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◇ 物価指標の下振れを受け、ＥＣＢが11月会合で利下げを再開するとの観測が浮上している。確かに、

10月の消費者物価の速報値はデフレ・リスクを惹起させる水準にある。ただ、ＥＣＢは中期的な物価

安定を目標に据えており、単月の、しかも細かい内訳が公表されていない速報段階の物価指数の下振

れだけでは、物価の下振れが持続的なものかどうかを判断するには材料不足とみられる。11月会合で

は利下げが見送られ、物価のリスク判断を引き下げるなど、利下げの地ならしにとどめると予想する。 

 

◇ 物価・経済指標でデフレ懸念が大きく後退しない限り、12月会合で利下げが再開されると予想する。

その際には、下限金利を据え置き、コリドーを現在の100bpsから50bpsに引き下げる可能性が高い。マ

イナスの預金金利には、ＥＣＢ内部にも副作用を警戒する声があり、意見集約が難しいためだ。コリ

ドーを50bps未満に引き下げれば、銀行がインターバンク市場を利用するインセンティブが阻害される

恐れがある。さらなる追加利下げは見送られ、米ＦＲＢのテーパリング開始でＥＯＮＩＡ金利に上昇

圧力が及んだり、銀行の包括評価で貸出抑制姿勢が強まる場合には、ＬＴＲＯの再実施が検討される

ことになろう。 

 

 

■ 物価指標の下振れで年内の利下げ再開観測が急浮上 

11月７日のＥＣＢ理事会で利下げ観測が浮上している。きっかけとなったのは、10月31日に発表された

ユーロ圏の消費者物価と失業率が揃って予想を下回ったことだ（特に消費者物価の下振れによるインパク

トが大きかった）。景気・雇用情勢の弱さと物価の下振れリスクの高まりを受け、ＥＣＢ内の利下げ派が

勢いを増し、懐疑派を押し切るとの見方が広がっている。また、ＥＣＢはこれまで追加緩和の可能性を示

唆しながらも、具体的なアクションを見送ってきた。オオカミ少年と受け止められることを恐れたＥＣＢ

が、自身の信任確保のために利下げに動くとの見方もある。さらに、このところのユーロ高進行（利下げ

観測で足許では歯止めが掛かっている）により、ユーロ圏の脆弱な景気回復が腰折れする懸念もある。利

下げをすれば、ユーロ高に歯止めを掛けることが出来るかもしれない。表立った通貨安政策には国際社会

からの批判も出る恐れがあるが、統計指標の下振れの裏付けがあり利下げ実施に十分な口実が出来た訳だ。 

物価統計の発表前は、2013～14年中の政策金利を据え置く一方で、2014年前半にＬＴＲＯの追加実施を

予想する見方が多かった。指標発表後は、複数の民間予測機関が年内会合での利下げ予想に切り替え、一

部の金融機関は11月会合での利下げを主張している。筆者は物価統計の下振れでＥＣＢの追加利下げの可

能性が高まったと考えるが、11月会合では利下げ再開の地ならしにとどめ、12月会合での利下げ実施をメ

インシナリオとする。11月会合までに発表される経済指標では物価の下振れが一時的なものかどうかを判
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断するには材料不足とみられるほか、マイナスの預金金利に近づくことになる追加利下げに批判的な勢力

がＥＣＢの政策メンバーの中にいること、追加緩和余地が限られるなかで利下げカードを温存したいとの

思惑が働くことからも、今回は利下げを見送ると考える。 

 

■ 物価下振れが持続的なものかどうかの判断には追加の材料が必要 

利下げ予想のきっかけとなった10月のユーロ圏の消費者物価の速報値は、前年比＋0.7％と前月（同＋

1.1％）から一段と上昇率が縮小し、事前のコンセンサス予想（同＋1.1％）を大きく下回った（図表１）。

ＥＣＢは中期的な物価安定を「統一基準によるユーロ圏の消費者物価指数（ＨＩＣＰ）の前年比上昇率が

２％をやや下回る水準」と定義しており、１％を下回る物価上昇率は低位安定の域から、デフレを懸念す

べき領域に入ってきた可能性がある。そもそも基準年時の消費構造が変わらないと仮定する物価指数には

上方バイアス（消費者は価格の下落した品目の支出を増やす傾向があり、物価バスケットの変化から、物

価指数が示唆するほど、実際の購入品の物価が上がっていない）があるとされ、１％を下回る物価水準は

事実上のデフレ状況にあると考えることも出来る。10月の計数の内訳をみると、エネルギー価格の下落幅

が拡大（前月：同▲0.9％→今月：同▲1.7％）、食料・アルコール・タバコ価格の上昇率が縮小（同＋

2.6％→同＋1.9％）しただけでなく、コア物価（変動の大きいエネルギー・食料・アルコール・タバコを

除く）の上昇率が予想外に縮小（同＋1.0％→同＋0.8％）したことが効いている。コア物価はユーロ圏が

発足して以来の最低水準を更新した。 

 

