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本パンフレットの趣旨
本パンフレットは、特定の政党の経済政策に関する主張を非難することを目的としてい
るわけではない。不完全な経済学的知識に基づいて金融政策論争にいたずらに時間を割く
状況をできるだけ回避して、私たち市民にとって、金融政策よりもはるかに重要な政策課
題に関心と時間を集中することが有益であると、強く信じているからである。
本パンフレットでは、基本的な金融理論を用いながら、金融緩和政策のメカニズムを、
たとえば、高校生でも理解できる程度に噛み砕いて説明をしていく。金融政策は、無謀な
論争にもみくちゃにされ、きわめて複雑な、時には怪奇な経済政策であるとの印象を与え
てきたが、本来、筋の良い理論に基づいていて、議論のステップも無理なく進むことがで
き、素直に考えられる人であれば自然に理解することができるたぐいのものである。
なお、本パンフレットは、あらゆる理論的な可能性を考察したものではなく、実際的な
観点から、現行の制度で展開できる金融政策の効果の妥当性について検討したものである。
仮に経済政策論争において経済学研究者が貢献できることがあるとすれば、純粋に理論的
な観点からは重要な可能性であっても、現実的には瑣末な効果については、勇気を持って
押しとどめ、基本的、標準的な理論に基づいて、経済政策の帰結を、できるだけ平易な言
葉で、しかし、本質を失うことなく、人々に伝えることでないかと思うからである。

1

なぜ、無制限の金融緩和が私たちの経済社会にとって有害なのか？
一橋大学
１

日本銀行も銀行である！

２

どのくらいの日銀券と準備預金が経済活動に必要なのか？

３

なぜ、平時における大規模な金融緩和が無力なのか？

４

補論：有事における日銀バランスシートの拡大効果について

齊藤 誠

エッセー風のまとめ
（銀行としての日本銀行）
迷走する金融政策論争に接すると、日本銀行（日銀）が発行する銀行券（紙幣）と準備
預金が、日銀の保有する資産に裏付けられた預金証書であるという意識が根本的に欠如し
ていると思うことがある。やや別の言い方をすると、日銀の金融政策が日銀という“銀行”
の金融活動である点が見逃されている。
（日銀券と準備預金）
民間銀行は、預金者から資金を調達して貸付や証券投資で運用する。日銀も預金で資金
を調達し、投融資で運用する点では、民間銀行と変わらない。
ただし、預金形態が民間銀行と大きく異なっている。日銀の預金には、日銀券（紙幣）
「紙幣が預金だなんて！」と驚かれるかもしれない
と準備預金という 2 つのタイプがある。
が、日銀券は、日銀が発行した歴とした預金証書である。日銀券には金利も支払われない
し、満期も設定されていないが、日常の経済取引に支払手段（交換媒体）として用いるこ
とができる。家計や企業は、支払手段としての利便性に魅せられて日銀券を保有するので
ある。
一方、準備預金は、一般の人々の目に触れることはない。準備預金は、民間銀行が日銀
に預けている当座預金である。それぞれの民間銀行は、準備預金を通じた銀行間の資金移
動に支障がないようにするために、各行の預金量に応じて準備預金に資金を預けることが
法律で定められている。民間銀行が義務付けられている準備預金額は、法定準備預金額と
呼ばれている。準備預金には金利が付されなかったが、2008 年 11 月より年 0.1％付利され
るようになった。
（準備預金調達に依拠する金融緩和政策）
日銀が 2010 年 10 月に金融緩和手段として設けた「資産買入等の基金」
（基金）も、原則、
日銀券と準備預金で調達された資金が原資となる。基金規模は、当初 35 兆円だったが、2012
年 10 月には上限が 91 兆円にまで引き上げられてきた。
日銀は、基金創設後の 2 年間にわたって 63 兆円の証券の買増や貸出の増額を実施してき
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たが、では、その資金をどのように調達してきたのだろうか。
日銀券発行による資金調達は、すでに限界に達していた。そもそも、支払手段として必
要とされる日銀券の規模は、名目 GDP のせいぜい 8％である。現在の名目 GDP は 500 兆
円弱なので、経済取引に必要な日銀券発行残高はたかだか 40 兆円程度となる。基金が創設
された 2010 年 10 月には、80 兆円近くに達していた。必要量の 2 倍になっていたのは、金
利がゼロだったために、使いもしない紙幣が家計のタンスや企業の金庫に眠っていたから
である。しかし、タンスや金庫のスペースも尽きてきて、誰もそれ以上の日銀券を受け入
れなくなった。
それでは、準備預金による資金調達はどうであったか。ゼロ金利環境のところに年 0.1％
付利されていたこともあって、日銀は法定準備預金額（7 兆円台）を超える資金を民間銀行
から調達することができた。本年（2012 年）10 月末で 30 兆円台半ばの資金を調達してき
た。しかし、それでも 63 兆円の基金買入規模に不足していたので、基金外で運用していた
貸出や政府短期証券を取り崩してきた。
（積極的な金融緩和政策で、経済全体の資金循環が活性化するわけではない）
日銀の基金拡大を通じた金融緩和については、供給された大量の紙幣が経済全体を駆け
巡るようなイメージを持たれ、デフレ対策の切り札のように理解されがちである。しかし、
上述のように日銀の資金調達と資金運用をセットで考えると、金融緩和がそのような効果
を持たないことが明らかになってくる。
日銀が基金を通じて民間銀行から長期国債（長国）を買い入れるとしよう。長国買入資
金の原資は、日銀券発行が限界に来ているので、準備預金を通じて民間銀行から調達する。
具体的には、日銀が長国買入代金を民間銀行名義の準備預金に振り込み、民間銀行は引き
続き準備預金に資金を置く。何のことはない、長国は民間銀行から日銀に移動し、民間銀
行は長国を準備預金に振り替えるだけである。すなわち、実体経済とはまったく独立に、
日銀と民間銀行の間で資金が一巡しているにすぎない。
（インフレが起きるとすれば…）
「いやいや、気合いを入れて思い切った金融緩和をし、準備預金に頼らずとも、紙幣を
経済に無理矢理押し込めば、いずれはインフレが起きるはずである」と主張する向きがあ
るかもしれない。
しかし、この議論はあまりにも非現実的である。先述の通り、支払手段として経済全体
を駆け巡る紙幣量は、名目 GDP のたかだか 8％である。すると、現在の日銀券発行残高 80
兆円を経済全体に行き渡らせるだけでも、名目 GDP で測った経済規模は 1,000 兆円、現在
の 2 倍とならなければならない。生産活動が一定だとすると、物価は一気に 2 倍、年 3％
のインフレとはわけの違うハイパーインフレである。そのような非現実的な効果を念頭と
した経済政策は検討しない方がよい。
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日本銀行も銀行である！

