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白川方明 日銀総裁 

２００８年５月１２日 

これまで新総裁が当クラブで会見するまでに半年はかかっていた。就

任約１カ月で登場した白川総裁は、冒頭、その理由を次のように。 

「皆さまの厳しい質問にお答えする形で、私自身の考えを吟味し、日

銀の考えを理解していただく上で、貴重な機会と考えたからです」と。 

複雑な経済・金融を、これほど平易に精妙にわかりやすく誠意をもっ

て説明した総裁がこれまでいただろうか。 
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１．経済・物価の見通しと当面の金融政策運営 

（経済・物価の現状と見通し） 

はじめに日本経済の現状と先行き見通しについ

てお話します。日本銀行は、毎回の金融政策決定

会合で先行きの経済・物価見通しを議論していま

すが、４月末と 10月末には、２年ほど先までの見

通しを特に集中的に議論し、その上で金融政策運

営の考え方を明らかにすることとしています。こ

れがいわゆる「展望レポート」です。今回４月末

に公表した展望レポートでは、「日本経済は減速し

ており、当面減速が続く」として、半年前よりも

見通しを下方に修正しました。 

減速の第１の要因は、エネルギー・原材料価格

の上昇です。資源の多くを輸入に頼っているわが

国にとって、これは交易条件の悪化、すなわち、

実質所得の減少を意味します。企業は収益を圧迫

され、家計は購買力が低下することになりますの

で、投資や消費が減少します。減速の第２の要因

は、昨年夏の米国サブプライム・ローン問題に端

を発した国際金融資本市場の動揺や海外経済を巡

る不透明感です。実際、景気の先行きの不確実性

が意識される中で、短観などでみた企業の業況感

は慎重化しているほか、消費者コンフィデンスも

悪化しています。当面は、こうした要因の影響が

残ると考えられますので、日本経済は減速が続く

とみられます。 

しかし、その先を展望しますと、海外経済も次

第に減速局面を脱し、エネルギー・原材料価格上

昇の影響も現在よりは薄れていくと考えられ、し

たがって、日本経済は緩やかな成長経路に戻る可

能性が高いとみています。数字で表現しますと、

先行き 2009年度までの成長率は、均してみれば概

ね潜在成長率並み、つまり１％台半ばから後半で

推移するという姿を予想しています。 

このように考える第１の理由は、世界経済は若

干減速するとはいえ、新興国を中心に高目の成長

が続くとみられることです。日本からの輸出をみ

ますと、米国向けは以前から減少していますが、

新興国や資源国など、幅広い地域に向けて、かな

りのペースで増加を続けており、全体としては堅

調です。今後も、これら諸国の高い成長を背景に、

日本の輸出は増加を続ける可能性が高いと考えて

います。第２の理由は、仮に景気が下振れた場合

でも、日本経済は以前に比べて景気の下振れショ

ックに対する頑健性を高めているとみられること

です。企業部門は、現在、設備・在庫・雇用などの

面で過剰を抱えておらず、収益も既往ピークに近い

水準にあります。このことと表裏の関係にありま

すが、金融システムの健全性も高い状態にありま

す。第３の理由は、金融環境が緩和的であること

が、引き続き、民間需要を後押しするとみられる

ことです。現在コールレートは 0.5％、消費者物

価の前年比は１％強ですから、実質短期金利は、

大まかに言ってゼロ％近傍です。これは潜在成長

率と比較すると、極めて低い水準ですし、海外主

要国と比べても低い水準にあります。企業が資金

調達する際に、上乗せされる信用スプレッドも、

欧米のように拡大している訳ではありません。ま

た、金融機関の貸出態度や企業の資金繰りも、中

小・零細企業では相対的に厳しい状況にあります

が、全体としては引き続き良好な状況にあります。 

一方、物価面をみますと、生鮮食品を除くベー

スの消費者物価は、石油製品や食料品の価格上昇

を主因に、昨年末頃から前年比の上昇幅が拡大し、

３月は＋1.2％となりました。これは消費税率引き

上げの影響で物価が上昇した 1997 年度を除くと、

93 年８月以来の 15 年ぶりの高い上昇率です。物

価上昇率を左右する大きな要因は、経済全体とし

ての需給バランス、言い換えれば、その背後にあ

る労働や設備など資源の稼働状況です。この点で

は、短観などに表れている企業の持つ雇用や設備

の過不足感、あるいは失業率や設備稼働率などか

らみて、資源の稼働状況は現在はほぼ過去の平均

的な水準にあります。成長率は概ね潜在成長率並

みで推移するという先程の見通しと重ね合わせま

すと、需給はほぼバランスした状態が続くと考え

られます。その意味で、消費者物価については、

国内経済の需給という面からは、物価上昇率を大

きく押し上げたり、押し下げる力が働くとは想定

していませんが、主として、エネルギー・原材料

価格の上昇が次第に末端に転嫁されていくプロセ

スを想定し、2008年度、2009 年度とも、１％程度

の伸び率となると予想しています。 

この１％程度という伸び率は、後ほどお話しする、
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日本銀行の「中長期的な物価安定の理解」、すなわ

