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１．日本経済「横ばい圏内の動き」

住宅投資が高い伸びを続け、設備投資も持ち直しているが、個人消費は

耐久財の買い控えや価格上昇を嫌気した慎重な姿勢を反映して横ばい圏

内の動きに止まっている。株価はイギリスのＥＵ離脱投票結果を嫌気して

落ち込んだあと戻している。為替市場では円高が進行。国債利回りはマイ

ナス幅を拡大したが、８月に入り少し戻している。

２．米国経済「拡大を続けている」

個人消費は原油価格の大幅低下の影響もあり底堅い動きを続けている

ほか、設備投資もこのところ持ち直してきている。この結果、米経済は均

してみれば年率約２％のペースで拡大を続けている。雇用は引き締まりの

方向にあり、失業率は４％台。株価は、雇用者数が大幅増加を続けている

一方、金利引き上げは当面ないとの見方から８月 15 日に最高値を更新。

３．日本の金融政策の問題点

日本銀行は 2013 年の異次元金融緩和の実施以降、毎月多額の国債を市

場から購入してきた。日本経済が活力を失いデフレの状態から抜け出すこ

とができない「原因」は別にあるにも拘わらず、金融緩和が強化されてき

た。本稿では、日本経済が活力を失ってしまった本当の原因はどこにあり、

これまでの政策にはどのような問題があるのかを整理した。
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１．日本経済「横ばい圏内の動き」

景気動向指数をみると、６月の一致指数は出荷指数や生産指数の上昇等を主因

に２か月振りに前の月を上回ったが、やや長い目で見ると下降気味である。先行

指数は前の月と同じ水準であった。株価や商品指数がマイナスになった一方、消

費者態度指数や在庫率指数がプラスの方向に働いた。
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個人消費全体の方向と度合いをあらわす６月の消費総合指数は前の月を＋

0.4％上回り、前年比では＋0.9％の上昇となった。

個人消費を個別にみると、６月の小売業販売額は自動車、燃料は前の月を上回

ったが、衣類、機械器具等が減少したため前の月を僅かながら下回り、前年比で

は４か月続けてのマイナスとなった。「除く燃料」も２か月続けて前の月を下回っ

た。７月の乗用車新車販売台数は、軽自動車は増加したが普通自動車が落ち込ん

だことから前月並みの水準となった。５月の旅行代理店取扱額は前月比▲5.0％、

前年比▲7.6％となった。外国人旅行はまずまずであったが、ゴールデンウイーク

が長期休暇を取りにくい日並びであったことや、熊本地震の影響で国内旅行が落

ち込んだことが主因といわれている。

住宅投資が高い伸びを続け、設備投資も持ち直しているが、個人消費は耐久財

の買い控えや価格上昇を嫌気した慎重な姿勢を反映して横ばい圏内の動きに止

まっている。労働市場では非製造業の非正規雇用者の採用が増え、有効求人倍率

は底堅く推移している。

金融面では、株価はイギリスのＥＵ離脱投票結果を嫌気して落ち込んだあと戻

している。為替市場では８か月続けて円高が進行。国債利回りはマイナス幅を拡

大したが、８月に入り少し戻している。
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住宅着工戸数は日本銀行によるマイナス金利導入を受けて５か月連続して前の

月を上回ったあと、６月は前の月を▲1.3％下回った。四半期ベースで見ると、１

～３月期が前期比＋9.1％、４～６月期が＋6.2％と２四半期続けて増加した。

設備投資関連では、設備投資の一致指標である６月の資本財出荷は４か月続け

て前の月を上回ったが、前年比ではなお▲1.7％のマイナスであった。建築着工（非

居住用）は２か月続けて増加し、前年比では＋4.3％のプラスとなった。機械投資

の先行指標である６月の機械受注は２か月振りに前の月を上回ったが、前年比で

は▲0.9％減少した。

公共投資関連では、５月の公共工事出来高は２か月続けて前の月を上回ったが、

前年比では▲6.3％のマイナスになった。先行指標である６月の公共工事請負額は

２か月続けて減少し、前年比では▲1.8％のマイナスになった。

６月の輸出(実質ベース)は米国・ＥＵ向けを中心に増加し、前年比では＋6.4％

のプラスになった。輸入(同)は、月々の振れはあるが、均してみれば横ばい圏内

の状態が続いている。
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供給面を鉱工業指数によってみると、６月の生産指数は２か月振りに前の月を

上回ったが、前年比ではマイナスになった。出荷指数も２か月振りに上昇した。

７月、８月の生産指数の予測値はそれぞ

れ前月比＋2.4％、＋2.3％の上昇が見込

まれている。

６月の第３次産業活動指数は２か月振

りに前の月を上回り、前年比では＋0.4％

のプラスになった。鉱工業生産指数と第

３次産業活動指数を加重平均した６月の

月次実質ＧＤＰは前の月を＋1.3％上回

り、前年比では＋0.4％増加した※。

雇用面(６月)では、有効求人倍率は４

か月続けて前の月を上回った。常用雇用

指数も２年５か月にわたり上昇が続いて

おり、前年比では＋2.0％の上昇。完全失

業率は 3.1％と再び低下した。名目賃金

指数は３か月続けて前の月を下回ったが、前年比では＋1.3％上昇した。物価変動

を除いた実質賃金指数も前年比＋1.7％と５か月続けて前年水準を上回った。

７月の為替レート(円/ドル)は 104.0 円/ドルと８か月続けて円高方向への動き

となった（前月比では 1.4％、前年比では 15.6％の円高）。８月に入っても円高の

流れが続いている。

16/1-3 16/4-6 16/5 月 16/6 月 16/7 月

消費総合指数（実質、前期・月比％） 0.7 0.3 0.0 0.4 前年比 0.9

小 売 業 販 売 額 （ 前 期 ・ 月 比 ％ ) ▲1.8 1.1 ▲0.5 ▲0.1 〃 ▲1.4

乗用車新車販売台数（前期・月比％) ▲3.9 5.3 ▲0.9 ▲1.5 ▲0.1

旅行代理店取扱額（前期・月比％） ▲0.0 － ▲5.0 － 前年比▲7.6

住宅着 工戸 数（ 前期 ・月 比％ ） 9.1 6.2 2.3 ▲1.3 〃 ▲2.5

資 本 財 出 荷 ( 国 内 向 け ） ▲3.5 4.2 0.6 0.9 〃 ▲1.7

機 械 受 注 （ 前 期 ・ 月 比 ％ ) 6.7 ▲9.2 ▲1.4 8.3 〃 ▲0.9

公共工事出来高（前期・月比％） ▲1.1 － 0.3 － 〃 ▲6.3

輸 出 （ 実 質 、 前 期 ・ 月 比 ％ ) ▲0.1 1.1 0.0 4.3 〃 6.4

　　　　　　　月次実質GDP（季節調整後、水準）
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物価面では、７月の円建て輸出物価は円高を主因に低下したが、円建て輸入物

価は原油価格等の上昇の影響を受けて８か月振りに上昇。この結果、輸出物価を

輸入物価で割った交易条件は３か月続けて低下（悪化）し、前年比では＋9.8％の

上昇に止まった。

７月の国内企業物価は前の月と同水準で、前年比では▲3.9％のマイナスになっ

た。前年比マイナスは１年４か月間続いている。

６月のコア消費者物価（除く生鮮食品）は電気代やガソリン代の低下を主因に

前年を▲0.4％下回った。コア消費者物価から更にエネルギーを除いたコアコア消

費者物価は前の年を＋0.5％上回った。７月の東京都区部速報も、コア消費者物価

は前年比▲0.5％、コアコア消費者物価は前年比＋0.3％と全国とおおむね同じよ

うな動きになった。

株価はイギリスのＥＵ離脱決定（６月 23 日）を機に下落した後少し戻している。
※ 月次実質ＧＤＰは、四半期でしか発表されない実質ＧＤＰを月次で捉えることができるものと

して、当研究所が統計的手法（回帰式）で作成。回帰式は、実質ＧＤＰ＝第 3 次産業活動指数×
5.833＋鉱工業生産指数×0.987－固定値 169.8 決定係数：0.977。

