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「為替政策に関する提言」

2012 年 5 月 22 日
岩田一政

第 2 部会座長

為替問題タスクフォース

安達健、服部哲也、本堂聡、山崎加津子、吉原大司、和田大、ほか

この提言は、為替問題タスクフォースに属するフェロー7 名の議論をもとに、
第 2 部会座長の岩田一政が監修してまとめた。
尚、本提言における意見、見解等は、すべて執筆者の個人的な見解であり、
執筆者が現在帰属し、或いは過去に帰属したいかなる組織の意見を代表するも
のではない。

エグゼクティブ・サマリー
2007 年以降、円高が急激に進み、日本企業の収益性を高めるに際して、円高への過度な
為替変動が大きな重荷になっている。そこで、急激な為替レートの変動を抑制するために、
以下の 3 点を提言する。
１．行き過ぎた円高の背後にあるデフレ脱却のため一層の金融緩和を進め、物価上昇率の
目途を 2％に引き上げる。
為替レートの変動には、内外金利差及び物価上昇率格差が大きく影響する。日本のデフ
レ及びその継続に対する見通しが、趨勢的な円高傾向及び企業の最適行動を妨げる大きな
要因となっている。したがって、デフレ脱却が最優先の政策目標である。ゼロ金利下で、
デフレを脱却するためには、マネタリーベースを増やし、将来の利子率に関する市場の期
待に働きかけ、日銀の政策目標へのコミットメントを強め、人々の期待物価上昇率を高め
ることが必要である。通貨供給量を増やすための手段としては、外債購入や償還期限のよ
り長い長期国債の買い入れもメニューに加える。さらに、消費者物価指数の上昇が見通せ
た段階で、物価上昇率の目途を 1％から 2％に引き上げるべきである。
２．財務省と日銀が連携して急激な為替変動を抑えるための 50 兆円を超える基金を作る。
為替レートの急激な変動は、企業の長期事業展開に係る予見可能性を著しく損なわせ、
企業収益への影響も重大である。厳しい国際競争の中で、為替レートの変動を現地通貨建
て販売価格へ転嫁できない上に、企業が行う投資は長期間に渡って行われるので、事後的
に生じる急激な為替レートの変動を生産性の向上のみにより吸収することは難しい。然る
に、ユーロ危機に起因する為替変動シナリオ、日本の財政危機に起因する為替変動シナリ
オのいずれにおいても、蓋然性は低いものの、急激な為替レートの変動が生じるリスクシ
ナリオが想定される。それに対して、2003～2004 年にかけての日本の非不胎化介入やスイ
ス中銀の介入政策の経験から、金融政策にサポートされた介入政策は有効なはずである。
そこで、平時のうちに、財務省と日銀が急激な為替レートの変動を抑えるための 50 兆円を
超える基金を設け、政府・日銀が一体となる体制を整えていることを市場に対して信憑性
のある形で示すべきである。
３．IMF の機能強化など国際通貨制度改革に向けて日本が積極的な役割を担う。
欧州債務危機に際して円は回避通貨として急激な円高に見舞われたが、国際的な問題解
決の旗振り役を期待された IMF は、各国間の対立から、自身が国際的な最後の貸し手機能
を発揮するのに十分な増資を実現できなかった。そこで、グローバルな危機において IMF
が SDR 建て債券を発行し、市場から直接資金を調達して、緊急融資を行えるように、日本
が IMF の機能拡充において主導的な役割を果たすべきである。SDR 債が安全資産である
と認識され、市場で広く取引されると、個別通貨が回避通貨として急激な為替レートの変
動に曝されなくなるだろう。また、たとえ、グローバルな危機が起こったとしても、IMF
が国際的な最後の貸し手機能を十分に発揮できると市場が理解すれば、期待為替レートを
安定化させることによって、急激な為替レートの変動を抑制できると考えられる。さらに、
グローバルな危機が生じて、急激に為替レートが変動したときに、円によって SDR 債を購
入することは、結果的に、介入と同じ効果を持つことになるであろう。

Ⅰ．問題意識
世界経済は 21 世紀入り以降、11 年が経過し、この間の世界経済におけるパワーバラ
ンスは大きく変化した。2000 年代入り後の世界経済を振り返れば、中国を筆頭に新興
国経済は目覚しい成長を遂げた。先進国も米国の不動産バブルと新興国の高成長により
活況となり、2000 年代半ばの世界経済はまさに世界同時好況の様相を呈したと言えよ
う。しかし、景気の過熱状況は持続せず、2007 年夏のサブプライム・ショック、さら
には 2008 年 9 月のリーマン・ショックを契機に世界経済は大幅に落ち込んだ。同年 11
月には G20 が開催され、主要国は大規模な財政・金融政策の実施で一致し、これらの
施策によって世界経済は救われたと言える。この急激な需要消失とそれに対する大幅な
需要創出への代償は大きく、また、欧米では不動産バブルの崩壊に伴う金融機関の資本
の毀損及び政府による資金注入もあって、以前から公的債務が累積していた先進国では、
更に債務が積み上がることとなった。これにより、市場からの先進国財政に対する懸念
が急速に高まり、先進国では財政出動の余地が大幅に低下するのみならず、一部先進国
では財政再建へ向けた財政削減策が実施されている。この為、先進国では、景気回復が
不十分にも関わらず、金融緩和以外の景気浮揚策を講じ難い構図となっており、先進国
経済の不振が長引く状況となっている。先進国経済の低迷が長期化する一方で、新興国
経済は高成長が継続しており、世界経済のパワーバランスは大きく変わりつつある。
戦後の世界経済の枠組みは、欧米を主体とする先進国が築き上げてきたが、先進国経
済の低迷及び世界経済のパワーバランスの変化を背景に、現行の枠組みの機能不全が目
立つようになってきている。世界経済の枠組みの筆頭には、ブレトンウッズ体制が挙げ
られよう。1946 年に発足した国際通貨基金(IMF)は、その重要性は依然として変わらな
いながらも、為替相場の安定に対する役割は既に有しておらず、また、先進国の債務危
機に対しては、規模・機能が不十分であることが認識された。1948 年に生まれ関税お
よび貿易に関する一般協定（GATT）は、その後世界貿易機関（WTO）へと発展してい
くが、パワーバランスの変化により、多国間交渉は限界を呈している1。
斯様な世界経済における日本の現状を見つめ直してみれば、少子高齢化、公的債務の
累積、デフレ、通商政策の遅れ、急激な為替変動による企業への影響等、国内に多くの
課題が山積みとなっている。日本はこれらの課題解決に早急に取り組む必要があるが、
同時に、これらの課題解決が日本のみならず、世界にとっても貢献しうるという観点を
持つ必要がある。少子高齢化と財政問題は先進国のみならず、いまや新興国にとっても
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通商問題に関する議論は、日経・CSIS バーチャル・シンクタンク 第 2 部会通商問題タスクフォース著
「今後の通商政策に関する提言」
（http://www.csis-nikkei.com/doc/%E9%80%9A%E5%95%86%E6%94%BF%E7%AD%96%E6%8F%90%
E8%A8%80.pdf）を参照願う。
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大きな重しとなりつつある。世界的な自由貿易の規範に係る機能不全は、世界全体にと
ってあまねく不利益を招くこととなる。国際通貨体制についても、円を含む準備通貨の
急激な為替変動の抑制策を含め、新たに安定的な体制構築が求められている。
世界における日本のプレゼンス低下が叫ばれて久しいが、これからの日本人に求めら
れるのは、日本のみならず、日本からの情報発信を通じて、世界に貢献するという気構
えであり、グローバル社会でのリーダーシップであると考える。少子高齢化の中での税
と社会保障改革の先駆けとなり、21 世紀型貿易における世界貿易のルール・メーカー
となり、為替変動の急激な変動を抑制するための安定的な国際通貨体制を構築すること
を官民挙げての日本の国家戦略の柱とすべきである。このうち、本提言では特に為替変
動への対応及び新たな国際通貨体制の構築に着目したい。
昨今の為替レートの推移について振り返ると、2007 年前半に 120 円台前半であった
為替レートが、その後急激に円高が進行し、2011 年に入り 70 円台に突入した。円高が
急激に進み、日本企業の収益性を高めるに際して、円高への過度な為替変動が大きな重
荷になっている。戦後における大幅な為替変動の歴史を紐解けば、1970 年代に遡る。
戦後の世界経済は、戦争に至った経緯を反省し、為替に関しては、通貨切り下げ競争を
通じて近隣窮乏化政策が講じられないように、そして、世界経済があまねく繁栄できる
ように、為替変動のない固定相場制が導入された。また、平価を変えるときには必ず国
際的了解を求めるものであった。これを大きく変えたのが、1971 年 8 月、米国のニク
ソン大統領が、ドル紙幣と金との兌換停止を宣言したニクソン・ショックである。1973
年 3 月には、ドルは全面フロートへと移行し、戦後 20 数年間に亘り世界経済に大きく
貢献した固定相場制は終止符を打ち、それ以降、為替相場に大幅な変動がることになっ
た。有名な例だけでも、メキシコ（1994 年）、アジア（1997 年）、ロシア（1998 年）、
ブラジル（1999 年）
、アルゼンチン（2001 年）といった国々で通貨危機が発生した。
また、ドル円の為替変動に着目すれば、1985 年のプラザ合意以降、趨勢的な円高とと
もに、暦年の前年比で見て過去 9 回も 2 桁の為替変動が生じた。
1994 年に、ブレトンウッズ委員会が、1992 年からの 3 回にわたる討議の内容を纏め
た報告書では、為替相場の均衡水準からの大幅な乖離と乱高下の悪影響は大きいことを
明言している。そして、為替相場の均衡水準からの乖離により、資源配分が歪められる
点、国際競争力の変化を通じ、主要国の競争力が乏しい産業分野からの保護主義的圧力
を高める点、また、為替相場の過度な乱高下は、将来への不確実性が高まり、生産的な
投資が抑制される点といった具体的な悪影響を指摘している。
そして、ここで注目したいのが、ブレトンウッズ委員会の日本委員会が纏めた翻訳書
の中で、日本委員会委員長を務めた柏木氏が、「当初は、米国は今の変動相場制に格別
不自由は感じておらず、欧州は自分たちの通貨統合計画が関心の的で、グローバルな通
貨制度改革を考える余裕がなく、日本だけが為替相場の無秩序な変動に悩まされ、通貨
制度改革の必要性を痛感していたように思われる」と討議の初期の頃を振り返っている
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点である。それから約 20 年が経過したが、今日において状況は変わったのであろうか。
基軸通貨国であり、また、金融政策の影響力が非常に強い米国は、今の変動相場制に特
別不自由を感じているようには見えない。ユーロ圏では、債務問題の解決が関心の的で、
グローバルな通貨制度改革を考える余裕はない。再び、日本だけが為替相場の「無秩序
な」変動に悩まされ、為替変動への対応の必要性を痛感しているように思われる。我々
の先人たちが自らイニシアチブをとり、国際通貨体制の変革を通じて、円の急激な為替
変動の抑制を試みた熱き思いを今こそ我々が引き継ぎ、再び世界に対して発信していく
べきと考える。
急激な為替変動の抑制を図ることは、将来の為替変動に対する不確実性を低下させ、
企業の最適行動を助けるとともに、急激な為替変動により生じ得る収益への悪影響を排
除することにも繋がる。これは、為替の相手国に対しても同様の効果をもたらす。そし
て、これらが世界第 3 位の経済規模を誇る日本経済を立て直すことになると同時に、日
本のみならず、世界のすべての企業にも更なる活力を与え、世界の国々の経済厚生を高
めることとなりうる。急激な為替変動の抑制を実現すべく、日本には積極的かつ主導的
な取り組みが求められており、以下 3 点を提言する。

1.

