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◇ ドラギ総裁は８日のＥＣＢ理事会で、「次回会合での行動を厭わない」と発言し、追加緩和を強く示

唆した。６月初旬に発表される５月の物価速報が大幅に上振れでもしない限り、６月会合で追加緩和

が行われる可能性が極めて高い。３月会合でゲタを外された苦い記憶もあるが、総裁の発言には“今

回は違う”と思わせる強い響きがあった。 

 

◇ 追加緩和の中身として筆者が最有力視するのはマイナス預金金利の開始だ。主要政策金利だけを引き

下げるのでは市場の失望を誘い、ユーロ高進行を招く恐れがある。ＬＴＲＯ部分再開は銀行の包括査

定後の年末にかけて行われると予想。ＳＭＰの不胎化中止は短期金融市場の緊張再燃時に温存しよう。 

 

◇ ＥＣＢはユーロ高を「重大な懸念材料」とし警戒姿勢を増している。昨年央以降のインフレ率の低下

の多くが、ユーロ高による影響であると指摘。今後の政策対応でもユーロ高抑制が大きなポイントと

なる。サプライズを演出するならば、６月会合でのＡＢＳ買い取りプログラムの開始も考えられる。 

 

 

■ 次回会合での追加緩和を強く示唆 

８日のＥＣＢ理事会では大方の事前予想通りに追加緩和が見送られたが、ドラギ総裁は理事会後の記者

会見で６月会合での追加緩和の可能性を強く示唆した。ドラギ総裁の記者会見ではしばしば、会見で伝え

ようと事前に考えていたであろうフレーズが出てくる。今回のキーフレーズの１つは「次回会合での行動

を厭わない（comfortable with acting next time）」だった。 

すなわち、総裁は会見の前半部分で「理事会は次回行動することを厭わないが、その前に６月初旬に明

らかになるスタッフ見通しを確認したい（the Governing Council is comfortable with acting next 

time, but before we want to see the staff projections that will come out in early June）」と発

言した。その後の質問に答える形で、理事会には「予想されるインフレ率の経路に不満足である点での総

意、こうした状況を受け入れないことでの総意、行動することでの総意がある（there is consensus 

about being dissatisfied with the projected path of inflation, and so there is a consensus in 

not being resigned to this and accepting this as a fact of nature, which would lead to having 

consensus about action）」と補足した。また別の質問に答える形で、「今回の会合での議論は次回会合

のプレビューのようなものだった（it’s a preview of the next month’s meeting, the discussion we 

had today）」、「現在の低インフレが余りに長く続くことを許容しない点での総意がある（there is 

consensus or unanimity in not being resigned to the present low inflation for a too long, too 
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protracted a time）」と付け加えた。 

こうした追加緩和を示唆する強いメッセージを受けて、為替市場ではユーロ安が進行している。追加緩

和を見送れば市場の失望を誘うことが目に見えており、次回会合までに明らかとなる物価指標（４月確報

値、５月速報値）が大幅に上振れでもしない限り、６月会合での追加緩和の可能性は極めて高い。 

記者会見の冒頭で読み上げられる声明文でも、「６月初旬には物価の見通しと民間部門への銀行貸出に

関する追加の情報と分析が入手可能になる（Further information and analysis concerning the outlook 

for inflation and the availability of bank loans to the private sector will be available in 

