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東大日次物価指数で見たデフレ脱却の足取り

はじめに
我が国では1990年代半ば以降、消費者物価

（CPI）が下落する傾向にあり、デフレーション

が続いてきた。そしてこの間、デフレからの脱

却を目指し、政府と日本銀行はいくつかの施策

を実施してきた。1999年から2001年に日本銀行

の政策金利であるコールレートをゼロに下げる

「ゼロ金利政策」を採用したのに続き、2003年か

ら2006年には「量的緩和政策」を行った。その後、

2013年１月に物価上昇率の目標値としてCPI上昇

率２％を掲げる物価目標政策を開始した。さら

に新たに日銀総裁に就任した黒田総裁の下、

2013年４月には２％の物価目標を２年以内に達

成するとアナウンスし、その実現に向けてベー

スマネーの量を２年間で２倍にする「量的・質

的緩和政策（Quantitative Qualitative Easing、

QQE）」を開始した。

最近月（2014年９月）のCPIの上昇率は消費税

率引き上げの直接的な影響を除くと前年比1.0％

増となっており、QQEの始まった2013年４月以

前と比較して、改善を示している。しかし市場

参加者の多くは物価の先行きについて依然とし

て悲観的な見方を変えていない。例えば、内外

の様々な研究機関が出している経済予測をまと

めた経済予測専門機関の最近のコンセンサス

フォーキャストによれば、消費税の影響を除い

たCPI上昇率は2016年第２四半期まで１％程度で

推移するとの予測となっており、日銀の目標値

である２％の達成は不可能と見ている。

こうした中で日銀は10月31日にQQEの強化策

を打ち出した。具体的には、これまで50兆円だっ

た国債の年間購入額を80兆円に増やすことなど

により、消費者や企業のデフレマインドを払拭

し、物価目標２％の実現を確かなものにしよう

としている。

以下では、我が国のデフレはどのような特徴

を持っていたのかを見た上で、デフレからの脱

却はどこまで進んできているのかを検討する。

我が国デフレの特徴
1990年代半ば以降の物価の動きに関する事実

を確認するところから始めよう。図１はCPIの月

次前年比を示している。CPI上昇率はバブル崩壊

後低下を続け1990年代央にはマイナスとなった。

その後、穀物価格の上昇などで2008年に一時的

にプラスに戻ったが、趨勢的にはCPIが下落する

状況が続き、物価の持続的な下落、つまりデフ

レーションが進行した。2013年春以降はこの状

況に変化が生じつつあり、CPI総合（除く生鮮）

前年比は2013年５月にゼロに戻した後、６月以

降はプラスに転じた。2014年４月には1.5％まで

回復した（消費税率引き上げの直接的な影響を

除いた計数）。ただし、最近月（2014年９月）は

1.0％となっており（消費税率を除くベース）、伸

びがやや鈍化している。

我が国のデフレーションには２つの重要な特

徴がある。第１に、デフレが長期にわたったと

いうことである。90年代半ば以降、15年以上に

わたって物価下落が続き、長期デフレといって

図1　消費者物価前年比
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よい。しかしデフレの速度という観点でみると、

