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BOJ Watching                     日本銀行分析レポート  

今、日銀政策委員は何を考えているのか？   発表日：10月5日(水)  

～9月以降の発言録を読む～                             (No.B－12) 

               第一生命経済研究所 経済調査部 

             担当 熊野英生（外線：5221-5223） 

政策委員たちの講演ラッシュが一段落した。彼らは、年内に消費者物価がプラス転化する見通しを前提に、量的緩和解除

のあり方を具体的に模索している。おそらく、各人のイメージ固めが 10 月末の展望レポートまで行われ、改めて政策委員

会内のコンセンサスづくりが成されるのであろう。主要な論点になりそうなのは、（１）長期金利への対応、（２）量からの撤

退、である。本稿では、各委員の発言を交えて、日銀が考える量的緩和解除の問題点を整理した。 

 

新たな局面に入った金融政策 

「2006年度にかけて、安定的にゼロ％以上と判断でき

るようになる可能性が高くなってきているのではないか」。

始まりは、9月2日の武藤副総裁のブルームバーグ・イン

タビューで述べたこの発言であった。 

武藤副総裁と言えば、従来、量的緩和解除に否定的な見

解で知られてきた。6月23日の講演では、「2006年度が

若干のプラスということイコール『デフレ脱却』であると

断言するのは、なかなか簡単ではない」と言って衆目を驚

かせた。6月の発言は、量的緩和解除について2006年度でさえも武藤副総裁は慎重に考えていると解釈されたので

ある。ところが、9 月 2 日の武藤副総裁は一転して 2006 年度に緩和解除の可能性を示唆した点でサプライズだった。

武藤発言の直後、9月7日の決定会合後の金融経済月報では、消費者物価コアの伸び率について、「年末頃にかけて

ゼロ％ないし若干のプラスに転じていくと予想される注」という文言が盛り込まれた。これは、政策委員全体の見方

が「年内プラス転化」がコンセンサスになったことを示している。 

9月2日以降の各委員の講演は、新しいコンセンサスを前提にして、政策委員たちが何を考えているかを窺う格好

の材料だ（図表1）。政策委員の中には、従来と立場が若干変わっている人もいて、政策委員会の重心が動いている

ことがわかる。例えば、今までハト派とみられていた岩田副総裁も、9月15日の講演で「デフレ脱却の展望は明る

いものである」と宣言するなどとタカ派方向に変化している。須

田・中原委員はより慎重になり、春委員はやや楽観的になるとい

う変化がある。 

注：消費者物価が「年内プラス転化」になる見通しが、2005年度の予想をど

う変えるのかを具体的に示しておく。標準的見解として、物価は10、11

月、来年1月にプラス方向に変化することが知られている。この3つの

タイミングでそれぞれ前年比が0.1％ポイントずつ上方修正されると機

械的に計算すると、2005年度は前年比ゼロ％（正確には△0.0016％）に

なる（図表2）。それ以上プラス幅が拡大すれば、2005年度内の物価は

プラスである。今年5月の展望レポートは、2005年度の全員の予想が△

0.1～0.1％（中央値△0.1％）であった。次回10月末の展望レポートで

は2005・2006 年度の消費者物価見通しが上方修正される可能性は濃厚だ。 

(図表1）政策委員の講演日程

9月2日 武藤副総裁　 ﾌﾞﾙｰﾑﾊﾞｰｸﾞｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
9月14日 福間委員 福井講演
9月15日 水野委員 講演
9月15日 岩田副総裁 名古屋講演
9月22日 岩田副総裁 講演
9月28日 須田委員 高知講演
9月30日 福井総裁 大阪懇談会
10月3日 中原委員 横浜講演
10月4日 春委員 講演

　　　　---西村委員以外が全員登場

（図表2）2005年度の平均もプラス転化に近い

2005年 1月 97.2 -0.3 
         2 97.1 -0.4 2004年度平均
         3 97.4 -0.3 97.80833
         4 97.7 -0.2 
         5 97.9 0.0
         6 97.8 -0.2 
         7 97.7 -0.2 
         8 97.9 -0.1 機械的においた

         9 98.1 -0.1 予測

        10 98.2 0.0
        11 98.0 0.1
        12 98.1 0.1 年末にかけてプラス
2006年 1月 97.4 0.2
         2 97.3 0.2 2005年度平均
         3 97.6 0.2 97.80676
出所：総務省「消費者物価」 （△0.0016％）
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量的緩和解除と長期金利の関係を巡って 

