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要約 

リーマン・ショックを機に、日米などの先進国で短期名目利子率をゼロにまで同時に引き

下げる事態が起きた。Eggertsson の流動性の罠の定義を用いると、流動性の罠とは短期名

目利子率がゼロの状態であり、故に世界的な流動性の罠に陥ったといえる。リーマン・ショ

ック後、様々な金融政策や財政政策を講じても景気の停滞から抜け出せていない日米の現状

に、世界的な流動性の罠を考慮に入れ私たちは新たな政策提言を行う。 
 第 1 章で Eggertsson の流動性の罠を用いて、現在日米が流動性の罠に陥っていることを

指摘する。そして、リーマン・ショックで受けた影響を緩和し経済を立て直すためには、流

動性の罠を考慮に入れた経済政策が必要である。現在の日本の財政難を鑑み、金融政策を講

じることを私たちは主張する。 
 第 2 章では本稿の先行研究をとりあげる。まず、先行研究である Fujiwara, et al.[2011]
では、New Open Economy Macroeconomics Model を用いて 2 カ国の消費者効用の和であ

る世界効用を最大化するような 2 カ国の政府を想定し、2 カ国同時に流動性の罠に陥った状

態(Global Liquidity Trap)における最適金融政策を導き出している。流動性の罠の可能性を

考慮に入れた場合、ラムゼイ均衡を達成するターゲティング・ルールは相対的リスク回避度

σに応じて相互依存関係が生じる。相対的リスク回避度σ>1（2 国間の財は代替財の関係に

ある）の場合、互いのターゲティング・ルールは同じ方向に影響する（第 1 期に流動性の

罠に陥ったことにより A 国がデフレになり、マイナスの産出量ギャップになることで最適

なターゲティング・ルールの目標値は下がる。そして、B 国にとっての最適ターゲティング・

ルールの目標値も A 国の影響を受けて下がる。）。一方、相対的リスク回避度σ<1 の場合、

互いのターゲティング・ルールは逆の方向に影響する。故に、2 国間の相互依存関係は相対

的リスク回避度σが定まることによって明らかとなる。そして、本稿では日米の相対的リス

ク回避度σの推定値として Braun and Nakajima[2011]及び Okubo[2009]を参考にする。

Braun and Nakajima[2011]では IES（相対的リスク回避度の逆数）が小さい値であること

が論じられ、Okubo[2009]で日米の IES はおおよそ 0.2 であることが論じられている。 
以上の議論より、日米の政策当局が協調することによって流動性の罠に陥った状態におけ

る最適な金融政策というツール及び、流動性の罠から抜け出した状態において陥る可能性を

軽減させることのできるツールを日米が手に入れられることを本稿の第 3 章で政策提言と

して提示する。そして、協調するに際して生じるであろう問題点の提起と対策、及び今後の

課題を提示する。 
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はじめに 

本稿は、日本と米国が同時に流動性の罠に陥った状況を打開するために必要な最適金融政

策について模索し、両国が協調して PLTR ルールを採用することが最適であることを

Fujiwara, et al. [2011]等の先行研究を参考にしながら示した。 
第１章では、現状分析として、リーマン・ショックとその後日米で採られた経済政策につ

いて述べる。そして、まだ経済が完全に立ち直っていないことから、それらの経済政策だけ

では不十分であることを示す。そして本稿における流動性の罠の定義を明確にし、現在日米

が流動性の罠に陥っていることを示す。その結果を踏まえた上で、現状に合った経済政策は

財政政策ではなく、金融政策であることを示す。その金融政策については、複数国が同時に

流動性の罠に陥ったことを想定し、その状況下における最適金融政策を研究した論文である

Fujiwara, et al. [2011]を先行する研究として参考にした。その理由は、Fujiwara, et al. 
[2011] は、2007 年以来の金融危機によって日本に続いて米国や英国も政策金利を引き下

げ、先例のない global liquidity trap の状態になったことを受けて書かれたものであるか

らである。 
 続く第 2 章では、Fujiwara, et al. [2011]の論文に基づき、そのモデル内で使用されてい

るσ（異時点間の代替の弾力性の逆数、または相対的リスク回避度）の値が最適金融政策を

知る上で重要な指標となることを明らかにする。そしてσ＞１の条件の下では、両国の金融

政策が同じ方向に動くので、協調政策を取るのが最適となることを示す。 
第 3 章では、Fujiwara, et al.[2011]で使用されているパラメータの一つであるσの大きさ

について論考し、σ>1（σ：異時点間の代替の弾力性の逆数、または相対的リスク回避度）

となるという結果を得た。Fujiwara, et al.[2011]では政策の具体的記述が欠けていた。また、

相手国との協調が始めから仮定されており、協調のためのインセンティブなどへの言及がな

い、など現実的妥当性に欠ける点もまだ残されている。そこで Fujiwara, et al.[2011]の政

策的含意に、現実的妥当性を加えることを試みた。第 1 章では世界は同時的に流動性の罠

の状態に陥っていることを論じた。日本を始めとして世界経済は、この流動性の罠の状態下

での金融政策の在り方を模索していたが、本稿は Fujiwara, et al.[2011]に関する議論から

得られた結論より、企業物価指数のプライスレベルターゲティング・ルール(PLTR)を、日

米双方で協力して行うことを政策提言とする。これにより、世界的な流動性の罠の状態下に

おける金融政策の方向性を示すことができた。 
本稿の政策提言を採用することにより、流動性の罠に苦しむ世界経済は新たな金融政策の

可能性を発見する。 
 第 4 章においてはこれ以前の章の議論を踏まえ、本稿の結論を述べる。 
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第1章 現状分析        

―流動性の罠に陥った世界経済― 

 2008 年 9 月に発生したリーマン・ショック以降、世界に金融恐慌が広まった。それに対

して、各国では様々な経済政策が施行されてきた。日本・米国もまた然りである。しかし、

日米両国とも完全な立ち直りはみせておらず、引き続き政策を打たなければならない。とこ

ろが、ここで気を付けなければならないことがある。それは、日本が流動性の罠に陥ってい

る可能性が高い、ということだ。さらに、これから複数ヶ国同時に流動性の罠に陥る可能性

もあるため、現在は陥っていない国でも警戒をしておく必要がある。従って、新たに政策を

講じるとして、それは流動性の罠の下でも通用するものである方が良い。理論上は財政政策

がより有効だが、多額の財政赤字を抱える日本にそんな余裕はあるのだろうか。かといって、

有効な金融政策はあるのだろうか。 
本章の構成は以下のとおりである。第 1 節では、リーマン・ショックとその後日米で採

られた経済政策について述べる。そして、まだ経済が完全に立ち直っていないことから、そ

れらの経済政策だけでは不十分であることを示す。続く第 2 節では、流動性の罠について

述べる。本稿における流動性の罠の定義を明確にし、現在日米が流動性の罠に陥っているか

否かを検証する。その結果を踏まえた上で、第 3 節では、現状に合った経済政策は財政政

策なのか、それとも金融政策なのか、過去の研究を紹介しつつ模索する。最後に、第 4 節

で本章のまとめをし、この論文の方向性を明らかにする。 

第1節 リーマン・ショック 
 
 この節では、まずリーマン・ショックの概要を説明する。そして、リーマン・ショック以

降に講じられた日米の経済政策について述べ、それらの政策がいまだに成果を挙げられてい

ないことを示す。 

第1項 リーマン・ショックとその影響 
2008 年 9 月、世界に衝撃が走った。米国大手投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻した

