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Financial Trends                                         経済関連レポート 

実質マイナス金利時代への突入        発表日：12月27日(火)  

～「流動性の罠」から「資産価格インフレ」への圧力～          （No.FT－22) 

               第一生命経済研究所 経済調査部 

             担当 熊野英生（外線：5221-5223） 

2005年11月の消費者物価（除く生鮮食品）がプラスに転化し、無担保コールレートとの間で逆転現象が起こり、

実質短期金利がマイナスに転じたことになる。実質マイナス金利は、実物投資を後押しし、これまで民間部門の現

預金に滞留していた資金を動かすきっかけになるだろう。また、実物投資が促進されるならば、投資のリスクプレ

ミアムも押し下げられ、株価など資産価格にも上昇圧力が働くことになろう。 

 

異例のマイナス金利 

 2005年11月の消費者物価（除く生鮮食品）が前年比0.1%へと浮上した。この変化は、デフレ脱却の起点として

も意義もあろうが、実質短期金利がマイナスに転化したという新展開を意味する。過去、消費者物価が短期金利

（インターバンク金利）との間で逆転を起こしたことは、2003年10月と、1997年消費税税率引き上げ前後を除け

ば、オイルショック前後の1970年代以降はない。実質短期金利がマイナスに転じたことは異例中の異例と言える。

しかも、実質短期金利のマイナス状態は、今後しばらく継続すると予想される。つまり、日銀が2006年度中に誘導

目標の無担保コールレートを0.25％ないし0.5%引き上げたとしても、この状態は変わらないという見方である（図

表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実質短期金利がマイナスになる意味 

「名目金利ゼロから消費者物価プラスを差し引くと、実質金利はマイナスになる」という変化は、単なる算式上

の変化に止まらない。実質金利がマイナスになることは、物価のマイナス幅が縮小し続けてきたという連続的な変

化以上の意味があると考えられる。 

例えば、物価がマイナスのときに、自分の財産を預金金利がつかない銀行預金に預けておくことを不利だとは感

じにくい。元本保証がある金融商品が魅力を高めるのはデフレの時代である。ところが、物価がインフレ方向に変

わってくると事情は変わり、資産運用の安全確保が物価上昇ペースと比べて不利にならないかを再検討する経済主
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出所：総務省「消費者物価」、日本銀行
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体が出てくる。実質短期金利のマイナス転化は、安全資産を保有することに対して、相対的な収益悪化を意識させ

るからである。 

 この理屈を援用すると、今後、実質短期金利マイナスが継続すれば、日本経済の各所に退蔵された過剰流動性が

投資に回っていくだろう。この効果が大きく出てきそうなのは、金あまりに悩んでいる企業が考えられる。筆者の

試算では、日本の民間事業法人の余剰金融資産残高は80〰86兆円に達すると見込まれる。今後、消費者物価が上昇

するほどに、余剰資金を抱え込んだ企業は金あまりの解消に向けて行動をし始めるだろう。具体的には、余剰資金

を人件費・配当を含め、実物投資に回そうとする動きが出てくると考えられる。個人の場合には、運用行動が粘着

的なので、すぐに投資スタンスを変化させにくいが、企業の投資行動には影響が出てくると考えられる。 

常々、日銀の福井総裁は、「景気が良くなるほどに金融緩和効果は強まる」と述べているが、その発言の真意は、

実質短期金利の低下効果にあると言えよう。 

 

