金融政策と為替相場
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円高対策で金融緩和？
通貨戦争論議から、
どんな教訓を学ぶか。
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元杏林大学教授
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およそ２年前、ブラジルのマン
テガ蔵相が唱えた「国際通貨戦
争」という言葉はあっという間に
世界の流行語となった。マンテガ
蔵相の批判の矛先は、リーマンシ
ョック後の世界経済の混乱と停滞
に対応した先進国の中央銀行の金
融緩和、とりわけ米連邦準備制度
（ＦＥＤ）のいわゆる「非伝統的
金融措置」に向けられた。
国の政策金利は２００８年
年初から段階的に引き下げ
られ、 月にはほぼゼロとなるな
ど、未だかつて例を見ない超金融
緩和状態が出現した。米国の金融
機関はこの超低金利を利用して大
量の資金調達を行い、高金利国で
ある資源国・新興国に流し込んで
差益を稼いだ。いわゆる「ドルキ
ャリー取引」の盛行である。
その結果、新興国等は自国通貨
の増価、過剰流動性の発生とそれ
に基づくインフレの脅威に直面し、
金融引き締めを行わざるを得なく
なったが、それによる内外金利差
の拡大は通貨高をさらに促進した。
このため、新興国の経済安定化
の努力は著しく困難となり、やむ
なく為替管理や流入資本に対する
課税強化といった手段に訴えざる
を得なくなった。
自国のデフレ克服のためと称し
た先進国の経済政策運営は、新興

Toshiaki Usami

米

湯本雅士

挑戦する
世界の
中央銀行
大転換の金融政策

M e e t i n g s
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M o n e t a r y
S h a d o w

円高が進行しているのは、日本銀行がFRBに比べて金

融緩和に消極的なためだと批判される。故に日銀はしば

しば円高対策まで押し付けられるが、金融緩和と為替相

場を直結させることはできない。それは、新興国と先進

国の＂通貨戦争＂論議を振り返ると理解できる。
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① 対 米ド ル 為 替 相 場 の 推 移 （ 2 0 0 8
マンテガ発言

レアル高
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金利低下
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ま

のルセフ大統領がオバマ米大統領
に対し、米国の金融緩和の行き過
ぎと、それに伴うレアル高を問題
視する発言を行ったと伝えられた
が、かつてのような大きな問題に
発展するような兆しはない。
国際不均衡問題に焦点が当たっ
た当時に比べると、今の米中関係
はさらに複雑化している。米国財
務省は、議会筋からの強い圧力に
もかかわらず、依然として公式に
中国を「為替相場操作国」に認定
していない。中国も微妙な形で元
相場を動かし、相場固定化の批判
をかわそうとするなど、互いに気
を使っている節が見受けられる。
た、「国際的不均衡」問題の
そもそもの発端となったレ
アルの対ドル相場を見てみると、
金融緩和措置に基づく金利差の拡
大・縮小は通貨高とも通貨安とも
併存する結果となっている。
すなわち、米国のいわゆる「Ｑ
Ｅ（量的緩和）
」が始まった 年
末以降、 年後半までは確かに急
速なレアル高が進んだ（上図①）
。
マンテガ発言があったのは 年９
月であるが、レアル高はそれ以降
も進行している。しかし、 年８
月以降は急速にレアル安に転じ、
最近は一進一退の状況にある。
一方、ブラジルの政策金利は、
年前半には急速に低下したが、

09
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通貨高は輸入物価を引き下げ、
インフレ防止に寄与するはずなの
に、新興国が懸命に介入を行って
通貨高を防いでいることも問題視
した。さらには、先進国がデフレ
に陥ることのないように対策を講
ずることは、先進国を輸出市場と
する新興国にとっても必要なこと
ではないかと反論した。