のである。これは、住宅価格の上昇を背景にサブプライム・ローンとして住宅ローンの貸し

出しが盛んに行われていたものの、住宅価格の下落とともに返済が滞り、サブプライム・ロ

ーン証券化商品として世界中で取引されていた債券が焦げ付いたことが原因である。さら

に、格付け会社はリスクの高い証券と低い証券を混ぜた商品を比較的安全と格付しており、

サブプライム・ローン証券化商品がどこに存在するのか不透明であった。そのため、焦げ付

きが起きるとともに、金融不安が世界中に広まった。リーマン・ブラザーズが破綻したのは、

サブプライム・ローン証券化商品を大量に保有していたため、焦げ付きによって大きな資産
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の損失を被ったからである。欧州の金融機関もこのサブプライム・ローン証券化商品を多く

保有していたことから、金融不安は欧州へも飛び火し、被害も大きかった。この一連の金融

恐慌がリーマン・ショックである。特に米国に関しては、他にも大損失を被った大手金融が

多く、救済するか否かで政治及び経済界が混乱し、消費者不安を増大させるなど実体経済に

影響が出た。 
一方、日本は欧米とは異なり、あまりサブプライム・ローン証券化商品を保有していなか

ったため、リーマン・ショックの直接的な被害はそれほど大きいものではなかった。しかし、

主要貿易相手国である米国の不況による輸出国の消費の減少、米国経済への不安、FRB の

量的緩和政策によるドル安傾向、さらには円高の長期化で輸出が減少し、日本も間接的なリ

ーマン・ショックの影響を受けたといえる。以下の図 1、2 より、リーマン・ショックによ

る実質 GDP の下落は日米共に顕著であり、今回の金融恐慌が実体経済へも大きく影響した

ことが分かる。 

【図1 実質GDPの推移(日本)】１１

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
１１ 内閣府より作成(2011 年 11 月 16 日データ取得) 
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【図2 実質GDPの推移(米国)】１２

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第2項 リーマン・ショック以降の日米の経済政策 
リーマン・ショックの影響を受け、日本では表 1 に示される財政政策が施行された。2008
年には立て続けに 3 つの政策が切れ目ない連続的な政策として実行され、事業費は総額 75
兆円程度にまで及んだ。2009 年 7 月の内閣府の発表では、2008 年来の経済対策と効果に

ついて、「景気は厳しい状況にあるものの、経済対策の効果もあり、このところ持ち直しの

動きがみられる」１３

 金融政策は、一貫して緩和の姿勢が保たれている。無担保コールレートを段階的に引き下

げ、2010 年 10 月からは事実上のゼロ金利政策が導入された。同時期には、2009 年 12 月

から開始された固定金利方式の共通担保資金供給オペ(固定金利オペ)と買入資産とを合わ

せた資金買入等の基金が創設された。当初 35 兆円程度だった規模は、今では 55 兆円程度

まで増額されている。CP・社債も買入れが行われ、長期国債に関してはその買入額は結果

として年間 14.4 兆円から 21.6 兆円に増額された。また、円高への歯止めをかけるため、日

銀はこれまでに計 4 回の為替介入を実施した。しかし、この為替介入の効果は見られたも

のの、一時的なものにとどまり、未だに円高が続いている。 

としている。2009 年 4 月には「経済危機対策」が実行され、ここでは

家電エコポイント制度・住宅エコポイント制度が注目を浴びた。同年 12 月以降の政策は円

高・デフレ脱却をより強く意識している。2010 年からは「新成長戦略実現に向けた 3 段構

えの経済対策」をステップ 1、「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」をステップ

2、「円高への総合的対応策」をステップ 3 とする 3 段構えの政策が行われ、その全ての政

策において、0.3～0.6%の実質GDP押上げ効果と 20～50 万人程度の雇用創出・下支えを見

込んでいる。とはいえ、日本は先進国最悪の政府債務比率を抱えており、全体的に緊縮的な

財政政策である。 

 
 
 

                                                      
１２ FRB より作成(2011 年 11 月 10 日データ取得) 
１３ 内閣府[2009] 
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【表1 日本の財政政策・金融政策】１４

 
 

財政政策 金融政策 
2008 年 【8 月】 

「安心実現のための緊急総合対策」 
発表（国費 1.8 兆円） 

 

【9 月】リーマン・ショック発生 
【10 月】 
「生活対策」発表 
（国費 5.0 兆円） 
【12 月】 
「生活防衛のための緊急対策」発表 
（国費 5.2 兆円） 

【10 月】 
利下げ（0.5→0.3%） 
基準貸付利率引下げ（0.75→0.5%） 
補完当座預金制度の導入 
【12 月】 
利下げ（0.3→0.1%） 
基準貸付利子率引下げ（0.5→0.3%） 
長期国債買入れ増額 
（年 14.4→16.8 兆円） 

2009 年 【4 月】 
「経済危機対策」発表 
（国費 15.4 兆円） 
【12 月】 
「明日の安心と成長のための緊急経済

対策」発表 
（国費 7.2 兆円） 

【1 月】 
CP 買入れ開始 
【2 月】 
社債買入れ開始 
企業金融支援特別オペ開始 
【3 月】 
長期国債買入れ増額 
（年 16.8→21.6 兆円） 
【12 月】 
固定金利オペ開始（10 兆円） 

2010 年 【9 月】 
「新成長戦略実現に向けた３段構えの

経済対策」発表 
（国費 0.9 兆円） 
【10 月】 
「円高・デフレ対応のための緊急総合

経済対策」発表 
（国費 5.1 兆円） 

【3 月】 
固定金利オペ増額（10→20 兆円） 
【6 月】 
成長基盤強化支援資金供給の導入 
【8 月】 
固定金利オペ増額（20→30 兆円） 
【10 月】 
利下げ（0.1→誘導目標「0.0～0.1」%） 
※事実上の「ゼロ金利政策」導入 
資産買入等の基金創設（35 兆円） 

2011 年 【10 月】 
「円高への総合的対応策」発表 
（国費 2.0 兆円） 

【3 月】 
資産買入等の基金増額（35→40 兆円） 
【6 月】 
成長基盤強化支援資金供給における

貸付枠追加 

【8 月】 
資産買入等の基金増額（40→50 兆円） 
【11 月】 
資産買入等の基金増額（50→55 兆円） 

                                                      
１４ 岡田[2011]，内閣府(2011 年 11 月 16 日データ取得)，日本銀行(2011 年 11 月 10 日データ取得)より作成  
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一方、米国では次に述べる政策がとられた。代表的な財政政策として、オバマ政権下で成

立した「景気対策法」がある。その内容は、2019 会計年度までの減税(総額 2,128 億ドル)、
2019 会計年度までの歳出の拡大(総額 5,753 億ドル)、連邦債務上限の引上げである。目的

