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はじめに 

1990 年代以降の日本経済の推移を振り返ると、1980 年代後半のいわゆる「バブル経済」（資

産価格の大幅な上昇と、それに伴う設備投資や個人消費の活発化）が 1990 年～91 年頃に終焉

を迎えて以降、日本経済は、しばしば「平成不況」あるいは「失われた 10 年」と言われるよう

な長期に亘る不振に陥った。1980 年代後半には 4～6％台に達していた実質 GDP（国内総生産）

成長率は、バブル経済の崩壊とともに大幅に低下し、1993 年度にはマイナス成長を記録した（図

1）。その後も、短期的な景気循環に伴う上下はあるものの、GDP 成長率は 1980 年代に比べれ

ば大きく低下した状態が続いた。この結果経済のデフレギャップが拡大し、1997～98 年頃以降

は、明白にデフレと言える状況に陥った（図 1 からわかるように、1998 年度以降、名目 GDP

成長率が実質 GDP 成長率を下回る状態が続いている）。 

その後、2002 年～2007 年にかけては、海外経済の成長を背景とした輸出の増加等から日本経

済は景気回復局面に入り、「戦後 長の景気回復」が実現したとされている1)。しかし、その間

も GDP 成長率は低位に留まり、デフレギャップの解消が進まなかったため、デフレからの脱

却は実現しないままであった。2007 年末頃以降は、米国経済の減速等から日本の景気も再び後

退局面に入り、特に、2008 年 9 月の金融危機以降はマイナス成長に陥ったため、現時点におい

てもデフレ脱却への道筋は全く不透明なままである。 
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（図 1） GDP 成長率の推移（年度） 

 

石田（2008）では、こうした 1990 年代の景気低迷の持続と経済のデフレ化や、2000 年代の

景気回復局面でのデフレからの脱却失敗は、マクロ経済政策（財政・金融政策）が必ずしも適

切に運営されてきたとは言い難い面があるために生じた可能性が高いことを、いくつかのデー

タの観察や既存の各種分析結果を用いた考察等から指摘した。本稿の目的は、こうした主張に

対して実証分析により一定の裏付けを与えることである。 

 

1. 1990 年代以降の財政・金融政策の概観と本稿の分析課題 

本節では、まず、分析の前提として、1990 年代以降の日本の財政・金融政策を簡単に振り返

っておきたい。 

（1） 財政政策 

財政政策は、1990 年代には景気対策として積極的に活用された。「総合経済対策」、「緊急経

済対策」等々、名称は様々であるが、景気刺激を目的とした政策パッケージが毎年のように打

ち出され2）、その中心は公共投資の拡大であった。1998 年度には、財政再建を目的とした「財

政構造改革法」の成立を受け、一旦、公共投資の削減等を含む緊縮型の当初予算が組まれた。

しかし、その後も、アジア通貨危機の影響等による景気後退への対応策として 1998～1999 年中

に相次いで景気刺激のための政策パッケージが導入され、その中心はやはり公共投資であった。 

財政政策のスタンスが大きく転換したのは、2001 年からの小泉政権下でのいわゆる「構造改

革路線」後である。小泉政権は、「構造問題こそが長期停滞の主因である」との前提の下に、「改
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革なくして成長なし」をスローガンに掲げ、構造改革路線に基づく経済政策を強力に推し進め

た。財政政策による需要面からの景気刺激は、財政赤字を拡大させるばかりで効果はないもの

として退けられ、特に、その中心となってきた公共投資は、むしろ日本経済の「非効率」の代

表として、年々、公共事業予算の大幅な削減が進められた。 

実際、1990 年代以降の公共投資（SNA ベースの名目公的固定資本形成）の推移をみると（図

2）、90 年代には振れを均してみればプラスの状態が続き、景気刺激策が採られた時期を中心に

伸びを高めている様子が窺われる3）。一方、2001 年頃以降はマイナス基調が定着し、明確にプ

ラスに転じたのは 2008 年の金融危機以降である。 

 

 
（図 2） 財政政策：公的固定資本形成 

 

（2） 金融政策： 

金融政策は、1990 年代の低成長局面を通じて、基本的には緩和基調を維持した。すなわち、

日銀は、バブル崩壊直後の 1991 年 7 月の金利引下げ（当時の政策金利であった公定歩合を 6.0％

→5.5％に引下げ）から金融緩和スタンスに転じ、その後も公定歩合は徐々に引下げられていっ

た。さらに、公定歩合の引下げ余地が乏しくなった 1995 年以降は、短期金融市場金利（無担保

コールレート翌日物）の誘導水準を政策目標とする金融調節方式に移行し、1999 年 2 月にはそ

の誘導目標水準も、名目金利水準の下限であるゼロまで引下げられた。これが、いわゆる、「ゼ

ロ金利政策」である（図 3）。 

その後、「ゼロ金利政策」は 2000 年 8 月に一旦解除されたが、米国の IT バブル崩壊の影響等
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による景気後退を受けて、2001 年 2 月からは再び緩和に転じ、同 3 月には、コールレートに代

