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　2015年の12月には、米国で連邦準備制度理

事会（FRB）が利上げに踏み切った一方、欧

州では欧州中央銀行（ECB）が「量的緩和」

の強化を打ち出し、日本銀行（日銀）は「補

完」措置を決定しつつも「量的・質的金融緩

和」の大枠を維持したというように、各中央

銀行の政策運営の違いが明確となった。それ

自体珍しいことではないが、政策サイクルの

中でどの中央銀行が先行しているか実は明確

でない―ECBや日銀が金融緩和を終える前

にFRBが金融緩和に加わるかもしれない―

という異例な側面もある。そこで本稿は、各

中央銀行による2016年の政策を展望しつつ、

共通の課題や対応を検討する。

■１．米国

　FRBにとって2016年の課題が利上げの進

め方にあることは言うまでもない。具体的に

は、四半期の経済見通し（SEP）に示された

中立的な政策金利―昨年12月時点で3.5％が

大勢意見だった―に向けて、どのような要素

に基づき、どのようなペースで利上げを進め

るかである。FRBの視点に立った場合、考

慮すべき要素は実体経済、金融システム、将

来の金融政策の三つに分けることができる。

　第一の要素である実体経済に関しては、

FOMCが当面の実質GDP成長率を２％台前

半と見ている通り、景気拡大がmodestでは

あるが勢いを欠くことが展望される。背景に

は、外需の停滞―商品価格の下落と新興国の

景気低迷の悪循環が主因―のように循環的な

性格を持つ要因もある。一方で、失業率が「完

全雇用」水準まで低下しても加速しない賃金

〈目　次〉

１．米国

２．ユーロ圏

３．日本

４．中期の課題

日米欧中央銀行の金融政策
（2016年の課題）

野村総合研究所 金融ITイノベーション研究部長

井上　哲也

■レポート─■



5
月
刊資本市場　2016．２（No. 366）

上昇や、世帯数の増加率低下と軌を一にする

新規住宅着工の停滞等に象徴されるように、

金融危機に起因する構造的要因も無視し得な

い。

　第二の要素である金融システムに関して

は、今回の金融危機の原因を巡る議論の中で、

長期に亘る低金利政策が資産価格インフレに

果たす役割にコンセンサスができただけでな

く、金融危機後にも米国でshadow-banking

が拡大しただけに、利上げを考える際の要素

として一定の存在感を持つ。実際、FRBの

Fischer副議長のように影響力ある専門家が、

金融政策による金融システム安定への貢献に

ついて議論を提起している。しかし、Yellen

議長は、金融システムの安定に関してはマク

ロプルーデンス政策に「first-line of defense」

の役割を与え、政策金利の役割を二次的と位

置づけている。しかも米国では、昨年後半以

降に株式やクレジットの市場が調整局面にな

ったことで、潜在的ストレスが自律調整され

た面もある。

　第三の要素である将来の金融政策とは、次

の景気後退局面で十分な金融緩和を行いうる

政策金利の水準（「のりしろ」）を確保ことで

ある。名目ゼロ金利の下で政策手段に制約が

ある以上、この点もFRBにとっては意味が

ある。しかし、FRBがこの要素を優先する

余り利上げのペースを加速し、結果として実

体経済や金融システムにストレスをかけるこ

とが国民や政治に容認されるはずもなく、そ

の意味で従属的あるいは補助的な要素でもあ

る。しかも、最近のFOMC議事要旨には、

次の景気後退局面で「非伝統的金融政策」へ

回帰することを考慮した議論も散見される。

　こうして各要素を再検討しても、結局は

FRBによる利上げペースが緩やかなものに

なるというコンセンサスに落ち着く。FOMC

がdot chartで示唆するメッセージと整合的

であり、実体経済の面で「behind-the-curve」

のリスクに追われることなく「余裕を持って」

（図表１）米国の銀行与信とシャドーバンキングの残高（10億ドル）
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利上げを実行できる意味で、FRBにとって

