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                                2016 年 4 月 28 日 
 

マイナス金利政策を考える 
1．はじめに 
 今年は干支で言えば申年にあたる。ご存じの方もおられると思うが、市場関係者の間で

は、「申年は荒れる」という言い伝えがある。まさにその通りであって、年明け早々、金利、

株式、債券、為替市場は大幅な相場の乱高下に見舞われた。富裕層であられる諸兄の中に

も、日々の相場変動に一喜一憂、赤くなったり青くなったりされた方もおられよう。中国

をはじめとする新興国の成長率鈍化、原油価格の急落、米国の大統領選挙の行方やドル金

利の先行き、あるいは英国の EU 離脱問題等々、数えきれないくらいの問題が山積してお

り、引き続き市場から眼を離すことが出来ない状況が続いている。 
 
ただ、こうした日々の動きばかりに囚われていると、とかく、長期的・大局的な見地に

立って、事態を冷静に眺めることが出来なくなる恐れがある。こうした時に常に心すべき

は、まずは基本に立ち戻って考える、ということであって、これについては諸兄も異論は

あるまい。 
 
そこで本日は、明日の相場がどうこうというようなことからは少し離れて、基礎の基礎

から始めてみたい。 
 
2．「市場」の変化とマイナス金利の発生 
 まず第一に、「市場」なるものについて考えてみたい。我々年代の者にとって市場と言え

ば、すぐに築地のセリだの兜町の場立ちといった風景が思い浮かぶが、昨今この市場なる

ものが大きく変質してしまっているということに留意しておかなければならない。その変

化を一言で言うならば、かつてそこに見られた「人間臭さ」「人間の営み」といった要素が

完全に失われて、コンピュータの中で大量のデータが瞬時に飛び交う無機質な世界、人間

の眼では到底追い付いていけないスピードで状況が刻々と変化している世界になっている

ということである。現在市場に飛び交っている「HFT（超高速取引）」だの「アルゴリズム

（極度に細分化した瞬間的裁定）取引」だのという言葉はそのことを物語る。 
 
 もちろん、そうしたコンピュータの動きの背後には人間が作り上げたプログラムがある

はずで、その意味ではなお人間の匂いが残っていると言いたいところであるが、周知の通

り、人工知能（AI）の驚異的な発達によって、膨大なデータの累積の結果生み出される新

たな情報、いわゆる「ビッグ・データ」を利用して、コンピュータ自体が自らプログラム

を書き換えて変化し続けるという時代になってきている。将棋や囲碁の名人がコンピュー

タとの勝負で散々にやられたという話が話題になっているが、似たようなことが株式・債
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券あるいは為替市場で起こっているといってよい。 
 
しかも、そうした「アクター」（コンピュータプログラム）達は、空間や時間を越えて、

この瞬間にも我々の周りを飛び回っている。「空間を越えて」という意味は、言うまでもな

く、今や投資家あるいは投機家は世界中にいて、どこからでも、どの市場にも瞬時にアク

セスしてくる、ということであるが、同時に取引対象のジャンルを超えて、という意味も

ある。すなわち、投機資金は、金融・証券・為替市場、あるいは原油や穀物といった商品

市場の間にかつて存在していた境界を超えて駆け巡る。「時間を超えて」というのは、市場

が 24 時間開いているという意味だけではなく、取引の大部分が、「現物」すなわち、取引

後数日中に決済しなければならない類のものではなく、何か月か先の決済期日が来る前に、

いくらでも、何回でも売り買いを行って、自分の持ち高（ポジション）の調整ができる、

いわゆる「先物」取引の方が圧倒的な比重を占めているということを意味している。現在

盛行を極めている派生商品（デリバテイブ）市場は勿論先物に止まらない。オプション、

スワップ、何でもありといった状態である。 
 
 諸兄の中にも株式投資や FX 取引などをやっておられる方がおられると思うが、このよ

うな市場の構造変化を前にして途方に暮れておられる方も多いと思う。これまでのように、

自分でコツコツと情報を集めて、これはと思われる銘柄を選び、それをじっくり育てる、

といった「正統的な」投資態度が通用しなくなっているのではないかという不安である。

その唯一の例外は米国の著名な投資家 W.バフェットであって、全米からの参加者を集めて

盛大に催される同社の株主総会は毎年メデイアの恰好な話題になる。これも、昨今の市場

というものに対して一般投資家が抱いている違和感の現れであろう。 
 
こうした市場の変質ぶりを見ていると、その昔、スタンリー・キューブリック監督が作

った「2001 年宇宙の旅」という映画を思い出さざるを得ない。中でも最も衝撃的なシーン

は、このところどうも奇妙な動きをするようになったコンピュータ（HAL）に悩まされて、

これを壊してしまおうと相談している人間の口の動きを HAL が読んで、逆に人間を殺して

いく、というシーンであった。この話を笑って見ておられないような変化が、金融・証券・

為替市場に起こりつつあると言っても大袈裟ではない。そのことは、投資家だけではなく、

しばしば「市場との対話」の重要性を強調している金融政策担当者も強く感じていること

であろう。 
 
 さて、その金融政策のことであるが、日本銀行がマイナス金利政策を打ち出してからほ

ぼ 3 カ月が経過した。この間、世間はこの問題を巡って大分騒がしくなったが、それは、

言うまでもなく、我々の日常生活にもマイナス金利が侵入してくるのではないかと考えた

からである。これまでは、銀行等に預金をしていれば、（僅かながらも）利息が付いてきた
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のに、これからは逆に、預金者が銀行に利息を払うことを求められるのではないか、それ

ならば今のうちに預金を下ろして、現金や金に換えておく方がいいのではないか、という

のが自然な反応であろう。一部には、金庫の在庫がなくなったとか、一万円の銀行券の発

行高が急に増え出した、というような話が伝わっているが、あながち噂話だけではないよ

うである。一万円券が増えているのは事実であるが、これには、マイナンバー制度の全面

的採用を控えての相続税対策といった背景があるのかもしれない。やや余談になるが、GDP
対比で流通現金のウエイトを見ると、日本は世界でも最も高い部類に属する（図 1）。米国