16/1-3 16/4-6 16/5 月 16/6 月 16/7 月

鉱

工

業

生 産 （前期・月比％)   ▲1.0 0.0 ▲2.6 2.3
予測 7 月 2.4

8 月 2.3

出 荷 （ 前 期 ・ 月 比 ％ ) ▲1.9 0.0 ▲2.4 1.7 －

在 庫 （ 前 期 末 ・ 月 比 ％ ) 0.1 1.2 0.4 0.0 －

第 3次産業活動指数（前期・月比％) 0.3 0.2 ▲1.2 0.8 前年比 0.4

月次実質ＧＤＰ（前期・月比％) 0.1 0.2 ▲1.8 1.3    〃 0.4

有 効 求 人 倍 率 （ 倍 ） 1.29 1.36 1.36 1.37 －

常 用 雇 用 （ 前 期 ・ 月 比 ） 0.5 0.4 0.1 0.1 前年比 2.0

完 全 失 業 率 （ ％ ） 3.3 3.2 3.2 3.1 －

名 目 賃 金 （ 前 期 ・ 月 比 ％ ） 0.5 ▲0.3 ▲0.1 ▲0.2 前年比 1.3

為 替 レ － ト （円/ドル） 115.4 108.2 109.2 105.5 104.0

輸 出 物 価 （ 前 期 ・ 月 比 ） ▲4.7 ▲3.3 ▲0.5 ▲2.2 ▲0.9

輸 入 物 価 （ 前 期 ・ 月 比 ） ▲10.9 ▲4.3 ▲0.2 ▲0.7 0.3

交 易 条 件 （ 前 期 ・ 月 比 ） 6.8 1.0 ▲0.3 ▲1.5 ▲1.2

国内企業物価（前期・月比） ▲1.4 ▲0.5 0.1 ▲0.1 0.0

コア消費者物価（除く生鮮食品、前年比％） ▲0.1 ▲0.1 ▲0.4 ▲0.4 （東京▲0.5）

コアコア消費者物価（前年比％） 0.7 0.6 0.7 0.5 （東京 0.3）
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２．米国経済「拡大を続けている」

企業のセンチメントをあらわす７月の製造業のＩＳＭ景気指数は３か月振りに

前の月を下回ったが、すう勢としてみると回復傾向にある。統計を作成している

ＩＳＭによると、７月の 52.6％という水準は年率では＋3.0％の実質ＧＤＰ成長

率に相当するという。非製造業の 7 月のＩＳＭ景気指数も２か月振りに低下。７

月の 55.5％という水準は年率では＋2.6％の実質ＧＤＰ成長率に相当するという。

　ＩＳＭ景気指数と景気先行指数 　　　月　次　実　質　G　D　P
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６月の景気先行指数は前月上昇のあと再び低下した（前年比では＋0.1％と僅か

ながらプラス）。

７月の消費者信頼感指数は大幅に上昇した前月並みの高めの水準を維持した。

７月の小売販売額は前の月と同じ水準であったが、前年比では＋2.3％増加。この

うち「ガソリンスタンドを除く」ベースでは前月比▲0.1％減少したが、前年比で

は＋3.8％の増加となった。

６月の民間住宅着工戸数は２か月続けて前の月を上回り、前年比では＋5.6％増

加した。四半期ベースでも４～６月期は前期比＋0.7％と２四半期続けて増加した。

住宅価格(５月)は４年４か月連続で上昇し、前年比では＋5.6％の上昇となった。

個人消費は原油価格の大幅低下の影響もあり底堅い動きを続けているほか、

設備投資もこのところ持ち直してきている。この結果、米経済は均してみれば

年率約２％のペースで拡大を続けている。雇用は引き締まりの方向にあり、失

業率は４％台。株価は、雇用者数が大幅増加を続けている一方、金利引き上げ

は当面ないとの見方から８月 15 日に最高値を更新。



6

設備投資指数は、６月は３か月続けて上昇するなど、このところ持ち直してき

ている。設備投資の先行指標である６月の非国防資本財受注は前月を＋0.2％上回

ったが、前年比では▲4.2％のマイナスであった。

６月の実質輸出は２か月続けて前の月を下回り、前年比では▲1.9％となった。

６月の鉱工業生産指数は２か月振りに上昇した。６月のサービス指数も３か月

続けて上昇した。鉱工業生産指数とサービス指数を加重平均した６月の月次実質

ＧＤＰは前月比＋0.2％と 16 か月続けて増加し、前年比では＋2.2％となった※。

７月の非農業雇用者数は２か月続けて 20 万人を超える増加となった。失業率は

4.9％と非常に低い水準にある。

食料品・エネルギーを除く６月の消費者物価（コアコアＣＰＩ）は前年比＋2.2％

と８か月続けて２％台の上昇となった。

株価は、雇用者数が大幅増加を続けている一方、金利引き上げは当面ないとの

見方から８月 15 日に最高値を更新。
※   月次実質ＧＤＰは、サービス指数（個人消費）に 2.050、鉱工業生産指数に 23.981 をそれぞ

れ掛け、固定値 1,352.7 を減算したもの。決定係数は 0.997。前月比のウェイトは前月 1、当
月 2、翌月 1 の 3 か月加重移動平均。

16/1-3 16/4-6 16/5 月 16/6 月 16/7 月

ISM 景気指数（製造業、横這い＝50） 49.8 51.8 51.3 53.2 52.6

ISM 景気指数（非製造業、横這い＝50） 53.8 55.0 52.9 56.5 55.5

景気先行指数（前期・月比 ％） 0.1 0.2 0.6 ▲0.2 前年比 0.1

消費者信頼感指数（85 年＝100） 96.0 94.8 92.4 97.4 97.3

小 売 販 売 額 （ 前 期 ・ 月 比 ％ ） ▲0.1 1.4 0.2 0.8 ▲0.0

民間住宅着工戸数（前期・月比 ％） 1.5 0.4 ▲2.3 5.1 2.1

住宅価格（FHFA 指数・前期・月比 ％） 0.6 － 0.2 － 前年比 5.6

非国防資本財受注（前期・月比 ％） ▲5.2 ▲3.6 ▲1.0 0.2 〃 ▲4.2

実 質 輸 出 （ 前 期 ・ 月 比 ％ ） 0.9 ▲0.6 ▲0.9 ▲0.6 〃  ▲1.9

鉱工業生産指数（前期・月比 ％） ▲0.5 ▲0.3 ▲0.3 0.6 －

サービス指数（個人消費、前期・月比 ％） 0.5 0.7 0.2 0.3 前年比 2.4

月 次 実 質 Ｇ Ｄ Ｐ （ 前 期 ・ 月 比 ％ ) 0.4 0.5 0.3 0.2 〃   2.2

非農業雇用者数（前期・月比 千人） 659 449 11 292 255

失 業 率 （ ％ ） 4.9 4.9 4.7 4.9 4.9

消費者物価（コアコア、前年比 ％） 2.3 2.2 2.2 2.2 －

株価（NY ダウ、ドル、期・月平均） 16,635 17,764 17,692 17,755 17,918
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３．日本の金融政策の問題点

日本銀行は 2013 年４月の異次元金融緩和の実施以降、毎月多額の国債を市

場から購入してきた。日本経済が活力を失いデフレの状態から抜け出すこと

ができない原因は別にあるにも拘わらず、その原因について直視せず、欧米

流の金融緩和を実行すれば問題が解決すると考えてきたのは憂慮すべきこと

である。

異次元金融緩和には４つの誤解がある。第１は輸入物価を政策目標として

の物価（コアＣＰＩ）に加えていること、第２は物価の下落を経済低迷の「結

果」ではなく「原因」と誤解していること、第３はお金（マネー）を増やせ

ば景気は良くなると誤解していること、第４は物価を上昇させれば実質金利

が低下するので景気が良くなると考えていること、などである。

異次元金融緩和の最大の問題は、国債の利回りの大幅低下、マイナス化に

よって金融機関や日本銀行の収益が悪化する方向にあることである。将来日

本銀行が国債等の資産残高を圧縮する過程で海外物価の上昇等を原因に物価

が上昇する局面では国債価格が大幅に低下し、日本銀行の資産内容が悪化、

日本経済全体の信認が内外から問われる惧れがある。

（１）はじめに

日本銀行は７月 29 日、ＥＴＦ（上場投資信託）の買い増し（現行約 3.3 兆

円→約６兆円）を柱とする４回目の金融緩和策を発表した。事前の段階では、

マイナス 0.1％に設定されている日銀当座預金の金利を更に引き下げるので

はないか、年間 80 兆円に上る市場からの国債買い入れ額を増額するのではな

いかとも予想されていたので、それに比べれば穏やかな対応に止まった。

しかし、そもそもなぜ日本銀行が自己資本に匹敵する規模のＥＴＦを毎年

購入し続けなくてはならないのであろうか。株価は民間部門が将来を予測し、

自らの責任において投資活動を行う市場であって、政府や中央銀行が関与す

べきものであってはならない。しかも、５月 19 日付けの景気ウォッチング・

第３項「日米株価の変動要因とその評価」※１で明らかにしたように、日経平

均の１万６千円～７千円という水準は企業収益との対比で考えると「まずま

ずの水準」である。株価は高い方が景況感を改善する意味では望ましいが、

無理をして株価を引き上げた分はいずれ反落するしかない。資産内容が急速

に悪化しつつある日本銀行が価格変動の大きい資産を大量に買い込むのはい

かがかと思う。

とはいえ、日本経済にとってより重要かつ深刻な問題は、日本銀行が 2013
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年以降大量の国債を市場から毎月購入していることである。日本経済が活力

