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五十嵐レポート 
2019年 6月 28日 

 

利下げを模索する米連銀、さて日銀は？ 

 

今年に入って豹変した米連銀 

米連銀は 19 日の FOMC（連邦公開市場委員会）後の声明で、「強固な雇用市場と 2％近

辺の物価上昇率を（同時に）達成する経済成長が維持できる可能性が高いと見ているが、

その見方に対する不確実性が高まっている」、「そうした不確実性の下で物価が停滞して

いることに鑑み、今後の経済情勢を注視しながら、経済成長を維持するために適切な行動

をとる」と言明した。投票メンバー10 人の内 1 人が利下げを主張し、政策金利の据え置き

に反対票を投じたことも加わり、市場では連銀が早期の利下げに踏み切るとの見方が台頭

している。実際、金利先物市場では、7 月の利下げがほぼ織り込み済みという状況だ。 

これに先立つ 18 日には、ECB（欧州中銀）のドラギ総裁が、「経済の先行きリスクは依

然として下に傾いている」、「（経済・物価情勢が改善しなければ）追加の刺激策が必要

になる」と発言した。「（2％の物価上昇率を実現させるため）あらゆる手段をとる」と

も明言しているので、近いうちに ECB も利下げに踏み切るとの見方が強まっている。 

 

米連銀が利下げに傾く理由 

欧米が利下げを考慮する理由は何か。普通なら景気が悪化しているからとか、景気後退

に陥ってしまったからということだが、米国の景気は好調だ。図 1 は月次ベースの失業率

と非農業部門の雇用者数の推移を見たものだが、雇用者数は、直近の 3～5 月の平均増加

数が月間 15.1 万人と堅調だし、失業率は 3％台と半世紀ぶりの低水準を維持している。ま

た、賃金の上昇率も 17 年後半から加速し、足元では前年比 3％台に乗っている（図 2）。 

 

図 1 米国の雇用市場～失業率と非農業雇用者数 
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周知のように、FRB（連銀）は物価の安定に加えて雇用の最大化を図ることも求められ

ているが、このタイミングで金融を緩和しないと雇用が悪化してしまうとは考えづらい。

勿論、物価の「安定」には下がりすぎないことも含まれると考えれば、デフレに陥るリス

クがあるなら利下げ（金融緩和）も必要かもしれない。しかし、消費者物価上昇率は 5 月

が前年同月比 1.8％と目標の 2％には届いていないが、食料品とエネルギーを除いたコアは

同 2.0％上昇している。また図 2 で個人消費デフレーターの推移を見ると、こちらはやや

上昇率が低いが、それでもデフレが心配というレベルではないだろう。 

 

図 2 米国の個人消費デフレーター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （注）PCE は GDP ベースの個人消費。うちコアとは、食料品とエネルギーを除いたもの 

     （出所）労働省、BEA 

では株価か。主因ではないにせよ、連銀が株価を気にしているのは間違いないだろう。

昨年 12 月に利上げする時点で、連銀は今年も利上げを継続するつもりでいた。ところが

年明け後には、パウエル議長の発言が様変わりした。「（利上げを止めて）様子見する」

と言い出したのだ。その背景に、株価が昨年 10 月初のピークから年末にかけて 2 割近く

下落して、トランプ大統領からツイッターで、度々「名指し批判」されたプレッシャーが

多少とも影響した可能性がある。 

勿論、パウエル議長と連銀のスタンスが変わったのは、経済の先行き懸念、とくに米中

摩擦がもたらす世界経済への悪影響を心配していることが大きい。しかし、仮に世界経済

が悪化しても、米国経済が堅調なら連銀は利下げなどしない。そして米国経済は堅調だ。

だから、あえて言えば、もし目先に利下げがあるなら、それは「予防的」な利下げだ。 

今年に入って、パウエル議長のスタンスに変化が見られ、また足元では「行動する（利

下げする？）」とまで踏み込んだ発言をしていることが、株価を上昇させるという状況を

生んでいる。景気を先取りすると言われる株価が上昇することと、目先、景気が悪化して

いくこととは矛盾する。それにもかかわらず、景気面からは不要と思われる利下げに連銀

があえて踏み切りそうなので、市場は歓迎しているのだ。それも 7 月の利下げは 100％、

年末までに合計 3 回（0.75％）以上の利下げを 75％まで織り込むというはしゃぎぶりだ。 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

 14  15  16  17  18  19
PCE総合 PCEコア 賃金上昇率

（前年同月比、％）

（年）



 