行き過ぎた円高の背後にあるデフレ脱却のため一層の金融緩和を進め、物価上
昇率の目途を 2％に引き上げる。

2.

財務省と日銀が連携して急激な為替変動を抑えるための 50 兆円を超える基金を
作る。

3.

IMF の機能強化など国際通貨制度改革に向けて日本が積極的な役割を果たす。

Ⅱ．政策提言
１．行き過ぎた円高の背後にあるデフレ脱却のため一層の金融緩和を進め、物価上昇率
の目途を 2％に引き上げる。
（１）円高への急激な為替変動と日本の企業収益への影響
日本では対外決済通貨がドル中心であることにより、為替問題というと円ドルの為替
レートのことを指すことが多い。実際には、貿易取引通貨の比率、国際競争における韓
国の存在等を考えれば、ユーロ、韓国ウォン等のドル以外の通貨に対する円の為替変動
も勘案する必要があるが、まずここでは、名目の円ドル為替レートの変動に焦点を当て
て議論することとする。
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昨今の為替レートの推移について振り返ると、2007 年前半に 120 円台前半であった
為替レートが、その後急激に円高が進行し、2011 年に入り 70 円台に突入した。これは、
1991 年前半には 130 円台であった為替レートが、1995 年には 79 円台を記録したのと
同様の急減な円高進行であったことが確認できる。この円高への急激な為替変動が産業
に与える影響について、図 1 の経済産業省の調査結果によると、大企業で 15％が深刻
な減益（営業利益対前年比 20％以上）、約 60％が多少の減益と答えている。中小企業で
も約 20％が深刻な減益、約 50％が多少の減益と回答している。
図 1．現下の円高の企業収益への影響（2011 年 9 月）

大企業

15%

61%

12% 12%
深刻な減益
多少の減益

影響なし
中小企業

21%

0%

52%

20%

40%

21%

60%

80%

6%

増益

100%

（出所）「現下の円高が産業に与える影響に関する調査」（経済産業省）
この減益の原因についても、
「海外で他国企業との競争が激化するため」といった輸出
製品を取り扱う企業だけでなく、
「取引先からの値下げ要請」や「輸入品との競合激化」
というように、直接輸出をしていない企業や国内の消費者を対象としている企業までも
急激な円高の影響を受けている事がわかる。
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図 2．現下の円高による減益の原因（2011 年 9 月）

61%
65%
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36%

取引先からの値下げ要請
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65%

32%
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大企業
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取引先の業績悪化による需要減

16%
22%

取引先の海外移転による需要減
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（出所）「現下の円高が産業に与える影響に関する調査」（経済産業省）
（２）実質実効為替レートの国際比較
2007 年以降の円高について、表面的な水準変化に注目するのではなく、自国と外国
の物価水準の変化を考慮に入れた実質為替レートに着目し、多数の外国通貨に対する自
国通貨のウェイト付けによる実効化を含めた実質実効為替レートを活用し、為替水準に
ついて評価・分析することも可能である。また、名目為替レートは、1 単位の外国通貨
が何単位の自国通貨と交換できるかを示すのに対して、実質為替レートは、1 単位の外
国財が何単位の自国財と交換できるかを示しており、為替レートが日本企業へ及ぼす実
質的な影響を見るには、実質為替レートの方がより適していると考えられる。
この円の実質実効為替レートは図 3 に示す通り、2007 年頃から増価傾向に転じてい
る。日本円と米ドル、ユーロ、韓国ウォンとの比較では、2010 年以降は日本円が最も
強い通貨となっている。一方で、韓国ウォンは 4 通貨内では最も弱い通貨となっており、
リーマン・ショック以降、日本製品と韓国製品との競合品にて、日本製品が劣勢にある
一因となっている。
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図 3．各国・地域の通貨の実質実効為替レート
（2005 年=100）
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（出所）BIS を基に筆者作成
（３）交易条件の推移
実質為替レートは次の式により表わされる。
（実質為替レート）=（名目為替レート）×（外国の物価水準）／（自国の物価水準））
名目為替レートの上昇（増価）
、或いは、自国の物価水準の相対的な下落は、実質為
替レートの上昇（増価）であり、1 単位の外国財と交換できる自国財が減少（即ち、自
国財の対外価値が増価）することを意味する。
上記の実質為替レートの式から、自国の通貨価値が増加すれば、交易条件（1 単位の
輸出財を輸出することによって、何単位の輸入財を輸入することができるかを示すも
の）は改善すると考えることができる。そこで、続いて、交易条件に着目すれば、図 4
に示す通り、2007 年以降、日本の交易条件は悪化傾向にあり、日本の国富が海外へ流
出し易い状況になりつつあり、先の予想に反する結果となった。日本、米国、ユーロ圏、
韓国での比較では、米国、ユーロ圏の交易条件が概ね一定で推移している一方で、日本、
韓国の交易条件の悪化が顕著となっている。日本の交易条件の悪化理由としては、世界
的に需要が増加傾向にある 1 次産品への日本の輸入依存度が高い点、日本の輸出品が海
外製品と比して十分に差別化されておらず価格弾力性が高い点等が指摘されている。
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図 4．各国・地域の交易条件
（2005 年=100）
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（出所）IMF International Financial Statistics を基に筆者作成
図 3、図 4 から読み取れる通り、2007 年以降、円の実質実効為替レートは増価した
一方で、日本の交易条件は悪化した。理論的にも、実質為替レートと交易条件の関係は、
無関係であるか、或いは、不確定であり、実質為替レートの増価は必ずしも交易条件の
改善へと繋がらない2ことには注意を要する。
（４）為替レートと企業の収益性
ここで、為替レートが企業収益に及ぼす影響を理論的に整理したい。岡田・浜田[2009]
3にならい、輸出企業の収益性を各国内の産業のコストとみなした物価と輸出財の価格

との比率で表わせると仮定すると、日本と外国の輸出産業の相対的な収益性（国際競争
力）は、次式の ω により表わされる。この指標が高いほど、日本の輸出産業の収益性は
外国の輸出産業の収益性よりも高いことを意味する。

ω = τ － rex
ω：日本と外国の輸出産業の相対的な収益性（対数）
、τ：交易条件（対数）、 rex：実質為替レ
ート（対数）

上式から算出される輸出産業の収益性の国際比較を図 5 に示す。図 5 から読み取れる
2
3

岡田靖・浜田宏一[2009],「バブルデフレ期の日本の金融政策」内閣府経済社会総合研究所
脚注 1 に同じ
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通り、日本の輸出産業の収益性は 2007 年頃から悪化傾向に転じている。
図 5．各国・地域の輸出企業の収益性
（2005 年=1）
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（出所）IMF International Financial Statistics、BIS を基に筆者作成
交易条件の改善に比して実質為替レートが大きく増価するとき、或いは、実質為替レ
ートの減価に比して交易条件が大きく悪化するときには、日本の輸出産業の収益性は低
下する。交易条件の悪化と実質為替レートの増価が同時に起これば、両方の要因から収
益性は悪化し、日本は正にこの状況にある。

（５）為替レートの決定要因と政策との関係
そもそも為替レートはどのように決まるのであろうか。為替レートの主たる決定要因
としては、自国と外国の利子率の差、自国と外国の物価上昇率（インフレ率）の差が挙
げられる。自国と外国の利子率の差は、為替レートの予想変化率を示し、短期的に為替
レートに影響を与えることとなる。この利子率の差により、為替レートが決定するとの
考え方は利子率平価と呼ばれる。これに、中長期的な観点である物価上昇率（インフレ
率）の差を加味したものが実質利子率平価である。この実質利子率平価に着目し、内外
金利差と内外物価上昇率の差が為替レートの方向性決定に大きく影響しているとの認
識を前提とし、昨今の円高への急激な為替変動の本質的な要因がどこにあるのかについ
て分析を進めることとする。
先述の通り、為替レートには、内外金利差と内外物価上昇率の差が大きく影響する
との認識に基づけば、政策的には、金利を適切に誘導すること、及び、物価上昇率を適
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切に調整することが重要となる。金利・物価に直接的な影響を及ぼす政策としては、財
政政策と金融政策があり、その効果を最大限に発揮するには財政政策と金融政策が協調
的・整合的に実施されることが期待されるが、こと日本については政府財政赤字の累積
が進んでおり、これ以上、追加的な財政政策に期待することは困難になっている。従い、
金融政策での対処余地に期待が高まるのは極めて自然であり、金融政策のツールとして
の金利及び貨幣供給量のコントロールを通じて、内外金利差ばかりでなく、内外物価上
昇率の差是正に対応する余地があるのではないだろうか。
（６）長期的な円高傾向の背景にあるデフレ
日本はバブル崩壊以降の 1995 年頃まで政策金利が引き下げられ、以降、小刻みな政
策金利調整がなされたことはあるものの、政策金利が 1％を越えることはなく、略ゼロ
金利の状態が何年も継続している。また、米国もリーマン・ショック発生を受けて 2008
年後半から政策金利を大幅に引き下げており、最近は、日米の政策金利の格差はほとん
どない状態である。
その一方で、物価上昇率については、表 1 に示す通り、主要先進国中で日本のみがデ
フレ傾向を続けている。デフレは国内経済の状況を反映しており、モノやサービスの総
量に対して通貨の供給量が少ないことから発生しており、換言すれば、通貨は超過需要
が生じている一方で、モノやサービスは超過供給が生じていると言える。
表 1．各国・地域の消費者物価上昇率（年平均伸び率）
日本

ユーロ圏

米国

英国

スイス

1970-1979

9.5

-

7.3

-

5.1

1980-1989

2.6

-

5.7

-

3.3

1990-1999

1.2

-

3.0

3.4

2.4

2000-2009

-0.3

2.2

2.6

1.9

1.0

2010-2011

-0.5

2.2

2.4

4.0

0.5

（出所）IMF International Financial Statistics を基に筆者作成
円はこれ以上下げようのないゼロ金利と、どこまでも物価が下がる可能性のあるデフ
レにより、実質金利は上昇し易い地合いにあった。実際、過去 10 年程度の実質金利に
着目すれば、図 6 に示す通り、円とドルとの実質金利差は急速に縮小しており、過去数
年では、円の方がドルよりも実質金利が高くなっている。この背景としては、リーマン・
ショック前であれば、米国の方が金利高であったため、物価上昇率の差を勘案しても、
円とドルの実質金利差は 2006 年から 2007 年にかけて大きく開いていた。しかし、サ
ブプライム・ショック、リーマン・ショックを受けて米国の金利が急激に低下し、実質
金利差も急激に縮まり、ここに来て、円とドルの実質金利が逆転するに至ったと考えら
9