えて日銀当座預金残高を目標値とする、いわゆる「量的金融緩和政策」が導入された。当座預

金残高目標値は、当初 5 兆円程度（導入時の実際の残高に対し 1 兆円程度積み増し）からスタ

ートして、徐々に引き上げられ、 終的には 30～35 兆円に達した後（図 4）4）、2006 年 3 月に

解除され、再びコールレートを目標とする方式に戻っている。 

 

 

（図 3） 金融政策：無担保コールレート翌日物 

 
（図 4） 金融政策：日銀当座預金残高 
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（3） 本稿の実証分析課題 

以上のような 1990 年代以降のマクロ経済政策の展開を踏まえて考えると、財政政策に関して

は、1990年代の公共投資を主体とする景気刺激策の有効性の確認が第 1の課題となろう。仮に、

いわゆる「構造改革路線」採用の論拠となった「公共投資増額は無効」との見方が正しいので

あれば、1990 年代の財政政策は、そもそもその手段において誤っていたのであり、長期不況か

らの脱出とデフレ防止には違った政策手段が必要であったことになる。 

一方、公共投資に景気刺激効果があるとすれば、論点は 1990 年代を通じてその規模が十分で

あったか否かに移る。さらに、公共投資に景気刺激効果が認められるのであれば、2001 年以降

の公共投資削減政策は、逆に、景気の足を引っ張ることでデフレ脱却を妨げた可能性がある。

この点の確認も重要な実証分析課題である。 

一方、金融政策に関しては、「1990 年代の金融政策は確かに緩和基調ではあったが、緩和は 

“too little, too late” であったため、景気刺激策やデフレ防止策としては有効に働かず、結果とし

てデフレに至った」との批判がある。仮に、1992 年～93 年頃のいわゆる「マネーサプライ論争」

における量的緩和採用の主張や、1997～98 年頃に米国の複数の有力経済学者等により行われた

日本の金融緩和提言等を日銀が受け容れて、より果敢な金融緩和を行っていればデフレは防止

できたはず、との見方である。まず、この点を実証的に検討する必要があろう。 

金融政策に関する第 2 の課題は、言うまでもなく、2001 年～2006 年に採用された、いわゆる

「量的金融緩和政策」の景気・デフレ対策としての効果を検証することである。 

 

2. 実証分析方法 

上述の様な分析課題を実証的に検証するため、本稿では、GDP（国内総生産）を、①財政・

金融政策の動向を端的に示す政策変数、および、②経済に影響を与えると考えられるその他の

外生変数で説明する、簡単な「誘導型」の関数推計を試みた。 

このうち、財政政策に関する変数としては、SNA（国民経済計算）ベースの「公的固定資本

形成」（公共投資）を採用した5）。政府支出全体（SNA の「政府 終消費支出+公的固定資本形

成」）を財政政策変数とすることも考えられるが、人件費や社会保障関係費を中心に義務的経費

の割合が高く政策的なコントロールの難しい「政府 終消費支出」は、政策変数とはみなすに

は難点が多く、「公的固定資本形成」の方が政策変数として適切と考えられるためである。また、

財政政策手段としては、政府支出以外に、増・減税を通じて個人消費や設備投資に影響を与え

るルートも存在し、実際に景気対策として用いられている。しかし、こうしたルートを通じる

効果を実証的に検証するためには、内生変数間の相互依存関係を考慮した「構造型」のより大

きなモデルが必要となるため、本稿では割愛した。もっとも、上述のように 1990 年代の景気刺
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激策の主役が公共投資であり、また公共投資削減がその後のいわゆる「構造改革」の一つの象

徴的存在であったことを考慮すれば、本稿の分析目的に即した方法として、中心的な財政政策

手段として公共投資を想定することには一定の妥当性があるものと考えられる。 

また、金融政策に関する変数としては、日銀が政策目標として採用している「コールレート」

（無担保コールレート翌日物）を用いた6）。いわゆる「量的金融緩和政策」が採用された期間

に関しては、コールレートに代わって「日銀当座預金残高」が金融政策の目標値とされたが、

こうした政策手段変更の有効性に関しては、第 5 節で実証的検証を試みる。 

一方、1990 年代以降の日本の景気変動を主導したのは主として輸出であったとみられること

から、これら政策変数以外で GDP に影響を与える外生変数としては、「輸出」（SNA ベースの

「財貨・サービスの輸出」）を採用した。 

なお、関数推計は、名目値、実質値の双方を試みた7）が、①1990 年代以降の財政・金融政策

に関しては、デフレの発生原因やそれへの対応策が 大の論点であること、②財政政策変数と

した「公的固定資本形成」を実際に決定するのは名目ベースの公共事業予算であること、③金

融政策変数（コールレート、日銀当座預金残高）も基本的には名目値であること、等から、本

稿の分析には主として名目ベースの推計結果を用いることとした。 

 