ち、政策委員が中長期的にみて物価が安定してい

ると考える物価上昇率の中心値と同じです。した

がって、消費者物価の動きとしては、先行きも「物

価安定」の範囲内との評価が可能です。この点、海

外主要国では足許の物価上昇率が物価安定と見な

しうる領域のぎりぎり、ないし、それを超え始め

ていますが、それとの比較では、日本の状況は恵

まれています。ただし、日本でもこのところ食料

品など購入頻度の高い商品の値上げが目立ってい

ることもあって、家計が実感として感じる物価上

昇率は私どもの「生活意識に関するアンケート調

査」など多くの調査に示されるように、もっと高

くなっている可能性もあります。人々の物価に対

する見方は、予想インフレ率や企業の価格設定ス

タンスを通じて、現実の物価上昇率に影響を与え

うるものであるだけに、日本銀行としては引き続

き注意深くみていく必要があると考えています。 

（経済・物価を巡る不確実性） 

以上のように、相対的にみて も蓋然性の高い

見通し、すなわち、標準見通しとしては、わが国

経済は当面減速した後、物価安定のもとで緩やか

な成長を続ける、という姿を想定しています。た

だし、経済は常に不確実性を伴うものであり、特

に、現在は、以下で述べるように、不確実性が通

常より高い状況にあります。こうした状況では、

標準見通しだけでなく、見通しが上下にぶれる可

能性、つまりリスク・シナリオについても十分綿

密な検討が必要です。 

そのような不確実性をもたらしている要因とし

ては、第１に、海外経済や国際金融資本市場の動向

が挙げられます。昨年夏に始まった国際金融資本

市場の動揺は、半年以上経過した今も、なお続いて

います。米国ＦＲＢのバーナンキ議長は、４月初に

行った講演の中で、「現状は戦後 も厳しい金融危

機のひとつ」と述べていますが、私も全く同様の認

識です。問題の発端となった証券化商品市場は、

引き続き発行が止まった状態にあります。また、よ

り広く企業金融全般をみても、社債などの信用ス

プレッドは高水準で推移しています。米欧の金融

機関の貸出姿勢は、期を追って厳格化しています。 

住宅投資の減少に加え、このような金融環境の

引き締まりも手伝って、米国経済の減速傾向は強

まっており、当面、停滞あるいは緩やかに後退す

る可能性が高いとみられます。米国経済がいつ頃

どの程度のスピードで回復するかは、住宅市場の

調整がいつ頃完了するか、また、金融環境の悪化

にいつ頃歯止めがかかるかということに大きく依

存します。これらの点で改善の兆しが現れると、

ＦＲＢの利下げや減税の効果ともあいまって、次

第に景気が回復していくというシナリオの実現可

能性が高まります。もっとも、今のところ、住宅

価格は下げ止まっておらず、金融市場の動揺が収

まる兆しはみられません。さらに、金融機関の与

信態度が一層厳格化するリスクもあります。金融

資本市場、資産価格、実体経済の負の相乗作用が、

いつ、どのように収束に向かうのか、その帰趨が

見えないところに、 大の不確実性があると思っ

ています。 

経済・物価見通しに対する不確実性の第２は、

エネルギー･原材料価格の動向です。先ほど説明し

た見通しでは、原油などの国際商品市況について

は、新興国を中心とする需要に支えられて高水準

で推移すると想定しています。商品市況の常とし

て上下両方向に不確実性が高い訳ですが、仮に、

国際商品市況がさらに大幅に上昇する場合には、

各国でインフレ圧力の一層の高まりにつながるリ

スクがあります。その場合には、インフレ抑制の

ための金融引き締めなどを通じて、その後の世界

経済の下振れ要因となります。また、国際商品市

況の上昇は、日本にとっても、物価面での上振れ

要因となる一方、海外への所得流出が増加するこ

とから、実体経済面で下押し圧力がかかる可能性

があります。 

以上のように、現在は、海外経済や国際金融資

本市場の動向、エネルギー・原材料価格高など多

くの不確実な要因を抱え、景気の下振れリスクに

特に注意が必要な局面だと思っています。 

ただし、政策当局者も含め、現状を将来に投影

するというのは人間の本性であることも十分自覚

する必要があります。冷静に考えると、これまで

述べてきたような世界経済や日本経済を覆う霧が

薄れてくる場合には、上振れ方向のリスクの重要

性が増してくることも意識しておく必要がありま
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す。家計や企業は、当面は景気下振れのリスクの