も高いが、これには、米ドル紙幣が国内だけでなく、世界中で使われているという背景が

ある。預金を扱う金融機関がこれほどあちらこちらにある日本での現金比率の高さは一つ

の謎である（裏社会の存在？）。ちなみに、現金のウエイトが最も低いのはスエーデン等の

北欧諸国であるが、これらの国の電子マネーの普及は目を見張るものがあり、そのうちに

銀行券やコイン製造を止めるのではないかというところまで来ている。 
 
若干脱線したが、本題のマイナス金利の話に戻ると、預金者が銀行に利子を払い、借入

人が銀行から利子を受け取るなどという話は、まことに「コペルニクス的転回」であって、

頭ではなんとなく分かっているつもりでも、身体の方がついていけないというのが正直な

所であろう。ただ、実際問題として、銀行が一般の預金者から利息を取るとか、借入人に

利息を払うといったようなことはまずは起こり得ないというのが専門家の一致した意見で

あり、この点は安心してもよかろう。このことについては後にも触れる。 
 
3．そもそも金利（利子率）とは 
 「マイナス金利」のことを考える前に、そもそも「金利」ないしは「利子率」（金利と同

義語である）とは何か、ということについて、われわれの理解を統一しておく必要がある。 
 

経済学では、金利とは「現在の通貨と将来のそれとの交換比率」であるとされる。通

貨（資金）は、それさえ持っていれば、それと交換に何でも好きなものを好きな時に好き

なだけ手に入れることができるものであって、これを「購買力」あるいは「流動性」と読

み替えてもいい。具体的には銀行券やコイン、あるいは銀行預金を指すと考えて差し支え

ない（M1 ないしは M3）が、より広い範囲の金融商品までそれに含める考え方もある（「広

義流動性」）。 
 
「金融」が、現在の通貨（購買力＝資金）と将来の通貨との間の交換であり、金利ない

し利子率がその交換比率であるとすると、その比率はどのレベルに決まるのか。通貨に対

する需要と供給の関係で決まる、と言ってしまえばそれで終わりなので、もう少し突っ込

んで考えてみると、それは、「現在と将来との間に存在する様々なリスク（＝「期間リスク」）

を補償するのに必要かつ十分と考えられるレベル」というように定義することが出来る。
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我々の日々の生活、あるいは大きく言って人生は、無数のリスクに取り巻かれているわけ

で、それらを一々数え上げればキリがないが、金融の分野についておおまかに言えば、「流

動性（交換・決済）リスク」「市場リスク」「信用（クレジット）リスク」の三つに集約す

ることが出来よう。金融論の教科書で市場リスクというと、一般に株式や債券、為替等の

金融商品の価格の変動を意味するが、ここでは、単純化のために、その背後にある物価の

変動だけを考えることとする。金融の分野では、その他に、コンピュータがダウンする「シ

ステム・リスク」、あるいは、ある一か所に生じた齟齬が全体に波及していくという「シス

テミック・リスク」などがしばしば問題になるが、そのことはとりあえず忘れることにす

る。 
 
○1 流動性リスク―現在欲しいものがあっても、カネが手許にないためにしばらくの間 

我慢しなければならないというリスク 
○2 物価変動リスク―物価が今後変化するリスク 
○3 信用リスク―貸したカネが返ってこないというリスク 
 
 例えば、物価が安定している（○2 のリスクがない）状態で、100 円を金利年 5％で貸すと

いう契約を考える。そのことは、貸し手から見ると、元本 100 円を提供してそこから毎年

5 円が手に入るということであれば上の○1 と○3 の二つのリスクをカバーするのにはまずま

ずであると考え、借り手としては、そうしたリスクを引き受ける貸し手に対してこの程度

の補償をするのはやむを得ないと考えて、両者の間で合意が成立したということを意味す

る。 
 
ここで、物価が変動する（○2 のリスクがある）現実の世界を考えてみると、今後一年間

の物価上昇率をどのように見込むかによってこの数字が変わってくる。先行き 5％の物価上

昇率が見込まれている場合、借り手にとっての金利負担（すなわち、貸し手にとっては期

間リスクを負担することに対する補償）を「実質的に」引き続き 5％とするための表面的な

金利は 10％でなければならない（物価が上昇しているために、貸し手が 1 年後に受け取る

利息 10 円は物価が変化しなかった時の 5 円と等価値である）。すなわち、 
＜実質金利＞5％＝＜名目金利＞X%マイナス（＜物価上昇率＞＋5％） X=10 ％ 
 

これを一般的な形に書き直すと、 
｛実質金利＝名目金利マイナス予想＜期待＞物価上昇率｝ もしくは 
｛名目金利＝実質金利プラス予想＜期待＞物価上昇率｝ 

という式が成立する（専門用語ではこれを「フィッシャー方程式」と呼んでいる）。当然の

ことながら、企業や家計といった経済主体は、名目金利ではなく、これから実質金利がど

うなるかによって、今後どう行動するかを考える。つまり、経済活動にとっては、予想＜
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期待＞実質金利こそ重要である。 
 
 それでは、実質的な金利負担をこれまで通り 5％に維持するとして、先行き物価が年率

5％で（上昇ではなく）下落するという予想が支配的である場合には、名目金利はどうなる

か・・・当然のことながら、名目金利がゼロでなければこの契約は成立しない。 
 ＜実質金利＞5％= ＜名目金利＞X％マイナス（＜物価上昇率＞マイナス 5％） 

 X=0％  
さらに、物価が 10％下落すると見込まれる場合には、名目金利はマイナス 5％にならざる 

を得ない。 
＜実質金利＞5％＝＜名目金利＞X％マイナス（＜物価上昇率＞マイナス 10％） 

 X=マイナス 5％ 
デフレ時代の金利とはこういうものなのであって、マイナス金利と言っても、何かとん

でもないことが起こっているわけではなく、ちゃんと理屈に合った現象なのである。ただ、

言うまでもないことであるが、マイナス金利になったら急に資金需要が盛り上がるかどう

かはまた別の問題である。このことについてはまた後ほど触れる。  
 

4．デフレ時代の金融政策 
 金利ないしは利子率という概念が明確になったところで、いよいよ金融政策の話という

ことになる。小生が銀行に入った頃には、「日銀は公定歩合の変更によって金利を調節する」

というように教わった。その後この分野で起こった大きな変化を考えると、「金融政策の縄

文時代」と言ってもいいような世界であるが、やがて、日銀が金融機関に貸出をする時の

金利である「公定歩合」という言葉は死語となり、短期金融市場で日銀が金融機関を相手

に短期の証券を売買する、いわゆるオペレーション取引によって金利の調節を行う、とい

う時代になった。いわゆる「伝統的金融政策」の時代である。 
 
ついでのことながら、その昔金融調節の三種の神器扱いされていた「預金準備率の変更」

も、ほぼ死語と化している。ただ、金融機関が一般から受け入れる預金等に一定の比率を

かけた金額を日本銀行に預金としておいておくべきことを定めた「準備預金制度」はなお

生きており、そのことについては後ほどまた触れる。 
 
 さて、今、「短期の証券の売買によって短期金利を調節する」と述べたが、このことに関

して（わかり切ったことだと言われそうであるが）一つだけ確認しておきたい。証券の価

格とそれに投資して得られる収益（確定利息＋証券売買差額）との間の関係は次のように

表される。証券と言ってもいろいろあるが、ここでは債券を例にとっている。 
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債券投資の利回り（年率表示）＝ 
     （額面金額ｘクーポンレート）＋（｛債券売却金額―債券投資金額｝の年平均） 

