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日米欧中銀のインフレ目標政策の変遷と整理 

 

 7月 8日、欧州中央銀行（以下、「ECB」）は 18年ぶりの戦略見直しにおいてインフレ目標を従来の「2％未満

かつ 2％近傍」から「2％」に変更した。この変更の趣旨は物価変動率（欧州中央銀行は消費者物価指数をインフ

レ指標としている1）が一時的かつ度を超えない程度であれば目標を上回ることを許容する点を示すことにある。

こうした目標上振れ容認には、2％をキャップ（上限）として捉えられることによりインフレ実測値が 2%に接近

するとともにインフレ期待が弱まることや、市場金利が上昇したりすることを防ぐ意図がある。 

現在、日米欧の主要３中銀はそろってこうした実際のインフレ率がインフレ目標（先進国では２％に設定され

るケースが多く、３中銀いずれも２％としている）を上回る事態を容認する姿勢を打ち出しているが、米国連邦

準備制度（以下、「FED」）、日本銀行（同「日銀」）、ECB ではそれぞれ上振れに対する認容度が異なっており、

足もとで主要中央銀行のインフレ目標の差異はわかりにくいものとなってきつつある。 

本稿では、①足もとの主要中央銀行の現在のインフレ目標の枠組みと相違について解説するとともに、②イン

フレ目標と関係が深い「フォワード・ガイダンス政策」と「物価水準目標政策」との関係性について、主に相違

点にフォーカスしながら概説し、主要中央銀行の政策継続スタンスへのインプリケーションを概観する。 

 

１．主要中央銀行のインフレ目標の現状と変遷 

金融政策の目的、すなわち中央銀行の使命についてはその国の中央銀行法などで定義されており、国によって

差異はあるものの、「物価の安定（の実現を通じた持続的な成長への貢献）」が主要かつ重要な使命である点は共

通している2。以下で取り扱う FED、ECB、日銀のいわゆる「インフレ目標」は各中銀の政策運営基準の中でも

最も枢要な基準であり、換言すれば「物価の安定」とはどのような状態であるかについての各中央銀行の理解で

あるとも言える。 

 

【図表１】主要３中銀の現在のインフレ目標 

中銀 インフレ目標 指標 採用年月 

連邦準備制度（FED） 2％ コア PCEデフレータ 2020年 8月 

欧州中央銀行（ECB） 2％ HICP 2021年 7月 

日本銀行（日銀） 2％ コア CPI 2013年 1月 

 

 
1 ただし、HICPは帰属家賃（持ち家のコストを家賃に擬制した物価）が含まれないため、より家計の実感に近

い物価指数を指標とする観点から、HICPが帰属家賃を含むまでの間は ECB内において帰属家賃を含む物価指

数を試算し、それを重視する考えである。 
2 たとえば、日本銀行法では「日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ること

を通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする」と規定されている。ただし、物価の

安定が中央銀行の主たる責務と認識されるようになったのは比較的最近のこと（1980年代頃以降）であり、そ

れまでは、たとえば旧日本銀行法には金融政策の具体的目的の記載はなかったほか、旧イングランド銀行法も

「財務省が公共の利益に照らして必要と考えることをイングランド銀行に指示できる」と規定するのみであっ

た。白川方明「現代の金融政策」（日本経済新聞出版社、2008年）によれば、実際の政策運営をみても、日本

の場合には、高度成長期には「国際収支の天井ギリギリの成長の追求」、オイルショック時には「インフレの鎮

静化」、そしてプラザ合意以降は「国際政策協調と為替相場の安定」が重視され、物価の安定はいくつかの政策

目標のうちの１つという域を出なかったとされる。世界的にみると、金融政策特有の目的がそれぞれの国にお

いて明瞭に意識・議論され始めるようになったのは、ニクソン・ショック後に固定為替レート制度から変動為

替レート制度に各国が移行したことにより、金融政策の目的として通貨価値の安定（為替相場の安定）を最優

先に考慮しなくてよくなってからのことである。 
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歴史的な文脈からみれば、物価の安定はインフレとの闘いの文脈で議論がなされてきた。たとえばドイツの中