方を意識していると思われますが、やや長い目で

みた経済の成長期待は維持されているように思わ

れます。そうだとすると、景気下振れリスクが顕

現化せず、不確実性が小さくなっていけば、企業

や家計の成長期待が上振れる可能性もあると考え

ています。 

それと同時に、そうしたケースでは、現在の低

金利がより強い景気刺激効果を発揮することにな

ります。一般的に、経済全体の需給バランスがほ

ぼ均衡しているもとで、緩和的な金融環境が長期

化すると、人々の間にそうした環境を前提にした

行動が広がります。その結果、知らず知らずのう

ちにリスク評価が甘くなり、企業や家計、金融機

関の行き過ぎた行動を招き、それが長い目でみた

資源配分の歪みや経済の大きな変動をもたらす可

能性も否定できません。目下のところは、経済が

減速し、先行きの不透明感も強い中で、人々がそ

うした行き過ぎた行動をとる可能性は以前より低

くなっていると思います。しかし、世界経済を覆

う不確実性という霧が晴れたり、さらに企業や家

計の成長期待が上振れるような場合には、それと

の対比でみて金融緩和の度合いが際立ってくると

考えられます。 

（当面の金融政策運営） 

次に、以上のような経済・物価見通しを踏まえ

て、当面の金融政策運営についてお話ししたいと

思います。半年前、すなわち、昨年 10 月の展望レ

ポートでは、金融政策運営の方針について「経済・

物価情勢の改善の度合いに応じたペースで、徐々

に金利水準の調整を行うことになると考えられ

る」と述べました。しかし、今回の展望レポート

では、経済を取り巻く不確実性が極めて高い状況

のもとで、金融政策運営について、「予め特定の方

向性を持つことは適当ではない」と表現しました。 

やや大きな構図で捉えた場合、現在、実質短期

金利がゼロ％近傍と、極めて低い水準にあるとい

うことは、中央銀行として、当然、留意しておか

なければなりません。したがって、日本経済が物

価安定のもとで持続的な成長軌道を辿るという見

通しに対する確度が高いのであれば、金利水準は

調整していくことになると思います。 

しかし、一方で、現在は、景気の下振れリスク

に も注意が必要な状況にあります。経済の先行

きには常に不確実性がありますので、金融政策運

営においては、ひとつの見通しだけに依拠するの

ではなく、見通しに対するリスク要因を十分に考

慮する必要があります。そして現在は、リスクの

バランスに偏りがあり、特に、海外経済や国際金

融資本市場を巡る不確実性、エネルギー・原材料

価格高の影響など、景気の下振れリスクに注意し

ながら政策運営を行うことが必要な局面にあると

考えています。日本銀行としては、この先、景気

の下振れリスクが薄れ、物価安定のもとでの持続

的成長を続ける蓋然性が高まるのか、あるいは、

下振れリスクが顕現化する蓋然性が高まるのか、

よく見極めていきたいと思っています。 

政策金利の運営という意味での金融政策につい

ては以上のように考えていますが、金融政策が効

果を発揮するためには、金融市場が安定的に機能

していることが大前提となります。その意味では、

国際金融市場の動揺が続いている中で、日本の金

融市場の安定性をしっかりと維持していくことが

不可欠です。 

幸い、日本の金融市場は、欧米の金融市場と異

なり、これまでのところ比較的落ち着いて推移し

ています。これは、わが国の金融機関によるサブ

プライム関連商品への投資が限定的であったこと

が 大の要因ですが、わが国の場合、過去の金融

危機の経験を経て、きめ細かな流動性供給体制が

既に整備されていることも相応に寄与していると

考えています。ご承知のように、米欧の中央銀行

は、昨年夏以降、短期金融市場における資金調達

圧力に対処するため、様々な資金供給手段を導入

しました。例えば、ＦＲＢは、資金供給オペの期

間について、それまでの 長２週間から、１か月

に延長しましたが、日本銀行は 長１年までのオ

ペ手段を揃えており、そのもとで適切な期間を設

定して資金供給を行っています。また、ＦＲＢは、

本年３月に証券会社向けの貸出制度を新設しまし

たが、日本銀行は、2001年の補完貸付制度導入当

初から、銀行に加え、証券会社も対象に含めてい

ます。担保についても、米欧の中央銀行は適格担

保の範囲を拡大しましたが、日本銀行は従来より

幅広い資産を適格担保として受け入れていました。
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しかも、日本銀行は共通担保制度と呼ばれる制度

を有しており、民間金融機関が日本銀行に差し入

れる担保を機動的に差し替えることが可能になっ

ています。これらの措置は行き過ぎますと、金融

市場が本来有している自律的な市場機能を阻害す

るというマイナスの側面ももっているので、バラ

ンスをとることは必要です。しかし、日本の 1997

年以降の経験からも分かるように、短期金融市場

では一旦、資金調達に緊張が走ると、資金の円滑

な貸し借りが難しくなり、事態は容易には改善し

ません。日本銀行としては、現在の低金利が有し

ている緩和効果が 大限発揮できる環境を維持す

るという観点から、今後とも、市場動向を注意深

くモニターしながら、金融市場の安定に努めて参

りたいと思います。そして、その上で、経済・物

価の見通しとその蓋然性、上下両方向のリスク要

因を丹念に点検しながら、それらに応じて機動的

に金融政策運営を行っていく方針です。 

２．金融政策運営の基本的な考え方 

以上で当面の経済・物価情勢と金融政策運営と

いう前半の話題を終えて、後半の話題、すなわち、

金融政策の運営に当たり、私が重要と考える幾つ

かの基本的な考え方についてご説明したいと思い

ます。 

（中長期的な物価安定の重要性） 

第１に申し上げたいことは、金融政策の目的で

ある、「物価の安定」をどのように理解するかとい

うことです。日本銀行法は、金融政策運営の理念

として、「物価の安定を図ることを通じて国民経済

の健全な発展に資すること」を掲げています。私

はこの日本銀行法の規定に強く賛同していますが、

ここで重要なことは物価安定とは、中長期的に持

続しうる物価安定であるということです。物価の

安定が重要であることも、また、中長期的に持続

しうる物価安定が重要であることも一般論として

は認識されているように思いますが、これを政策

として実践しようとすると、必ずしも多くの人々

に支持されるとは限りません。例えば、日本のバ

ブル期を振返りますと、1987 年、88年度の消費者

物価上昇率はゼロ％台でしたが、そのことも一因

となって、当時の異常な景気過熱にもかかわらず、

金利引き上げに対する反対論が強かったことはご

記憶の方も多いと思います。私はバブル経済が低

金利だけが原因となって発生したとは思っていま

せんし、また、資産価格をターゲットに金融政策

を運営することが適切であるとも思っていません。

ただし、金融政策を運営するに当たり、物価安定

のもとで持続的な経済成長を実現するという観点

に照らし、資産価格を含め幅広く経済の状況をみ

ていくことは大切だと考えています。そうした観

点からみますと、物価指数でみて物価は安定して

いても、政策金利を引き上げることが必要な局面

もあり得ます。逆に、足許の物価指数でみて物価

は上昇していても、金利を引き下げることが必要

となる局面もあり得ます。例えば、消費者物価の

上昇の原因が純粋に供給サイドの要因による原油

価格の一時的な上昇である場合がこれに当たりま

す。勿論、その場合でも、二次的な物価上昇が生

じてないという重要な前提条件が満たされる必要

はありますが、交易条件の悪化による景気後退に

対応して政策金利を引き下げることが持続的な物

価安定のもとでの成長という目的に貢献するケー

スもあり得ます。 

日本銀行では、原則として１年ごとに、中長期

的にみて物価が安定していると各政策委員が理解

する物価上昇率の範囲を集計して、「中長期的な物

価安定の理解」という名前で公表しています。４

月末に実施した点検の結果は、従来のものから基

本的に大きな変更はなく、「消費者物価指数の前年

比で０～２％程度の範囲内にあり、委員毎の中心

値は、大勢として、１％程度」というものでした。

日本銀行では、この「理解」を念頭に置いた上で、

金融政策運営を行っています。 

（不確実性を意識した経済・物価情勢の予測） 

金融政策運営に当たり第２に申し上げたいこと

は、経済・物価情勢の予測には多くの不確実性が

存在していることを自覚しなければならないとい

うことです。 

中央銀行を含め、予測を行う機関はどこも正確

な予測をするために 大限の努力をしていますが、

それでも予測誤差は決して小さくはありません。

例えば、各国の中央銀行や政府、民間予測機関の

予測誤差の実績をみますと、１年先の成長率を予
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測する場合で、平均すると１％を超えています。