      債券購入金額（＝債券投資金額） 
 
ここで「利回り」とは、これまで述べてきた金利ないしは利子率と同義語である。クー

ポンレートとは、債券の額面金額（＝償還金額）に対して予め約束された確定金利で定期

的に利息を支払う、その金利のことであって、預金につく金利のようなものに相当する。

債券売買は、銀行・証券・保険・年金・投資ファンド等の間で、何千万円、何億円という

単位で活発に行われており、市場価格は常に変化している。債券投資を行おうとしている

人にとっては、債券の市場価格＝債券購入価格であり、債券を売却しようとしている人に

とってはそれが売却価格となる。ある一時点で債券を購入した人にとっては、その時の市

場価格で購入するのに要した金額が投資金額となる。償還時まで債券を保有していれば、

債券の額面金額が戻ってくる。 
 

ここで、債券投資の利回りが債券購入価格すなわち市場価格の逆数になっていることに

注目すると、債券の市場価格の上昇はすなわち利回り（利子率）の低下、市場価格の下落

は利子率の上昇と、それぞれ同義語であることがわかる。つまり、両者は原因結果の関係

にはない。ところで、金融・証券市場ではさまざまな金融商品が取引されているが、その

間に垣根は存在しない。したがって、ある一か所で発生した金利の変化は、裁定取引によ

って瞬時に他の金融商品に波及する。債券の利回り（すなわち価格）は勿論他の金利の動

きに大きく左右される。この点だけに注目すると、あたかも金利が動いた「ために」（原因）

債券価格が変化した（結果）かのような印象となり、事実そのように語られることが多い

が、あながち間違いとも言い切れない。 
 
事のついでに、昨今よく耳にする「国債金利のマイナス化」について一言しておこう。

上の式で注意する必要があるのは、国債のマイナス金利をクーポンレートのマイナス化と

混同してはならないということである。クーポンレートのマイナス化とは、預金金利ない

しは貸出金利のマイナス化とほぼ同義語であり、先ほど述べたように、そうしたことが実

際に起こるとはまず考えられない。 
 
「国債金利のマイナス化」とは、あくまでも、国債の投資利回りがマイナス化する、す

なわち、売却額ないしは償還額が投資額を下回る、ということである。しかし、普通の投

資家がそのような取引をするはずがない。それにもかかわらずそのような取引が成立する

とすれば、それは、損をしてでもそのような取引をせざるを得ない事情があるか、そうし

た取引をすることが結局は得になるという計算があってのことである。 
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前者のケースとしては、例えば、借り換え・担保繰りその他の理由で、ある特性（銘柄・

償還時期・クーポンレート等）を備えた債券がどうしても必要になっている金融機関など

が考えられる。大量無差別の取引を特色とする株式市場とは異なり、債券市場で取引され

る債券は、銘柄や発行時期ごとその特性が異なる、いわば一品取引の世界である。そのよ

うな状況では、損得などとは言っていられない場合も起こる。 
 
後者は、先行き金利のさらなる低下（マイナス金利の拡大）を見込む先が、今のうちに

債券を仕入れておいて、金利が低下（すなわち価格が上昇）した時に売却して利益を得よ

うとするケースである。見込みが外れれば売却損を蒙るリスクはあるが、ここで、一定の

条件を充たせば、ほとんどいくらでも買い入れてくれる日本銀行が登場する。周知の通り、

日本銀行は現在、毎年発行される国債の実に 7 割強を買い入れ、それによって「ベースマ

ネー」すなわち銀行券発行高と金融機関当座預金残高の合計額を一定の規模にまで引き上

げる政策、いわゆる「量的緩和政策」を実施中である。このため、金融機関手持ちの国債

は次第に少なくなってきており、玉不足で市場取引に支障が生ずるといったケースもしば

しば起こっている。こうした時に、売りに出せばほぼ確実に買入れ価格より高い値段で買

ってくれる日本銀行がいて、しかも、さらなる緩和措置も辞さない（マイナス幅拡大？）

と言っているのであるから、投資家にとっては、マイナス利回り債券（償還時まで持って

いれば利回りがマイナスになる債券）であっても進んでそれを買うインセンテイブがある

（市場ではこれを「日銀トレード」と呼んでいる）。日銀もさすがに目に余ると見たか、最

近ではこれに若干ブレーキをかけようとしているようである。 
 
投資家にとってはこれで儲かるのであるからそれでいいが、気になるのは日本銀行の収

益である。詳しいことは省略するが、日本銀行は、保有する長期債券については「償却原

価法」という経理方式を取っており、ある期における債券価格の変動がその期の収益に直

接響くことのないようにしている（満期まで均すと損益帳消しとなる）。日本銀行が債券を

売却（金融引き締め）しなければならないような状況は当分考えられないから、債券は原

則として償還まで保有を続けるはずである。額面価格より高い市場価格で買い入れた証券

は満期に額面金額で償還されるから、買い入れ価格との間のギャップはその際に償還損と

して計上せざるを得ない。買い入れた国債についてはクーポンレートで利息が付くことは

付くが、この低金利ではたかが知れている。すなわち、日本銀行の収益は、マイナス金利

で国債を買い続けることによって悪化していくことになる。ご存じの通り、日本銀行の収

益の大部分は納付金として国庫に帰属するから、日銀収益の減少は財政赤字拡大要因であ

る。マイナス金利で国債を発行できる（発行金額＞償還金額）国としては、一見利益を得

たようでいて、結局のところはそのツケが回ってくることになる。 
 
後者のケースとしてもう一つ考えられるのは、円相場の上昇を見込んで外貨を円に替え、
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それを国債等に投資する一群の投資家の存在である。たとえ国債について売却損が出ても、 
為替差益でそれをカバーできるという計算である。その他に、円外貨それぞれの調達金利

