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 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(2002/9/18)日銀、銀行保有株買い取り――15行で４兆円規模
　　

 

 
政策決定会合後の会見に臨む速
水日銀総裁（１８日午後、日銀
本店）

　日銀は18日、政策委員会会合
を開き、大手銀行などが大量に
保有している株式を直接買い取
る方針を決めた。銀行に株式の
早期売却を促し、株価下落が金
融システムに与える影響を小さ
くする。10月から1―2年程度
で、15行を対象に、4兆円規模の
上場株式を時価で買う方向で検
討する。株買い取りは日銀法で
は認められていないが、同法
第43条の例外規定を適用する。
金融システム不安の拡大を防
ぎ、大手銀に不良債権処理を加速させるための環境を整える。

　主要国の中央銀行が民間企業の発行する株式を買い取るのは初め
て。速水優総裁は「株価の下落が金融システムの信認回復の妨げに
なっている」としたうえで、「銀行の保有株の価格変動が銀行の経
営上のリスクになってきた。その不安をなくすため、危機対策や安
定化対策を準備しておくことが良い」と語った。

　買い取り対象は大手銀行11行、地方銀行4行が保有する株式。自己
資本より多く保有している部分に限定する。日銀の試算では、大手
銀の自己資本は約17兆3000億円（中核自己資本、2002年3月期）。保
有株残高（時価ベース）は2002年3月末時点で計算すると、25兆6000
億円あり、自己資本との差額は8兆円ある。しかし、3月末に比べて
株価は下落しており、現時点の株価で計算すると、買い取り対象は4
兆円程度となる。 

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
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 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(2002/11/18)日銀、29日から銀行保有株買い取り開始
　　

　日銀は18日、金融安定化策の一環として９月に打ち出していた銀
行の保有株式の買い取りを、29日から始めると発表した。2004年9月
末まで約2年間に、最大2兆円の株式を銀行から直接買い取る。大量
の株式保有が大手銀行の経営を不安定にしている実態を重視、日銀
が持ち合い株などの売却の受け皿になることで、株式市場の売り圧
力を緩和する。

　日銀が株式買い取りの対象とするのは2002年9月末時点で中核的な
自己資本を上回る株式を保有している銀行。「大半の大手銀行と一
部地方銀行の十数行が対象になる見通し」という。

　対象銘柄は投資適格とされるトリプルＢ格以上の格付けを取得し
ている上場企業の株式で、一行あたりの買い取り上限は5000億円を
メドとする。買い取った後は2007年9月末までは保有し、その後、市
場動向を見ながら売却する方針だ。

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す
・ (4/30)日銀が追加金融緩和、福井総裁「市場の危機意識共有」
・ (5/17)「金融危機を未然に防止」首相
・ (5/17)日銀総裁：財務相・金融庁長官から特融の要請あった
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NIKKEI NET：政府・日銀の金融政策 

｜サイトマップ｜地図｜路線｜新聞購読｜

 ニュース    マネー｜Ｉ　Ｔ｜住宅｜就職｜転職｜経営｜健康｜ウーマン｜C-Style ｜大リーグ｜日経goo｜ENGLISH｜ 

 記事  総合企業情報  人事  株価   ・詳細検索 ・ヘルプ 

主要
経済
景気ウオッチ
株・為替
価格
国際
政治
企業
ベンチャー
トップ人事
プレスリリース
新製品
日経の調査
社会
スポーツ
クルマ
地域経済
おくやみ
社説・春秋

・日経プラス1
・日経産業新聞
・日経MJ
・日経ネット関西版
・日経ネット中部版
・AREA21
　(地域情報サイト)

 

・日経の出版物
　本の購入サイト

・ビジネススクール
　&オンライン講座

・日経テレコン21
　記事・企業検索

・日経デスクトップ
　経営支援サイト

・e-Hills Club
　六本木周辺サイト

・日経が読めるホテル
　宿泊予約サイト

・日経goo
　ビジネス情報

・携帯電話サービス
　記事配信・検索

・NIKKEI NEWS 
MAIL

 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(2/19)日銀１月会合の議事要旨――物価上昇率誘導、日銀単独では限
界
　　

　日銀は19日、1月21―22日に開いた政策委員会・金融政策決定会合
の議事要旨を公表した。複数の政策委員が短期間に物価上昇率をプ
ラスにする手段として、「大幅な財政出動か為替誘導を考えざるを
えない」と述べたことが分かった。日銀の金融政策だけでは限界と
の考えを示したものだ。

