上田八木短資株式会社
政策決定日
平成７年(1995 年)

3 月 31 日

公定歩合

金融市場調節方針等

1.75%（平成 5 年 「当面の金融調節方針について」を公表
9 月から）

（公定歩合の水準と整合的な範囲内で、
金融緩和の効果が最大限発揮されるよ
う、短期市場金利の低下を促す）。

4 月 14 日

1.0%（同日実施）

7月7日

↓

「当面の金融調節方針について」を公表
（短期市場金利を、平均的にみて公定歩
合をある程度下回る水準で推移するよ
う促す）。

9月8日

0.5% (同日実施)

短期市場金利を、新たな公定歩合をやや
下回る水準まで引き下げる。

平成 10 年(1998 年)

9月9日

↓

無担保コールレート（オーバーナイト
物）を、平均的にみて 0.25％前後で推移
するよう促す。

平成 11 年(1999 年)

2 月 12 日

より潤沢な資金供給を行い、無担保コー
ルレート（オーバーナイト物）を、でき
るだけ低めに推移するように促す。 そ
の際、短期金融市場に混乱の生じないよ
う、その機能の維持に十分配意しつつ、
当初 0.15％前後を目指し、その後市場の
状況を踏まえながら、徐々に一層の低下
を促す。

10 月 13 日

1. 金融市場調節手段の整備。
①短期国債アウトライトオペの導入、②
レポオペ対象国債の拡大
2. 年末越え資金需要に対応した弾力的
なオペの実施。
①各種オペ手段を活用した年末越え資
金の供給、②オペのオファー先数の拡大

平成 12 年(2000 年)

8 月 11 日

無担保コールレート（オーバーナイト
物）を、平均的にみて 0.25％前後で推移
するよう促す。
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政策決定日
平成 13 年 (2001 年)

2月9日

公定歩合

金融市場調節方針等

0.35% （2 月 13 1
日 実施）

.無担保コールレート（オーバーナイ

ト物）を、平均的にみて 0.25％前後で推
移するよう促す。
2. 流動性供給方法の改善策
① ロンバート型貸出制度新設
② 短期国債買い切りオペの積極活用
③ 手形オペ（全店買入）導入の具体化

2 月 28 日

0.25% （3 月 1 無担保コールレート（オーバーナイト
日実施）

物）を、平均的にみて 0.15％前後で推移
するよう促す。

3 月 19 日

1.

金融市場調節の操作目標の変更

主たる操作目標を日本銀行当座預金残
高に変更 （日銀当座預金残高が５兆円
程度となるよう金融市場調節を行う。な
お、資金需要が急激に増大するなど金融
市場が不安定化するおそれがある場合
には、上記目標にかかわらず、一層潤沢
な資金供給を行う）
。
2. 新しい金融市場調節方式は、消費者
物価指数（全国、除く生鮮食品）の前年
比上昇率が安定的にゼロ％以上となる
まで継続。
3.
8 月 14 日

長期国債の買入れ増額。

1. 金融市場調節方針の変更（日銀当座
預金残高を 5→6 兆円程度に増額）
。
2. 長期国債の買入れ増額（月 4→6 千
億円ペース）。

9 月 18 日

0.10% (9 月 19 日 1. 金融市場調節方針の変更 (当面、日
実施)

銀当座預金残高が 6 兆円を上回るこ
とを目標として、潤沢な資金供給を
行う)。
2. 補完貸付制度（ロンバート型貸付制
度）の公定歩合による利用上限日数
の引き上げ(5→10 営業日)。
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平成 13 年(2001 年)

政策決定日

公定歩合

12 月 19 日

0.10％変更無し

金融市場調節方針等
1.

金融市場調節方針の変更（日銀当座
預金残高が 10～15 兆円程度となる

↓

よう金融市場調節を行う）
。
2.

長期国債買入れの増額（月 8000 億
円に）
。

3.

金融市場調節手段の拡充（CP 現先
オペの積極的活用、資産担保 CP を
現先オペ対象と適格担保に加えるた
めの実務的検討を早急に進める、住
宅ローン債権・不動産担保証券を裏
付け資産とする ABS を適格担保に
加えるための実務的検討を早急に進
める。手形オペ・全店買入のオファ
ー頻度引き上げ、国債買入・国債レ
ポ・CP 現先・手形売出オペの輪番
制を廃止し全先に毎回オファーを行
う）。

平成 14 年(2002 年)

1 月 16 日

1.

オペ対象資産・適格担保の拡大
（ABCP、住宅ローン債権・不動産
を裏付け資産とする ABS の適格基
準等を決定。

2.

国債買入オペの対象銘柄選定ルー
ルの見直し（買入対象を「発行後１
年以内のもののうち発行年限別の
直近発行２銘柄を除く」に拡大・・・
１月１７日実施）。

3.

手形オペの対象先選定方式の見直
し（手形オペ・全店買入対象先選定
頻度を「年間を通して実施」に、手
形買入・本店買入オペ対象先選定基
準に「手形買入・全店買入オペの落
札実績」を追加）。

上田八木短資株式会社

3

平成 14 年(2002 年)

政策決定日

公定歩合

2 月 28 日

0.10％変更無し

金融市場調節方針等
1.

↓

年度末に向けた一層潤沢な資金供給
（10～15 兆円程度の当座預金残高
目標にかかわらず、流動性需要の増
大に応じ、一層潤沢な資金供給を行
う）。

2.

長期国債買入の増額（月 8 千億円→
1 兆円）。

3.

ロンバート型貸出における公定歩合
適用期間の拡大（3 月 1 日～4 月 15
日までの間、すべて公定歩合による
利用を可能とする）
。

4.

適格担保拡大の検討（預金保険機構
向け・地方交付税特別会計向け貸付
債権の適格担保化の実務的検討を早
急に進める）。

9 月 18 日

「金融システムの安定に向けた日本銀
行の新たな取り組みについて」を公表
（①金融機関による保有株式削減努力
の促進策＝日銀による銀行保有株の直
接買い取り＝の導入検討（10 月 11 日に
「株式買入等基本要領」を制定）、②不
良債権問題についての基本的な考え方
の整理・公表）---金融政策決定会合終了
後、通常会合で決定

10 月 30 日

1.

金融市場調節方針の変更（日銀当座
預金残高が 15～20 兆円程度となる
よう金融市場調節を行う）
。

2.

長期国債買入れの増額（月 1 兆円→
1 兆 2000 億円に）
。

3.

