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BOJ Watching                     日本銀行分析レポート  

 量的緩和解除の曖昧さの「謎」      発表日：11月7日(月)  

～慎重論を封じるための隠された戦略～                      (No.B－14) 

               第一生命経済研究所 経済調査部 

             担当 熊野英生（外線：5221-5223） 

 日銀は、10 月の展望レポートで量的緩和解除の定義を明らかにしたようにみえるが、実のところ、量の削減への着手と

消費者物価のコミットメントの成立をどのような手順で発動するのかが明示されていない。福井総裁自身も、記者会見では

「全くオープンである」と、肝心のところを曖昧に答えている。筆者は、その理由は量の削減に着手する大義名分が事前に

は成り立たないからだと考える。すなわち、量の削減は、コミットメント成立を待ってからでないとできないのである。量の

削減は、コミットメント成立によって、金利ターゲットへの移行が決まってから、事後的にしか正当化できないという訳だ。 

 

曖昧さは建設的か 

ここにきて、日銀の目指している「量的緩

和解除の枠組み変更」のイメージについて、

その曖昧さが問題になっている（図表１）。

具体的にその曖昧さとは、次の2点に対する

明確な答えがないことを指す。 

（１）当座預金目標を引き下げ始める時点と、

量的緩和解除を宣言するタイミングの

関係 

（２）解除した後の金利ターゲットは、短期

金利水準がゼロなのか、プラスなのか 

 筆者が抱いている曖昧さに関して、10月

31日に発表された展望レポートを読むと、

確かに量的緩和解除の定義については明確に

書いてある。 

「枠組みの変更は、日本銀行当座預金残高を所要準備の水準に向けて削減し、金融市場調節の主たる操作目標を日

本銀行当座預金残高から短期金利に変更することを意味する」（展望レポート）。 

しかし、よく読むと、この記述からは肝心の（1）と（2）のことがわからない。福井総裁自身も記者会見で質問

されて「展望レポートで記しているが、どういう順番で、どの程度の時間をかけて、どういうやり方でということ

までは論じていない」と明快な回答を避けている。福井総裁の回答を真に受ければ、解除の手順や期間は「消費者

物価が安定的にプラスになる」という解除達成が至近距離に来てから、政策委員会で具体的に論じていくというこ

とになるが、とても額面通りに受け取れない。日銀が最重要政策の想定イメージを描いていないはずはない。 

一体、福井総裁が枠組み変更のイメージを語らず、曖昧さを残しているのにはどういった真意があるのだろうか。

しばしばFRBのグリーンスパン議長の発言において、何らかの前向きな意図を持って発言を曖昧にすることが「建

設的曖昧さ（Constructive Ambiguity）」と言われる。「（量的緩和解除の枠組みの仔細について）全くオープン

である」という福井発言は、何を狙って建設的曖昧さを残しているのであろうか。 
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量的緩和解除は一時点ではなく、一定期間である 