　議事要旨によると、この複数の政策委員は「（これらは）財務省
の所管で、日銀が単独で物価目標を定めても信頼性に欠ける」と指
摘。「仮に物価上昇を優先するならば、政府がどのように財政・為
替政策を運営するのかを示すことが重要」と語っている。

　一方、経済学者らの一部では、日銀が国債や株式、土地などの資
産を無制限に購入すべきだとの意見も出ている。議事要旨では、あ
る政策委員は「財政規律の喪失や中央銀行の資産劣化など多くの副
作用が生じ、経済にとってマイナスとなりかねない」とし、こうし
た考えを否定した。 

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す
・ (4/30)日銀が追加金融緩和、福井総裁「市場の危機意識共有」
・ (5/17)「金融危機を未然に防止」首相

 関連情報

＜用語解説＞ロンバート型
貸し出し
＜用語解説＞短期国債買い
切りオペ
＜用語解説＞手形買いオペ
拡充
＜用語解説＞公定歩合

 関連リンク
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 ニュース    マネー｜Ｉ　Ｔ｜住宅｜就職｜転職｜経営｜健康｜ウーマン｜C-Style ｜大リーグ｜日経goo｜ENGLISH｜ 

 記事  総合企業情報  人事  株価   ・詳細検索 ・ヘルプ 
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・日経プラス1
・日経産業新聞
・日経MJ
・日経ネット関西版
・日経ネット中部版
・AREA21
　(地域情報サイト)

 

・日経の出版物
　本の購入サイト

・ビジネススクール
　&オンライン講座

・日経テレコン21
　記事・企業検索

・日経デスクトップ
　経営支援サイト

・e-Hills Club
　六本木周辺サイト

・日経が読めるホテル
　宿泊予約サイト

・日経goo
　ビジネス情報

・携帯電話サービス
　記事配信・検索

・NIKKEI NEWS 
MAIL

 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(3/18)福井次期総裁、日銀による買い取り資産拡大を検討したい
　　

　福井俊彦次期日銀総裁は18日午前の衆院財務金融委員会で、デフ
レ克服に向けた量的緩和策として、日銀の買い取り資産の拡大対象
を今後広げる可能性を示唆した。

　福井次期総裁は「マネーサプライ（通貨供給量）を増やす有効な
ルートが銀行貸し出しだけでないことは確か」と説明。買い取り資
産に新たに加える対象として、与党から要請が出ている株価指数連
動型上場投資信託（ＥＴＦ）に限らず、「民間（企業）が新しい価
値を創造し、市場が安定化するよう、きちんと（買い取り対象を）
評価し取り上げたい」と語り、外国債券や不動産投資信託（ＲＥＩ
Ｔ）など買い取り資産を十分に検討したうえで、資産購入対象を広
げていくことに前向きな姿勢を示した。

　自由民主党の山本幸三氏に対する答弁。 

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す
・ (4/30)日銀が追加金融緩和、福井総裁「市場の危機意識共有」
・ (5/17)「金融危機を未然に防止」首相
・ (5/17)日銀総裁：財務相・金融庁長官から特融の要請あった
・ (5/17)金融相：信用秩序維持に万全の措置講ずる必要
・ (5/17)金融相「いま金融危機であるとは認識していない」

 関連情報

＜用語解説＞ロンバート型
貸し出し
＜用語解説＞短期国債買い
切りオペ
＜用語解説＞手形買いオペ
拡充
＜用語解説＞公定歩合

 関連リンク
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 記事  総合企業情報  人事  株価   ・詳細検索 ・ヘルプ 
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・日経ネット中部版
・AREA21
　(地域情報サイト)

 

・日経の出版物
　本の購入サイト

・ビジネススクール
　&オンライン講座

・日経テレコン21
　記事・企業検索

・日経デスクトップ
　経営支援サイト

・e-Hills Club
　六本木周辺サイト

・日経が読めるホテル
　宿泊予約サイト

・日経goo
　ビジネス情報

・携帯電話サービス
　記事配信・検索

・NIKKEI NEWS 
MAIL

 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(3/24)日銀総裁「デフレ脱却には危険資産購入の必要も」
　　