「流動性の罠」の打破 

 今まで、日本の過剰流動性が実物投資に回りにくかったのは、元本保証がある安全資産への偏愛（「貨幣愛」と

呼ぶ）があったからである。日本銀行が量的緩和政策を推進しても、緩和効果がなかなか浸透しなかったのは、そ

の「貨幣愛」に原因があった。もう少し解説すると、民間部門の資産選択が、安全資産を極度に選好し、日銀が短

期金融市場を通じていくら流動性供給を行っても、それが実物投資効果を刺激しなかった状況だ。ケインズ経済学

では「流動性の罠」（民間部門が流動性を抱え込み、金融政策が緩和効果を発揮しない状況）と呼ぶ。さらに紐解

くと、日本経済が「流動性の罠」に陥ったのは、金融不安を経験したことが原因になり、民間部門が実物投資に対

してリスクを感じ、安全資産を選好するためと考えられる。これまでは実物投資をためらわせるようなリスクプレ

ミアムの存在が、流動性から実物投資に向かう正常な環境を阻害した。このリスクプレミアムは、投資を実行する

際の割引率として、資金調達コストに上乗せされていた格好※だ。 

※ 割引率 d とすると、d＝短期金利 r+リスクプレミアム a として表現できる。金融不安の下では、金融緩和 r↓を進めても、リスク

プレミアムa↑によって、d↑＝r↓＋a↑というかたちで割引率が高止まりしていたと考えられる。 

今後しばらくの間、日銀が名目短期金利を据え置き、実質金利をマイナスにした状態を維持しようとするのは、

実質金利マイナスを放置することで、企業の投資マインドに巣食ったリスクプレミアムよりも大きな緩和効果は発

揮することが目的だとも解釈できる。

そうした意味で、金融政策は、「流

動性の罠」を払拭する 後の後押し

をしようとしている。 

 実は、米国のFRBでも1993年と

2001年秋から2004年までの長期間に

わたって、実質短期金利のマイナス

状態を維持した（図表2）。FRBの意

図は、日本のバブル崩壊に学んだア

ンチ資産デフレ対策だったという見

方ができる。 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

85 88 91 94 97 00 03

％

短期金利（FFレート）

消費者物価の前年比

（図表２）米国における実質短期金利のマイナス期間
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資産価格への影響 

 実質短期金利の低下は、民間部門のバランスシートに滞留した資金を、実物投資に動かす作用があると考えられ

る。同時に、これまで資金が現預金とともに、債券投資にも資金が回っていたポートフォリオ組み換えの流れにも

影響を与えるであろう（図表3）。すなわち、デフレ下では、量的緩和政策の時間軸によって、債券価格に上昇圧力

がかかり、相対的に債券保有の有利さが強調される格好になっていたのである。物価がマイナスの伸びである限り

は、量的緩和政策の枠組みが継続されて、債券の高価格維持が図られる。金融政策は、量的緩和効果を通じて長期

金利を引き下げることで、実物投資を促進しようという狙いがあった。 

 一方、現在のように消費者物価の上昇基調が

はっきりすると、この時間軸効果は自然と消失

していく。長期金利は、量的緩和継続に早晩ピ

リオドが打たれるという観測を通じて、押し下

げ作用を弱めると考えられる。 

 もうひとつ、実質短期金利が引き下げられる

効果は、実物投資の積極化が呼び水になるかた

ちで、資産価格にも水準訂正が迫られるという

作用だと考えられる。すでに、円安と株価上昇

が進んでいることは、そうした資産価格効果が

顕在化していることを暗示している。この理屈

は、資産価格が割引利益の流列で決定されるメ

カニズムを使って説明するとわかりやすい。 

今、資産価格＝Pa を、R=今期の利益（配当）、

前述のd＝割引率を使って表現すると、Pa=Σ

R/(1+d)として表される。これは、利益の割引価

値の流列を累計したものである。次に、この式は、利益の成長率（成長期待）nを加えて、Pa=R／(d―n)と変形でき

る。ここでのnは、近似的にn≒p（物価上昇率）と読み替えることができるので、 

Pa=R／(d―n)≒R／(d－p)＝R／(r＋a－p)   と変形できる（d＝r＋a）。 

そうなると、実質短期金利がマイナスになるという現象は、r＋a－pが大幅に減少することを意味するので、 

Pa↑＝R／(r＋a－p)↓ 

というかたちで、資産価格の評価額を押し上げることになる。 

実質短期金利を低位に据え置き、リスクプレミアムが縮小していく状況下では、株価上昇・円安などの資産価格

上昇が進む理由は、金融緩和の拡大にある。 

この状態がさらに進んで、バブル的様相にまで至るかどうかは、r＋a－pの低下がどこまで続けられるかという期

待に依存する。80年代のバブルのときは、株価が上昇してエクイティ・ファイナンスのコストがゼロだという錯誤

が起こった。低金利環境が永続するかの如き幻想が、利益の成長率（n）の拡散と相まって、資産価格を上方に発散

させてしまった。 

今は、当時のように企業の資金調達コストが超低位のままであり続けるという幻想までは至っていない。現段階

での資産価格の上昇があるにしても、限定的な範囲であると考えられる。 
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金融政策に対する圧力の影響 

今がバブルでないとしても、バブルの入口に居るという見方は存在する。企業の期待成長率が永続的に発散して

いくような楽観論はなくても、緩和的な金融環境が長期化するという見方によって、資産価格を押し上げられる可

能性はある。とりわけ、日銀の金融政策が、デフレ懸念や財政再建を背景に、易々と金融引き締めには転じられな

いという観測は、そうした見方に発展していく芽を含む。今後、日銀が消費者物価の状況如何に拘わらず、量的緩

和解除を進めてはまかりならんという圧力に屈服させられれば、金融緩和環境の持続性に関する楽観な見方にオー

バーシュートする可能性はある。今後の金融政策は、過度の楽観をさけながら、ファンダメンタルズの改善に歩調

を合わせた運営が求められる。 
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