金融政策を 問 う ⑪

政策で、２年間で通貨供給量（マネタリーベ

就任早々に黒田総裁は「異次元の金融緩和

が、結果は真逆の大きなマイナス結果を生ん

投資に使うであろうと期待して導入された

イナス金利を避けるためにその資金を融資や

０・１％）を課す、そうすれば金融機関はマ

ース）を２倍にし、消費者物価を２％上昇さ

でいる。

昇が消費者物価の上昇を下回ったからである。

せ、デフレを解消する」と宣言した。マネタ
リーベースとは日本銀行に置かれている金融

２次安倍晋三内閣成立以降の４年間で、実質

く聞かれる。実感がわかないのは当然で、第

いう実感がわかない」という声が多

ベノミクスで生活がよくなったと

ベースが増加するので金融機関は融資や投資

当座預金に入金する。こうすればマネタリー

（ＥＴＦ）を購入して、
その代金を金融機関の

日本銀行は金融市場から国債や上場投資信託

高と日本銀行券（お札）との合計額である。

利では運用難で保険金が払えない」といって

利の導入後に一部の生命保険会社は「ゼロ金

を提言した。その理由は第一に、マイナス金

の委員に書簡を送り、
「マイナス金利の廃止」

そこで私は７月１日に日本銀行政策委員会

マイナス金利で金融危機も

賃金が減っているからだ。今年６月発表の厚

を増加せざるをえなくなるから、企業活動が

保険料率を引き上げ、かんぽ生命は一時払い

機関の当座預金（すぐ使える預金勘定）の残

生労働省の統計を基に計算すると、２０１３

活発になって需要が増え、デフレは解消する

定期年金保険や学資保険などの積立型商品の

「ア

年から 年の４年間で１世帯当たりの年間実

という論理（マネタリズム）である。

７０００円に減額している。実質賃金は４年

次元緩和からの４年半をまとめると図「日米

しかし、この論理は立証されていない。異

うえに国民負担が増加していることである。

って国民が求める金融サービスがなくなった

販売を停止するなど、マイナス金利導入によ

質賃金は、５３７万２０００円から５１８万
間の累計で 万円（年収では 万円）減って

のマネタリーベースの推移」のようになる。

の一途をたどり、金融機関の本業である「利

おり、消費税３％の引き上げ分（消費者物価

マネタリーベースが当初の３・５倍の４７１

ざや（融資金利と預金金利の差額）
」が縮小

第二に、異次元金融緩和で融資金利が低下
兆円まで増加しているのに目標は達成されて

し、
一部では利ざやがマイナスになっていた。

当初から４年６カ月経過した今年の９月には

である。
なぜこのような実態になってしまったのか。

マイナス金利政策を導入した。この政策は同

金融機能を減殺させ、潜在的な金融危機を招

めに、とくに地方金融機関の減益は大きく、

こうした矢先にマイナス金利が導入されたた

彦総裁による異次元の金融緩和政策によって

行にある金融機関の当座預金の政策金利残高

この間、日本銀行政策委員会は 年１月に

大幅に円安になり、燃料や食料品などの輸入

菊池

英博

（日本金融財政研究所所長）

の立場だけでは解決できないため、大局的な

策は日本銀行、金融行政は金融庁という別々

マイナス金利の弊害に対処するには、金融政

て憂慮すべき現状ではないかと申し述べた。

けて金融危機の発生が懸念されており、極め

ではマイナス金利が収益減少に追い打ちをか

私は９月に森信親金融庁長官に会い、地方

いているからである。

（一定の基準以上の残高）にマイナス金利（年

量的緩和であふ れ 出 た マ ネ ー を 国 内 の 成 長 に 資 す る 投 資 に
回すことが、重 要 な 出 口 政 策 だ 。

投機に流れるマネーを成長投資に

価格の上昇が消費者物価を押し上げ、賃金上

原因は 年４月に就任した日本銀行の黒田東

いない。

を２％引き上げ）を控除しても、４年間の累

15

計で 万円（年収で６万７５００円）の減収

60
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16

連載「出口の迷路」は過去の回も含め、
全文を週刊エコノミストのホームページ
（www.weekly-economist.com/）
に掲載します。
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16