　日銀の福井俊彦総裁は24日午前の参院予算委で、「デフレ脱却な
どの厳しい局面においては、ある程度危険資産に対しても日本銀行
が足を踏み入れるという形で政策効果を全うしていく必要がある」
と述べ、日銀による株価指数連動型上場投資信託（ＥＴＦ）購入に
ついて検討していく見解を示した。ただ、「中央銀行は打ち出の小
づちではない。資本基盤を突き抜けるぐらいまでリスクを取ると、
財政に迷惑がかかる」と、購入時には日銀の資本基盤の点検が必要
と強調した。

　また、ＥＴＦ購入に関して塩川財務相と具体的な議論はまだして
いないと語った。民主党の峰崎直樹氏の質問に対する答弁。 

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す
・ (4/30)日銀が追加金融緩和、福井総裁「市場の危機意識共有」
・ (5/17)「金融危機を未然に防止」首相
・ (5/17)日銀総裁：財務相・金融庁長官から特融の要請あった
・ (5/17)金融相：信用秩序維持に万全の措置講ずる必要
・ (5/17)金融相「いま金融危機であるとは認識していない」
・ (5/15)日銀、法定準備金積み増しを認可申請
・ (5/15)生保予定利率下げ可能に――政府、今国会に法案提出へ

 関連情報

＜用語解説＞ロンバート型
貸し出し
＜用語解説＞短期国債買い
切りオペ
＜用語解説＞手形買いオペ
拡充
＜用語解説＞公定歩合

 関連リンク
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・e-Hills Club
　六本木周辺サイト
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・日経goo
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・NIKKEI NEWS 
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 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(4/18)日銀総裁「インフレターゲットは重要な道具立て」
　　

　福井俊彦日銀総裁は18日の衆院財務金融委で、物価上昇目標（イ
ンフレターゲット）について「重要な道具立てのひとつだ」と述
べ、金融政策の選択肢として物価上昇幅の明示などを検討する考え
を示した。しかし「流動性の供給が物価に及ぼす経路が確立してい
ない段階でターゲットを設けた場合、政策効果がどう上がっている
のかが不透明になるリスクがある」と述べ、日銀として金融緩和の
波及メカニズムの把握が重要との認識を示した。

　また日銀の銀行保有株買い取り枠の引き上げに関連して「株価変
動が銀行経営に及ぼす影響を遮断するため、銀行に株式を手放して
もらうことが目的だ」として、株価の買い支えとして金融機関自体
の株式を購入することには否定的な姿勢を示した。

　また竹中平蔵経済財政金融担当相は時価会計の見直しと減損会計
の導入延期に関する議論に関連して、政府としては「財務会計基準
機構での議論を見守りたい」と述べ、見直しに慎重な姿勢を改めて
示した。 

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す
・ (4/30)日銀が追加金融緩和、福井総裁「市場の危機意識共有」
・ (5/17)「金融危機を未然に防止」首相

 関連情報

＜用語解説＞ロンバート型
貸し出し
＜用語解説＞短期国債買い
切りオペ
＜用語解説＞手形買いオペ
拡充
＜用語解説＞公定歩合
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 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(5/1)日銀に銀行株購入要請へ・与党緊急金融対策――５月６日にも
決定
　　

　与党３党が５月連休明けにまとめる緊急金融経済対策の全容が30
日、明らかになった。大手銀行株の急落が株安の要因との判断か
ら、新たに日銀に従来は除外していた銀行株の買い取りを要請す
る。３兆円の日銀による銀行保有株の買い取り枠を４兆円に拡大
し、銀行株を対象にしたい考えだ。

　与党が５月６日にも正式決定する緊急対策は、株式市場、財政、
金融政策などの４項目。政府の経済財政諮問会議は５月８日の会合
で、民間議員の株価対策提言とともに、与党案も検討課題とする方
針だ。

　日銀の株式買い取りは現在、対象を事業会社の株式などに限定し
ている。銀行株は「銀行を直接救済する制度ではない」との理由か
ら除外している。与党は４大銀行グループを中心とする大手銀行株
を対象に加えるよう要請する。 

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す
・ (4/30)日銀が追加金融緩和、福井総裁「市場の危機意識共有」
・ (5/17)「金融危機を未然に防止」首相
・ (5/17)日銀総裁：財務相・金融庁長官から特融の要請あった

 関連情報

＜用語解説＞ロンバート型
貸し出し
＜用語解説＞短期国債買い
切りオペ
＜用語解説＞手形買いオペ
拡充
＜用語解説＞公定歩合

 関連リンク

日本銀行
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 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(5/8)春・日銀審議委員、インフレ参照値を条件付き支持
　　