れる。この傾向が将来も続くとの予想が市場に織り込まれ、円高進行が急速に生じたと
考えられる。
図 6．各通貨の対ドルでの実質金利差（10 年間の算術平均）
12
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（注 1）実質金利差 = 各通貨の実質金利 ― ドルの実質金利
（注 2）
数値がゼロより大きいほど、
ドルに対して通貨高になりやすいことを意味する。
（出所）IMF International Financial Statistics を基に筆者作成
（７）「デフレ」が実体経済に及ぼす影響
デフレは物価下落のみならず、実体経済に大きな影を落とすものである。デフレの世
界では物価だけでなく賃金も下がり続けるために、社会全体の購買力が低下し、それを
見越す企業も設備投資や事業計画を縮小気味にすることで益々産業界が委縮するとい
う悪循環を引き起こす。また、為替に関しては、先述の通りデフレは中長期的に円高圧
力となり、日本製品の国際競争力を失わせる方向に働くことになり、その観点でも、国
内雇用への悪影響が生じることとなる。このように次から次へと悪循環が続くと、いわ
ゆるデフレ均衡となり、より一層抜け出しにくいこととなるため、「デフレ」脱却に向
けた更なる取り組みにより、経済の流れを逆転させる必要がある。
（８）「デフレ脱却」が最優先
現在の経済状況からすれば、やはりデフレ脱却が最も効果的な政策目標なのではない
だろうか。デフレ脱却への期待が高まれば、①為替レート是正、②実体経済の回復、③
賃金上昇といった前向きな連鎖反応を起こすことが可能なはずである。つまり、日本政
府・日銀も目標としているデフレ脱却（即ち、インフレ率の上昇）こそが、目下果敢に
推進すべき日本の政策として強調されよう。そして、デフレ脱却のためには、経済の先
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行きへの期待を高めて実際に経済が回復軌道にあるという確信を世の中にいかに抱か
せられるかが重要であろう。
経済の先行きに期待を高める手段はいくつか考えられるが、現在のデフレをもたらし
ている原因を追及することで、有効な対処策を考えることが出来よう。デフレの原因と
して考えた場合に、日本が諸外国と大きく異なるのは何であろうか。デフレは生産年齢
人口の減少によってもたらされているのではないかとの説もあるが、生産年齢人口が減
少傾向にある欧州の国などでは必ずしもデフレになっている訳ではなさそうである。そ
のように考えると、やはり、通貨供給量の伸び率の低さも主たる一因なのではないか。
2000 年代の 10 年間を振り返れば、表 2 に示す通り、日本のマネタリーベースの伸びは
諸外国と比しても低かったと言える。
表 2．各国・地域の中央銀行のマネタリーベース伸び率（年平均伸び率）
日本

ユーロ圏

米国

英国

スイス

1970-1979

15.9

-

7.8

11.4

7.0

1980-1989

7.4

-

7.3

5.4

-0.2

1990-1999

5.4

-

8.3

5.6

2.1

2000-2009

3.5

8.6

12.9

5.8

8.8

2010-2011

10.2

12.6

13.7

4.7

61.3

（出所）各国中央銀行統計を基に筆者作成
特に、2007 年以降、米国はリーマン・ショックによる実体経済への悪影響を押さえ
込むために、量的緩和に舵を切っている。欧州も同様の傾向にある。2007 年初を基準
とすると日本のマネタリーベースは本年 2 月末時点で米国の半分以下、欧州比でも 7 割
程度の伸び率であり、諸外国比で極端に伸びが少ない状態であったことが分かっている
（図 7）
。
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図 7．各国マネタリーベース伸び率比較
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（出所）各国中央銀行及び政府統計を基に筆者作成
ゼロ金利下でのマネタリーベースの伸びは、市場に十分な流動性を供給することを通
じて、流動性リスク・プレミアムや信用リスク・プレミアムを低下させ、金融システム
を安定化させるだけでなく、将来の利子率に関する市場の期待に働きかけ、日銀の政策
目標へのコミットメントを強化し、その結果、期待物価上昇率を高めることになる。
そうであれば、少なくとも、日本よりも物価上昇率の高い欧米のマネタリーベースの
伸びに劣後しない形で、日本のマネタリーベースを増加させることが最も自然な対応策
であることが分かる。その意味で、この 2 月に日銀が中長期的な物価安定の目途として、
当面は消費者物価上昇率 1％をゴールとすることを打ち出し、貨幣供給量をさらに積み
増したことは、その方向性として妥当な政策ある。ただし、消費者物価指数には上方バ
イアスがあることに加えて、主要関係国のインフレ目標と水準を合わせるという意味で
も、今後、消費者物価指数の上昇が見通せた段階で、物価上昇率の目標を 1％から 2％
へ引き上げるべきである。もちろん、金融政策だけがデフレ脱却のための有効な手段で
はなく、潜在成長率を高めることが根本的な解決策のはずであるが、潜在成長率が急速
に向上するものではないことを前提とすれば、金融政策の積極的な運用によって、人々
の期待を転換させる大きな効果があるはずであり、日銀が、諸外国との相対的な視点も
含めて、更なる量的緩和を行うことが強く期待される。消費者物価上昇率 1％を目指す
に当たっては、現時点では、従来の延長線上にある手段、即ち、長期国債買入の 10 兆
円程度の増額等が打ち出されているが、残存満期 3 年以下の長期国債買入 10 兆円の増
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額のみでは国債市場残高が限定されているために、そのコミットメントの信憑性に欠け
るので、残存期間がさらに長めの国債も買い入れ対象にして、マネタリーベースをさら
に増加させるべきである。
通貨供給量を増やすという意味では、米国債やユーロ建ての外債購入もメニューに加
えるべきと考える。外債は国債と異なり日銀券との代替性が低いために、当座預金残高
を増加しやすい上、日銀の国債買入の増加の際に生じる恐れのある財政規律をめぐる市
場参加者の懸念を高めることもない。さらに、日銀の外債購入は、デフレが持続し、さ
らに円高が進行すると、日銀資産が毀損することになるので、日銀にそれを避けようと
するインセンティブを与えるために、日銀のデフレ脱却のコミットメントを強める効果
を持つと考えられる。
特定の為替水準をターゲットにした介入政策については、日本企業全体にとって最も
望ましい為替水準を見出すことは極めて困難であり、また、大国である日本が特定の為
替水準をターゲットにした介入政策を行うことについて、国際合意も得難いことから、
現実的な策ではない。しかし、日本のデフレ脱却は日本企業全体にとって望ましいこと
であるのみならず、下振れリスクのある世界経済にとっても求められていることである。
日銀が外債を購入することについて、それをデフレ脱却のための金融政策として行うな
らば、諸外国の理解も得られるであろう。また、日銀法 40 条 2 項では、外債購入につ
いて、日銀は国の事務の扱いをする者として行うと規定されている一方で、同条 1 項で
は、必要に応じ自ら外国為替の売買を行うとされているので、日銀法 40 条 1 項と 2 項
は並存しており、日銀は通常業務として外債購入を行うこと可能であると解すべきであ
る。マネタリーベース拡大の１つのオプションとして外債購入を行えば、結果として円
高対策に資する面もあろう。同時に、金融緩和の結果として、円高が是正されるならば、
それはデフレ脱却にも資することになる。
○ 具体的対策
１．行き過ぎた円高の背後にあるデフレ脱却のため一層の金融緩和を進め、物価上昇率
の目途を 2％に引き上げる。
・ マネタリーベースを一層増加させる。
・ 通貨供給量を増やす手段として、外債購入やより償還期限の長い長期国債の買い入
れをメニューに加える。
・ 消費者物価指数の上昇が見通せた段階で物価上昇率の目途を 1％から 2％に引き上

げる。
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２．財務省と日銀が連携して急激な為替変動を抑えるための 50 兆円を超える基金を作
る。
（１） 為替の変動が産業に与える影響
名目為替レートでは 2007 年 9 月から、ほぼ一貫して円高となっており、特に最近で
は、2010 年から円は年平均 8％で増価している。これは 2 年で約 16％の円高へ変動し
ていることを意味し、実際に 2010 年 1 月と 2012 年 1 月のレートを見ても 91.26 円か
ら 76.94 円と 15.6％の円高となっている。そこで実質為替レートの変動が、どのように
産業界に影響を及ぼしているのかを考察する。
表 3．各通貨の対ドル為替レートの変化率
日本円

ユーロ

英ポンド

スイスフラン

1970-1979

-3.9

-

0.8

-9.6

1980-1989

-5.0

-

3.3

-0.2

1990-1999

-3.3

-

-0.1

0.3

2000-2009

-1.0

-3.5

0.0

-4.3

2010-2011

-8.1

5.5

2.3

-4.4

（注）マイナスは対ドルでの増価を意味する。
（出所）IMF International Financial Statistics を基に筆者作成
為替レートの大きな変動は、企業収益の変動に繋がり、企業の経営判断を歪める可能
性がある為、企業にとっては好ましくないと考えられる。各通貨の実質実効為替レート
の変動の度合い（変動係数）を表 4 に示す。日本円の変動係数を他の準備通貨と比較す
れば、少なくとも 1980 年以降、一貫して日本円の変動は明らかに大きい。また、日本
円の変動係数は、豪ドル、カナダドルといった高金利通貨として投機的対象となり易い
通貨の変動係数と同程度に大きいと言える。そして、日本円は韓国ウォンよりも変動係
数が大きいことも特徴である。
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表 4 ．各通貨の実質実効為替レートの変動係数（10 年単位）
27 ヵ国・地域ﾍﾞｰｽ
1980 年-1989 年