3. 名目 GDP 関数の推計結果 

（1） 共和分検定 

まず、予備的な分析として、採用した各変数の定常性を確認するために、共和分検定（ADF

テスト）を行ったところ、以下のような結果が得られた（定式化オプションとしては、①定数

項のみ、②定数項＋トレンドの 2 通りをテスト）。 

名目 GDP（対数値）：①、②ともに、レベルは非定常、1 次階差で定常 

名目公的固定資本形成（同）：①、②ともにレベルは非定常、1 次階差で定常 

名目輸出（同）：①、②ともにレベルは非定常、1 次階差で定常 

コールレート：①、②ともにレベルは非定常、1 次階差で定常 

日銀当座預金残高（対数値）：①、②ともにレベルは非定常、1 次階差で定常 

以上の結果から、推計は全て 1 次階差を用いて行うこととした。 

 

（2） 名目 GDP 関数の推計結果 

実際に推計に用いた関数は以下のようなものである。 

被説明変数：名目 GDP（対数前期差） 

説明変数：名目公的固定資本形成（対数前期差）、名目輸出（対数前期差）、 
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コールレート（前期差） 

推計期間は、1991 年第 1 四半期（Q1）～2009 年第 2 四半期（Q2）とした。 

推計結果は表 1 の通りである。説明変数についてどの程度の期間のラグを採るかに関しては、

AIC（赤池情報量基準）を判断基準として 5 期ラグを選択した。関数の説明力は、自由度調整

済決定係数でみて 0.52 と、必ずしも高いとは言い難いが、そもそもの四半期毎の GDP 統計の

ボラティリティの大きさを考慮すれば、前期比関数8）としてはまずまずの結果であり、以下の

政策分析等には十分に用い得るものと判断される。なお、推計期間中には、①経済のデフレ突

入（1997～98 年頃）、②財政政策の大幅なスタンス変更（いわゆる「構造改革路線」）、③金融

政策のレジーム変更（いわゆる「量的金融緩和政策」の採用）等、経済構造自体に大きな影響

を与える可能性のある出来事が含まれているため、推計された関数の安定性には懸念も残る。

そこで、関数の安定性のチェックを試みたところ、以下のような結果となり、推計期間中を通

じた関数の安定性が確認された。 

① 1996 年～2004 年の期間につき 1 期ごと分割点をずらしながらチャウ検定を行ったが、

構造変化点は検出されなかった。 

② 逐次残差を用いた CUSUM 検定、CUSUM-SQ 検定でも、構造変化は検出されなかった

（図 5 参照）。 
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（表1）名目GDP関数の推計結果 
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（１）CUSUM テスト 

 

（２）CUSUM-SQ テスト 

 
（図 5） 構造変化の検定 
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後に、推計された各説明変数の係数についてやや詳しくみると、以下の通りである。 