央銀行であるブンデスバンクは、同国の歴史的な経緯（第一次大戦後のハイパーインフレ）を踏まえ、設立当初

より一貫して物価の安定を最重要命題として掲げている。FED についても、かつては雇用偏重かつマクロ経済

政策に従属的な政策運営が行われてきたが、1970 年代のいわゆるスタグフレーション（高インフレ下の不況）

の経験を経て、インフレとの闘いは金融政策によってなされうるものだとの認識に変わり、政策運営の目標とし

て物価安定にコミットするようになっていった3。 

このように、物価の安定が中央銀行の使命として各国において認識されていくにあたっては、社会から「イン

フレファイター」としての役割が期待されたという背景があり、FED、ECB、日銀もごくごく最近まで、インフ

レ目標値を上回る物価上昇は原則として許容しないという「非対称的な」インフレ目標となっていた（ないしは

後述するようにそのように市場に受け止められていた）。 

しかし、とりわけ 2000 年代入り後、先進諸国を中心として物価上昇率の長期的な低下傾向が続く中で 2％の

インフレ目標を下回った実績が続くこととなったことを受けて、期待インフレ率自体が低下傾向に陥り、金融緩

和効果が減殺されてしまうとの懸念が強まっていった4。これを受け、目標値を一時的に超える（「オーバーシュ

ート」）を容認する動きが主要中銀に広まりつつあるのが現状である。こうした動きを表現する際には、各中銀に

よって、インフレ目標レベルで上振れ容認を積極的に表現する（FEDのケース）ものと、インフレ目標はあくま

で「上下に対称的」である点の表現に抑え、実際の政策運営指針（フォワード・ガイダンス）においてオーバー

シュートを容認する（ECBのケース）または企図する（日銀のケース）ことを表現するものが存在する（フォワ

ード・ガイダンスについて図表２参照）。 

各中銀についてインフレ目標の変遷を整理すると、２．以下のとおりである。 

 

【図表２】金融緩和の継続期間に関するフォワード・ガイダンス（現行） 

中銀 フォワード・ガイダンス 

連邦準備制度（FED） 最大雇用と物価安定の目標達成に向けて著しい進展があるまで 

欧州中央銀行（ECB） インフレ率の中期的な 2％での安定に向けた十分な進展がみられるまで 

日本銀行（日銀） インフレ率が安定的に 2％を超えるまで 

 

２．連邦準備制度（FED） 

FEDは、上述のとおり 1970年代以降になってから、主としてインフレへの対処を念頭に、物価安定は中央銀

行の責務であるとの認識に変わっていき、現在では法律的にもそれが使命として明記されている。しかしながら、

FEDには雇用最大化の責務も与えられているため（デュアル・マンデート）、「インフレ目標（インフレ・ターゲ

ット）」としてインフレ率の目標値を公表することによって雇用最大化の責任を放棄したと受け止められること

を懸念し、具体的な目標値を公表することには消極的だった。 

FEDがインフレ目標値として 2％（基準指標はコア PCE デフレータ）を導入したのは、インフレ目標政策論

者であるバーナンキ議長のもと 2012 年 1 月に連邦公開市場委員会（FOMC）において決定した「Longer-run 

 
3 ただし、スタグフレーション当時には連邦準備制度理事会（FRB）のバーンズ議長（当時）は高インフレに

対する金融政策の責任を否定的に捉えており、フリードマンによる「インフレは常に貨幣的現象である」との

批判を呼んだ。現在、FRBは 1977年の連邦準備改革法により法的にもいわゆる「デュアル・マンデート（物

価の安定と最大限の雇用の２つの使命）」を課されているが、それ以前には、法的にも、また中央銀行当局者の

意識としても物価安定は副次的な政策目標の１つにすぎなかった。 
4 金融緩和効果は名目金利の引き下げにより実質金利を低下させることを通じてもたらされるのがもっとも基