CPI前年比のマイナス幅は大きいときでも２％で

あり、均してみれば１％弱に過ぎない。その意

味で我が国のデフレは緩やかといえる。これが

第２の特徴である。つまり、物価下落の速度は

緩やかだがそれが長期間続いた点に特徴がある。

この２つの特徴は、米国の大恐慌期のデフレ

と比べるとより明らかである。米国では、1931

年から1933年にかけて物価水準が下落するとい

う現象が起きた。このときにデフレの速度は年

率８％を超えており、激しいデフレであった。

我が国のデフレ率が１％弱だったことと比較す

るとその差は顕著である。一方、大恐慌期のデ

フレは約２年で終息しており、継続期間は短い。

この点でも日本のデフレと異なっている。

この２つの事例は国も違えば時代も違うので、

デフレ率と継続期間の彼我の差が何に起因する

のかを特定するのは容易でない。しかし原因の

ひとつと考えられるのは、メーカーや流通業者

の価格設定行動の違いである。大恐慌期の米国

では、企業が需要や供給に応じて価格を迅速に

反映させていた。つまり価格の伸縮性が高かっ

た。これに対して近年の日本では価格の伸縮性

が低下しており、需要や供給の条件が変化して

も企業は価格を即座には変更しない傾向が強

まっている。例えば、筆者らが我が国のメーカー

を対象として行ったアンケート調査では「需要

や供給の条件が変わっても即座には価格を変え

ない」と回答する企業の割合が90％を超えてい

る。また、2013年度の経済財政白書のアンケー

ト調査でも、限界費用の増加を「全て転嫁する」

と答えた企業は21％に過ぎず、「全く転嫁できな

い」が26％など、転嫁が不完全にしかできない

と回答する企業が大勢を占めている。

このように、我が国のデフレ期には需給の変

化に対して企業が価格を更新するという対応が

ゆっくりとしか起きなかった。そのためにデフ

レが小幅で、かつ長く続いたと考えられる。こ

れは、米国の大恐慌期のような激しいデフレと

それに伴う社会的な混乱を回避できたという意

味では、望ましい面がある。また、90年代後半

に懸念された「デフレスパイラル」（デフレがデ

フレをよぶというような悪循環）を回避できた

のも、価格の硬直性が強かったからである。し

かし激しいデフレを回避できた代償としてデフ

レが長期化し、それに伴って、消費者や企業の

多くがデフレに慣れてしまい、デフレを前提に

生活設計や生産計画を立てるようになってし

まった。これがデフレ脱却を難しくしている。

昨年春からのデフレからの脱却の局面でも、

企業の価格設定行動はあまり変わっていない。

QQEで思い切った需要刺激が行われているにも

かかわらずCPIの反応が鈍いということの背景に

は、価格をゆっくりとしか更新しないという企

業行動がある。

東大日次物価プロジェクト
筆者を中心とする研究チームでは、長期にわ

たって続いてきたデフレの原因を解明し、そこ

からの脱却の方法を提案するプロジェクトを

2012年夏にスタートさせた。その一環として、

筆者と渡辺広太氏（※1）が共同で物価指数を開発

※1　渡辺広太氏　所属：明治大学 総合数理学部現象数理学科 講師、専務分野：大規模データ解析と数理モデリング、マクロ経済学
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する研究を進めており、その成果の一部を2013

