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日銀は副作用に配慮した金融政策へ転換
－市場は、長期金利上昇・円安・株高と日銀の微修正を好感－
 日銀は、物価見通しを下方修正し、現状の金融緩和政策の長期化を前提とした枠組みの微修正を発表
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 日銀は、10 年国債金利の変動幅拡大を容認したが、これは事実上の長期金利引き上げ策
 同時に、フォワードガイダンスを発表したことで、市場の過剰な反応を回避することにも配慮
 市場は、長期金利上昇・円安・株高で反応、日銀のバランスのとれた政策微修正を好感
 今後は、指し値オペが入る水準に注目、10 年国債金利の上限は当面 0.2％が維持される見込み

日銀は、昨日（7/31）の政策決定会合で、これまでの

の YCC を中心とする金融政策が長期化することとなり、

金融政策の枠組み（イールドカーブコントロール、以下

日銀としてもその副作用にも配慮する必要がでてきた。

YCC）を維持しつつ、金融政策の持続性に配慮した政
策の微修正を発表した。今回の政策微修正の背景・

２． 日銀は政策の微修正を発表

特徴は、①2％インフレ到達時期見通しを 2020 年度よ
り後に先送りした、②副作用に配慮した政策の微修正

日銀は、発表文では敢えて「副作用」という文言は使

を行い、長期金利の上昇を事実上容認した、③フォワ

用していないが、金融政策の持続性を高めるために、

ードガイダンスなどにより、市場が過度に反応すること

以下の微修正を発表した。

を回避するよう配慮した、の 3 点。

２-１．10 年国債金利の変動幅拡大
市場の反応を見ると、10 年国債金利は、政策決定会
合当日こそ下落したが、本日（8/1）には、これまで上

日銀は、声明文で、10 年国債金利目標についての「ゼ

限とみられてきた 10bp を上回っており、再び上昇圧力

ロ％程度」を維持しつつも、金利については「経済・物

を強める一方、ドル円レートは円安に、また株価は上

価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとす

昇している。今回の日銀の政策微修正は、（これまで

る」と、柔軟化した。これを受け、黒田総裁は記者会見

のところ）市場を混乱させることなく導入することができ、

で「変動幅を倍程度に」すなわち、±0.2％までの変動

とくに、円高を回避しつつ長期金利の小幅な上昇を実

幅拡大を示唆した。少なくとも当面は、10 年国債金利

現しつつある、という点は、それなりに評価できる。

が大幅なマイナスとなる可能性は小さいことから、この
ことは、日銀が 10 年国債金利の上限を 0.2％に引き上

１． 日銀は物価見通しを下方修正

げることを意味すると考えられる。

日銀は、7 月展望レポートで、消費者物価（CPI）見通し

２－２． 資産買入額の弾力化

を下方修正した。とくに注目すべきは 2020 年度の見通
し（1.6％）で、4 月時点の見通しを 0.2％ポイント下方修

日銀は、国債買入、ETF・J-REIT の買入れ額を各々

正した。これは、日銀が「2％インフレ目標を 2020 年度

「80 兆円をめど」「約 6 兆円、約 900 億円」（年間）とし

までに達成することは困難である」ことを正式に認めた

てきたが、今後は「弾力的な買入れとする（長期国債）」

ことを意味する。日銀は、従来、展望レポートで「インフ

「買入れ額は上下に変動しうる（ETF・J-REIT）」と買入

レ目標を一両年は難しいが、2 年後には達成する」と

額の減額が起きる可能性を示唆した。名実ともに政策

言い続けてきたので、今回の見通し変更は従来にも

目標として「量から金利へシフトする」ことを明らかにし

増して重要な意味を有する。

た。また、ETF については、事前の市場予想どおり、株
価形成に対する配慮から、TOIPX のウェイトを引き上

実際、6 月消費者物価指数（生鮮食品・エネルギーを

げる一方で日経 225 のウェイトを引き下げた。

除く）前年比が 0.2％まで低下していることもあり、2020
年度のインフレ見通しを下方修正したことは市場の見
方に沿っており、評価できる。しかし、この結果、現在
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２－３．政策金利残高の減少