を失い、デフレの状態から抜け出すことができない原因が別にあるにも拘わ

らず、その原因について直視せず、欧米流の金融緩和を行えば問題が解決す

ると考えているのは憂慮すべき事態である。

本稿では、日本経済が活力を失ってしまった本当の原因はどこにあり、こ

れまでの政策にはどのような問題があるのかを改めて整理した。

（２）経済の現状と異次元緩和

まず、これまでの日本経済について簡単に振り返ってみたい。

わが国経済は 2013 年４月にはじまった大胆な金融緩和、積極財政、構造改

革という「三本の矢」を柱とするアベノミクスによってデフレからの脱却が

可能ではないかと多くの人たちが期待した。しかし、それから３年が過ぎた

が経済が活力を取り戻し、デフレから脱却する見通しは立たない。

実質ＧＤＰの前年比増加率は 2012 年と 13 年はそれぞれ＋1.7％、＋1.4％

増加したが、14 年は 0.0％、15 年は＋0.5％に止まった。物価も日本銀行が目

標としている２％には届かず、16 年６月の生鮮食料品を除くいわゆる「コア

ＣＰＩ」の前年比変動率は▲0.4％とマイナスである。

物価上昇率が期待したほど上昇せず、マイナスになってしまった原因とし

ては、原油価格が 2014 年後半以降大幅に下落したことや、15 年に入ってから

は円高が進んだことなどが指摘されている。

しかし、より根本的な問題は国内需要が盛り上がりを欠いていることにあ

る。国内需要が盛り上がりを欠いている真の「原因」は、輸出物価が十分に

上昇しないことと輸入物価が上昇したことにある。輸出入両面で日本の「収

益力」が弱まってしまったわけである。それは日本全体を一つの企業体に譬

えれば、海外に販売する商品の価格が思うように上がらない一方、支払わな

くてはならないコストが上昇してしまった結果、採算が悪化してしまった状

態である。そこで企業は国内における売上げを伸ばそうとして少しでも安い

ものを販売しようとして賃金を引き下げた。しかし、賃金の低下は家計の所

得が伸びないことを意味するので個人消費は盛り上がらず、結果として売上

は更に低迷してしまった。それがデフレの背景にある「原因」である。

しかし、そのようなデフレの「原因」を正面から捉えようとせず、目先の

金融緩和や財政出動、あるいは人々の意識を変えれば（デフレマインドから

インフレマインドへ変えれば）問題は解決するとの立場からの試みがなされ

てきた。とりわけ問題であるのは大胆に金融を緩和すれば経済は元気を取り
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戻すという、誤った「期待」に基づいて「異次元緩和」の度合いを強めてき

た日本銀行による金融緩和である。

2013 年４月、日本銀行はアベノミクスの「第一の矢」としての位置付けで

大胆な金融緩和（「異次元金融緩和」）を打ち出した。目玉は、日本銀行が１

年間に 60 兆円から 70 兆円の国債を金融市場から購入することによって金融

市場に大量の資金を供給するというものであった。その結果、確かに金融市

場には潤沢に資金が流れ市場金利が低下した。海外の投資家も、日本銀行が

本気で金融を緩和すると宣言している以上は経済が元気を取り戻すかもしれ

ないと期待し、日本株を積極的に購入、株価は大幅に上昇した。金利の低下

は日米金利差の縮小をもたらし、円安・ドル高が進み、輸出企業の手取り収

入が増えて企業収益が改善した。

しかし、2014 年４月の消費税率の引き上げを機に生産水準は落ち込み、そ

の後の回復は捗々しくなかった。このため日本銀行は 2014 年 11 月に追加の

緩和策を打ち出した。それは、日本銀行が１年間に市場から購入する国債の

金額を 60～70 兆円から 80 兆円に増額するというものであった。発表が市場

の意表を突いたものであったため驚きをもって受け止められ、ドル高・円安

と株価の上昇が進んだ。

もっとも、金融緩和の効果は 2015 年に入ると弱まり、中国株価の大幅下落

を機に世界中で株価が下落した。これにアベノミクスに対する失望感も加わ

り、行き過ぎたドル高・円安が修正された。こうした状況を眺め、日本銀行

は本年１月 29 日、３回目の金融緩和を行った。目玉は金融機関が日本銀行に

預けている当座預金の一部にマイナス金利を適用するとともに、「必要があれ

ば今後も当座預金の金利を引き下げる」と表明したことであった。

マイナス金利は日本では例がなく、お金を貸した人が借りた人に対して金

利を支払うというものであったため、人々

は「そのような極端な政策を実施しなくて

はならないほど日本経済は深刻なのか」と

驚いた。

マイナス金利に対する評判は良くない。

図１にあるように、日本経済新聞社がＷｅ

ｂ刊で公表しているアンケート結果※２に

もそれはあらわれている。アンケートの問

いは、「日銀が２月から始めた『マイナス

金利政策』は、あなたの暮らしにとってよ

　図１　日経ＷＥＢのアンケート調査結果

　　「日銀が２月から始めた『マイナス金利政策』は、

　　あなたの暮らしにとってよい政策だと思いますか。

　　それとも悪い政策だと思いますか」への回答

57.1%26.0%

15.2%

1.7%

悪い

その他

よい

どちらでもない
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い政策だと思いますか。それとも悪い政策だと思いますか」というものであ

った。

「悪い」と答えた人の割合は 57.1％、「どちらでもない」は 26.0％、「よい」

は 15.2％である。

なぜ日本銀行がマイナス金利を導入したかというと、日本銀行が金融市場

から国債を購入した際に金融機関に支払われた大量の資金が日本銀行の当座

預金に留まったまま、貸出の増加につながっていなかったからである。いわ

ば、大量の水を川上から流して下流を潤そうとしたが、途中にあるダムが水

を堰き止めていたのでダムを撤去したわけである。

しかし、金融機関の貸出残高の伸びは鈍い。

図２にあるように、金融機関の貸出残高の前

年比伸び率は 2012 年４月をボトムに増勢を

強め、15 年８月には＋2.7％まで拡大した。

しかし、その後は伸び率が縮小し、2016 年

７月は＋2.1％である。金融機関が日本銀行

に預けていた当座預金の金利をマイナスに

することによって金融機関の貸出を増加さ

せようとする狙いは今のところあまり成功

していないようである。

ところで、「マイナス金利は極端な政策だ

が、その前の２つの異次元緩和は間違っていなかった」との見方がある。し

かし、日本銀行が市場に大量の資金を過度に供給し続けているという点では

前と後で変わりなく、日本銀行が日銀当座預金の金利をマイナスにしなくて

も国債利回りはいずれマイナスに転じる方向にあった。３回目のマイナス金

利は 1 回目と２回目の金融緩和の延長線上にあるのである。

ちなみに、図３は、10 年物国債利回りを、コアＣＰＩ、鉱工業生産指数、

マネタリーベース、およびアメリカの国債利回りのトレンドからのかい離幅

の４つの変数によって説明する計算式をつくり、国債利回り変動の原因を検

証するとともに、先行きを予測したものである。コアＣＰＩと鉱工業生産指

数の上昇は民間部門における国債に対する需要の増加を、マネタリーベース

の増加は日本銀行による金融面からの緩和の度合いをあらわす。アメリカの

国債利回りのトレンドからのかい離幅の拡大は日本の国債利回りの上昇につ

ながると考えたわけである。

10 年物国債利回りはかなりの精度でこれら４つの要因によって説明が可能

　　　　図２　金融機関の貸出残高（前年比）

（データ出所）日本銀行
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で、2007 年中頃からはアップダウンを伴いつつもほぼ一貫して低下してきた。