本的なパスとなるが、名目金利から期待インフレ率を差し引いたものが実質金利であるため、期待インフレ率

の低下は実質金利の上昇方向に作用してしまうこととなる。 
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goals and monetary policy strategies」においてである。インフレ目標には「伸縮的インフレ目標」（インフレ率

の目標との乖離だけではなく GDPと潜在 GDPの乖離をも考慮に入れるもの）と「原理的インフレ目標」（イン

フレ率の目標との乖離のみを考慮するもの）との２つの類型があり、FED は前者を採用したことから雇用最大

化の責任を放棄したわけではない。ただし、そのように議会に受け止められることへの懸念は大きく、表現とし

ても「target」ではなく「goal」を用いたほか、バーナンキ議長の当時の会見でも「インフレ率の目標達成を最

優先とする意味でのインフレ目標の採用ではない」と明言するなど随所にコミュニケーション上の工夫が払われ

た。 

この文書において、FEDとしては初めて 2％という具体的数値を目標値として掲げることとなったが、何が適

当なインフレ率であるかは必ずしも理論的に一意に決定できるものではない。実際、それまで “Longer-run 

projection”（長期的予測）として公表（2009 年 2 月公表開始）されていた数値は 1.5％～2.0％が大勢とされて

おり、点ではなくレンジによる表示となっていた。このうち上限値である 2.0％が点としてゴールに採用された

のは、将来の負のショックに対する対応のバッファ（いわゆる政策金利の「のりしろ」）を厚く確保することが意

識されていたからである5。なお、FEDは 2％という値を「上下に対称的」とし、2％はキャップではないとの説

明を行ってきたが、市場は長らく 2％をインフレ率のキャップであると認識してきた。この背景には、それまで

のレンジ上限を目標値として設定したことも一因となっていたと言えよう。 

しかし 2％が FED が許容するインフレ率の上限であるとの認識は、期待インフレ率も 2％以下で推移するこ

とを招く。長期契約など将来の物価予想に基づいて契約金額を決める場合などを想像するとわかるように、実際

の物価の中には契約当事者の将来の物価予想によって決まるものもあるため、期待インフレ率が持続的に 2％を

下回る状態で 2％のインフレ目標を達成するのは非常に困難なものとなる。 

こうした懸念から、FEDは 2016年 1月に 2％のインフレ目標は「対称的」なものであることを明確化（clarify）

する決定を行い、金融政策のステートメント（minutes）においても、2018 年 5 月にインフレ指標が「対称的」

であることを明言するようになった。これらによって 2％を超えるインフレ率を許容することを市場に示唆した

ものの、市場ではなおインフレ率が 2％に接近すると金融引き締めを想定した動き（長期金利の上昇など）が発

生し、金融緩和の効果を減殺する事態が発生した。 

こうした状態は、政策金利が実効下限制約（Effective Lower Bound）に直面するリスクが高まっている昨今

の状況にも鑑みて大きく懸念されるようになり、FEDは 2020年 8月に「平均インフレ目標（Average Inflation 

Targeting、AIT）」（一定期間の平均のインフレ率が目標値となるように政策運営を行うもの）の導入を決定した。

従前も、上述のとおり 2％を超えるインフレ率を FEDとして許容することは幾度となく示唆されてきたが、「平

均インフレ目標」の導入は、さらに一歩進んで、インフレ率が 2％を下回る状態が続いたあとは当面 2％を一定

程度オーバーシュートする状態を目指す（それによって長期的な平均インフレ率が 2％となることを目指す）こ

とを意味する。平均的にみてインフレ率を 2％近傍で安定させることができれば中銀の信頼性は高まることとな

り、長期的にインフレ期待も 2％程度に落ち着いていくこととなる。また、そのことはさらにインフレ目標やフ

ォワード・ガイダンスへの信頼性を高めることとなるが、インフレ目標やフォワード・ガイダンスは市場予想に

よって自己実現的に達成される面もあるため、長期的にみて目標を達成している状態を維持することは中銀の信

頼性・政策の実効性の観点から非常に重要となる。 

実際に 2％をインフレ率の実績が下回る状態が続いている足元の米国の状態を前提にすると、当面は 2％を上

回るインフレ率を目指す（「許容する」のではなくそれを企図する）こととなり、従前の「対称的インフレ目標」

 
5 通常、2％という目標値の設定にあたっての考え方の代表的なものに、①物価指数には上方の測定誤差がある

こと、②景気後退時に利下げの余力を確保するために予想物価上昇率はややあ高めに維持した方がよいこと、

などが挙げられることが多い。 
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のもとにおいてよりもさらに金融緩和の継続に積極的な姿勢を示すこととなった。こうした戦略は、過去の低イ