ⅰ）名目公的固定資本形成 

当期から 5 期ラグまでの全ての係数が符号条件（+）を満たしているが、t 値でみた各係数の

有意性は区々となっている。そこで、「全ての係数がゼロ」（名目公的固定資本形成は名目 GDP

に全く影響を与えていない）という帰無仮説の F 検定を行ったが、F 値は 3.66 となり仮説は 1％

有意水準で棄却された。 

なお、当期から 5 期ラグまでの各係数の合計は 0.219 で、これは、公共投資を 1％増加させる

と、 終的に（いわゆる「効果出尽し」ベースで）名目 GDP は約 0.22％増加することを意味

する。因みに、推計期間中の名目公的固定資本形成の名目 GDP に対する比率は平均で約 6.4％

であり、ここから求められる「公共投資」の乗数効果は平均で 3 倍超となる。今回の推計では、

公共投資増額と共に政策パッケージで実施された各種の財政政策（減税等）を説明変数に加え

ていないため、公共投資の GDP への影響を過大に評価している可能性があり、その点は割り

引いてみる必要があるにしても、近年、「構造改革」との絡みでしばしば主張される「公共投資

の景気刺激効果は低下した（ないし無効である）」との見方は、実証的には支持されないことが

判る。 

ⅱ）名目輸出 

各係数の符号には必ずしも符号条件（+）を満たしていないものがあるほか、t 値でみた有意

性も区々である。そこで、同様に、F 検定を試みたところ F 値 11.63 となり、帰無仮説（「名目

輸出は名目 GDP に全く影響を与えない」）は 1％有意水準で棄却された。係数の合計は 0.162

で、名目輸出が 1％増加すると、名目 GDP は 終的に約 0.16％増加するという結果である。推

計期間中の名目輸出／名目 GDP（平均約 11.8％）から求められる平均的な輸出の乗数効果は約

1.4 倍となる。 

ⅲ）コールレート 

各係数の符号には符号条件（－）を満たさないものが多いほか、t 値でみた有意性も低いも

のが多い。そこで、F 検定を試みたところ F 値 2.27 となり、帰無仮説（「コールレートは GDP

に全く影響を与えない」）は 1％有意水準では棄却されず、5％水準で辛うじて棄却された。ま

た、各係数の合計は 0.007 となり、本来期待される符号条件（－）を満たしていない。 

こうした推計結果から見る限り、推計期間中を通じて金融政策が名目 GDP に与えた影響は

限定的なものであった（コールレートを政策手段とする金融政策の有効性は低かった）可能性

が高いものと考えられる。 

 

なお、参考までに、実質 GDP 関数の推計結果を表 2 に示しておく。AIC で選択されたラグ
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は 4 期で名目 GDP 関数の場合より短くなったが、推計結果（関数の説明力、各係数の符号条

件等）には大きな差はないことがわかる。 

 

（表2）実質GDP関数の推計結果 

 

 

（3） 推計された関数を用いた名目 GDP の寄与度分解 

上記で推計された名目 GDP 関数を用いて、GDP の変動を各説明変数に要因分解したものが

図 6－1（1990 年代）、及び図 6－2（2000 年代）9）である。ここからは、以下のような点が指摘

できよう。 
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（図 6-1） 推計式による GDP 成長率の寄与度分解（1990 年代） 

 

 

（図 6-2） 推計式による GDP 成長率の寄与度分解（2000 年代） 

 

① 1990 年代は、「総合経済対策」等が行われた時期を中心に、公共投資が GDP を押し上げ

ている。特に、為替レート変動や海外経済の影響により輸出の寄与度が低下ないしマイナス

になった時期（90 年代前半、および 98～99 年頃）には、これを補うように公共投資が GDP

にプラス寄与を与えている。こうしたことからみて、その規模が長期不況やデフレを防止す
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るのに十分であったか否かの議論はあるにしても、しばしば「構造改革派」の論者が主張す

る「公共投資の増額を中心に据えた 1990 年代の景気対策は無効であり、財政赤字を増加させ

たのみに終わった」との見解は、実証的には支持されないものと考えられる。 

② 1990 年代を通じて、金融政策の GDP への影響は不安定である。上述した推計結果から当

然予想されることではあるが、金融緩和の持続にもにもかかわらず、一貫した GDP へのプ

ラス効果は認められない。逆に、2000 年 8 月に日銀が一旦ゼロ金利を解除した政策に関して

も、ラグを伴って景気にマイナスの影響を与えた可能性はあるが、その影響は小さい 

③ 2002 年～2007 年にかけての、いわゆる「戦後 長の景気回復」は、主として輸出増加の

恩恵によりもたらされたものと考えられる。即ち、この間、輸出がほぼ一貫して GDP に対

してプラス寄与を続けているのに対して、公共投資は、政府の公共事業予算削減策を反映し

て、ほぼ一貫してマイナス寄与となっている。また、コールレートも量的金融緩和政策の下

で、ほぼゼロ金利の状態が続いたため、GDP には殆ど影響を与えていない。 

④ 推計式の説明力が高くはないため、残差の寄与（推計式では説明できない GDP の変動）

が無視できない位に大きいが、残差はほぼランダムであり、一方向への偏りはみられない。

このことは、推計式に含められた変数以外にも重要な変数が存在し、それが GDP に対して

システマティックな影響を及ぼしている可能性を否定する結果である。仮に、2002 年からの

景気回復が「構造改革」の成果であるとすれば、そのシステマティックな影響が残差に現れ

るはず（例えば、「規制緩和」による自律的な設備投資増加が GDP を押し上げてきたとすれ

ば、残差は持続的にプラスとなるはず）であるが、そうした事実は観察されない。 

 