手形買入期間の延長（「6 ヵ月以内」
→「1 年以内」）
。
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平成 14 年(2002 年)

政策決定日

公定歩合

金融市場調節方針等

12 月 17 日

0.10％変更無し

「企業金融円滑化策について」を公表

↓

（①証書貸付債権の担保拡大（債務者種
類および当初貸付期間毎に担保掛け目
を細分化し、3 年以内の証貸債権の担保
掛け目を引き上げるとともに、5 年超 10
年以内の証貸債権を、新たに適格担保
化）②資産担保コマーシャル・ペーパー
（ＡＢＣＰ）の適格基準の緩和（2004
年度末までの時限措置として日銀取引
先の保証するＡＢＣＰを適格の扱いと
する）③ストリップス債の適格担保化）。

平成 15 年（2003 年）

3 月 25 日

１．金融市場調節の変更 ①4 月 1 日以
後は、日本郵政公社の発足に伴い、
日銀当座預金残高が１７～２２兆
円程度となるよう金融市場調節を
行う②国際政治情勢などを踏まえ、
年度末以降も必要に応じ、当座預金
残高目標にかかわらず一層潤沢な
資金供給を行う。
２．ロンバート型貸出における公定歩
合適用期間の拡大（当分の間、すべ
ての営業日を通じて公定歩合によ
る利用を可能とする）。
３．金融機関保有株式の買入れ上限の
引上げ①買入総額の上限 2 兆円→3
兆円、②買入対象先毎の累計買入限
度 額 5,000 億 円 → 7,500 億 円
--- 政策委員会・通常会合で決定

4月8日

「資産担保証券の買入れの検討につい
て」を公表（中堅・中小企業関連資産を
主たる裏付資産とする資産担保証券を、
時限的措置として金融調節上の買入れ
対象資産とすることについて、検討を進
める）
。

4 月 30 日

1.

金融市場調節方針の変更 日銀当座
預金残高の目標値を、「17～22 兆円
程度」から「22～27 兆円程度」に引
き上げる。

2.

産業再生機構に対する証書貸付債権を、新
たに日本銀行の適格担保とする。
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平成 15 年（2003 年）

政策決定日

公定歩合

5 月 20 日

0.10％変更無し
↓

金融市場調節方針等
金融市場調節方針の変更

日銀当座預

金残高の目標値を、
「22～27 兆円程度」
から「27～30 兆円程度」に引き上げる。

6 月 11 日

「資産担保証券の買入れとその考え方
について」を公表（具体的スキームの骨
子を取りまとめ、7 月末までの実施に向
けて所要の準備を進める）
。

9 月 12 日

1.

「国債現先オペの期間延長の検討に
ついて」を公表。
（次回決定会合で報
告するよう執行部に指示）
。

2.

「シンジケートローン債権の担保受
入について」を公表。
（実務面での検
討を進めている執行部からの報告）
。

10 月 10 日

1.

金融市場調節方針の変更 日銀当座
預金残高の目標値を、「27～30 兆円
程度」から「27～32 兆円程度」に上
限を引き上げる。

2.

国債買現先オペの最長期間延長（6
ヶ月→1 年）

3.

「金融政策の透明性強化について」
を公表。＜１＞経済・物価情勢に関
する日本銀行の判断についての説明
の充実。
「展望レポート」について 3
ヶ月毎の「中間評価」の公表。
「金融
経済月報」の「基本的見解」部分の
即日公表・決定会合後の総裁会見の
即日実施。＜２＞量的緩和政策継続
のコミットメントの明確化（量的緩
和解除の条件）①CPI 前年比上昇率
が数ヶ月均してみて基調的にゼロ％
以上であると判断できること。
②政策委員の多くが見通し期間にお
いてゼロ％を超える見通しを有して
いること。③こうした条件は必要条
件であってこれが満たされたとして
も、経済・物価情勢によっては、量
的緩和政策を継続することが適当で
あると判断する場合も考えられる。
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平成 16 年（2004 年）

政策決定日

公定歩合

1 月 20 日

0.10％変更無し

金融市場調節方針等
1.

↓

金融市場調節方針の変更 日銀当座
預金残高目標値を、
「27～32 兆円程
度」から「30～35 兆円程度」に引き
上げる。

2.
2 月 26 日

資産担保証券買入基準見直し。

「国債市場の流動性向上に向けた制度導入の
検討」を公表（日銀保有国債を市場に供給しう
る制度（いわゆる品貸し）の導入に関する実務
的な検討を行い、準備が整い次第、決定会合に
報告するよう執行部に指示）
。

4月9日

「国債の補完供給制度の導入について」を公表
（いわゆる「品貸し」の導入を決定）
。

平成 17 年（2005 年）

5 月 20 日

（一時的な日銀当座預金残高目標割れ
の容認、いわゆる「なお書き」の変更）
日本銀行当座預金残高が３０～３５兆円程度
となるよう金融市場調節を行う。なお、資金需
要が急激に増大するなど金融市場が不安定化
するおそれがある場合には、上記目標にかかわ
らず、一層潤沢な資金供給を行う。また、資金
供給に対する金融機関の応札状況などから資
金需要が極めて弱いと判断される場合には、上
記目標を下回ることがありうるものとする。

平成 18 年（2006 年）

3月9日

（量的緩和政策の解除）
金融市場調節の操作目標を日本銀行当座預金
残高から無担保コールレート（オーバーナイト
物）に変更した上で、次回金融政策決定会合ま
での金融市場調節方針を、「無担保コールレー
ト（オーバーナイト物）を、概ねゼロ％で推移
するよう促す。 」と決定した。また、
「新たな
金融政策運営の枠組みの導入について 」を公
表、その中で『消費者物価指数の前年比で表現
すると、０～２％程度であれば、各委員の「中
長期的な物価安定の理解」の範囲と大きくは異
ならないとの見方で一致した。また、委員の中
心値は、大勢として、概ね１％の前後で分散し
ていた。「中長期的な物価安定の理解」は、経
済構造の変化等に応じて徐々に変化し得る性
格のものであるため、今後原則としてほぼ１年
ごとに点検していくこととする。
』と記述した。
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平成 18 年（2006 年）

政策決定日

基準貸付利率

7 月 14 日

0. 40%

金融市場調節方針等
（いわゆるゼロ金利政策の解除）

(7 月 14 日公表後 以下「金融市場調節方針の変更につい

直ちに実施)

て」よりポイント抜粋
1.

日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策
決定会合において、次回金融政策決定会合
までの金融市場調節方針を、以下のとおり
とすること（公表後直ちに実施）を決定し
た（全員一致）
。

「無担保コールレート（オーバーナ
イト物）を、0.25％前後で推移する
よう促す。」
2.

補完貸付については、その適用金利である
「基準貸付利率」を 0.40％とすること（公
表後直ちに実施）を決定するとともに（賛
成 6 反対 3）
、利用日数に関して上限を設
けない臨時措置を当面継続することとし
た。なお、長期国債の買入れについては、
先行きの日本銀行の資産・負債の状況を踏
まえつつ、当面は、これまでと同じ金額、
頻度で実施していく方針である。

3.