　日銀の春英彦審議委員は8日、盛岡市での記者会見で、厳格な期限
などを定めずに望ましい物価上昇率を示すインフレ参照値の導入に
ついて「達成のための有効な手段が提示できれば望ましい」と述べ
た。条件が整えば前向きに検討すべきだとの考え方を示したもの
で、日銀では中原真審議委員も4月に支持を表明している。

　春委員は「目標と年次を設定して、それまでは無制限に日銀がリ
スク資産を買い取り続けるという極端な議論には反対」と断ったう
えで、「そうした議論と明確に区別できる形で、達成のための有効
な手段があれば、何らかの目標を示すのはよい」と語った。

　資金供給を拡大する手段については「優先順位で言えば、長期国
債の購入、外債購入、株価指数連動型上場投資信託（ＥＴＦ）購入
となる」と指摘。ただ、日銀券の発行残高までとしている長期国債
保有上限の拡大には「今のまま維持したい」と主張。外債購入には
「一つの選択肢だが、政府の為替介入政策との調整が重要」と条件
をつけた。ＥＴＦ購入には、株価変動リスクや市場規模の小さいこ
とを理由に消極的な姿勢を示した。 

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す
・ (4/30)日銀が追加金融緩和、福井総裁「市場の危機意識共有」

 関連情報

＜用語解説＞ロンバート型
貸し出し
＜用語解説＞短期国債買い
切りオペ
＜用語解説＞手形買いオペ
拡充
＜用語解説＞公定歩合

 関連リンク
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NIKKEI NET：政府・日銀の金融政策 
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 ニュース    マネー｜Ｉ　Ｔ｜住宅｜就職｜転職｜経営｜健康｜ウーマン｜C-Style ｜大リーグ｜日経goo｜ENGLISH｜ 

 記事  総合企業情報  人事  株価   ・詳細検索 ・ヘルプ 

主要
経済
景気ウオッチ
株・為替
価格
国際
政治
企業
ベンチャー
トップ人事
プレスリリース
新製品
日経の調査
社会
スポーツ
クルマ
地域経済
おくやみ
社説・春秋

・日経プラス1
・日経産業新聞
・日経MJ
・日経ネット関西版
・日経ネット中部版
・AREA21
　(地域情報サイト)

 

・日経の出版物
　本の購入サイト

・ビジネススクール
　&オンライン講座

・日経テレコン21
　記事・企業検索

・日経デスクトップ
　経営支援サイト

・e-Hills Club
　六本木周辺サイト

・日経が読めるホテル
　宿泊予約サイト

・日経goo
　ビジネス情報

・携帯電話サービス
　記事配信・検索

・NIKKEI NEWS 
MAIL

 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(5/12)政府、株価対策で郵貯・簡保の活用検討
　　

　政府は12日午前、首相官邸で「証券市場活性化に関する閣僚会
合」を開いた。与党3党と経済財政諮問会議の民間議員が提言した株
価対策ですぐにできるもの、法改正が必要なものなどに分類、早期
に実現可能な政策を絞り込む方針を確認した。片山虎之助総務相は
「銀行等保有株式取得機構」の買い取り資金拡大のため、郵便貯金
・簡易保険の資金活用を検討する考えを表明した。

　株式取得機構は銀行が持つ株式を買い取ることにより、市場での
売り圧力を吸収する狙いから昨年2月に業務を始めたが、使い勝手が
悪く、機能改善を求める声が与党や金融界で強まっていた。

　現在、買い取り資金の原資は民間からの借入金と、機構が発行す
る債券による調達の二種類が基本となっている。総務相の提案は郵
貯・簡保のおカネで機構が発行する債券を購入し、買い取り枠拡大
につなげるのが目的で、法改正は必要なく、ただちに実現できる。 

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す
・ (4/30)日銀が追加金融緩和、福井総裁「市場の危機意識共有」
・ (5/17)「金融危機を未然に防止」首相
・ (5/17)日銀総裁：財務相・金融庁長官から特融の要請あった
・ (5/17)金融相：信用秩序維持に万全の措置講ずる必要

 関連情報

＜用語解説＞ロンバート型
貸し出し
＜用語解説＞短期国債買い
切りオペ
＜用語解説＞手形買いオペ
拡充
＜用語解説＞公定歩合

 関連リンク

日本銀行
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 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(5/15)生保予定利率下げ可能に――政府、今国会に法案提出へ
　　

