

後者のステーブルコインは、ビット

得ることを想定している。このうち、

CBDCとステーブルコインがあり

方 の 発 行 に よ る も の、 す な わ ち

） と し て、BOEは 官 民 双

の下で、大衆が商業銀行マネーに対

テーブルコインが、適切な規制環境

全体に恩恵をもたらすためには、ス

幅広く普及・流通して、それが経済

ーブルコインが競争的な環境の下で

とが望ましい。ただし、複数のステ

流通し、相互運用性も確保されるこ

は複数のものが競争的な環境の下で

ない。そのため、ステーブルコイン

うような事態は回避しなければなら

つぶせないという存在になってしま

ブルコインの発行主体が大き過ぎて

l
a
t
i
g
i
d
f
o
s
m
r
o
f
w
e
n

新たな決済手段の導入や普及を、最

商業銀行が家計や企業に対して貸し

新たな形態のデジタル通貨

初から回避したり排除したりしてし

出しを行うことによって創出される

いる。この間、今年4月には英財務

まおうとは決してしていない。デジ

くような事態、ないしは当該ステー

タル通貨はユーザーに利便性の向上

点を強調している。

タ ル 通 貨（

やコスト節減という恩恵をもたらす

って、既存の金融システムにマイナ

BOEは、デジタル通貨の普及によ

ンスが明確に示されている。加えて

て前向きに受け入れようとするスタ

新たな技術革新の成果である、とし

のアンカーとなっている。他方、商

算単位として機能し、通貨システム

済における事実上すべての取引の計

あるが、中央銀行マネーは、英国経

③価値の保蔵─という三つの機能が

マネーには①計算単位②決済手段

るだけ尊重し、さらなる技術革新を

術革新を担う民間部門の動きをでき

を明確にしている。その理由は、技

行して流通させようとするスタンス

ステーブルコインも同列に扱って並

先させるアプローチは採っておらず、

進めるのに際し、CBDCのみを優

BOEは、デジタル通貨の導入を

さに関する認識が広く共有され、普

通貨の利便性や信用度、安全性の高

BOEは、新たな形態のデジタル

欠であると考えられている。

信認を寄せる存在となることが不可

して寄せているのと同レベルの高い

y
e
n
o
m

スの影響も生じ得ることを指摘し、

業銀行マネーは決済手段と価値の保

預金の5分の1流出を想定

金融システム全体として官民挙げて
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の銀行危機時に見られた預金の流出