これが人間の予測能力の現状です。そうした経済

に内在する不確実性を踏まえますと、見通しどお

りにならない可能性、すなわち、上下両方向のリ

スクを意識した政策運営が不可欠となります。例

えば、米国の住宅バブルや、より広くクレジット

市場の行き過ぎについては、 終的に経済に深刻

な影響を与える可能性があるという見方は少なか

らず示されていました。そうした見方は経済に対

するビジョンとしては非常に重要ですが、それで

は、ＦＲＢが２～３年前に住宅バブルの崩壊や金

融市場が大きく混乱するケースを標準シナリオと

して想定し、これに基づいて金融政策を運営する

ことが適当であったかと言えば、私はそれにはや

や躊躇します。政策当局者としては、住宅バブルの

崩壊を標準シナリオとするというより、これを先行

きのリスク要因として認識しながら、政策運営に活

かすというアプローチの方が説得力が高いと思い

ます。日本銀行が金融政策運営の第１の柱として

標準シナリオを取り上げ、第２の柱として様々な

リスク要因やリスクが顕在化した場合のコストを

評価するというアプローチをとっているのも、同

様の思考方法に立っていると理解しています。 

今回の展望レポートでは、リスク要因を従来よ

りも詳しく記述するとともに、視覚的に表現する

工夫として、委員の考えるリスクの分布をグラフ

の形で示すこととしました。蓋然性の高い見通し

の左右に山の裾野のような形で分布するもので、

リスクの散らばりや偏りが分かるので、「リスク・

バランス・チャート」と名付けました。これは、

標準的な見通しとしては表されないリスクについ

ても、分かりやすく説明する必要があるという考

えに基づくものです。 

（金融と経済の間の複雑な相互依存関係） 

第３に申し上げたいことは、金融と経済の間に

複雑な相互依存関係が存在し、経済・物価情勢の

判断に当たって、このことに十分留意する必要が

あるということです。このことは 1980 年代後半の

日本のバブル以降の経験や 90 年代後半の米国の

ＩＴバブル、今般のサブプライム問題といった実

例を思い起こすだけでご理解いただけると思いま

すが、これらは必ずしも標準的な経済理論に基づ

くモデルには馴染みません。今回、米国で起きた

ことは、金融市場における市場流動性の低下とい

う問題でした。つまり、価格は名目的には存在し

ても、その価格で取引に応じる主体がいなくなり、

市場取引が極端に細るような事態です。そうなる

と、市場参加者はリスクをテイクしたりヘッジす

ることが出来なくなる結果、経済活動にも悪影響

が生じます。 

残念ながら、現状では誰もこうした複雑な現象

が生じるメカニズムについての完全な回答は持ち

合わせていません。それだけに、中央銀行として

は情勢判断に当たって、実体経済と金融の情報、

マクロとミクロの情報、というように情報をでき

るだけ幅広く集めて分析し、新しいデータや情報

が入手されるたびに、分析を更新するという地道

な作業を繰り返すことが求められます。こうした

分析に当たっては、中央銀行内に蓄積された様々

な知識・経験を総動員し、それでも人間の知識に

は限界があることを十分認識した上で、謙虚な姿

勢で臨むことが大切だと思っています。 

（金融環境の評価） 

第４に申し上げたいことは、金融政策の発揮す

る効果を評価するためには、名目短期金利の水準

だけでなく、各種の金利や金融市場の機能度合い

や金融機関の貸出姿勢などを含めた、広い意味で

の「金融環境」を評価する必要があるということ

です。 

中央銀行が政策目標としてコントロールしてい

る金利は短期金利であり、通常はオーバーナイト

金利です。日本銀行の場合で言いますと、翌日物

のコールレートであり、現在の誘導目標は 0.5％

です。しかし、企業や家計の行動に影響を与える

金利は、短期金利に限られる訳ではなく、より長

い期間の金利も含めた、様々な期間にわたる金利、

いわゆるイールドカーブ全体です。また、金利水

準を評価する上では、将来の予想インフレ分を調

整してみること、つまり実質金利を点検すること

が重要です。さらに、企業が借り入れを行ったり

社債を発行する場合には、国債金利のようなリス

クフリーの金利ではなく、それに債務者の信用度

などに応じてスプレッドを上乗せした金利を支払

うことになります。また、場合によっては、高め
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の金利を払ってもそもそも金融機関が貸してくれ