字の急拡大を問題にした米国の絶
えざる人民元切り上げ圧力にもか
かわらず、 年 月以降、元相場
を１㌦＝約６・８元でほぼ固定に
近い状態に置き、積極的な元売り
・ドル買い介入を行って外貨準備
を大幅に累積させていた。
外貨準備の中身は大半が米国国
債である。いわば、中国によって
〝国が買われる〟形となっている
米国にとって、それが好ましい状
態であるはずがない。米国には、
マンテガ蔵相の発言などを契機と
して高まった対米批判をいわば逆
手に取って、
〝国際不均衡〟問題
を対中交渉の材料にしようとした
節がうかがわれる。
こうした米国の思惑を背景とし
て開かれた 年 月のＧ 財務相
・中銀総裁会議では、いくつかの
指標を手がかりとして、国際的不
均衡（それ自体が曖昧な言葉であ
るが）が一定のレベル以上に拡大
しないよう監視を強化するという
形で一応の決着が図られた。
監視対象には当然中国が含まれ
るが、米国自身もその対象となっ
ており、米国としては、いわば
「肉を切らせて骨を切る」作戦に
出たとも言える。
ところが現在、各国政策当局の
中でこの問題を声高に唱える者は
ほとんどいない。最近、ブラジル

09

通貨戦争とは何だったのか

②各国中央銀行の政策金利の推移

8

4

＊日本は無担保コール翌日物金利、
米国はFederal Fund Rate、
オーストラリアはCash Rate、
ブラジルはSelic rate
（４カ国とも誘導目標）

こうした論争の背景には、折か
ら緊張の度合いを増していた米中
関係がある。中国は、対中貿易赤

16
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国経済を脅かし、ひいては世界経
済にとって大きな障害となってい
る──マンテガ蔵相の言わんとし
たことは概ね以上のように要約さ
れる。新興国ではこれに同調する
声が急速に広がった。
これに対して米国の政策当局は、
新興国のいわゆる「過剰流動性」
は、グローバリゼーションの進行
によって新興国の所得が増大する
中、金融資本市場の未発達や社会
的セーフティネットの不備、消費
文化の未浸透などによる新興国の
貯蓄余剰が原因で生じていると主
張した。

レアル安

80

ブラジルレアル
（新興国）
レアル高

90

誌面版・金融政策決定会合
短期集中連載

10

08

10

10

20

年年初ごろからはインフレ懸念
の高まりを映じて一転上昇傾向を
たどった（図②）。ところが 年
夏ごろになると、米国経済の停滞
持続や相次ぐユーロ圏の動揺など
を反映して景況が悪化し、それま
で高騰を続けてきた一次産品価格
の反落でインフレ懸念も薄らいだ
ため、政策金利は矢継ぎ早に引き
下げられて今日に至っている。
この間、先進国中銀の金利は一
貫してほぼゼロの状態が続いてい
たわけであるから、ブラジルから
見た場合の内外金利差は、「縮小」
→「拡大」→「縮小」という経路
をたどったことになる。
教科書的に言えば、高金利国に
資本が流入して通貨高になる
（「金利平価説」）ため、レアルは
「下落」→「上昇」→「下落」と
なるはずである。ところが先述の
通り、この間のレアルの対ドル相
場は「上昇」→「強含み」→「下
落」という動きを示している。
得られた教訓

10

11

金融緩和と為替相場との関係は、
理論的にもなお詰めて考えなけれ
ばならないところが多く、現時点
で早急な結論を出すことには慎重
でなければならない。ただこの間
の経験からいくつかの教訓を読み