の差を利用して利益を稼ぐ、「ベーシス取引」を狙うという手もある。そうした投資家にと

っては、少々のマイナス金利などは苦にならない。 
 
5．マイナス金利政策の概要とその意味 
 これまでのところで、一応の準備ができたと思われるので、いよいよ本題の日本銀行の

マイナス金利政策について見てみたい。このことに関して注意すべきことは、マイナス金

利の適用対象は、一般顧客の預金ではなく、銀行その他の金融機関が日本銀行に預けてい

る当座預金（一般に「準備」と称される）であり、しかも、そのごく一部分にすぎないと

いうことである。 
 
準備は次のように 3 層構造になっている（図 2）。 
○1 基礎残高（ごく大雑把に言えば、昨年末までに積み上がった残高）には従来通り 0.1％

のプラス金利を付ける 
○2 マクロ加算残高（準備預金制度によって積立が義務付けられている残高、及び、日本

銀行が金融機関の貸出を支援する等の目的で供給している資金に見合う残高、およ

び、上記○1 の残高に一定の掛目をかけて算出した残高の金利はゼロとする。 
○3 総残高から上の二つを除いた部分に対してだけ 0.1％のマイナス金利を課す。 
 
なぜこうした三層構造を考えたかについては後ほど触れるが、ここに見るように、これ

までは、準備預金制度によって積立が義務付けられる部分とそれ以外の部分とを区別し、

前者には金利ゼロ、後者にはプラス 0.1％の付利を行ってきた。法定準備の金利がゼロとい

うのはわかるが、余剰準備に金利を付けてきたのは何故かという疑問が湧くと思われるが、

これについては、黒田体制になって以来、日本銀行は準備を中心とするマネタリーベース

残高に目標値を設け、それを実現すべく長期国債等の買入を大規模に行ってきたことを思

い出して頂きたい。余剰準備への付利は、金融機関に対してそうした積み立てを行うこと

に対するインセンテイブを与えるという意味を持つ。とすると、ごく一部分とは言え、余

剰準備にマイナス金利を付すというのはそのことと矛盾ではないかという疑問が出てくる。

誠にグッドポイントであって、このことについては後に触れる。 
 
マイナス金利が適用される残高の規模であるが、昨年末現在の金融機関の日銀預金総残

高を 260 兆円とすると、約 20 兆円程度であって、世間が騒いでいるような、いわゆる「マ

イナス金利政策」にしてはいささか羊頭狗肉といったところである。 
 
それではこの政策の意味はどこにあるのか。何を狙っているのか。ご存じの通り、日本
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銀行は、黒田総裁就任直後から、長引くデフレ状態の打開を目指して、いわゆる「量的・

質的金融緩和政策」なるものを実施してきた。黒田体制以前の日本銀行は、金融機関同士

のごく短期の資金貸借に適用される代表的な金利、いわゆるコールレートに「政策金利」

という地位を与え、これに目標値を設定して、それを実現・維持するという政策をとって

きた。そのために用いたのが「金融調節」という手法であって、金融機関を相手に短期の

証券の売買を行って、短期金融市場における資金の量、したがって政策金利すなわちコー

ルレートを調節する、そして、そうしたコールレートの変化が長短各種の金利に反映され、

それが実体経済（消費・投資）に影響を与えることを期待する、というシナリオであった。 
 
黒田体制になって以来、日本銀行は、コールレートを政策金利の地位から降ろし、代わ

りに、「マネタリーベース」（日銀当座預金プラス現金）に目標値を設けて、それを実現す

るために、金融機関から大量の長期国債その他の証券を買い入れてきた。目的とするとこ

ろは「デフレからの脱却」であり、その旗印として掲げたのが、「2 年以内に消費者物価上

昇率 2％の達成」という、いわゆる「インフレターゲット」であった。こうした政策のパッ

ケージが、「量的・質的緩和」、あるいは「異次元緩和」と呼ばれてきたわけである。 
 
 黒田体制も今や4年目に入ったわけであるが、この間にどのような成果が得られたのか。

様々な論評がなされているが、ほぼすべての人が認めるのが、株価の上昇と円安の進行、

そうしたことに裏付けられた企業収益の改善、それに、失業率の低下や有効求人倍率の上

昇、非正規雇用者の減少といった労働環境の顕著な改善である。勿論、一部には、黒田政

策がなかったとしても、経済は自律的に回復したのではないか、世界情勢が味方したラッ

キーな人だ、といった見方もないではない。しかしながら、安倍政権は、そしてアベノミ

クスはどうも気に入らないという人でも、今述べたような事実は一応認めざるを得まい。 
 
 その反面、黒田総裁が高々と掲げた、「2 年以内に 2％の物価上昇」という旗印はどうな

ったか。経済成長率は顕著に上向いたか。これらの点になると意見は分かれる、というよ

りは否定的な評価が圧倒的である。物価は依然としてゼロ近辺、下手をすると再びマイナ

スになりかねない。企業収益の改善にもかかわらず、賃金の上昇には見るべきものがない、

設備投資は依然として冴えない、消費も停滞気味である、したがって、成長率も白川前総

裁時代を下回っている、といった批判はあとを絶たない。 
 
 そうすると、「クロダノミックス」、すなわち、この 3 年間黒田日銀が推進してきた量的・

質的緩和政策は失敗だったのか。これについて念頭におくべきことは、黒田日銀がこの 3
年間にやってきたことは確かにやや極端ではあったが、その大元は、欧米諸国の中央銀行

がやってきた、あるいは現在も続けている政策とそれほど異なるところはない、というこ

とである。いずれの中央銀行も、物価上昇率 2％の目標を掲げ、長期国債を中心とする大量
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の証券買入れによってベースマネーを積み上げてきた。市場との対話という意味では、こ