年５月より「東大日次物価指数」として一般公

開している（正式名称は「東大渡辺研究室・日

経日次物価指数」）。

東大指数は約300店舗のスーパーで販売されて

いる様々な商品の販売価格と販売数量を、日経

デジタルメディアの協力を得て日々収集し、そ

れを我々の開発した手法で集計したものである。

ホームページ上で日々公開されており（http://

www.cmdlab.co.jp/price_u-tokyo/）、購買取引の

あった翌々日には更新されている。対象となる

商品はスーパーで販売されているもの（食料品

と日用雑貨）に限定されており、総務省の公表

する消費者物価統計の約20％をカバーしている。

東大指数には２つの利点がある。第１は迅速

性である。総務省が作成するCPIは翌月末に公表

されている。それと比べると東大指数は非常に

迅速であり、ほぼリアルタイムで日々の物価を

確認することができる。物価は経済の体温に喩

えられることが多いが、我々の取り組みを標語

風に言えば、「今この瞬間の日本経済の体温を測

定しよう」ということである。

第２の特徴は正確性である。これについて少

し詳しく説明しよう。

経済指標を作成するのは容易ではない。とり

わけ物価は計測が難しい。例えば、企業売上で

あれば、個々の企業の売上を集めてそれを足す

だけだ。しかし物価はそうはいかない。個々の

商品の価格を集めるまでは容易だが、そこから

物価を計算するにはもうひと手間いる。

すぐに思いつく方法は単純平均だ。例えば、バ

ターと名のつく商品は400種類ある。そのそれぞ

れの価格を集め、それを１年前の価格と比較し

変化率を計算する。その変化率を単純平均する

ということだ。しかし、良く売れているバター

もそうでないバターも同じウエイトというのは

いかにも変だ。良く売れている商品の価格変化

率にはより大きなウエイトをかけるべきで、そ

うでなければ消費者の実感と乖離してしまう。

東大指数では、バターの市場シェアをウエイ

トとして使うという手法をとっている。この手

法はミクロ経済学の指数理論では「トルンクビ

スト指数」と呼ばれており、消費者の生計費を

測る指標としては理想的な性質をもつことが知

られている（詳細は、渡辺努・渡辺広太「スキャ

ナーデータを用いた日次物価指数の計測」

http://www.carf.e.u-tokyo.ac.jp/workingpaper/

J094.htmlを参照）。

良く売れる商品により大きなウエイトをかけ

るとどうなるのか。良く売れる商品は値段の下

がっている商品だ。したがって良く売れる商品

により大きなウエイトをかけると、価格の下落

を強調することになる。その結果、算出される

物価指数は下落率が大きくなる。

東大指数は正にその性質をもっている。総務

省の公表する消費者物価指数（CPI）は様々なバ

ターの価格を単純平均したものだ。そのように

して作成されたCPIと東大指数を比べると、平均

して0.5％ほど東大指数から計算される物価上昇

率が低くなる。逆に言うとCPIから計算される物

価上昇率は0.5％高めに出る。これはCPIの「上

方バイアス」とよばれており、どこの国でも程

度の差はあれ存在する。

この話をすると、「それではCPIから計算した

物価上昇率から0.5％差し引けば正解が得られる

のか」という質問が出てくる。時計が10分遅れ

ていたとしても時計を見る人がその分を考慮す

れば済む話ではないかということだ。しかし話

はそれほど単純ではない。CPIと東大指数の乖離

は平均的には0.5％だが、いつも0.5％というわけ

ではない。上方バイアスは時々刻々と変化して

いる。

東大指数は1980年代末から計算されており、

25年間に亘って日々の物価上昇率を見ることが

できる。25年間で東大指数とCPIの乖離が最も大

きかったのはバブル崩壊後まもなくの時期だ。
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図２では、90年代前半の東大指数（「UTokyo 