は、雇用の創出・維持、不景気の影響を最も受けた人の援助、科学・医療分野の技術的進歩

の促進に向けた投資、交通・環境保護・その他インフラへの投資、州および地方政府の予算

安定化等、多岐にわたる。実際の効果から、自律的な成長を実現するには現時点では力不足

とされている。GDP ギャップが解消に向かうのは 2014 年以降、失業率が自然失業率まで

安定するのは 2015 年以降という計算結果も出ており、追加的な景気対策が必要との見方が

強い。 
続いて金融政策として、政策金利の引き下げ、二度にわたる量的緩和政策、銀行間におけ

る流動性供給の拡大が主に挙げられる。政策金利に関しては、FRB の 2008 年夏以降の切

り下げ幅は累積で 1.75%におよび、誘導目標はこれまでの水準から 0.00~0.25%に切り替え

られた。量的緩和政策に関しては、その目的を金融危機の解消および深刻な景気後退とデフ

レの阻止としている。FRB は 1 回目の量的緩和政策(QE1)で約 1.75 兆ドル、2 回目の量的

緩和政策(QE2)で約 6000 億ドルと、総額約 2.35 億ドルにも及ぶ米国債等を購入した。銀行

間における流動性供給の拡大に関しては、様々な資本供給の拡充を通じて金融緩和の効果を

より浸透させることを目的としており、具体的には、ドル資金供給の拡充、ターム物を中心

とするオペのオファー頻度とオファー額の引き上げ、オペの適格担保範囲と証券貸出制度の

拡充、預金・貸出ファシリティの見直し等が行われた。この他にも、実体経済悪化の長引き

を阻止するために銀行及び他の金融資本市場の流動性を回復させる目的で、銀行債務保証と

公的資本流入、機能不全の目立つ特定市場での資産買取が行われた。以上の金融政策によっ

て米国金融市場は短期的に改善に向かった。しかし、実際には国債市場の流動性に回復はみ

られず、株価や為替レートも高水準のままであるなど、依然として国際金融資本市場の緊張

状態は続いている。 
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【表2 米国の財政政策・金融政策】１５

 
 

財政政策 金融政策 
2008 年 【9 月】リーマン・ショック発生 

【10 月】 
金融安定化法 
（最大 7000 億ドルの公的資金投入） 

【10 月】 
利下げ（2.0→1.5→1.0%） 
【11 月】 
自動車・カードローンなどを裏付けと

する ABS 市場向け融資 
（TALF、5000 億ドル） 
MBS・政府機関債の買入れ 
（MBS：5000 億ドル） 
（政府機関債：1000 億ドル） 
【12 月】 
利下げ 
（1.0→誘導目標「0.00～0.25」%） 
※事実上の「ゼロ金利政策」導入 

2009 年 【2 月】 
米国再生再投資法(ARRA)１６

（総額 8000 億ドル） 
 

【10 月】 
住宅購入支援の期限延長 

【3 月】 
長期国債買入れ（最大 3000 億ドル） 
MBS・政府機関債の買入れ増額 
（MBS：5000 億→1.25 兆ドル） 
（政府機関債：1000→2000 億ドル） 

【5 月】 
ストレス・テスト実施 
【10 月】 
長期国債買入れ終了 

2010 年 【3 月】 
雇用促進法（総額 180 億ドル） 
【8 月】 
州政府支援法（総額 260 億ドル） 
【9 月】 
中小企業支援法 

【3 月】 
MBS・政府機関債の買入れ終了 

【7 月】 
FRB 議長、追加緩和の可能性に言及 

【8 月】 
MBS・政府機関債の償還資金を米国債

に再投資 
【11 月】 
米国債の追加購入（6000 億ドル） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
１５ 岡田[2011]を基に作成 
１６ 本文中の「景気対策法」を指す 
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第3項 回復がみられない経済 
表 1，2 からも分かるように、日米両政府はこれまでに様々な政策を講じてきた。勿論、

それらはすぐに効果を出すというわけではない。しかし、現在も依然として厳しい状態が続

いている。日本では、リーマン・ショックのみならず、欧州における金融不安からの円高や

2011 年 3 月の東日本大震災の影響を受け、経済状況は改善したとは言い難い。また、アメ

リカのウォール街では、2011 年に失業率の高さや政府による経済政策に抗議する大規模な

デモが行われ、国民の直接的な不満が露わとなった。以下の図 3 は日米の完全失業率の推

移を表したグラフである。この図からも明らかなように、完全失業率は 2008 年から 2009
年にかけて上昇している。そして、今なおその率は高止まりしたままである。 

【図3 完全失業率の推移】１７

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上より、日米両政府で引き続き何らかの政策を講じる必要があることは明らかである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
１７ 日本：総務省統計局・政策統括官(統計基準担当)・統計研修所より作成(2011 年 11 月 15 日データ取得) 
  米国：IMF－World Economic Outlook(2011 年 9 月版)より作成(2011 年 11 月 15 日データ取得) 
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第2節 流動性の罠 
 
前節でみたように、日米両政府はショックの影響を軽減するために経済政策をとった。し

かし、今回のリーマン・ショックの影響は今までとられた経済政策のみでは対応しきれてお

らず、追加的な対応が必要であると私たちは考える。ここで注意しなければならないのは、

流動性の罠である。本節では、その流動性の罠についての定義を明確にし、原因を確認した

うえで、現在日米の両経済が流動性の罠に陥っているか否かを検証する。 

第1項 流動性の罠の定義 
流動性の罠という概念を最初に定義したのは Keynes[1936]である。ケインジアンの理論

によれば、名目利子率がゼロに達するとそれ以上貨幣供給量を増やしたとしても、産出量に

影響を与えることはないという結論が導き出される。この名目利子率に課される制約を

“zero lower bound”といい、名目利子率がゼロ下限に達している状態を流動性の罠という。 
より現代的な流動性の罠の考え方では、確率的動学一般均衡モデル(Dynamic Stochastic 

General Equilibrium Model)を用いており、その総需要の関係は一般的に代表的家計の最

大化問題から求められるオイラー方程式によって導かれる。以下は、総需要の関係を表した

期待 IS 曲線である。 

)( 11
e

sss

T

ts
tTtt riEYEY −−−= +

=
+ ∑ πσ          (1.1)  

tY は実質 GDP と潜在 GDP の乖離率または GDP ギャップ、 si は短期名目金利、 sπ は物価

上昇率またはインフレ率、 tE は期待値作用素、
e

sr は外生的なショックを表す。名目利子率

には非負制約が課される(以下、ゼロ下限制約と呼ぶ)。 
0≥si                 (1.2)  

このモデルでは現在の短期名目利子率がゼロだったとしても、ゼロ下限制約を受けなくな

る未来の金利に対する人々の期待を変えるような拡張的金融政策は有効である。つまり流動

性の罠が問題になるのは、現在の名目利子率がゼロ、かつ金融政策を行っても人々の期待に

全く影響を及ぼすことができない場合である。 
図 4，5 は日米の政策金利、国債利回りの推移を表したグラフである。日米ともにリーマ

ン・ショック以降、短期名目金利のみがほぼゼロの状態にある。故に、本稿における流動性

の罠 １８を短期名目金利がゼロの状況 １９

 以上から、日米共に流動性の罠に陥っていることが分かった。以下、本稿では日米共に流

動性の罠に陥っていることを前提に議論していく。 

と定義する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
１８ ケインジアンの定義した流動性の罠では、長期の名目利子率もゼロの状態を仮定してが、1990 年代後半に日本で起

きた状況や現在世界的に起きている状況は、短期の名目利子率のみがゼロの状態である。 
１９ Eggertsson[2008] 
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【図4 政策金利・国債の利回り推移（日本）】２０