early June）」との文言が付け加えられている。 

次回会合までに明らかになる重要な経済指標や調査結果としては、1-3月期のＧＤＰ統計（５月15日発

表）、５月のＰＭＩ（22日に速報値が発表）などサーベイ調査、４月の消費者物価確報（15日発表）、５

月の消費者物価速報（６月３日発表）、４月の銀行貸出（28日発表）、予測専門家調査（Survey of 

Professional Forecastors）での期待インフレ率の集計結果（15日発表）、ＥＣＢスタッフ見通し（公表

は次回ＥＣＢ理事会と同じ６月５日）が挙げられよう。このうち、物価、銀行貸出、期待インフレ率が特

に重要と考えられる。 

３・４月の物価指標はイースター休暇の時期のズレやエネルギー価格の前年比の“裏”が撹乱要因とな

っていたが、そうした特殊要因の見あたらない５月値は、物価の基調を判断するうえで重要な材料となる。

３月時点のＥＣＢスタッフ見通しに照らして、物価が大きく上振れすれば追加緩和が見送られる可能性が

出てくるが、下振れすれば緩和メニューがより積極的なものになる。 

銀行貸出の低迷は、間接金融主体の欧州において景気回復の波及を阻害する要因として、ＥＣＢが重要

視している。1-3月期の銀行貸出調査では、企業向け貸出の先行き判断が緩和超に転じたほか、企業の資金

需要判断の増加超幅が一段と拡大した。こうした貸出サーベイの改善が実際の銀行貸出の増加に結び付く

場合、ＥＣＢは追加緩和を思いとどまる可能性がある。逆に貸出低迷が続けば、追加緩和の必要性を再認

識することになろう。 

ＥＣＢは低インフレの長期化そのものが中期的な物価安定にとって脅威であると警戒している。低イン

フレの長期化が期待インフレの下方屈折につながっているか、なかでもＥＣＢが注目する予測専門家調査

の５年後の物価見通しが下振れしているかに注目が集まる。 

ＥＣＢは２月会合でも追加情報を待って判断すると述べたが、３月の会合で結局追加緩和が見送られた

経緯がある。ただ、今回のドラギ総裁の強い言葉は“今回は違う”と思わせるだけの響きがあった。 

 

■ マイナス預金金利がメインシナリオ 

では追加緩和の具体的なメニューとして何が考えられるのだろうか。ドラギ総裁は「これまでの会合で

言及したあらゆる政策手段について今回の会合では議論した（the discussion touched upon basically 

all the range of instruments that we have metntioned during this and other press conference）」

と述べたうえ、前回会合から声明文に付け加えられた「低インフレが長期化するリスクに効果的に対処す

るため、（ＥＣＢに付託された）権限の範囲で非伝統的な措置も用いるコミットメントがある点で総意が

ある（unanimous in its commitment to using also unconventional instruments within its mandate 

in order to cope effectively with risks of a too prolonged period of low inflation）」との文言

を繰り返した。つまり、利下げ、マイナス預金金利、無制限・固定金利オペの期限延長、ＬＴＲＯ再開、

ＳＭＰ不胎化中止、量的緩和など、あらゆる選択肢を排除しない方針だ。 

筆者は６月会合ではマイナス預金金利を含む追加利下げがあると予想する。具体的には現在0.25％の主
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要政策金利を0.15％に、ゼロの預金ファシリティ金利を▲0.10％に、各々10bps引き下げると考えている。

足許の経済指標は全般に上向いており、６月のスタッフ見通しを待って判断するのは、物価見通しを下方

修正するからに他ならない。物価下振れへの対応であるならば、まずは追加利下げを行うのが自然な流れ

だろう。この際、ひとまず主要政策金利だけを引き下げ、マイナス預金金利という異例の政策措置に踏み

入れることを回避することも可能だが、記者会見に同席したベルギー中銀のクーン総裁が指摘した通り、

「金融市場へのインパクトを与えたいのであれば、主要政策金利だけでなく、全ての（政策）金利も下げ

た方がより大きなインパクトが期待できる（if you really want to have an impact on the markets 

that if you only change a policy rate and leave the others unchanged, it will have less impact 

than if you shift the whole corridor down, then you will have a much bigger impact）」。 

ＬＴＲＯの部分再開（貸出促進型、期間を３年より短く）は、銀行の包括査定が最終的に終了した後に、

来年１・２月のＬＴＲＯ償還時に自力調達が難しい銀行の借り換え支援の形で導入するのが自然だ。つま

り、次回６月の緩和オプションではなく、秋から冬にかけて発表される可能性が高い（実施は来年初）。 

ＳＭＰの不胎化中止は、短期金融市場がさらに不安定化した場合に備えて温存する可能性が高い。ドラ

ギ総裁はこのところＥＯＮＩＡのボラティリティが高まっていることについて、「ボラティリティが高ま

り、短期金利がやや上昇しているが、その影響は１週間未満の短期金利に限定され、中期ゾーンのイール

ドカーブへの影響は見られない（in spite of the higher volatility, and to some extent the higher 

levels of the short term interest rate, this stayed within less than one week maturity. It 