Index」）とCPI（「CPI Groceries」）を比較してい

る。ここでは、総務省が公表しているCPIの品目

別指数を用いて、東大指数で採用されている品

目（食料品と日用雑貨）だけから構成されるCPI

を作成している。

図２の「Housing price in Tokyo」は住宅価格

の前年比であり、90年夏をピークに前年比が低

下していることがわかる。そこから１年ほど遅

れてCPIと東大指数の前年比の低下が始まってい

る。ここで注目したいのはこれらの指数の前年

比がマイナスになるタイミングだ。CPI前年比が

マイナスになるのは95年初だ。つまりCPIでは95

年からデフレが始まった。一方、東大指数の前

年比がマイナスに突入するのは92年春だ。つま

り、CPIと東大指数ではデフレ突入のタイミング

が約３年違っている。どちらが正しいかを判定

するには２つの指数の原データを子細に比較す

る必要があり、非常に難しい。しかし、不動産

バブルの崩壊から５年後にようやくデフレが始

まったというCPIの結果は、筆者には不自然に見

える。

CPIでみると、92-93年の前年比は１％から２％

の間であり、多くの中央銀行が理想とする物価

上昇率の水準に近かった。実際、93年２月の講

演で日銀の三重野総裁（当時）は「インフレと

の戦いという点ではわが国は非常にうまくいっ

ている」と語っている。バブル崩壊後の日銀の

政策については金融緩和が遅かったと指摘され

ることが多いが、その背景には物価に関するこ

うした認識があったと考えられる。20年も経っ

てから「もし」と言ってみても仕方のないこと

だが、もし日銀が東大指数でデフレ突入を早期

に検知できていれば、その後の金融政策も変わっ

ていたかもしれない。

消費税増税後の物価動向
次に、東大指数を用いて本年４月の消費税増

税後の物価の動きをみてみよう。図３では、消

費税率引き上げ前後の売上（Daily sales growth）

と物価（Daily inflation）の動きを比較している。

東大指数は約300の店舗から収集した価格をもと

に作成されているが、この図の売上は、その同

じ300の店舗の売上高を指数化したものである。

価格と数量が完全に同じ店舗、同じ商品から収

集されているという点でユニークである。

売上の図からは、３月後半に起きた消費税増

税前の駆け込みと、４月前半に起きたその反動

減を確認できる。一方、物価（税抜価格）は4月

に入って直ちに上昇しており、ピーク時には税

抜価格の前年比が約0.8％に達している。店舗や

メーカーがこの時期、強気な価格設定を行って

いたことを示している。

ここで注目したいのは、４月後半以降の物価

図2　バブル崩壊期における東大指数と総務省指数
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図3　消費税増税後の売上と物価
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の動きである。５月は前年比ほぼ横ばいで推移