悪い話ではない。金融システムの面でも、利

上げペースの加速による資産価格のvolatility

上昇のリスクを抑制しうる。一方で、かつて

の「measured pace」による利上げのように

長期金利を必要以上に抑制し、資産価格イン

フレに道を拓く可能性は残るが、こうしたリ

スクにマクロプルーデンス政策を第一義的に

割り当てる以上、金融政策はそこまで配慮す

る必要性はないという整理も可能になる。

　ただ、FRBにとっての心地よさは、コミ

ュニケーションの難しさと表裏一体である。

なぜなら、利上げを進める必要について市場

を含む経済主体と理解を共有することも難し

くなるからである。FRBの「dual mandate」

に照らしても、モメンタムを伴う景気拡大に

よってslacknessが顕著に消滅する場合に比

べ、徐々にunder-utilizationが低下する場合

は、昨年秋のように利上げ自体の必要性に対

する疑問の声すら招きうる。

　こうしたコミュニケーションには、金融危

機後の経済や金融システムの構造変化に対す

る理解が関係するだけに、「非伝統的金融政

策」における「口先介入」のあり方とは質的

に異なる課題が存在する。Yellen議長を含む

FOMCは、賃金上昇の「なぞ」を含めて、

構造変化と循環変動の識別に確信が持てない

ケースに直面しており、利上げを進めた場合

に実体経済や金融システムが示す反応を解釈

する中でも、再びこうした状況に立ち至る可

能性がある。だからこそYellen議長は、昨年

12月の初回利上げの後も、今後の利上げペー

スに関する柔軟性を確保することに注力して

いる訳である。

　要するに、今回の利上げは事後的には緩や

かなペースとなる可能性は高いが、途上で立

ち止まることを含め、ペースが一様ではない

可能性を念頭においておく必要があろう。ま

た、利上げがいったん停止しても、市場を含

む民間経済主体が利上げ戦略自体の失敗と受

け止めたり、実体経済や金融システムに過度

に悲観的な見方に陥ったりしないよう、FRB

は予めコミュニケーションを通じた「地なら

し」をしておくことが望まれる。

■２．ユーロ圏

　移民問題への対応を巡る主要国の政情不安

に焦点が当たるユーロ圏も、2016年の経済活

動は概ね堅調に推移すると見られている。

ECBは、輸入物価の下落による実質購買力

の増加や、雇用の緩やかな回復、財政緊縮策

のペースダウン等に支えられた個人消費を主

因に、実質GDP成長率が潜在成長率をやや

上回る状況（年率１％台後半）が続くと見て

おり、この点には国際機関なども同意見であ

る。

　一方、ユーロ圏経済が外的なショックに脆

弱である点にも変わりがない。新興国全体の

景気低迷の下で展望が拓けないことに止まら

ず、中南米やロシア・東欧、中東・アフリカ

などユーロ圏との経済関係が比較的緊密な地
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域が相対的に深刻な影響を受けているだけ

に、外需には大きなリスクが存在する。企業

経営者が輸出に自信が持てないため、製造業

を中心とする設備投資がモメンタムを欠く点

は日米とも共通の事象である。

　日米とは対照的な問題として、マクロの負

債が依然として高水準であることにも注目す

べきである。この点に関しては、４大主要国

（ドイツ、フランス、イタリア、スペイン）

の間でも事業法人や家計、政府といった部門

別に相違点もあるが、総じて見れば、名目

GDP対比での残高には金融危機後も目立っ

た調整が見られず、長い目で見た増加トレン

ド上にあるように見える。「貸し渋り」によ

る景気への打撃を抑制すべく、ECBや各国

当局が講じた銀行貸出支援策による副作用と

いう面も無視し得ないが、基本的には、低成

長が続く下で企業収益や賃金所得、税収とい

（図表２）イタリアとスペインの主要部門別債務残高〈GDP比％〉
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ったフローの手段だけでは積み上がった負債