先行きの金融政策については、今後とも経
済・物価情勢を丹念に点検しながら運営し
ていく。経済・物価情勢が展望レポートに
沿って展開していくと見込まれるのであ
れば、政策金利水準の調整については、経
済・物価情勢の変化に応じて徐々に行うこ
とになる。この場合、極めて低い金利水準
による緩和的な金融環境が当面維持され
る可能性が高いと判断している。

平成 19 年（2007 年）

2 月 21 日

0.75%

1.

(2 月 21 日公表後

無担保コールレート（オーバーナ
イト物）を、0.5％前後で推移する
よう促す（賛成 8 反対 1）
。

直ちに実施)
2.

補完貸付については、その適用金
利である「基準貸付利率」を
0.75％とすること（公表後直ちに
実施）を決定した（賛成 8 反対 1）。
長期国債の買入れについては、先
行きの日本銀行の資産・負債の状
況を踏まえつつ、当面は、これま
でと同じ金額、頻度で実施してい
く方針である。
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平成 20 年（2008 年）

政策決定日

基準貸付利率

金融市場調節方針等

9 月 18 日

075％変更なし
↓

「米ドル資金供給オペレーション」の導

10 月 14 日

入を決定
「金融市場の安定確保のための金融調
節面での対応策について」公表
１．国債レポ市場における流動性改善の
ための措置
（１）国債現先オペの対象に変動利付
債、物価連動債、30 年債を追加する。
（２）国債補完供給の最低品貸料を引き
下げる（1％→0.5％）
。また、現在実施
中の、制度利用にかかる要件緩和措置を
延長する（いずれも、2009 年 1 月 16 日
までの時限措置）。
２．市場を通じた企業金融の円滑化のた
めの措置
（１）現在、概ね四半期に一回実施して
いるＣＰ現先オペについて、頻度・金額
の面でより積極的活用を図る。
（２）2009 年 4 月末までの時限措置と
して、資産担保ＣＰ（ＡＢＣＰ）の適格
要件を緩和し、担保およびＣＰ現先オペ
の対象資産として、日本銀行取引先の保
証するＡＢＣＰを適格とする。
３．年末越え資金の積極的な供給
年末越えのターム物オペを早期に開始
することにより、年末越え資金を積極的
に供給する。
４．ドル供給オペの拡充
米ドル短期金融市場における流動性向
上のための中央銀行間の協調策（10 月
13 日公表）に基づき、日本銀行におい
ても、「固定金利を提示して、適格担保
の範囲内で、供給総額に制限を設けずに
ドル供給を行う方式」を導入する。

上田八木短資株式会社

9

政策決定日
平成 20 年（2008 年） 10 月 31 日

基準貸付利率

金融市場調節方針等

0.50％

1. 無担保コールレート（オーバーナイ

（10 月 31 日公表 ト物）を、0.3％前後で推移するよう促
後直ちに実施）

す（賛成 4 反対 4）
。
2

補完貸付については、その適用金利

である「基準貸付利率」を 0.5％とする
（全員一致）
。
3. 補完当座預金制度の導入（日本銀行
当座預金のうち所要準備額を超える金
額について利息を付す措置を臨時に導
入し、11 月積み期から 2009 年 3 月積み
期までの間、実施する。適用利率は、
0.1％とする）（全員一致）
。

12 月 2 日

「企業金融円滑化のための金融調節面
での対応について」発表
2009 年 4 月末までの時限措置として、
金融調節面で以下の措置を講じること
とした。
（１）民間企業債務の適格担保範囲の拡
大
民間企業債務の適格担保としての取扱
いについて、社債と企業向け証書貸付債
権の適格要件のうち、格付に係る要件
を、従来の「Ａ格相当以上」から「ＢＢ
Ｂ格相当以上」に緩和する。これに伴い、
新たに適格とする「ＢＢＢ格相当」の社
債と企業向け証書貸付債権に適用する
担保掛け目を設定する。本措置は、12
月 9 日から実施する。
（２）民間企業債務を活用した新たなオ
ペレーションの実施
民間企業債務を担保とする資金供給面
の工夫として、「共通担保として差入れ
られている民間企業債務の担保価額の
範囲内で、金額に制限を設けずに、無担
保コールレートの誘導目標と同水準の
金利で、年度末越え資金を供給するオペ
レーション」を導入する。本措置につい
ては、12 月 18・19 日に開催予定の金融
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政策決定日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
政策決定会合において基本要領等を決
定し、来年 1 月中の実施に向けて実務的
準備を進める。

平成 20 年（2008 年） 12 月 19 日

0.3%

（１）無担保コールレート（オーバナイ

（12 月 19 日公表 ト物）の誘導目標を 0.2%引き下げ、0.1%
後直ちに実施）

前後で推移するよう促す（公表後直ちに
実施）。
（２）補完貸付については、その適用金
利である基準貸付利率を 0.2%引き下げ、
0.3%とする（公表後直ちに実施）。
（３）補完当座預金制度の適用利率につ
いては、0.1%とする（公表後直ちに実
施）。
（４）「金融調節手段に係る追加措置に
ついて」公表
1. 長期国債の買入れに係る措置
＜1＞長期国債買入れの増額
これまで年 14.4 兆円（月 1.2 兆円）
ペースで行ってきた長期国債の買入れ
を、年 16.8 兆円（月 1.4 兆円）ペースに
増額する（当月より実施）
。
＜２＞買入対象国債の追加、残存期間
別買入れの実施
2. 企業金融の円滑化に向けた措置
＜１＞企業金融支援特別オペレーシ
ョンの決定
＜２＞ＣＰ買入れを含めた企業金融
面での追加措置の導入・検討
＜３＞ＣＰ買現先オペ等の対象先へ
の日本政策投資銀行の追加

平成 21 年（2009 年）

1 月 22 日

1.企業金融に係る金融商品の買入れにつ
いての基本的な考え方の整理
２．コマーシャル・ペーパー等買入れの
実施
３．残存期間１年以内の社債の買入れに
ついての検討
４．不動産投資法人債の適格担保化
５．長期国債買入れにおける対象国債の
追加および残存期間等区分別買入れの
実施

上田八木短資株式会社
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平成 21 年（2009 年）

政策決定日

基準貸付利率

金融市場調節方針等

2月3日

↓

株式買入れ決定。買入れ総額 1 兆円。

2 月 19 日

↓

（１）企業金融支援策の拡充
① 企業金融支援特別オペレーションを強化
し、期間３か月のやや長めの資金を低利・安定
的に供給する。
② 社債買入れの細目を定め、３月より買入れ
を開始する。
③ ＣＰ買入れ、及び民間企業債務に関する適
格担保要件の緩和措置の実施期限を延長する。
（２）金融市場安定化のための時限措置の延長
等
① 米ドル資金供給オペレーションの実施期限
を延長する。
② 補完当座預金制度の実施期限を延長する。
③ 政府保証付短期債券を適格担保化するほ
か、国債補完供給の対象国債を追
加する。