1990 年-1999 年

61 ヵ国・地域ﾍﾞｰｽ
2000 年-2009 年

2000 年-2009 年

日本円

0.167

0.117

0.125

0.123

米ドル

0.113

0.063

0.077

0.079

ユーロ

0.078

0.054

0.117

0.084

英ポンド

0.098

0.082

0.075

0.079

スイスフラン

0.042

0.050

0.031

0.035

韓国ウォン

0.119

0.115

0.113

0.113

香港ドル

0.103

0.161

0.126

0.129

台湾ドル

0.069

0.058

0.078

0.088

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ

0.125

0.057

0.049

0.034

豪ドル

0.128

0.078

0.125

0.123

カナダドル

0.046

0.117

0.119

0.112

ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ

0.087

0.077

0.117

0.124

ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙ

-

-

-

0.201

中国元

-

-

-

0.066

ﾛｼｱﾙｰﾌﾞﾙ

-

-

-

0.188

（注）61 ヵ国・地域ベースの数値は、1994 年分から入手可能。
（出所）BIS
実質実効為替レートの変動抑制策としては、長期的には、邦貨建て決済比率の上昇、
或いは、為替変動の影響抑制策として企業内取引の増加等が考えられよう。しかしなが
ら、為替レートの急激な大幅変動は、企業の直接投資や価格設定行動に大きな影響を与
え、ミクロ的な効率性を悪化させることになる。
そこで、次に、企業活動が為替レートの変動にどのような影響を受けるのかというこ
とを、主に企業の価格付けとの関係で考察する。
（２） 日本の製造業の価格付けと為替レートの変動の関係
製造業における為替レートの変動の影響は、最終顧客として海外の消費者を対象にし
ている輸出型か、国内の消費者を対象にした輸入型かにより異なる。例えば、自動車メ
ーカーが日本で 1 台 100 万円の製造コストで米国に輸出しているとすると、1 ドル＝100
円の時には 1 万ドルのコストとなるが、円高で 1 ドル＝90 円になると約 1.1 万ドルに
なり、為替によってコストが 10％増加したことになる。逆に１ドル＝110 円になれば約
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0.9 万ドルになり、コストは 10％減少する。一方、海外から原材料や製品を輸入してい
る企業は、現地通貨で 1 万ドルのものを輸入する際、1 ドル＝100 円の時には 100 万円
のコストとなるが、円高で 1 ドル=90 円になれば 90 万円で輸入する事ができ、為替の
変動によりコストを 10％低減できたことになる。このように円安ドル高が進むと、一
般的には輸出型企業の業績が向上し、逆に円高ドル安が進むと輸入型企業の業績が向上
する。
もちろん、為替の変動による影響を販売価格に転嫁できていれば企業への影響も少な
いと考えられる。しかし実際は図 1、図 2 にある様に、企業は円高で大きな影響を受け
ており、その原因としては、製品価格の上方硬直性とコストの下方硬直性が考えられる。
まず、製品価格の上方硬直性とは、為替の影響を価格転嫁する事が難しいという事で
ある。これは業界や個別企業毎に違いはあるものの、概ね「製品価格は消費者が決める
ものであり、為替差損を企業側の理屈で価格転嫁する事はできない。」からである。企
業では、価格感応度分析法（PSM 法）などを用いて把握できる価格イメージを基に、
マーケティング戦略等も考慮して製品価格を決めているが、近年の厳しい国際競争の中
では円高の影響を価格に転嫁する事が難しい状況となっている。確かに、機能性やデザ
イン、ブランドなどで差別化できている製品は相対的に高い価格を設定し得るが、為替
の影響を価格に転嫁する事は、基本的には企業側の理屈であり、そのような差別化でき
ている製品であっても、消費者の理解を得る事は難しいと考えられる。一方で、コスト
の下方硬直性とは、製造業としてモノづくりのための工場や設備、人件費といったコス
トが固定費として長期間継続する為、一度サプライチェーンを築くとコスト構造の大枠
が決まってしまうという事である。例えば、家電や自動車といった輸出型企業を例に考
えると、これらの企業から現在販売されているものは、2～3 年、長いもので 5 年以上
前に基礎研究や製品の開発が着手されたものであり、その後プロジェクトの進行に伴っ
てサプライチェーンが企画され、工場建屋の新設や改築、設備投資、製造人員の採用や
教育といった先行投資が社内外で行われてゆく。そして、こうした先行投資が長期間に
渡って固定費として計上される為に、コストの硬直性が生じ、同時に海外に輸出する際
には為替リスクも背負うことにつながっている。よって、投資回収の期間中に想定以上
の為替変動が生じた場合、収益率が下がってしまうリスクがある為、昨今では「海外の
消費者には海外でモノを作り、提供する」という傾向が製造業全体で強まりつつある。
例えば、図 8 にある様に、電気機器や自動車では 20 年以上前から現地生産比率を高め
てきており、こうした海外生産の拡大の理由も、かつては「良質で安価な労働力が確保
できるから」というものが多かったが、最近では「現地の製品需要が旺盛又は今後の拡
大が見込まれるから」
、
「収益を不安定化させる為替リスクをヘッジするため」とする意
見が高まってきている。
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図 8．業種別現地生産比率の推移

（出所）内閣府年次経済財政報告
以上の様に、製品価格の上方硬直性やコストの下方硬直性が背景にある中、為替変動
に対する企業の対応策としては、経費の削減や、設計変更等による製造コストの削減、
及び高付加価値商品への変更などを通じた生産性の向上が中心となる。そこで 2010 年
ごろから対前年比約 8％の年率で推移している円高は、企業による生産性向上を通じ、
その影響を抑える事が出来るものであったかを考える上で、全要素生産性(Total Factor
Productivity)という指標に着目する。この全要素生産性とは、生産に寄与する要素のう
ち、労働投入量及び資本ストック以外のすべてを考慮した生産性を意味しており、作業
や技術の進歩の進捗率を示す指標となる。
図 9 にあるように製造業の産業区分別に TFP
成長率をみると、2000 年代において電気機械では約 14％の成長となっているものの、
他の産業では 8％以下となっており、製造業全体でも 2.4％となっている。この 8％と
いうレートは、過去 1980 年代から見ても非常に高いレートであり、電気機械以外に 8％
を超える成長が実現できている業界が無い事からも、近年の急激な円高は、企業努力で
対応できる限度を超していたのではないかと考えられる。
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図 9．

産業区分別の TFP 成長率

（出所）内閣府年次経済財政報告
以上のように、日本の製造業は製品価格の上方硬直性やコストの下方硬直性といった
特性もあって、
「海外の需要に対しては現地で生産する」という方向で経営のグローバ
ル化、サプライチェーンのグローバル化が進んでゆく事が考えられる。そして国内には、
内需向け製品や、日本でしかできないもの、海外生産の基盤となる技術力や現場力を維
持する為に日本で生産を維持する事が必要なものが中心になってゆく。しかし、昨今の
一方的な円高は企業の対応能力を超えており、日本の製造業は、リチウム電池や太陽光
パネルといった高付加価値製品だけでなく、内需向けの家電や自動車までも海外生産へ
の移行を拡大しており、名目為替であっても過度の為替変動を抑制する対策が、中長期
的な日本の製造業の成長を考える上で必須であると考える。
（３）日本の非製造業の価格付けと為替レートの変動の関係

「非製造業」と一言に言っても、卸売業、小売業、運輸業、通信業、金融業、不動産
業、飲食業、旅行業、宿泊業、医療・福祉等、幅広い業界が対象となる。例えば、為替
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レートが円高に変化したときの影響は、業界や個社によって様々であり、飲食業のよう
に輸入食材の実質値下がりでメリットを享受する者もあれば、宿泊業では外国人訪日客
の減少等でデメリットを感じているところもある。
本節では、製造業との対比の中で、非製造業の中でも特に為替レートと関係が深く、
メリットとデメリットが混在する国際物流（海運・空運）を例にとって、今般の円高の
影響を考える。
（ⅰ）為替変動が与える企業収益への影響について
国際物流業界において、円高は下記のような影響を与える。
・ 燃料費の下落（メリット）
・ 外国製船舶や航空機の調達費の下落（メリット）
・ 外貨建て運賃の円換算時の目減り（デメリット）
・ 日本企業の輸出不振による物量の減少（デメリット）
ある航空大手企業を例に取ると、燃料費約 2,000 億円/年、航空機購入費約 1,000 億
円/年、航空機部品費 500 億円/年などが米ドル建ての支出であるため、単純計算上は米
ドル/円における 1 円の円高は 40 億円以上のメリットとなる4。
その一方で、円高によって外貨建てで販売した運賃目減りや、輸出企業の業績不振に
伴う物量の減少といったデメリットが発生する。国際線の海外発券分の運賃は原則とし
て現地通貨建てであるため、円ドル為替レートだけでなく、ユーロ、中国元、韓国ウォ
ン、香港ドル、タイバーツ、シンガポールドル等、すべての就航先の現地通貨と円との
強弱関係が収入に影響している。また、日本の航空会社は、日系企業のビジネス渡航需
要の増減による影響を大きく受けている。業績不振企業が真っ先に削減する支出項目は
宣伝費と交通費と言われており、円高による輸出不振によって、製造業を中心とする輸
出企業は、海外出張費の削減のために、格安航空券の活用、ダウングレード（ビジネス
クラスからエコノミークラスへ）
、出張取りやめ等が起こる。結果として、この航空会
社では、2011 年度下期において、円換算した運賃の目減りと、輸出企業の業績不振に
伴う渡航需要の減少で、前述の円高メリットはほぼ帳消しになると予測している。
また、海運業界では、円ドル為替レートにおける 1 円の円高は、日本郵船（株）では
約 18 億円の減益要因、
（株）商船三井では約 20 億円の減益要因になるとしている5。外
航海運の特徴として、一部日本の荷主との輸送契約以外、運賃は米ドル建てが一般的で
あるため、収入のほとんどが米ドル建てとなっていることが大きく影響しているといえ
る。