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図5 政策金利・国債の利回り推移（米国）】２１

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
２０ 日本国債データ：財務省より作成(2011 年 11 月 1 日取得) 
  コールレート：日本銀行より作成(2011 年 11 月 10 日取得) 
  ※どちらも四半期に加工 
２１ FRB より作成(2011 年 11 月 10 日データ取得) 

※どちらも四半期に加工 
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第2項 理論的流動性の罠の原因 
次に、流動性の罠の原因について議論する。自然利子率とは、「価格が伸縮的な経済にお

いて財市場均衡を成立させる実質利子率」２２

enri π+=

のことである。フィッシャー方程式では以下

のように表わすことができる。 

              (1.3)  
i は政策金利（名目金利）を表し、

nr は自然利子率、そして
eπ は期待インフレ率を表す。

中央銀行は金融政策によって、
nr や

eπ の変動に合わせて等号が成り立つよう i を操作する。

しかし、i にはゼロ下限制約があるため、右辺が何らかの理由で負の値になったとしても左

辺はゼロとなり，フィッシャー方程式が成立しなくなる。その原因として、2点挙げられる。

1点目は、負の自然利子率である。仮に
eπ が正の値であっても

nr が十分に大きく下落する

と右辺がマイナスとなり、 0=i では対応できず名目利子率が自然利子率を上回るという現

象が起きる。その結果、産出量が自然産出量を下回り、これが物価の押し下げ圧力となる。

これは、Krugman[1998]以降の研究の多くで流動性の罠として扱われてきた現象であり、

この押し下げショックは一時的であるという考え方が主流である２３ nr。 の変動要因として

は、生産性上昇率の低下、人口変動、金融危機等に伴って生じる金融市場の機能低下などが

挙げられる。2点目は、デフレ予想である。
nr が正の値をとっていたとしても、人々が何ら

かの理由により物価が今後急速に下落するのではないかという期待した時、
eπ が大きく低

下し右辺がマイナスとなるのである。このように、ゼロ下限制約が存在するが故に、金融緩

和が不十分な状態となり、流動性の罠に陥るのである。つまり、流動性の罠の問題を解決す

るには、この不均衡をいかに改善するかということが重要なのである。 

第3項 今回の流動性の罠の原因 
 それでは、現在起きている流動性の罠の原因はなんだろうか。ここでは、フィッシャー方

程式を基に(1)期待インフレ率、(2)自然利子率という 2 点から検討する。 
 (1)期待インフレ率 
  ブレーク・イーブン・インフレ率は期待インフレ率の指標として用いられている。図 6

をみるとわかるように、日本は経済の悪化を受け期待インフレ率は大幅に負の値に落ち込

み、2011 年現在においてもゼロ付近のマイナス値でとどまっている。現在の日本の流動

性の罠に陥った現状は期待インフレ率が大幅にマイナスに陥ったことによる原因も考え

られる。次に、図 7 では米国の期待インフレ率の推移が示されている。見てわかるよう

に、2008 年後半期に期待インフレ率が大幅に下落するものの、米国は日本と異なり正の

値にとどまっている。つまり、米国の期待インフレ率は正の値である。故に、米国の流動

性の罠に陥った原因は期待インフレ率の下落とは言い切れない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
２２ 渡辺[2011] 
２３ 高村・渡辺[2006] 
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【図6 日本の期待インフレ率の推移】２４ 

 

 

【図7 米国の期待インフレ率の推移】２５ 

 
 
 
 

                                                      
２４ 日本相互証券株式会社(2011 年 11 月 16 日データ取得) 
２５ Board of Governors of the Federal Reserve System(2011 年 11 月 17 日データ取得) 
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 (2)自然利子率 
自然利子率の推計方法は未だ確立されておらず、今回のリーマン・ショックを機に具体

的にどれほど下落したのか、また日本と米国の自然利子率は負の値になったのかについて

は 断言できない。実際、測定方法として代表的な推計アプローチは、市場実質金利のフ

ィルタリングに基づくアプローチ、マクロモデル・潜在成長率ベースの推計アプローチに

大別される。より具体的には、前者は Hodorick-Prescott フィルター(HP フィルター)を
使うのが最も簡便な推計アプローチであり、後者は長期自然利子率を導出した最適成長理

論の基本アイデアに基づき、潜在成長率で近似する推計アプローチである。なお、潜在成

長率の推計は HP フィルター、あるいは生産関数から推計するアプローチがある。 
Laubach and Williams[2003]  の手法を参考に渡辺[2011]が試算したところによる

と、図 8 で示されているように自然利子率は 2009 年－4.3%程に下がり、2010 年に持ち

直すもののゼロ付近にある。一方米国は、2009 年に自然利子率が 0.9%程に下落し、2010
年も下落傾向を示している。さらに、渡辺[2011]によれば「日本や米国の中央銀行がゼロ

金利に踏み切った時期には自然利子率がかなり低い水準」 にあり、今回の金融危機発生

によって負の自然利子率が大きく下落し、ゼロ金利を必要とするような状況を引き起こし

たと解釈されている。 

【図8 日米の自然利子率の推移】２６

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 これらをまとめると、以下のとおりである。今回の米国発金融危機により日米 ２７

                                                      
２６ 渡辺[2011]で用いられたグラフを使用。これは、Laubach and Williams[2003]の手法を用いて渡辺が推計したもの

である。この推計方法は、「ミクロ的基礎付けがなくても過去のデータに基づく推定が比較的容易な構造モデル」に

基づいて、短期自然利子率の時系列を推定する。（小田、村永[2003]） 

の自然

利子率は大幅に下落したことにより、ゼロ金利を必要とする状態となった。期待インフレ率

に関しては、米国は数%の正の値をとり、日本はゼロに近い負または正の値をとると考えら

れる。これらを総合して考えると、米国は主に自然利子率の下落によって流動性の罠に陥り、

日本は期待インフレ率の下落、及び自然利子率の下落が原因で流動性の罠に陥ったと考えら

れる。 

２７ 英国等、ゼロ金利政策をとったような他の国々も同様のケースが考えられるだろうが、私たちの論文では日米に焦

点をあてていることから、詳細な記述、分析等は割愛する。 
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第3節 新たな経済政策 
 
 前節では、日米が流動性の罠に陥っていることが証明された。現在の経済状況を改善する

ため、世界的な流動性の罠の状況を鑑み、新たに講ずるべき経済政策を以下で検討する。 

第1項 最適財政政策 
理論上、流動性の罠に陥った場合においても、財政政策は有効である。ということは、講

じる政策はやはり財政政策の方が良いのだろうか。 
竹田[2002]では、物価水準の財政理論(Fiscal Theory of Price Level以下、FTPL)に基き、