3 月 17 日

「日本銀行による金融機関向け劣後特約付貸
付の供与について」公表。銀行の資本増強を支
援するために劣後ローンによる資金供与を検
討することを決定。

3 月 18 日

これまで年 16.8 兆円（月 1.4 兆円）ペースで
行ってきた長期国債の買入れを、4.8 兆円増額
し、年 21.6 兆円（月 1.8 兆円）ペースで実施
する。

4月8日

適格担保の範囲を拡大
①政府に対する証書貸付債権・政府保証付証書
貸付債権の適格担保範囲の拡大
②地方公共団体に対する証書貸付債権の適格
担保化

5 月 22 日

いわゆるクロスボーダー担保の適格化につい
ても検討してきた結果、米国債、英国債、ドイ
ツ国債、フランス国債を適格担保とする。
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平成 21 年（2009 年）

政策決定日

基準貸付利率

金融市場調節方針等

7 月 15 日

↓

CP・社債買入れ、企業金融支援特別オペ
レーション等の時限措置を延長するこ
とを決定。

10 月 30 日

各種時限措置の取扱い変更
（１）企業金融支援特別オペ
実施期限を 2010 年 3 月末まで延長した
上で完了する。4 月以降は、より広範な
担保を利用できる共通担保オペ等の金
融調節手段を活用して潤沢な資金供給
を行う態勢に移行する。
（２）CP・社債買入れ
2009 年 12 月末をもって措置を完了す
る。
（３）担保要件の緩和措置
民間企業債務および ABCP の担保要件
の緩和措置については、実施期限を、
2010 年 12 月末まで延長する。
（４）補完当座預金制度
実施期限を、当分の間延長する。

12 月 1 日

「金融緩和の強化について」公表
＊新しい資金供給手段の導入
（１）金利：固定金利（無担保コールレ
ート＜オーバーナイト物＞の誘導目標
水準、０．１％）
（２）期間：３か月
（３）担保：国債、社債、CP、証貸債権
など全ての日銀適格担保（共通担保方
式）

12 月 18 日

「中長期的な物価安定の理解」の明確化
＊（明確化のポイント）
・ゼロ％以下のマイナスの値は許容して
いない
・中心は１％程度
「消費者物価指数の前年比で２％以下
のプラスの領域にあり、委員の大勢は
１％程度を中心と考えている」
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平成 22 年（2010 年）

政策決定日

基準貸付利率

金融市場調節方針等

3 月 17 日

↓

固定金利方式・共通担保資金供給オペレ
ーションの増額
（１）期 間 ３か月
（２）オファー頻度 週２回
（３）資金供給額（１回当たり）８千億
円程度
これにより当オペの資金供給規模は、現
在の 10 兆円程度から、20 兆円程度に
増加

4 月 30 日

議長は、成長基盤強化の観点から、民間
金融機関による取り組みを資金供給面
から支援する方法について検討を行い、
改めて報告するよう、執行部に指示。

5 月 10 日

「中央銀行の協調対応策について」「米
ドル資金供給策の整備について」公表。
米国連邦準備制度との間で米ドルスワ
ップ取極めを再締結すること、および米
ドル資金供給オペレーションの実施体
制を改めて整備すること、を決定した。

5 月 21 日

「成長基盤強化を支援するための資金
供給の骨子素案」公表
1. 対象先
共通担保オペ（全店貸付）の対象先のう
ち希望する先
2. 資金供給の方式
共通担保を担保とする貸し付け（共通担
保オペと同様の方式）
3. 貸付期間
原則１年とし、借り換え（ロールオーバ
ー）を可能とする。
4. 貸付利率
貸付時の無担保コールレート（オーバー
ナイト物）の誘導目標水準
5. 対象先毎の貸付額
対象金融機関から成長基盤強化に向け
た取組み方針の提示を受け、そのもとで

上田八木短資株式会社

14

政策決定日

基準貸付利率

金融市場調節方針等

↓

行われた融資・投資の実績に基づき、当
該金融機関に対して貸し付けを行う。
6. 貸付総額、貸付受付期限等
成長基盤強化に向けた融資・投資への金
融機関の取り組み状況等を踏まえ、本措
置の開始時に、貸付総額、貸付受付期限
（新規に貸付を受け付ける期限）、借り
換え可能な回数を定める。

6 月 15 日

「成長基盤強化を支援するための資金供給の
概要」公表
1.

対象金融機関

・

共通担保オペ（全店貸付）の対象先のうち
希望する先。

・

各対象金融機関は、成長基盤強化に向けた
取り組み方針を策定し、別紙の要件を満た
すことにつき日本銀行の確認を受ける。

2.

資金供給の方式

・

共通担保を担保とする貸し付け（共通担保
オペと同じ電子貸付方式）
。

3.

貸付期間、借り換え可能回数

・

貸付期間は原則 1 年とし、3 回まで借り換
えを可能とする（最長 4 年）
。－新規貸付
は、
四半期に 1 回のペースで実施する予定。

4.

貸付利率

・

貸付時の無担保コールレート（オーバーナ
イト物）の誘導目標水準

5.

貸付限度額

（１）貸付総額
・

貸付総額の残高上限は 3 兆円－1 回当りの

貸付総額は１兆円を限度とする。
（２）対象金融機関毎の貸付限度額
・

対象金融機関毎の貸付残高の上限は 1500

億円。
・ 各対象金融機関は、１．の取り組み方針の
もとで行った各四半期の融資。投資の実績の範
囲内で、借入れを行うことができる。
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政策決定日

基準貸付利率
↓

金融市場調節方針等
6.

貸付受付期限

・

2012 年 3 月末（新規貸付の最終実行期限
は同年 6 月末）
。

（別紙）成長基盤強化に向けた取り組み方針の
要件
＜対象融資・投資＞
資金使途が以下の例示に該当するなど成長基
盤強化に資するものであること。
①研究開発②起業③事業再編④アジア諸国等
における投資・事業展開⑤大学・研究機関にお
ける科学・技術研究⑥社会インフラ整備・高度
化⑦環境・エネルギー事業⑧資源確保・開発事
業⑨医療・介護・健康関連事業⑩高齢者向け事
業⑪コンテンツ・クリエイティブ事業⑫観光事
業⑬地域再生・都市再生事業⑭農林水産業、農
商工連携事業⑮住宅ストック化支援事業⑯防
災対策事業⑰雇用支援・人材育成事業⑱保育・
育児事業－上記以外の資金使途であっても成
長基盤強化に資するものは対象とすることが
できる
＜融資・投資先＞
・