ない、ということも起こりえます。こうしたこと

を踏まえますと、金融政策の効果を評価し、先行

きの政策を決定するには、政策金利の水準のみな

らず、イールドカーブ全体の形状、潜在成長率や

予想インフレ率との比較、上乗せされる各種の信

用スプレッドや金融機関の貸出態度など、金融環

境全般の動きを丹念に点検することが不可欠です。 

（おわりに） 

以上、金融政策運営に当たって重要と考える基

本的な考え方を説明しましたが、 後に、金融政

策を運営する中央銀行の組織や行動という観点か

ら、若干のお話を申し上げます。 

第 1は、中央銀行の独立性、すなわち、中央銀

行が金融政策の運営に責任を有するという仕組み

を支える 終的な拠り所は何かということです。

先程、金融政策の目的は中長期的に持続しうる物

価安定の実現であるということを申し上げました

が、このことは、言い換えますと、中央銀行は時

として、短期的には不人気な政策を行う必要があ

るということも同時に意味しています。そうした

政策を実行する上で中央銀行としての 大の拠り

所は、しっかりとした調査・分析に裏付けられた

的確な分析力であり判断力であると思います。経

済は常に変化し、現在もグローバル化が進行し、

情報通信技術が発展するもとで、絶えざる変化に

晒されています。それだけに、私としては、常に

謙虚な気持ちを忘れずに、学習を続けるという中

央銀行の組織文化を大事にしていきたいと考えて

います。それと同時に、中央銀行としては金融政

策運営に当たっての判断の根拠を分かりやすく説

明すること、すなわち、透明性を確保することが

不可欠です。金融政策の独立性を支える拠り所は、

結局のところ、的確な分析とそれに裏付けられた

金融政策の積み重ねであり、そうした金融政策の

判断に係る透明性であると思います。 

第２は、中央銀行のバンキング業務の重要性で

す。本席では主として金融政策を中心に話をして

きましたが、経済の発展に対する中央銀行の貢献

という観点から言うと、中央銀行の行う様々なバ

ンキング業務も重要です。昨年夏以来の国際金融

市場の動揺をとっても、各国は様々な流動性供給

ないし流動性供給の仲介とでも言うべき措置をと

ってきましたが、金融政策の効果が円滑に波及す

ることを確保する上で、これらの中央銀行のバン

キング機能を活用した措置は非常に重要でした。

昨年夏以降の金融市場の展開をみていますと、市

場機能が不安定化するもとでも、決済システムの

面では混乱は生じていません。金融市場が混乱す

る局面では、外国為替取引の決済は時差が存在す

ることから決済リスクに晒され、このことが原因

となって金融市場がさらに不安定化することも考

えられますが、実際にはそのようなことは生じま

せんでした。この点では、中央銀行の長年の決済

システム面での努力も少なからぬ貢献をしている

と思います。2002 年には主要国中央銀行と民間銀

行の協力によって、円とドル、ユーロとドルとい

うように、ペアとなる通貨を同時に決済する仕組

みが導入されましたが、仮に、このようなシステ

ムの開発がもう数年遅れていたら、金融市場はさ

らに混乱していたことも十分予想されます。時間

の関係で詳細は省きますが、地震やテロ、コンピ

ュータ・ダウンをはじめ、様々な危機や混乱に対

する備えも中央銀行の重要な仕事です。近年、金

融政策に対する関心が高まっており、そのこと自

体は中央銀行としては喜ぶべきことですが、それ

とのバランスでみると、「銀行の銀行」としての中

央銀行の側面への関心がもっと高まっていくこと

を願っています。私としては、金利政策とバンキ

ング政策というふたつの手段を使って、「物価の安

定」と「金融システムの安定」という日本銀行の

目的達成に努力していきたいと考えています。 

ご清聴をありがとうございました。 



8 

＜ 質 疑 応 答 ＞ 

船橋洋一企画委員長（司会） 白川さん、ありが

とうございました。 

 それでは、質疑応答に入りたいと思います。白川

ゼミですっかり勉強させていただいたような感じ

もしますけれども、先ほど白川さんに揮毫をお願

いしたところ、お書きになったのが「誠実とプロ

フェッショナリズム」ということでございました。 

 それでは、長谷部さん、お願いいたします。 

長谷部剛企画委員 まず金融政策からお聞きし

たいと思います。先ほどご説明があったように、

福井さんの３月まで上げ方向の表現がありました

が、それをなくされて中立方向に転換されたとい

うふうに、私どもは理解しております。 

 総裁がおっしゃった標準シナリオをみますと、

私、個人的にも、あるいは民間のエコノミストも

そういうふうにみる方がいるのではないかと思い

ますが、下方修正をしたとはいえ、まだそこそこ

強気なのではないか。下方リスクは強調されてい

ますが、標準シナリオ自体は強い。 

 実質金利がほぼゼロ、緩和的な状況が続いてい

るという話ですから、そうすると、下方のリスク、

いまはまだ強い状況ですが、下方のリスクが消え

たというか、上方リスクとバランスしたと判断さ

れた時点では、直ちに利上げするというふうに先

ほどの話を私はお聞きしました。そういうことで

いいのかということの確認です。それから、その

下方のリスクがいま強いという状況ですが、それ

が上方リスクとバランスする、あるいは上方リス

クのほうが強くなる、という時点の判断の根拠で

すね。原材料価格、エネルギー価格と金融市場の

話を、リスクとしてされましたけれども、具体的

にどういうふうになったときに下方リスクは薄れ

たと判断されるのか。その辺をお聞かせください。 

白川総裁 金融政策運営の面については、現在は

様々なリスク要因が非常に大きいと考えています。

その上で、上方向にも下方向にも予断をもたない

政策スタンスをとっています。 

 どのような時に下方リスクがなくなり直ちに金

利を引き上げるのかというご質問ですが、私ども

はまず標準的な見通しが物価安定のもとでの持続

的な成長という目的に適っているかどうかを点検

し、しかし、それはあくまで標準的な見通しです

から、どの程度その数字が実現可能かということ

も同時に点検するという作業があります。その時、

どの程度のリスクなのかについては、あくまでも

その時点であらゆる情報を集めた上で判断してい

きたいと思っています。予めこの指標がこのよう

になればリスクがなくなったと判断するというよ

うに決めた場合には、経済がそういう基準に従っ

て変化する場合には多分上手くいくのでしょうが、

通常は新しい動きが出てくる訳ですので特定の基

準を設けて下方リスクの大きい小さいを判断する

というアプローチは、多分不適切だろうと思って

います。 

 現在われわれが出している見通しが、下方リス

クを強調しているがまだ楽観的なのではないかと

いうことについては、一番大きなポイントは世界

経済をどのようにみているかというところだと思

います。米国経済は減速の度合いを強めており、

従って世界経済も当然減速し、日本経済も大きな

影響を受けるというのは一つのシナリオです。た

だ、近年の世界経済の展開をみると、成長に占め

る米国の寄与度は随分と低下しています。また、

日本の輸出に占める米国向けの比率も低下し、日

本の輸出の中でウェイトの高いＩＴ関連財の 終

的な仕向け地をみても米国のウェイトは低下して

います。そういう意味で、米国経済の影響を受け

ないわけではありませんが、米国以外の国の経済

の持つダイナミズムが世界経済を引っ張っていく

要素もあると考えています。世界経済は、全体と

しては減速していくと考えていますが、米国経済

だけで判断するほどには多分減速しないだろうと

みているということが、今申し上げた議論の理由

です。 

 もう一つのリスク要因は金融資本市場の動向で

す。日本のバブル崩壊以降をみてもそうですが、

常に悲観と楽観を繰り返し、段々と悪くなってい

きました。米国の場合も、去年の夏に問題が発生

し、当初はそれほど深刻な見方でなく後から振り

返ると楽観的な見通しでしたが、それが悲観方向

に行き、足許ではまた、一部の金融機関の人から
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大きな危機は過ぎ去ったという見方も出ています。