 

 
 

- 3 - 

 

金融政策の枠組みレビューを始めた米連銀 

連銀の悩みは深いと思う。「予防的な利下げをしておけば、景気が長持ちするだろう」

などと楽観しているはずはない。世界経済の先行きに影を落としている米中摩擦問題は、

第 4 次の関税引き上げがどうなるかも含めて、直接、間接に米国経済にどんな影響が、ど

の程度の大きさで及んでくるか、予断を許さないと考えているに違いない。 

それに、そもそも連銀は、今年中に金融政策の枠組みのレビューを行うと言っている。

その中身は、「①中立金利が低下している状況を踏まえ、2％インフレをいかに確実に維

持するか、②そのための金融緩和手段は十分か、③情報発信に改善の余地はないか」（み

ずほ総研 門間一夫氏）がテーマだとされる。 

将来、どこかの時点で起こるリセッションの際に、効果的な利下げができる余地を作ろ

うとして利上げを続けてきたのが連銀だ。その目的を達するにはまだ金利水準が低いと考

えて、今年もさらに利上げを続けるつもりだった。それが頓挫してしまったのが現状だ。 

物価の安定と雇用の最大化を実現するために、どんな戦略で臨めばよいのか。単純に前

年比 2％の物価上昇を目指すだけでよいのか。歴史的に見て金利が低水準にあり、連銀の

バランスシートがかつてない規模まで拡大している中で、金融緩和が必要になった時にど

んな手段が取りうるのか。失業率が半世紀ぶりの水準に低下するほど景気がいいのに、一

向にインフレの気配が感じられない。そんな中で、金利を放置してバブルの発生だけ注視

していけばいいのか。逆にインフレ率がさらに低下するようなことになれば、それをどう

防げばいいのか。考えるべき課題は多い。 

 

円高を心配する日銀 

さて、日銀である。目先の問題として、連銀が利下げに踏み切る、つまり金融緩和政策

に転換するのであれば、日銀が心配するのは円高だ。ただ、米国でありそうな利下げが

「予防的」なものであるだけに、日米金利差が縮小しても、ドルの下落（つまり円高）は

それほどのものにならないという見方も多い。また、今年に入って連銀のスタンスが大き

く変化したことは、すでに相場に相当程度まで織り込まれている（円高が進んでいる）と

見てよいだろう。したがって、連銀が実際に利下げに踏み切っても、日銀が何かしないと

いけないほどの円高にはならない可能性が高いと思われる。ただ、次回の FOMC の日程は

7 月 31 日、日銀の決定会合は 7 月 30 日なので、連銀より先に結論を出さないといけない

ことを日銀は悩ましく（恨めしく？）思っていることだろう。 

しかし、より重要なのはもう少し長めの話だ。市場が期待するように、連銀が年内に数

次に亘って利下げをするようなら、それが期待通りだとしても為替への影響は免れまい。

それは、皮肉な言い方になるが、連銀の利下げはほとんど効果がないと思われるからだ。

今は予防的な利下げ（への期待）を歓迎して株価が上昇したりしているが、かりに連銀の

懸念が顕在化して景気が悪化し始めたら、そこから株価は下落していくだろう。その時の

景気悪化の原因は、「金利が高すぎた」ことではないから、金利を下げても景気の悪化は
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止められない。さらに、「不可解」と言われる低いインフレ率がいっそう下がってしまう

ようなことにでもなれば、ドルには一段と下落圧力がかかるだろう。その場合、常識的に

考えれば、日銀にはもはや円高を阻止する効果的な政策手段がない。有効な手が打てない

ことを市場に見透かされれば、ドル売り・円買いの動きを止められなくなってしまう。 

 