国内居住者（政府、地方自治体、金融機関
等を除く）
。

・

外国法人のうち国内に事業所を有し、か
つ、国内において成長基盤強化に資する事
業を行う者。

＜融資・投資期間＞
・

1 年以上

＜その他＞
・

日本銀行が本資金供給の趣旨等に鑑み不
適当と認める特段の事情がないこと。

8 月 30 日

「金融緩和の強化について」公表。固定
金利方式の共通担保オペレーションに
ついて、期間 6 か月物を新たに導入した
うえで、同オペを通じた資金供給を大幅
に拡大することとした。期間 6 か月の資
金供給規模は 10 兆円程度。
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政策決定日

基準貸付利率

10 月 5 日

↓

金融市場調節方針等
『「包括的な金融緩和政策」の実施について』を
公表。
(1)

金利誘導目標の変更
無担保コールレート（オーバーナイト物）

を、0~0.1%程度で推移するよう促す（公表後
直に実施）
。補完当座預金制度の適用利率、固
定金利方式・共通担保資金供給オペレーショ
ンの貸付利率および成長基盤強化を支援する
ための資金供給の貸付利率は、引き続き、
0.1%。
（２）

「中長期的な物価安定の理解」に基づ

く時間軸の明確化
日本銀行は、「中長期的な物価安定の理解」
（「消費者物価指数の前年比で 2%以下のプラ
スの領域にあり、委員の大勢は 1%程度を中心
と考えている。」
）に基づき、物価の安定が展望
できる情勢になったと判断するまで、実質ゼロ
金利政策を継続していく。ただし、金融面での
不均衡の蓄積を含めたリスク要因を点検し、問
題が生じていないことを条件とする。
（３）

資産買入等の基金の創設

国債、CP、社債、指数連動型上場投資信託
（ETF）、不動産投資信託（J-RIET）など多様
な金融資産の買入れと固定金利方式・共通担保
資金供給オペレーションを行うため、臨時の措
置として、バランスシート上に基金を創設する
ことを検討する。このため、議長は、執行部に
対し、資産買入等の基金の創設について具体的
な検討を行い、改めて金融政策決定会合に報告
するよう指示した。

10 月 28 日

資産買入等の基金について、基金の総額や買入
対象資産ごとの買入限度額、買入方式などの具
体的な運営に関する基本要領等を決定。
①

基金の総額：35 兆円程度
資産買入：5 兆円程度
固定金利方式・共通担保資金供給オペレー
ション：30 兆円程度

②

買入対象資産ごとの買入限度額
長期国債、国庫短期証券：3.5 兆円（うち、
長期国債 1.5 兆円程度）
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政策決定日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
ＣＰ等、社債等：それぞれ 0.5 兆円程度
指数連動型上場投資信託：0.45 兆円程度
（認可取得を条件とする）
不動産投資信託：0.05 兆円程度（認可取
得を条件とする）

次回金融政策決定会合の開催予定日につい
は、ＥＴＦおよびＪ-REIT の買入れを早期に
開始できるよう基本要領の審議・決定等を行
うため、11 月 15 日および 16 日から、11 月 4
日および 5 日に変更。

11 月 5 日

資産買入等の基金を通じて行う指数連動型上
場投資信託（ＥＴＦ）および不動産投資信託
（Ｊ－ＲＥＩＴ）の買入について、買入対象
の詳細や信託銀行を受託者とする買入方式な
どの具体的な運用を定める買入基本要領等を
決定。

平成 23 年（2011 年）

3 月 14 日

「金融緩和の強化について」を発表。資産買
入基金を 5 兆円程度増額し、40 兆円程度とす
ることを決定。

4月7日

「被災地金融機関を支援するための資金供給
オペレーション」導入決定。

6 月 14 日

「成長基盤強化支援資金供給における新たな
貸付枠の概要」公表。

8 月４日

「金融緩和の強化について」を発表。資産買
入基金を 10 兆円程度増額し、50 兆円程度と
することを決定。

10 月７日

被災地金融機関を支援するための資金供給オ
ペレーションの受付期限を６ヶ月延長し
2012 年 4 月末とする。被災地企業等にかかる
担保適格要件の緩和措置についても、その適
用期限を 6 ヶ月延長し、2013 年 4 月末とする。
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政策決定日
10 月 27 日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
資産買入等の基金を 50 兆円程度から 55 兆円
程度に 5 兆円程度増額することを決定。

11 月 30 日

「国際短期金融市場の緊張への中央銀行の協
調対応策」公表
・

スワップ協定に基づく中銀のドル資金供
給の金利を 0.5%引き下げ。12 月 5 日から
実施。
協定の期限を 2013 年 2 月 1 日まで 6 ヶ月

・

延長
・

米ドル以外の通貨も融通する多角的なス
ワップ協定を締結

・

各中銀は民間銀行へのドル資金供給時に
市場実勢金利への上乗せ分を 0.5%下げ

平成 24 年（2012 年） 2 月 14 日

（１）中長期的に持続可能な物価の安定と整合
的な物価上昇率として、「中長期的な物価安定
の目途」を示すこととする。日本銀行としては、
「中長期的な物価安定の目途」は、消費者物価
の前年比上昇率で２％以下のプラスの領域に
あると判断しており、当面は１％を目途とす
る。
（２）当面、消費者物価の前年比上昇率１％を
目指して、それが見通せるようになるまで、実
質的なゼロ金利政策と金融資産の買入れ等の
措置により、強力に金融緩和を推進していく。
ただし、金融面での不均衡の蓄積を含めたリス
ク要因を点検し、経済の持続的な成長を確保す
る観点から、問題が生じていないことを条件と
する。
（３）資産買入等の基金を 55 兆円程度から 65
兆円程度に 10 兆円程度増額する。買入れの対
象は長期国債とする。現在、資産買入等の基金
の残高は 43 兆円程度であるため、今回の増額
分と併せ、本年末までに残高は 22 兆円程度増
加することになる。

3 月 13 日

1.

成長基盤強化を支援するための資金供給を

3 兆 5 千億円から 5 兆 5 千億円に 2 兆円増加す
る。
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政策決定日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
（１）成長支援資金供給（本則）では対象とし
ていない小口の投融資を対象に、新たに５千億
円の貸付枠（小口特則）を導入する。
（２）成長に資する外貨建て投融資を対象に、
日本銀行が保有する米ドル資金を用いて、新た
に１兆円の貸付枠（米ドル特則）を導入する。
本特則については、議長は、執行部に対し、次
回の金融政策決定会合までに具体的な検討を
行い、報告するよう指示した。
（３）2010 年６月に導入した成長支援資金供
給（本則）
について、
新規貸付の受付期限を 2014
年３月末まで２年延長するとともに、貸付枠を
３兆円から３兆５千億円に５千億円増額する。
（４）2011 年６月に導入した出資や動産・債
権担保融資（いわゆる「ＡＢＬ」）などを対象
とした成長支援資金供給（ＡＢＬ特則）につい
て、現行５千億円の貸付枠のもとで、新規貸付
の受付期限を 2014 年３月末まで２年延長す
る。

2.