こういう大きな金融市場の混乱の時には必ず悲

観・楽観が繰り返されますので、米国の場合、住

宅価格の調整がまだ終わっていないため私自身は

慎重にみていますが、これも一つのシナリオで固

定的に考えることはやはり不適当だろうと思いま

す。そういう意味で、今回はかなり慎重にみてい

ますが、極端に悲観的な見通しで金融政策運営を

行なっていくことではなく、責任ある政策当局者

として、標準的見通しとそのリスクというように

判断しているということをお示しました。 

長谷部委員 先ほど、 後に透明性ということを

おっしゃったんですが、インフレターゲット論は

ともかく、何か外部が、あるいは市場が、日銀の

政策判断のよすがになる、基準という言葉は日銀

は多分嫌いだと思いますけれども、そういう何か

あったほうが、我々は判断しやすいというふうに

思います。これについてはまた、お時間があれば

聞きます。 

 具体的に、経済の状況をお聞きしたいんです。

新興国の話をされました。いま、デカップリング

というのは、あれはうそだったんじゃないかとい

うコンセンサスというか、むしろそういう見方の

ほうが強いように思います。日銀は、いまのお話

でも、この間の展望リポートもそうですが、割と

デカップリング論に立っている感じがいたします。

そういうことでよろしいんでしょうか。 

白川総裁 デカップリング論という議論は、人に

よって議論する内容が違っていると思います。仮

にデカップリング論が、米国経済が大きく後退し

てもその影響が他の地域に及ばないということを

意味するのであれば、そういう意味でのデカップ

リング論は成立しないと思います。他の条件が同

一で米国が落ち込んだ場合に他の地域に影響しな

いというような意味でのデカップリングは、これ

だけ経済が互いにリンクする中では成立しないと

思います。 

 問題は、世界の経済の動きをどのようにみるか

ということだと思います。米国だけが一つの極で、

米国だけが全ての動きを引っ張っているような場

合には、確かにデカップリングかどうかという議

論は意味がありますが、現在は、世界経済がグロ

ーバル化してきて極が一つだけではなく、複数の

極ができてきています。例えば、新興国、エマー

ジング諸国、資源国等と考えてみますと、経済が

グローバル化しそれ自体が成長の大きな源泉にな

っている面もあります。そういう意味で、デカッ

プリング云々というよりは、世界の極をどのよう

にみるかということだと思います。問題は、世界

経済の動きをみる場合に、米国だけでみるのか、

あるいはそれとは別の動きも合わせてみるのかと

いうことだと思います。 

長谷部委員 次は、資源価格の上昇とインフレで

す。まず国内の状況ですけれども、展望リポート

で、政策委員の中央値は１％だったと思います。

１％というのは、まさにいまの足元のＣＰＩ、消

費者物価とほぼ同じです。 

 それで、これはいま、２０兆とか３０兆とかい

われているらしいですが、資源価格の上昇による

所得移転があって、それを企業部門が主にかぶっ

て、つまり、転嫁はさほど進んでいない、全体と

してみれば。そういう状況ですでに１％。これか

ら多分転化が進むんだろうと思います。それでも

なお１％だというところがちょっとわかりにくい。 

 それともう一つ。インフレの話ですが、世界的

な状況として、９０年代、ディスインフレでした。

福井前総裁はグローバル経済がこういう資源高と

いう状況を招いたが、グローバル経済の持続可能

性というのに疑問符がつくような状況ではないか

とおっしゃったように記憶としています。けれど

も、どうもパラダイムシフトといいますか、工業

品に対する一次産品の相対価格という見方も成り

立ちますが、世界経済の様相がどうも変わった。

ディスインフレからインフレにですね。日本にい

るとわかりませんけれども、そういう状況になっ

たと私なんかは思うんです。その辺の総裁の見方

についてうかがいたい。 

白川総裁 物価上昇率を考えた場合に大きく言

って３つの議論があります。１つは国内の需給を

どのように考えるかということですが、先程申し

上げたように需給バランスはほぼ均衡し、先行き

もほぼ潜在成長率並みの成長ということであれば、
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需給バランス的には物価を上げる方向でも下げる