図４は、これら４つの要因が 10 年物国債利回りをどれだけ変化させてきた

かを寄与度の形で数値化したものである。この図から言えることは、2000 年

から 12 年末までの利回り低下（▲0.9％）はアメリカの利回り低下によると

ころが大きく（寄与度▲0.6％）、それに日本銀行による金融緩和（▲0.3％）

が加わった結果であった。

ところが、異次元金融緩和後の低下は、専ら日本銀行による金融緩和によ

るものであった（2012 年末から 16 年７月までの国債利回りの低下▲1.0％の

要因別内訳は、マネタリーベースの増加による部分が▲1.4％、アメリカの国

債利回り上昇による部分が＋0.3％、日本のコアＣＰＩ上昇による部分が＋

0.1％となっている）。

マイナス金利実施の前から国債利回りの低下は始まっており、マイナス金

利の実施と関係なく利回りが低下してきた。先行きについても、今後も年間

80 兆円のペースで日本銀行が市場から国債を購入し、マネタリーベースを増

やし続ける場合には、国債利回りは 2016 年 12 月には▲0.36％、17 年 12 月に

は▲0.64％まで低下する計算になる。

　　　　　図３　10年物国債利回りの実績と推計値 図４　国債利回りの変動要因（寄与度）

（注1）10年物国債利回り＝コアCPI×0.034＋鉱工業生産指数×0.007－マネタリーベース×0.005＋アメリカの10年物国債利回りの－固定値2.253

　　　　 （t値2.9）　　　　　　　　　（t値3.8） 　　　　（t値-29.0） 　　　トレンド差×0.293　 （t値11.8）　　　（t値-1.9）

　　　　決定係数0.878、計測期間 2000年1月～16年5月　

（注２）ｔ値（ティーち）は個々の指標（説明変数）が10年物国債利回り（被説明変数）とどれだけ密接であるかを示す指標で、その絶対値が１を上回れば

　　　上回るほど密接であることを示している。決定係数は、これらの関係が全体としてどのくらい密接であるかを示す指標で、１に近ければ近いほど

　　　密接であることを意味し、一般に0.8以上では「強い正の相関がある」、0.6以上～0.8未満では「正の相関がある」、0.4以上～0.6未満では「弱い正

　　　の相関がある」、0以上～0.4未満では「ほとんど相関がない」とされている。

(注３）本ケースはマネタリーベースが毎年80兆円のペースで増え続け、コアＣＰＩと鉱工業生産指数は今後年率１％上昇、アメリカのＦＦレートは年間＋

　　　　0.5％、アメリカの国債利回りは＋0.25％それぞれ上昇し続けると仮定したケース。

（データ出所）財務省、総務省、経済産業省、日本銀行、ＦＲＢ
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（３）異次元金融緩和の４つの誤解

異次元緩和には４つの誤解がある。第１は輸入物価を政策目標としての物

価に加えていること、第２は物価の下落を経済低迷の「結果」ではなく「原

因」と誤解していることである。「結果」を「原因」と見誤っているわけであ

るから、望ましい成果が生じるはずはない。第３はお金（マネー）を増やせ

ば景気は良くなると誤解していることである。最近高まっている「ヘリコプ

ターマネー」の考え方も同じ過ちを犯している。第４は物価を上昇させれば

実質金利が低下するので景気が良くなると考えていることである。企業は借

入コストとしての金利が低ければ常に設備投資を行うわけではない。設備投

資を行えば売上を増やすことができ、設備過剰に陥らないかどうかを常に考

えているはずである。

以下ではこれらの点について順次検証した。

① 輸入物価を政策目標とする物価に含めるという誤解

第１の誤解は、政策目標とする物価（コアＣＰＩ）に輸入物価を含めてい

ることである。輸入物価は海外の経済事情（変動）によって変化するため、

政策目標にはなり得ない。国内物価は国内需要が増えれば上昇し、国内需要

が減れば低下するので、時間はかかるが金融政策によってある程度コントロ

ールできる。しかし、輸入物価は海外の需給によって変化するため、自国の

金融政策ではコントロールできない。

今回生じていることは、輸入物価の大幅な下落が日本の物価全体を低下さ

せていることである。原因はアメリカでシェ

ールオイルが大量に生産されるようになり、

原油価格が大幅に値下がりしたことにある。

日本銀行がアメリカのシェールオイルの価格

を左右できるのであればともかく、それが不

可能であるのは誰の目にも明らかである（な

お、マネーの増減によって物価全体をコント

ロールできるので、輸入物価を含めるか含め

ないかは関係ないとの考え方もある。しかし、

後述のようにマネーの増減によって物価はコ

ントロールできないので、そうした考え方も

成り立たない）。ちなみに、図５は、エネルギ

ーのＣＰＩ（消費者物価指数）、エネルギーを

図５　エネルギーを含むか含まないかで異なる消費者物価（前年比）

（注）エネルギーを除く「コアコアＣＰＩ」等が2014年度に2％上昇したのは消費

　税率が引き上げられたため。

（データ出所）総務省
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含む「コアＣＰＩ」、エネルギーを除く「コアコアＣＰＩ」を、前年比変化率

の形で並べたものである。2011 年から 14 年までのエネルギーのＣＰＩは前年

比＋４％から＋８％の範囲で変化していたが、原油価格の大幅な低下により、

15 年は前年比▲7.2％、16 年１～６月は▲9.6％のマイナスになった。

「コアＣＰＩ」に占めるエネルギーのウェイトは約８％であるから、その

影響は＋0.6％（＝＋８％×ウェイト約８％）から▲0.8％（＝▲9.6％×ウェ

イト約８％）と上下に１％近く振れてきた。この結果、2011 年から 14 年まで

の「コアＣＰＩ」の前年比変化率は、「コアコアＣＰＩ」の変化率を平均する

と＋0.6％上回っていたが、15 年は▲0.6％、16 年前半は▲0.9％下回ってい

る。

ところが日本銀行は、2016 年中は難しいが 17 年には物価は２％近い上昇率

になるとの見通しを今でも維持している（政府は今回１％台に下方修正）。

原油価格の低下はガソリンや石油価格の低下を招くので日本経済にとって

は歓迎すべき状態で、ガソリンや石油価格の上昇を喜ぶ消費者はいない。し

かし、日本銀行はそれによって物価目標が達成できないと残念がる。このよ

うな「不思議な現象」が生じるのも、政策目標である物価に輸入物価を含め

ているからである。

当然のことながら、アメリカの中央銀行に相当するＦＲＢが重視する物価

はエネルギーと食料を除く個人消費デフレータ（ＰＣＥ）である。ただ、前

回の景気ウォッチング・第３項「アメリカの金融政策の問題点」※３で確認し

たように、これまで物価上昇率と適切な金融政策の間に有意な関係がないに

も拘わらず、ＦＲＢは「物価上昇率が２％を超えるまでは金利を引き上げな

い」としている。「物価目標に囚われている」という点では日本とあまり変わ

らない。

日本銀行は 2015 年 11 月から物価の「実勢」をあらわす指標として「生鮮

食品とエネルギーを除く指数」を公表するようになった。これは上記の点を

踏まえての対応と思われる。しかし、一方で 2017 年には物価は２％に近い上

昇率になると予測しているわけであるから、物価の「実勢」をあらわす指標

が評価されるまでにはまだ道のりがありそうである。

② 「結果」である物価を「原因」と考える誤解

第２の誤解は、物価の変動は「結果」であって「原因」ではないにも拘わ

らず、「原因」と考えていることである。

物価を下落させてきた「原因」を一言で表現すれば「交易条件の悪化」で
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ある。「交易条件」という言葉は少し分かりにくいかもしれないが、「輸出物