4. 推計式を用いた政策ショミュレーション 

本節では、財政・金融政策運営がより適切に行われていれば、デフレは回避できたのではな

いか（1990 年代）、あるいは、デフレからの脱却が実現していたのではないか（2000 年代）と

いう問題意識に基づき、第 3 節で推計した名目 GDP 関数を用いて、2 つの政策シミュレーショ

ンを試みる。 

（1） デフレの防止：「もし、より積極的な金融緩和政策が採られていたら」（1990 年代） 

1990 年代を通じて日本経済が低成長を続け、1998 年頃には物価上昇率がマイナスとなって明

確なデフレに至った原因については、「マクロ的な需要不足が原因であり、中でも金融緩和が不

十分であったことがその主因」との主張がしばしばなされる10）。また、1992～93 年代頃には、

学界を中心に「日本銀行は、景気刺激のためにより果敢な金融緩和を行い、マネーサプライの

伸びを高めるべきだ」との主張が行われ、日銀関係者との間で「マネーサプライ論争」と言わ

れる活発な議論が行われた11）。さらに、日本経済がデフレの淵に直面していた 1997～98 年頃に
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は、複数の米国の著名な経済学者が、日銀に踏み込んだ金融緩和を求める政策提言等を相次い

で行ったこともよく知られている12）。 

そこで、仮に日銀がこれらの主張を容れて、より早い段階から積極的な金融緩和策を採用し

ていたとしたら、デフレは防止できたと考えられるかを、推計式に基づきテストしてみた。具

体的には、 も早い段階として、上記「マネーサプライ論争」が行われた 1993 年以降日銀が量

的な金融緩和政策を採用し、結果としてコールレートがゼロになっていた場合の GDP の変化

を、推計式からシミュレーションしてみた。結果は図 7 の通りで、93 年初と想定した緩和開始

初期を除いては、名目 GDP 成長率はほとんど変わらないことがわかる。この結果は、日銀が

より果敢な金融緩和を行っていたとしても、それだけではデフレの防止は困難であった可能性

を示唆している。 

 

 

（図 7） 金融政策（コールレート）シミュレーション結果 

 

ただし、上述のように、今回の推計式では元々金融政策の名目 GDP に対する効果が小さい。

これは、期間中を通じて、結果としてみれば金融政策が有効には働いていなかった（例えば、

90 年代を通じてコールレートはほぼ一貫して低下を続けた＜図 3＞にもかかわらず、GDP 成長

率も低下）ため、そうしたデータからは金融政策の効果が検出しにくいためと考えられる。そ

のような推計式を用いてシミュレーションを行えば、こうした結果が得られるのは当然との見

方もできる。結果として金融政策が有効に働かなかった期間のデータを用いて、金融政策の効

果を定量的にどのように把握するかは、今後に残された大きな課題である。 
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（補論） マネタリーベースを政策変数とした場合のシミュレーション 

上述の「マネーサプライ論争」や米国経済学者の提言の中には、「日銀は、コールレートでは

なくマネタリーベース等の量的指標を政策変数として採用すべき」との主張が含まれる場合も

多かった。そこで、コールレートの代わりに、マネタリーベースを金融政策変数とした場合の

名目 GDP 関数を推計してみた結果が表 3 である13）。表 3 から判るように、コールレートを政策

変数とする場合（表 1）と比べ推計式の説明力は低下し、また「マネタリーベースの係数が全

てゼロ」（マネタリーベースは名目 GDP に全く影響を与えない）という帰無仮説も棄却できな

い（F 値：0.53、有意水準は 10％まで緩めても棄却されない）。 
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（表3）名目GDP関数の推計結果（金融政策変数をマネタリーベースとした場合） 

 
 

以上の推計結果からほぼ自明ではあるが、一応、推計式を用いて、「日銀がマネタリーベース

を政策変数として採用し、1993 年からより積極的な金融緩和を行っていたとした場合」（具体

的には、1993 年～99 年のマネタリーベースの増加率を 1.5%＜年率 6％程度＞と想定）のシミュ

レーションを行ってみた。結果は図 8 の通りで、名目 GDP 成長率にはほとんど差はないこと

が確認された。すなわち、仮に、日銀がコールレートではなくマネタリーベースを政策変数と

してより果敢な金融緩和を行っていたとしても、それだけではデフレの防止はやはり困難であ
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ったものと考えられる14）。 

 

 

（図 8） 金融政策（マネタリーベース）シミュレーション結果 

 