（銀行とは？）
金融政策論争がしばしば迷走してしまうのは、
「日本銀行（以下、日銀）も銀行であり、
日銀の金融政策が銀行としての日銀の金融活動である」という理解が完全に抜け落ちてし
まっているからではないだろうか。
金融論の研究者が、
「銀行とは何か」と問われれば、次のように答えるであろう。
銀行は、預金者から資金を集め、企業や家計に資金を貸し付け、証券市場（株式
市場や債券市場）に資金を投じる機関である。
なお、企業や家計への融資（貸付）と証券市場への投資を合わせて、投融資と呼ばれるこ
とが多い。
上述の銀行の定義を銀行のバランスシートを用いてあらためて説明してみよう。銀行の
バランスシートとは、銀行が保有している資産と銀行が借り入れている負債の状況を一枚
の表にまとめたものである。
図１に示すように、
銀行のバランスシートは、左側に資産が、右側
に負債が計上されている。
なお、図 1 では、議論を簡単にするために、

図 1：銀行のバランスシート
資産

負債

銀行は、預金者だけから資金を調達していると
する。実際の銀行は、株式市場や債券市場から

貸付（融資）

も資金を調達している。
実は、日本銀行も銀行なので、そのバランス
シートは、図 1 で描かれたものと基本的に異な
るところがない。

預金
投資

ただし、預金の形態が普通の銀行と大きく異
なっている。普通の銀行（民間銀行）であれば、
預金には、日々の資金の出し入れに用いる当座預金（主として企業向け）や普通預金と、
長い期間預け入れる定期預金がある。普通預金と定期預金には金利が付される。当座預金
や普通預金は、いつでも引き出すことができるが、定期預金は、あらかじめ決められた満
期まで引き出すことができない（満期前に引き出せば、解約手数料がかかってしまう）。
一方、日本銀行が発行する預金は、日銀券（紙幣）と準備預金の 2 種類である。講義で
このように学生に説明すると、かならず返ってくる質問は、
「紙幣って預金なの！」
「準備預金なんて聞いたことがない！」
である。
（紙幣とは？）
まず、最初の質問からとりかかってみよう。正確にいうと、日銀券（紙幣）は、日銀が
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発行した預金証書（あるいは、債券証書）である。市民は日銀に預金口座も持っていない
のに、ポケットの財布に入っている紙幣が預金証書とは、何とも不思議な感じはするが、
少し理詰めで考えてみよう。
日銀に預金口座を持っているのは、市中で店舗を開いている民間銀行である。実は、民
間銀行が日銀に開いている預金こそが準備預金である。準備預金の説明は後ほどすること
にして、ここでは準備預金も預金の一種であるというぐらいに考えてほしい。
民間銀行の各店舗は、営業に必要な紙幣を日銀の支店でその民間銀行名義の準備預金か
らから“引き出し”ている。このように説明すると、学生は、
「現金（紙幣）の引出は、現
金が日銀の外に出ていくことだから、現金を預金証書というのは…」と、納得できない顔
をして口ごもる。
しかし、よく考えてみよう。民間銀行は日銀の支店で自行名義の準備預金から現金（紙
幣）を引き出しても、日銀が保有している資産を持ち出しているわけではないのである。
準備預金からの現金の引出とは、日銀の資産サイドにおいて日銀が保有している資産はそ
のままに、日銀の負債サイドにおいて「準備預金」という預金から「日銀券」という預金
に振り替えていることに相当する。
逆に、民間銀行が日銀の支店で自行名義の準備預金口座に現金（紙幣）を預け入れる場
合は、日銀に債券や株式などの資産を持ち込んでいるわけではないのである。準備預金へ
の現金の預入とは、日銀の資産サイドにおいて日銀が保有している資産はそのままに、日
銀の負債サイドにおいて「日銀券」という預金から「準備預金」という預金に振り替えて