価を輸入物価で割った比率」である。この比率は輸出物価が上昇すれば上昇

（好転）し、輸入物価が上昇すれば低下（悪化）する関係にあり、海外との

「交易」の有利・不利の度合いをあらわす指標である。

日本経済は輸出物価が十分に上がらない一方、輸入物価が高くなってしま

ったため、国全体としての収益力が弱まり、国内需要が委縮してしまった。

このため企業は売り上げを伸ばそうとして国内価格を引き下げざるを得なく

なり賃金を抑制した。正規労働者を減らし賃金水準の低い非正規労働者を増

やしたのもその一貫である。この結果、家計は先行きに期待が持てなくなり

消費に慎重になり、国内需要は一段と冷え込んでしまった。「交易条件」の低

下（悪化）こそがデフレの真の「原因」なのである。

ちなみに、図６は、輸出物価を輸入物価で割

った「交易条件」を、日本、アメリカ、ドイツ

について比較したものである（輸出物価と輸入

物価はいずれも自国通貨建てである。分子と分

母が同じ通貨建てであれば「交易条件」は同じ

値になる）。

アメリカとドイツの「交易条件」は、多少の

アップダウンはあるが、この 15 年間ほとんど

横ばいであった。ところが日本の「交易条件」

は、最近は原油価格の低下が寄与して少し上昇

（改善）しているが、2000 年に比べると大き

く低下（悪化）し、ボトム年である 14 年は 2000

年＝100 の指数で 65.0 と▲35.0％も下落してしまった。

名目ＧＤＰに占める名目輸出と名目輸入のウェイトはいずれも 16％である

から、約 15 年間に「交易条件」は名目ＧＤＰを▲5.6％（＝▲35％×ウェイ

ト 16％）押し下げた計算になる。約 15 年間の名目ＧＤＰの変化率は▲4.5％

のマイナスであるから、日本の名目ＧＤＰの減少は「交易条件」の悪化によ

って完全に説明できる。むしろ、「交易条件」の悪化がなければ名目ＧＤＰは

＋1.1％（＝▲4.5％－▲5.6％）増加していた計算になる。

「乗数効果」を加味すると「交易条件」悪化の影響はもっと大きな数字に

なる。「乗数効果」とは、ある所得の変化が消費の変化をもたらし、その消費

の変化がさらなる所得の変化をもたらす…という形で、その影響の度合いを

徐々に縮小させながら無限に続く効果のことである。名目ＧＤＰに占める名

　　図６　日米独の交易条件（＝輸出物価÷輸入物価）

（データ出所）内閣府、米商務省、独ブンデスバンク
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目個人消費の割合を 60％とすると 2.5 倍(≒1÷(1-0.6))の影響があった計算

になる。

「交易条件」の変化が名目ＧＤＰに与える影響は、近似値的には以下の２

つの方法によっても確認できる。

一つは、「交易条件」の悪化が、単純に輸出物価の変化だけによるものと仮

定する方法である。輸入物価は一定で、輸出物価だけが▲35％低下したと考

えよう。輸出のウェイトが 16％であれば、名目ＧＤＰは輸出物価の変化率▲

35％と輸出ウェイト 16％の積である▲5.6％のマイナスとなる。

もう一つは、輸出物価が一定で、輸入物価だけが＋35％上昇したと考える

方法である。輸入のウェイトが 16％であれば、名目ＧＤＰは輸入物価の変化

率＋35％と輸入ウェイト 16％の積である▲5.6％のマイナスと、輸出物価のケ

ースと同じ結果になる。

名目ＧＤＰに占めるわが国の輸出のウェイトは過去10年間の平均で 16.1％、

輸入のウェイトも 16.6％と同じ 16％台であるから、このような計算が可能な

わけである。

では、「交易条件」の悪化の原因は輸出物価の低下にあったのか、それとも

輸入物価の上昇にあったのであろうか。

まず、輸出物価について考えてみよう。「円建て」のままでは円相場の変動

が影響して分かりにくいので、円建て輸出物価を円レート（円/ドル）で割っ

たドル建て輸出物価を計算し、他国と比較してみた。それが図７で、日本の

ドル建て輸出物価は 2012 年にかけて上昇したが、その後低下し、アメリカや

ドイツを大きく下回っている。それだけ日本の輸出は儲からなかったという

ことである。

「交易条件」のボトム年が 2014 年のため、

この年のドル建て輸出物価を他国と比較す

ると、日本 95.4、アメリカ 128.7 と、日本は

アメリカより▲25.9％も低かった。ドイツは

152.6 であるから、日本はドイツより▲

37.5％も低い。

先述のように名目ＧＤＰに占める日本の

輸出ウェイトは 16％であるから、日本のドル

建て輸出物価が低いことはアメリカとの対

比では名目ＧＤＰを▲4.1％（＝▲25.9％×

ウェイト 16％）引き下げ、ドイツとの対比で

　　　　　　図７　日米独のドル建て輸出物価

（データ出所）内閣府、日本銀行、米商務省、ＦＲＢ、独ブンデスバンク
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は▲6.0％（＝▲37.5％×ウェイト 16％）引き下げていた計算になる。

なぜ日本のドル建て輸出物価がアメリカやドイツを大きく下回ったままで

あったかというと、原因は電気機械という一つの業種にあった。

図８にあるように、電気機械のドル建て

輸出物価はほぼ一貫して低下を続け、2000

年＝100 とする指数で 14 年は 47.3 と半値以

下になってしまった。

交易条件がボトムとなった 2014 年の日本

の「除く電気機械」のドル建て輸出物価は

133.4 と、アメリカのドル建て輸出物価

（128.7）を＋3.7％上回っている。ドイツ

のドル建て輸出物価（152.6）に比べれば▲

12.6％低いが、日本の「除く電気機械」の

ドル建て輸出物価は「善戦」してきたこと

になる。

なお、2013 年以降に日本の「除く電気機

械」のドル建て輸出物価が低下したのは、円安によって手取り収入が増えた

ため、輸出数量を増加させようとして、利益の一部を現地価格の引き下げに

回したためである。

なぜ、電気機械のドル建て輸出物価が大幅低下を続けたかというと、理由

は世界的な技術革新に伴う価格の低下にあった。

そうしたなか、日本の 2000 年の電気機械の輸出ウェイトは 30.7％と、アメ

リカ（5.1％）の６倍もあった。輸出ウェイト 30％の製品が 50％値下がりす

れば 15％押し下げられるが、アメリカの負

担は日本の６分の１で済む。そういう意味で

は「日本経済の構造的な問題」であった。

しかも、電気機械の供給量（輸出数量）は

その後も増加を続けた。図９にあるように、

電気機械は世界的な電気機械価格の大幅低

下の中で輸出数量を積極的に増やし続けて

きた。それは売上金額を維持し、あるいは売

上金額を少しでも増やすための行動であっ

たが、結果としてみると激しい価格競争の中

で自らの経営体力を疲弊させただけでなく、

図８　日本の電気機械とそれを除くドル建て輸出物価等

（データ出所）内閣府、日本銀行、米商務省、ＦＲＢ
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　　　　図９　日本の電気機械の輸出数量・物価・金額

（データ出所）財務省、内閣府、日本銀行
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日本経済全体の活力を弱める原因になってきた。