 量的緩和を解除するにあたって、 大の問題は長期金利上昇である。福間委員は、量的緩和解除のタイミングを

人為的に遅らせるほど、先々の長期金利上昇に跳ね返ってくると考える。日銀の短期金利誘導は、中立的短期金利

水準を探り当ててそこに金利を合わせていくしかないという原理原則に立脚している。 

しかし、一般的な考え方は「量的緩和を解除するから長期金利も上昇する」という発想が支配的だ。また、原理

原則を踏まえていても、期待インフレが生じない間は、日銀の人為的な低金利誘導で、流動性を供給し、長期金利

を低位に抑制できるのではないかという誘因が働く。この誘因がゆえに、日銀にはなるべく量的緩和解除を慎重に

してほしいという注文が出てくるのである。福間委員のように実務志向の人物には、期待をコントロールしようと

しても、金利形成を歪めるだけだという発想があるのだろうが、そう思わない人は多いのだろう。 

 そうした論争の延長線上で量的緩和解除後を考えたとき、インフレ参照値の議論が登場する。中原委員は「市場

の期待の不安定化を防ぎ、中央銀行の考え方に対しての信認を高めるために、『望ましい物価上昇率』を市場に示

し、政策の透明性を高めていくことも有効」（10月3日）と述べ、岩田副総裁は「期待の不安定化から長期金利に

過度の変動が生じないようにする上で『条件付きコミットメント』を通じた『物価安定の錨』の役割を活用するこ

とが望ましい」（9月14日）と述べている。岩田副総裁の量的緩和解除後の条件付コミットメントは、日銀が人為

的な低金利政策を行ったときに生じる期待インフレ率の拡大を、インフレが起こったときに日銀が将来金融引き締

めに動ける自由度を与えることを通じて抑制できるというアイデアである。 

 岩田副総裁の量的緩和解除後のイメージは、期待インフレ率をコントロールするためにインフレ目標（ないしイ

ンフレ参照値）を導入すべきだということになるのだろうが、反対意見は強い。水野委員は、「ひとつの物価統計

にコミットした『新たな時間軸』を安易に設定することは、市場機能を回復させるのに逆効果になるため、慎重に

考えるべき」（9月20日）と述べ、須田委員はインフレーション・ターゲティングがあるから期待インフレが安定

化するというのも余りにもナイーブ過ぎる」と手厳しい。須田委員の考え方は、期待インフレを低位安定させるに

は、日銀の政策運営が実績を積み、信認を高める以外では、期待の安定を図ることはできないというものだ。すな

わち、数値目標を設定しても、日銀に任せておけば物価安定は保たれるという信認を怠れば、リスクプレミアムを

織り込んで長期金利が上昇する危険の方を警戒していると考えられる。水野・福間審議委員は、数値目標・数値基

準は自然なマーケットメイクを阻害するという保守主義的発想に立脚し、須田委員はインフレバイアスへの対処効

果は数値目標ではあり得ないという論点から、岩田副総裁や中原委員へ反論している（図表３）。 

 なお、中原委員と岩田副総裁の数値基準のアイデアにも温度差があるようだ。インフレ参照値を提唱する中原委

員は、現在の消費者物価のコミッ

トメントの実行に関して、「（量

的緩和政策解除にあたり充足され

るべき条件のうち）私としては、

デフレに戻らないリスクというの

は、もう少し総合的な判断が必

要」と述べている。中原委員は、

数値基準の採用を主張しつつも、

現時点では裁量的判断を重視する

姿勢だ。この点は、岩田副総裁の

条件付コミットメントとは運用の

発想が違うのだろう。 
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 これらの論争に関して、福井総裁は数値目標には否定的な立場だ。福井発言では、「期待の安定化を保つために、

どのように透明性という装いを用意していくかは、非常に幅広く検討しなければならない領域だと思う。そういう

幅広い検討は十分行っていく」と言いつつ、「何か機械的なことで縛ることで期待の安定を図るという時期は、量

的緩和のフレームワークが修正されればもう終わりになる」（9月30日）と、量的緩和後に現在のコミットメント

のような枠組みを付加することには懐疑的である。 

 