　金融庁は15日、生命保険会社が契約者に約束した運用利回り（予
定利率）を破たん前に引き下げられるようにするため、保険業法の
改正案を今国会に提出する方針を固めた。同日開かれた自民党の金
融関係部会の合同会議で、経営責任の明示などを義務づける方針を
正式に表明。法整備に向け大筋で了承を得た。来週中にも閣議決
定、早期成立をめざす。

　破たん前の予定利率引き下げには公明党など与党内にも理解を示
す声が出ている。６月18日の会期末を控えて国会審議の日程に余裕
は少ないものの、今国会中に成立すれば、７月にも新しい制度がス
タートする。

[5月15日/日本経済新聞　夕刊]

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す
・ (4/30)日銀が追加金融緩和、福井総裁「市場の危機意識共有」
・ (5/17)「金融危機を未然に防止」首相
・ (5/17)日銀総裁：財務相・金融庁長官から特融の要請あった
・ (5/17)金融相：信用秩序維持に万全の措置講ずる必要
・ (5/17)金融相「いま金融危機であるとは認識していない」

 関連情報

＜用語解説＞ロンバート型
貸し出し
＜用語解説＞短期国債買い
切りオペ
＜用語解説＞手形買いオペ
拡充
＜用語解説＞公定歩合
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NIKKEI NET：政府・日銀の金融政策 

｜サイトマップ｜地図｜路線｜新聞購読｜

 ニュース    マネー｜Ｉ　Ｔ｜住宅｜就職｜転職｜経営｜健康｜ウーマン｜C-Style ｜大リーグ｜日経goo｜ENGLISH｜ 

 記事  総合企業情報  人事  株価   ・詳細検索 ・ヘルプ 

主要
経済
景気ウオッチ
株・為替
価格
国際
政治
企業
ベンチャー
トップ人事
プレスリリース
新製品
日経の調査
社会
スポーツ
クルマ
地域経済
おくやみ
社説・春秋

・日経プラス1
・日経産業新聞
・日経MJ
・日経ネット関西版
・日経ネット中部版
・AREA21
　(地域情報サイト)

 

・日経の出版物
　本の購入サイト

・ビジネススクール
　&オンライン講座

・日経テレコン21
　記事・企業検索

・日経デスクトップ
　経営支援サイト

・e-Hills Club
　六本木周辺サイト

・日経が読めるホテル
　宿泊予約サイト

・日経goo
　ビジネス情報

・携帯電話サービス
　記事配信・検索

・NIKKEI NEWS 
MAIL

 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
　　

　【ワシントン＝吉田透】国際通貨基金（ＩＭＦ）は18日、主要国
・地域のデフレの危険性について詳細な分析報告書を発表した。日
本のデフレについて「一段と悪化する恐れが高い」と予測した。金
融当局には、市場への資金供給をさらに増やすとともに、一定の期
間中にデフレをなんとしてでも食い止めるという決意と明確な戦略
を示すべきだと求めた。

　報告書は、世界的なデフレ懸念の高まりを受けてＩＭＦが発足さ
せた特別調査チームが作成に着手。先月末にまとめた。

　対象とした35の国・地域のうちデフレの危険度が最も高い国・地
域とした日本については、「デフレ圧力が弱まる兆しはわずかしか
みられない」と分析。金融機関の不良債権問題などが深刻になり、
資産価格がさらに下落すれば、デフレが急速に進む恐れもあると警
告した。

　日本以外では香港、台湾、ドイツもデフレ危険度の高い国・地域
に分類した。ドイツについては来年にかけてデフレが起きる可能性
が「かなりある」と指摘した。 

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す

 関連情報

＜用語解説＞ロンバート型
貸し出し
＜用語解説＞短期国債買い
切りオペ
＜用語解説＞手形買いオペ
拡充
＜用語解説＞公定歩合
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 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
　　

　日銀は22日、銀行保有株の買い取りに伴って生じた株式含み損が
今年3月期末で658億円となったことを明らかにした。買い取り額は3
月末までの累計で約1兆1600億円。月間では日経平均株価が8500円前
後で推移した2月の買い入れ額が約4500億円で最も多かった。