 

 

公表済みの国別の速報結果によれば、ドイツ（同＋1.6%→同＋1.3％）、ベルギー（同＋0.9％→同＋

0.6％）、スペイン（同＋0.5％→同＋0.1％）、イタリア（同＋0.9％→同＋0.7％）が揃って上昇率が縮小

している。厳しい経済・労働事情が続くスペインやイタリアでは、財・労働需給の緩みから物価に下押し

圧力が及んでいる可能性がある。スペインでは前月の計数が昨年９月のＶＡＴ増税の反動から上昇率が縮

小していたが、今月は一段と上昇率が縮小した。イタリアでは10月１日からＶＡＴの税率が引き上げられ、

出所：欧州統計局資料より第一生命経済研究所が作成

（図表１）ユーロ圏の消費者物価（前年比）
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幅広い項目で物価が押し上げられたにもかかわらず、全体の計数は縮小した。さらに、国別のコア物価

（最新の公表値は９月）をみると、ギリシャ、マルタ、アイルランド、キプロス、ポルトガルが既にデフ

レ下にあるうえ、フランス、スロバキア、スペイン、イタリアもディスインフレ基調が強まっている（図

表２）。確かに、ユーロ圏の景気は危機国を含めて底打ち傾向にあるが、潜在成長を下回る緩慢な回復に

とどまっているうえ、ユーロ高進行により輸入物価経由での下押し圧力も加わることが予想される。 

 

 

 

ただ、ＥＣＢはあくまで中期的な物価安定を目標にしており、単月の、それも細かい内訳が公表されて

いない速報段階の物価指数が１％を下回ったからと言って、即座に物価安定が損なわれると判断するかは

疑わしい。特筆すべきは、失業率が歴史的な低水準にあり、賃上げ要求が高まる傾向が見られるなど、労

働需給が逼迫気味のドイツですら、物価に目立った上昇圧力が窺えないことだ。ちなみに、ドイツでコア

物価の上昇率が大きく縮小した（同＋1.3％→同＋0.9％）今年の４月には、１件当たりの支出規模が大き

く、振れの大きいパッケージ旅行が大きく下振れしたことが、全体の物価計数を押し下げた。パッケージ

旅行の費目計数は４月に前年比▲3.3％と大きく落ち込んだが、それ以前の１年間の平均上昇率は同＋

4.2％、その後に公表済みの５ヶ月間の平均上昇率は同＋1.5％とプラス基調に復帰している（図表３）。

その間、コア物価は４月に一時的に１％を下回る水準に下振れした後は、再び１％台を回復している。こ

うしてみると、今回ドイツの計数が下振れした背景にも、４月のパッケージ旅行の様な一過性の下押し要

因が働いた可能性もある。現時点でデフレリスクが高まっていると断定するには材料不足の感は否めない。 

 

出所：欧州統計局資料より第一生命経済研究所が作成

（図表２）ユーロ圏諸国のコア消費者物価（推移）
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■ 11 月会合では物価のリスク判断修正で地ならしを開始 

では、考えられる金融政策のシナリオとしては、どのようなものがあるだろうか。筆者は11月会合で政

策金利は据え置かれ、将来の利下げの地ならしを始めるにとどまると予想する。具体的には、毎回の政策

決定時の声明文に掲載される中期的な物価のリスク判断を、現在の「上振れ・下振れのリスクが均衡して

いる」から「下振れのリスクが高まっている」に変更する、或いはリスク判断は従来の「均衡している」

に据え置いたうえで、「下振れのリスクがやや高まっている」との文言を追加するのではないかと考えて

いる。現在の形式に近い形で物価のリスク判断を示すようになった2004年以降、ＥＣＢが「下振れのリス

クがある」との声明を発表したことはない（「均衡している」か「上振れリスクがある」のいずれか）。

利下げが見送られた場合も、リスク判断が修正されれば、将来の利下げを示唆するメッセージと市場は受

け止めるだろう。逆に従来通りに景気・物価判断を据え置いた場合、近い将来の利下げ観測が後退し、ユ

ーロ相場や短期金利に再び上昇圧力が強まる可能性がある。 

12月会合で実際に利下げが行われるためには、①物価の下振れが一時的な要因であったことを示唆する

新たな材料が出てこないこと、②景気の大幅な改善を示唆する指標が出てこないこと、が条件となろう。

ＥＣＢは12月に四半期毎の経済・物価見通しを発表し、そこでは予測期間が2015年まで延長される。新た

な見通しで2014・2015年の物価上昇率を１％前後（前回９月時点の中心予想は2013年が＋1.5％、2014年が

＋1.3％）と低めに見通すのに合わせて利下げを再開する展開が考えられる（図表４）。その際には、３本

の政策金利を一律に引き下げるのではなく、主要政策金利（中心レート）を現在の0.5％から0.25％に引き

下げる一方、預金ファシリティ金利（下限金利）を現在の０％に据え置き、限界貸出ファシリティ金利

（上限金利）を現在の１％から0.5％に引き下げると予想する。すなわち、異例の政策領域であるマイナス

の預金金利に踏み入れることを回避し、コリドー（上下限金利の幅）を現在の100bpsから50bpsに縮小する

出所：ドイツ連邦統計局資料より第一生命経済研究所が作成

（図表３）ドイツのコア消費者物価（前年比）
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と考えられる。これは、マイナスの預金金利に対してはＥＣＢ内にも副作用（例えば、預金ファシリティ

