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円売り介入は何故効かないのか
・円売り 介 入 開 始に よ っ て 中 長 期 的 な円高 トレンド
が止まった経験則は無い

チャート1：1990年代半ばの介入額とUSD/JPY
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3,500

・ 円 売 り 介 入 が 続 い て い る 間 U S D / J P Yは 下 落 を 続
け、介入を止め る と円上昇も止ま っ た
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・円売り介入を開始すると 投機的な円買いが増える

2,000

・制度的 ・理 論 的に非 不 胎 化 介 入 は で き な い。日銀
の量 的 緩 和 と 合わ せ た 『 結果的 な非 不 胎 化 介 入 』
も効果が無かった
・過 去の 大 量 円 売 り介 入 の結 果、 日 本 政 府 は1 0 0兆
円以上 の規模 の円 キ ャ リ ー・ポ ジ シ ョ ン を 抱えて
しまっている 。米 金 利 の 低下に よ り リ タ ー ンは急
速に 減少 し 、含 み 損は 全 体の3 0 %近く に及 ん で い
る
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出 所 :財 務 省 、 J.P.モ ル ガ ン

チャート2：2003〜04年の介入額とUSD/JPY
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過去、1990年代半ばと2003〜2004年の2回、比較的大規
模かつ継続的な円売り介入が行われた。
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円売り介入額
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・我々は 引続き 円売り 介入の 可能性 は低い と予想。
介入の 有無 に拘 らずU S D / J P Y相場は 戦 後 最 安 値の
79.75円を割り込むと予想する

過去の円売り介入から見た効果
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我々が2007年以降、中長期的に円高を予想してきた背景
については、『本日の一言』や『FX Topics』等を通じ
て説明を続けてきたが、本稿では『中長期的な予想とは
関係ない』と考えてきた円売り介入について、そのメカ
ニズム、なぜマーケットに影響がなく、逆効果になる可
能性もあるのかについて経験則も踏まえつつ解説した
い。
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・中 長 期 的に円 高 傾 向 が続く 根本的 な問題 は日本の
デフレ 。表 面 的な 政策で 円相場 を動 かそうとして
も、巨 大なU S D / J P Y市場 をコ ン ト ロ ー ルす る事 は
できない。

先週、USD/JPY相場が15年振りのドル安・円高水準まで
下落した事もあって、財務省／日銀による円売り介入開
始の可能性に対する思惑が高まっている。我々は2007年
にそれまで2年間続けた『円安』見通しを『円高』見通
しに変更し、その時点でUSD/JPY相場が100円を割れて
も、90円を割れても円売り介入は行われないであろうと
予想してきた。我々のこうした予想は『円売り介入が行
われないから円高になる』と誤解される事があるが、そ
れは正しくない。我々が中長期的に円高傾向が続くと予
想してきた背景は介入の可能性とは無関係である。つま
り我々は円売り介入には2週間以内の超短期的には一定
の効果はあるかもしれないが、中長期的（1年以上）に
は効果がなく、短期的（2週間〜1年）には寧ろ逆効果と
なる可能性さえあると考えている。
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出 所 :財 務 省 、 J.P.モ ル ガ ン

1990年代半ばの大規模介入は1993年4月2日にUSD/JPY相
場が114円台から113円台に下落するタイミングで始まっ
ている。当時のUSD/JPY相場は1990年4月の160円台から
長期的な下落トレンドを開始しているが、1992年8月11
日（USD/JPY相場は128円近辺）までは円買い介入を行っ
ており、最後の円買い介入から8か月後には逆方向の円
売り介入を開始した事になる。
注目すべきポイントは、円売り介入を続けている間も
USD/JPY相場は下落を続けていたという点である
（チャート1）。特に95年2月以降は円売り介入額が急
増、2月半ばから4月半ばの2か月間に2.3兆円の円売り介
入を行ったが、結局USD/JPYは97円台から79円台まで約
18％も急落している。そしてこの一連の円売り介入は
USD/JPY相場が79.75円の戦後最安値を付けた4/19日の前
日で終了している。つまり、逆説的に聞こえるかもしれ
ないが、円上昇の動きは円売り介入が終了した事によっ
て止まったのである。その後の1か月半、円売り介入は
全く行われなかったがUSD/JPY相場は自律的に80円台後
半まで反発したのである。
（筆者は当時日銀で介入担当者であったが、記述は全て
公表資料・データを元にしている）
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2003〜2004年の大規模介入は2003年1月15日にUSD/JPY
相場が118円台から117円台に下落するタイミングで始
まった。当時のUSD/JPY相場は2002年1月の135円台から
長期的な下落トレンドを開始しており、2002年5〜6月
にも119〜124円台で一時的に円売り介入が行われてい
る。
ここでも注目すべきポイントは、介入を続けている間
もUSD/JPY相場は下落を続けたという点である（チャー
ト2）。この時の一連の介入は2003年1月15日から2004
年3月16日まで14か月間続き、実に35兆円も費やした。
しかし、結果的にUSD/JPY相場は介入を開始した118円
近辺から介入を終了する直前の2004年2月には105円台
まで下落しており、更には介入を終了した直後の2004
年3月末には103円台まで下落している。
もっとも、その後USD/JPY相場は短期間で114円台後半
まで反発しており、ここでも円上昇の動きが円売り介
入が終了した事によって止まるという現象が見られて
いる。
（筆者は当時2003年2月まで日銀NY事務所で間接的に介
入に関わっていたが、記述は全て公表資料・データを
元にしている）