　日銀は昨年11月末から、金融機関経営が株価に左右されるリスク
を減らすため、銀行が保有する株式を買い取っている。今月20日時
点では累計の買い取り額は約1兆3700億円となった。買い取り枠は3
兆円であり、福井俊彦総裁は22日、「まだ用意した枠の半分。
キャッチャーミットを大きく構えているのでどんどん投げて欲し
い」と述べた。 

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す
・ (4/30)日銀が追加金融緩和、福井総裁「市場の危機意識共有」
・ (5/17)「金融危機を未然に防止」首相
・ (5/17)日銀総裁：財務相・金融庁長官から特融の要請あった
・ (5/17)金融相：信用秩序維持に万全の措置講ずる必要
・ (5/17)金融相「いま金融危機であるとは認識していない」
・ (5/15)日銀、法定準備金積み増しを認可申請
・ (5/15)生保予定利率下げ可能に――政府、今国会に法案提出へ

 関連情報

＜用語解説＞ロンバート型
貸し出し
＜用語解説＞短期国債買い
切りオペ
＜用語解説＞手形買いオペ
拡充
＜用語解説＞公定歩合
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 特集：政府・日銀の金融政策 >> 戻る 

(5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
　　

　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ理事は31日、都内で開
いた日本金融学会の大会で講演・記者会見し、日本にデフレ克服の
提案を示した。日銀がデフレ発生前の水準に物価水準を回復させる
「物価水準目標」を設定。達成に向け、政府が減税、日銀は国債買
い入れ増額などで連携すべきだと主張した。

　発言は個人的見解としているが、ＦＲＢ幹部が他国の政策につい
て提案するのは異例。同理事は今回の訪日時に日銀関係者とも会っ
たが、提案に日銀がどう反応したかは明言を避けた。

　中央銀行がデフレ克服へ目標を掲げる政策としては、一定の物価
上昇率の達成をめざすインフレ目標策がよく知られる。理事は、日
本の深刻なデフレを考慮すると「それだけでは十分でないかもしれ
ない」と指摘。代わりに「過去5年間に例えば年1％のインフレが起
きていたら達成できたはずの物価水準への回復を宣言する政策」を
挙げた。物価の伸び率ではなく絶対値を目標とすることで、より強
い効果を期待している。 

・ (6/1)日銀総裁、量的緩和に「ジレンマ」
・ (5/31)ＦＲＢ理事「デフレ克服、日銀は物価水準目標を」
・ (5/30)政府・日銀、５月に４兆円規模の為替介入
・ (5/29)日銀・田谷審議委員が講演、当座目標上げに懐疑的
・ (5/28)金融相：資本注入に至った経緯、まずはりそな銀が説明すべ
き
・ (5/22)日銀総裁「世界的に物価下落の方向」
・ (5/22)日銀、保有株の含み損が658億円に
・ (5/22)日銀総裁「金融システム、基盤はぜい弱」
・ (5/21)日銀の当座預金、28兆円台に引き上げ
・ (5/21)日銀総裁「金融機関への予防的公的資金注入の必要性指摘」
・ (5/20)日銀総裁「追加緩和、市場安定へ日銀の姿勢明確化」
・ (5/20)日銀が追加緩和、当座預金目標27兆―30兆円に上げ
・ (5/19)りそな資産、再査定せず――金融庁、６月にも資本注入
・ (5/19)日銀政策決定会合、機動的資金供給確認へ
・ (5/19)日銀、りそな国有化で動揺防止に１兆円を市場供給
・ (5/19)円売り介入急増、今月２兆円
・ (5/18)日銀、市場混乱回避へ資金供給――りそな実質国有化で
・ (5/17)りそなへの資本注入・日銀特融を決定
・ (5/18)日本のデフレさらに悪化の恐れ・IMF報告書
・ (5/17)日銀総裁「週明けの金融調節に十分目配り」
・ (5/17)竹中金融相、りそな以外は問題なしと強調
・ (5/17)首相「竹中大臣を代える気は全くない」
・ (5/17)金融相「りそな銀株、株主責任としての減資は考えず」
・ (5/17)日銀総裁：りそな銀の資金繰りに万全期す
・ (4/30)日銀が追加金融緩和、福井総裁「市場の危機意識共有」
・ (5/17)「金融危機を未然に防止」首相

 関連情報

＜用語解説＞ロンバート型
貸し出し
＜用語解説＞短期国債買い
切りオペ
＜用語解説＞手形買いオペ
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