米国経済の見通しはワク
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1月には1.5％まで回復
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そう遠くない将来に政策

金利のフェデラルファンド
(FF)金利の引き上げを
具体的に議論し始める可能
性はあるのか。そうした推

年8月に米連邦準備
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金融政策の枠組みを導入す

理事会(FRB)が新しい

る前であれば正しかっただ

ろうが、新しい枠組みの下
では必ずしも正しくない。
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ーつは後始末戦略という
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も説得力がある形で「金融
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。金 融危機後はバブ ルのリ スク分析に注力

ゼロ金利制約で後始末戦略の実効性低下

0

整できるといった現実もこ

監督よりも比較的柔軟に調

げによりバブル発生を未然

システム安定化のことを考
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:

連邦公開市場委員会の政策決定は、長期目標・中期の見通し・委員会の
目標達成を阻む可能性 のある金融システムリスクを含めた様々なリスク
のバランスを反映する(20年8月に導入された新政策枠組み）

►

＇

►予防的戦略を使う可能性は理論的には排除しない。だが、そのような戦
略をとったことはないし、とる予定もない。金融システム安定にはマクロ
プル ー デンス政策をはじめとした他のツ ー ルに頼る
（バウエル議長、21年1月）

・

最近のリサ ー チはどんな状況で予防的戦略のペネフィットがコストよリ
も大きくなるか を調ぺている。（中略）金融システム安定化のために政策
金利調整をすることが適切かどうか、われわれは完全には理解できてい
ない（クオ ー ルズ副議長、19年5月）

►

金融政策を、金融システム不均衡・物価の安定・雇用の最大化に配慮し
つつ、マクロプル ー デンス的な 目的 のために使うぺきかもしれない
（フィッシャ ー元副議長、16年1月）

►

マクロプル ー デンス政策の限界を考慮すると、ときには政策金利 の調整
で金融システムリスクに対応する必要があるかもしれない
（イエレン前議長、2014年7月）

►
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