いることに相当する。
以上のことを日銀のバランスシートで説明してみると、図２のようになる。

図２：日銀のバランスシートにおける
準備預金の現金の引出・預入

資産
日銀が保有
する資産

負債

準備預金

日銀券

このように見てくると、民間銀行が発行する預金が民間銀行の保有する資産（貸付資産
や証券資産）によって裏付けられているように、日銀が発行する準備預金や日銀券も、日
銀の保有する資産
（たとえば国債）
によって裏付けられていることが理解できるであろう。
ただし、日銀券（紙幣）が事実上の預金証書（債券証書）といっても、民間銀行の発行
する預金とは、いくつもの点で異なっている。第１に、紙幣には利息がまったく付かない。
第２に、紙幣には満期が設定されていない。第３に、一番重要なことであるが、日銀券は、
経済取引における支払手段（専門用語では交換媒体）として誰にも譲渡できる。この第３
の特徴のために、日銀に預金口座を持っていない私たちも、日銀の預金証書である日銀券
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を持つことができるのである。やや言い方を変えると、家計や企業は、支払手段（交換媒
体）としての利便性に魅せられて日銀券を保有しているのである。
議論が横道にそれてしまうが、これまで展開してきた議論をより掘り下げて理解するた
めに、金本位制のもとで中央銀行（日銀も中央銀行のひとつ）によって発行された中央銀
行券を考えてみよう。金本位制のもとでは、中央銀行の支店に中央銀行券を持参すると、
あらかじめ決められた交換比率で金と交換（専門用語で兌換）できる。この場合、中央銀
行券が金に兌換されると、中央銀行の保有していた金が中央銀行の外に持ち出されてしま
う（図３を参照のこと）
。

図３：金本位制における中央銀行券と金の兌換
中央銀行券の
資産
中央銀行が保
有する金資産

負債

持参者へ

中央銀行券

金

（準備預金とは）
先に述べたように、準備預金は、民間銀行が日銀に開設した預金（正確には当座預金）
である。したがって、一般の人々の目に触れることがない預金口座である。準備預金を正
確に説明するには、大変な紙幅を割かなければならなくなるので、ここでは、準備預金の
ほんのさわりだけを説明したい。
準備預金は、異なる民間銀行間で大規模な資金を移動させるための仕組みであり、そう
した仕組みを日銀が民間銀行に提供していると考えると分かりやすいかもしれない。すべ
ての民間銀行は、日銀に準備預金口座を設けているので、準備預金口座間の資金を振り替
えることを通じて、異なる民間銀行間で大規模な資金移動が可能となる。たとえば、日銀
において A 銀行名義の準備預金から B 銀行名義の準備預金へ資金を振り替えれば、事実上、
A 銀行から B 銀行へ資金を移動させることができる。
こうした銀行間の資金移動を滞りなくするためには、各民間銀行名義の準備預金口座に
ある程度の資金が預けられていなくてはならない。そこで、それぞれの民間銀行は、各行
の預金量に応じて準備預金に資金を預けることが法律で定められている。民間銀行が義務
付けられている準備預金額は、法定準備預金額と呼ばれている。
なお、準備預金は、そもそも金利が付されていなかったが、2008 年 11 月より年 0.1%
の金利が付されるようになった。準備預金に対する付利水準は、年 0.1%の水準に据え置か
れてきた。
（日銀のバランスシート）
このように見てくると、日銀の金融政策が、銀行としての日銀の金融活動によって支え
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られていることが理解できるのでないだろうか。
すなわち、日銀は、準備預金と日銀券で資金を