4

現実には、石油会社、航空機製造会社、金融機関等との個別契約があるため、実際の金額は異なる。

5

両社の決算説明会資料より。ともに連結経常損益ベース。
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（ⅱ）為替変動に対する企業の防衛策について
多くの企業にとって、為替変動はリスク要因である。そのため企業は、「①為替予約
や通貨スワップ等のヘッジ取引を行う」、
「②外貨収入をそのまま外貨支出に充当する」、
「③製品価格に転嫁する」といったことによって為替変動がもたらす収益に対するボラ
ティリティを最小限に抑える工夫をしている。
「①為替予約や通貨スワップ等のヘッジ取引を行う」ことは、製造業・非製造業に関
わらず多くの企業でごく一般的に行われているリスク低減手段といえる。急激な通貨レ
ート変動の波を平準化し、企業の安定経営に一定度の役割を果たしている。ただし、あ
くまで平準化であるため、前出の航空会社のような多額の米ドル支出を抱える企業にお
いて円安局面でのデメリットを低減する効果がある一方、円高に振れた際には享受でき
るはずだったメリットは低減してしまう。
なお、為替予約の考え方は企業によって異なるため一概には言えないが、例えば、5
年先に支払いが必要になるであろう米ドルを 5 年間で毎年 20％ずつ購入する方法や、5
年後分は 5％、4 年後分は 10％、3 年後分は 20％などとヘッジ率を高めていく方法など
がある。このような手法でヘッジを行っている企業にとっては、ここ 5 年間が円高局面
にあった場合、直近よりも割高で米ドルを購入しているため、現在の円ドル為替レート
が円高にあっても、実はさほどのメリットは享受できていないのが実情である。
「②外貨収入をそのまま外貨支出に充当する」ことについては、グローバル化が進展
し、外貨での収入と支出が一定程度ある企業にとっては重要なリスク低減手段となって
いる。ただし、収入と支出の通貨が一致する部分は限られており、例えば前出の航空大
手企業では支出は米ドル建てが多い半面、収入は就航先各国の通貨建てであるため、米
ドル以外の通貨に対する円高はデメリットとなっている。余った外貨をそのまま当該国
で積極的に再投資に活用して円に還流させないことも円高対策の一つである。
「③製品価格に転嫁する」ことも理論的には可能であるが、現実問題としては、ほと
んどの場合においては国際競争上価格転嫁が可能な市場環境にはない。日本の企業が円
建てでの収入額を確保したいと思えば、外貨での価格を値上げすれば円換算での収入は
変わらない。しかし、円に換金する必要のない外国企業にとっては値上げなど必要がな
いのであって、値上げしたいと考えるのは円高に苦しむ日本企業だけという構図になる。
提供する製品やサービスに日本企業だけが持つ付加価値がない限り、熾烈な価格競争に
曝されている国際企業にとって、値上げは即顧客の流出につながる。
なお、エネルギー価格の高騰に対してサーチャージを賦課して価格に転嫁している例
があるが、これは世界全体でエネルギー価格の高騰が起こっているからこそ可能な対応
策であって、一部の通貨だけが高騰している為替市場では通用しない対応であるといえ
る。
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（ⅲ）グローバル企業にとっての障害
一方で、グローバル化が進み外貨取引が増加するにつれて為替変動リスクが高まるこ
とは、企業にとって当然の宿命であるともいえる。
為替レートの変動以外の部分で、企業のグローバル化の障害となっているものに、貿
易取引における為替管理制度の規制がある。中国を始め、ベトナム、ミャンマー等、日
本企業が進出する多くの新興国では、為替管理規制を設けている。例えば中国では、日
本企業の中国支店から日本の本社への送金に規制がかかっており自由に円に換金する
ことができない。グローバルコレクト社やワールドペイ社といった国際送金サービスも
存在するが、これら新興国通貨の売買にあたっては、通常の為替レートよりも大幅に不
利なレートが設定されている。
このような為替管理規制を設けている新興国において規制が緩和され、米ドル、ユー
ロ、円などと同様に自由な取引が可能になれば、海外子会社における収益を本国に送金
することがこれまで以上に容易になり、より企業の進出が進むであろう。新興国が為替
管理規制を撤廃し、金融市場の自由化をさらに推し進めるように促すことによって、グ
ローバルな企業が歪みなく、最適な立地戦略をとり、為替レートの変動のリスクを低減
することができるようになる。
（４）日本のエネルギー産業のエネルギー開発投資と価格付けと為替レートの変動の関
係
エネルギー産業の場合、サプライチェーンは主に上流（開発・生産）、中流（輸送）、
下流（小売）の 3 ステージに分類され、各ステージ毎に為替レートの変動の影響は異な
っている。また、エネルギー産業では為替レート以上に国際エネルギー価格の変動が制
御不能なリスクとして認識されていることから、両リスクの影響をステージ毎に整理す
る。
（ⅰ）上流部門（開発・生産）
国内資源に乏しい日本において、エネルギー産業の上流投資は大部分が海外投資とな
り、為替レート影響を直接受けることになる。但し、取得・投資段階にある事業と回収
段階にある事業とでは影響が異なり、これに国際エネルギー価格の変動も加わると複雑
な相関を示すこととなる。
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表 5．為替レート、国際エネルギー価格と上流投資の相関
取得・投資段階にある事業
為替レート

回収段階にある事業

円高


円高

ドルベースでの投資余力増大 
円安


国際エネルギー価格

円安

ドルベースでの投資余力減少 
資源高



円ベースでの配当収入増大
資源高

権益取得費、開発費高騰



資源安


円ベースでの配当収入減少

製品価格上昇→経済性向上
資源安

権益取得費、開発費下落



製品価格下落→経済性悪化

このように、国際エネルギー価格の変動が投資の経済性に直結するのに対し、為替レ
ートの変動は主に企業財務の問題として整理される。また、円高はドルベースでの新規
投資余力増大に繋がるが、一般に、上流企業は投資原資を海外配当収入に依存しており、
円高局面では配当収入が円ベースで減少しているため、実質的な投資余力に変化が生じ
ない場合もある。さらにに、上流投資の経済性は国際エネルギー価格の変動6に大きく
影響されるため、上流企業の投資活動は当該企業の当該時点における事業環境認識に拠
ること等の点から、為替レートの変動がエネルギー産業の投資活動に及ぼす影響は限定
的7と解することができる。
（ⅱ）中流部門（輸送）
中流部門の影響は、税関前と後で大きく異なってくる。尚、税関前の輸送は上流部門
の一部として解されることが多いが、サプライチェーン毎の特徴を明確化するため、こ
こでは中流部門の一部としている。
(a）税関前･･･海外から日本への輸送
一般に、海外から日本への輸送費用は輸入価格（CIF 価格）の一部として計上される。
近年では中・下流の事業者が自ら輸送船を手配して海外の上流企業まで製品を直接取り
に行く契約（FOB）も増えてきたが、この場合も日本への輸送に係る費用は CIF 価格
の一部として計上される。従って、税関前の輸送に係る費用は、国際エネルギー価格と
同様に CIF 価格に転嫁されていると整理される。
(b）税関後･･･精製（気化）
、小売事業者までの輸送
税関後の精製（LNG の場合は気化）、小売事業者までの輸送に係る費用は全て円建て
6
7

過去 10 年間で、為替レートの変動は最大 1.7 倍なのに対し、原油価格は最大 7.0 倍の変動を示している。
大規模投資等に際しては、円高メリットを前提とした企業行動も想定される。
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であり、（ⅲ）に示す下流部門のコスト構造では価格変動の料金への転嫁が困難な費用
と整理される。
（ⅲ）下流部門（小売）
エネルギー産業の下流部門としては、電気・都市ガス等の国民生活に直結した分野か
ら石炭・重油等の企業活動に直結した分野まで挙げられる。いずれの分野においても輸
入エネルギーの価格変動は不可避であり、製品価格への転嫁が基本となっているが、転
嫁の方法はエネルギーの供給形態によって異なっている。
ここでは、ガソリンと電気・都市ガスについて考察する。
（a）ガソリン
ガソリン供給のコスト構造は概ね以下のとおりである。
表 6．ガソリン供給のコスト構造
【ガソリン供給のコスト構造】
A 原油 CIF 価格

US$120×80 円/US$のとき、

約 60 円/l

B 精製コスト
C 製油所からスタンドへの輸送コスト
D 石油税・ガソリン税

約 56 円/l

E スタンドコスト

ガソリンはスタンドでの販売価格には規制がないため、競争環境が販売価格に反映さ
れやすい商品として認識されている。しかし、供給コストの過半を原料費及び租税公課
が占めており、原油 CIF 価格が約 60 円/l のときにガソリンを 150 円/l で供給するため
には B、C、E のコストを約 34 円/l 以内に抑えることが必要となる。
競争市場であるため、原油 CIF 価格の変動がガソリン価格に自動的に転嫁されるも
のではないが、原油供給の輸入依存度は 99%以上に達しており、我が国においてガソリ
ン価格は原油 CIF 価格の変動に概ねリンクする。原油 CIF 価格は円/kl＝油価（US$/bbl）
×為替（円/US$）×6.29 で求められることから、油価・為替変動のインパクトは以下の
とおりとなる。
表 7．油価・為替変動のガソリン価格へのインパクト
【油価・為替の変動インパクト】
油価

＋US$10/bbl

＝

＋5.0 円/l（為替 80 円/US$のとき）

為替

＋10 円/US$

＝

▲7.5 円/l（油価 US$120/bbl のとき）

23

また、近年は油価・為替のボラティリティーが増大しており、原油 CIF 価格の変動
とガソリン価格への転嫁へのタイミングの違い（期ズレ8）が収支上の主要リスクとし
て認識されるようになってきた。元売各社は原油価格が急騰した直後の 2008 年 10 月
より系列小売店への仕切価格をそれまでの月決めから週決めに変更し、期ズレリスクの
縮小を図っている。
(b）電気・都市ガス
ガソリンと異なり、電気・都市ガスには公益事業としての総括原価に基づく料金規制
が課されている。平成 7 年以降、電気・都市ガスともに供給の部分自由化が進められて
おり、現在、電気は契約電力 50kW 以上、都市ガスは年間使用量 10 万 m3 以上の需要
家に対する供給が自由化されているが、電力・都市ガス会社は自由化部門からも適切な
原価回収を行うことが義務付けられているため9、総体としては総括原価に基づく料金
設定が行われていると考えられる。電気・都市ガス料金のコスト構造は概ね以下のとお
りである（東京電力㈱、東京ガス㈱の一般供給約款より試算）。
表 8．電気料金のコスト構造（東京電力㈱標準家庭･･･290kwh/月）
【電気料金のコスト構造】
（東京電力㈱標準家庭･･･290kwh/月）
A 燃料費（原油、LNG、石炭）

約 8.1 円/kwh

B LNG 基地等費用（受入、貯蔵、気化、圧送）
C 発電所費用（原子力、火力、水力等）

約 15.4 円/kwh

D 発電所から各地域までの輸送費用
E 各家庭等への送電費用、需要家サービス費用
約 23.5 円/kwh

平均電気料金

表 9．ガス料金のコスト構造（東京ガス㈱東京地区標準家庭･･･32m3/月）
【ガス料金のコスト構造】
（東京ガス㈱東京地区標準家庭･･･32m3/月）
A 原料費（LNG、LPG）

約 57 円/m3

B LNG 基地等費用（受入、貯蔵、気化、圧送、付臭）
C LNG 基地等から各地域までの輸送費用

約 111 円/m3

D 各家庭等への送ガス費用、需要家サービス費用
約 168 円/m3

平均ガス料金

電気料金の B～E、ガス料金の B～D の費用は固定費であり、設備稼働率（負荷率）
の高い供給ほど単価に割り戻した時の値は小さくなる。産業用料金と家庭用料金の価格
8
9

通常、期ズレは CIF 上昇局面では卸元の減益要因となり、下落局面では増益要因となる。
電力・都市ガス会社は自由化部門の赤字を規制部門で補填してはならない決まりとなっている。
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差は主にこの点に起因しており、内々価格差、内外価格差も同様と考えられている。
従来、油価・為替等の変動リスクは事業者の経営努力で吸収することとされていたが、
「事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することに
より、事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金
に反映させると同時に、事業者の経営環境の安定を図る（経済産業省）」ことを目的と
して、平成 8 年より燃料費調整制度（都市ガスは原料費調整制度）が導入された。当該
制度の導入により、CIF 価格の変動10を自動的に料金転嫁する仕組みが整えられた11。
CIF 価格の変動が電気・ガス料金に及ぼすインパクトは以下のとおり。当該試算は、原
油価格とそれに相関する輸入 LNG 価格の変動を対象としている。
表 10．油価・為替変動の電力料金・都市ガス料金へのインパクト
【油価・為替の変動インパクト】
電気料金
油価