（2） デフレからの脱却：「もし、公共投資削減がなかったら」（2000 年代） 

前述のように（図 6‐2 参照）、2000 年代を通じて公共投資はほぼ一貫して名目 GDP 成長率

にマイナスの影響を与え続けている。もし、いわゆる「構造改革路線」に基づく公共事業予算

の削減策が採られず、こうした公共投資のマイナス寄与がなかったとしたら、GDP 成長率は実

際よりも高くなり、デフレギャップが解消することで、日本経済のデフレからの脱却が実現し

ていた可能性がある。 

この点を検証するために、仮に 1999 年以降の公共投資のマイナスがなかったとした場合の名

目 GDP 成長率を、推計式を用いてシミュレーションしてみた。結果は、図 9‐1、9‐2 の通り

で、「GDP 成長率は、平均で約 0.5％（年率にすれば約 2％）実際より高かったはず」との結果

が得られた。もし、こうした成長率が持続していれば、2009 年の名目 GDP の水準は現実より

も 2 割程度高かったはずである。 

無論、今回の推計式では、他の財政政策変数（減税等）を除外した結果、公共投資の効果がや

や過大に評価されている可能性は否定できない（公共投資乗数の 3 倍超は、やや高過ぎる可能性

が高い）ため、その点を考慮してみる必要はあろうが、それでも、仮に 2000 年代の公共投資削

減がなければ、2002～2007 年の輸出主導の景気回復局面でデフレギャップが解消し、日本経済の

デフレからの脱却が実現していた可能性は、極めて高いものと考えられる。 
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（図 9-1）財政政策シミュレーション結果（1） 

 

 

（図 9-2）財政政策シミュレーション結果（2） 

 

5. 量的金融緩和政策の影響 

図 3 からもわかるように、日銀がいわゆる「量的金融緩和政策」を採用した 2001 年 3 月～2006

年 3 月の期間中は、コールレートはほぼゼロに留まり、従って名目 GDP 関数の説明変数とし

て採用したコールレート前期差もほぼ一貫してゼロである。従って、この期間中の GDP の変



東京外国語大学論集第 79 号（2009）               39 

 

動には、コールレートは殆ど説明力を有さないことになる。コールレートの係数の有意性が低

く、符号条件も満たさないという上述の推計結果には、この点が影響している可能性がある。 

そこで、名目 GDP 関数の説明変数として、量的金融緩和政策下での政策手段である「日銀

当座預金残高」を明示的に付加し、その有意性を確認するとともに、それによりコールレート

変数の係数やその有意性に変化が生ずるか否かをチェックした。推計結果は表 4、表 5 に示し

た通りである。表 4 は、第 3 節の推計式に単純に日銀当座預金残高（共和分検定の結果を踏ま

え対数前期差を採用、ラグは他変数同様 5 期）場合、表 5 は、量的金融政策導入による政策レ

ジームのシフト（コールレートと日銀当座預金残高は、2 つの独立な政策変数とはみなし得な

い）ことを考慮し、「コールレート」に関しては量的金融緩和期間中はゼロ、逆に「日銀当座預

金残高」は量的金融緩和期間以外についてはゼロとした上で、推計を行った場合である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40          1990 年代以降の日本の財政・金融政策の実証的評価：石田 和彦 

 

（表4）量的金融緩和政策の効果（1） 
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（表5）量的金融緩和政策の効果（2） 

 

 

推計結果はどちらの場合でも大きな差異はなかった。付加した当座預金残高はどちらの推計

式でも有意な説明力を有さず（「当座預金残高の係数が全てゼロ」という帰無仮説に対する F
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値は、表 4 のケースで 0.72、表 5 のケース 0.29 となり、いずれも仮説が棄却されない）、係数

の合計も符号条件（+）を満たさない。 

また、当座預金残高を付加したことによるコールレートの有意性の変化をチェックすると、

まず表 4 のケースでは大きな変化はなかった（「コールレートの係数が全てゼロ」という帰無仮

説に対する F 値は 2.29 となり、5％水準で辛うじて有意という表 1 の結果とほぼ同様）。一方、

表 5 のケースでは、同様の仮説に対する F 値が 4.97（1％水準でも有意）となって仮説はより

強く棄却される（コールレートが GDP に影響を及ぼしている可能性がより高い）が、係数の

合計は 0.013 となって符号条件（‐）を満たさない。 

以上の結果は、①政策のレジーム・シフトという要因を考慮しても、第 4 節で行ったシミュ

レーションの結論には大きな変化はないと考えられることに加え、②いわゆる「量的金融緩和

政策」は名目 GDP にはほとんど影響を及ぼさなかった（景気・デフレ対策としての量的金融

緩和政策の有効性は限定的であった）ことを示唆している15）。 

 

