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五十嵐レポート

当「レポート」の内容は“三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社調査部長の五十嵐 敬喜”

によって作成されております。

五十嵐 敬喜（いがらし たかのぶ）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社調査部長

株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）資金証券為替部（ニューヨーク）勤務などを経験。

テレビ東京系「ワールドビジネスサテライト」にゲストコメンテーターとして出演のほか、各種テレビ・ラジオ等に

出演。新聞・雑誌等へのレポート、コメント掲載等も多数。

交易条件の悪化がもたらすデフレ

デフレと不況

デフレは本来、物価が持続的に下落することを意味する経済用語であって、そこに価値観は含まれて

いません。つまり、「良いデフレ」とか「悪いデフレ」という言い方には馴染まないのです。しかし経済

政策の目標として「デフレからの脱却」が掲げられたりするということは、往々にしてデフレは望まし

くないものだと認識されがちなのでしょう。

実際、デフレは「景気の停滞」や「不況」を必然的に伴うもの、あるいは場合によっては停滞や不況

そのものとして扱われることも少なくありません。例えば、「原油価格高騰のデフレ効果」と言われるこ

とがあります。これは原油価格高騰の影響で国内諸物価も上昇する結果、景気が悪化するといった意味

です。物価上昇はデフレとは正反対の現象であるにもかかわらずこうした表現がとられているのですか

ら、この場合のデフレが不況の意味で使われているのは明らかでしょう。

物価を変動させる 3 つの要因

デフレの反対はインフレですが、インフレの原因は 3 つあると言われています。①需給インフレ、②

賃金インフレ、③輸入インフレです。①の需給インフレは、好況で需給が引き締まり、モノ不足で起こ

る（もちろんサービスの供給不足でも起こる）インフレです。②の賃金インフレは、賃金の上昇が価格

転嫁されて起こるインフレです。そして輸入インフレは輸入価格の上昇が国内物価に転嫁されて起こる

インフレです。

したがって、デフレの原因も 3 つあることになります。上に書いたことの逆が起これば物価は下がる

ということです。デフレから抜け出したければ、①～③のメカニズムを働かせればよいことになります。

ところで、これ以外に、物価は所詮、貨幣的な現象だという考え方もあります。つまりマネーの供給

が増えるとマネーの価値が低下するから逆に物価は上昇するという主張です。インフレを抑えたければ

マネーの供給量を減らし、デフレから抜け出したければマネーの供給量を増やせばいいというわけです。

しかし本欄でも何回か説明してきたように、この理屈は今の日本経済にはうまく当てはまりません。

この場合のマネーというのは企業や家計が使えるお金のことですから、マネーサプライ（＝マネース

トック）のことです。しかし日本のマネーサプライは、GDP 対比で見るとすでに欧米の 2～3 倍もあり

ます。その日本だけでデフレが起こっているのですから、マネーの量だけでは物価は上がらないのです。

日銀はマネタリーベースを激増させてマネーサプライを増やそうとしていますが、恐らくうまくいかな
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いと思います。