輸入物価も日本経済の活力を弱める方向にこれまで働いてきた。日本はエ

ネルギーの 100％近くを海外に頼っている。ところが、東日本大震災を機に発

生した原発事故によって高値のＬＮＧ（液化天然ガス）を大量に購入しなく

てはならなくなり、それがドル建て輸入価格の一段の上昇につながった。

このため、図 10 に示したように、交易条

件のボトム年である 2014 年は、00 年＝100

とする指数で日本は 146.9 となった。アメ

リカは 133.7 であるから日本はアメリカを

＋9.9％上回っていた。ドイツは 105.6 であ

るから＋39.1％も高い商品を日本は輸入し

てきた計算になる。2000 年から 15 年までの

平均では、日本はアメリカを＋6.8％、ドイ

ツを＋23.5％上回るコストを海外に支払わ

なくてはならなかった。

このように日本は、ウェイトの高い電気

機械の大幅な価格下落によって輸出物価を

引き上げることができない一方、他国より

高いエネルギーを輸入しなくてはならなかった。その結果、所得が海外に流

出し、先に述べた「賃金と物価の負のスパイラル」が生じたわけである。

したがって、日本経済が元気を取り戻すためには、電気機械業界がドル建

て輸出価格を引き上げることのできるような付加価値の高い製品を増やさな

くてはならない。安い商品を増やす経営姿勢では日本経済が「デフレの罠」

から抜け出すことはできない。そうであるなら、国民はそのことにもっと高

い関心を持たなくてはならない。電気機械業界だけの問題でなく、日本経済

全体の問題（デフレの本当の「原因」）であるからである。

エネルギー分野でも、発電や蓄電関連の開発・拡充にもっと力を入れ、安

価なエネルギーが利用できるような体制作りに取り組まなくてはならない。

そのための財政支出であれば、目先の財政悪化を多少犠牲にしてでも行うべ

き重要な政策である。

政府や日本銀行はこのような「事実」を正しく国民に伝え、理解と協力を

求めていくことが求められているのであって、副作用の大きい金融緩和や財

政出動から早く訣別しなくてはならない。

物価に関する誤解は他にもある。それは「モノの値段が下落するから人々

　　　　　　　　図10　日米独のドル建て輸入物価

（データ出所）内閣府、日本銀行、米商務省、ＦＲＢ、独ブンデスバンク
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は『後で買えばいい』と買い惜しみする。だから需要が増えない」との誤っ

た考え方である。物の値段が下がる方向にあるとき、一時的には「まだ下が

る」と思って買い控えが生じることはある。しかし、それはいつまでも続か

ない。過去のデータを謙虚に検証してみれば、

そのような考え方が誤ったものであるのが分

かる。本当は、値段が下がれば需要が増え、

値段が上がれば需要が減る関係にあるからで

ある。ちなみに、図 11 は、食料・飲料等の非

耐久財と、衣料・履物等の半耐久財の価格と

消費数量の関係を前年比変化率の形で並べた

ものである。価格が下落しているときに消費

数量が増加し、価格が上昇しているときに消

費数量が減少している関係が明瞭に見て取れ

る。

消費を減少させるのは物価の上昇であって、

物価の下落でないのは明らかである。これは

経済認識の「基本」にかかわる誤解である。

③ マネーを増やせば物価が上がるとの誤解

第３は、マネー（貨幣）を増やせば物価が上昇し、マネー（貨幣）を減ら

せば物価が下落すると誤解していることである。このような考え方は、異次

元金融緩和が実施されるまでの日本経済がデフレの状態にあったのはマネー

の量が不足していたためであるとの批判に基づいている。

この考え方は「貨幣数量説」という名称で昔からあった。特に有名なのは

アービング・フィッシャー（1867～1947 年）とミルトン・フリードマン（1912

～2006 年）である。フィッシャーは貨幣の残高とその回転率（回転数、流通

速度ともいう）の積は、モノ・サービスの名目取引額に、株式の名目取引額

を含めた名目総取引額と等しいという、有名な「貨幣交換方程式」を提唱し

た学者である。その関係は恒等式で、因果関係を示すものではなかったが、

その後の経済学者等（たとえばアーサー・セシル・ピグー、アルフレッド・

マーシャル）は、貨幣を増やせば物価が上昇すると考えてしまった※４。

ミルトン・フリードマンは、最近話題のヘリコプターマネーの提唱者でも

あるが、貨幣を増やすと物価が上昇する関係が統計的に認められるので、貨

幣の伸びを安定させることが重要であると主張し、1976 年にノーベル経済学

図11　非耐久財と半耐久財の実質国内消費と物価（前年比）

（注）国内消費は消費に関わる輸入を控除したもの。輸入のウェイトは

   輸入にＧＤＰに占める半耐久財と非耐久財消費の割合を掛けて算出。

(データ出所)内閣府
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賞を受賞した。当時は過度な金融緩和が物価を引き上げ、多くの国が物価の

上昇に悩まされていたため、彼の考え方は説得力のある主張と見做された。

しかし、フリードマンが証明した内容をよく調べてみると、彼が明らかにし

たのは貨幣供給量とモノ・サービスの物価の関係だけで、フィッシャーが想

定していた株式等の資産取引の存在を無視していた。

資産取引を含めてフィッシャーの「貨幣交換方程式」を考えると、フリー

ドマンが主張するように、貨幣が増えるからモノ・サービスの価格が上昇す

るのではなく、金利の低下（金融緩和）によって、まずは株式や債券等の資

産取引が増える。その後でモノ・サービスの取引が増える。貨幣は資産取引

とモノ・サービスの取引の両方に使われるため、その山（ピーク）は時間的

には両者の山の中間にくる関係になっている。つまり、「①資産取引の山」→

「②貨幣の山」→「③モノ・サービスの山」の順になっている。フリードマ

ンは、「②貨幣の山」の後に「③モノ・サービスの山」がくるのをみて、②貨

幣の増加が③モノ・サービス取引増加の「原因」と誤解してしまったが、山

の順番がそうなっているに過ぎない。あくまで金利の低下（金融緩和）が「原

因」で、３つの山はいずれもその「結果」なのである。

マネーは「結果」であって、需要がその前にあることの身近な例は、金融

機関に勤めている人であれば容易に理解できる次の事例である。現金（日銀

券）は、休日前に大量に金融機関の窓口から出て行くが、休日明けとともに

ほとんど戻ってくる。消費者は休日前に現金を金融機関の窓口から引き出し

て買い物をする。百貨店や行楽施設等は休日に受け入れた現金を休日明けと

同時に金融機関に預け入れるからである。同じことは金融機関と日本銀行の

間でも生じている。日本銀行は、金融機関が休日前にどれだけの現金を日本

銀行から引き出すかを事前ヒアリングや過去の経験をもとに予測し、必要な

現金を事前に準備しておき、金融機関の現金引き出しに応じる。そして、休

日後には金融機関から受け入れた大量の現金を金庫に格納する。

現金の大移動が休日の前後に生じるのは、現金は取引需要があれば増え、

取引需要がなければ減るためである。マネーが取引需要の変化の「結果」で

あって「原因」でないからである。

マネーが増えても物価が上昇しないことは、これまでの異次元金融緩和で

も実証済みである。

以下ではそれを図 12 によって確認してみよう。この図はマネタリーベース

（＝現金＋日本銀行当座預金）と名目ＧＤＰを並べたものである。この図か

らマネーが増えれば名目ＧＤＰが増え、マネーが減れば名目ＧＤＰが減る関
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係を読み取るのは不可能である。むしろ、マネタリーベースをいくら増やし

ても名目ＧＤＰは増えなかったことを証明しており、異次元緩和の失敗を証

明する図でもある。最近のマネタリーベー

スの著しい増加が日本経済の中ではいかに

「異常」な規模であるかがわかる。

④ 物価を上げれば実質金利が低下し、景気

が良くなると誤解

第４は、物価を上昇させれば実質金利が

低下し、景気が良くなると誤解しているこ

とである。実質金利は、名目金利から将来

どれだけ物価が上昇するか（「期待インフレ

率」という）を差し引いた金利で、実質金

利の低下は借り手の金利負担が軽くなるこ

とを意味するので景気にプラス、上昇はマ

イナスの影響を与えると考えられている。

そこで図 13 では、５年物国債利回りから１年先の民間設備投資の物価変動

率（名目ＧＤＰ統計の民間設備投資デフレータ）を差し引くことによって実

質金利を算出し、実質民間設備投資と並べてみた。

実質金利の上昇は民間設備投資の減少要因、低下は増加要因と考えられる

　　　　　　図12　マネタリーベースと名目ＧＤＰ

(データ出所)内閣府、日本銀行
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　　図13　当期の実質金利と実質設備投資 　　　図14　５四半期前の実質金利と実質設備投資

　（注）実質金利＝名目金利－人々の予想物価上昇率、名目金利＝５年物国債利回り、人々の予想物価上昇率＝１年先の投資デフ

 　　レータの前年比変化率（人々は将来の物価の変化率を正しく予測していたと仮定）。このため、最近１年間のデータは欠けている。

　（データ出所）内閣府、財務省 　（データ出所）内閣府、財務省
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ため、目盛は上下を逆転させてある。「期待インフレ率」というのは、将来の