図４：日銀のバランスシート

調達して、その資金を貸付や証券投資で運用し
資産

ていることになる。バランスシートによって日

負債

銀の金融活動を描くと図４のようになる。
日銀の金融活動の特徴は、主たる取引相手が
民間銀行となる点である。先に述べてきたよう

貸付（融資）

日銀券

に、資金調達面でみると、準備預金は民間銀行
が預けた資金である。また、日銀券の市中への
投資

流通も、民間銀行を通じて行われる。

準備預金

一方、資金運用面でも、債券（たとえば国債）
を買う場合でも、売る場合でも、取引相手は基
本的に民間銀行である。また、資金を貸し付ける相手も、原則としては、民間銀行である。
ただし、債券や株式などの証券投資については、民間銀行以外の経済主体から購入するこ
ともある。
以下で展開する議論では、日銀の投融資活動が、日銀券と準備預金を通じた資金調達に
支えられていることを常に念頭に置いておいてほしい。

2

どのくらいの日銀券と準備預金が経済活動に必要なのか？

（どのくらいの日銀券が必要なのか）
日銀が日銀券発行を通じて調達できる資金規模は、基本的に、どれだけの日銀券が経済
取引に必要なのかに依存している。それでは、経済取引に必要な日銀券の規模はどの程度
なのだろうか。
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図５は、1980 年から 2012 年について日銀券の発行規模の名目 GDP に対する比率（黒
の実線、左目盛りで比率）と発行残高（赤の点線、右目盛りで兆円）をプロットしたもの
である。1995 年までは、日銀券発行残高の名目 GDP に対する比率が 6%から 7%で推移し
てきた。しかし、同比率は、それ以降急激に上昇し、1999 年には 10%、2005 年には 15%、
さらに 2012 年には 17%にまで達している。
なぜ、日銀発行残高の相対的な規模が 1995 年まで安定していたのに、その後急激に上
昇したのであろうか。実は、その背景には、金利が 1995 年以降ゼロ水準近傍で推移して
きた事情がある。図６が示すように、銀行間の貸借の金利に相当するコールレートは、1995
年 10 月以降、年 0.5%を下回る水準で推移してきた。特に、以下の 3 つの期間においては、
コールレートが年 0.1%を下回っている事実上のゼロ金利環境が生み出されてきた。
① 1999 年 3 月から 2000 年 7 月
② 2001 年 3 月から 2006 年 6 月
③ 2009 年 3 月から現在まで
金利がゼロ近傍になると、銀行に預けていても仕方がないと、家計では、タンスのひき
出しに紙幣（日銀券）を入れっぱなしにする。企業でも、事務所の金庫に紙幣を入れっぱ
なしにする。もちろん、タンスや金庫に入れっぱなしの紙幣は、経済取引に用いられるこ
とはない。すなわち、1995 年以降、経済規模に比して日銀券の発行規模が拡大したのは、
経済取引に用いられることのない日銀券が増えたにすぎない。
しかし、家計のタンスや企業の金庫のスペースにもおのずから限度があるために、家計
も、企業も、これ以上の日銀券を受け入れなくなった。その結果、日銀券発行残高は、2005
年以降、その伸びが急速に減速していく。日銀券発行を通じた日銀の資金調達は、ほぼ限
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界に達したといえる。
こうした推移を踏まえると、経済取引に必要な日銀券は、名目 GDP の 6、7%、高めに
見ても、せいぜい 8%というところであろう。現在の名目 GDP も 10 兆円の桁で四捨五入
して 500 兆円とすると、現在の経済規模に見合った経済取引に必要な日銀券は、せいぜい
40 兆円（500 兆円×0.08）となる。現在の日銀券発行残高は 80 兆円強であるので、経済
取引に必要な日銀券 40 兆円を超える分（40 兆円強）は、タンス預金化した日銀券という
ことになる。
なお、日銀は、日銀券ルールと呼ばれる運用指針で長期国債の買入（長期国債の長期保
有）の上限を日銀券発行残高としてきた。日銀券ルールを設けている理由は、日銀券発行
で調達した資金が経済取引に支えられた安定した資金源であり、長期国債の長期保有に適
