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１．はじめに
2013 年 4 月以降スタートした「異次元緩和」は、途中その枠組みを「量的質的緩和(QQE)」
から、「マイナス金利付き QQE」、「長短金利操作付き QQE」へと 2 度の変更を伴いながらも、
すでに 6 年目に突入している。この間、物価の上昇圧力はなお弱いものにとどまっており、
2％目標の到達にはかなり距離が遠く、その道のりは険しい。日銀は 2％目標の達成時期を
当初 2 年以内としたが、その後、6 度の先送りをしており、本年 4 月に公表された展望リポー
トでは、2019 年度としていた達成時期の記述をついに削除するに至っている。黒田総裁が
再任され、リフレ派と呼ばれる副総裁や審議委員が増加したことで、日銀がこの先、金融政
策の正常化にいつ頃から着手するのかが、まったく読めない状況が続いている。本稿では、
過去 5 年間の大規模金融緩和の効果と副作用、将来のリスクの大きさを検証することを通
じて、このまま出口戦略を取らないと何が起こり得るのかについて、考えてみたい。
２．金融政策の効果の検証
まず、過去 5 年間の金融政策の効果をどう考えるべきだろうか。これまでの黒田総裁の
講演、記者会見、展望リポートの記述などから判断して日銀が考えている効果は、以下のよ
うなものだ。
第 1 は、わが国の景気・物価情勢が大幅に改善している点を指摘している。2012 年 12 月
を底に始まった景気回復期間は、本年 4 月時点で 64 ヵ月と戦後で 2 番目に長い回復を続
けている。さらに、需要と供給の差を示す需給ギャップが 2017 年にはプラス 0.4％と 9 年振り
のプラスに転じ、景気は「回復局面」から「拡大局面」に転じている。また、物価面においては、
物価の基調を示すとされるコアコア消費者物価(除く生鮮食品およびエネルギー)の前年比
が昨年 4 月以降マイナスでなくなり、本年 3 月には 0.5％のプラスに転じたことも、「デフレで
はなくなっている」と評価している。
確かに、これらの点は事実だが、こうした景気・物価の改善がすべて金融政策の効果か
どうかは疑問無しとしない。この 5 年間でアベノミクスの第 2 の矢とされる補正予算による財
政支出の拡大総額は 30 兆円(名目 GDP 対比で 5.6％)を超えており、財政政策の効果が大
きい。また、この間の景気回復の主たる要因は、米国、世界経済の回復に伴う輸出の増加
であり、個人消費や設備投資など内需の回復力は相対的に弱いことに留意する必要がある。
第 2 に、企業収益が 5 年連続で過去最高益を更新し続け、労働需給面でも失業率や有
効求人倍率が数 10 年振りの改善を示していることが指摘される。確かに、金利の低下は、
ネット利払い費の減少を通じて企業収益の拡大に寄与したことは事実だ。しかし、この間の
企業収益の変動要因を分析してみると、(1)輸出の回復に伴う売上高の増加、(2)原油価格の
下落に伴う変動費比率の低下がより大きく寄与しており、どちらかと言えば、外部要因の改
善によるところが大きい。深刻な人手不足という労働需給の大幅な改善も、労働力人口の
大幅な減少によるところが大きく、金融政策が大きく寄与したとは、言いにくい。しかも、労働
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需給がひっ迫しているにもかかわらず、賃金上昇圧力が依然弱く(詳しくは、湯元健治の視
点「深刻な人手不足なのに賃金が上がらない 5 つの理由」(2017.8.8)参照)、物価上昇のモメ
ンタムも強くない。
第 3 は、日銀自身が明確に表明している訳ではないものの、為替相場の円安や株価上
昇を通じた効果だ。株式市場では円安＝株高、円高＝株安という反応が一般的であり、実
際、126 円程度まで円安が進んだ 2013～2015 年にかけては、為替差益による企業収益の