結論 

後に、本稿の実証分析から得られた結論と、その財政・金融政策等へのインプリケーショ

ンを整理しておくと、以下の通りである。 

① 1990 年代以降も、公共投資は名目 GDP に有意な影響を与えており、その程度も十分に大

きい。財政政策による総需要調節・景気対策の手段として、公共投資は引続き有効である。 

② 従って、1990 年代に度々採られた財政政策パッケージの規模が実際によりも大きなもの

であったならば、長期不況やデフレ突入は回避できた可能性がある。ただし、財政赤字との

関連で、より大規模な財政による景気刺激策が実行可能であったか否か、或いは、一時的に

は実行できたとしても持続可能性（sustainability）の点で問題がなかったか否かについては、

別途検討が必要であることは言うまでもない16）。 

③ 2002 年～2007 年にかけての「戦後 長の景気回復」は主として輸出に支えられえたもの

である。いわゆる「構造改革」による自律的な投資の増加等が回復を主導したとの見方は、

本稿の実証分析結果からは支持されない。 

④ 2001 年以降の財政政策のスタンス転換に伴う公共投資の削減は、景気に大きなマイナス

の影響を与え続けてきた。仮に、この削減がなかったとすれば、名目 GDP 成長率は実際に

よりも大幅に（シミュレーション結果では、年率 2％程度）高くなり、この結果、上記の輸

出主導の景気回復の効果と併せて、デフレからの脱却が早期に実現されていた可能性が高い。 

⑤ 1990 年代以降のデータで計測する限り、金融政策が名目 GDP に与えてきた影響は限定的

なものである。仮に、1990 年代初期から日銀が実際よりもより果敢な金融緩和政策を採用し
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たとしても、それだけでは長期不況やデフレ突入の回避は困難であったものと考えられる。 

⑥ いわゆる「量的金融緩和政策」が名目 GDP に有意な影響を与えた可能性は低い。 

 

無論、本稿で提示した実証分析は極く限られたものであり、上記①～⑥のような主張を、十

分に実証的な裏付けの伴った政策提言としていくためには、より複雑かつ多面的な実証研究が

必要であろう。それらは、今後の課題としたい。 

 

注
 

1)  内閣府経済社会総合研究所の「景気基準日付」では、2002 年 11 月～2007 年 10 月までの 69 ヶ月間が景気拡

張局面（第 14 循環）とされている（ただし、2007 年 10 月の「景気の山」は暫定）。これは、これまで 長

であった第 6 循環拡張局面の 57 ヶ月（1965 年 10 月～1970 年 7 月、いわゆる「いざなぎ景気」）を抜き、戦

後 長の拡張局面となった。 
2) 主なパッケージを挙げておくと、「緊急経済対策」（92/3 月、宮沢内閣）、「総合経済対策」（92/8 月、同）、

「新総合経済対策」（93/4 月、同）、「緊急経済対策」（93/9 月、細川内閣）、「総合経済対策」（94/2 月、同）、

「緊急円高経済対策」（95/4 月、村山内閣）、「総合経済対策」（95/9 月、同）、「総合経済対策」（98/4 月、

橋本内閣）、「緊急経済対策」（98/11 月、小渕内閣）、「経済新生対策」（99/11 月、同）。その後、小泉内閣の

下でも、2002/2 月に「早急に取り組むべきデフレ対策」と称する政策パッケージが打ち出されたが、その

中心は不良債権処理の促進等の「構造改革」政策に移っている。 
3) なお、図 2 をみると、1990 年後半～2000 年にかけては、98 年～99 年頃に公共投資を主体とする財政政策パ

ッケージが打ち出されていたにもかかわらず、名目公的固定資本形成の伸びがマイナスとなっている。これ

は、98 年～99 年前半にかけての高い伸びの反動減のほか、財政赤字の深刻化により、地方政府の公共事業

予算が削減されたことの影響も大きいと言われている。 
4) 目標値が幅を持って設定された場合、図 4 ではその 大値を示している。 
5) SNA に関するデータは、内閣府経済社会総合研究所ホームページより、本稿 終執筆時点（2009 年 10 月

13 日）での直近（2009 年 9 月 11 日）の「四半期別 GDP 速報（93SNA、平成 12 年基準）」の時系列表をダ

ウンロードして使用した。用いたデータは、いずれも季節調整済の系列である。 
6) コールレート、日銀当座預金残高、および第４節の補論で用いるマネタリーベースの計数は、日本銀行ホー

ムページの「時系列統計データ検索サイト」からダウンロードしたものを用いた。なお、厳密に言えば、1995
年以前に日銀が公式の政策手段としていたのは公定歩合であるが、当時、コールレートは公定歩合とほぼパ

ラレルに調節されていたため、分析上はコールレートを政策変数とすることで問題はないものとみなした。 
7) 関数推計、および、以下で行う各種検定等には、全て計量分析ソフト EViews 6 を使用した。 
8) 対数値前期差は近似的に前期比とみなすことができるので、以下、分析の評価等に関する記述では直感的な