した原資と考えられているからである。言い換えると、日銀券は、主として長期国債（資
産）に裏付けられている預金（負債）であるといえる。
（法定準備預金額と準備預金総額の推移）
それでは、日銀は、準備預金を通じてどの程度の資金を調達することができるのであろ
うか。
日銀がかならず手にすることができる準備預金総額は、民間銀行が準備預金に預けるこ
とが義務付けられている総額、すなわち、法定準備金額に等しい。図７は、1980 年から
2012 年について準備預金総額と法定準備預金額の推移をプロットしたものである。この図
が示すように、1998 年までは法定準備預金額が準備預金を通じて調達できる資金額にほぼ
一致していた。
しかし、1999 年 3 月以降、準備預金総額が法定準預金額を上回る状態（超過準備）が
生じるようになった。1999 年 12 月には、2000 年問題（コンピューターに内蔵されてい
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るカレンダーが 21 世紀に切り替わるときに故障して金融システムが機能不全になるとい
う懸念）への対応から、3.9 兆円の法定準備預金額を大きく超えて準備預金総額は 9.7 兆
円に達した。この超過準備状態は、2000 年 7 月まで続く。
2001 年 3 月以降は、超過準備が常態化して、2004 年 11 月には 4.5 兆円の法定準備預金
額に対して準備預金総額が 28.1 兆円に達した。2001 年 3 月から 2006 年 6 月まで法定準
備預金額を大きく上回るように準備預金総額を誘導した政策は、量的緩和政策と呼ばれて
いる。
2006 年 7 月以降は、
準備預金総額が法定準備預金額を若干上回る程度で推移している。
なお、2007 年 10 月に法定準備預金額が 4.7 兆円から 7.0 兆円にジャンプしたのは、郵政
民営化で“ゆうちょ銀行”に準備預金への預入義務が生じたからである。
2008 年 9 月に起きたリーマンショックを契機として、超過準備状態がふたたび生じた。
すなわち、法定準備預金額は７兆円台で推移してきたのに対して、準備預金総額は 2008
年 12 月に 10.1 兆円、2010 年 6 月に 15.0 兆円、東日本大震災に見舞われた 2011 年 3 月
には 32.3 兆円に達した。準備預金総額は、その後も 25 兆円から 35 兆円の間で大きく変
動してきた。2012 年 8 月では、法定準備預金額 7.7 兆円に対して、準備預金総額は 33.0
兆円に達している。後から議論するように、法定準備預金額を大きく上回る準備預金総額
は、日銀が 2010 年 10 月に設けた「資産買入等の基金」の原資となってきた。
（なぜ超過準備が起きるのか）
そもそも準備預金には金利が付されていなかったので、民間銀行は、法定準備預金額を
超えて準備預金に資金を預けるインセンティブはなかった。したがって、超過準備が生じ
ていない状態が自然な姿であった。逆にいうと、超過準備が生じるのは、金利がゼロにな
っていて、準備預金に預けっぱなしになっていても、民間銀行が金利収入を得る機会を逸
しないような場合である。
事実、
超過準備状態が生じた時期は、ゼロ金利環境が作られた時期にほぼ一致している。
確かに、①1999 年 3 月から 2000 年 7 月と②2001 年 3 月から 2006 年 6 月のゼロ金利期
間は、超過準備が生じた時期に正確に一致している。たとえば、②の期間は、量的緩和政
策が実施された時期に相当する。
しかし、もっとも最近の超過準備状態は、2008 年 9 月から生じてきたのに、ゼロ金利
になったのは 2009 年 3 月以降である。コールレートの金利がゼロ水準を若干上回ってい
たのにもかかわらず、民間銀行が準備預金に預けたのは、2008 年 9 月のリーマンショッ
クの影響で信用不安が極度に高まり、相手が銀行といえども安心して貸し出すことができ
なくなったからである。こうした状態は、2009 年 3 月まで続いた。
また、2008 年 11 月からは、非常に低い水準とはいえ、準備預金に年 0.1%の金利が付
されるようになったことも、
民間銀行が準備預金に資金を預けるインセンティブとなった。

