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はじめに

現代の経済において，銀行が重要な役割を果

たしていることは言うまでもない。銀行の基本

的な機能としては金融仲介機能，情報生産機能

（信用創造機能）および決済機能がよく知られ

ているが，特に不完全な資本市場においては，銀

行の情報生産機能が実体経済に影響を与え，し

たがって銀行の資産選択行動の変化は，企業の

生産・経営活動を通じて資本市場に影響を及ぼ

すことになる。例えば畠田（1997），宮川（1997）

などでは，銀行貸出が企業の設備投資において

代替し難い資金調達手段であり，さらにその傾

向は大企業より中小企業において強いことが実

証的に分析されている。また，福田他（2006）

では，日本の非上場企業の企業間信用の決定要

因について検証し，銀行借入が少ない企業ほど

企業間信用を多く受けているが，銀行の貸出が

収縮した場合は企業間信用も収縮させていると

いった結論が得られている。

一方，金融政策の実体経済への波及メカニズ

ムに関する議論において，貨幣チャンネル（伝

達経路）と信用チャンネルがその対象となるこ

とが多い。貨幣チャンネルとは，金融政策が民

間非金融部門の貨幣需要をコントロールするこ

とによって民間の総支出行動に影響を与えると

いう見方であり，信用チャンネルとは，金融政

策が民間金融部門の信用供与能力を変化させて

民間総支出行動を左右させるという見方であ

る
(1)
。しかしながら，Sims（1980）によって貨

幣と生産の相互関係が弱まったことが指摘され

て以来，貨幣を通じた金融政策の有効性に関し

て疑問を呈すような様々な実証研究が行われる

ようになった。日本についても，例えば

Miyao（1996）は，1980 年代以後，貨幣から生

産への影響の度合いが低下し，貨幣の GDP に

対する先行性や予測可能性が失われたことを示

唆している。これに対してBernanke and Blin-

der（1988，1992）などで金融政策の信用チャン

ネルについて理論的・実証的な検証が行われる

ようになり，このチャンネルがより重視される

ようになっている。

金融政策の信用チャンネルに関しては，金融

政策が銀行の資産選択行動に有効な影響を与え

るかどうかが問題になる。銀行貸出を民間預金

に基づいた銀行独自の情報生産機能によるもの

と考えれば，銀行の資産選択行動は資金を効率

的に配分した結果であり，それは銀行のバラン

スシートに反映される。したがって，金融政策

がどのように銀行のバランスシートを調整さ

せ，銀行の資産選択行動の変化を通じて実体経

済に影響するのかを考察することは重要である

ものの，日本においては畠田（1997），南波（2008）

などごく少数の研究を除いて，これまであまり

検証されてこなかった。そこで本論文では，金

融政策の信用チャンネルに関する先行研究を踏

まえ，プラザ合意以後の日本のデータを用いて，
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関して実証的に分析することを目的とする。特