不況をもたらす物価上昇

デフレから抜け出すためには、①景気を好くして需給を逼迫させる、②賃金を引き上げて販売価格に

転嫁する、③輸入価格の上昇を国内物価に転嫁する、といったことが必要です。ただし、デフレを景気

と結びつけて考えるのであれば、①～③のどのルートでもいいとは言えません。景気を悪化させてしま

う物価上昇が含まれているからです。

それが③の輸入インフレです。しかも、現在進行しているインフレがまさにこの③なのです。消費者

物価の前年同月比上昇率の推移を見ると、7 月：0.7％、8 月：0.9％、9 月：1.1％と、上昇率がすでに

プラスであるだけでなく、上がり方が加速していることが分かります。厳密に言えば、すでにデフレか

らは抜け出し、日銀が目標とする 2％の物価上昇に向けて着実に歩みを進めているように見えます。

しかしよく見ると、今の物価上昇はもっぱら輸入価格の上昇がその原因であることが分かります。例

えば 9 月の上昇率 1.1％に対する品目別の上昇寄与度を見ると、「光熱・水道」が 0.42％、「交通・通信」

が 0.36％、「生鮮食品」が 0.41％となっており、この 3 者で上昇分の説明がつきます。天候要因に左右

されがちな生鮮食品を除けば、光熱・水道は電力料金の上昇が、交通・通信はガソリン価格の上昇が中

心ですから、エネルギーの輸入価格の上昇が消費者物価上昇の主因であるのは明らかです。さらに、輸

入価格の上昇をもたらしたのが「円安」であるのは言うまでもありません。

こうした③型のインフレは、消費者が追加的に支払ったお金が国内の誰の懐にも入らず、すべて海外

に流出してしまうという特徴を持っています。国内の所得が減少するわけですから、「景気を悪化させる

物価上昇」なのです。どんな理由であれ物価が上がりさえすればデフレからの脱却だからそれでいいと

いうなら別ですが、デフレと不況を結びつけて考える立場からすれば、望ましくない物価上昇であるの

は明らかでしょう。

総合的な物価指数である GDP デフレーター

こうした視点から、望ましい物価上昇であるかどうかを考える上で参考になるのが「GDP デフレータ

ー」です。名目 GDP を GDP デフレーターで割ると実質 GDP となるので、GDP デフレーターとは名

目 GDP を実質 GDP で割ったものだと一応定義づけることができます。

ただ、やや技術的な話をすれば、GDP の内訳である需要項目（個人消費、住宅投資、設備投資、etc.）

の実質値は、各需要項目の名目値を各々のデフレーターで割って算出されます。たとえば、実質個人消

費は名目個人消費を個人消費デフレーターで割って算出するのです。こうして算出された需要項目の実

質値を合計したものが実質 GDP ですので、GDP デフレーターは各需要項目のデフレーターを単純に合

計したり、平均したりして算出されるわけではありません。ただ、「GDP＝内需＋輸出－輸入」ですか
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ら内需デフレーターや輸出デフレーターの上昇は GDP デフレーターを押し上げる一方、輸入デフレー

ターの上昇は GDP デフレーターを押し下げる方向に働くことは直感的に理解できます。

GDP デフレーターは消費者物価（個人消費デフレーターに相当）よりもずっと広い概念であり、総合

的な物価指数だと言えます。

デフレ不況をもたらす交易条件の悪化

輸入物価が上昇すると GDP デフレーターが下がるという現象は、「GDP＝内需＋輸出－輸入」の式で

輸入の符号がマイナスになっていることで理解できると言いましたが、そのことの具体的な意味を考え

てみましょう。

為替レートの 1 ドル＝100 円は「100 円／ドル」と表記しますが、これはドルの値段を表しており、

ドルの価値を円で測ると 1 ドルあたり 100 円だという意味です。同様に、「GDP デフレーター＝名目

GDP／実質 GDP」という表記は、GDP デフレーターが「1 単位の実質 GDP あたりの名目 GDP」であ

ることを意味します。名目 GDP は名目総所得だともみなせますから、GDP デフレーターとは「実質

GDP1 単位あたりの名目所得額」だと言えます。

そこで下のグラフを見てください。これは交易条件と GDP デフレーター（いずれも前年同期比）の

関係を見たものです。交易条件とは、一定の輸出量と交換に購入できる輸入量が基準年に比べてどれだ

け増減しているかを示す指標で、「輸出価格指数／輸入価格指数」で表します。この値が大きくなること

を交易条件の改善、小さくなることを交易条件の悪化と言います。たとえば輸入原油価格が急騰したよ

うな場合、すぐには輸出も輸入も数量が変わらないとすると、輸入金額が急増して貿易収支が悪化しま

す。交易条件が悪化したことがそうした結果をもたらしたのです。

交易条件と GDP デフレーター
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さてグラフから窺えるのは、交易条件と GDP デフレーターがおおむねパラレルに変動しているとい

うことです。そして交易条件の悪化（前年比下落）と GDP デフレーターの下落が同時進行しています。

つまり実質 GDP1 単位あたりの名目所得額（GDP デフレーター）の減少と交易条件の悪化が同居して

いるわけです。

つまり、相対的に見た輸入価格の上昇が交易条件を悪化させ、総合的な物価指数である GDP デフレ

ーターを下落（GDP1 単位あたりの名目所得を減少）させ続けてきたのです。これが日本のデフレの 1

つの特徴であり、デフレの継続が不況感をもたらした一因だと思われます。

もっとも、GDP デフレーターの下落は必ず交易条件の悪化を伴うわけではありません。技術進歩によ

って生産性が向上して物価が下落するような場合には、GDP デフレーターは下落しても交易条件は変わ

らないと考えられます。したがって日本の場合は、交易条件の悪化を伴った GDP デフレーターの下落

が起こったから、デフレと不況が同居したという側面があると思われるのです。

デフレの克服は国内要因で

交易条件の悪化が不況感を伴うデフレをもたらしている大きな要因だとすると、そのデフレから抜け

出すにはどうすればいいのでしょうか。為替変動の影響について考えると、その動きは、交易条件の構

成要素である輸出価格と輸入価格の双方に影響を及ぼします。ただし、輸入の外貨建て比率は輸出の外

貨建て比率よりもかなり大きいことを考慮すると、円高が進むと輸入価格の下落率が輸出価格の下落率

よりも大きくなって、交易条件が改善します。逆に、円安が進むと交易条件は悪化します。この意味で

は、円高に進むほうが望ましいことになります。

さらに、中長期的に資源価格の上昇が続くのであれば、日本のように多くの資源を輸入に頼らざるを

得ない国はどうしても交易条件が悪化しがちです。それを打ち消すほど輸出価格が上昇すればいいので

すが、輸出の中心は工業製品ですから価格はむしろ下がり気味だと言わざるを得ません。したがって、

今後も交易条件の悪化が続く可能性を、ある程度は前提としておく必要がありそうです。

そうだとすると、国内要因で GDP デフレーターを引き上げることがデフレの脱却につながることに

なります。つまり、①型や②型の物価上昇を目指す必要があるということです。結局、景気がよくなっ

てモノやサービスの需給が逼迫するとか、人手不足の下で労働需給が逼迫して賃金が上昇するといった

ことが、それらの結果として、いい意味で物価を上昇させるのです。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング調査部長 五十嵐敬喜）