3

なぜ、平時における大規模な金融緩和が無力なのか？

（有事と平時の区別）
これまでの議論をまとめると、ゼロ金利環境のもとでは、経済取引に必要な日銀券の分
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量をはるかに超えて日銀券を発行して、日銀は大規模な資金調達ができるようになった。
しかし、
現在の日銀券発行残高 80 兆円で日銀券発行による資金調達はほぼ限界に達した。
一方、準備預金を通じた資金調達でも、ゼロ金利環境では、法定準備預金額をはるかに超
える資金を調達することができた。
以上で見てきたように、非常に積極的な金融緩和政策には、金利がゼロ水準まで低下す
る面（金利的側面）と、日銀の資金調達額と資金運用額が同時に拡大する面（量的側面）
があるが、以下では、積極的な金融緩和政策の量的な側面に着目しながら、次のような問
題を考えていきたい。


日銀は、大規模な日銀券発行と超過準備によって調達した資金をどのように運用
してきたのであろうか。



なぜ、このような大規模な資金調達の必要があったのであろうか。



はたして、このようにして調達された資金は、日本経済に望ましい政策効果をも
たらしたのであろうか。

以上のような問題を、有事と平時に分けて考えてみたい。ただし、ここでは、
有事≠不況
平時≠好況
であることに気を付けてほしい。
ここでいう有事とは、主要な金融市場で債券や株式が買い手不在で売り一辺倒となって、
資産価格が暴落していくような状況を指している。さらには、信用不安が極度に高まり、
銀行間の貸借さえも滞ってしまうような事態が有事に相当する。専門用語では、流動性危
機と呼ばれている。
一方、平時とは、経済環境の好不況にかかわらず、主要な金融市場で売買が円滑になさ
れ、銀行間の貸借も滞りなく行われている状態を指している。したがって、景気がかなら
ずしも芳しくなくても、
金融市場が正常に機能している限りは、上の定義では平時である。
以下、本章（第３章）では、平時における積極的な金融政策について、第４章で有事に
おける積極的な金融緩和政策について、それぞれ考えていく。
（平時において展開された積極的な金融政策）
より具体的に見ていこう。
2001 年 3 月から 2006 年 6 月まで展開された量的緩和政策も、
その前半期には流動性危機に相当する状況があった。
IT バブルの崩壊で 2000 年 3 月に日経平均で 20,000 円を超えていた株価は、2001 年 2
月に 13,000 円、2003 年 4 月には 8,000 円を割り込むところまで下落した。しかし、その
後は、株価は順調に上昇し、2006 年 3 月には 17,000 円まで回復している。実体経済の景
気回復は、株価の上昇に先行し、2002 年 1 月から 2007 年 10 月までの戦後最長の景気回
復期と重なっている。
すなわち、流動性危機への対応として量的緩和政策が展開されたのは、長く見積もって
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も、せいぜい 2003 年 4 月までの約 2 年間で、2003 年 5 月からの 3 年間は、平時において
積極的な金融緩和が展開されたことになる。
2008 年 9 月から現在に至る超過準備を通じて展開された金融緩和政策も、当初は、流
動性危機への対応と考えて差し支えないであろう。2008 年 9 月のリーマンショックで
2008 年 8 月に日経平均で 13,000 円を超えていた株価は、2008 年 10 月には 8,000 円台半
ばで推移し、2009 年 2 月には 8,000 円を割り込んだ。しかし、その後は、株価が急激に
回復することはなかったものの、急激に下落することもなく、株式市場が売り一辺倒に傾
くことはなかった。2011 年 3 月の東日本大震災後も、株式市場が暴落するような局面はな
かった。
直近の金融緩和政策が特徴的なことは、株式市場が落ち着きを取り戻した平時といって
差し支えない時期（2009 年春ごろ）から、金融緩和政策の積極度が増したことである。ま
ず、2009 年 3 月からふたたびゼロ金利政策が採用された。
先述したように、日銀は、2010 年 10 月に金融緩和手段として「資産買入等の基金」
（以
下、単に基金）を設けた。日銀は、これ以降、超過準備で調達した莫大な資金を、基金を
通じて運用することになる。基金規模の上限は、2010 年 10 月当初 35 兆円だったが、
2011 年 3 月