＋US$10/bbl

＝

＋1.0 円/kwh（為替 80 円/US$のとき）

為替

＋10 円/US$

＝

▲1.1 円/kwh（油価 US$120/bbl のとき）

都市ガス料金
油価

＋US$10/bbl

＝

＋7.5 円/m3（為替 80 円/US$のとき）

為替

＋10 円/US$

＝

▲7.9 円/m3（油価 US$120/bbl のとき）

CIF 価格変動の料金への反映については、1～3 月期の CIF 価格を 7～9 月料金に反
映するという形（中 3 ヶ月）を採っていたが、ガソリンと同様に CIF 価格のボラティ
リティー増大が主要な経営リスクと認識されるに至ったことから、平成 21 年より期ズ
レを中 2 ヶ月に短縮するとともに、従来は 3 ヶ月ごとに行われていた転嫁額の調整を毎
月行うこととなった。
（ⅳ）企業収支への影響（まとめ）
最後に、上流部門（石油開発）及び下流部門（石油精製、都市ガス12）の代表的企業
における収支の油価・為替感応度を整理する。数値は 2011 年 5 月発表資料より採用し
ており、JX は石油精製に係る部分を抜粋した。

10

産油産ガス国との交渉では仮価格が用いられることが多い。仮価格と決着価格の差額は産油産ガス国と
の間では精算されるが、電気・ガス料金は精算されない。
11 燃（原）料費調整制度では、自動的に添加できる上限を基準価格の 1.5 倍（都市ガスは 1.6 倍）と定め
ているが、ボラティリティー増大により上限を超過するケースが増加している。このような場合、電力・
都市ガス会社は一部値下げを実施することで基準価格を再設定することが多い。
12 東京電力㈱は福島第一原子力発電所事故の影響が大きいことから、比較サンプルより除外した。
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表 11．日本のエネルギー産業における企業収支の油価・為替感応度
INPEX

油価

JX

TG

（上流）

（精製等）

（在庫）

（都市ガス）

＋21 億円

△10 億円

＋70 億円

△12 億円

△22 億円

△10 億円

△10 億円

＋15 億円

US$1/bbl 上昇
為替
1 円/US$円高

このように、上流部門と下流部門とでは油価・為替の会社収支に及ぼす影響が概ね反
対13となる。下流部門各社が上流権益への投資を推進している背景には、油価・為替が
単年度収支へ及ぼす影響を緩和する狙いもあると考えられるが、上流部門各社が国内下
流部門に進出することは（M&A 等を行わない限り）国内市場の成熟度に鑑みて現実的
ではない。
油価・為替について、「好ましい水準」を明示することは各社状況が異なることから
容易ではないが、その急激な変動が長期事業展開に係る予見可能性を著しく損なわせ投
資環境を厳しくしていること、企業収支への影響も重大であることは明らかである。特
に、上流部門投資における油価下落リスクは、油価変動に係るボラティリティーが増大
するに連れて主要経営課題としての重要度を増していると言うことができる。
（５）ユーロ危機に起因する為替変動シナリオ
ギリシャの財政懸念を発端とするユーロ危機は、円高ユーロ安要因となり、2012 年 1
月にはユーロは 100 円を割り込んで 97 円まで下落した。その後、ECB の 3 年物オペ
実施やギリシャ支援第 2 弾の決定などで金融市場の懸念が後退したため、ユーロ円は 3
月下旬に 110 円を回復した。2011 年秋から冬にかけて台頭した「ユーロ崩壊シナリオ」
も一旦後退した。ユーロ圏諸国はギリシャをユーロ圏から追放することはなく（そもそ
も法律上不可能）
、またギリシャもユーロ圏から離脱することで現在の窮状を打開する
意図はとりあえずないと見受けられる（ギリシャ国民は緊縮財政政策には反発している
が、EU 離脱を望んではいない）
。ユーロ圏は IMF の助けを借りつつ、ギリシャを筆頭
とする財政懸念国に財政健全化を要請し、その見返りに財政支援を行うことで、ユーロ
に対する信任回復を図ろうとすると予想される。
とはいうものの、ギリシャ政府に課せられた財政健全化目標は、景気後退が 4 年も続
いている国にとって非常に重く、目標達成には大きな疑問符がつく。他方で支援する側
には出口が見えないことへのいらだちが高まっている。ギリシャ支援が頓挫する可能性
は当面の確率は低いものの、リスクシナリオとして想定しておくべきと考えられる。ユ
13

JX の在庫は在庫評価損益を示すため、会社収支への影響が上流部門と一致する。また、JX の精製等は
石化マージンとの合算値になっている。
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ーロのリスクシナリオとしてギリシャ及び他の財政困難国がユーロ圏から離脱するケ
ース（シナリオ１）のほか、逆にドイツを筆頭とする財政健全国がユーロ圏を離脱する
ケース（シナリオ２）が想定される。どちらも「ユーロ圏崩壊」が実現するということ
であり、短期的に急激な円高が進行すると予想される。ただ、両シナリオとも中長期的
にはむしろ円安に転じる可能性を秘めている。その鍵を握るのは、新しい欧州単一通貨
圏が財政健全国の集まりになると同時に、国際的な競争力の格差を是正する仕組みがで
きるかどうかである。この二つの条件を現在のユーロ圏諸国で実現させようとの試みが
財政統合（シナリオ３）であり、実現できればユーロという通貨の信認回復に大きな効
果があると考えられるが、その実現にはかなりの時間がかかることが予想される。
シナリオ１：ギリシャ（及び他の財政懸念国）がユーロ圏を離脱
財政収支及び経常収支の双子の赤字が拡大して、債務返済が困難になった国に対する
一般的な処方箋は、通貨の大幅切り下げで債務を圧縮する一方、輸出ドライブをかけて
景気建て直しを図ることである。しかしながら、欧州単一通貨「ユーロ」を導入してし
まっているために、ギリシャ（やポルトガル、スペイン、イタリア、アイルランド）は、
自国の都合だけで通貨を切り下げることができない。債務懸念が原因でユーロ安傾向に
あるものの、ユーロの実効為替レートは 1999 年にユーロが導入されて以来の平均水準
を実は下回ってはいない。ギリシャ（及び他の財政懸念国）がユーロ圏から離脱した場
合、短期的には急激な円高ユーロ安となることが予想される。ただ、中長期的に新しい
ユーロ圏が枠組みとして落ち着いた場合、ユーロ圏は財政的により健全な国々から構成
される通貨となる。また、財政懸念国に対する支援という負担からも解放されることに
なるため、ユーロ高となりやすいと予想される。
シナリオ２：ドイツ（オランダ、オーストリア、フィンランド等）がユーロ圏から離脱
自らは財政健全化を厳しく守り、また国際競争力向上のために構造改革も推進してき
たとの強い自負を持っているドイツ国民にとって、放漫財政を放置してきたギリシャを
なぜ救済しなければいけないのかという不満は根強い。しかもギリシャ支援は出口が見
えず、数年のうちに第 3 弾支援も必要となるのではないかとの予想が早くも出されてい
る。財政支援の効果が見えず、ドイツ国民の堪忍袋の緒が切れた場合、ドイツがユーロ
圏を出て、別通貨を自らと近しい国々だけで形成する可能性が考えられる。もっとも、
ドイツは通貨統合で大きなメリットを享受した国である。為替リスクのない 3 億人の市
場を手に入れただけでなく、欧州外に対してはマルクよりも安いユーロという通貨を追
い風に輸出を伸ばし、世界貿易 1 位という地位を手に入れた（ただし 2009 年に中国に
抜かれ、2011 年は中国、米国に次ぐ 3 位）
。このため、シナリオ②の実現可能性はシナ
リオ１よりかなり低いと予想される。それでもドイツがユーロを断念した場合どのよう
なことが起きるかを考えてみると、ドイツを中心とした新しい通貨は（どこまでの国が
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メンバーになるかにもよるが）かなり大幅な通貨高を経験する可能性が高い。財政収支
が比較的健全で、貿易収支が黒字になると予想されるためである。
残された国々がユーロを保持すれば、ユーロは大幅に下落すると予想される。財政政
策に対する信頼性が低下することもあるが、大幅金融緩和などで政策的にユーロ安を選
択する可能性もあると考えられる。
残された国々がユーロを放棄した場合、ユーロ導入前の 1 国 1 通貨の体制に戻ること
も考えられる。その場合は、各国の経済ファンダメンタルズ（景気、インフレ、財政、
経常収支、金融政策）などを反映した為替レートになろう。
シナリオ３：財政統合推進
ユーロ圏の政策当局者は通貨と金融政策が一本化されている一方、財政政策が各国で
ばらばらに運営されている現状に対して、財政統合を進めることで危機を脱し、再発を
予防しようとしている。財政統合推進の具体策に関して合意が形成され、その実現がス
ムーズに進めば、ユーロという通貨の信認回復に大きく貢献すると考えられる。EU 首
脳会議が合意した財政状況の相互監視強化はそのための第一歩である。しかしながら、
通貨と金融政策統合で増幅されているユーロ圏加盟各国の格差拡大を、財政統合で是正
するのは容易ではない。例えばユーロ圏レベルで予算を持ち、所得再分配機能を持たせ
ること、あるいはユーロ共同債を発行し、現在高金利に苦しんでいる国々の金利負担を
軽減することなどが考えられるが、いずれもユーロ圏内でコンセンサスが形成されるま
でにかなりの時間がかかることが予想される。
（６）日本の財政危機に起因する為替変動シナリオ
欧州通貨危機等を背景に、日本の財政に対する懸念も従来に増して高まりつつあり、
メディアでは日本の国債価格暴落、円の暴落等が大々的に取りあげられている。ここで
は、日本の公的債務の現状について整理し、短期的には国債価格の暴落や円の暴落が生
じる蓋然性は低いことを示すとともに、仮に円の暴落が生じる場合についても検討する。
まず、日本国債の現状としては、2011 年 12 月末の普通国債残高は 662 兆円。利率加
重平均（2011 年 3 月末）は 1.29％。尚、2011 年 12 月末の国の借金（国債、借入金、
政府短期証券）は 959 兆円である。国庫短期証券（日本政府による期間 1 年以内の短期
性資金の主要調達手段）を含めて見ると、国庫短期証券の発行及び国債と国庫短期証券
の合計に占める割合は増加している（2003 年 3 月末：9.7％⇒2011 年 9 月末：18.6％）。
これは、低金利、為替介入、埋蔵金の取り崩しを背景としており、今のところ、普通国
債の国内消化の難度が高まっている為ではないと思われる。また、海外投資家による保
有割合を見ると、国庫短期証券では海外投資家の保有割合が急速に増加した（2003 年 3
月末：5.6％⇒2011 年 9 月末：16.6％）。一方で、中長期国債ではリーマン・ショック
後となる 2008 年 12 月末に海外投資家の保有割合は 7.8％まで上昇した後、2011 年 9
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月末には 6.3％まで低下した。
仮に、日本国債の国内消化が限界を迎える場合の金融相場への影響を考えてみると、
日本の国債利回りが上昇し、公的債務の利払い費増加により日本の財政への不安が更に
増加。これにより、債券利回りの更なる上昇、円安の進行、インフレが生じうる。日本
国債の国内消化が限界を迎えるタイミング、円安の進行、インフレ昂進の程度について
は、以下の「シナリオ１：緩慢な円安シナリオ（蓋然性は高くリスクも低い）」と「シ
ナリオ 2：急激な円安シナリオ（蓋然性は低いがリスクが高い）」の 2 つのシナリオに
大別可能と考えられる。
シナリオ１：緩慢な円安シナリオ（蓋然性は高くリスクも低い）
今後財政再建が進まない場合でも、日本の国債利回りが急上昇しない限りは、①家計
の金融資産、②対外資産の取り崩し、③日銀による国債買い入れにより、少なくとも今
後 13 年以上は国債の国内消化は可能と見られる。この場合、緩慢な円安の進行、緩慢
な国債利回りの上昇、緩慢なインフレ率の上昇が生じうる。①～③の各国債消化要因に
よる消化期間は以下の通り試算される。
（①家計の金融資産について）家計の金融資産の観点からは、日本国債の国内消化は今
後 4 年弱～8 年程度で限界を迎えるとの見方がある14。①2010 年 12 月末時点で 1,489
兆円である家計金融資産のうち、借入を除いたネットの資産である 1,192 兆円。②中央
政府と地方公共団体を合計したネットの債務残高（国債・財融債・国庫短期証券・地方
債についての負債－資産）は 800 兆円（2010 年 12 月末時点）
、③ 「国債・地方債な
どの消化余力」
（①－②）は 392 兆円。仮に、年平均 50 兆円ペースで国債等を今後新
規に発行する場合には、
8 年弱は国内家計資産による日本国債の国内消化が可能。但し、
先の 392 兆円には、家計の個人向け国債、株式、投資信託、外貨預金、海外の債権等の
保有分 202 兆円も含まれている。これを除外すると約 190 兆円となり、年平均 50 兆円
ペースでは 4 年弱は国内消化が可能。
（②対外資産の取り崩し）日本の財政に対する市場の不信が急速には高まらず、国債利
回り（利率加重平均）が 3～5％で安定的に推移し、円安の進行も緩やかなものに留ま
る場合、日本の対外資産が取り崩され、日本国債の消化に充当されることで、日本の国
債価格の下落、円安の進行に一時的に歯止めがかかることが考えられる。また、対外資
産の太宗は外貨建てであり、対外資産の取り崩しに伴う外貨売り・円買いは円高要因で
ある。2010 年末の日本の対外資産は 564 兆円。このうち、直接投資分（68 兆円）を差
し引くと残りは約 500 兆円。この半分（250 兆円）を取り崩して、日本の国債消化に充
当すれば、年平均 50 兆円ペースで国債等を今後新規に発行する場合では、5 年分は国
債消化が可能。尚、2010 年末の日本の対外資産は 564 兆円、このうち、証券投資は 273
兆円、外貨準備は 89 兆円、その他投資（貸し出し等）は 130 兆円、直接投資は 68 兆
14