デフレ下における財政政策ルールを議論している。このFTPLによれば、デフレ下ではリカ

ーディアン政策 ２８ではなく、非リカーディアン政策 ２９

 しかし、GDP を除く民間需要については財政政策の効果が低いと示す研究は多い。加藤

[2010]は、政府支出と民間需要の関係を検証した論文である。その中で、政府支出増加は民

間投資に負の影響を与えことがあると述べている。また、論文内で挙げられている先行研究

についても、それらの多くが財政政策に対する否定的な結果を確認している。さらに、財政

赤字についても分析しており、政府支出増加が最終的には財政赤字拡大をもたらすという結

果を導いている。このような状況下で、あえて財政政策のみに日本の景気回復の勝機を賭け

る必要はあるのだろうか。財政政策を完全に否定はしなくとも、それのみに頼ることに疑問

を抱く声もある。例えば、岩本[2002]は、ケインズ的な積極財政は、意思決定が合理的でな

い場合にかえって財政赤字を持続させる傾向にある点が難点であると説く。そして、財政に

よる経済安定化の役割は自動安定化装置に限定し、積極的な安定化政策は金融政策が主役と

なる政策割り当てが望ましいと結論付けている。 

が望ましいと分析している。そし

て、その条件として(1)局所的に非リカーディアン政策である(債務がある一定値を超えた場

合、債務に応じてプライマリー・バランスを調整し出す ) 、 (2) 時間的整合性 
(Time-Consistency) を満たすべく、人々の期待形成に沿ったコミットメントである、(3)イ
ンフレーション・ターゲティングの導入においては財政当局と中央銀行との協調が前提であ

る、という 3 点が挙げられている。つまり、竹田[2002]は、これらを満たす非リカーディア

ン政策はその効果が見込まれると考えている。 

 これらの議論と日本の財政難を踏まえると、流動性の罠の下での財政政策は有効であると

はいえ、最適ではないと考えられる。 

第2項 最適金融政策 
 流動性の罠に陥った状況下での金融政策については、これまでにも数多くの研究がなされ

てきた。代表的な研究に Eggertsson and Woodford[2003]が挙げられる。これらの研究によ

ると、ゼロ下限制約下における最適金融政策としては歴史依存的なインフレターゲティング

(History-dependent inflation targeting)が望ましいと考えられる。 
 歴史依存的なインフレターゲティングとは、将来において自然利子率の水準が正の領域に

まで上昇したときに名目利子率の水準を自然利子率よりも低くするとアナウンスする方法

である。ゼロ下限制約による自然利子率と実質利子率との乖離は、一般に産出量ギャップの

                                                      
２８ いかなる物価水準の経路に対しても政府の通時的な予算政策式が満たされる場合、その政策をリカーディアン政策

と呼ぶ (竹田[2002])。 
２９ 物価水準の調整がなければ政府の通時的予算制約式が満たされない場合、その政策を非リカーディアン政策と呼ぶ 

(竹田[2002])。 
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低下をもたらし、物価押し下げ圧力となると考えられている。(1.1)式をフォワードに展開

すると、 

)ˆˆ( 1
0

n
jtjtjt

j
tt riEx ++++

∞

=

−−−= ∑ πσ  

となる。この式によれば t期の産出量ギャップを決定するのは、 t 期に成立している無限遠

の長期実質利子率 )ˆ( 10 +++
∞

=
−∑ jtjtj t iE π が、対応する長期自然利子率からどれだけ乖離して

いるかである。すなわち、仮にインフレ率ゼロの下で t期の名目利子率がゼロ下限制約の存

在により自然利子率よりも高かったとしても、将来自然利子率が上昇したときに名目利子率

の水準を自然利子率よりも低く維持するとアナウンスすることで、市場がそれを織り込んで

長期金利が低下し、それによって産出量ギャップが改善するのである。Eggertsson and 
Woodford[2003]では、最適なインフレターゲティング・ルールが導出されている。 
 しかし、歴史依存的なインフレターゲティングが常に有効であるわけではない。

Eggertsson and Woodford[2003]によると、中央銀行がテイラー・ルールに従っていると、

目標インフレ率を上回るインフレ圧力が加わったとき中央銀行は金利の引き上げを行うだ

ろうと市場は予測する。したがって、物価を安定させることを中央銀行が目標としている場

合には金融政策は無効となる。また、Eggertsson[2006a]は、中央銀行が裁量的な金融政策

をとる場合、すなわち未来の政策を確約できない場合にも無効になると述べている。なぜな

らば、中央銀行はインフレを達成するためのコミットメントを行わないインセンティブを常

に持っていることになるからである。 
 Nakajima[2008]は、開放経済における流動性の罠に対する最適金融政策についての分析

を行っている。この分析では 2 国間モデルを使用し、一方の国が流動性の罠に陥っている

状況を仮定している。この分析によると、最適金融政策は名目金利のゼロ下限制約がバイン

ディングであるかどうかによって中央銀行の採るべき政策が変わることが示されている。ゼ

ロ下限制約がバインディングでないときの最適金融政策は閉鎖経済の場合と同様のインフ

レターゲティング・ルールで説明されるが、ゼロ下限制約がバインディングであるときのル

ールは相手国に依存する(international-dependent)。その場合の最適なインフレ、産出量ギ

ャップ、名目利子率の状態依存経路は Eggertsson and Woodford[2003]による閉鎖経済モデ

ルと似た道筋をたどる。そして、その経路達成するためには他国との政策協調が必要となる。 
 Nakajima[2008]では 2 国間の片方だけが流動性の罠に陥っている状況(“local liquidity 
trap”)を想定していた。一方、複数カ国が同時に流動性の罠に陥ったことを想定し、その状

況下における最適金融政策を研究した論文の一つとして Fujiwara, et al. [2011]がある。こ

の Fujiwara, et al. [2011] は、2007 年以来の金融危機によって日本に続いて米国や英国も

政策金利を引き下げ、先例のない global liquidity trap の状態になったことを受けて書か

れたものである。New Open Economy Macroeconomics (NOEM) モデルを用い、最適な金

融政策は相手国が「流動性の罠」状態か否かに左右されること、及び Producer Price Index 
(PPI) のターゲティングがシンプルでかつ最適な金融政策に近似できることを示している。 
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第4節 まとめ 
 
今回、リーマン・ショックによって明らかになったことがある。それは、日本だけでなく、

米国も今までにないほどの低金利となり量的緩和政策まで行ったことから、流動性の罠が日

本だけの問題でないということを証明されたということ、またこの問題が複数カ国同時に起

こりうることも示唆しているということである。 
本稿ではFujiwara, et al.[2011]で扱われた、開放経済下における複数カ国同時に流動性の

罠に陥った状態を研究対象とし、流動性の罠の状態において他国からどのような影響を受け

るのか、またどのような影響を与えるのかについて論じ、現在の状況の打開策、また将来起

こる可能性のある複数カ国同時の流動性の罠における打開策を検討する。 
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第2章 先行研究 

第1節 Fujiwara, et al.[2011]について 
  
私たちの論文の先行研究は、Fujiwara, et al.[2011b]である。先行研究では、New Open 

Economy Macroeconomics Modelを用いて、2 カ国(Home(H),Foreign(F))の消費者効用の

和である世界効用を最大化するような 2 カ国の政府を想定し、2 カ国同時に流動性の罠に陥

った状態(Global Liquidity Trap)における最適金融政策を導き出している。この最適金融政

策の特徴は、”History dependence”３０

世界効用最大化問題を動学IS曲線、動学フィリップス曲線、非負制約を条件として解く

ことにより求められたラムゼイ均衡は、流動性の罠に必ず陥らないという仮定をおいた場

合、以下のターゲティング・ルールによって達成される

と”International dependence”である。まず、”History 
dependence”は閉鎖経済下のみならず、Global Liquidity Trapにおいても重要である。 

３１

( ) 01
1,,, =−+ −tHtHtH xx

θ
π

。 

            (2.1)  