ことが想定されている。これは過去

たな形態のデジタル通貨に流出する

金融企業の預金の約5分の1が、新

そのシナリオの下では、家計や非

イラスト化して示している
（図表3）
。

BOEはそうした流れのシナリオを

及していくものと考えられており、

システムには、さまざまな影響が波

間商業銀行を中心とする既存の金融

預金から流出するようになれば、民

ている。デジタル通貨に向けて銀行

れる面も出てくるのではないかとみ

及が進めば、銀行預金よりも選好さ

どまると

なものにと

として穏当

トは、全体

のインパク

信用供給へ

貸出金利や

の下では、

のシナリオ

しれず、こ

に回るかも

の借り入れ

バンクから

銀行からよりも安く借りられるノン

いる。その結果、借り手の一部は、

しの金利を押し上げると想定されて

スト全体が上昇し、新規銀行貸し出

ある故、民間商業銀行の資金調達コ

ともそれは、預金よりも高コストで

うとするものとみられている。もっ

ョン、ひいては貸し出しを維持しよ

融債等）を発行して、流動性ポジシ

代わって長期の市場向けの負債（金

調整せざるを得ず、流出した預金に

対応して、自らのバランスシートを

準に相当する。商業銀行側はそれに

割合（後掲図表5）にも比肩する水

の預金流出に一時的にストップをか

判断されれば、当局が民間銀行から

が追い付かない状況になっていると

りにも速く、民間商業銀行側の対応

実際の事態の展開のスピードがあま

ムでモニターする。その上で、万一、

及しているのかを当局がリアルタイ

の金融仲介活動全体にどのように波

度進み、それがさらに実体経済向け

間商業銀行からの預金流出がどの程

段階を「移行期間」と位置付け、民

国の当局としても容認し、その初期

その流通が実際に拡大することを英

て、規制環境をあらかじめ確立して

において、ステーブルコインについ

そのためBOEは今回のペーパー

クトを受ける可能性もある。

影響も含めて、ネガティブなインパ

し出し全体が、ノンバンク経由での

イト化させれば、実体経済向けの貸

業銀行がさらに貸し出しの条件をタ

性がある。預金の流出を受けて、商

くなる、そのどちらにも振れる可能

相当に高くなる、ないしは相当に低

貨への需要は、このシナリオよりも

めている。新たな形態のデジタル通

には、相当な不確実性がある点も認

とはいえBOEは、このシナリオ

を物語っている。

のペーパーは、英国のそうした姿勢

めていこうとしている。BOEのこ

それに適応させる形で経済運営を進

波を受け入れ、既存のシステム側も

ある。それでも英国は、この変革の

響を及ぼすことが想定されるもので

テム全体、ひいては社会全体への影

は、これほどまでに既存の金融シス

新たなデジタル通貨の導入や普及

きな違いであろう。

ある程度可能な自然科学分野との大

よってあらかじめ確認をすることが

うか、事前に研究室内での実験等に

理論や見通しが実際に通用するかど

ある。この点は、机上で打ち立てた

いと分からない、というのが現実で

応を見せるかは、実際にやってみな

それに呼応して実際にどのような反

た場合、経済の中の各プレーヤーが

り、政策運営の転換が行われたりし

うな大掛かりな環境の変化が生じた

命であるが、地殻変動ともいえるよ

金融に限らず、社会科学分野の宿

とを明らかにしている。

を導入することまで検討しているこ

応する時間的な余裕を与える枠組み

今直面している通貨・金融秩序の変

翻って、わが国では、英国と同様、
BOEは見

け、民間銀行側に秩序立った形で対
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込んでいる。

〈図表3〉
BOEが示した“イラスト化されたシナリオ”
の全体像

〇決済の頑健性増大
〇金融政策の伝播を促進する可能性
△ストレス時の大規模な銀行取り付
けの可能性
△マネー・マーケットの短期的な混
乱の可能性
△金融条件の緩和がより困難になる
可能性
▲期待が充足されない場合、通貨や
決済の信認にリスク
〇銀行の信用条
件が急落する
機会は減少
預金の長期負債へ
の置き換え

〇より生産的な信用配分の可能性
△一部の借り手にとってノンバ
ンクからの借り入れはコス
ト高の可能性
銀行による
信用供給減少

ノンバンク

貸出供給のシフト
貸出金利
上昇

ステーブルコイン

預金の流出
商業銀行

資金調達コスト
上昇

〇機会
△過渡期のリスク
▲リスク

（出所）Bank of England, “New forms of digital money”,
Discussion Paper, June 7, 2021, p43, Figure4.1を基に
日本総合研究所作成

化が先々もたらす可能性のあるイン

パクトの大きさを、当事者であるは

ずの金融業界をはじめとして、果た

して十分に認識できているのであろ

うか。わが国としてもこうした潮流

変化はもはや不可逆であることを前

向きに受け止め、官民で危機意識を

〈図表4〉
リーマン・ショック前以降のギリシャの銀行システムにおける家
計の預金残高と現金流出の推移
ギリシャの財政指標粉飾発覚､
欧州債務危機の発端に（2009/10） ギリシャ国債 1 回目のﾃﾞﾌｫﾙﾄ､
（2012/3）

（100 万

資本移動規制・
預金引き出し規制
（2015/6 〜 2019/9）

）

ギリシャ国債 2 回目のデフォルト､
（2012/12）
EU 等による緊縮策受け入れをめぐる
国民投票（2015/7）

当座預金

通知預金

定期預金

現金

共有しつつ対応を進めることが求め

られよう。

金融の安定に対するリスク

デジタル通貨の流通拡大による民

間銀行からの預金流出に関連して、

当局の間で、もう一つ深刻に懸念さ

（出所）Bank of Canada, European Central Bank, Bank of Japan, Sveriges Riksbank,
Swiss National Bank, Bank of England, Board of Governors Federal Reserve
System, Bank for International Settlements, “Central bank digital currencies:
ﬁnancial stability implications”,
, September 2021, p12, Graph 4を基に日本総合研究所作成
（原資料）ECB Monetary ﬁnancial institutions balance sheet items.