の利用行は逆ザヤで利益が圧迫されるため、貸出金利に上乗せする可能性があるなど）を警戒する声が多

く、コリドーを縮小する方が理解が得られやすいためだ。その場合も、金利の非負制約を目前に控え、利

下げの打ち止め観測が広がることを牽制するため、「必要に応じて、マイナスの預金金利を含むいかなる

追加の政策措置も辞さない」と言った趣旨の発言が付け加えられる公算が大きい。 

 

 

 

■ 次回の利下げでコリドーは下限に達する 

コリドーのさらなる縮小に対しても、ＥＣＢの政策メンバー内に少なからず反対意見が存在する。オラ

ンダ中銀のクノット総裁は10月21日、「コリドーを縮小すれば銀行間融資の回復を妨げる恐れがある」と

指摘した。ちなみに、ＥＣＢは2011年６月のワーキングペーパー1などで、コリドーの最適な水準について

分析している。それらによれば、コリドーを狭い水準に保つことは、金利のボラティリティの低下につな

がる一方で、金融機関がインターバンク市場で流動性管理を行うインセンティブを阻害し、市場の流動性

を損なう恐れがあると指摘している。 

1999年１月のユーロ圏の発足当時に250bpsあったコリドーは、ユーロへの円滑な移行を促進する目的で

１月４日から21日までのごく短期間に50bpsに縮小された後は、2008年の金融危機時まで一貫して200bpsを

保ってきた（図表５）。ＥＣＢは2008年10月に、危機の深刻化で健全な銀行までもがインターバンク市場

で資金を確保することが困難になったとし、コリドーを100bpsに縮小した。その後、2009年１月には、コ

リドーの縮小で銀行がインターバンク市場を利用するインセンティブが阻害される恐れがあることを理由

に、コリドーを再び200bpsに拡大した。その後は追加緩和の過程で下限金利の利下げ余地が限られるなか、

2009年５月に150bps、2013年５月に100bpsに縮小してきた。 

次回の利下げで政策金利を25bps引き下げ、マイナスの預金金利を回避するためには、コリドーは50bps

に縮小することになる。インターバンク市場でのビッド・オファー・スプレッドと取引手数料を考えれば、

50bpsがコリドーの最下限とみられる。ＥＣＢを含め、諸外国の中銀でもコリドーのこれまでの下限は

50bps程度が一般的だ。次の利下げでコリドーを50bpsまで引き下げた後は、マイナスの預金金利の領域に

踏み込むか、25bpsよりも細かい刻みの利下げをする以外に追加利下げの余地はなくなる。となれば、さら

なる追加利下げを実施するよりは、ＬＴＲＯを再実施する方が政策効果の面でも、ＥＣＢ内の政策合意の

容易さの観点からも可能性が高い。米ＦＲＢのテーパリング開始でＥＯＮＩＡ金利の上昇圧力が強まる場

合や、監督一元化開始に先駆けて行われる銀行の資産評価（アセット・クオリティー・レビュー）や健全

                             
1 Bindseil, Ulrich and Jablecki, Juliusz (2011): “The Optimal Width of the Central Bank Standing 

Facilities Corridor and Bank’s Day-to-Day Liquidity Management”, ECB Working Paper Series, No.1350 

今回（９月） 前回（６月） 今回（９月） 前回（６月）
実質ＧＤＰ成長率 レンジ ▲0.6～▲0.2％ ▲1.0～▲0.2％ 0.0～＋2.0％ 0.0～＋2.2％

平均 ▲0.4％ ▲0.6％ ＋1.0％ ＋1.1％
統一基準ＣＰＩ レンジ ＋1.4～＋1.6％ ＋1.3～＋1.5％ ＋0.7～＋1.9％ ＋0.7～＋1.9％

平均 ＋1.5％ ＋1.4％ ＋1.3％ ＋1.3％

出所：欧州中央銀行資料より第一生命経済研究所が作成

（図表４）ＥＣＢスタッフによる経済見通しの新旧比較

2013年 2014年
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容は、第一生命ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。 

6 

性審査（ストレステスト）で銀行の資本不足が確認され、貸出の抑制姿勢が強まる場合には、ＬＴＲＯの

再実施が検討されることになろう。 

 

 

 

以上 

出所：欧州中央銀行資料より第一生命経済研究所が作成

（図表５）欧州中央銀行の政策金利の推移
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