取ることができる。
その一つは、金融政策と為替相
場とを直結させ、前者を原因、後
者を結果とするのには無理がある
ということである。為替相場の変
動には様々な要因が複雑に絡んで
影響を及ぼし合っている。
にもかかわらず、日本では、こ
れまで一部の論者が、「ＦＲＢが金
融緩和に積極的である一方、日本
銀行は消極的であり、そのために
円高が進行している」との主張を
度々繰り返してきた。日本の予想
インフレ率が米国に比べて極めて
低く、両国間の予想インフレ率の
差が拡大して円高になっている。
その理由は日銀の準備（マネタリ
ーベース）の供給量が少ないから
だ、というのである。
だが実際には、日銀は度重なる
金融緩和措置により、溢れ返るほ
どのマネタリーベースを供給して
いる。しかし、経済全般に流れる
マネーストック（預金＋現金通
貨）の伸びには見るべきものがな
い。これは、通貨増発の担い手で
ある銀行の信用創造が思ったよう
に機能していないからである。
こうした状況下で、金融緩和を
単純に日銀準備預金ないしは通貨
の増加に結び付け、それをさらに
物価の上昇と通貨の減価に結び付
けてデフレ脱却が可能とする主張

Ｆ

（「購買力平価説」）は明らかに的
はずれである。
ＲＢと日銀の金融緩和に対
する姿勢の強弱が為替相場
を動かすかのような主張がなされ
る今一つの根拠としては、いわゆ
る「金利平価説」がある。
だがこれも、日米両国の金利が
実質的にほぼゼロにある今は、ほ
とんど説得力を持たない。そもそ
も金利平価説は、両国間に金利差
が存在する場合には、一定期間後
の金利差益を相殺するような形で
直先の為替相場が決まるという、
いわば事後的な関係を説明するも
の（恒等式）であって、それを根
拠に、事前的に為替相場の先行き
を占うことができる性格のもの
（関係式）ではない（下囲み参照）
。
ただ、これに対しては、現実に
ＦＲＢが何らかの手を打ちそうだ
という報道がある度に円高が進む
ではないか、との反論があろう。
確かにそうした例が多いことは事
実である。例えば 年 月下旬の
円の対ドル相場（１㌦＝ 円台前
半まで上昇）は、この前後のＦＲ
Ｂ理事などの講演がきっかけとな
って生まれたものであった。
一旦金利高＝通貨高という恒等
式が頭の中に刷り込まれると、相
対的に金利高の連想を生むような
事象ないしは情報はただちに通貨
10
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金利平価説は一般に、2国のうち相対的に高金

利国のほうへ資金が流入する結果、その国の為

替相場が上昇すると理解され、そのため実際に

そのように動くことが多い。だが本来は事後的

な関係を説明する理論であり、それを根拠に事

前に為替相場の先行きを占うことができるもの

ではない。同じく為替相場を説明する購買力平

価説は、物価上昇率が相対的に高い国と低い国

とを比較すると、低い国の為替相場は高い国の

為替相場に対して上昇するという理論。

高に直結して考えられてしまう、
その一つの例と考えられる。
金融緩和の「度合い」（それ自体
が意味不明の言葉だが）を為替相
場の変化に結び付けようとする一
部論者の執拗なまでの主張と、そ
れを受けたメディアの報道などに
よって、「錯覚が現実化する」とい
うのがこれまでの度重なる円高騒
動であったと筆者は考えている。
昨今の円高がそうした錯覚によ
ってのみ実現したなどと主張して
いるのではない。ユーロ圏の動揺
などを眺め、むしろ円の相対的な
安定性を評価して、他通貨から乗
り換える「ポートフォリオ調整」
が相当規模で行われたと見るのが
妥当であろう。
そのことは、外国人の日本国債

「金利平価説」と「購買力平価説」
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65年ウォートンスクー
卒業、日本銀行入行。

を歴任。東京証券取引所

常務理事を経て、99年

3月まで金融財政論を担

当。主著に『日本の財政

イム危機後の金融財政政

何が問題か』
『サブプラ

転換』
『デフレ下の金融・

行にできることは何か』

がある。
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杏林大学教授、2012年

36

1960年東京大学法学部

為を敢えてしてまで、さらにその
積み増しを図る必要性はどこにあ
るのかという疑問である。
第四に、為替差損発生の可能性
についても考えておく必要がある。
差損の発生はすなわち国庫に対す
る日銀納付金の減少を意味し、間
接的な財政負担に他ならない。予
算上認められていないそうした財
政負担の増加を国民に対してどう
説明するのか。
９月 日、ほぼ既定の事実とな
っていたＦＲＢのＱＥ３実施の決
定が下された。幸いなことに、こ
れまでのところでは円相場にそれ
ほど大きな動きは見られないが、
市場心理の常として、何がきっか
けで突発的な変化が起こるかわか
らない。その際には日銀に一段の
金融緩和を求める声が強まること
もあろうが、その前にまずなすべ
きことは、金融緩和と為替相場と
の関係を正確に理解しておくこと
であると考える。