上振れを市場が歓迎したが、円安は株高だけでなく、輸入コストの上昇による物価上昇をも
たらし、実質賃金の低下を通じて、個人消費の抑制要因にもなった。つまり、コスト・プッシュ
型の物価上昇は、景気にとってむしろマイナスに作用することが実証されたわけだ。株価に
ついては、日銀の ETF(上場投資信託)の大量購入が株価の下支え効果を持ったことは間違
いないだろう。ただし、株価上昇の主因は、世界経済の回復や企業業績の改善、米国株価
の上昇などによるものであり、実際、米国株価が崩れると日銀がいくら買い支えようが、日本
株も下落してしまう結果となっている。
第 4 は、中期的な期待インフレ率がプラスに転じ、一時の弱含みから横ばいに転じている
と評価している点だ。確かに、市場における期待インフレ率を表すブレーク・イーブン・インフ
レ率(BEI)は直近で 0.6％、家計の予想インフレ率も 0.7％のプラスを維持しており、金融政策
が何がしかの影響を及ぼした可能性はある。ただし、日銀自身が指摘している通り、日本の
場合、予想物価の形成は「合理的期待」の要素が相対的に乏しく、現実の物価動向に左右
される「適合的期待」の要素が強い。実際、期待インフレ率は現実の物価動向に大きく左右
されている。当初、日銀は 2 年以内に 2％目標達成という具体的かつ意欲的な目標を掲げ
ることによって、期待インフレ率を一気に 2％まで引き上げることを狙っていたと思われる。し
かし、現実の物価や賃金上昇率は、需給ギャップの改善や労働需給の引き締まりの度合い
と比べて、弱めの動きにとどまっている。日銀はその理由を企業が依然として慎重な価格・
賃金設定行動を取っており、その背景には、「根強いデフレマインド」があるとしている。しか
し、明らかに言えることは、5 年間の壮大な実験にもかかわらず、金融政策で期待インフレ率
を大幅に引き上げることは困難で、物価上昇率もせいぜいゼロ％台半ばに上がったに過ぎ
ないという冷徹な事実だ。
日銀自身もそのことに気付いたからこそ、金融政策の枠組みを量から金利へとシフトした
わけだ。マイナス金利や長期金利をゼロ％に固定する長短金利操作は、イールドカーブ全
般の低下を通じて住宅ローン金利や貸出金利を引き下げるため、理論的には一定の金融
緩和効果が期待されるところだ。しかし、現実には、そうした効果は極めて限定的なものにと
どまっている。企業経営者にとって、銀行から負債性資金を借り入れてまで積極的な国内投
資を行うかどうかの判断は、金利水準や借り入れのアベーラビリティ(容易性)がメインではな
く、国内市場の成長性や収益性、つまり期待成長率や期待収益率に大きく依存する。日銀
が「根強いデフレ心理」と形容しているものの本質は、物価下落に対する懸念ではなく、人口
減少に伴う国内市場の収縮懸念なのである。金融政策ではこうした懸念に対応することは
出来ない。それは成長戦略の役割であることは自明だ。
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３．副作用や将来の潜在的リスクをどうみるか
以上を要するに、前例のない大規模金融緩和の効果は、当初期待されたほど大きなもの
ではないということだ。このことを端的に数字で表すと、大規模金融緩和が始まった 2013 年
4 月から足下 2018 年 4 月の 5 年余りで、マネタリーベース(日銀が銀行に供給したマネー)は、
3.3 倍に拡大したのに対して、経済全体を流れるマネーであるマネーストック(M3)の伸びは、
同期間で 15.3％増にとどまっており、信用創造の度合いを表す信用乗数(マネーストック/マ
ネタリーベース)が大幅に低下していることが分かる。こうした現象は日本特有のものではな
く、量的緩和を拡大した欧米でも共通してみられる。そもそも、非伝統的金融政策に多大な
期待を抱くことが誤りだといえよう。
他方、非伝統的金融政策には、副作用やリスクが常について回る。この点に関して日銀は、