被災地金融機関を支援するための資金供給

オペレーションについて、貸付の受付期限を
2013 年 4 月末まで 1 年延長する。被災地企業
等にかかる担保用件の緩和措置についても、そ
の適用期限を 2014 年 4 月末まで 1 年延長した。

4 月 10 日

３月の会合において骨子素案を決定した日本
銀行が保有する米ドル資金を用いた新たな１
兆円の資金供給枠（米ドル特則）について、詳
細を決定。
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政策決定日
4 月 27 日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
（１）資産買入等の基金を 65 兆円程度から 70
兆円程度に５兆円程度増額する。その内訳は次
のとおりとする。
① 長期国債の買入れを 10 兆円程度増額する。
② 指数連動型上場投資信託受益権（ＥＴＦ）
の買入れを２千億円程度、不動産投資法人投資
口（Ｊ－ＲＥＩＴ）の買入れを百億円程度、そ
れぞれ増額する。
③ 期間６か月の固定金利方式・共通担保資金
供給オペレーションについては、応札額が未達
となるケースが発生している状況を勘案し、５
兆円程度減額する。
（２）買入れ対象とする長期国債の残存期間に
ついては、今回の増額分を含めて多額の買入れ
を円滑に進め、長めの金利へ効果的に働きかけ
る観点から、従来の「１年以上２年以下」を「１
年以上３年以下」に延長する。社債についても、
長期国債と同様に、買入れ対象の残存期間を延
長する。
（３）基金の 70 兆円程度への増額は 2013 年
６月末を目途に完了する。なお、本年末時点に
おける基金の規模は従来通り 65 兆円程度とす
る。

7 月 12 日

（１）固定金利方式・共通担保資金供給オペレ
ーションを 5 兆円程度減額し、短期国債買入れ
を 5 兆円程度増額する。
（２）短期国債の買入れをより確実に行うた
め、当該買入れにおける入札下限金利（現在、
年 0.1％）を撤廃する。CP の買入れについても
同様とする。
（３）固定金利方式・共通担保資金供給オペレ
ーションについて、金融機関の資金需要に柔軟
に対応するため、
「期間 3 か月」と「期間 6 か
月」の区分をなくし、
「期間 6 か月以下」とす
る。

9 月 19 日

（１）資産買入等の基金を 70 兆円程度から 80
兆円程度に 10 兆円程度増額する。基金の増額
に当たり、買入れの対象は短期国債（5 兆円程
度）および長期国債（5 兆円程度）とする。
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政策決定日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
資産買入等の基金の増額は、2013 年 12 月を
目途に完了する。このうち、短期国債の増額は
2013 年 6 月末を目途に完了する。長期国債の
増額は 2013 年 12 月末を目途に完了する。これ
により、2012 年 12 月末時点、2013 年 6 月末
時点および 2013 年 12 月末時点における基金の
規模は、それぞれ 65 兆円程度、75 兆円程度お
よび 80 兆円程度となる。
（２）長期国債の買入れをより確実に行うた
め、当該買入れにおける入札下限金利（現在、
年 0.1％）を撤廃する。社債の買入れについて
も同様とする。

10 月 30 日

・

政府・日銀は「デフレ脱却に向けた取組に
ついて」発表。

・

資産買入等の基金の増額（長めの金利やリ
スク・プレミアムへのさらなる働きかけを
通じて、企業や家計等の金融環境をより緩
和的にするため、資産買入等の基金を 80
兆円程度から 91 兆円程度に 11 兆円程度増
額する。増額分の買入対象資産ごとの内訳
は、以下の通りとし、2013 年 12 月末まで
に増額を完了する。
）
長期国債：５兆円程度
国庫短期証券：５兆円程度
CP 等：0.1 兆円程度
社債等：0.3 兆円程度
指数連動型上場投資信託：0.5 兆円程度
不動産投資信託：0.01 兆円程度

・

貸出増加を支援するための資金供給の枠
組みの創設（金融機関の一段と積極的な行
動と企業や家計の前向きな資金需要の増
加を促す観点から、金融機関の貸出増加額
について、希望に応じてその金額を低利・
長期で資金供給する。資金供給の総額の上
限は設定せず、無制限とする。
）
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政策決定日
12 月 20 日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
「資産買入等の基金」と「貸出支援基金」を
合わせて、今後 1 年余りの間に 50 兆円超の資
金供給を新たに行う。その残高は 120 兆円超と
なる。また、次回の会合において、日本銀行が
金融政策運営に当たり目指す中長期的な物価
の安定について、検討を行うこととした。
（１）
「資産買入等の基金」の増額の決定
「資産買入等の基金」を 91 兆円程度から 101
兆円程度に 10 兆円程度増額する。基金増額の
対象については、短期国債を 5 兆円程度、長期
国債を 5 兆円程度とする。
「資産買入等の基金」
を通じた今後 1 年間の追加的な資産買入れ額
は、既に決定したものと合わせ、36 兆円程度と
なる。このほかに、日本銀行は、年間 21.6 兆
円の長期国債買い入れを行っている。
（２）「貸出増加を支援するための資金供給」
の詳細決定。
「貸出増加を支援するための資金供給」は、金
融機関の貸出増加額について、希望に応じてそ
の全額を低利・長期で無制限に資金供給するも
のである。その詳細について、実施機関を 2014
年 3 月末までの 15 ヶ月間とすることなど決定
した。「貸出増加を支援するための資金供給」
による供給額は、様々な要素に依存するが、最
近の貸出実績を前提にすると、15 兆円を上回る
と想定できる。
（３）物価安定についての考え方に関する議長
指示
日本銀行は、「中長期的な物価安定の目途」に
ついて、原則としてほぼ 1 年ごとに点検してい
くこととしている。次回金融政策決定会合にお
いて、金融政策運営に当たり目指す中長期的な
物価の安定について検討を行うこととし、議長
は、必要な論点を整理し、次回の会合で報告す
るよう、執行部に指示した。