福井総裁の曖昧さの理由を考える前に、量的緩和解除の前提条件を確認しておきたい。まず、量的緩和解除の定

義を煎じ詰めると、概念的には「操作目標を量的から金利に変更する」ことになる。この定義自体は、2001年3月

の量的緩和導入のとき以来、はっきりしている。金融調節の実務の観点から言えば、超過準備が存在するときには

必ず金利はゼロであり、逆に金利がプラスになるときは必ず超過準備はゼロになる。従って、量的緩和解除の出口

より先は、金利がプラスになり、超過準備はゼロになる（当座預金は所要準備の6兆円を目指す）。 

ところが、量的緩和の枠組みを変更するのは、どういう行為から始まるのかと手順を問い直せば、途端に見解が

ばらばらになる。人によっては、30～35兆円の量的ターゲットを引き下げれば、それは量的な緩和解除だと考えて

いる。また、別の人は、たとえ30兆円を割ったとしても、大幅な超過準備がある限りは量的緩和の「枠組み」を変

更したことにはならないと言う。さらに、そうした量の削減が、消費者物価が安定的にプラスになるというコミッ

トメント成立の宣言に対して、後なのか、前なのかも統一見解がない。日銀自身も、量的緩和の枠組みは「所要準

備額を大幅に上回る流動性を供給すること」として30兆円を割り込んでも、大幅な超過準備が存在するので緩和解

除にあらずと明言する一方で、「目標値を積極的に切り込んでいくことは枠組みの変更である」という玉虫色の見

解を述べている。日銀は、2004年1月まで「緩和」と言いながら量を増やしてきただけに、ターゲットを少しでも

引き下げると「緩和解除」に受け取られるのではないかという心配から自縄自縛になっているようにも見える。今

年5月の一時的な30兆円割れを認める「なお書き｣修正のときでも、日銀は30兆円割れは一時的であり、かつ受動

的なものであるとして「緩和解除」の意図を全面的に否定してみせた。ここの混乱は、日銀が量を減らすことを正

当化する明確な基準（ないし合意）を、現時点では持ち合わせていないためだと考えられる。 

そこで、登場したのが曖昧理論だ。まず、量的緩和解除の新しい定義づけは、量的緩和解除の枠組み修正がある

一時点を指すのではなく、一定の期間を要するという考え方※とする。すなわち、量的緩和解除のプロセスとして、

①量を減らし、②超過準備のないゼロ金利状態にしてから、③短期金利の誘導レートをプラスに動かす、という3

段階戦略があり、その過程を量的緩和解除とみなしている。その一方で、福井総裁は、その頃から消費者物価が安

定的にプラスに転化し、量的緩和解除の条件が満たされることを、「コミットメント成立」と表現し、量的緩和解

除の新しい定義づけとの関係を明確に語らない（筆者の認識では、今年7月頃から新しい定義づけを福井総裁は意

識的に使い始めたように思う）。これは、量の削減に関する言及と、コミットメント成立の概念を区別するもので

ある。ここに前述（１）の曖昧さの原因であるように思える。 

※9月15日の水野温氏委員の講演では、「個人的には、量的緩和政策の『出口』については、『あるひとつの時点』ではなく、『数か月

という期間』にわたるものになると思っています」と述べられている。 

 

まだはもうなり、もうはまだなり 

繰り返しになるが、日銀が量的緩和解除を進めるときの論理的弱点は、超過準備を削減する大義名分がないこと

である。そのために日銀が量を減らそうとすると、「緩和解除はまだ早い」という批判にさらされる。実は、今年5

月の30兆円割れが起こりそうだった頃には、日銀はインターバンク市場の予備的動機が低下して、札割れが深刻化

すれば、その行き着く先に「受身の当座預金引き下げ」があって、超過準備をある程度減らしていけると考えてい

た節がある。しかし、7月には日銀のシナリオにはない誤算が起こった。それは、7月に東京三菱とＵＦＪのグルー

プ再編のスケジュールの中で、銀行部門の合併が2006年1月に延期されたことである。合併延期によって、インタ

ーバンクの資金需要が年内は低下せず、当座預金が受動的に減っていく公算が大きく低下した。加えて、8月頃から

は短期金融市場での金利先高期待を背景に、供給オペへの応札が活発化して、札割れからは程遠い状況にも変わっ

た。全店オペの人気は、日銀にとって痛し痒しだったはずだ。日銀は、これらの事件をきっかけに、札割れを理由
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にして、緩和解除とは区別した受動的に超過準備の減少を演出するシナリオを断念せざるを得なくなったと考えら

れる。 

そこで、日銀が新しく考えた戦略は、コミットメントの成立を待って、それが成立したことを宣言して、短期金

利を引き上げるために、超過準備ゼロを目指して量を引き下げていく方法だ。つまり、コミットメントが成立しさ

えすれば、日銀としては金利ターゲットへの移行を大義名分にして、量の削減に踏み切れる。あらかじめコミット

メントと量の削減の関係を明らかにしなくても、事後的に「もうすでにコミットメントが成立したのだから、金利

ターゲットに移行するために、量の削減を進めさせていただきます」と大手を振って、量を削減していけるのであ

る。この方式であれば、事前には量の削減の方針に言及することなく、事後的に「もう
．．

減らしても構わない」と正

当性を主張できる。いわば、量の削減に関して「まだ
．．

早い」という批判を封じる妙案である。 

実は、ここでのポイントは、コミットメントの成立と、量の削減の関係をあらかじめ明確にしておかないことで

ある。少し複雑なので整理しておくと、量の削減は、金利ターゲットへの移行を実行するための反射的効果として

しか正当化できない。金利ターゲットへ移行するための大義名分が成立した後でなくては、量の削減の正当性を主

張できない。従って、コミットメントの達成がごく間近になるまでは、量の削減の位置づけに関しては曖昧にして

おく必要があるという訳である。逆に、現時点から量の削減の是非だけをピックアップして議論すると、いくらで

も「まだ早い」という慎重論を唱えることができる。日銀は、5月の「なお書き」修正の一文を入れるときに、その

徒労を痛感したのである。だから、コミットメントの達成を待って、「もう早くはない、むしろ遅いくらいだ」と

言って、「もう」と｢まだ｣を逆転させるかたちで慎重論を排除するつもりなのであろう。日銀にしてみれば、量の

削減に時間がかかるので、コミットメントの成立から短期金利を引き上げるまでは非常にゆっくり進めている形式

になる。そして、量的緩和解除に時間をかけている間に消費者物価のプラス幅が拡大していくのを睨みながら、次

に「消費者物価の上昇分だけ実質金利を中立化するために名目短期金利を引き上げる」というお題目で、短期金利

を引き上げる体制に入る。今は、金利ターゲットへの移行がゼロ金利なのかプラスの金利なのかをはっきりさせず、

引き締めイメージを持たせないようにするのが得策と判断しているのであろう（前述（２）の曖昧さの理由）。今

後、量的緩和の枠組みの変更に着手していく期間の中で、量的緩和の出口はプラスの金利であるというかたちで出

口を再定義するのであろう。これが、現状における量的緩和解除のシナリオと考えられる。 

 