( ) 01
1,,

*
, =−+ −tFtFtF xx

θ
π  

tH ,π はHomeで作られた財の t期におけるインフレ率、
*

,tFπ はForeignで作られた財の t期
におけるインフレ率、 tjx , は { }FHj ,= の t期における産出量ギャップである。つまり、こ

れらのルールは、流動性の罠に陥らない限り、各国政府が自国のインフレ率及び産出量ギャ

ップのみに注意した政策をとればラムゼイ均衡を達成できることを示しているのであ

る ３２

( ) tHtHtHtH zxx ,1,,,
1

=−+ −θ
π

。しかし、流動性の罠に陥る可能性を考慮に入れた場合、(2.1)は成立せず、以下の式

が必要となる。 

            (2.2)  
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z
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,

, )(
φ
φ

              (2.3)  

 

                                                      
３０ 定義は前章参照。 
３１ 詳しくは Fujiwara, et al.[2010,2011b]を参照 
３２ Clarida, Gali, and Gertler[2001]によって指摘された特徴である。 

( ) tFtFtFtF zxx ,1,,
*

,
1

=−+ −θ
π
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 (2.3)を書き変えると以下のようになる。  
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j 国、 { }FHj ,= が流動性の罠に陥った場合は 0, >tjφ となり、陥っていない場合は

0, =tjφ となる。 0, >tjφ の場合、 tz に影響を与えることから、自国以外の変数にも目を向

けターゲティング・ルールを設定しなければいけないこととなる。 
前章で、日米がともに流動性の罠に落ちる可能性が十分に考えられること、また日本が流

動性の罠に陥っている可能性が高いことを指摘した。そこで、Homeを日本、Foreignを米

国とした場合、とある 1 期に日本が流動性の罠に陥った 11, =Hφ と仮定 ３３

Hz
して、          

と Fz がどのような動きをするかをFujiwara, et al.[2011]で用いられた例に当てはめて

みる。結果は以下の通りである。 

【図9 日米のターゲティング・ルールの変化 ( )11, =Hφ 】３４

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
３３ この分析では、 1=t の場合は 11, =Hφ 、それ以外の t 期には 0, =tHφ 、全ての t 期において 0, =tFφ と仮定している。 
３４ Fijiwara, et al.[2011b]の図を使用。 
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 図 9 の横軸は時間 tを表し、縦軸は jz の変化の値を表している。まず、日本Hでは、 1=t
に自然利子率が負の値にまで低下することにより ３５

01, <Hz
流動性の罠に陥り、デフレ及び負の産

出量ギャップが生じる。故に、 となる。この時点で日本政府が 2=t に 02, >Hz を

約束し、コミットすることでいくらかのインフレを起こし、産出量ギャップを正の値にする

ことができれば、”History dependence”の性質を活かしてショックを緩和することができ

る。一方、日本で起きた流動性の罠がいかに米国に影響するかというと、それはσの値で決

まってくる。図 9 によればσ>1 の場合、米国の最適ターゲティング・ルール tFz , は tHz , と

同じ方向に変化し、σ<1 の場合は逆方向に動く。σ=1 の場合は全く影響を受けない。先行

研究におけるσの値は、σ>1 はモデルとなっている 2 カ国で生産されている財が代替財で

あることを示し、σ<1 は補完財であることを示している。また、σは相対的リスク回避度、

または異時点間の代替の弾力性の逆数を表す。モデルでは 2 カ国が同様の消費者効用関数

を持つという仮定より、σの値もまた 2 カ国間で同値となる。 
さらに 2 国間の関係を知る手立てとして動学IS曲線 ３６

( )[ ]( ) ( ) ( ){ } n
tHtHtFtFFtHtHHttH rxxnxxnEi ,1,,1,,1,, 111 ++−−+−−+= +++ πσσ

がある。 
 (2.4) 

( )[ ]( ) ( ) ( ){ } n
tFtFtHtHHtFtFFttF rxxnxxnEi ,

*
1,,1,,1,, 111 ++−−+−−+= +++ πσσ  

0, ≥tHi  
0, ≥tFi  

前述の通り、Home の政府は”History dependence”の特徴を生かして、流動性の罠に陥っ

た状態においても自然利子率への負の圧力を軽減させることが可能である。加えて、σ>1
の場合、Foreign の政府が ( ) ( ) 01 ,1, >−− + tFtFT xxEσ となるようコミットすることにより、

Home にとって自然利子率への負の圧力をさらに軽減させる効果を生み出す。一方、σ<1
の場合にはその逆の効果が見られる。 

第2節 相対的リスク回避度に関する議論 
 
前節で、σの値が最適金融政策を知る上で重要なカギとなることが明らかになった。そこ

で私たちの論文のオリジナリティとして本論文では、研究対象を日本と米国に設定し、2 カ

国のσの値を検討する。先行研究では、CRRA効用関数 ３７

 実際のIESの値の測定方法は未だ発展段階であり、明確なコンセンサスはない

を用いている。故に、σとは相

対的リスク回避度(coefficient of relative risk aversion)、または異時点間における代替の弾

力性(intertemporal elasticity of substitution：IES)の逆数を表す。2 カ国が同一の消費者

効用関数を仮定していることから、導き出されているσは日米ともに同値となる。先行研究

ではσ>1（2 国の生産する財の関係は代替財）、σ<1（補完財）とし、σ≠1 である限り 2
国は互いに影響を受けるとしている。本節では日米のIESが 1 または１より大きいのか小さ

いのかを検討し、その逆数をとることでσの値を導きだす。そして、先行研究で導き出され

た最適金融政策に当てはめ、日米間の関係を導き出す。 
３８のが現

状である。Weil[1989]３９やLucas[1990]４０

                                                      
３５ Krugman[1998]以降の多くの論文と同様、先行研究でも何らかのショックによって自然利子率が負になることによ

り、流動性の罠に一時的に陥ることを想定している。 

等の研究結果では、IESの値は大きいはずであり、

３６ Fujiwara, et al.[2011] 
３７ CRRA 効用関数とは、相対的リスク回避度が一定の効用関数のことである。 
３８ Okubo[2009] 
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Lucas[1990]では 0.5 以下は信じがたい数値としている。また、Guvenen[2006]４１では米国

のデータを用いて 0.7 をIESの最小値と主張している。一方、Hall[1988]４２は米国の総需要

と利子率のデータを用いてIESを計測したところ、0.2 またはそれ以下という結果を得た。

また、Campbell[2003]やYogo[2004]４３

本論文では、σの値を検討するに際してBraun and Nakajima[2011]とOkubo[2009]に着

目する。それまで、平均的消費成長率(the average level of consumption growth)と平均的

実質利子率(the average level real interest rates)のデータと低いIESの値を一致させるこ

とは困難とされ、故に高いIESの値が主張されてきた。しかし、Braun and Nakajiwa[2011]
の論文は、完全市場を仮定したモデルを用いることでそれらのデータと低い値のIESを一致

させることができると主張している。本稿では、この低い値のIESを採用する。なぜなら、

Braun and Nakajiwa[2011]の議論に加え、Eggertsson and Woodford[2003]では、流動性

の罠に陥ることによって生じる産出量の縮小規模を過度に評価しないために低い値のIES
を恣意的に用いている

もIESが低い数値であると主張している。 

４４

 具体的に低いIESとはどのような値かというと、これも研究によって結果が異なる。米国

のσの値としてはEggertsson and Woodford[2003]では 0.5 が用いられ、Yogo[2004]では約

0.2 とされている。日本の値としては、Noda and Sugijama[2010]で 0.2 から 0.5 の間、

Okubo[2009]では以下の表にまとめられている

からである。 

４５

 
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
３９ 平均的な消費成長率と実質リスクフリー利子率のデータと一致するには IES が大きな値でなければならないという