の圧縮が難しかったことを示唆する。

　ユーロ圏では、負債の調整をサポートする

観点から、経済政策には景気刺激方向にバイ

アスがかかる。金融政策の面では、強力な緩

和によって潜在成長率を超える景気拡大を維

持し、需給ギャップ―欧州委員会の推計では

ユーロ圏全体で２％近く残る―の縮小や為替

レートの減価によってインフレ率を上昇さ

せ、負債の実質負担を軽減しつつ、残高圧縮

に向けた「財源」の増加を促すことである。

ユーロ圏の実質GDP成長率見通しが悪くな

いのにECBが「追加緩和」に踏み切った背

景にはこうした事情が存在する。

　もっとも、ECBによる金融緩和バイアス

は、量的緩和の一般的な副作用―低金利の長

期間の継続が資産インフレのリスクを高める

など―に止まらず、資金供給に伴って買入れ

る資産の量的制約というユーロ圏固有の課題

を提起する。この点に関しては、ECBが保

有する国債のシェアが全体では依然として小

さいことを根拠に楽観的な見方もある。しか

し、ユーロ圏にはドイツのように経済規模に

比べて国債市場の規模が小さい国もあり、健

全財政の象徴として誇るべき特徴も国債買入

れの量の面で制約となる。技術的にはECB

が国債買入れの国別のウエイトを出資比率に

基づく原則から調整すれば済むが、保有国債

のリスク分担の変化も伴うだけに短期間にコ

ンセンサスが形成されるとは思えない。しか

も、ドイツのように財政健全化を進める国で

は、国債の新規供給面からも制約が強化され

る。

　Draghi総裁は、ECBによる「量的緩和」

の持つ技術的制約を否定するコメントを繰り

返しているが、その特徴的な枠組み自体が制

約の存在を示唆している。つまり、ECBの「量

的緩和」では、各国国債に加えエージェンシ

ー債（国際機関ないし域内国の政府機関が発

行する債券）も当初から買入れ対象となって

いた。ECBは適格発行体を昨年中に順次増

加させており、これらの債券の総額（適格化

時点で残存２年〜30年の償還年限を有した債

券の総残高）はドイツ国債に匹敵する。しか

も、昨年７月の拡大ではポルトガルやスロベ

ニアといった周辺国の政府機関が含められた

が、中には債券発行残高が数十億ユーロとい

った円滑な買入れが難しい小規模の発行体も

含まれる。

　ECBの「量的緩和」が実際に量的制約に

直面した―国債買入れが「札割れ」に見舞わ

れた―としても、所期の政策効果を発揮しう

ると反論できるかもしれない。なぜなら、国

債買入れに対する市場金利の弾力性が上昇し

ている下で、長期金利の低下を促すことがな

お可能だからである。しかし、為替レートを

通じる金融緩和効果の波及が無視し得ない以

上、アナウンスメント効果を含めて「量」の

要素をdownplayしうるかどうか不透明であ

る。この点は、ユーロ圏の事業法人や家計の

負債が大きいことが政策金利の引下げによる

支出刺激の効果を鈍化させている可能性を考
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えると、尚更に悩ましい問題である。

　こうした制約の下にあるECBにとって、日

銀の「量的・質的金融緩和」のように国債買

入れの継続期間を繰返し延長することは難し

い。ECBには、短期決戦で景気とインフレ

をより高い水準に持ち上げるべく、現在の枠

組みで金融緩和を強化するか、域内国政府に

よる財政の柔軟化や構造改革の進捗を待ちつ

つ、持続性の高い金融緩和へと枠組みを修正

するか、という二つの選択肢がある。2016年

に国債買入れがユーロ圏全体で量的制約に直

面する訳でないとしても、ECBが重要な選

択を行う時期は意外に早く到来しうる。

■３．日本

　インフレ目標の達成時期を再延期した日銀

にとって、2016年度は「量的・質的金融緩和」

の仕上げをすべき年である。しかし、日本経

済を取り巻く環境を展望すると、楽観的な見

方に立つことは難しい。

　日本経済にも内需では良い材料がある。円

安の停止と国際商品市況の低下によって輸入

物価が軟調であることは、家計の実質購買力

と非製造業の交易条件を好転させている。賃

金の問題は残るが雇用環境は一段と好転し、

マクロ的に見て家計や企業にバランスシート

の問題も存在しない。もっとも、ユーロ圏と

同じく海外発のdownside riskを意識せざる

を得ない。中国経済がhard landingに陥らず、

市場の不安定性が抑制されても、経済構造改

革とともに「中成長」へ移行することは避け

られず、supply chainを通じてアジア諸国の

成長率を押し下げ、日本の外需に緩やかだが

下向きの圧力を加え続けるであろう。こうし

た環境では、外需との距離によって製造業と

非製造業で経営者のマインドに差異が生じ、

結果としてマクロの設備投資にはモメンタム

が生じにくくなる。

　低い潜在成長率の下では、マクロの需給ギ

ャップをゼロ近辺に維持しうるかもしれな

い。しかし、インフレに関わるこれ以外の要

素には明るい期待を持てない。国際商品市況

は、需給要因だけでなく地政学的要因から見

ても、当面、軟調なトレンドが反転するとは

期待しにくい。為替レートも実効レートで見

た場合、ファンダメンタルズが日本に比べ顕

著に良い相手国を探すのは難しく、従って円

安による物価上昇も期待しにくい。賃金上昇

に関しては、2016年度に向けて労使双方で期

待を高める材料もあったが、新興国の景気低

迷に加え年初来に国際金融市場が不安定化す

るなど、経営者のマインドを慎重化させる要

素が目立つだけに、昨年と同じく大企業中心

の動きに止まる惧れもある。

　日銀もECBと同じ二つの選択肢に直面す

る。つまり、「量的・質的金融緩和」を強化し、

様々な逆風の下でもインフレ目標の達成に近

づくことを目指すか、インフレ目標の達成を

長期戦と位置づけて、「量的・質的金融緩和」

をsustainableな枠組みに修正するかの二つで

ある。しかし日銀にとっては、実際問題とし
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て、前者の選択肢だけが残されている。なぜ