40 兆円

同年 8 月

50 兆円

同年 10 月

55 兆円

2012 年 2 月

65 兆円

同年 4 月

70 兆円

同年 9 月

80 兆円

同年 10 月

91 兆円

に順次引き上げられてきた。
基金の運用対象も、長期国債の買付や銀行への貸付（担保を伴うもの）など、伝統的な
運手段だけではなく、指数連動型上場投資信託や不動産投資信託なども運用対象に含まれ
ることになった。
（超過準備に依拠した金融緩和政策で経済全体の資金量が増えるわけではない）
では、平時における積極的な金融緩和政策には、どのような政策効果があるのであろう
か。通常、積極的な金融緩和政策は、経済全体の資金循環を活性化して、マクロ的なレベ
ルで経済活動を刺激し、物価上昇をもたらすことが期待されているといわれている。すな
わち、
積極的な金融緩和政策は、
景気対策やデフレ対策として展開されているわけである。
しかし、大規模な金融緩和政策は、経済全体の資金循環をもたらすわけではない。以下
では、先述の基金拡大を通じた金融緩和政策を例にとりながら、そのことを詳しく見てい
こう。
日銀は、2010 年 10 月からの 2 年間にわたって 63 兆円の証券（国債や社債）の買増や
民間銀行への貸出の増額を実施してきたが、では、その資金をどのように調達してきたの
か。
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図８：日本銀行が民間銀行から長期国債を買い入れた場合
日本銀行
資産

民間銀行

負債

資産

負債

長期国債
長期国債

↓

準備預金

預金

準備預金

日銀券発行による資金調達は、すでに限界に達していた。先に述べたように、そもそも
支払手段として必要とされる日銀券の規模は、名目 GDP のせいぜい 8％である。現在の
名目 GDP は 500 兆円弱なので、経済取引に必要な日銀券発行残高は 40 兆円程度となる。
基金が創設された 2010 年 10 月には、80 兆円近くに達していた。必要量の 2 倍になって
いたのは、金利がゼロだったために、使いもしない紙幣が家計のタンスや企業の金庫に眠
っていたからである。しかし、タンスや金庫のスペースも尽きてきて、誰もそれ以上の日
銀券を受け入れなくなった。
それでは、準備預金による資金調達はどうであったか。ゼロ金利環境のところに年 0.1％
付利されていたので、日銀は法定準備預金額（7 兆円台）を超える資金を民間銀行から調
達することができた。本年 10 月末で 30 兆円台半ばの資金を調達してきた。しかし、それ
でも 63 兆円の基金買入規模に不足していたので、基金外で運用していた貸出や政府短期
証券を取り崩してきた。
すなわち、基金拡大を通じた金融緩和政策は、超過準備に依拠しながら資金調達を行っ
てきたのである。これまで議論してきたように日銀の資金調達と資金運用をセットで考え
ると、超過準備に依拠した金融緩和政策が経済全体の資金循環を活性化しないことが明ら
かになってくる。
まず、日銀が民間銀行から長期国債を買い入れる場合を考えてみよう。先述のように長
期国債買入資金の原資は、日銀券発行が限界に来ているので、準備預金を通じて民間銀行
から調達する。具体的には、日銀が長期国債買入代金を民間銀行名義の準備預金に振り込
み、民間銀行は引き続き準備預金に資金を置く。何のことはない、長期国債は民間銀行か
ら日銀に移動し、民間銀行は長期国債を準備預金に振り替えるだけである。図８が示すよ
うに、実体経済とはまったく独立に、日銀と民間銀行の間で資金が一巡しているにすぎな
い。
実は、日銀が国債市場から長期国債を買い入れる場合でも、上述の結果は変わるところ
がない。日銀が基金を通じて国債市場から長期国債を購入すると、準備預金を通じて民間
銀行から購入代金に相当する資金を調達する必要がある。一方、民間銀行の方は、本来、
13

図９：日本銀行が国際市場から長期国債を買い入れた場合

日本銀行
資産

民間銀行
資産

負債

負債

国債等の
準備預金

長期国債

準備預金

預金

金融資産

国債市場
その他の金融市場

国債市場をはじめとした金融市場に向かっていたはずの資金を、日銀の準備預金の方へ振
り替えなければならない。
図９が示すように、日銀が国債市場から長期国債を購入しても、
民間銀行は、その購入資金に相当する分を国債市場などの金融市場から引き上げてしまう
ので、金融緩和政策で生み出されたように見える資金は、経済全体の資金循環にはまった
く貢献しない。
以上の議論をまとめると、超過準備に依拠した金融緩和政策は、経済全体の資金循環を
活性化することはいっさいないのである。
（なぜ、無制限の金融緩和政策に副作用が生じるのか？）
以上の議論を推し進めると、無制限の金融緩和政策の帰結も容易に想像することができ