結論を導き出している。Braun and Nakajima[2011]の introduction より引用。 
４０ Braun and Nakajima[2011]の introduction より引用。 
４１ Gouvenen[2006] 
４２ Braun and Nakajima[2011]の introduction より引用。 
４３ Yogo[2004] 
４４ Eggertsson and Woordford[2003] 
４５ Okubo[2009]ではσが IES の値を表す。この論文では marginal product of capital による IES の値の推定の方が実

質利子率による推定より好ましいと結論付けている。 
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【表3 σ(IESの値)の推定結果】４６

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okubo[2009]では、この結果から日米のIESの値が約 0.2４７

 

であることから日米において

IESの値に、つまり相対的リスク回避度(=1/IES)にほとんど差がないという結論を導き出し

ている。この結果を用いると、本稿における相対的リスク回避度σの値は、σ=5 となる。

相対的リスク回避度σの値に関して絶対的な確信が持てないため、ここではσ>1 という結

論に留め、次にこの結果をFujiwara, et al[2011]に用いて、政策提言を導き出す。 

                                                      
４６ Okubo[2009]より引用。 
４７ 米国の IES の値として Yogo[2004]の結果を基準としている。 
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第3章 政策提言 

第 3 章では、Fujiwara, et al.[2011]で使用されているパラメータの一つであるσの大きさ

について論考し、σ>1 となるという結論を導いた。そのことから、Fujiwara, et al.[2011]
における政策的含意をサポートすることに成功した。ただし、Fujiwara, et al.[2011]では政

策の具体的記述が欠けていた。また、相手国との協調が始めから仮定されており、協調のた

めのインセンティブなどへの言及がない、など現実的妥当性に欠ける点もまだ残されてい

る。 
そこで本章では Fujiwara, et al.[2011]の政策的含意に、現実的妥当性を加えることを考

え、結論として、生産者物価指数のターゲティングを、日米双方で協力して行うことを政策

として提言する。 
本章の構成は以下のとおりである。まず第 1 節で Fujiwara, et al.[2011]での政策的含意

について記述する。Fujiwara, et al.[2011]のモデルで考えられる最適金融政策、及びその近

似としての金融政策ルール(price-level targeting rule ; PLTR)が紹介する。続く第2章では、

本稿における政策提言を行う。そこでは、類似するターゲティング・ルールである、インフ

レーション・ターゲティングを導入している国を参照しつつ、ターゲティング・ルール導入

のメリットを紹介し、相手国である米国が協力するためのインセンティブを示す。 

第1節 先行研究における政策的含意 
 
 本節では Fujiwara, et al.[2011]でのモデルを基にした最適な金融政策と、それに近似し

たターゲティング・ルールを紹介する。 
 第 2 章で述べたとおり、σ＞1 となった場合には自国財と外国財は代替財となる。そのよ

うな場合の H 国の最適金融政策は F 国に対しても同じ方向にはたらく。Fujiwara, et 
al.[2011]によるとこの場合の最適金融政策は (2.2),(2.3)式で表されるラムゼー均衡で求め

られる。現在アメリカの産出量ギャップは負であるが、期待インフレ率は正であるため将来

産出量ギャップは正に転換すると考えられる。第 2 章で明らかにしたように現実の日米関

係においてσ＞1 は満たされるため、Fujiwara et al.[2011]の理論に基づくと、アメリカの

産出量ギャップの改善は日本の自然利子率に対する負の圧力を軽減する。 
しかし、このターゲティング・ルールによる状態依存経路は非常に複雑であり、実際にラ

ムゼー均衡を達成するのは困難である。そこで次に、よりシンプルな金融政策ルールでこの

最適金融政策を近似することを考える。 
 近似的な金融政策ルールには、inflation targeting rule(ITR)とprice-level targeting 
rule(PLTR)の 2 通りの利子率ルールが考えられる ４８

( ) n
tHxtHtHtH rxi ++−= ,,,,

~ φππφπ
。ITRは 

 

                                                      
４８ インフレ率と価格水準は共に CPI ではなく PPI を基準とする 
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( ) n
tFxtFtFtF rxi ++−= ,

*
,

*
,,

~ φππφπ  
で与えられ、PLTR は 

( ) n
tHxtHtHptH rxPPi ++−= ,,,, lnln~ φφ  

( ) n
tFxtFtFptH rxPPi ++−= ,

*
,

*
,, lnln~ φφ  

で与えられる。 },{,~
, FHji tj = は最適名目利子率、 px φφφπ ,, は政策パラメータ、

},{,, FHjx tj = は産出量ギャップである。ここで、目標インフレ率は 0*
,, == tFtH ππ 、目

標価格水準は 0 期の価格水準 0,, HtH PP = 、
*

0,
*
, FtF PP = と想定する。ゼロ下限制約の存在に

より、実際の名目利子率は 

  }0,~max{ ,, tHtH ii =  

}0,~max{ ,, tFtF ii =  
と設定される。Fujiwara, et al.[2011]によると、両国が ITR を採用した場合の厚生コスト

(Welfare costs)は PLTR を採用した場合とくらべて大きく、PLTR のほうがよりラムゼー均

衡を近似していることが明らかとなった。また、H 国が PLTR、F 国が ITR を採用したと

きの厚生コストは H 国、F 国ともに両国が PLTR を採用した場合よりも大きく、このこと

から PLTR を採用することは双方の国にとって利益となることがわかる。 
 ITR と PLTR の違いは、ITR は流動性の罠による困難を緩和するために重要な要素であ

る歴史依存性を生み出さないという点にある。対して、PLTR は自然利子率のショックが去

った後徐々に名目利子率が安定水準に合わせられるため、歴史依存性が生み出される。この

結果は Eggertsson and Woodford[2003]が閉鎖経済において主張したことが開放経済にお

いても当てはまる証明となる。 
 Fujiwara, et al.[2011]ではH国とF国が協調政策を採ることが始めから仮定されていた。

しかし実際の日米間において協調政策を採るためには、アメリカに対して協調政策を採るイ

ンセンティブを与える必要がある。また、ターゲティング・ルールに関しては、海外でイン

フレーション・ターゲティングを採用している国では「インフレ目標」「インフレ率の指標」

「目標期間」「設定主体」「未達成時の説明責任」等を明確にしてコミットメントの信用度を

保っているが、それに関する言及が一切ない。そこで、次節ではこれらを具体化し、現実的

妥当性を高めた形での政策提言を行う。 

第2節 本稿の政策提言 
 
前節では、第 3 章で得られた結果(i.e.σ>1)の下ではどのような金融政策が最適であるの

か、という政策的含意を、Fujiwara, et al. [2011]のモデルを基に紹介した。σは異時点間

の代替の弾力性を示す。そして本節では、政策的含意を踏まえて、より具体的な提言の内容

を記述する。 

第1項 PLTR の導入 
私たちは、日本と米国が協調してともに PLTR(Price level targeting rule)を採用するこ

とを提案する。PLTR とは、生産者物価指数の上昇率に対してターゲティングを行うことで

あり、ここでは物価指数をショックが起こる以前、すなわちリーマンショック以前の水準に

ターゲットしておくことを示している。Fujiwara, et al. [2011] でも述べられていたとお

り、PLTR の採用は最適金融政策の効果を非常に高い精度で近似することができ、かつ現実
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の政策として実現がたやすい。この政策を取ることによって、両国の政策当局が協調を行い、