物価上昇率の予測値で、人々が将来の物価変動を 100％正確に予測していれば

実際の物価上昇率が「期待インフレ率」になる。ここでは１年先の民間設備

投資デフレータの変動率を「期待インフレ率」と考えた。確かに弱いながら

も両者には相関があり、実質金利が上昇すると、しばらくして民間設備投資

が減少し、実質金利が低下すると、しばらくして民間設備投資が増加する弱

い関係がありそうである。

図 14 では、５四半期前の実質金利を当期の民間設備投資と並べてみた。最

も両者の相関が高い時間差を調べてみると、５四半期前の実質金利との関係

であったからである。確かに実質金利の変動が設備投資に影響を与えている

姿が見て取れる。しかし、同じ度合いで常に変化してきたかというと、そう

ではない。2006 年から 08 年にかけては実質金利の水準を超えて民間設備投資

が増加した。2013 年以降は実質金利の水準より下の位置にある。民間設備投

資の山は 2006 年から 08 年にかけての山に比べると約５％低い位置にある。

実質金利が低下したほどには民間設備投資は増えていないことになる。

理由は２つある。一つは、実質金利が低下すれば民間設備投資がいずれ増

加するとはいえ、その関係はそれほど緊密ではない、ということである。約

１年の時間差があるため、その間の状況変化で影響が増幅されたり縮小され

たりすることがあり得るからである。

ちなみにアメリカについて同じ作業を行

ってみると、図 15 にあるように、最も相関

が高いのは９四半期前の実質金利と当期の

民間設備投資であった。しかも日本と異な

り、2006 年から 08 年にかけての山は実質

金利の方が高く、13 年以降の山は民間設備

投資の方が高い。国や時期、状況により関

係はさまざまなのである。

実質金利が低下したほどには民間設備投

資が増えないもう一つの理由は、民間設備

投資は実質金利だけでなく、民間設備投資

によって消費や輸出が増えるかどうかにも

大きく依存することにある。金利がいくら

低下しても、設備が過剰であれば投資意欲は抑えられるであろうし、消費や

輸出が先行き増加する見通しがなければ投資は行われないからである。

図15　アメリカの９四半期前の実質金利と実質設備投資

　（データ出所）米商務省、ＦＲＢ

85

95

105

115

125

135▲ 2

0

2

4

6

8
00 02 04 06 08 10 12 14 16

９四半期前の実質金利（逆目盛）
民間設備投資（右軸）

％

年

10年＝100

相関係数0.823



22

このため、図 16 では、日本の民間設備投資を、５四半期前の実質金利と、

当期の実質個人消費と実質輸出の合計額

の２つの変数で説明する計算式を作り、そ

の推計値を実績値と比較してみた。その結

果、推計値と実績値はこのところほぼ同じ

水準にあり、むしろ 2006 年から 08 年にか

けて大きなかい離が生じていることが明

らかになった。

これは、このところの民間設備投資は実

質金利や、実質個人消費と実質輸出の合計

額との関係から考えて相応のものであり、

むしろ 2006 年から 08 年にかけての方が高

過ぎた（つまり、より積極的であった）こ

とを意味する。現在はその反省もあり、リ

ーズナブルな投資が行われているのかも

しれない。

（４）異次元金融緩和の問題点

最後に、異次元金融緩和の問題点について考えてみたい。異次元緩和の狙

いは、日本銀行が国債を市場から大量に買い続け、マネタリーベースを大幅

に増加させることによって「物価目標２％」を実現することにあった。政府

が発行し、市場に流通した国債の多くをこれまで日本銀行が購入し続けてき

た結果、国債の利回りは大きく低下し、価格は上昇を続けてきた。今後も日

本銀行が政策を軌道修正しない限り、利回り低下と価格の上昇が続くことに

なる。

利回りの面では、利回りの低下によって国債の発行者である国の負担が軽

くなり、保有者である金融機関と日本銀行の運用利回りが低下する。名目Ｇ

ＤＰの２倍にも相当する債務を抱え、歳入の 36％を国債に依存している政府

にとっては、発行すれば発行するだけ利益が生じるわけであるからマイナス

金利は願ってもない状態である。しかし、資産の約半分を国債等の債券で運

用してきた金融機関にとっては、国債利回りがマイナスになることは長期保

有ができなくなったことを意味する。それだけ金融機関は民間企業等への貸

出や債券以外の有価証券運用を求められていることになるが、国内需要の増

加には自ずと限界があるため、よりリスクの高い経営が求められていること

　　図16  実質民間設備投資の実績と推計値

（注）　回帰式　Ａ＝－2.284×Ｂ＋0.328×Ｃ　　決定係数0.530

（データ出所）内閣府、財務省
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になる。日本銀行も、マイナス金利の国債を大量に買い続けているわけであ

るから、普通に考えれば「あり得ないこと」である。利息が入らないどころ

か、償還時には償還損が発生する高値の国債を買い続けるということは民間

企業では「あってはならないこと」である。赤字部分は最終的には政府が補

てんするしかなく、最後は国民が負担することになる。

価格面では「物価目標２％」が達成されるまで日本銀行は金融緩和を続け、

「必要があれば何でもする」と言っているわけであるから、投資家は安心し

て国債を安値で市場から買い、高値で日本銀行に売り抜くことができる。こ

のため証券会社や海外の金融機関等が転売目的の投資を積極化させ、利益を

得ていると報じられている。

深刻な問題が表面化するのは「物価目標２％」が達成されるような経済環

境になったときである。とはいえ「物価目標２％」は国内需要が堅調になる

ことで実現するとは限らない。原油価格が再び上昇し、それに伴って輸入物

価が上昇することによって物価が上昇する可能性の方が高いだろう。日本銀

行が保有する国債はすでに 380 兆円を超え、名目ＧＤＰに対する比率は 2013

年３月末の 26％から３倍の 76％に達し、更に増え続けている。この残高の圧

縮が進められる過程で物価が上昇すれば長期債の利回りが大幅に上昇する。

それは国債価格の大幅下落を意味し、マイナス金利となった国債を大量に保

有している日本銀行に多額の評価損が生じるだろう。問題は、そうした環境

悪化に日本銀行や政府、日本経済が耐えることができるかどうかである。

（５）おわりに

以上、異次元金融緩和の誤解と問題点について見てきた。

異次元金融緩和にはもともと大きな誤解がいくつもあった。①輸入物価を

政策目標としての物価に加えている、②物価の下落を経済低迷の「原因」と

見做している、③マネーを増やせば景気は良くなる、④人々が先行きインフ

レになると確信すれば実質金利が低下し景気が良くなる、などの誤解である。

誤解に基づいた政策が効果を発揮するはずはない。それがこの３年間の経済

によって証明された。

しかし、残念ながら今検討されていることはヘリコプターマネーを中心と

する更なる金融の緩和と財政の出動のようである。金融緩和と財政出動がど

のような問題を引き起こすかは日本経済の足跡を辿れば明らかである。

ところで、ＥＴＦの買い増しを決定した７月 29 日発表の「金融緩和の強化

について」※５においては、次回の金融政策決定会合（９月 20～21 日）で量的・
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質的金融緩和やマイナス金利付き量的・質的金融緩和のもとでの経済・物価