に，銀行のバランスシート変数である預金およ

び貸出を同時に VAR モデル（Vector Autore-

gressive Model ; ベクトル自己回帰モデル）に

導入することによって，両者の関係も含めて金

融政策の銀行の資産・負債への影響について検

討する。また標本期間をゼロ金利政策導入前後

で分割し，それぞれの期間で金融政策の効果を

比較し，超低金利の下での金融政策についても

考察する。

本論文の構成は以下の通りである。第１節で

は，金融政策の効果，主に信用チャンネルに関

する実証的な先行研究を簡単にサーベイする。

第２節では，Bernanke and Blinder（1988）に

よる修正 IS-LMモデルを概説した上で政策変

数，基礎的経済変数，および銀行のバランスシー

ト変数などからなる本論文で用いる VAR モデ

ルを提示する。第３節では，用いるデータにつ

いて説明し，単位根なども含めてその時系列的

な特性について検討する。第４節では，推定さ

れたモデルによるインパルス応答関数と分散分

解を用いて，金融政策の銀行の資産選択行動等

への影響について考察する。

１．金融政策の効果の実証分析に関する

先行研究

1.1 VAR モデルによる実証分析

金融政策の効果を数量的にみるために，従来

は計量経済モデルである同時方程式体系が推定

されることが多かった。しかし同時方程式の過

剰制約の問題についてのシムズ批判
(2)
，さらに

は経済の構造変化に関するルーカス批判
(3)
な

どによって，近年では VAR モデルが利用され

ることが多い。

Sims（1980）は，シムズ批判とともに，貨幣

や生産などの変数からなる VAR モデルを用い

て貨幣と実体経済の関係が弱まってきたことを

指摘したが，それ以降，信用供給と実体経済の

関係がより注目されるようになった。さらに，

Sims（1992）では，金利，マネーサプライ，物

価，生産などからなる VAR モデルによって主

要先進５カ国（フランス，ドイツ，日本，イギ

リス，アメリカ）の金融政策ショックのインパ

ルス応答関数が推計され，その形や変化の方向

などによって金融政策が総合的に評価されてい

る。その結果，マネーサプライの増加に伴う金

利の上昇や，金利の上昇に伴う物価の上昇と

いった伝統的な経済理論とは整合的ではない観

測結果が得られ，こうした現象はそれぞれ「流

動性パズル」と「物価パズル」と呼ばれ，理論

の再構築も試みられるようになった。

いずれによせ Sims（1980）以後，VARモデ

ルを用いた金融政策の動学的な効果に関する実

証研究が非常に多く行われるようになった。

サーベイを含めた代表的な研究として Las-

trapes and Selgin（1995），Leeper et al.（1996），

Christiano et al.（1999）などをあげることがで

きる。

1.2 銀行のバランスシート変数を用いた実証

研究

King（1986）では，アメリカのGNP，預金，

商業や工業などへの貸出，消費者への貸出，お

よび短期貸出金利・短期国債レートからなる

VARモデルを用いて，各変数のGNP に対する

寄与度を比較し，アメリカにおける金融政策の

貸出チャンネルの重要性を指摘し，さらに貸出

供与を支えている預金の役割も強調されてい

る。
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またBernanke and Blinder（1992）では，次