将来の金融安定化に大きな貢献をすることになるだろう。 
PLTR とは生産者物価指数（現在は企業物価指数と呼ばれている）の水準をショック以前

の状態に安定化しておくことである。ここまでの PPI の動向は図以下のようになっており、

2009 年前後で大きく変動していることがわかる。 

【図10 企業物価指数の推移】４９

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
以下では、PLTR 導入のメリットと、σ>1 におけるアメリカとの協調実現可能性につい

て議論を行ってゆく。 

第2項 PLTR 導入のメリット 
PLTR のメリットとしては、一般的インフレーション・ターゲティングと同様に、主に以

下の 3 点のことが挙げられる。 
①インフレ期待による実質貨幣価値の下落 
②予想インフレ率の安定 
③コミットメント効果 
第 1 に、インフレ期待を呼び起こすことによって実質的貨幣価値の下落を引き起こし、

現在の消費や設備投資の拡大を促すことができる。このことはフィッシャー方程式 
e
ttt ri 1++= π             (1.3 再掲)  

からも理解できる。すなわち、 ti を下げることと、πを上昇させることとは実質利子率に対

して同様の効果をもたらすのである。その結果、インフレ期待から実質利子率を抑えること

ができ、現在の消費拡大や設備投資拡大の効果が期待できる。 
第 2 に、一定の目標値を設定することから市場の予想インフレ率が安定し、投機的行動

が抑制される効果も期待できる。これは一番目の利点と同様フィッシャー方程式より明らか

である。 
第 3 は、中央銀行の政策目標が具体的な数字で表されているため、民間の市場関係者が

評価しやすく政策の透明性が高まることである。つまり、一定の目標にインフレ率を約束（以

下コミットメントする）することで、外的評価が可能になる。実際、鵜飼[2006]で指摘され

ているように、量的緩和政策においては、「消費者物価指数の前年比上昇率が安定的にゼ

                                                      
４９ 日本銀行より作成(2011 年 11 月 17 日データ取得) 
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ロ%以上となるまで続ける」というコミットメント効果が確認されている。もちろん、これ

は政策金利についてのターゲティングであるが、フィッシャー方程式を考えればわかるよう

に実質金利に与える影響は同じであるから、中央銀行のコミットメント効果が信用に足るも

のであれば政策金利の際と同様のコミットメント効果が期待できる。 
インフレーション・ターゲティング政策 ５０

                                                      
５０ ターゲット目標が消費者物価水準であることなど多少の差異は存在する。 

は実際に幾つかの国で採用されている政策で

あるということからも、この政策が実際に実現可能で十分な効果を持つことがわかる。

OECD諸国において実際にターゲティング・ルールを採用している国には、次のページに例

を挙げた。 
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【表4 各国のインフレーション・ターゲティング政策】５１

 

 

設定主体 目標期間 未達成時の説明責任 インフレ率の指標 現在のインフレ目標 

ニュージーランド 政府と中央銀行の協議 中期的期間 公開の説明 総合 CPI（1990 年～） 1～3%(2002 年 9 月～) 

イギリス 政府（財務大臣） その時点から 2 年 公開書簡の発行 CPT(HICP) 2%(2003 年 12 月～) 

スウェーデン 中央銀行 期間の定めなし なし 総合 CPI(1993 年～) 
2%(前後 1％までは認

める)(1995 年 1 月～) 

ノルウェー 政府 期間の定めなし なし CPI-ATE 2.5%(2001 年 5 月～) 

                                                      
５１ 伊藤元重[編著]「インフレターゲティング」NIRA 政策レビューより作成 
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第3項 協調の実現可能性 

Fujiwara, et al. [2011] における二国間モデルでは、各国が協調政策を取ることが仮定さ

れていた。しかしながら、その仮定の現実性を考えると、本当に各国に協調するインセンテ

ィブが存在するのかどうかは自明ではない。したがってこれから簡単なモデル用いて、この

点について検討する。 
2 国間でそれぞれターゲット政策を取ったときの利得関係を考える。 

①両国がこの政策を採用した場合 
日本と米国は最適金融政策によって流動性の罠を緩和できる。さらに両国が協調したこ

とにより最適金融政策の効果が高まることになる。 
②日本・米国のうち、どちらか一方のみが採用した場合 

協調政策を採用した国において上に述べたようなターゲティング効果が得られるとは

考えられる。しかしながら、当初の目標である流動性の罠を緩和するという効果が薄れ、

Fujiwara, et al.[2011]によると国内の調整コストなどが無駄になってしまう。非協調政策

をとった国は、短期的には、相対的に安価となった自国財を協調国に輸出することができ、

輸出量が増加し国内経済の活性化につながる。しかし、長期的にみると非協調政策をとっ

た国は、協調政策をとった国からの信頼を失い、以後二国間協調を取ろうとした際に、今

回の決定が合意への足枷になりうる。よって、総合的に考えるとこの場合は最適でないと

言える。 
③両国とも採用しなかった場合 

日本も米国は、現状のままで流動性の罠から解放されるチャンスを失うことになる。 

【表5 日米の利害関係図】 

 
日本 

協調 非協調 

米国 協調 ① ② 
非協調 ② ③ 

以上の簡単な現状分析からもわかるように、両国が協調して最適金融政策を取ることが最

も効率的な政策である。 

第3節 まとめ 
 
本章では Fujiwara, et al.[2011]で提示された政策的含意を基に政策提言を行った。その

際、Fujiwara, et al.[2011]では前提とされていた、両国が協調して政策を取ることについて

言及し、その現実妥当性を検証し高めた。まず第 1 節では、Fujiwara, et al.[2011]において

検討されていた最適金融政策およびその近似としての金融政策ルール、つまり PLTR につ

いてみてσ>１下の状況において自国の金融政策が相手国の経済に対しても良い影響を与

えることを紹介した。そして第 2 節では、他国の例も参照しつつ、日本・米国の協調実現

可能性について、協調インセンティブの双方のメリット・デメリットについて考え、PLTR
政策の導入という政策提言を行った。 
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おわりに 

本稿は世界的な流動性の罠に陥っている状況においての最適金融政策を講じることによ

って経済状況を改善することを目的として議論を展開した。初めに先行研究に当たる

Fujiwara, et al.[2011]の理論を検証し、世界的な流動性の罠に陥っている状況下での最適金

融政策についての分析を行った。それにより、最適金融政策は相対リスク回避度σの値によ

って変化することが分かった。次にこの研究を実際の日米関係に当てはめ、σ＞1 の場合に

おいて最適金融政策は日米両国が協調して行う Price-level targeting rule によって最もよ

く近似できることを明らかにした。そして日米両国が協調政策を採ることが現実的であるの

か否かを検討し、協調政策を採ることが両国にとって最適な政策であることを明らかにする

ことで協調政策の有効性を示した。 
本稿は最適金融政策と有効性を示すものであった。しかし実際にこの政策を実現するため

には政治的な調節が必要不可欠となるだろう。日米間の綿密な協議は非常に重要なものとな

るだろう。この際においては、日本が率先して国家間の協議を進め、世界的な流動性の罠か

ら脱出する方策を示すことを大いに期待する。 
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