図１０：無制限の金融緩和政策の帰結とは？
日本銀行
資産

民間銀行

負債

資産

負債

長期国債
などの金

準備預金

準備預金

融資産
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預金

るであろう。
平時における無制限の金融緩和政策とは、日銀は、民間銀行が投融資するはずだった金
融資産をすべて保有し、そのために必要な資金の全額を、準備預金を通じて民間銀行から
調達する金融政策である。一方、民間銀行は、それまで投融資に回していた資金をすべて
引き上げ、全額を日銀の準備預金に振り替える（図１０を参照のこと）。
無制限の金融緩和政策を行っても、ゼロ金利環境が保たれている限りは、実体経済に何
らの影響も与えないであろう。その意味では、無制限の金融緩和政策は、有益ではないが、
有害でもない。
問題は、金利がゼロ水準から離陸し始めたときである。日銀が拡大したバランスシート
を維持するためには、準備預金に高めの金利を民間銀行にオファーして、民間銀行が準備
預金を通じて供給してきた資金をつなぎとめなければならない。
また、金利が上昇し始めると、家計も、企業も、タンスや金庫に眠っていた現金（日銀
券）を民間銀行の預金に預け直すであろう。民間銀行は、預金者が持ち込んだ日銀券を日
銀に返却する。その結果、日銀は、返却された日銀券の分も、高利の準備預金で追加調達
しなければならなくなる。
日銀は、拡大したバランスシートを維持するのが不可能となると、大量に保有していた
長期国債を中心に金融市場で売却せざるをえなくなり、国債価格を下落させ、金利上昇に
拍車をかけることになる（注意：債券価格の下落は債券金利を上昇させる）
。金利がさらに
上がれば、民間銀行からの日銀券の返却は加速し、準備預金を通じた資金調達コストもか
さんでくる。このようになれば、日銀は、破綻のプロセスを歩む場合の民間銀行と同様の
状況に陥ってしまう。
まとめてみると、無制限の金融緩和政策は、ゼロ金利環境においてはマクロ経済に何ら
の影響も及ぼさないが、いったん金利が上昇し始めると、日銀は破綻の道を歩む可能性が
ある。
（金融緩和政策が物価上昇に結びつく瞬間とは？）
もしかすると、
「いやいや、気合いを入れて思い切った金融緩和政策を展開すれば、超過
準備に頼らずとも、日銀券（紙幣）を経済に無理矢理押し込むと、日銀のバランスシート
の拡大に必要な資金を捻出でき、いずれはインフレが起きるはずである」と主張する向き
があるかもしれない。
しかし、このような議論はあまりにも非現実的である。
先に述べたように、支払手段として経済全体を駆け巡る紙幣量は、名目 GDP のたかだ
か 8％である。すると、現在の日銀券発行残高 80 兆円あまりを経済全体に行き渡らせるだ
けでも、名目 GDP で測った経済規模は 1,000 兆円、現在の 2 倍とならなければならない。
生産活動が一定だとすると、物価は一気に 2 倍、年 3％のインフレとはわけの違うハイパ
ーインフレである。そのような非現実的な効果を念頭とした経済政策は、けっして検討し
ない方がよい。
4

補論：有事における日銀バランスシートの拡大効果について
前章で見てきたように、平時における積極的な金融緩和政策は、ゼロ金利環境において
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は有益でも、有害でもないが、金利がゼロ水準から離陸すると、深刻な副作用をもたらす。
それでは、有事（流動性危機）における積極的な金融緩和政策（バランスシート拡大政策）
には政策効果があるのであろうか。本パンフレットの最後として、有事における積極的な
金融緩和政策の意義を考えてみよう。
先に述べたように、流動性危機においては、信用不安が極度に高まり、社債市場で社債
の買い手がいなくて売り一辺倒となり、社債価格が暴落する。また、貸出市場では、資金
の出し手がいなくなり、資金を欲している者は、いくら高い金利を支払っても資金を調達
することができない。
最近では、2008 年 9 月から 2010 年 3 月までの期間が流動性危機に相当しており、同時
期の積極的な金融緩和政策は有事における政策展開と位置付けられるであろう。また、量
的緩和政策（2001 年 3 月から 2006 年 6 月）も、最初の 2 年間は有事におけるものと考え
ることができる。
平時とは違って有事の積極的な金融緩和政策の政策効果は潜在的に大きい。平時と同じ
ように有事の金融緩和政策も、ゼロ金利環境で超過準備を通じて民間銀行から資金を調達
する。一方、平時では日銀の買入対象は長期国債を中心とするが、有事で日銀が買入対象
とする金融資産は、売り一辺倒になっている社債や、資金の出し手が不在の金融機関向け
貸付となる。日銀が流動性危機に見舞われている金融市場に資金を供給することで、社債
の暴落を防ぎ、資金繰りの行き詰った企業を支援することができる。
繰り返しになるが、マクロ経済がたとえ不景気であっても、社債市場や貸出市場が円滑
に機能している限りは、有事（流動性危機）といえないことに留意してほしい。
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16