うした緩和状態が今後とも長く続くという点を繰り返し強調する、いわゆる「時間軸効果」

を狙ったコミュニケーション戦略を取ってきた。そして、その結果であるが、米国におい

ては、経済活動の活発化と労働市場の改善に加えて、物価のある程度の上昇がみられるが、

欧州諸国の状況は（ユーロ圏の動揺という別の要素があるとはいえ）必ずしも芳しいもの

ではない。成長率は依然として僅かなプラスという程度であり、とりわけ物価上昇率はゼ

ロ近辺、ともすればマイナスに陥りかねないという状況である。こうした世界の状況から

考えると、日本のクロダノミクスは失敗した、とだけ決めつける昨今の風潮はいささか行

き過ぎではないかという疑問が湧いてくる。 
 
 これに対する反論として、経済がデフレ状況から脱却したことは認めるとしても、この

間に格差は一段と拡大したのではないか、という議論がある。米国においてもしばしばみ

られる批判であるが、これに対しては、「一つの政策目的には一つの政策手段で」という、

「テンバーゲンの法則」として知られているルールを思い出して頂きたい。金融政策の目

的は、物価の安定と着実な経済成長（そのことは労働環境の改善と同義語である）であっ

て、それを超えて格差の拡大に対処することは、明らかに金融政策の範疇を超えている。 
 
6．経済成長と中央銀行の役割 
 世界の先進国に共通する低成長率と低物価上昇率の併存状態、いわゆる「デフレ現象」

の広範化の原因はどこにあるのか。それは、経済政策、とりわけ金融政策によって「是正」

することができるようなものなのか。現在学界ではこの問題を巡って活発な議論が交わさ

れているが、そこで前面に出て来ているのが、いわゆる「自然利子率」という概念であり、

それを背景とした「長期停滞論」である。このことを考えるために、再び基本に立ち戻っ

て、そもそも「経済成長」とはどういうことか、そのためにはどういう条件が必要とされ

るのかを考えてみたい。 
 
 仮に経済を、「モノ」（ここでは有形のモノだけでなく、無形のサービスをも含む）の世

界と「カネ」の世界とに分けて考えてみると、「経済成長」というのは「モノ」の世界の出

来事、言い換えれば、「投入」と「産出」との関係である。初等経済学の講義のようになっ

て申し訳ないが、実体経済活動とは、労働力（労働人口 x 労働時間）と資本量（残高・稼

働率）、それに生産性（TFP）という三つの要素が投入され、その結果、モノ・サービスが

産出されて消費され、あるいは再び投資されるという循環過程を指す。経済活動はこうし

たプロセスの繰り返しであって、こうした産出量の変化を「経済成長」と言い、そのテン

ポが「成長率」として表わされる（「成長」と言っているが、勿論プラスもあればマイナス

もある）。まだカネの世界はここに入ってきていないため、物価の変動がこのプロセスに影

響することはない。すなわち「実質成長率」の世界である。ここで、この 3 要素が、どこ
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にも摩擦を生じさせることなく、長期的に持続可能な形で伸びていく場合、それを「潜在