長、政策委員会室長など

それを市場で行えば介入そのもの
であり、日銀はただちに市場介入
に絡む先述の政治・外交問題に直
面する。しかし日銀は政府ではな
く、外交問題に直接関与すること
はできない。
第二に、法律上の問題もある。
日銀法は日銀に「物価安定」の義
務を課しているが、「通貨価値の安
定」とは言っていない。その意味
で、介入権は政府にあると一般に
考えられており、これを無視して
行えば「介入の二元化」という問
題を提起することになる。
第三に、金融緩和政策の一環で
外債を購入する、という主張にも
首を傾げざるを得ない。相次ぐ国
債の買い入れで、日銀のバランス
シートは総額約１５３兆円とかつ
てない膨張ぶりを示している。
金融機関の当座預金も ・９兆
円、 年前の約２・５倍に積み上
がったままである。外貨購入とい
う、法的・実務的に問題の多い行

ゆもと・まさし

保有比率がこのところ顕著に増加
していることからも読み取れる。
しかし、それは金利差などという
要因で生じたものではない。

第

けるわけがない。
唯一、国際的に理解が得やすい
のは、市場の思惑による突発的な
相場の乱高下があった場合の緊急
介入である。最近の例では、東日
本大震災直後の突発的な円高の際、
数日間にわたり行われた主要国の
協調介入がある。
これについて、先進国における
唯一の例外にスイスがある。ユー
ロ圏の動揺を背景に、円と並んで
安全資産とされるスイスフランの
高騰に悩んだスイス当局は、 年
９月以来、１ユーロ
＝１・２スイス㌵
を上限として無制限介入を行って
いる。それでも国際的な問題にも
なっていないのは、世界の為替市
場におけるスイスフラン取引が円
とは比較にならないほど小さく、
他国への影響も小さいからである。
上記を踏まえて考えてみると、
最近一部の有力学者によって唱え
られ、同調者を増してきている、
「日銀が大量に外貨債を買い入れ
ることによって金融緩和と同時に
円安を実現し、デフレ克服策とす
べきだ」との提案については以下
のような疑問がある。
一に、最終的な通貨の発行
者である日銀が大規模な外
債購入を行うことは可能であるが、
日銀が外債を購入するためにはま
ず外貨を手に入れる必要がある。

中央銀

財政・為替政策

10

P r o f i l e

為替市場への介入問題
国際通貨戦争論議から学ぶべき
今一つの教訓は、通貨を巡る議論、
ひいては円高対策は、経済問題と
いうより優れて政治・外交問題だ
ということである。通貨発行権は
国の重要な主権の一部であり、国
際通貨、言い換えれば為替相場を
巡る議論の場は、主権と主権のぶ
つかり合いの場でもある。
円高に悩まされる日本では、介
入当局である財務省は、しばしば
経済界、特に輸出関連業界から
「円高を是正するために為替市場
に積極的に介入すべきであるのに、
何をしているのだ」と、介入の遅
さ、規模の小ささを批判される。
しかし、ここで欠けているのは、
為替相場が通貨間の相対的な関係
であるという事実についての認識
だ。自国通貨の価値を動かすとは、
その裏側の他国通貨、特に米ドル
の価値を動かすことに他ならない。
自国経済運営上の理由から為替相
場をある一定水準に維持したいと
思っても、相手国通貨当局の完全
な理解と協調を得ずして勝手に動
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