してきたが、６月に入ると前年比減少に転じ、

６月末には0.5％の減少となった。その後、夏の

間にさらに下落を続け、８月末には１％の減少

まで落ち込んだ。９月、10月も顕著な回復は見

られず、足元は１％超の減少となっている（10

月29日時点で前年比1.2％減）。

物価下落の理由は何だろうか。答えは売上の

動きを見れば明らかだ。売上は駆け込みの反動

減で４月に大幅に下がった後、夏までマイナス

基調にあった。９月以降は前年並みに戻してき

ているが、プラスに転じるほどの勢いは見えて

いない。前回（1997年）の消費税率引き上げ時

よりも売上の戻りは鈍いと評価できる。

価格が下落し数量も下落しているとなれば、

考えられるのは需要曲線が下にシフトしている

ということだ。需要曲線がシフトする中で販売

数量の減少が起き、店側ではそれを少しでも補

うべく特売を頻繁にうつなどして価格を抑える

行動をとっていると考えられる。

デフレマインド
膨大な政府債務を考えれば消費税増税はやむ

を得ない。しかし増税すれば実質所得は確実に

低下し、それが消費を冷やし、物価への下押し

圧力となる。こう考えると、八方塞がりで、デ

フレ脱却など到底不可能なように思えてくる。

しかしデフレ脱却への道は決して閉ざされて

いない。デフレ脱却を阻んでいるのは消費者や

企業の間に今なお広がっているデフレマインド

だ。これをいかにして払拭するかがカギを握る。

まず企業の方をみると、長引くデフレの影響

で、企業はライバル企業の動向に細心の注意を

払うようになっている。仮に原価が上がったと

しても、ライバルは価格に転嫁しないかもしれ

ない。そのリスクが頭をよぎる。その結果、ど

の企業も価格転嫁できない。この結果、景気が

多少上向いても物価の改善は捗々しくないとい

う状況が生まれる。

一方、消費者はこれまでの経験から物価は下

がるという信念を持っている。将来、物価が下

がるのであれば、不要不急の消費は先に延ばし

た方が得だ。全体としての消費が停滞している

背景にはこうした消費者行動がある。

これを打開するには物価上昇に関する人々の

予想を変えるしかない。物価が将来上昇すると

人々が予想するようになれば、企業は疑心暗鬼

に陥ることなく、価格を上げることができるよ

うになる。消費者は購買を先延ばす行動を改め

る。これができればデフレ脱却が可能となる。

日銀が家計や企業の物価予想を注視する理由は

そこにある。

それでは実際に人々の物価予想は変化してい

るのか。筆者が渡辺広太氏、ジェス・ダイアモ

ンド氏（※2）と共同で３月末に行った消費者を対

象としたアンケート調査では、回答者15,500人中

の11,500人（75％）が「物価は将来上昇するだろ

う」と予想している。しかしここで注目したい

のは、物価上昇を予想する回答者が多いという

事実ではなく、4,000人がなお物価予想を変化さ

せていないという事実である。筆者達の関心は、

このような意見の違いがなぜ生じるのかにある。

アンケート結果によれば、新聞やテレビなど

のメディアを通じて経済に関する情報を熱心に

収集する回答者は将来物価が上がると予想する

傾向がある。これに対して、経済にあまり関心

のない回答者は物価上昇を予想しない。日銀の

政策が人々の物価予想に及ぼす経路を議論する

際には、人々が日々の買い物で物価の上昇を実

感し、その延長線上で将来の物価上昇を予想す

るという説明を耳にすることが多い。しかしそ

うだとすれば、経済に関する関心の有無で回答

※2　ジェス・ダイアモンド氏　所属：一橋大学経済学研究科 特任講師、専務分野：ファイナンス、労働経済学
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が分かれることはないはずだ。つまり、我々の

アンケート結果は、実生活で物価が上昇したと

いう事実が物価予想を高めるという経路（バッ

クワードルッキングな予想形成とよばれている）

とは別な経路が存在することを示している。

我々のアンケートでは「アベノミクス」や「日

銀の物価目標政策」に関する知識についても質

問しているが、経済に深い関心を持つ層はこれ

らの意味をよく知っているのに対して、経済に

関心を持たない層はどういう政策か知らない。

つまり、メディアを通じて日銀のメッセージに

耳を傾け、それを理解し信じた人は物価予想を

変化させたということだ。この意味で、物価予

想に働きかけるという日銀の政策は、ある程度

有効に機能したといえる。足元の物価が上がっ

たから物価予想も上がるという以上の効果を

もったと評価できる。

しかし、日銀のメッセージが全ての人に届い

ているわけではなく、経済に関心のない層は予

想を変えていない。さらに深刻なのは、物価予

想は世代によって大きく異なるということだ。

図４は物価が将来上がると予想した回答者の割

合を年齢別に示したものである。シニア層は物

価上昇を予想する割合が高いが、若年層ではそ

の割合が低い。シニア層は70年代の石油危機、

さらには戦後間もない時期のハイパーインフレ

を自らの人生で経験してきており、２％程度の

インフレが起こる確率が低くないことを肌感覚

で知っている。一方、若年層は、物心がついた

ころから一貫してデフレであり、物価が上がる

ということを経験したことがない。そのため、

政府や日銀がこれからは物価が上がる世の中に

なるとアナウンスしても、実感を持つことがで

きない。

デフレ脱却に向けて
QQEで日銀が国債を大量に購入している結果、

国債金利がマイナスになるといった事態が起き

ており、日銀の国債購入が財政規律に及ぼす悪

影響への懸念が高まっている。そうした中で、

CPI前年比１％程度で十分じゃないか、無理して

２％を目指す必要はないという意見も聞かれる。

しかしこれは間違っている。CPIが前年比で１％

上昇するという現在の状況は日銀が２％を目指

して懸命にもがく中で実現している。そのもが

きをやめてしまったらデフレに逆戻りしてしま

う。日銀は２％の旗を降ろすべきではない。

現時点で大事なことは、これまでの政策でう

まくいったところ、うまくいかなかったところ

をきちんと整理することだ。

消費者サイドで言えば、シニア層には日銀の

メッセージが届いている。残るは若年層だ。若

い世代のインフレ期待を高める政策を打つ必要

がある。マスメディアは当然のこととして、ソー

シャルメディアも使って、若い人たちの期待に

働きかける努力をすべきだ。

企業サイドで言うと、どういう産業でデフレ

が残っているのか、それは何故なのかを、個別

産業のレベルまで下りて行って調べるべきだ。

これまでのQQEの効果で物価が十分に上がって

きている産業がある一方で、物価がいまだに前

年据え置きの産業もある。そうした産業では経

営者にデフレマインドが強く残っている。そう

した経営者の物価期待に直接働きかける政策を

とる必要がある。

図4　年齢別インフレ期待
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出所：東大大学院経済学研究科渡辺努研究室