成長力」、そのテンポを「潜在成長率」と称する（図 4）。 
 
 ここに「カネ」の世界が入り込んできたとすると、そこに、モノ・サービスの価値をカ

ネの単位で表示した「物価」という概念が発生する。カネで表示されたモノ・サービスを

物価で表示して合計し、その変化率を見たものが「名目成長率」である。ここでカネと言

っても、もとをただせばモノの一種であって、その特性によってカネに変化したものであ

る。あるモノが次第にカネとして扱われるようになり、世間一般がそれに対して全幅の信

頼を置くようになれば、実際にそのモノを持ち歩く必要はない。そのモノに代わるもの、

たとえば紙切れでもいいし、電子マネーでもいい。現代経済においては、潤滑油は「実在」

する必要はなく、その存在が「観念」されていればいいということである。この話は、昨

今話題の「ビットコイン問題」につながっていくが、本日はここでは取り上げない。 
 
 ここまでは民間の経済活動の発展の描写であるが、そこに政府と中央銀行なるものを登

場させるとどうなるか。まず政府であるが、政府部門も、経済的には家計や企業と同様に、

経済主体の一員として市場に参加する。すなわち、投入もあれば産出もあり（ただし産出

と言っても行政サービスだけであるが）、消費や投資も行い、そうした活動を通じて経済成

長のプロセスに参加する。ただ、モノだけでなく、カネが入り込んできた世界で経済活動

を行うためには、政府自身がカネを調達する必要があるが、それが税収であり、不足分は

国債の発行で賄われる。 
 
 中央銀行自体は、（狭い意味での）生産活動に直接的には参画せず、カネの世界のコント

ロールを専らの仕事とする。発達した経済においては、預金受け入れを認められている民

間金融機関（例えば銀行、信用金庫等）が、「信用創造」と言われるプロセスでカネ（通貨）

を生み出す（貸出に見合う預金の創出）。預金に対して一定の準備の保有（中央銀行への預

金）を義務付ける準備預金制度の下では、中央銀行が供給する準備が預金取扱金融機関の

信用創造活動の基礎となるわけで、中央銀行は、こうしたプロセスで、預金取扱金融機関

が行うカネの創造に間接的に関与する（ちなみに、かつては中央銀行の主要業務とされて

いた銀行券の発行は今や付随業務になりつつある。このことについては、北欧諸国の例（図

1）で既に見たところである。 
 
ちなみに、民間金融機関は中央銀行から「準備」を供給されて初めて信用創造ができる

のか（外生的信用創造論）、それとも、まずは信用創造によって預金ができ、それに対応し

て必要となる準備（準備預金制度の存在が前提）を中央銀行が供給するのか（内生的信用

創造論）、という議論がかつてあったが、準備が枯渇して金融機関は貸出ができず、日本銀

行がそれを供給せざるを得なかったその昔ならいざ知らず、余り過ぎるほどの準備を抱え



12 
 

た現在の金融機関を前提とすればあまり意味のある議論ではない。マネタリーベースを供

給しさえすればマネーストックが増える、という、かつて広く唱えられていた発想法は、

明らかに旧世代の考え方に属する。 
 
 再び経済成長の問題に立ち戻って、そこでの中央銀行の役割を考えてみよう。結論から

言えば、経済成長を支える要因が上で挙げたように「労働力」「資本ストック」「生産性」

という三つであるとすると、そこで中央銀行が果たすことが出来る役割は、（あるとしても）

きわめて間接的・限定的なものに止まるということである。 
 
それでは、限定的であるとは言え、金融政策が経済成長に貢献できるとしたら、それは

どのようなチャンネルを通じてのことか。ここで、「自然利子率」という概念が登場する。

そしてそれは、（今までは明示的に語られることがあまりなかった）伝統的金融政策の基礎

にある考え方である。 
 
「自然利子率」は、今まで出てきた「名目利子率」というような概念とは異なって、実

際には観測することが出来ない、理念的・抽象的な概念である。したがって、それを身近

に感ずるためには、ある世界を想像してみるしかない。 
 
今ここに、あらゆる人と生産設備が過不足なく稼働している完全雇用の世界を考える。

そこでは、生産されたものはすべて消費され、あるいは投資されて、余ったり不足したり

するような事態は起こらない（均衡状態）。したがって、物価の変動というようなことを考

える必要のない実質値の世界である。縄文ないしは弥生時代の農牧生活のようなものを想

像すればいいのかもしれない。そこでは、人口の増加で人手が増えれば、また、鍬や鋤と

いった道具の数が増えれば、それに応じて生産量も増加する。農機具が発達すれば収穫物

の量も増えるであろう。かくして、労働力と資本蓄積、それに生産性の三要素によって支

えられた「経済成長」が実現する。そこでは、現実の成長率（実質成長率）が「潜在成長

率」と一致している幸福な世界である。 
 
こうした世界にカネが導入され、金融取引が行われるとすると、そこで成立する利子率

はどのようなものになるのであろうか。それを表すのが「自然利子率」という概念である。

現実の社会では、完全雇用が成立していることは稀であり、生産と消費・投資との間、言

い換えれば貯蓄と投資との間には、「事前的」には常にギャップが存在する（ただし、事後

的に見た場合には｛貯蓄（生産マイナス消費）＝投資）が常に成立する）。そうした社会で

成立している利子率は、当然自然利子率からはかけ離れたものとなるが、そうした社会を

理想社会に近づけるためには、現実の利子率を、理想社会に存在すると考えられる自然利

子率に極力近づけるようにすればいいのではないか、という考え方である（先ほども見た



13 
 

ように、名目利子率は当然物価変動の影響を受けるから、これを調整して実質化する必要

がある。すなわち、＜理想社会の＞自然利子率と比較されるのは、＜現実社会の＞実質利

子率である）。こうした考え方の基礎になったのは、19 世紀のスエーデンの経済学者ヴィ

クセルに帰せられる「ヴィクセル体系（Wicksellian regime）」であるが、近年米国のウッ

ドフォード等によって改めて再認識されるようになったものである。 
  
 こうした考え方を現代の金融政策の次元で現実化しようとする場合、まずは理論的・抽

象的な存在である「自然利子率」なるものがどのようなレベルにあるのかを推定する必要

がある。そしてそのためには、そうした自然利子率が成立しているであろう世界、すなわ

ち潜在成長力が過不足なく発揮されている経済を考えなければならない。そこで、様々な

モデルによって潜在成長率を推計する作業が行われている。抽象的な存在であるので、前

提あるいはモデル次第で結果が異なってくるという問題があるが、大まかな姿を描くこと

は可能である（図 4）。 
 
 それでは、潜在成長率ないしは自然利子率が把握できたとして、金融政策によって現実

の利子率をそれに近づけるにはどうしたらいいか。ここで、以前も出てきた方程式、すな

わち、｛実質利子率＝名目利子率マイナス予想物価上昇率｝を思い出して頂きたい。金融政

策は実質利子率それ自体を操作することはできないが、先ほども述べたように、金融調節

によって直接間接名目利子率を動かすことは出来る。それに加えて、様々な手段を行使し

て物価についての世間一般の予想に働きかけることが出来るとすれば、結果的に実質利子

率に影響を与えることが出来るかもしれない。かつて、「日本銀行は公定歩合操作によって

金利を上げ下げし、それによって過熱した経済を冷やしたり、冷えた経済を温めたりして

物価の安定を図る」と言われてきたが、それにはこうした理論的基礎があったのである。 
 
ところで、いわゆる「デフレ時代」になって、政策金利の引下げを続けた結果、短期金

利がほぼゼロとなり、もはや短期の名目金利を操作する余地がない状態となって出てきた

のが、中長期証券を買い入れることによって中長期金利に影響を与える（「ポートフォリオ

リバランス効果」を含む）、という政策と、予想物価上昇率に働きかけるという政策である。

後者の目的を達成するためにとられたのが、先行き一定の物価上昇率を目標とする「イン

フレターゲット」であり（元々インフレターゲットの主目的は、ターゲットを掲げること

によって物価がそれ以上上昇することを防ぐことにあったのであるが、そのことはともか

くとして）、金融緩和を長期間続けるということについてのコミットメント（「時間軸効果」）、

コミュニケーション戦略であり、また中央銀行に大量のベースマネーを積み上げる、とい

う政策であった。いわゆる非伝統的政策であるが、現実の実質利子率を自然利子率に近づ

けようとする努力という点においては、前述した伝統的政策と変わるところはない。 
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 以上のような考察を経て、改めて「マイナス金利政策」を見てみると、それは実は、上

記のような、きわめてオーソドックスなヴェクセル体系の応用形態の一つであることがわ

かる。つまり、今までは、名目金利がゼロに近づいたところで金利操作の余地なしと断定

し、そこで諦めて、いわゆる「非伝統的政策」の採用という方向に向かったが、実は名目

金利はマイナスにできる、ということに気が付いた、ということである。そうすれば、さ

らなる金融緩和の余地が生まれたことになる。また、中央銀行がマイナス金利政策という、

一般には非常手段と思われているような政策をとる決意をしたということが、一段の金融

緩和というイメージを強化し、そのことが予想物価上昇率を引き上げて、実質金利低下の

一因になるのではないか、という期待もあったかもしれない。 
 
なお、このことは、これまでの非伝統的金融政策の放棄を意味するものではない。今回

の政策決定が、「量的・質的金融緩和政策＜付き＞マイナス金利」と言っているのはそのこ

とを意味している。「異次元緩和」に対する「三次元緩和」という人もいる。 
 

7．マイナス金利政策の評価と限界  
 マイナス金利政策という概念とその理論的な位置づけは以上でおおよそ尽きているが、

この政策がとられてからまだ日も浅く、その成果を総括するには時期尚早である。それは

ともかく、これまで起こったのは次のようなことであった。 
○1 短期金融市場ではマイナス金利取引が常態化し、中長期金利もそろって低下した 
（「イールドカーブの下方シフト」と称される―図 5）。 
○2 住宅ローン等長期物について金利の一段低下が見られたが、すでに超低位にあった