27

13

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はリーマ

続している最大の理由は、官民ともに純投資

１９９８年に始まったデフレがいまだに継

相乗効果で経済成長が高まることは立証され

な公共投資が増えれば、民間投資を誘発し、

判断が求められている。

ている。国土交通省によると現在、償却済み

減耗額（減価償却）の方が大きくなり、政府

国土刷新計画として「５年間１００兆円の政

私はかねてから人口減少時代にふさわしい

円必要である。

純投資はマイナスになっている。これが経済

的資本形成」は 年から新規投資よりも資本

の公的資本の更新投資だけで毎年８兆〜 兆

（新規の設備投資から減価償却を引いたネッ

って量的金融緩和政策を実行した。しかし、
年 月からは追加の金融緩和を停止し（量

的金融緩和終了）
、 年 月から４回の短期金
利の引き上げを実行して金融機関の利ざや縮

の ％（ＦＲＢのこの比

スは国内総生産
（ＧＤＰ）

日銀のマネタリーベー

できる」
と提案してきた。

投資は５年間でほぼ回収

まり、税収の増加で政府

の相乗効果で成長力が強

府投資を実行すれば、民間投資を誘発し、そ

10

成長を阻む大きな要因になっている。建設的

）

）

）

（注）
QE1、
QE2、
QE3は米国の金融緩和政策で第1次、
第2次、
第3次をいう
（出所）
マネタリーベースは日本は日本銀行、
米国はFRB（連邦準備制度理事会）
による

小を回復させ、金融正常化が進んだ時点（

（兆円）

米国金融緩和解除（

／

／

17/9（年/月）

0
10

年 月）で金融緩和解除（通貨量の減少開始）
を発表した。しかし日本銀行は、マイナス金
利という劇薬で副作用が大きくなっているの

日銀マイナス金利導入（

日銀第２次
異次元金融緩和
（

率はピーク ％）を超え

80

に、放置したままで出口戦略は全くない。

トの投資）が低調であることだ。とくに「公

ン・ショック後の 年９月以降、３度にわた

／

17

日銀異次元金融
緩和
（ ／ ）

り戻すことである。

め、本来の金融政策を取

わち株式の買い取りをや

日銀によるＥＴＦ、すな

マイナス金利を廃止し、

金融体系を破壊している

金融正常化の第一歩は

戦略ではなかろうか。

嫁させるのが最適な出口

に吸収して経済成長へ転

政投融資特別会計国債）

の建設国債や財投債（財

いる日銀マネーを、新規

欠である。投機に流れて

めには政府の協力が不可

るので、金融正常化のた

て異常な段階に達してい

23

日銀マネーを公共投資に
その後３回
引き上げ
短期金利引き上げ
（ ／ ）
量的緩和終了
（ ／ ）

第３次金融緩和ＱＥ３

海外へ投機マネー

ＱＥ２
第２次金融緩和

第１次金融緩和ＱＥ１
リーマン・ショック

1

14

図の左上で分かるように、４年半の異次元
緩和で増加したマネタリーベースは３３６兆
円もあり、これがすべて日本で使われればマ
ネーストック（国内で使われている通貨）も
同額増えるはずだ。ところがマネーストック
の増加額は１６５兆円に過ぎず、両者の差額
である１７１兆円（マネタリーベースの増加
分の ％）が海外に流れて投機マネーとして
使われている。金融機関は海外のヘッジファ
ンドなどに融資し、彼らはその円で日本の株
式やドルを買うので円安や株高となり、まさ
に円バブルが発生している。
日本では、すでに市場に出回っている国債

3.8
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39

が量的に限界に達しており、このまま進めば
日銀が国債を購入できなくなり、金利が乱高
下する懸念が強い。今は内外の株式市場が堅
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調なので、徐々に日銀マネーを回収しても金
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融市場への影響は皆無に近いであろう。

日米のマネタリーベースの推移
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民間投資を誘発するには公共
投資が必要
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