わかり易さのため「前期比」の表現を用いる。 
9) 2008 年以降は GDP のマイナス幅極めて大きく、この期間を含めるとグラフ全体が見辛くなるため、図では

省略した。2008 年以降に関しては、輸出のマイナス寄与が圧倒的に大きいことは言うまでもない。 
10) 例えば、原田・岩田（2002）、浜田・原田（2004）等は、そうした観点から書かれた論文を集めたものであ

る。 
11) この論争に関しては、双方の立場の代表的な論者である岩田（1992）、翁（1993）等を参照（しばしば、両

者の名を冠して「翁・岩田論争」と呼ばれることも多い）。 
12) A.メルツァー、P.クルーグマン、B.バーナンキ（現 FRB 議長）等がその代表例である。 
13) マネタリーベース（対数値）に関しても共和分検定（ADF テスト）を行った結果、レベルでは非定常、1 次

階差で定常との結果が得られたため、対数前期差で推計を行った。 
14) ここでの推計結果に対しては、「マネタリーベースは、現実には政策変数としては用いられていないので、

その下でのデータを用いて関数推計を行っても、政策の真の効果は計測できない」、「政策レジームが変われ
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ば（マネタリーベースが政策目標として採用されれば）、経済主体の行動や期待形成が変化し、その結果、

名目 GDP に与える影響も変化する（関数のパラメータが変わるはず）」との批判があり得るであろう。こう

した批判に応える実証分析は今後の課題であるが、一般的に言って、現実には採用されたことがない政策レ

ジームの効果を、現実のデータから定量的に計測することは極めて困難である。 
15) 量的金融緩和政策に関しては、①いわゆる「時間軸効果」等を通じて実体経済活動に影響を及ぼすとの見方

と、②金融市場安定策としては機能するが景気・デフレ対策としての有効性は限定的との見方に分れ、未だ

に評価が定まったとは言い難い状況にあるが、本稿の分析結果は、①の見方に疑問を呈するものである。 
16) この点に関し、「現実に行われた規模の財政政策でも大幅な財政赤字が残り、現在に至るまでの大問題とな

っているのであるから、まして、より大規模な景気刺激策など実行可能であったはずがない」という単純な

議論は、必ずしも当てはまらない。仮に、より大規模な政策が採られた結果、日本経済が長期不況やデフレ

に陥らず、名目 GDP が 80 年代のような伸びを続けていたとすれば、結果として国債残高の名目 GDP 比率

は現在よりも低くなっていた可能性も考えられるためである。 
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An Empirical Assessment of Fiscal and Monetary Policy 
in Japan since the 1990s 

 

ISHIDA Kazuhiko 
 

It is quite likely that the prolonged economic stagnation and consequent deflation in Japan 

since the 1990s have been caused by inappropriate macro-economic policy (fiscal and monetary 

policy). This paper empirically identifies the effect of fiscal and monetary policy variables on 

macro-economic activity (notably nominal GDP), and examines whether more stimulating 

policies should have contributed to i) preventing the prolonged stagnation and deflation in the 

1990s, and ii) giving an end to the deflation in the 2000s.   

First, a nominal GDP equation is estimated, where changes in nominal GDP are explained by 

changes in i) fiscal and monetary policy variables, and ii)other exogenous variables, using the 

data from 1991Q1 to 2009Q2. Fiscal policy is represented by public investment and monetary 

policy by the call rate. As an exogenous variable, export of goods and services is adopted. The 

estimation results show that public investment and export have strongly significant effect on 

nominal GDP, while the significance of the effect of the call rate is much weaker. These suggest 

that i) fiscal policy is quite effective in controlling nominal GDP while the influence of monetary 

policy is limited, and ii) the economic expansion observed in 2002-2007 was mainly driven by the 

increase in exports. 

Then, two simulations are conducted using the estimated nominal GDP equation. The first 

simulation examines whether the prolonged economic stagnation in the 1990s would have been 

prevented if more aggressive monetary easing had been adopted since the early 1990s. The 

simulation result is not supportive for this hypothesis. The second one tests whether the 

economy would have succeeded in giving an end to deflation in the 2000s if it had not been for the 

significant cut in public investment conducted by the Koizumi administration since 2001. The 

result suggests that nominal GDP would have been higher than the reality by about 20% in 2009, 

which would be quite enough to close the deflation gap and pull the economy out of deflation. 

Finally, the effectiveness of the so-called quantitative easing of monetary policy in 2001-2006 

is examined, where the Bank of Japan adopted the balance of reserves instead of the call rate as 

the policy target. The changes in reserves were added to the nominal GDP equation as an 

explanatory variable, and their significance is tested. The result is not supportive for the 

effectiveness of the quantitative easing in influencing nominal GDP. 

Based on these empirical findings, the paper concludes that fiscal policy, notably the increase 

in public investment, is still most effective in preventing economic stagnation and giving an end to 

deflation. 