短期貸出金利、預金金利等の変化は限定的である。 
 
こうした変化は、長短金利差を収益源とする金融機関にとってはマイナス要因であり、

収益の圧迫が財務内容を悪化させ、ひいては金融システムの脆弱化につながるのではない

かということが懸念されている（その表れが銀行株価の低落である）。保険・年金・投資フ

ァンド等の機関投資家にとっては、運用難という問題が重くのしかかる。これをカバーす

るために、一部には預金口座管理料の設定、各種の手数料や保険料の引上げ、小口につい

ては貸出金利の引き上げ等を検討している向きもあると伝えられるが、競争相手を意識し

て目立った動きにはなっていない。なお、一部公社債投信については新規受け入れを断る

ケースも見られる。 
 
先ほど見たように、準備を 3 層に分けて、マイナス金利を適用する部分があまり大きく

ならないように、マクロ加算残高（ゼロ金利適用部分）を調整する余地を残しているのは、

こうした金融機関の財務内容に大きな影響が及ばないようにという配慮に他ならない。マ

クロ加算残高には 3 か月ごとに見直す（基礎残高にかける掛目を調整）ことにしており、
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また、証券会社の MRF 見合い部分をマクロ加算残高に加えたことなどもそうした配慮を示

す。 
 
そうは言っても、予想もしていなかったような問題も起こる。先日の新聞では、熊本地

震の義捐金を東京の銀行から熊本の地方銀行に送った場合、東京の銀行のマイナス金利適

用準備が減少する一方で、それに見合って増える地方銀行の準備にはマイナス金利が付い

てしまうことを指摘した記事を見たが、これについても何らかの調整が必要になるのであ

ろう。 
 
先にも触れたように、貸出についてはこれまでのところ期待されていたような変化は見

られない。金利は以前から既に超低位にあり、今後設備投資等大口の資金需要が盛り上が

らないことには貸し出しが伸びるはずがないという認識が一般的である。 
 
理論的には、マイナス金利の適用対象となる余剰準備は、少しでも利益が出る可能性の

ある他の投資対象、とりわけ株式や外貨に向かうはずであるが、これらの市場では他の攪

乱要因の影響が強く、予想（期待）されていたほどには株高、円安にはなっていない。前

述の通り、マイナス金利適用対象残高の規模がそれほど大きくないということも響いてい

るのかもしれない。むしろ、日本銀行ももう打つ手がなくなって、ついにここまで追い詰

められたか、という見方が強く、そのことが株価を押し下げる要因になっているとも言わ

れている。円相場については、マイナス金利は日本政府による間接的円安政策ではないか

という米国の懸念が意識されて、（本音はともかく）その方向での成果を喧伝するわけには

いかないという事情もある。 
 
なお、先にも触れたが、日銀に積み上げられた当座預金を他の投資対象に振り向けると

いうアイデアそれ自体は、長期国債等を大量に買い入れて、懸命になってベースマネーを

増やそうとしてきたこれまでの政策と矛盾する。国債の売却代金を日銀預金にしておくと、

それにマイナス金利がかかるということならば、金融機関はむしろ国債の売却を躊躇する

かもしれない。先に、マネタリーベースを拡大することによってマネーストック（通貨）

を増発し、それによってデフレを脱却するというアイデアを、現在ではあまり意味がなく、

また実際にも妥当しない議論だと述べたが、現在の日本銀行の政策担当者の間でこうした

発想がどのような位置を占めているのか、それについての総括が行われたのかどうか、こ

のことについてもはっきりした答えが返ってこない。昨今日本銀行の金融政策がきわめて

わかり難くなっているのは、このように、政策全体としての理論的整合性に問題があり、

悪く言えば混乱状態にあると言ってもいいためである。 
 

これまでのところ、日銀のマイナス金利政策は金融機関を中心にはなはだ評判がよくな
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いが、黒田総裁は、デフレの兆候があれば直ちにさらなる緩和措置を取るとして、積極的

な姿勢を崩していない。しかしながら、さらなる緩和措置と言っても、長期国債の買入に

ついてはすでに限界が云々されており、後は民間の金融商品ということになる。しかし、

これまでも既に ETF・REIT・CP 等の買入を行っており、これらの市場のサイズから見る

と、買い入れの範囲と規模を拡大するにしても限界がある。 
 
それでは、マイナス金利の幅を広げるということではどうか･･･そこで立ちはだかるのは、

言うまでもなく「現金」の存在である。銀行券やコインにマイナス金利を付けることが出

来ない以上、マイナス金利と言っても現金を保蔵することに伴うコスト（運送・保蔵・保

険）に見合うマイナス幅以上にはなり得ない。とすれば、現在 ECB がやっているように、

マイナス 0.3 ないし 0.4％というのがおそらく限界であろう（ECB でもこれ以上のマイナ

ス幅拡大に消極的であると伝えられる）。なお、先ほど言い忘れたが、銀行がマイナス金利

を逃れるために、準備の一部を現金の形に変えて保有することに備えて、銀行保有現金が

基準レベルを超えて急増したような場合は、その部分をマクロ加算残高（ゼロ金利適用）

から控除する、すなわち、それだけ政策金利残高（マイナス金利適用）部分が増えるよう

な工夫をしている。 
 

ちなみに、ある学者は、マイナス金利政策の制約要因である現金にマイナス金利を付け

る方法を考えて、通貨のすべてを電子マネーにして、IT 操作によってそれが次第に減価 
していくようなプログラムを組めばいい、というようなことを言っている。19 世紀にゲゼ

ルという学者が唱えた、スタンプを購入して貼り付けることを義務付ける、というアイデ

アのお色直しと言ったところであるが、得るものよりは失うものの方が大きい、あまりに

も荒唐無稽なアイデアである。そもそも法貨である銀行券が次第に減価するとは、形を変

えた徴税が行われているのと同じであり、国民が納得するはずはない。この学者は、通貨

の発行権を国が独占している状態それ自体に問題があるという認識であり、そこでビット

コインのよう民間通貨の存在意義を論じているのであるが、知的遊戯の一種としては興味

深くても、現実の政策論議にはなり得ない。そのことはこの学者自身が一番よく心得てい

ることであろう。ちなみに、銀行券の減価は一種の徴税であって、法的にも強制できない

という考え方は、銀行券の変形である銀行預金金利をマイナスにすることはできないとい

う主張の背景になっている。 
 
 8．「デフレ対策としての金融政策」再考 
 このように見てくると、どうも、デフレ脱却の手段としての金融政策には大きな壁が立 
ちはだかっているという印象であるが、それは当然のことであって、そのことについては 
先ほども触れた。経済成長を規定する三要因、労働・資本・生産性についての金融政策の 
貢献度にはおのずから限界がある。経済成長という観点から金融政策にできることは、現 
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実の経済活動を潜在成長力の軌道に近づけるよう、金利面からできるだけ支援する、とい 
うことである。中央銀行が、金融政策によって名目金利をゼロにまで引き下げ、さらに予 
想物価上昇率に働きかけて実質金利をマイナスにまでもっていく必要があると考えたのは、 
現在潜在成長率がゼロ近辺、ともすればマイナスになりかねないところで停滞している（し 
たがって、自然利子率もその近辺にある）という認識があったためであろう（図 3～4）。 
中央銀行としては、デフレ脱却のために、金融政策によって、実質金利を自然利子率と同 
水準ないしはそれ以下の水準にもっていくことが当面の至上命題であり、その一環として 
量的・質的緩和、さらにはこのマイナス金利政策があるという位置づけである。その意味 
で、一時は大きかった（マイナスの）需給ギャップが昨今相当程度縮小してきたことに金 
融政策の効果を認めることは可能であろう。ただ、それを超えて、金融政策によって直接 
潜在成長力それ自体を引き上げることは困難である。その仕事は、長期的な視点に立って 
経済構造自体を変革しようとする、いわゆる「構造改革」の分野に属する。 
 