ンフレを一定期間・一定程度のオーバーシュートによって埋め合わせることから、「埋め合わせ戦略（Makeup 

Strategy）」と呼ばれる。 

 

３．欧州中央銀行（ECB） 

ECB がインフレ目標を導入したのは 2003年においてである。これは主要 3中銀の中で最も早いインフレ目標

政策の採用であった。ECBが採用したインフレ目標政策も、FEDと同様に原理的インフレ目標政策ではなく伸

縮的インフレ目標政策であり、具体的には、「2％に近いがそれを下回る水準」（基準指標は消費者物価指数、HICP）

としてインフレ目標を設定した。この文言上も示唆されるとおり、ECB においてはそのインフレ目標は非対称

的なものであることが謳われていた。ECB はドイツやその中央銀行ブンデスバンクの影響を強く受けており、

インフレファイターとしての中央銀行の立場を重視する傾向が強く、中央銀行が行動する責務を負うのは高イン

フレへの対処であって低インフレに対しては必ずしも政策発動の義務があるわけではない（政策運営の非対称性）

という前提に当初は立脚していたのである。 

しかしながら、ユーロ圏においてもディスインフレ傾向は長引き、状況は米国におけるそれよりもむしろ深刻

さを増していった。2％近傍とされた目標値をインフレ率が下振れる事態が恒常化し、そうした過去の実績を踏

まえて人々の間で期待インフレ率が低下していく（過去の実績に応じて期待インフレ率を形成することを「適合

的な期待形成」と呼ぶ）事態を招きかねないとの懸念は徐々に強まり、2％をキャップとすることの弊害がより

多く意識されるようになっていった。 

こうした中、2019年 7月にドラギ総裁（当時）のもと、ECB は「対称性へのコミットメント」に沿った政策

運営を声明文において宣言した。これにより、長引く目標下振れを踏まえ、「2％近傍」としている物価目標につ

いてそれを上回る事態も許容する姿勢が明確化された。しかし、米国同様、2％を「許容」する姿勢を示してもそ

れは積極的に 2％超えの状態を企図するものとは市場は捉えないため、市場はなお 2％をキャップとして認識し

ているかのような動きを続けていくこととなった6。 

ECB においても、こうした動きに対する対処が検討され、2020年より進められていた戦略見直しにおいて議

論が進められていった。2021年 7月にはラガルド総裁のもと 2003年以来 18年ぶりに戦略が見直され、「2％に

近いがそれを下回る水準」として 2％以下を示唆してきたインフレ目標値をシンプルに「2％」とする変更を行

い、これは上下に乖離が許容される対称的なものであると改めて明言した。それに続く同月の理事会では、金融

政策運営のフォワード・ガイダンスもこれを明確化する形に変更し、「2％を上回る事態も許容される」ことを示

した。 

一方で、これは積極的に 2％超えを企図する FED流の「埋め合わせ戦略」の採用ではない点を ECBは強調し

ている。すなわち、2％超過を積極的に目指すのではなく、政策運営の過程で 2％を超えるインフレ率が発生して

もそれが直ちに金融引き締めに機械的に結びつくわけではない、という意味での「対称性」を明確化したにとど

まると解される。背景には高インフレを許容することに慎重な理事会メンバーが存在するとみられ、上述のフォ

ワード・ガイダンスの変更も、全会一致の決定ではなかったとされる。 

 

４．日本銀行（日銀） 

日銀がインフレ目標として 2％（基準指標は CPI 総合）を掲げたのは、2013 年 1 月に公表した「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」においてである。同日に公表された政府との共同声明（ア