平成 25 年（2013 年） 1 月 22 日

金融緩和を思い切って前進させることとし、①
「物価安定の目標」を導入すること、②資産買
入等の基金について「期限を定めない資産買入
方式」を導入することを決定。
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政策決定日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
（１）
「物価安定の目標」の導入
日本銀行は、物価安定についての考え方に関
する議論を行い、「物価安定の目標」を導入す
ることとした。あわせて「金融政策運営の枠組
みのもとでの『物価安定の目標』について」を
公表することとした。
すなわち、日本銀行は、今後、日本経済の競
争力と成長力の強化に向けた幅広い主体の取
り組みの進展に伴い、持続可能な物価の安定と
整合的な物価上昇率が高まっていくと認識し
ている。この認識に立って、日本銀行は、物価
安定の目標を消費者物価の前年比上昇率で 2%
とする。
（２）「期限を定めない資産買入れ方式」の
導入
日本銀行は、物価安定の目標の実現を目指
し、実質的なゼロ金利政策と金融資産の買入れ
等の措置を、それぞれ必要と判断される時点ま
で継続することを通じて、強力に金融緩和を推
進する。その際、資産買入等の基金の運営につ
いて、現行方式での買入れが完了した後、2014
年初から、期限を定めず毎月一定額の金融資産
を買い入れる方式を導入し、当分の間、毎月、
長期国債 2 兆円程度を含む 13 兆円程度の金融
資産の買入れを行う。これにより、基金の残高
は 2014 年中に 10 兆円程度増加し、それ以降残
高は維持されると見込まれる。
（３）政府・日本銀行の共同声明
日本銀行は、「デフレ脱却と持続的な経済成
長の実現のための政府・日本銀行の政策連携に
ついて（共同声明）」を政府と共同して、公表
することを決定した。
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政策決定日
平成 25 年（2013 年） 4 月 4 日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
「量的・質的金融緩和」の導入について
（１）
「量的・質的金融緩和」の導入
日本銀行は、消費者物価の前年比上昇率 2％の
「物価安定の目標」を、2 年程度の期間を念頭
に置いて、できるだけ早期に実現する。このた
め、マネタリーベースおよび長期国債・ＥＴＦ
の保有額を 2 年間で 2 倍に拡大し、長期国債買
入れの平均残存期間を 2 倍以上に延長するな
ど、量・質ともに次元の違う金融緩和を行う。
①

マネタリーベース・コントロールの採用

量的な金融緩和を推進する観点から、金融市場
調節の操作目標を、無担保コールレート（オー
バーナイト物）からマネタリーベースに変更
し、金融市場調節方針を以下のとおりとする。
「マネタリーベースが、年間約 60～70 兆円に
相当するペースで増加するよう金融市場調節
を行う。
」
②

長期国債買入れの拡大と年限長期化

イールドカーブ全体の金利低下を促す観点か
ら、長期国債の保有残高が年間約５０兆円に相
当するペースで増加するように買入を行う。ま
た、長期国債の買入対象を４０年債を含む全ゾ
ーンの国債としたうえで、買入れの平均残存期
間を現状の３年弱から国債発行残高の平均並
みの７年程度に延長する。
③

ＥＴＦ、Ｊ－ＲＥＩＴの買入れ拡大

資産価格のプレミアムに働きかける観点から、
ＥＴＦおよびＪ－ＲＥＩＴの保有残高が、それ
ぞれ年間約１兆円、年間約３００億円に相当す
るペースで増加するよう買入れを行う。
④「量的・質的金融緩和」の継続
「量的・質的金融緩和」は２％の「物価安定目
標」の実現を目指し、これを安定的に持続する
ために必要な時点まで継続する。
（２）
「量的・質的金融緩和」に伴う対応
①資産買入等の基金の廃止
②銀行券ルールの一時的適用禁止
③市場参加者との対話の強化
（３）被災地金融機関支援基金の延長
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政策決定日
平成 26 年（2014 年） 2 月 18 日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
○近く期限の到来する「貸出増加を支援するた
めの資金供給」と「成長基盤強化を支援するた
めの資金供給」について、規模を 2 倍としたう
えで、1 年間延長することを決定した。
すなわち、「貸出増加を支援するための資金
供給」については、金融機関が貸出を増加させ
た額の 2 倍まで、日本銀行から資金供給を受け
られることとする。「成長基盤強化を支援する
ための資金供給」については、本則の総枠を 3
兆 5 千億円から 7 兆円に倍増する。また、両資
金供給について、固定金利 0.1％で 4 年間（現
在は 1～3 年間）の資金供給を受けられること
とする。
○被災地金融機関を支援するための資金供給
オペレーションおよび被災地企業等にかかる
担保用件の緩和措置について、1 年間延長する
ことを決定した。

10 月 31 日

「量的・質的金融緩和」の拡大
（１）マネタリーベース増加額の拡大
マネタリーベースが、年間約 80 兆円（約 10～
20 兆円追加）に相当するペースで増加するよう
金融市場調節を行う。
（２）資産買入れ額の拡大および長期国債買入
れの平均残存年限の長期化。
①長期国債について、保有残高が年間約 80 兆
円（約３０兆円追加）に相当するペースで増加
するよう買入れを行う。ただし、イールドカー
ブ全体の金利低下を促す観点から、金融市場の
状況に応じて柔軟に運営する。買入れの平均残
高を 7 年～10 年程度に延長する。
②ＥＴＦおよびＪ－ＲＥＩＴについて、保有残
高が、それぞれ年間約 3 兆円（3 倍増）、年間約
900 億円（3 倍増）に相当するペースで増加す
るよう買入れを行う。新たにＪＰＸ日経 400 に
連動するＥＴＦを買入れの対象に加える。
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政策決定日
平成 27 年（2015 年） 1 月 21 日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
近く期限の到来する「貸出増加を支援するため
の資金供給（以下「貸出増加支援」）、「成長基
盤強化を支援するための資金供給」（以下「成
長基盤強化支援」）、「被災地金融機関を支援す
るための資金供給オペレーション」および「被
災地企業等にかかる担保要件の緩和措置」につ
いて、以下のとおりとすることを決定した。
①期限を 1 年間延長する。
②「成長基盤強化支援」（本則）の対象期間毎
の上限を 1 兆円から 2 兆円へ、総枠を 7 兆円か
ら 10 兆円にそれぞれ引き上げる。
③「貸出増加支援」および「成長基盤強化支援」
について、日本銀行の非取引先金融機関が各々
の系統中央機関を通じて制度を利用しうる枠
組みを導入する。

平成 27 年（2015 年） 12 月 18 日

「量的・質的金融緩和」を補完するための措置
導入
1.設備・人材投資に積極的に取り組んでいる企
業に対するサポート
（１）新たなＥＴＦ買入れ枠の設定
（２）成長基盤強化支援資金供給の拡充
（３）貸出支援基金等の延長
2.「量的・質的金融緩和」の円滑な遂行のため
の措置
（１）日本銀行適格担保の拡充
（２）長期国債買入れの平均残存期間の長期化
（３）Ｊ－ＲＥＩＴの買入限度額の引き上げ