方向でもないだろうと思います。 

 次に、海外からの輸入価格、エネルギー・原材

料・食料品価格は、大変な勢いで上がってきてい

ますが、輸入物価の上昇が国内物価にもそれなり

の転嫁がされていくのかどうかという点が、２つ

目の要因です。 

 ３つ目の要因は予想インフレ率です。これだけ

輸入品が上がっても、国内での物価がそれ程上が

らないという前提を置いているのは、これは予想

インフレ率がそれ程上がらないという前提を置い

ているわけですが、それでは予想インフレ率は何

によって決まっているかと言うと、結局、過去長

い間物価がどのような動きを示したかという人々

の物価観が指摘できると思います。長い間、物価

が上がらないという状況が続きましたから、この

状況が今後も続くという人々の見通しは大枠では

まだ崩れていないと思います。そういう中ではな

かなか物価は上がらないということでしょう。し

かし物価が段々と上がってくると、人々の予想も

少しずつ変わってくると思います。現実に、身の

回り品で購入の頻度の高いものが随分と上がって

きています。こうなると、家計の予想インフレ率

も少しずつ変化し、その結果、従来は通らなかっ

た製品価格の引き上げが段々と通っていく可能性

も出てきます。 

 そういう意味で、予想インフレ率がどのように

なっていくのかが重要なポイントです。物価につ

いては、予想インフレ率が上方に変化し、その結

果、見通し以上に上がるリスクも十分意識してい

きます。繰り返しになりますが、予想インフレ率

の動向を注意深く見ていく必要があると思います。 

 次に、世界の物価の流れがディスインフレから

インフレに変わったのではないかというご指摘で

すが、この２０年間の世界の物価上昇率は下がり

ましたが、この理由の１つとして、グローバル化

の進行があったと思います。以前は計画経済であ

ったところが市場経済に移行したわけですから、

労働集約的な財を中心に価格が大きく下がって、

これが先進国等の物価下落の圧力として働きまし

た。しかしグローバル化がずっとこのペースで続

くわけではありません。エマージング諸国の輸出

が増えてくるということは、それらの国の所得水

準が上がり需要が高まってくることですから、当

初は供給が先行するかもしれませんが需要が追い

ついてきて、どこかでグローバル化の臨界点を迎

えると思います。その点、数年前からそろそろグ

ローバル化のとりあえずの臨界点が近づいてきて

いるのではないかとの問題意識が持たれていると

思います。 

 近の商品市況の上昇をみますと、そういう臨

界点に近づいているのではないかという気がしま

す。ただ全面的にインフレになっていくのかどう

かという点では、 終的には中央銀行の金融政策

に絡んできます。物価上昇圧力の下で中央銀行が

終的にどのような金融政策をとって行くかとい

うことが、物価の動向を規定していくことになる

と思います。 

長谷部委員 まさにいまの 後のところが次の

質問なんですけど、サブプライム問題等で経済が

減速しているアメリカは、ほぼ０％成長、そうい

う中での物価上昇局面で、臨界点とおっしゃいま

したが、そういうのが近づいたと判断されても、

果たして金利を上げられるのかどうか。スタグフ

レーションがみえている状況の中で、上げられる

のか、金融政策の方向はどっちになるんだろうと

いうのがわかりにくいんですが、そこは何か方向

感というのはあるんでしょうか。 

白川総裁 それは日本ですか、それともアメリカ

ですか。 

長谷部委員 金融政策全般でいいと思います。日

本はまだ上がっていないですから。 

白川総裁 ご質問の点は、各中央銀行が現在もっ

とも頭を悩ませている問題です。現在起きている

価格上昇が、仮に供給面による純粋に一時的な上

昇であると仮定した場合とそうでない場合で対応

が変わってくると思います。教科書風に言います

と、もしこれが１回限りの石油価格の上昇である

とすれば、確かに物価上昇率は上がってきますが、

それに対して金利を上げるということは必ずしも

適切ではないということです。石油価格の上昇に

よって購買力が移転すると景気も悪化するわけで

すので、そういう状況下では金利を上げていくと
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いうことではなく、金利は据え置くことが多分適

切だということだと思います。 

 かつてのＯＰＥＣによるカルテルの強化、ある

いはどこかの油田で事故が起きたような場合には

１回限りの石油価格の上昇ということになるので

しょうが、問題は、現在起きている石油価格の上

昇、国際商品市況の上昇は多分そういうものでは

ないということだと思います。経済のグローバル

化でエマージング諸国が大きく拡大し、一方で需

要が大きく高まっているということが、商品市況

の上昇に繋がっていると思います。そうすると、

純粋に供給ショックということではなく需要ショ

ックでもあり、これがどの程度続くかということ

を見極める必要があります。 

 なぜ中央銀行が物価の安定を目指すのかといい

ますと、物価の安定を通じて 終的には経済の持

続的な成長を実現することに貢献するためです。

そういうことだとしますと、現在起きている原油

価格の上昇、それによる物価の上昇にどのような

制度のもとでどのように対処すべきかということ

になると思います。現実にこの１年間の中央銀行

の対応ははっきり分かれています。アメリカ、カ

ナダは金利を下げ、ＥＣＢは金利を据え置き、オ

ーストラリア、スイスでは金利を引き上げていま

す。これはそれぞれの国で先程申し上げた要因を

どのように評価をするかということで変わってい

ます。従って、原理原則を踏まえた上で、現時点

では各国の状況に応じて判断をするしかないと思

います。 

長谷部委員 サブプライムの問題ですが、ロンド

ンの株価なんかをみると、一段落したのではない

かという見方もあるようです。けれども、ロンド

ンの市場金利なんかをみると、高どまりしていて、

金融機関によってはなかなかお金を取りにくいと

いう状況にあるようです。 これをみると、まだ

まだ信用不安はおさまっていないという気もしま

す。そこはどうみておられますか。 

白川総裁 先日ＢＩＳの会議に出席しましたが、

この問題は中央銀行間で一つのテーマとなってい

ます。株式市場やクレジット市場をみてみますと、

状況が少し改善していますが、銀行間の資金繰り

の場である短期金融市場では引き続き緊張がみら

れる状況です。どこをみてどう判断するかについ

て、誰も正解を持っているわけではありませんが、

私自身は 終的に今回の問題の発端となった住宅

価格の下落が止まっているかどうかが１番大きな

ポイントではないかと思っています。 近発表さ

れた米国の住宅価格の指標では、下落が止まると

いう兆しはみられていません。こういうもとで、

金融機関は自分自身の持っている資産の価格が正

確には分からず、どの程度自己資本が必要かもわ

からない状況です。自らがそのような状況であれ

ば、お金を貸す相手の金融機関に対しても、やや

慎重になるということは理解できる動きです。そ

う考えると、短期金融市場における動きを注視し

てはいますが、現状はまだ途中であり、決め打ち

せずにみていきたいと思います。 

長谷部委員 後に金融政策の基本的な考え方

をおっしゃいましたので、その辺に質問を移した

いと思います。リスクバランスチャートというも

のをお出しになった試みは非常におもしろいと思

うんです。けれども、これはおっしゃりにくいの

かもしれませんが、３月までの福井さんの時代の

金利上げの方向観とか、生産・所得・支出の好循

環というシナリオ（これは年明け以降、減速感は

アメリカも含めてはっきりしていたように思うん

ですが）を、ちょっと疑問に思っていましたけれ

ども、もしこれについてのご感想があれば。あと

リスクバランスチャートということを出すことに

よって、さっきの透明性の話にかかわると思いま

すけれども、経済の判断についての柔軟性といい

ますか、選択肢が広がったような気がします。そ

の辺を福井さん時代の判断への感想も含めて、も

う少し話していただければと思います。 

白川総裁 ３月に国会で指名を頂く以前は、私は

大学教授としての生活を送っておりましたので、

それ以前のことを十分に知っているわけではあり

ません。ただ、景気の動きをみていた立場からお

話しますと、新しいデータが入る度に少しずつ景

気見通しを修正していくこと自体は、自然なプロ

セスだと思います。生産・所得・支出の３点から

経済を点検していくと、段々に弱くなっていった

というのがこの半年間の動きであっただろうと思
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います。４月初に短観が公表され、 終的に展望