「金融仲介機能に対する影響を十分考慮する必要がある」としており、その場合、「金融の行
き過ぎ」と「金融仲介機能の低下」の両面に目配りする必要があると指摘している。ただし、
「現時点で長短金利操作付き量的・質的金融緩和が何か大きな影響を及ぼしているというこ
とではない」と評価しており、副作用を深刻視する必要はないとの立場を採っている。
確かに、現時点ではバブル発生の兆しも、金融仲介機能の著しい低下も生じていないが、
筆者は現時点での問題ではなく、将来において発生し得るリスクや潜在的国民負担の大き
さをしっかりと認識・把握し、対応策を今の内から講じておくことが重要だと考える。
第 1 に、マイナス金利が金融機関の収益に及ぼす影響について、軽視すべきでない。日
銀は、副作用を最小化すべくマイナス金利適用を一部に限定する「3 層構造方式」を採用し
ている。マイナス金利適用部分は 10 兆～30 兆円(当座預金残高の 9％以下)に止め、欧州
(36～85％)よりも適用範囲を狭く設定することで、悪影響の最小化を図っているわけである。
しかし、そのこと自体は、マイナス金利の効果を小さくしている面があることに留意が必要だ。
銀行収益への影響は、(1)当座預金へのマイナス金利付与と、(2)預貸金利鞘の縮小の 2
つのルートから考える必要がある。(1)は年間▲900 億～▲1,100 億円の打撃と試算されるが、
金融システムを揺るがすほどの規模ではないだろう。しかし、(2)の影響は深刻で、例えば利
鞘が▲0.2％縮小するだけで、金利低下効果がフルに浸透した場合、銀行全体の収益影響
は最大で▲9,500 億円に達すると試算される。一挙にこれだけの影響が出るわけではないが、
マイナス金利の長期化は、地銀などを中心に銀行の体力をじわじわと蝕み、いずれ金融仲
介機能に悪影響を及ぼす懸念がある。結論的には、マイナス金利は出来るだけ早期に解除
し、ゼロないし小幅のプラスに戻すべきだと考える。
第 2 に、リスク資産である ETF(上場投資信託)や J-REIT(不動産投資信託)の購入は、欧
米中銀では行っておらず、中央銀行としては極めて異例の措置であることだ。日銀は、「リス
ク資産の購入は、リスクプレミアムの低下を通じて資産価格を下支えし、(1)インフレ期待を引
き上げる他、(2)資産効果を通じて個人消費を拡大させる効果がある」と説明するが、年間 6
兆円もの購入は、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)と並んで、事実上の PKO(価格
維持操作)であり、市場の自由な価格形成を歪めるとの批判は免れ難い。J-REIT の購入も
日銀が銘柄数の大半を購入しており、価格形成に歪みを与えている。
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加えて、日銀の ETF 保有残高は、時価ベースで 20 兆円を超えており、上場企業の 4 社
に 1 社で日銀が安定大株主になっている。日銀が筆頭株主となる銘柄数は今年度末で 50
銘柄を超えるとみられ、健全なコーポレート・ガバナンスにも歪みを与える恐れがある。
さらに、リスク資産の購入は、償還がある国債とは異なり、購入資産がとんどん積み上がっ
ていく。これは、日銀内部に将来の株価下落時の損失リスクが蓄積されることを意味するだ
けでなく、出口戦略の実行をも困難にしかねない。筆者の結論は、リスク資産の購入規模に
一定のレンジを設け、徐々に縮小していく方向に舵を切るべきだと考える。
第 3 に、日銀による大量の国債購入と長期金利のゼロ％への固定は、政府の財政規律
を著しく弛緩させる。政府にとって、現在の状況はほぼ金利ゼロでいくらでも資金調達が出
来る状況であるからだ。実際、すでに指摘した通り、安倍政権は過去 5 年間で 30 兆円もの
財政支出(国費ベース)を拡大させている他、2020 年度の財政健全化目標の達成を断念し、