これらの大規模介入時の経験則に鑑みると、円売り介
入の開始が即円上昇の終了には繋がらず、寧ろ円売り
介入を続けている間は円高が続いていた事が分かる。
例えば、時折『85円を割れるような展開となれば、円
売り介入が行われる可能性があり、そこで円の上昇が
止まる』などという予想も聞かれたりするが、少なく
とも過去の経験則上、円売り介入が開始された事によ
り中期的な円上昇トレンドが止まった経験は無いので
ある。

スイス中銀の経験
スイス中銀は昨年後半頃から積極的、かつ大量のEUR買
い・CHF売り介入を開始した。先進国で自国通貨売り介
入をこれほど大量に行った通貨当局は日本とスイスぐ
らいであろう。後述するが、大量介入が始まった後に
EUR/CHF相場が極めて狭いレンジで膠着するという、日
本の円売り介入時と同じ現象が発生した。結果的に
EUR/CHFは大量介入が開始されたポイントからほぼ半年
で13%以上も下落する事となり、結局日本の大量介入時
と同じ運命を辿っている。
先週、スイス中銀はEUR/CHFの下落を背景に、今年1〜6
月に143億スイスフラン（1.1兆円）の損失が発生した
と発表した。もっとも、これも後述するが、USD/JPYの
下落による日本の外貨準備の含み損は30兆円に上ると
見られている。

円売り介入は何故効かないか
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ロンドンやNYでヘッジファンドのシニア・ポートフォ
リオ・マネージャーを訪問し、意見交換をする際、筆
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者が90年代半ばの円売り介入の時に日銀で実際に介入
事務を担当していたという話をすると、自分はその時
大量のドル売り・円買いを行っていたと言う人に会う
ことがある。実際、円売り介入が始まると、市場には
逆に多額のドル売りオーダーが湧いて出てくる。一定
レベルに日銀のドル買いオーダーが大量に並んでいる
事を市場参加者が分かっていても、その10銭上にドル
売りオーダーが並んでしまい、この結果、USD/JPY相場
は暫くの間狭いレンジで膠着するという現象が起こ
る。まさしく最近EUR/CHF相場で起きた現象である。そ
して、結果的にはドル売りオーダーの方が勝り、USD/
JPY相場は下落するのである。
筆者はこうした現象を目の当たりにし、どうしてこの
ような事が起こるのか不思議に思っていたので、ロン
ドンやNYで当時実際にドルを売っていた側の人達に会
うと、何故日本の当局が大量の円売り・ドル買いを
行っていることが分かっていながら、逆に円買い・ド
ル売りを続けたのかと聞いている。答えは様々である
が、概ね以下の３つに分けられる。
①分かり易い動きをするので注目が集まってくる＝円
売り介入が行われるとUSD/JPY相場は不自然に跳ね
上がる。そして各通信社は競うようにして介入観測
を報道する。この結果、通常は株や債券しか取引し
ない投資家や、通貨を取引するにしてもエマージン
グ通貨が専門のファンド ・マネージャーまでUSD/
JPYの動きに興味を持ち始める。そして 、この興味
を惹きつけたUSD/JPY相場は、介入が行われると 不
自然に跳ね上がり、そこから緩やかに下落し、また
暫くすると不自然に跳ね上がるという 一定のパター
ンを繰り返す。市場の動きから 利益を得ようとする
人にとっては 、不自然に跳ね上がった所を売れば良
いので分かり易い。この結果、通常USD/JPY相場に
は見向きもしないような市場参加者までUSD/JPYが
上昇したところでドル売り・円買いを行う事になっ
てしまう。
②ボラティリティが低下するので ポジションを大きく
し易くなる＝上記のような 理由で、USD/JPY相場に
馴染みがない 参加者までドル売り・円買いを行うよ
うになる 中、当然USD/JPY相場に馴染みがある 参加
者もドル売り・円買いを行う。そして、介入が行わ
れると一時的にせよ市場が安定するのでボラティリ
ティが大きく低下する事になる 。ボラティリティが
低下すると、市場参加者は保有できるポジション量
が大きくなるため、ドル売りポジションをこれまで
よりも大きく持てる事になるのである。
③流動性を提供するのでそこに需要が集まる＝90年代
半ば、2003〜2004年共に大量の円売り・ドル買い介
入が行われていた時期は『ドル売り』局面であり、
ドルは対円に拘らず、その他の主要通貨に対しても
下落していた。つまり、これらの時期、市場には
『ドルを売りたい人』、『ドルを売らなければなら
ない人』で溢れていたのである 。しかし、対欧州通
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貨や、対AUD、CADなどではドルを売りたい人が圧倒的
で、ドル買いオーダーは少ない。従って、多額のドル
を売りたい、取り敢えずドルから逃げておきたいとい
う人にとっては流動性に欠け、取引がしづらくなる。
そこに日銀が大量のドル買いオーダーを提供してくれ
る訳であるから、ドルから逃げたい市場参加者は、ま
ず対円で日銀に対してドルを売って円を受け取ってド
ルから逃げる事を選択する。つまり、市場の『ドルを
売りたい人』、『ドルを売らなければならない人』は
みんなUSD/JPY市場に集まってしまうのである。