「量」からの撤収をどう考えるか 

 もうひとつの大きな論点は、量的緩和解除の枠組みを変更する前段階として、「量」から「金利」へターゲット

を切り替えることである。「金利」をターゲットにするときには、自ずと超過準備はゼロになるので、「『量』を

減らす作業にまず 初に取り掛かる必要がある」（須田委員、9月28日の講演）。しかし、その作業を、消費者物

価が安定的にゼロ％以上になった時点から始めると、金利ターゲットへの移行が遅れるので、量的ターゲットの引

き下げはもっと早い時期になる。消費者物価の年内プラス転化がみえてきた今のタイミングは、福間・水野委員以

外の委員にも量的ターゲットの引き下げに動いてもおかしくないようにも見える。 

 近の福井総裁は、「量的緩和政策の枠組みを修正する将来いずれかの時点で、金融緩和の度合いがガタンと階

段をつけるように不連続に変化するわけではない」と語っている。福井発言は、当座預金の引き下げから金利ター

ゲットの移行に関して、連続的に行うという意味のことを言っている。過去の発言を踏まえると、①受身の当座預

金引き下げがあり、次に②能動的な当座預金引き下げがあって、③ごく短期間のゼロ金利政策を経由してから、④

僅かなプラスの金利ターゲットに移行するということであろう。この①～④までのプロセスは、ひとつのパッケー

ジとして（つまり連続的）に実施されることになる。その発動は消費者物価のコミットメントが満たされる蓋然性

が高まれば、見切り発車することを暗示している。 

このパッケージが発動されるタイミングとしては、メガバンクの銀行部門が合併する2006年1月以降、インター

バンクの資金需要が低下して、当座預金目標の積みが困難になる頃が有力である。春委員は、「資金需要に合わせ

て目標を慎重に引き下げていく」ことを「現在進行中のメガバンクの統合等の影響を含め今後の資金需要の動向や、

景気や物価の状況から引き下げが金融市場にどのような影響を及ぼすかなどを慎重に見極め」（10月4日）ながら

検討していくと語っている。 

 なお、福井総裁は9月29日の質疑応答で、「2006年度に入る以前の段階を全く否定していない」とした上で、

「（『2006年度にかけて』という表現は）2006年度に入る前か、あるいは入って数ヶ月かというふうに普通は読め

ると思う」と言っている。福井総裁が解除の可能性の範囲を、2005年度中をも含めていることを示唆する発言であ

る。それを裏付けるように、春委員は「2006年年初以降その可能性は徐々に高まっていく」とやや前倒しされた時

期を述べている。10月末の展望レポートでは、「2006年度にかけて」と設定していた解除のタイミングを、「2006

年から」と前倒しする可能性があるかもしれない。 

 

隠れた壁にどう対処するか 

量的緩和解除に関して、隠れた 大の問題は、政府との関係である。谷垣財務大臣は、9月30日の閣議後の記者

会見で、「現在の状況は、デフレはまだ緩やかなながら続いており、（デフレ克服に向けての）努力は必要だ」と、

量的緩和解除へのけん制を行った。日銀短観で景況感の改善が小幅だったことを受けると、政権内からは「（量的

緩和策の見直しについて）ここで判断を変えるだけの材料が出ているわけではない」（細田官房長官）と釘を刺さ

れている。これらの発言は、福井総裁が「2006年度以前の解除を否定していない」とした態度にけん制を加えるも

のだ。 



 

（業務用参考資料） 

                                                                                                    
 本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所経済調査部が信ずるに

足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されることがあります。また、記載

された内容は、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。 

- 4 - 

政府サイドには、「量的緩和を解除するならば長期金利は上昇する」、「日銀が量的緩和解除を続ければ長期金

利は低位安定を維持できる」という市場管理の発想が隠れていそうだ。こうした発想には、福間・水野委員を中心

に反発が出るに違いない。 

問題は、量的緩和解除がその後の長期金利上昇を促す材料にならないように政府をうまく説得できるかどうかで

ある。インフレ参照値などの擬似コミットメントはそのためのアイデアでもある。現状、量的緩和解除に向けた新

しいコミットメントに関して、大方の政策委員は反対の立場を採っているが、もしも、日銀が量的緩和解除の政策

パッケージの実行に着手するのならば、そのときには政府に対して日銀が超低金利政策を維持することに関して説

得力のある材料を提示する必要があるだろう。この点、日銀の執行部は、緩和政策の修正が過度に長期金利を刺激

するものではないという客観的指標を欲しがっているだろう。 

なお、政府にとっては、インフレ参照値のように長期金利を刺激するリスクをはらむ道具を欲しているのではな

い。そこが難しいところだ。本来は、テーラールールのような適正短期金利を示す指標の公表が日銀の望むところ

である。筆者は、テーラールールよりももっとシンプルな物価上昇圧力がないことを証明するGDPギャップのよう

な指標であれば、落とし所になり得ると考える。福間・水野・須田審議委員のように、ルールが一人歩きすること

に強い警戒感を抱く意見に対して、福井総裁は、裁量主義を害することのないもっと軟らかな指標を用意する可能

性がある。今、日銀政策委員が頭を悩ませているのは、長期金利をなるべく低位安定する役割を維持してほしいと

いう政府の意向にどうやって応えるのか、そのためにどんな道具を用意するかという課題であろう。 
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