上野泰成 [2011]「国家破局カウントダウン」
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円。これらのうち、証券投資、外貨準備は容易に売却可能であり、貸し出しも証券ほど
の流動性はないが、返済を求めることは可能。対外負債残高は 312 兆円。対外純資産残
高は 251 兆円。2010 年度の所得収支（ネット）は 12.1 兆円（受取：15.8 兆円、支払：
3.7 兆円）
。対外資産の利回り（所得収支受取／対外資産）は 2.8％、対外負債の利回り
（所得収支支払／対外負債）は 1.5％であった。
（③日銀による国債買い入れ）上記①、②による国債消化とは別に、日銀は年間 21.6
兆円の国債買い入れを行っている。上記①、②により、9 年分の国債消化が可能であり、
この 9 年分の日銀による国債購入は約 190 兆。年平均 50 兆円の国債発行では、約 4 年
弱分の消化が可能。
上記①～③から、今後少なくとも 13 年以上は、日本国債の国内消化は可能と見られ
る。国内消化に加えて、実際には海外投資家も日本国債を購入することから、日本国債
は更に長い年数、国内外で消化可能と予想される。
シナリオ 2：急激な円安シナリオ（蓋然性は低いがリスクが高い）
日本の財政に対する市場の不信が急速には高まった場合には、急激な国債利回り上昇、
円の暴落、急激なインフレが生じうる。最終的には、急激なインフレによる債務の実質
減価により、日本の債務問題は終わりを迎えることとなるが、日本の金融システム、産
業、経済へ及ぼす悪影響は計り知れない。
日本の財政に対する市場の不信が急速に高まり、国債利回りが急速に上昇する経路と
しては、海外投資家による日本国債の保有割合増加及び投機的な日本国債売り、原油価
格の暴騰による日本の経常収支赤字の継続等が考えられよう。そして、国債利回りが急
速に上昇する場合、日本の金融機関が保有する国債に関して、時価会計により帳簿上の
評価損が発生し、自己資本を毀損することとなる。本来であれば、満期まで保有すれば
満額償還されることから、当座を凌いで満期保有すれば本質的には問題はないが、国債
利回りが急上昇する状況では、満額償還自体に対する市場の懸念が高まることで、更に
国債利回りの上昇を加速させると考えられる。金融機関の資本不足が相次ぐ一方で、政
府による公的資本注入の余地は略皆無であり、金融危機懸念へと発展することで、急減
な円安と急激なインフレが生じると考えられる。
また、金融危機へと発展する国債の利回りについて考察したい。日銀に依れば、債権
投資（国債・社債・地方債券を含む債券全体ベース）における全年限の金利が同時に 1％
pt 上昇する場合、1 年程度の短期間で見れば、金利上昇により金融機関の資金利益増加
を勘案しても、Tier1 比率の押し下げ幅は、大手行で 0.3％pt 程度、地域銀行で 0.4％
pt 程度となる。
銀行全体の Tier1 比率は、足許 12％弱であり、バーゼルⅢにおける Tier1
の最低比率は 6.0％である。これを勘案し、Tier1 比率が足許の 12％弱から 6％低下す
る場合に、金融機関の資本不足が深刻化するとすれば、国債利回りが約 20％にまで上
昇した段階で、金融危機が本格化すると見られる。
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（７）2003～2004 年の日本の為替介入の経験
このように、ユーロ危機及び日本の財政危機、何れにおいても蓋然性は低いものの急
激に為替レートが変動するリスクシナリオが考えられる。グローバル化が進展する中で、
リスクシナリオが実現すると、日本企業のみならず、世界のすべての企業活動に対して、
個別の企業では負えないような大きな歪みを与える。係る事態を防ぐためにも、平時に
おいて、蓋然性は低いものの影響の大きいリスクに対する備えを十分に整備しておかな
ければならない。急激な為替レートの変動を抑える政策対応として、まず、参考になる
のは、2003 年初から 2004 年春にかけて日本の非不胎化介入の経験である。
2003 年初から 2004 年春にかけて、日本の通貨当局は、総額 35 兆円に上る円売りド
ル買い介入を実施した。この為替介入は、短期間のうちに巨額の介入資金が投入された
という点で特異であるが、介入が実施された期間に、日銀が量的緩和政策を実施してい
たという点でも特異である。日銀は 2001 年 3 月に量的緩和政策を導入、金融調節の目
標をコール・レートから当座預金残高に変更し、短期金利が略ゼロの状況下、潤沢な流
動性を供給し続けた。そして、当初の当座預金目標残高である 5 兆円から、2004 年 1
月の 30～35 兆円まで、8 回にわたって当座預金の目標残高は引き上げられ、2006 年 3
月まで継続された。ここでは、先の大規模な為替介入が、日銀によって実施されていた
量的緩和政策とどのように関係していたかに焦点を当てたい。
まず、為替介入に関しては、不胎化介入と非不胎化介入とに大別される。不胎化介入
とは通貨当局が為替介入と同時、又は、非常に短いタイムラグによって、国内のマネタ
リーベースの増加をオフセットする介入である。一方で、非不胎化介入とは、このよう
なオフセットを行わない介入である。加藤・中北（2010）に依れば、日本の為替介入は、
中央銀行マネーで自国通貨売り介入を行っている国とは異なり、信用創造ができない政
府の外為特会により介入が行われるため、為替介入を巡っての「不胎化」「非不胎化」
の議論は基本的に成立しないとの考えを示している。この考えの背景にある日本の為替
介入の仕組みを次の通り抜粋して引用する。「①政府が（日銀を代理人として）円売り
介入を実施すると，その 2 日後に決済が行われる。財務省が管理する外国為替資金特別
会計（以下，外為特会）は FB（外国為替資金証券と呼ばれる政府短期証券）を発行し，
それを日銀が引き受け，その資金を財務省は介入の取引相手に支払う。したがって，こ
の資金の動きは，日銀当座預金残高の増加要因となる。②その後，財務省は（日銀との
取り決めに従って）“すみやかに”円売り介入実施相当の FB を市中公募し，そこで得た
資金で，日銀に先ほど引き受けさせた外為証券を償還する。つまり，この時点で，①に
よって市場に散布された円資金は財務省によって回収され，日銀に返済される。日銀当
座預金残高にとっては減少要因となる（不胎化）15。」一方で、Sarno and Taylor（2001）
は、不胎化されない円売り介入は、不胎化された介入と追加的な円資金の供給を結合さ
15

加藤出・中北徹[2010]「国庫金管理の側面から見た量的緩和策の意義について－国のキヤッシュ・マネ
ージメント現代化という視点を踏まえて－」
、ファイナンシャル・レビュー99 号。
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せたオペレーションであり、追加的な円資金の供給が為替に対して追加的な効果をもつ
とすれば、不胎化されない円売り介入の方が不胎化された介入よりも大きな効果を持つ
はずとしている16。
そもそも、「不胎化」と「非不胎化」との差異は、資金が市中から吸収されるまでの
タイムラグの長さに依存しており、このタイムラグが長いほど、非不胎化介入としての
意味を有してくる。渡辺・藪（2010）に依ると、35 兆円の円売り介入により市場に供
給された円資金のうち、60％程度は日銀の金融調節によって不胎化されたが、残りの
40％は漸減しつつも、20 日間程度は市場に滞留した（すなわち、非不胎化）との結果
を示している。また、日銀が当座預金残高を高い水準に維持するという政策目標を実現
するために、意図的に円売りドル買い介入を不胎化しなかった可能性が高い点を指摘し
ている。そして、必ずしも頑健ではないとしつつも、完全に不胎化された介入は為替レ
ートに及ぼす影響がほとんどなかったのに対して、非不胎化した場合には、1 兆円の介
入によって、為替レートが 1.1％変化し、非不胎化介入の方が不胎化介入よりも為替に
大きな効果を有していたと述べている17。
総額 35 兆円の為替介入は、均してみれば、2 日に 1 度の頻度で実施され、1 日当た
りの介入金額は 2,700 億円と比較的大きかったことからも、恣意的か否かに依らず、量
的緩和政策の残高目標達成を促進したと言え、結果として追加的な円資金の供給増とな
り、為替介入をサポートしたと考えられ、2003～2004 年にかけての日本の非不胎化介
入の経験から、金融政策にサポートされた介入政策は有効であったと考えられる。
金融政策にサポートされた為替介入が有効であるのは、市場に供給された円資金が将
来に渡って市場に放置されると市場が予想すると、たとえ、短期の利子率がゼロであっ
ても、将来における利子率が低下し、その結果、市場の予想する将来の期待為替レート
が円安になるので、現在の為替レートも円安に動くからであると考えられる。また、危
機のときに、政府と中央銀行が一体となって対応する枠組みに不確実性が存在すると、
市場の信任が揺らぎ、期待が自己実現し、望ましくない均衡に陥る可能性が高まる。し
たがって、蓋然性は低いが高いリスクに備えて、事前に、政府と日銀が一体となって、
市場に信憑性のある形で、急激な為替レートの変動に対する備えを整備することが必要
である。
（８）スイスの為替介入
日本の 2003～2004 年の為替介入の経験以外にも、金融政策にサポートされた為替介
入が奏功した例として、スイス中銀による無制限の為替介入宣言が挙げられる。これは、
2011 年 9 月、スイス中銀がスイスフラン高阻止を目的に、対ユーロで 1.2 スイスフラ
16