チャート3：結果的な非不胎化介入とUSD/JPY
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つまり、円売り介入の開始は、逆に不必要に投機的な円
買いを呼び起こしてしまう可能性がある他、市場のドル
売り需要を全てUSD/JPY市場に惹きつけてしまう事にな
るのである。従って、円売り介入を行うと、行わなかっ
た時に比べ短期的には円高の深度が深まってしまい逆効
果になるリスクを孕んでいるのである。
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出 所 :日 銀 、 J.P.モ ル ガ ン

表1：外国為替資金特別会計
単位：
兆円、2010年 3月末時点 (予定）

資

介入のメカニズム
介入がどのようなメカニズムで行われているかは意外と
知られていない。これを理解していればこれ以上円売り
介入を行う事が日本にとって如何に危険な事であるか分
かるであろう。
日本の為替政策は財務大臣、つまり財務省が責任を負っ
ている。日銀は財務省の指示によってドルを買ったり
売ったりする介入事務を行っているだけで、日銀に為替
政策を決める権限は無い。
財務省は円売り介入の原資、つまり円資金を政府短期証
券を市場で発行する事によって調達する。つまり、債券
を発行して市中から資金を調達し、それでドルを購入
し、結果的にそのドルが米国債等に投資されるという流
れである。
よく不胎化介入、非不胎化介入という言葉が出てきて、
非不胎化介入を実行すれば効果があるなどと言われる
が、介入のメカニズムが分かっていれば、この議論が無
意味であることは分かるであろう。『非不胎化介入』と
は、円売り介入を行う事によって市場に放出された円資
金をそのまま市場に残す事によってマネタリーベースを
増加させる介入の事である。もっとも、上述の通り、日
本の場合介入資金は元々市場から調達されて市場に売り
戻されているだけである。つまり、円売り介入を行う事
により、市場の円資金を増加させるという非不胎化介入
を行う事は制度的・理論的に不可能なのである。勿論、
日銀の量的緩和政策によるマネタリーベースの増加と合
わせて円売り介入を行えば、結果的に非不胎化介入にな
る。しかし、日銀と財務省はこの『結果的な非不胎化介
入』も既に行っている。日銀は2001年〜2006年まで行っ
た量的緩和政策で当座預金残高を35兆円程度まで増加さ
せ、財務省は2003年〜2004年の間に35兆円の円売り介入
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を行った(チャート3)。しかし、前述した通り、結果は
117円近辺から103円台までの円高進行である。結果的な
非不胎化介入も効果は全くなかったのである。