 
6 決定が全会一致ではなかったとされた点も、インフレ率の上振れを許容することに対する ECB内における反

対派の存在を意識させ、実際に政策運営が「対称性」をもって行われるかへの市場の疑義を招いた面もある。 
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コード）である「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」において

も「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」と明記されている。 

それ以前においては、日銀は 2006年 3月に「中長期的な物価安定の理解」として「0～2％程度の範囲内にあ

り、委員毎の中心地は、大勢として、1％程度となっている」との表現を採用してきた。しかし、リーマン・ショ

ックを経て世論においてデフレの危険性が広く認識されるに伴い、「0％以下のマイナスの値は許容していない」

ことおよび「中心は 1％程度」であることを明確化することを企図し、2009年 12月に「中長期的な物価安定の

理解」の明確化を実施し、「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」との表現に変更した。 

上記のとおり、日銀が公表してきた物価安定の数値目標の表現のには「理解」との文言が用いられてきており、

「目途」や「目標」といったインフレ目標を示唆する文言の使用は注意深く回避されていた。しかし、前述のと

おり、FEDがインフレ目標の採用に踏み切ったことを受け安倍晋三政権（当時）からのインフレ目標採用を促す

政治的圧力は強まっていくこととなった。こうした流れを受け、FEDがインフレ目標を導入した翌月である 2012

年 2 月に日銀は白川総裁（当時）のもと「中長期的な物価安定の目途」を公表し、「消費者物価指数の前年比上

昇率で 2％以下のプラスの領域」として物価安定の目途を定義したうえで、「当面は 1％を目途とする」ことを表

明した。また、あわせて、金融政策運営の公表文において「当面 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い入れ等の措置により、強力に金融緩和を推進していく」とのフォワ

ード・ガイダンスを導入した。 

その後、こうした野心的な物価目標の達成のために 2013 年 4月に黒田総裁のもと「異次元緩和」として「量

的・質的金融緩和」政策が導入されたが、導入後も現在に至るまで長きにわたって物価目標を達成できない状態

が続くこととなった。こうした中で、日本の場合には期待インフレ率が適合的に（過去の実績のインフレ率見合

いで）形成される傾向が強く、長らく続いた低インフレ状況に家計も企業も完全に適応してしまった結果期待イ

ンフレ率を上昇させることは容易ではなくなっているとの分析が蓄積していくこととなった。日銀はこうした低

インフレ期待での均衡を打破すべく、「オーバーシュート型コミットメント」と呼ばれるフォワード・ガイダンス

を 2016 年 9月に導入した。「オーバーシュート型コミットメント」は「消費者物価指数（除く生鮮食品）」の前

年比上昇率が目標である 2％を一時的に上回っても金融引き締めを行わず、同実績値が安定的に 2％を超える状

態が実現するまで金融緩和を継続することにコミットすることを意味する。この意味で、日銀も過去の低インフ

レ状態を将来のインフレ率の目標からのオーバーシュートによって埋め合わせることを意図しており、FED 流

の「埋め合わせ戦略」の一種を採用していると言ってよい。 

なお、日銀の物価安定目標については消費者物価指数（総合）として 2％が掲げられているのに対し、オーバ

ーシュート型コミットメントにおいては消費者物価指数（除く生鮮食品）ベースでの 2％超えが金融緩和解除の

条件として示されているが、これは、総合指数には様々なノイズが混入することから必ずしも物価の基調的な変

動を捕捉する上では適当とならない局面も存在しうることから、日本経済の実態的な姿としての 2％超えのイン

フレ率達成を目指していることを対外的に表現する観点も考慮したものと考えられる。 

 