レポートの表現になったと自分自身は理解してい

ます。 

 リスクバランスチャートは、中央銀行が金融政

策を行う時の判断の仕方を非常に正直に出してい

るという感じがします。つまり標準的な見通しの

一方でリスクがあり、そのリスクを的確に表現を

しようということです。これは一つの大きな進歩

だと思います。ただ自分自身でこれで十分かとい

うと必ずしもそうではありません。例えばチャー

トは、向こう１年間、あるいは２年間どうか、い

つ何が起こるのかということを表現しているわけ

ではありません。先ほどアメリカの住宅ローンの

話をしましたが、住宅価格がいつ崩壊するかは誰

も分かるものではありません。これは非連続的な

動きであり、平均値でもありません。各国の中央

銀行が金融政策の説明上困っていることの１つは、

そのような実体経済と金融が複雑に絡みあって、

ある日突然変化が起きることです。こうしたこと

は、既存の枠組みの中でなかなか説明しにくいも

のでありますが、しかし現に直面する状況であり

ます。 

 そういう意味で、中央銀行の金融政策の説明の

仕方についてもまだ工夫の余地があり、工夫の仕

方を巡っては日本銀行を含めて各国の中央銀行は

競争しているという感じを持っています。２年前

に日本銀行は「物価安定の理解」を発表しました

が、ＦＲＢが去年の秋に発表した新しい透明性の

向上策をみますと、日本銀行が行ったある部分が

ＦＲＢの政策に投影されているようにも思われ、

お互いに影響しあっているという感じがします。

日本銀行も金融政策の説明の仕方という面で、各

国中央銀行の先頭を切っていきたいと思います。 

長谷部委員 ありがとうございます。私の質問は

終わります。 

船橋企画委員長（司会） それでは、時間がまだ

少し残っております。会場から質問を受けたいと

思います。挙手をお願いします。質問の前にお名

前、所属もおっしゃってください。 

質問 総裁就任１カ月、その後Ｇ７等もございま

したけれども、この間の率直なご感想、総裁にな

られる前、なられた後、どう変わったのか、感想

をいただければと思います。 

白川総裁 色々な感想があり一言では言い表し

にくいのですが、総裁になる前は、大学で教師と

して、金融政策あるいは中央銀行論を教える仕事

をしており、 若い人に自分の経験を踏まえて学問

を教えるのは充実した仕事だと感じておりました。

それから一転して日本銀行に戻ることになりまし

た。副総裁から総裁代行、さらに総裁となり、非

常に当惑しました。ただ、日本銀行の総裁という

非常に責任の重い仕事を任された以上、この責任

をしっかり果たしていこうと、毎日懸命に仕事を

しているうちに１か月がたったというのが率直な

印象です。 

 日本銀行に戻ってあらためて感じたことは、日

本銀行というところは金融、経済に関する膨大な

情報が集まっているところだということです。ミク

ロ、マクロ、実体経済や金融に関する情報、海外

の中央銀行からの情報なども含めて、様々な情報

が入ってきます。それらの情報すべてが同じ方向

を向いているわけではありません。これらの情報

から１つのシナリオを作り、 政策を実行、説明し

ていくことになります。これらの情報を 大限使

って、日本銀行に任せられた仕事をきっちり遂行

していくことの責任を強く感じているところです。 

質問 金融政策について、お聞きしたいと思いま

す。上振れリスク、下振れリスク、両方について、

ご説明ありましたけれども、下振れリスクが顕在

化した場合の政策対応、政策余力というか、それ

があるのかどうか、ということが気になる。上振

れリスクについては、一つの手段として金利を上

げればいいわけですが、下振れは 0.5％しかない。

白川さんは、以前から、日銀がこれまでとってき

たゼロ金利あるいは量的緩和政策については、必

ずしも全面的に賛成されてきたわけではないとは

思うんですが、大学に移られて、その辺はそうで

もなくなったのかどうかわかりませんが、中央銀

行が政策制約を持っているということになると、

市場の反応も変わってくると思うんです。特に下

振れリスクについての政策制約というのはあるの

かないのか、お聞かせください。 
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白川総裁 先程、金融政策の効果を評価するには、

無担保コール翌日物だけでなく、幅広く金融環境

をみていくことが大事ではないかと申し上げまし

た。金融政策の持っている力をコールレートだけ

で評価すれば、確かに０．５％しかなく、もっと

引き下げ余地のある中央銀行と比べ日本銀行の政

策余地が狭いと言えば、その通りだということに

なります。しかし、金融政策の効果は、必ずしも

短期金利だけでは分かりません。仮に、先行き経

済が弱くなってくると人々が思い始めると、中長

期の金利も下がってきます。また、仮に予想イン

フレ率が高まれば実質金利は下がってくるわけで

す。この１年をみても、実質金利は下がってきて

います。また、日本では信用スプレッドは幸いあ

まり拡大していませんが、これは、中央銀行が金

融市場の安定性を保つめに努力していることも影

響しています。このように、金融政策の効果を翌

日物の金利水準だけで判断するのは必ずしも適切

ではないと思います。 

質問 日銀の独立性の問題なんですが、金融政策

面では独立性は相当……私も日銀法改正委員の一

人で、いろいろ議論したんですが、これは非常に

スムーズに行っていると思うんですが、総裁不在

というこの事態は、当時は全く予想しなかった。

これは非常に異常なことで、ですから、日銀法の

改正は、この機会に必要だと思うんですが、その

辺はどういうふうに考えておられますか。 

白川総裁 今回、副総裁、審議委員が空席となっ

ていることは異常な事態だと思っており、出来る

だけ早く相応しい方を選んで頂きたいと強く思っ

ています。 

 日銀法改正に関しては、中央銀行は安定的な金

融環境を提供するという点で国際的な競争を行っ

ていると思いますが、そのために相応しい制度的

な設計のもとで中央銀行が存在するということは

非常に大事なことだと思います。経済金融環境は

常に変化するものであり、各国の中央銀行制度も

変化してきていますから、中央銀行法も変化に応

じて、議論していくことが重要だと思います。中

央銀行の独立性は一国の経済の基本であり、中央

銀行のガバナンスの制度をどうするかも大事なこ

とです。それだけに私は拙速に議論して決めるの

ではなく、根本から議論し、合意を得ることが重

要だと思います。 

 ９８年に新日銀法が施行されましたが、その後

色々な変化が起きています。 近、国際通貨基金

が各国の中央銀行の独立性についてレビューした

ものを書いていますが、ずいぶんと変化が起きた

と思っています。繰り返しになりますが、この課

題は拙速でなく、十分に議論しながら取り組んで

いくべき課題だと思います。 

船橋企画委員長（司会） ありがとうございました。 

 それでは、これで記者会見を終えたいと思いま

すけれども、恒例によりまして、クラブから記念

品を贈呈したいと思います。 

（文責・編集部） 