膨張する外貨準備＝円キャリートレード
前述した通り、日本の円売り介入は債券を発行し市場か
ら資金を調達することによって行われている。つまり通
常の景気刺激のための財政支出と構造は同じである。財
政赤字を膨らませる事によってUSD/JPY相場を押し上げ
ようと言うのである（前述の通り成功はしていない
が・・・）。
結果的に日本の外国為替特別会計は100兆円を超える
キャリー・トレードを行っている事になる。この間、
USD/JPY相場の下落により外国為替資金特別会計が保有
する資産（外貨準備）は27.5兆円の含み損を抱えている
（表１）。同特会には20.6兆円の積立金があるがこれを
勘案しても外国為替資金特別会計は債務超過に陥ってい
る＊ 。この27.5兆円の含み損はUSD/JPY＝89円を前提にし
ているので、現在の含み損は恐らく30兆円近くなってい
るであろう。更に、米国経済は今日本の金融システム危
機後と同じ状況に陥りつつある。このまま日本と同様の
3
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展開となるのであれば、米国の長期金利は一段と低下す
る可能性が高い（チャート4)。万が一米国の金利が日本
の金利よりも低くなり、政府短期証券の調達コストよ
り、外貨準備の運用利回りが低くなれば、外国為替資金
特別会計は赤字を垂れ流し始める。6年前に筆者がこの
危険を指摘していた際には一笑に付される事が多かった
が、今は深刻に受け止める投資家が多い。逆ザヤが1％
になれば、この特別会計は毎年1兆円の赤字を垂れ流し
始める。そしてそこから抜け出すのはかなり困難な状況
になる。
＊但し、外国為替資金特別会計は外貨準備から得られる
クーポン収入等をこれまで一般会計に繰り入れてきてい
る。従って、基本的にはUSD/JPY相場が上昇しない限り
こうした状態に陥り易い仕組みになっている。
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チャート4：金融危機後の長期金利動向・日米比較
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チャート5：円の実質実効レートの推移
いつまでも続く『時間稼ぎ』
時折、『それでも円売り介入を行えば一時的には円安に
なって、時間稼ぎができ、その間に景気の回復が期待で
きるのではないか』と言われる。これは90年代半ばから
ずっと言われている議論である。しかし、これだけ大量
の円売り介入を行い、外貨準備を積み上げてきた後、結
局USD/JPY相場は戦後最安値を更新するかという水準ま
で下落し、外貨準備の含み損は財政赤字の半分以上の規
模まで膨らみ、日本経済は相変わらず停滞している事に
鑑みると、『時間稼ぎ』とは一体何に対する時間稼ぎ
で、どの程度のタイムスパンでの時間稼ぎなのかと疑問
を感じるのは筆者だけではないであろう。
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また、『介入を終了した後だったにせよ、その後結果的
には円安方向に動いているという事実もあるので、実行
するべきではないか』との議論も時折聞かれる。確かに
円売り介入を止めた後に円安になる傾向はある。しか
し、それは前述した通り、円売り介入が投機的な円買い
を誘発し、日銀による流動性の提供が終わった後、投機
筋がポジションの手仕舞いに動いているから円安になっ
ている部分が大きい。仮に、マクロ経済的に見て、大量
に円を売ったのだから、そのあと円安になるという事が
正しかったとしても、これまでの経緯をみればそれは一
時的（2〜3年程度）でしかなく、結局再び円高に振れて
くる。この意味では時間稼ぎになっているのかもしれな
いが、円安バブルに沸き、時間を稼いでいたはずだった
た2005〜2007年の間、日本は何をやったのだろうか。

付焼刃・表面的な政策は効果が続かない
長期的に名目のUSD/JPY相場が円高方向に徐々にシフト
してくるのは、日本が長期的なデフレ傾向にあることが
大きく影響している。つまり、円売り介入を行って付焼
刃的な対応をしても、徒に外貨準備を積み上げてしまう
だけで、結局は再び円高になってしまい、日本が抱える
為替含み損は膨らむ一方という事になる。本当に必要な
のは、円売り介入のような表面的な政策ではなく、根本
的な内需喚起策を行い、デフレ傾向を止める政策なので
ある。
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問題はUSD/JPY相場が円高方向に進んでいる事ではな
く、相場がそういう動きをしてしまっている経済のファ
ンダメンタルズの方にある。ファンダメンタルズが歪ん
でいるから相場も一方向に歪むのである。進行するメタ
ボに目を向けず、体重計の表示がおかしいと言って表示
を変えようと努力しても意味がないのと同じである。正
しい体重計に乗れば結局真実は再び明らかになってしま
う。