目標時期を 5 年程度先送りする可能性が高い。こうした状況は、日銀の国債大量購入が事
実上のマネータイゼーション(財政ファイナンス)となっているがゆえに、生じたともいえる。政
府の財政健全化は、5 年前に結ばれた政府と日銀とのアコードの中にも明示されているが、
事実上無視されていると言わざるを得ない。また、このアコードの存在自体が日銀の金融政
策の手足を縛り、出口への転換を困難なものにしている。政府の財政健全化への取り組み
を強化し、日銀の政策運営の自由度を増すよう、アコードの見直しが必要だ。
第 4 に、すでに全体の 4 割を超える日銀の国債保有がこのまま拡大を続けていくと、将来
的には大きな国民負担となって跳ね返るリスクが徐々に蓄積されていき、金融仲介機能へ
の悪影響や財政赤字の膨張を通じて実体経済へ悪影響が及ぶリスクが増大することだ。
４．潜在的国民負担は極めて大きく、様々な形で現れる
潜在的国民負担は、現時点でさほど大きくないが、日銀が大規模緩和の出口に向かう将
来時点では、想像を絶する大きさになり得る。具体的には、以下の通りである(詳しくは、湯元
健治の視点「日銀は出口戦略に向けた議論を早急に開始せよ」(2017.7.11)を参照)
(1)現時点で日銀が保有している国債の償還差損の年々の累計額はすでに 10 兆円を超え
ていると試算される。
(2)出口時点で発生する長期金利の上昇に伴う国債評価損は、1％の金利上昇で 23.8 兆円
にも上る。
(3)将来の短期金利引き上げ時点で、日銀は逆ザヤに陥ることは必定であり、財務上、大幅
な赤字を毎年計上せざるを得なくなる。その累計規模は将来の利上げ幅に依存するが、1％
程度と想定しても、数 10 兆円規模に上る可能性がある。その場合、日銀は債務超過に陥り、
政府からの公的資本注入が不可避となる。
(1)については、日銀は「毎年発生する損失は、受取利息の範囲内で償却できるので、日
銀の財務に大きな影響を与えるものではない」と説明しているが、その損失は、本来、日銀
が政府に対して納付し、一般会計予算に計上される日銀納付金の減少を意味するわけで、
その分、将来の増税幅が大きくなったり、財政赤字が拡大するという意味で、潜在的な国民
負担となる。(2)については、国債を満期まで保有する日銀の財務には影響しないが、国債を
時価評価しなければならない民間金融機関にとっては、金融システムを揺るがすほどのイン
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パクトがあり、金融仲介機能の低下を招来するリスクがある。さらに、(3)については、ほぼ確
実に日銀が債務超過に陥る可能性が高く、財政資金で公的資本注入するならば、(1)と同様、
将来の増税か、財政赤字の拡大という形で、国民は代償を払わせられる。また、日銀が通
貨発行益でカバーしようと通貨を増発すれば、ハイパーインフレーションという形で、国民に
大きな痛みが生じる。
こうした悪影響を緩和するためには、出口戦略の実行を遅らせるか、あるいは、極めて時
間をかけて行うことしか手段がないが、その場合、現在のような超低金利が将来的に長期
化することは必至であり、その場合には、金融抑圧という形で預金者から国や企業などの債
務者に対して巨額の所得移転が続くことになる。これも、形を変えた国民負担だといえよう。
５．おわりに
日銀にとっての出口の議論は、将来の長短金利が上昇した際に、経済や金融システムに
どのような悪影響が及び得るかという問題に矮小化されているようにみえる。しかし、本来、
政府・日銀が共に考え、議論すべきは潜在的国民負担をどのように最小化するかということ
だ。そうした議論が存在しないこと自体が、将来のリスクを増大させかねないことを銘記すべ
きだろう。
(2018.5.8)
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