日銀が長期金利の引き上げ容認だけでなく、フォワー
ドガイダンスを同時に発表したことで、市場の安心感

日銀は、日銀当座預金のうち、マイナス金利（現状-

が醸成された面がある。日銀は、金融政策の出口戦

0.1％）が適用される政策金利残高を、現行の 10 兆円

略に関し、これまで市場との対話が上手く行かなかっ

程度から 5 兆円程度に減少させることを明らかにした。

た ケ ー ス 、す な わち 米 国 での 「 テ ー パ ータ ン ト ラ ム

これは、金融機関収益の改善に資するものである（た

（2013 年 6 月にバーナンキ FRB 議長＜当時＞が量的

だし、これまで実際にマイナス金利が適用されたのは

緩和縮小を示唆し ただ けで、長期金利が乱高下し

一部の金融機関に限られていた）。

た）」、欧州でのユーロ高（2017 年 6 月にドラギ ECB 総
裁がデフレ脱却の可能性を示唆したことで市場の ECB

３． 日銀はフォワードガイダンスで市場の過
度な変動を回避

の金融正常化期待が高まった）を反面教師として、市
場の期待が一方向に偏らないよう、フォワードガイダン
スを前面に打ち出したことで、円高リスクを軽減し、株

日銀は、声明文の冒頭に「当分の間、現在のきわめて

高にも寄与したと考えられる。

低い長短金利の水準を維持する」というフォワードガイ
ダンスを導入し、長期金利が急上昇するリスク軽減策

５． 今後の日銀の対応

を打ち出した。この結果、発表当日（7/31）の 10 年国
債金利は一時 0.6％まで低下した。「当分の間」がどの

先行きについては、日銀の指し値オペに市場の関心

程度の長さを意味するかについては、黒田総裁は記

は向かうであろう。日銀は、今後、10 年国債金利が

者会見で明言を避けたが、声明文で「2019 年 10 月に

0.2％に接近した局面で 0.2％前後の指し値オペを発表

予定されている消費税率引き上げの影響を含めた経

する可能性が高い。黒田総裁が記者会見で、0.2％ま

済・物価の不確実性を踏まえ」と表現したことから、市

での 10 年国債金利上昇を事実上容認する、と発言し

場参加者では「2020 年度頃までを見通したフォワード

たことから、0.2％を下回る状況下で指値オペが入る可

ガイダンス」と受け止める向きもある。とくに「2019 年

能性は低いが、長期金利の上昇テンポが速すぎる場

10 月」と声明文にしては異例の年月を明示したことか

合や、市場のボラティリティが急速に高まる場合には、

ら、市場では驚きをもって受け止められた。筆者のもと

0.2％を下回る水準での指し値オペの可能性はある。

には、「東京オリンピックの開会式までは、長期金利の
低め誘導を続ける、というメッセージか」という海外投

また、10 年国債金利の新しい上限とされる 0.2％は、

資家からの（半分冗談めいた）質問も寄せられている。

当面維持される（日銀は、0.2％の指し値オペで国債を
無制限に買い入れることが可能）であろうが、仮に為

当社では、日銀は、「ゼロ％程度」という 10 年国債金

替レートが 120 円/ドルを超えて円安になり、米国から

利目標は、2％インフレが実現するのに時間がかかる

の円安批判が出てくるような局面になれば、「ゼロ％

ことから、2020 年度までは維持されると予想している。

程度」をいう文言は変えずに、上限を 0.2％から引き上
げてくる可能性は残る。ただし、「ゼロ％程度」と整合

４． 市場の反応

的な上限は 0.4％までだ。0.5％になると四捨五入して
1.0％になるので、現在の枠組みの下では 0.4％が上

前記のとおり、長期金利は、一旦は低下したものの、

限であろう。

本日には 0.1％越えでも指値オペが入らなかったことも
あって、0.13％と日銀政策決定会合前のピークの水準

日銀は、副作用に配慮した金融政策へ枠組みの微修

を上回って推移している。一方、為替市場では、対ド

正を行ったが、副作用の具体的な内容について、黒田

ル・対ユーロとも円安が進んでいる。長期金利は上昇

総裁は「市場機能の回復」に言及した一方、金融機関

したものの、フォワードガイダンスで低水準の長期金

収益への影響については否定的な見解を示した。日

利の長期維持が示されたことから、長期金利の先行き

銀としては、金融機関収益のために政策を微修正する

に対する不透明性が低下し、リスクオンの市場センチ

と公式に説明することは難しい、ということが背景にあ

メントが優勢になったためとみられる。また、株式市場

る。この点を認めると、金融機関収益の先行きに対す

では、長期金利上昇とともに金融株を含め幅広い銘柄

る懸念が広まり、金融システムを却って不安定化させ

で株価が上昇した。長期金利上昇、円安、株高という

るリスクがあるからだ。ただし、イールドカーブのスティ

市場の反応は、今次日銀の政策微修正を市場が好意

ープ化が、金融機関の収益に結果としてプラスに寄与

的に受け止めている証左でもあり、日銀と市場の対話

することは確かであろう。

がスムーズに行われていることを示唆している。

菅野雅明
8 月 Kanno Report は 8 月 22 日（水）発表の予定です。
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ソニーフィナンシャルホールディングス 金融市場調査部・研究員紹介
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ファースト・シカゴ銀行、JPモルガン証券などの為替ディーラーを経て、ソニー財務部にて為替リスクヘッ
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長として、金融市場の調査・分析、および個人投資家向け情報提供を担当。2016年8月より現職。 テレ
ビ東京「Newsモーニングサテライト」、日経CNBCなどにレギュラー出演し、金融市場の解説を行っている。
著書に『為替がわかればビジネスが変わる（2014年日経BP社）』、『富裕層に学ぶ外貨投資術（2015年
日経新聞出版社）』、『〈新版〉本当にわかる為替相場（2016年日本実業出版社）』などがある。
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