今後も介入が行われる可能性が低いとみる理由
J.P.モルガンは、これまで同様以下の3つの理由で、
USD/JPY相場が戦後最安値の79.75円を割込んでも円売り
介入は実行されないと予想している。
①国際協調の観点＝G7が盛んに中国の為替政策を非難し
続ける中、G7のメンバーである日本が自国通貨売り介
入を実行するのは困難である。しかも、実質実効レー
トでみれば円は依然として1970 年以降の平均程度にあ
る事に鑑みればなおさらである（チャート5)。また、
11月には米国中間選挙も予定されており、米国政府は
輸出を増加させたいとしている中で、日本がドル買い
介入を実行するのにはかなり高いハードルが待ち受け
ていると考えられる。
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②膨張する外貨準備＝前述の通り、日本の外貨準備は借
金で賄われており、円キャリー・ポジションの規模は
100兆円にも上っている。前述の通りこの キャリー・
ポジションは多額の含み損を抱え、キャリー収益も加
速度的に減少している。個人の証拠金取引のレバレッ
ジに上限規制を課す一方で、国は無限大（国は個人の
ように担保を提供していない）のレバレッジ 取引を
行っている訳であるから、日本の通貨当局がこれ以上
ポジションを膨らませるのを躊躇するのは当然であろ
う。
③経験則＝そうは 言っても、既に100 兆円もポジション
があるのだから、あと2〜3兆円程度の円売り介入をし
ても大差はないであろう、という声も聞かれるかもし
れない。筆者も同感である。あと2〜3兆円追加的に外
貨準備（円キャリー・ポジション）を膨らませたとし
ても大差はないであろう。しかし、2〜3兆円程度の円
売り介入に何の意味があるのであろうか。前述した通
り、今よりずっと市場規模が小さかった90年代半ばに
2か月間に2.3兆円の集中的な円売り介入を行ったが、
USD/JPYは上昇するどころか暴落した。2003〜2004年
も14か月間で35兆円もの円売り介入を行ったがその間
USD/JPYは12％程度下落 している。そんな経験則があ
る中で、日本の通貨当局が2〜3兆円程度の円売り介入
を実施したところで意味が無いと考えるのは当然であ
る。EUR/CHF市場のようにUSD/JPY市場よりも圧倒的に
小さい（チャート6)市場でも操作する事はできないの
であるから、USD/JPY市場を操作するのは不可能であ
る。

チャート6：世界の為替市場の取引額・通貨別シェア
（2007年4月調査）
EUR/USD, 27%

Others, 25%
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出 所 :BIS

J.P.モルガンは過去3年近く円高見通しを維持してきた
が、先週USD/JPY相場の予想レートをもう一段引き下
げ、現在ではハウス・ビューとして年末までに戦後最安
値を更新すると予想している。繰り返しになるが、これ
は介入が行われないからそこまでUSD/JPYが下落すると
予想している訳ではない。つまり我々の予想に反して円
売り介入が行われても予想は変わらない。寧ろ、介入が
短期的には逆効果になる可能性を考えれば、介入が行わ
れた場合は予想レートを更に引き下げる必要も出てくる
かもしれない。また、先週行われたレートチェックのよ
うな方策は、実弾を伴わないだけに繰り返し行うと円売
り介入よりも副作用（逆に円高方向への動きが大きくな
る）が強くなる可能性があるため、警戒が必要である。
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金融商品取引法に基づく表示事項
(Below statement explains possible risks of financial instruments in Japanese language. This is
to follow 典he Financial Instruments and Exchange Law・of Japan.)
通貨オプション取引、キャップ・フロアー取引、スワップション取引、金利スワップ取引、通貨スワップ取
引（「店頭デリバティブ取引」）にあたっては、原則として契約対価の他に手数料その他の費用は頂戴いた
しません。
当行において行う店頭デリバティブ取引は、金利指標、通貨の価格等を直接の原因として損失が生ずること
となるおそれがある取引です。また、ISDAマスター契約におけるクレジット・サポート・アネックス
（Credit Support Annex）等の担保契約の適用がある場合、上記の各種の参照指標が大きく変動することで
、発生する損失の額が差し入れていただく担保の額を上回る恐れがあります。店頭デリバティブ取引の契約
金額は、当該デリバティブ取引等についてお客様に差し入れていただく担保の額を上回る可能性がありま
す。店頭デリバティブ取引にあたり差し入れていただく担保の額は担保契約の内容により異なるため、契約
金額の担保額に対する比率上限を算出することはできません。
店頭デリバティブ取引では通常、反対取引（本店頭デリバティブ取引における各当事者が互いにその立場を
入れ替えて行う取引）を行おうとする場合は価格に差があり、原則として同じ価格での反対売買を行うこと
は出来ません。
権利行使期間がある場合は権利を行使できる期間に制限があります。期限前解約条項、自動消滅条項等の早
期終了条項が付されている場合は、予定された終了日の前に取引が終了する可能性があります。
取引毎に契約条件及びリスクは異なりますので、実際に取引を行っていただく前には契約締結前交付書面や
お客様向け資料の内容をよくお読みください。
JPモルガン・チェース銀行
東京支店
金融商品取引業者 関東財務局長（登金）第91号
加入協会：日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会
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