なら、インフレ目標の達成時期をさらに延期

すれば、市場を含む経済主体による信認が低

下し、日銀が金融緩和に対するコミットメン

トを強調し、実際に追加緩和に踏み切っても、

インフレ期待が反応しにくい状況に陥りかね

ないからである。また、2017年４月に消費税

率の再引き上げが予定されているため、駆け

込み需要とその反動の時期にはインフレやイ

ンフレ期待の判断が難しくなる点も考慮すべ

きであろう。

　こうして、2016年度の日銀には「量的・質

的金融緩和」の強化が課題となる。これは、

昨年12月に決定した「補完」措置と整合的で

あり、為替レートの展望も追加緩和に有利な

環境を現出する。つまり、これまで追加緩和

の制約となったのは、効果としての円安に対

する国内外からの懸念であった。もっとも、

この間に生じた国際金融市場の不安定化や

FRBの利上げに対する予想の変化などによ

り、円相場の水準が調整され、一方的な円安

期待が後退したことで、円安懸念も同時に説

得力が低下したからである。

　日銀の国債買入れにも技術的な制約を指摘

する向きが見られる。現在のペースや内容を

維持すれば、ユーロ圏に比べて相対的に規模

の大きい国債市場を有する日本でも、いずれ

は量的な制約に達する。ただ、「補完」措置

や国債管理政策の調整の可能性などを踏まえ

れば、2016年度中に量的に深刻な事態に陥る

かどうか必ずしも自明でない。また、日銀も、

実際に量的な制約に直面しても、金利を軸と

する政策に簡単に転換しうる訳ではない。な

ぜなら、「量的・質的金融緩和」も、効果の

波及において為替レートや株価のように「量」

を意識するメカニズムに拠るからである。日

銀が国債の市場流動性に対する影響を理解し

つつ「量的・質的金融緩和」を維持している

ことは、当面を展望して、国債買入れの効果

が副作用を上回ると判断していることの現れ

である。

　2016年度後半でのインフレ目標達成を目指

す以上、政策効果の発現までのタイムラグを

考えると、日銀が「追加緩和」の検討に使え

る時間は長くない。また、「補完」された「量

的・質的金融緩和」の枠組みを維持するので

あれば、政策判断の要素は買入れ規模やペー

スといった少ない変数に限定される。仮に本

誌の刊行以前に日銀が再び「追加緩和」を決

定したとしても、それは大きなサプライズで

はない。

■４．中期の課題

　中期の視点に立った場合、利上げに先行し

たFRBであっても、FOMCによる景気見通

しや政策金利の見通し（dot chart）によれば、

今回の利上げサイクルの最高到達点は２％台

に止まり、次の景気後退局面で政策金利を使

い果たす可能性が示唆される。このように「量

的緩和」が危機後の異例的措置でなく常態化

する可能性は予て認識されていたが、保有国
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債の再投資の見直しに展望が拓けないことも

あって、蓋然性が高まった訳である。

　このことは、金融政策に対して二つの面で

変化を促す。第一に、保有国債のマネジメン

トを残高圧縮だけから、増減双方を意識した

ものへ変化させる。FRBは、景気回復局面

には再投資の停止や部分的な売却を通じて保

有国債を圧縮するが、その戦略は次の景気後

退局面で「量的緩和」を行う結果としての満

期構成を考慮に入れたものとなろう。さらに

進んで、FRBによる保有国債の満期構成が

市場のイールドカーブの形状に与える影響を

考え、それを政策的に活用する発想に繋がる

かもしれない。

　第二に、名目ゼロ金利制約の下での政策手

段について再検討を求める。景気回復局面で

の保有国債の圧縮が進まなければ、FRBの

バランスシートは景気循環を経る度に拡大を

続ける。どこかで技術的制約が事実上の歯止

めとなる可能性はあるが、FRBの資産の健

全性を措くとしても、国債買入れに伴って供

給される巨額のベースマネーがどのような副

作用を生むかは予見しがたい。その意味でも、

名目ゼロ金利制約への対応が「量的緩和」の

みというのでなく、補助的であれ他の政策手

段を準備しておくことに意味がある。代表的

な候補がマイナス金利であり、ユーロ圏の経

験を踏まえた検討が進むことになろう。

　こうした課題は当面はFRBに固有のもの

である。しかし、日銀もECBも、今やバラ

ンスシートの規模が大きいだけでなく、保有

資産の年限構成が長期化する特徴をFRBと

共有しているだけに、いずれは直面する課題

でもある。三つの主要な中央銀行が経験と知

見を共有しあって、この未経験の課題に立ち

向かうことが期待される。

1

（図表３）FRBの資産構成（残高：百万ドル）
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