５．他の政策とインフレ目標の関係性 

（１）インフレ目標とフォワード・ガイダンスとの関係性 

上記のとおり、FEDと日銀はともに「埋め合わせ戦略」を採用していると考えられるが、その採用の仕方とし

ては、FEDは「インフレ目標」として「平均的インフレ目標」を導入することで過去の低インフレを将来のオー

バーシュートによって埋め合わせることを目標段階で埋め込んでいるのに対し、日銀はインフレ目標としては

2013年の 2％目標を変更せず、フォワード・ガイダンスとして安定的な 2％オーバーシュートを解除の条件とす

ることを表明している。 
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どちらも実体的な効果としては同一であるとも考えられるが、インフレ目標において埋め合わせ戦略を埋め込

んでおくこととフォワード・ガイダンスで示すことの間には以下の点において相違が生じる。すなわち、インフ

レ目標には時間軸が示されていない（ことが多い）ため、それのみでは具体的な政策運営の時間軸について市場

に対するコミットを発信できない。そうした観点から、FEDもフォワード・ガイダンス政策を同時に採用してお

り、「最大雇用と物価安定の目標達成に向け著しい進展があるまで」資産買い入れなどの金融緩和政策を継続す

ることにコミットしている。その意味で、大まかに言えば、インフレ目標があくまで「目標」であり、それを具

体的な政策効果を持つ施策に落とし込むための政策手段が「フォワード・ガイダンス」であると言えよう。 

 

（２）埋め合わせ戦略と物価水準目標との関係性 

 物価を政策目標として掲げる金融政策には大きく 2種類存在し、１つはインフレ率を目標として掲げるインフ

レ目標政策であり、もう１つは物価水準目標政策の大きく２つが存在する。現在、各国中央銀行が採用している

のはインフレ目標政策が大宗であり、そこにおいては物価目標はインフレ率によって定義される（たとえば消費

者物価指数で前年比プラス 2％など）。一方で、物価水準目標政策においては物価水準が政策目標となるため、一

時的に目標のインフレ率を下回った後はそれを挽回するために目標値を上回るインフレ率を目指すこととなる。 

 その時点においては外見上、埋め合わせ戦略を採用したインフレ目標政策と物価水準目標政策の運営は似通っ

たものとなる（どちらも目標値のオーバーシュートを目指すこととなる）が、最終的な達成目標の相違による違

いが存在している。すなわち、埋め合わせ戦略のもとでのインフレ目標政策はあくまでインフレ率を最終ターゲ

ットとしており、その安定的な達成のためにインフレ期待に働きかけることを企図してインフレ目標からのオー

バーシュートを目指すため、物価水準の如何に関わらず、インフレ目標が安定的に達成されるようになればオー

バーシュートは不必要となる。一方で、物価水準目標を採用する場合、安定的な物価水準の前提となるインフレ

率（たとえば 2％）に加え、実際の物価水準という目標も加味されるため、いわば２つの目標を同時に安定的に

達成する必要が生じることから、政策運営はより困難なものとなり、第三者からの予見可能性も低いものとなら

ざるをえないというマイナス面が存在する。 

 

（３）金融緩和の継続性に関する３中銀のインフレ目標・フォワード・ガイダンスの比較 

 既述のとおり、FED は過去の低インフレ状況を将来の高インフレによって平均としてターゲット近傍でコン

トロールするという「埋め合わせ戦略」を採用しており、「非対称的な」インフレ目標の一種である「平均的イン

フレ目標政策」を採用しているため、目標物価上昇率近傍への物価上昇率上昇程度では政策の解除は行われない

可能性が高い。 

一方で、ECBは FEDと同じく「非対称的な」インフレ目標を採用したが、目標値超過を積極的に企図するわ

けではない点強調しており、物価上昇率が目標物価上昇率近傍にある場合においても、将来の物価見通し次第で

は金融正常化が正当化される余地があり、FED よりは金融緩和の継続性へのコミットが弱いと言わざるを得な

い。 

日米欧主要３中銀の中でもっとも金融緩和の継続性にコミットしている形になっているのは日銀であり、消費

者物価の実績の安定的なオーバーシュートを金融緩和解除の条件として掲げている点で、期待インフレ率の動向

等も鑑みつつの判断の余地を残している FED よりも一段強く金融緩和の継続性にコミットした形となっている

と言えるであろう。 

 

以 上 
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