動向や政策効果について「総括的な検証」を行うことが明らかにされた。当

日の総裁記者会見においても、「2％の『物価安定の目標』をできるだけ早期

に実現するためには、今後何が必要か、という観点から検証を行っていきた

い」※６と説明されている。

しかし、市場ではこれを金融緩和の限界と方針転換を示唆するものと理解

し、国債利回りが上昇した。そうであるなら望ましいが、おそらく更なる緩

和の余地をつくる施策になる可能性の方が強いと思われる。なぜなら、金融

緩和の限界と方針転換を示唆するということは、これまで進めてきた施策を

否定することになるからである。９月の決定会合でどのような「総括」が行

われるか、期待はできないが待つしかない。ヘリコプタ－マネー論のような、

より弊害の大きい対策が飛び出さないことを願いたい。

※１ＵＲＬ http://www.kyotobank.co.jp/houjin/report/pdf/topics201605.pdf

※２ＵＲＬ http://www.nikkei.com/news/survey/vote/result/?uah=DF060520160085

※３ＵＲＬ http://www.kyotobank.co.jp/houjin/report/pdf/topics201607.pdf

※４ 米国エール大学のアービング・フィッシャー（1867～1947 年）が検証した

「貨幣交換方程式」は、下記のようにあらわされる。

通貨量Ｍ×通貨回転率Ｖ＝物価Ｐ×取引数量Ｔ＝名目総取引額ＰＴ

この式は一定期間に使用された通貨の量（平均残高）Ｍと、通貨回転率

（回転数、流通速度ともいう）Ｖの積は、物価Ｐと取引数量Ｔの積、つま

り名目総取引額ＰＴと等しいことを示す（「貨幣の購買力」1911 年）。フィ

ッシャーは、名目総取引額ＰＴの対象として名目ＧＤＰだけでなく株式取

引も含めていた。当時はデータが十分でなかったため、名目総取引額に対

応する物価は、卸売物価、賃金および 40 銘柄からなる株価を組み合わせ、

卸売物価に 30、賃金に１、株価に３のウェイト（加重値）を掛けて合計す

るという簡単なものであった。

しかし、フィッシャーは「貨幣交換方程式」が成り立つためには資産取

引も無視できないことに気が付いていた（名目総取引額に資産取引が含ま

れるということは、資産取引の価格は金利の逆数であるから、金利の低下

が資産取引を拡大させ、金利の上昇が資産取引を縮小させる関係にあるこ

とを意味し、金利の変動こそが「原因」で、資産取引に使われるマネーの

増減は「結果」であることを意味する）。

今、そのことを考慮して上の式を書き換えると次のようになる。

通貨量Ｍ×通貨回転率Ｖ＝名目実物取引額Ｐ0Ｔ0＋名目資産取引額Ｐ1Ｔ1

ところが、フィッシャーの実証的試みを「素人向きに分かりやすく解説」

しようとしたアーサー・セシル・ピグー（1877～1959 年）は、通貨量Ｍは、

物価Ｐ、所得Ｙ（実質ＧＤＰ）とすると、Ｍ＝ｋ×Ｐ×Ｙ という関係にあ

り、ｋと所得Ｙは変動しないと仮定すると、通貨量Ｍと物価Ｐの間には正

比例の関係が存在すると考えた（「貨幣の価値」1917－1918 年）。この式は

「現金残高方程式」と呼ばれ、フィッシャーの「貨幣交換方程式」の変形

とされている（しかし、ｋもＹも変化するため、その仮定は正しくない）。

また、ｋはこのような比率の考え方を初めて使ったアルフレッド・マーシ

ャル（1842～1924 年）の名前を取って「マーシャルのｋ」と呼ばれ、フィ
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ッシャーの通貨回転率Ｖの逆数とされてきた。

名目資産取引額Ｐ1Ｔ1 を無視したという点ではケインズ（1883～1946 年）

も同じであった。ケインズは「貨幣論」（1930 年）の段階では株式・債券取

引に貨幣が用いられることを念頭に置いていた。しかし、株式、債券は、「た

だ単に非常に変動しやすく、また、生産および消費から生じる取引とは違

った形で変動するばかりでなく」、「統計を混乱させるほどに巨額」の「金

融的流通」であると考えた。このため後世により大きな影響を与えた「一

般理論」（1936 年）では、「金融的流通」という表現を止め、「流動性選好」

という考え方に変え、株式・債券は長期保有されるのみで、途中で取引さ

れることはないものとしてしまった。それは「貨幣交換方程式」における

名目資産取引額Ｐ1Ｔ1 の存在を無視したことを意味する。これらの点につい

てのより詳しい説明は拙著「データが語る経済変動のメカニズム－マクロ

経済学再構築の試み－」（多賀出版、2011 年３月）第６章「通貨量変動のメ

カニズム」等を参照願いたい。

※５ＵＲＬ http://www.boj.or.jp/announcements/release_2016/k160729a.pdf

※６ＵＲＬ http://www.boj.or.jp/announcements/press/kaiken_2016/kk1608a.pdf

以上

ところでＢＯＸ ─ 日本はアイデアで海外に負けているのか？

ところで、「日経ビジネス」（日経ＢＰ社、７月４日号）の「特集 本当は凄い ニッポン

の発明力」は面白かった。それは 20 頁に及ぶ大作で、３つのパートに分かれている。

第１のパートのタイトルは、『「日本には発明力がない」の噓 世紀の発明、調べりゃ大

体日本発』である。このタイトルから推察できるように、日本企業は世界に誇れるような

発明力がないと言われているが、「そんなことはない」というのである。

たとえば、①エアバックの原理はダイムラーが実用化する 15 年前の 1965 年に、関西で

重機メーカーを経営していた故・小堀保三郎という人が発明したという。②３Ｄプリンタ

ーは 36 年前に名古屋市工業研究所の研究員であった小玉秀男という人が特許を出願。③

ロボット掃除機は 37 年前、④スマートフォンは 17 年前、⑤腕時計型端末は 42 年前、⑥

ドローンは 27 年前に、いずれも日本で発明されたが広く使われることのなかった「幻の

６品目」だという。

第２のパートでは、なぜそうした「宝の種」が日本で育たなかったかを考えるため、50

人を超える日本メーカーの現役・ＯＢ研究者にヒアリングし、原因を求めている。

結論は、新しいことに挑戦する風潮がだんだんなくなり、失敗を避けようとし、新しい

ことに挑戦することから遠ざかる傾向が強まってきたためだという。米国から導入された

株主至上主義、短期収益主義、四半期決算の義務化などもリスク回避の経営が重視された

要因として挙げている。確かに、わが国はバブル崩壊の過程でリスク回避型の経営姿勢が

強まった。そうした歴史が発明を重視する気運を弱めてしまった可能性は十分あるかもし
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れない。

「なぜ日本人が発明したのに、それが実用化されえないまま長い年月が過ぎてしまった

のか」という疑問を解決するため、50 人を超える研究員に実地ヒアリングを行ったとい

う点にも敬意を表したい。現場の声こそが真実を反映しているはずであるからである。

第３のパートでは、「市場が成熟しても世の中に必要とされる商品は依然として存在す

る」との立場から、日本企業がすでに持っていて、これから「絶対に必要とされる商品」

を 18 点選び、今度こそは日本から世界に発信していこうと訴えている。

例えば、「アクセルと踏み間違えないブレーキ」は、高齢化でアクセルとブレーキを踏

み間違えて事故につながるケースが増えていることを踏まえた商品である。熊本県のナル

セ機材という会社がその「種」を持っていて、協力してくれる自動車販売店や修理工場を

探しているという（実は筆者の母も３月にアクセルとブレーキを踏み間違える事故で負傷

し、一時はどうなることかと心配した）。「飲酒すると運転できない自動車」の「種」は東

京医科歯科大学の三林浩二教授が持っていて、協力してくれる自動車メーカーを探してい

るという。飲酒運転防止のための機能としては呼気を確認してからでないとエンジンがか

からない車はあるが、酒を飲んでいない人に、車に乗るときだけ身代わり運転してもらう

という抜け道には対応できない。三林教授が開発したのは「手の皮膚から出るアルコール

を検知する技術」で、ハンドルでアルコールを検知し、エンジンにその情報を連動させれ

ば飲酒運転の防止に役立つというのである。

このほか、「ドライバーの急病を検知するシステム」、「転落しない階段」、「溺れない風

呂」、「喉に詰まらない餅」、「転倒しない２輪車」、「喉に刺さらない歯ブラシ」、「墜落しな

い飛行機」、「燃えない住宅」など多数紹介されている。

成熟した今の日本の経済では、より安全で心地よい商品・サービスが求められ、それを

提供できるかどうかが企業存続の鍵となる。そうしたニーズに応えようとする、イノベー

ションの「塊（かたまり）」とも言える商品が多数企画され、実用化されようとしている

というのは喜ばしいことである。そうした情報を前広に整理・分析し、明らかにしてくれ

た日経ビジネスも、情報誌として見事である。同誌は 690 円。これを読んで「日本には発

明力がない」と言われるようになってしまった「原因」と「処方箋」が分かるのであれば

安い買い物だと思う。

（2016 年８月 17 日 東京経済調査部長 村山晴彦）

本レポートの目的は情報の提供であり、売買の勧誘ではありません。本レポートに

記載されている情報は、（株）京都総合経済研究所が信頼できると考える情報源に基づ

いたものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。最終的な投資

判断はお客様ご自身でなさるようお願い致します。