Lucio Aarno and Mark P. Taylor[2001] “Official Intervention in the Foreign Exchange Market: Is It
Effective and, If So, How Does It Work?”, Journal of Economic Literature,vol.39(3), pp.839-868.
17 渡辺努・藪友良[2010]「量的緩和期の外為介入」
、ファイナンシャル・レビュー99 号。
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ン維持すべく、無制限の為替介入を行うと宣言し、この水準を維持したものである。ス
イスフラン高阻止に成功した要因としては、(a)自国の通貨を売るため原資に制限がない
ことに加え、(b)スイスが小国で国際的な為替市場への影響が小さい、(c) 対ユーロで 1.2
スイスフランの為替水準は、欧州債務問題前と比すれば決してフラン安とは言えない水
準であったことが、一般的に指摘されている。然し、ここで強調したいのは、為替介入
の権限がスイス中銀に存在し、今回の介入政策が大規模な金融緩和政策と一体として行
われたという点である。
スイス中銀のマネタリーベースを見ると、2011 年 7 月と比較して、2011 年 8 月、9
月に大幅に増加し、7 月から 9 月にかけての増額は 1,757 億スイスフラン（約 15.9 兆
円）に上る。増加分は略全額が当座預金の増加であり、増加要因は対ユーロでの為替レ
ートを一定に抑えるために要した為替介入、乃至は、金融緩和と見られる。尚、2011
年 10 月以降、マネタリーベースは減少しており、この 1,757 億スイスフラン（約 15.9
兆円）が、スイスフラン高阻止に要した合計額と見做せる。証券会社等の試算によれば、
9 月の介入額は 100～110 億スイスフランと見られており、先の 1,757 億スイスフラン
と比べれば、介入額自体は大きくなく、金融政策にサポートされた為替介入が効果的で
あったことが分かる。
次に、このスイス中銀の例から、日本円の円高阻止に要するであろうマネタリーベー
スの増加額について考察したい。BIS に依れば、外国為替市場の規模は約 4 兆ドル（2010
年）であり、円とスイスフランが占める割合は、各々19.0％、6.4％である。円換算す
れば、円は 63.1 兆円、スイスフランは 21.2 兆円となる（1 ドル 83 円で計算）。ここで、
先ほどのスイス中銀の当座預金残高の増加額が、スイスフランの市場規模に占める割合
を算出すると約 75％である。従って、円の市場規模比で計算して、少なくとも 47.3 兆
円分を上回るマネタリーベースを増額する必要がある。急激に為替レートが変動したと
きに、日本は、為替介入と金融政策を併用し、スイス中銀のように無制限介入を行うと
市場に信じ込ませるためにも、急激な為替レートの変動に備えるために財務省と日銀が
連携して 50 兆円を超える基金を設けるべきである。蓋然性は低いが高いリスクに対す
る国内の備えを整備することによって、リスクシナリオに対する不確実性を低下させ、
市場の信認を確かなものとすることによって、期待の自己実現を防ぎ、円相場の大きな
変動を抑える効果を持つであろう。
○具体的提言
２．財務省と日銀が連携して急激な為替変動を抑えるための 50 兆円を超える基金を作
る。
・グローバルな危機による急激な為替レートの変動に備えて、日本は政府と日銀が一
体となって金融政策にサポートされた介入政策を行うための 50 兆円を超える基金を設
ける。
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３．IMF の機能強化など国際通貨制度改革に向けて日本が積極的な役割を担う。
（１） 日本政府の通貨高対策：EFSF 債の購入
日本がデフレ克服に成功し、また急激な為替変動に対する国内的な備えを整えたとし
てそれで十分といえるだろうか。為替は各国通貨の相対的な価値であり、国内要因と国
外からの要因の双方の影響を受ける。近いところでは欧州債務危機に際して、円は回避
通貨として急激な円高に見舞われた。欧州債務危機の原因は、ユーロ圏加盟国の財政収
支と経常収支の不均衡が拡大する中で、「双子の赤字」が深刻化した国々が為替調整に
よって問題解決を図ることができないところにある。しかし、欧州単一通貨ユーロは世
界の準備通貨の一つであり、その信頼が損なわれ、為替レートが急激に変動してしまえ
ば、それはグローバルな危機へと発展する事態である。このような危機を防止する国際
的な仕組みが必要だが、欧州債務危機で明らかとなったのは、そのような国際金融メカ
ニズムはまだ確立されていないことである。
欧州債務危機に際して、EFSF は 2010 年 11 月に決まったアイルランド支援と、2011
年 6 月に決まったポルトガル支援、及び 2012 年 3 月に最終合意されたギリシャ第二次
支援に関して、IMF や EFSM などと分担して融資を行っている。EFSF の分担はアイ
ルランド支援では 177 億ユーロ、ポルトガル支援では 260 億ユーロ、ギリシャ支援で
は 1,796 億ユーロの計 2,233 億ユーロである。EFSF は融資する資金を、ユーロ圏諸国
の政府保証をつけた EFSF 債を発行することで調達している。これまで発行された
EFSF 債は 3 年、5 年、10 年、20 年と期間が多彩で、また 3 ヶ月、6 ヶ月の短期証券
も発行されるようになった。
日本政府は 2010 年 1 月に最初の EFSF 債が発行されたときから、外国為替資金特別
会計を利用して、これを積極的に購入しており、2012 年 3 月初めの段階で発行された
EFSF 債の 14％近くを購入している。
しかし、欧州債務危機に対して、それを防止する国際金融メカニズムは十分に構築さ
れておらず、そのことを市場が予想すると、期待為替レートが変化し、為替レートの急
激な変動が生じてしまう。さらに、日本政府の EFSF 債の購入も日本政府が欧州の財政
再建の取り組みを支持するという意味では一定の意義を持つものの、外国為替資金特別
会計を利用して、保有する外貨資産で EFSF 債を購入しても、円を売ってユーロ資産を
購入することにはならず、円高是正のシグナルを出す行為としては不十分である。
（２）急激な為替レートの変動を抑制するためにも安定的な国際金融メカニズムが必要
国際金融安定化の役割を担う IMF は、欧州債務問題が表面化した事後においては、
各国間の意見の対立から自身が国際的な最後の貸し手機能を十分に発揮できるほど資
金調達することができなかった。グローバルな危機に際して、それを安定化させるよう
な国際金融メカニズムが十分に存在していないと市場が予測すると、期待為替レートが
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大きく変動し、その結果として、現在の為替レートが急激に変動することになる。急激
な為替レートの変動、特に、準備通貨の急激な変動は、日本のみならず、グローバルに
展開する世界の全ての企業に対して、個々の企業では対応できないようなリスクを負わ
せ、最適な資源配分に歪みを与える。
IMF は加盟国からの出資を募って貸し出しを行う信用組合のような国際機関であり、
貨幣を発行していない IMF が最後の貸し手機能を果たすことができないとの意見もあ
る。しかしながら、大規模な資本流出などの対外的なショックを伴うときには変動相場
制の下でも一国の中央銀行のみではグローバルな危機を克服することはできない。特に、
経常収支の不均衡とともに、資本収支における資金の急激な移動がグローバルな危機の
大きな要因となっている中で、IMF が国際的な最後の貸し手機能を発揮することが必
要となっている。それにもかかわらず、現在の IMF では増資を出資額に比例させるこ
ととされており、借入についても各国間の対立からその調達は容易ではないため、グロ
ーバルな危機に際して十分に対応できない。
そこで、グローバルな危機において IMF が SDR 建て債券を発行して、市場から直接
資金を調達18し、緊急融資を行うことができるように、日本が IMF の機能拡充に主導的
な役割を果たすべきである。たとえ、グローバルな危機が起こったとしても、IMF が
国際的な最後の貸し手機能を十分に発揮できると市場が理解すれば、期待為替レートを
安定化させることによって、急激な為替レートの変動を抑制することができると考えら
れる。
また、基軸通貨であるドルの変動が拡大する中で、SDR が準備通貨として広く流通
するようになると、各国は保有するドル資産を SDR 建て資産に振り替えることによっ
てドル・レートの変動リスクを軽減することができる。さらに、今回の欧州債務危機に
おいて、一部の国の国債が安全資産ではなくなったが、SDR 債の発行はこの民間部門
における安全資産に対する需要を満たすものである。そして、SDR 債が安全資産であ
ると認識され、市場で広く取引されるようになれば、今回の欧州債務危機における円や
スイスフランのように個別の通貨が回避通貨として急激な為替レートの変動に曝され
ることもなくなるだろう。
万一、市場においてグローバルな危機についての懸念が高まり、急激に為替レートが
変動したとしても、そのときには、実際に、IMF が国際的な最後の貸し手機能を発揮
することができる。さらには、このとき、仮に、グローバルな危機についての懸念から
急激な円高が進行したとしても、IMF の機能拡充に伴う新たな国際的なルールに則っ
て、日本が円によって SDR 債を購入することは、国際金融メカニズムを安定化させ、
世界に大きく貢献するのみならず、結果的に、為替介入と同じ効果を持ち、円レートの
変動を安定化させることになるであろう。

18

ただし、民間の資金調達を妨げないように留意する必要がある。
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○具体的対策
３．IMF の機能強化など国際通貨制度改革に向けて日本が積極的な役割を担う。
・グローバルな危機において、IMF が SDR 債を発行し、市場から直接資金を調達し
て緊急融資を行い、国際的な最後の貸し手機能を発揮できるように、日本が主導的な役
割を果たす。
・SDR が中央銀行のみならず、民間部門においても広く利用されるように市場環境
を整備する。
（以
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上）