量の削減は2006年度に入ってから 

では、具体的にコミットメントの成立を宣

言するのはどのタイミングなのか。9月以降

の審議委員たちの発言では、年末に消費者物

価はプラスに転化し、2006年入り後はそのプ

ラス幅が拡大するとされている。また、10月

の展望レポートでは、2005年度の消費者物価

が0.1％（中央値）、2006年度が0.5％とな

っている。この両方を組み合わせると、筆者

の計算では、日銀のメインシナリオでは2006

年1～3月の消費者物価を少なくとも0.3～

0.4％とみていると逆算できる（図表２）。日

銀は「安定的に消費者物価がゼロ％以上になる」というハードルが、この消費者物価0.3％の値で越えられていると

考えているようだ。2005年4月の展望レポートでは、2006年度0.3％の物価見通しを示しながら、量的緩和解除の
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可能性に言及している。2000年の消費者物価の基準改定では、それまでの前年比が△0.26％ほど下方修正されたの

で、その幅をのりしろの程度と考えているという見方もできる。 

なお、それでは 2006 年 1～3 月に日銀が量の削減を始めるかというと、そこは微妙なタイミングになる。例えば、

仮に2005年11月にプラス転化したとして、日銀が最低2か月間（つまり2006年1月まで）様子をみたとしよう。

すると、消費者物価の発表日を勘案して、2006年1月のデータはその発表日である2006年3月3日を待たなくては

いけない。1月のデータでコミットメントの成立を宣言するならば、量的ターゲットの引き下げは3月9日の決定会

合になる。もっとも、筆者は僅か２か月ではなく、もう少し長く様子をみると考えるので、2006年2月の消費者物

価のデータが発表される3月31日を待って、消費者物価が安定的にプラスになるというコミットメント成立を宣言

するだろうと予想する。つまり、4月前半の決定会合が枠組み修正へ着手するタイミングと考えられる。 

次に、4月前半がコミットメント成立の

タイミングだという前提に立って、超過準

備を削減していく手順を考えてみよう。超

過準備を削減する方法は、①オペの期落ち

分を延長しない、②季節的な資金不足の穴

埋めをそのまま取り崩させる、という２つ

が主になるはずである。資金供給オペにつ

いては、9月から2006年越えの長期の全店

手形オペを手控えるようになってきている

（図表3）。少なくとも、現時点で長期の

手形オペの期落ちは4月△5.9兆円、5月△3.2兆円、6月△

1.6兆円が予定されている（7月以降はない）。それに、例

年5月と7月に資金不足の幅が大きくなることを勘案すると、

4～7月の間に当座預金を最大△27兆円の削減が見込める。

削減すべき超過準備は24兆円程度であるので、4月から当

預引き下げを始めてから、スムーズに行って7月には超過準

備をゼロにできる。 

ひとつ留意点を述べておくと、上記の非常にラフな試算の

中には、長期国債と短期国債の買い切りオペが含まれていな

い。人によっては、毎月1.2兆円の長期国債の輪番オペを続

けていては、超過準備をうまく減らせないのではないかと疑

問を持つかもしれない。しかし、最近の日銀の国債保有状況

をみていると、過去の取得分の償還が膨らんでいて、国債保有残高が減りやすくなっている（図表4）。日銀が量を

減らそうとするならば、短期国債の買い切りペースを落とせば、それだけで国債保有残高を横ばいに留められるだ

ろう。筆者は、長期国債の買い切りを減額しなくても、超過準備の削減はできるし、日銀もそうするとみている。 

そして、日銀はこうした手順を使って、超過準備をゼロにまで落とし、8月からは事実上のゼロ金利政策に移行す

ると考えられる。2006年8月はちょうど消費者物価の基準改定のタイミングなので、日銀は消費者物価が改定され

た後の推移を見守りながら、事実上のゼロ金利政策を維持することになる。それから、2006年9月の消費者物価の

データを待って、10月の展望レポート発表とともに、短期金利を引き上げて、量的緩和解除の出口に至ると考えら

れる。こうしたシナリオが、現時点で日銀の描く量的緩和解除のイメージであると筆者は予想する（図表5）。 

（図表3）手形オペの実行・期限と日銀当座預金の増減への影響
億円

2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
05年3月実行 15,013

4月実行 10,006
5月実行 10,012 10,012 20,025
6月実行 26,736 13,042
7月実行 3,837 30,054 23,971
8月実行 7,730 8,004 8,005 8,003 16,005
9月実行 16,005 8,002

10月実行 32,160 24,011
 長期手形オペ
の期落ち分(3-
10月の累計）

-62,603 -76,912 -44,036 -59,103 -31,974 -16,005 0

資金過不足 -24,265 -57,150 -26,369 4,823 -70,707 -10,507 -84,512
当座預金残高 300,000 300,000 300,000 245,720 143,040 116,528 32,016

    4月から当座預金を削減し始めた場合のパス

注：資金過不足は過去3年間の月間平均値。
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億円 (図表4）日本銀行が保有する国債残高の年間増減

ネット年間増減



 

（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。 
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（図表5）量的緩和解除までのスケジュール

（東京三菱とUFJの合併

を契機に札割れが再発
する可能性もある）
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