平成 28 年（2016 年） 1 月 29 日

「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導
入
2％の「物価安定の目標」をできるだけ早期に
実現するため、「マイナス金利付き量的・質的
金融緩和」を導入することを決定した。今後は、
「量」
・
「質」
・
「金利」の 3 つの次元で緩和手段
を駆使して、金融緩和を進めていくこととす
る。
（１）
「金利」
：マイナス金利の導入
金 融 機 関 が 保 有 す る 日 本 銀行 当 座 預 金 に ▲
0.1％のマイナス金利を適用する。今後、必要
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政策決定日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
必要な場合、さらに金利を引き下げる。
具体的には、日本銀行当座預金を３段階の階層
構造に分割し、それぞれの階層に応じてプラス
金利、ゼロ金利、マイナス金利を適用する。
貸出支援基金、被災地金融機関支援オペおよび
共通担保資金供給は、ゼロ金利で実施する。
（２）
「量」
：金融市場調節方針
次回金融政策決定会合までの金融市場調節方
針は、以下のとおりとする。マネタリーベース
が、年間約 80 兆円に相当するペースで増加す
るよう金融市場調節を行う。
（３）
「質」
：資産買入れ方針
資産の買入れについては、以下の通りとする。
①長期国債について、保有残高が年間約 80 兆
点に相当するペースで増加するよう買入れを
行う。ただし、イールドカーブ全体の金利低下
を促す観点から、金融市場の状況に応じて柔軟
に運営する。買入れの平均残存期間は 7 年～12
年程度とする。
②ETF および J-REIT について、保有残高が、
それぞれ年間約 3 兆円、年間約 900 億円に相当
するペースで増加するよう買入れを行う。
③CP 等、社債等について、それぞれ約 2.2 兆
円、約 3.2 兆円の残高を維持する。
（４）
「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」
の継続
日本銀行は２％の「物価安定の目標」の実現を
目指し、これを安定的に持続するために必要な
時点まで、「マイナス金利付き量的・質的金融
緩和」を継続する。今後とも、経済・物価のリ
スク要因を点検し、「物価安定の目標」の実現
のために必要な場合には、
「量」
・
「質」
・
「金利」
の３つの次元で、追加的な金融緩和措置を講じ
る。
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政策決定日
平成 28 年（2016 年） 3 月 15 日

基準貸付利率

金融市場調節方針等
「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を円
滑に実施する観点から、実務的な対応を決定し
た。すなわち、①0％の金利を適用する「マク
ロ加算残高」の見直しを原則として３か月毎に
行う、②ＭＲＦの証券取引における決済機能に
鑑み、ＭＲＦを受託する金融機関の「マクロ加
算残高」に、受託残高に相当する額（昨年の受
託残高を上限とする）を加える、③金融機関の
貸出増加に向けた取り組みをより一層支援す
るため、今後「貸出支援基金」および「被災地
金融機関支援オペ」の残高を増加させた金融機
関については、増加額の２倍の金額を「マクロ
加算残高」に加算することとした。

4 月 28 日

熊本地震の被災地の金融機関を対象に、復旧・
復興に向けた資金需要への対応を支援するた
め、被災地金融機関支援オペ（貸付総額 3000
億円、
無利息で実施、
残高の 2 倍の金額をゼロ％
の金利を適用する「マクロ加算残高」に加算）
等の措置を導入することを決定した。

７月 29 日

（１）ETF 買入れ額の増額
ETF について、保有残高が年間約 6 兆円に相当
するペースで増加するよう買入れを行う（現行
の約 3.3 兆円からほぼ増額）
（２）企業・金融機関の外貨資金調達環境の安
定のための措置
①成長支援資金供給・米ドル特則の拡大
成長支援資金供給・米ドル特則（企業の海外展
開を支援するため、最長 4 年の米ドル資金を金
融機関経由で供給する制度）の総枠を 240 億ド
ル（約 2.5 兆円）に拡大する（現行の 120 億ド
ルからの倍増）
。
②米ドル資金供給オペの担保となる国債の貸
付け制度の新設
金融機関に対する米ドル資金供給オペに関し、
担保となる国債を、日本銀行当座預金を見合い
として貸し付ける制度を新設する。
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政策決定

基準貸付利

日

率

金融市場調節方針等

平 成 28 年 9 月 21 日

1.

（2016 年）

「量的・質的金融緩和」および「マイナス金利付き量的・質的金融

日本銀行は、本日、政策委員会・金融政策決定会合において、

緩和」のもとでの経済・物価動向と政策効果について総括的な検証
を行った。
2.

これらを踏まえ、日本銀行は、２％の「物価安定の目標」をで

きるだけ早期に実現するため、上記２つの政策枠組みを強化する形
で、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入することを決
定した。その主な内容は、第１に、長短金利の操作を行う「イール
ドカーブ・コントロール」、第２に、消費者物価上昇率の実績値が
安定的に２％の「物価安定の目標」を超えるまで、マネタリーベー
スの拡大方針を継続する「オーバーシュート型コミットメント」で
ある。
（１）長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）
①金融市場調節方針
金融市場調節方針は、長短金利の操作についての方針を示すこと
とする。次回金融政策決定会合までの金融市場調節方針は、以下の
とおりとする。今後、必要な場合、さらに金利を引き下げる。
短期金利：日本銀行の当座預金のうち政策金利残高に▲０．１％
のマイナス金利を適用する。
長期金利：１０年物国債金利が概ね現状程度（ゼロ％程度）で推
移するよう、長期国債の買入れを行う。買入れ額については、概ね
現状程度の買入れペース（保有残高の増加額年間約８０兆円）をめ
どとしつつ、金利操作方針を実現するよう運営する。買入対象につ
いては、引き続き幅広い銘柄とし、平均残存期間の定めは廃止する。
②長短金利操作のための新型オペレーションの導入
長短金利操作を円滑に行うため、以下の新しいオペレーション手
段を導入する。
（ⅰ）日本銀行が指定する利回りによる国債買入れ（指値オペ）
（ⅱ）固定金利の資金供給オペレーションを行うことができる期間
を１０年に延長（現在は１年）
（２）資産買入れ方針
長期国債以外の資産買入れについては、以下のとおりとする。
①ETF および J―REIT について、保有残高が、それぞれ年間約６
兆円、年間約９００億円に相当するペースで増加するよう買入れを
行う。
②CP 等、社債等について、それぞれ約２．２兆円、約３．２兆円
の残高を維持する。
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政策決定

基準貸付利

日

率

金融市場調節方針等

（３）オーバーシュート型コミットメント
日本銀行は、２％の「物価安定の目標」の実現を目指し、これを
安定的に持続するために必要な時点まで、「長短金利操作付き量
的・質的金融緩和」を継続する。
マネタリーベースの残高は、上記イールドカーブ・コントロール
のもとで短期的には変動しうるが、消費者物価指数（除く生鮮食品）
の前年比上昇率の実績値が安定的に２％を超えるまで、拡大方針を
継続する。この方針により、あと１年強で、マネタリーベースの対
名目 GDP 比率は１００％（約５００兆円）を超える見込みである
（現在、日本は約８０％、米国・ユーロエリアは約２０％）
。
今後とも、経済・物価・金融情勢を踏まえ、２％の「物価安定の
目標」に向けたモメンタムを維持するため、必要な政策の調整を行
う。
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