 成長力向上という点についての金融政策の寄与度が今述べた程度だとして、それでは物 
価を安定的にプラスにもっていく、具体的には、前年比プラス 2％程度を実現する、という 
点についてはどうか。先ほども述べたように、日本銀行に限らず、どこの中央銀行を見て 
も、これまでのところこの問題で及第点を取っているといえるものはない。 
 
その原因であるが、物価指数の背後には金融政策の手が及ばない無数の要因があるとい

うことが挙げられる。そもそも、現在の消費者物価指数（総合マイナス生鮮食品）が、デ

フレ脱却のための指標として適当かどうかという、測定尺度にかかわる問題もある。一つ

の例を挙げると、日本の消費者物価指数では、「帰属家賃」というものがかなりのウエイト

（2 割弱）を占めていることが知られている。借家住まいとしている人が払う家賃は消費支

出として扱われることは当然だが、自宅を持っている人については、自分が自分に家を貸

して、自分に家賃を払うと同時に同額の家賃収入を得ている、というように概念構成され

ており、その分は、借家人の場合と同様に、消費支出としてカウントされ、消費者物価指

数にも反映されるということになっている。これが「帰属家賃」である。ところが、昨今

の住宅事情、あるいは日本特有の慣行から、借家契約が更改される際に家賃が変更される

ことはそれほど頻繁ではなく、したがって、帰属家賃についても長期間にわたって変化す

ることがない。そのことが消費者物価がなかなか上昇しない一因になっているという指摘

である。 
 
測定尺度の問題は、実は GDP 統計にもある。先ほども見たように、我々は、成長率がど

うこうというと必ず GDP 統計を持ちだすが、現在の統計は、やはり一昔前の国内の製造業、

しかも重厚長大時代によりウエイトを置いた構造と手法とでできており、これでは、近年

における IT 革命の成果、とりわけそれを活用した情報産業分野の目覚ましい経済活動が十
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分に反映されていない（一部のコンピュータソフトを設備投資にカウントするというよう

な改正は行われているが、なお部分的な手直しにとどまる）。昨今、設備投資の不振が言わ

れているが、その背景にはこのような要因がかなりのウエイトを占めているものと思われ

る。企業の投資については、（国境を基準とする GDP の概念構成上やむを得ないとはいえ）

昨今活発に行われている海外企業のM&A等がGDPにカウントされていないという問題も

ある。 
 
現在の GDP 統計について今一つ指摘されていることは、それが、国民の実質的な経済厚

生を把握する手段としては不十分、不適切ではないかということである。しばしば指摘さ

れているのは、輸出価格と輸入価格それぞれの変化から生ずる「交易利得ないしは損失」

がカウントされていないということであって、本来ならばこれを勘案した GNI 統計を主た

る指標にすべきではないかという主張は、昨今のような原油価格低下の時代には強い説得

力を持つ。 
 
測定尺度、すなわち物差しを疑問視し始めると際限がなくなるという問題があることは

事実である。それは丁度、ダイエットに熱心に取り組んでも体重が減らない人が、この体

重計は間違っている、というようなものであると言われるかもしれない。しかし、私見で

は、この問題はそれ以上に重要な問いかけを含んでいるのではないかと考えている。これ

らのことは、すでに多くの識者がかねてから指摘してきたことであるが、政策当局者、あ

るいはメデイア等の取り上げ方に目に見える変化が生じているようには見受けられない。 
 
しばしば、「昨今は消費や投資が不振で成長率が上がらない、そうしたデフレ状態からは

極力早く脱却しなければならない」という声を聞く。しかし、だからといって、現代にお

ける国民の経済厚生ないしは経済的な「豊かさ」の度合いは、かつての高度成長時代に比

べると低下しているのであろうか。成長率 10％時代の国民は、成長率 1％そこそこの現代

に比べて経済的により豊かな日常を送っていたのであろうか。答えはおのずから明らかで

あろう。 
 
 以上のような考察から出てくる疑問は、「デフレ脱却」を掲げてさらに様々な金融緩和措 
置を講じようとすることにどのような意味があるのであろうかということである。とり 
わけ、「2 年以内に 2％」という旗印は、デフレマインド脱却のための掛け声として一定の 
役割を果たしたということで、そろそろ下に降ろした方がいいのではないか。経済活動が 
潜在成長力の軌道に乗って動いており（つまり、マイナスの需給ギャップだけは避けるよ 
うに努め）、物価上昇率については 2％にこだわらない（ましてや 2 年以内になどとは言わ 
ない）というのが正しい政策運営の姿勢ではないであろうか。それは決してクロダノミッ 
クの失敗ではなく、むしろ「ニューノーマル（新常態）」と呼ばれるべきものではないであ 



19 
 

ろうか。そして、繰り返しになるが、現在ともすればマイナスになりかねない潜在成長率 
を何とかして引き上げるべく、目の前に立ちはだかる数々の「岩盤」を乗り越えて、構造 
改革に取り組む、というのが正しい政策運営の方向ではないであろうか。 
 
歴史上例を見ない人口動態の変化と、経済的国境が消失しつつあるグローバルな世界に 

おいて、いわゆる「アベノミクス」が成功するためには、これまで至極当然のこととされ、

考えることさえもしなかった現代の経済社会構造を根本的に作り直す必要がある。創設以

来 150 年間ほとんど手を付けることがなかった現行の都道府県制度をそのままにしておい

て地方再生を唱えることは果たして妥当かつ賢明か、という問いかけなどはその一例であ

る。莫大な政治的エネルギーとコストとが求められるこの事業は、まさに第二の明治維新

に譬えられてしかるべきものであるが、実現の暁には後世に長く語り継がれる物語となる

であろう。 
 

   （了） 