〈図表5〉
わが国の1990年代の銀行危機時における預金の推移
（経営破綻の）

最終営業日の

公表日

預金残高

北海道拓殖銀行

1997 年 11 月 17 日

5603

210

徳陽シティ銀行

97 年 11 月 26 日

576

40

国民銀行

99 年 4 月 1 1 日

538

44

幸福銀行

99 年 5 月 2 2 日

1689

59

東京相和銀行

99 年 6 月 12 日

1994

60

なみはや銀行

99 年 8 月 7 日

1457

40

新潟中央銀行

99 年 10 月 2 日

918

32

（10 億円）

預金の流出（累積ベース。最終営業日の預金残高に対するシェア）
初日

(4%)

最初の 1 週間

(15%)

1571

(28%)

173

(30%)

123

(19%)
(23%)

173

(32%)

(11%)

273

(16%)

(12%)

466

(23%)

(7%)

196

(13%)

(9%)

152

(17%)

110

(7%)
(8%)

191

(3%)

232

(3%)

102

(3%)

84

(3%)

最初の 1 カ月

856

（出所）
Bank of Canada, European Central Bank, Bank of Japan, Sveriges Riksbank, Swiss
National Bank, Bank of England, Board of Governors Federal Reserve System, Bank
for International Settlements, “Central bank digital currencies: ﬁnancial stability
implications”,
, September 2021, p13, Table 3を基に日本総合研究所作成
（原資料）Horoshi Nakaso, “The ﬁnancial crisis in Japan during the 1990s: how the Bank
of Japan responded and the lessons learnt”,
, No 6, October, 2001,
p58, Table 5.

ば、もっと大規模な預金の流出が生

るが、仮にCBDCが普及していれ

（ 図 表4） や、 わ が 国 の1990年

だ。BOEの本

じたものとみられている。またわが

％が

代末の銀行危機時（図表5）の事例

ペーパーにおい

国の銀行危機時には、預金の

れている点があ

て も、「 銀 行 シ

流出するまでに当時はおおむね1週

る。万が一、金

ステム全体にス

間程度を要していた事実が示されて

が取り上げられている。ギリシャの

トレスがかかる

融危機に陥った

局面では、新た

いるが、ユーザーにとって現金より

30

％、

な形態のデジタ

も取引コストが小さいCBDCが普

12

年に

ル通貨が入手可

及すれば、こうした事態の際の預金

場 合 は、2010 〜

能なことによっ

流出のスピードが相当に加速しかね

際の事態の進展

て、引き出され

ず、当局が使える「危機対応を考え

25

％の預金が流出してい

る銀行預金の割

る時間」が短くなってしまうことが

16

年に

合が上昇するこ

真剣に懸念されている。対応策とし

14

〜

とがあり得る」

てはCBDCの保有可能額に上限を

10

スピードの問題

と指摘されてい

制限をかけたりする、といった枠組

設定したり、危機時には引き出しに

こうした懸念

みも検討されている。

る。

は、去る9月末

「目覚まし時計」
のもう一つの意味

最悪〟の状態にあった財政はコロナ

にBOEや日銀を含む主要7中銀と

報告書の中でもさらに詳しく指摘さ

危機でさらに悪化しているのに加え、

国際決済銀行（BIS）のグループ

れ、検討されている。そこでは、欧

日銀のバランスシートも質・量の両

折しもわが国では、かねて〝世界

州債務危機以降、ギリシャのユーロ

面で極端に悪化した状態が続いてい

が公表した、CBDCに関する第4

離脱の可能性が取り沙汰された時期

銀行名
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る。今後の金融・経済情勢の変化次
第では、日銀の財務状況の悪化も懸
念され、国の財政運営と相まって、
通貨の信認が維持できるかどうかの
瀬戸際にも立たされかねない。その
時点で、わが国においてもデジタル
通貨が実態として普及していれば、
危機が急速なスピードで進展しかね
ないことが真剣に懸念される。その
際の鍵を握るのは当然ながら、日銀
が発行するCBDCではない。他国
の通貨を裏付けに発行されるステー
ブルコインや他国の当局が発行する
CBDCが実態上どの程度流通して
いるか、という点である。
故に、デジタル通貨の実用化に向
けての進展は、わが国にとってもう
一つの「目覚まし時計」と捉えるべ
きなのではないか。デジタル化が急
速に進展する下で、わが国として中
長期的に安定した経済・財政運営の
道筋を確実にするためには、新型コ
ロナウイルス禍を言い訳にせず、負
担増を含む本腰を入れた財政再建と
日銀の金融政策運営の正常化に、不
退転の姿勢で取り組んでいくことが
求められていると言えよう。
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