never translated itself to the medium-term yield curve）」、「ＥＯＮＩＡ市場の流動性がかなり高

まっており、そのことはある意味でポジティブなサインである。つまり、銀行はＥＣＢへの依存度を低下

させ、相互の貸し借りを増やしている（the amount of liquidity on the Eonia market has increased 

quite significantly, which is to some extent a positive sign. In other words, banks rely less 

on the ECB and more on each other）」と述べ、今のところ政策対応が必要とは考えていなさそうだ。 

確かにＥＣＢの過剰流動性の縮小は、銀行のＥＣＢ依存が低下していることを示唆している。ただ、イ

ンターバンク市場が正常化する過程で短期金融市場の混乱が生じる場合には、流動性の水準を引き上げる

などの政策対応が採られる可能性があるだろう。ＥＯＮＩＡ金利は４月中下旬にかけて一時的に上昇する

局面もあったが、４月末以降は過剰流動性が再び1,000億ユーロ超に増加したことで、落ち着きを取り戻し

つつある。過剰流動性が再加速した背景には、４週連続でＳＭＰの完全不胎化が失敗していることが影響

している。だが、７日に過剰流動性が再び1,000億ユーロ未満に低下したことを受け、ＥＯＮＩＡは再び上

昇する兆しが出ている。先行きも過剰流動性は低水準で推移するとみられ、ＥＯＮＩＡ上昇が一時的なも

のにとどまらない場合、ＳＭＰの不胎化中止で過剰流動性の水準を引き上げることが予想される。 

 

■ ユーロ高抑制がＥＣＢにとって最大の課題に 

今回の会合でのドラギ総裁からのもう１つのメッセージは、ユーロ高に対する警戒姿勢をこれまで以上

に強いトーンで発したことだろう。「為替レートは政策目標ではないが、物価安定と成長にとって極めて

重要である（it’s not a policy target, but certainly is very important for price stability and 

for growth）」との表現は従来から変わらないが、「低インフレ、低成長下でのユーロ高は理事会にとっ

て重大な懸念事項である（the strengthening of the euro in the context of low inflation and still 

low levels of economic activity is a cause for serious concern in the view of the Governing 

Council）」とさらに踏み込んだ。この“重大な懸念事項（serious concern）”というキーフレーズを再

三繰り返した。なお、追加緩和が必要な具体的なユーロ高水準について言及することはなかった。 
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さらに、これまで低インフレの背景として、エネルギーや食料品価格の下押しを強調してきたが、今回

の記者会見では、昨年央以降はこうした要因よりも、ユーロ高による物価の下押し影響が大きくなってい

るとの分析結果を紹介した。具体的には、「2012年1-3月期以降の物価上昇率の変化には２つの局面がある。

第１の局面では、エネルギーと食料品価格が物価上昇率の抑制に働いた。2013年以降は、両者の影響はそ

れほど大きくなく、為替レートが低インフレと物価抑制の主因となっている（ if you take that 

comparison with the first quarter 2012, there are actually two stages. One is in fact when 

energy prices and food prices had the effect of depressing the rate of inflation. That is not, 

in fact, as continued beyond mid 2013. After that, the contribution of energy prices and food 

prices is not really important. And it’s actually the exchange rate that keeps the inflation 

rate low and depressed）」と述べた。 

足許の低インフレがユーロ高によるものと認めた訳で、ユーロ高抑制が追加緩和の判断において重要度

を増していることが窺える。その観点からすると、小幅の追加利下げでは効果の程は知れている。６月会

合でサプライズを演出するならば、市場の期待に先駆けて量的緩和を実施するのも１つの手だろう。国債

購入策を開始するハードルは高いが、ＡＢＳの買い入れスキームであれば、貸出低迷というユーロ圏が現

在抱えている問題への対応とも合致し、条約抵触などを問われることもない。ＡＢＳの市場規模は小さく、

毎月の買い入れ枠を設定すると、購入可能な資産がなくなり、近い将来に更に踏み込んだ対応を要求され

かねない。だが、過去にＥＣＢが行ったカバード債の買い取りプラグラムのように、買い入れの上限を設

定するだけであれば、今すぐにでも開始することが可能な筈だ。６月会合での量的緩和開始もワイルドカ

ードとして考えておきたい。 

 

以上 