日銀はどんな政策を打ち出すのか 

実際、日銀はどうするのだろうか。連銀が金融政策の枠組みレビューの結果を発表する

のは来年だ。その時に向けて、日銀も今から対応を、例えば「総括的検証Ⅱ」をやってお

く必要があるだろう。ただ、それまでの期間に、かりに円高が進むようなことになれば、

何もしないというわけにはいくまい。 

広く言われているのは、フォワードガイダンスの対象期間を延長することだ。日銀は、

昨年 7 月の決定会合でフォワードガイダンスを導入し、「当分の間、現在のきわめて低い

長短金利の水準を維持する」と言い、今年 4 月にはフォワードガイダンスを明確化すると

して、「少なくとも 2020 年春頃まで」という踏み込んだ表現を加えた。次は、この期間

をさらに先延ばしするのではないかというわけだ。 

しかし、日銀自身の見通しにおいて、21 年度になっても 2％の物価上昇目標が達成でき

ない上に、このところ景気の先行き悪化が懸念されている状況下で、長短金利の低め維持

が 20 年春頃に終わるという見方はそもそも市場では皆無に近いだろう。そうだとすれば

期間が延ばされたからといって、市場にインパクトを及ぼすことができるとは思えない。 

では、他にはどんな手があるのか。これまでの政策の流れから考えれば、マネタリーベ

ースの拡大とか、ETF の買い増しとか、マイナス金利の深掘りはあり得る政策だ。しかし

マネタリーベースについては、16 年 9 月に操作目標を「量」から「金利」に戻してから

は、「増加量は内生的に決まる」として、ペースダウンしてきた経緯がある。それなのに

増加ペースを再び加速させてしまうと、「長短金利操作」と矛盾するか、少なくとも両者

の兼ね合いが非常に難しくなってしまうだろう。 

ETF の買い増しはどうか。一言で評価すれば、筋悪の政策をさらに強化するのかという

批判は免れない、と言える。本来、早々に止めるべき政策だとは日銀自身も考えているの

ではないか。購入ペースを加速したりすれば、将来に禍根を残すことになりかねない。 

マイナス金利の深掘りは、すでに生じている副作用のことを考慮すれば、やるなら預金

金利の引き下げ（マイナス化）を同時に行うことが必要だ。マイナスの預金金利は、現状

でもその金利水準は極めて低く、手数料を考慮すれば実質的にはマイナスだと考えると、

大きな差はないと言えるかもしれない。しかし、そうした理屈が「世間に通用する」とは

考えにくい。現実的な選択肢とは思えない（マイナス金利政策は早くやめるべきだ）。 

マイナス金利貸し出しというアイディアもあるようだ。日銀が金融機関にマイナス金利

で資金を供給し、金融機関がそれを低利で企業に貸し出す仕組みなのだろう。そういった

政策は、「やってる感」はあるかもしれないが、効果は期待できそうにない。一番重要な

点として、今のすでに低い金利よりもさらに低い金利で企業に資金を貸し付けることが、
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経済にプラスをもたらすのかという疑問が拭えないからだ。収益力の低い企業のコスト削

減に寄与することや、金融機関の収益に多少とも寄与するといった効果はあるのだろう

が、それが経済を浮揚するとは考えられない。 

 

日本でも必要な金融政策の抜本的レビュー 

以上で、日銀が当面打ち出してくるかもしれない政策手段を検討したわけだが、それは

連銀が利下げを開始し、結果として円高が進行するような場合に、日銀がどんな手を打つ

だろうかという話だ。 

しかし改めて考えてみると、日本の金融政策が何よりも円高阻止を目指しているのだと

すれば、残念だと言わざるを得ない。とくに、物価上昇目標を達成するために円安が必要

だと考えられているなら、大間違いだ。円安が輸入価格の上昇を通じて国内物価を上昇さ

せるのは事実だが、その物価上昇は 1 回限りのものだ。日銀が目指しているのは、安定的

に物価上昇が続く状況を作り出すことのはずで、円安でそれを実現しようとすれば、円の

価値がひたすら下がり続ける必要があることになる。 

円安になれば景気がよくなって、結果として安定的な物価上昇が実現するという理屈も

苦しい。円安が輸出サイドにもたらす為替差益と、輸入サイドにもたらす為替差損は同額

だ。違いは、為替差損の一部は家計にも転嫁されるが、差益は全額を企業部門が手にする

ことができるという点であり、企業収益だけ見ればプラスになるのだ。しかし円安が経済

全体で見てプラスをもたらすとは言えない（名目ベース）し、そもそも円安が輸出数量を

増やすという関係も見いだせない（実質ベース）のがこれまでの経験だ。 

冷めた言い方をすれば、今もって物価上昇目標が達成できていないのは、金融緩和が足

りないからではない。そのことは、これまでの６年余りの壮大な実験で明らかになったと

認識すべきだ。そもそも 2％の物価上昇を目指すべきなのかどうかも含めて、金融政策を

根本的に見直すべき時期に来ていると思う。目標値を引き下げたら円高になってしまうと

言われているが、そのことも含めて、十分な検討が必要だ。 

 

（ＭＵ投資顧問客員エコノミスト 兼 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 

調査本部 研究理事 五十嵐敬喜） 
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