節で概説するBernanke and Blinder（1988）で

提示されたモデルを用いて，アメリカの短期金

利，消費者物価指数，失業率を基本変数として，

それらに商業銀行のバランスシート変数（預

金・貸出金・有価証券）をそれぞれ加えること

によって３つの VAR モデルを構築し，銀行の

バランスシート各変数に対する短期金利のイン

パルス応答関数が推計されている。その結果，

連邦準備制度理事会（FRB）による金利引締め

政策によって，預金，貸出金および有価証券の

残高が減少することが観測された。さらに銀行

の貸出金が減少すると失業率が上昇することも

観測され，金融政策の伝達経路において銀行信

用が最も重要なチャンネルの１つであると主張

されている。このような流れに沿った研究とし

て，Romer and Romer（1990），Kashyap and

Stein（1994）などをあげることができる。

1.3 日本における実証研究

日本では，アメリカなどよりも遅れて VAR

モデルによる金融政策の実証分析が行われるよ

うになった。まず岩淵（1990）では，コールレー

ト，マネー（M 2＋CDまたはM 1），貸出額，為

替レート，実質生産および物価から構成される

VAR モデルによって，1975年から 1989 年に

ついて日本の金融変数と実体変数の関係が検証

されている。また照山（2001）は，構造 VAR

モデルおよびその識別制約に関するサーベイを

行った上で，異なった識別制約に基づいた構造

VAR モデルを比較し，金融政策ショックの識

別可能性について考察している。さらに中澤

他（2002）では，財政政策変数，金融政策変数，

物価，外需，GDP という５つの変数を用いた

VAR モデルが推定されている。そして Gran-

ger の因果性検定と金融政策変数のインパルス

応答関数によって，実質貸出金は実質マネーサ

プライよりも実体経済への影響が強いと結論づ

けている。Miyao（2002）では，コールレート，

マネタリーベース，株価および鉱工業生産指数

からなる構造 VAR モデルが用いられ，さらに

宮尾（2006）は，Miyao（2002）で用いられたモ

デルをもとに 1990 年代半ば以降の構造変化を

取り入れ，いくつかの変数を取捨選択すること

により各モデルの安定性を比較・検討している。

そして，「金融政策の役割は，90 年代後半に大

きく低下・消滅した可能性が示唆された」とい

う結論を導いている
(4)
。また，得田（2007）は，

コールレート，ベースマネー，実質所得および

銀行株価指数という４変数からなる構造 VAR

モデルを用いて金融政策の効果について検証し

ている。特に，貨幣の期待利潤の代理変数とし

て銀行株価指数をモデルに組み込むことによっ

て，流動性選好と内生的貨幣供給が金融政策の

有効性と限界に影響を与えていることを指摘し

ている。

また銀行のバランスシート変数を用いた実証

研究として，畠田（1997）は Bernanke and

Blinder（1992）と同様な手法を用い，コールレー

ト，GNP，消費者物価指数を基本にして，それ

に商業銀行のバランスシートの項目（預金・貸

出金・有価証券）をそれぞれ加えて分析を行い，

日本の金融政策においても信用チャンネルが重

要であること強調している。また中川（2003）

では，銀行の規模別のバランスシートのデータ

（貸出比率や預金比率など）を用いて，Gran-

ger の因果性検定によって銀行の負債構造と貸

出との関係を検証している。この他に金融政策

と銀行の貸出の関係を分析した研究として，黒

木（1993），細野（1995），星（2000），南波（2008）

などをあげることができる。
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２．理論モデルとVARモデルの構築

前節で述べたように，金融政策と実体経済の

関係に関しては多くの実証研究がなされている

が，従来は基本的に伝統的な経済理論に基づい

て VAR モデルが構築されることが多かった。

周知のように，ケインジアンによって提唱され

た IS-LM理論では，利子率が財市場と貨幣市

場とを結び付けている。例えば，貨幣供給の増

加（金融緩和）は貨幣の超過需要を発生させ，

その結果利子率が下がり，利子率の低下は投資

を増加させて総需要を拡大していく等々であ

る。つまり，IS-LM理論における金融政策の実

体経済への影響は，金利，そして投資を通じた

経路が唯一であるとされている。しかし，金融

政策が実体経済に影響を与える経路はこうした

金利チャンネル以外にも，為替レートチャンネ

ル，資産価格チャンネルなどいくつかの経路が

存在している
(5)
。それらの経路のうち Ber-

nanke and Blinder（1988）は，IS-LMモデルに

銀行の信用創造を導入して修正を試み，金融政

策における信用チャンネルを理論的に導出して

いる。以下ではそのモデル（B-Bモデルと呼ぶ）

を簡単に説明しよう。

2.1 Bernanke-Blinder モデル(6)

B-Bモデルにおいて，貸出市場の均衡条件は，

次式で定義される。

L/L pr
-

, i
+

, y
+

�/l pr
+

, i
-

� D p1,v� p1�

ただし，Lは企業の借入需要，rは貸出利子率，

iは債券利子率，yは生産，vは法定準備率，D

は預金をそれぞれ表し，また L pr, i, y�は企業の

借入需要関数，l pr, i�は貨幣乗数である。また

p1�式における変数の下の+・,は，各変数の

Lに対する変化の方向を示している。例えば

�L

�r
?0である。すなわち，企業の借入需要であ

る L pr, i, y�は，生産 yの拡大によって増加し，

貸出利子率 rの上昇によって減少する等々で

ある。一 方，貸 出 供 給 関 数 で あ る

l pr, i� D p1,v�は，銀行の預金制約の下で法定

準備金を用意した上で，銀行が債券投資と貸出

という２つの資産の間でポートフォリオを調整

することを表している（ただし，ここで銀行は

超過準備がないものとする）。つまり p1�式は，

銀行の資産選択行動あるいはバランスシートの

調整が，貸出市場の均衡に影響を与えることを

明示している。

一方，財市場の均衡条件は，次式で定義され

る。

y/Y p i
-

, r
-

� p2�

p2�式では，総需要関数が債券利子率 iならびに

貸出利子率 rの減少関数であると仮定されて

いることが特色であり，p2�式は CC（Com-

modities and Credit）曲線と呼ばれている。

そして，貨幣市場の均衡条件は，

D/D py
+

, i
-

�/m p i
+

� R p3�

で定義される（ここで，流通中の貨幣をゼロ，

すなわちマネーサプライは預金と等しいと仮定

する）。ただし，Rはベースマネーである。p3�

式によれば，中央銀行によって供給されたマネ

タリーベースが，m pi�-1倍の預金を生み出すこ

とがわかる（貨幣乗数）。これは伝統的な LM

曲線である。

以上の定式化から，貨幣供給の増加は債券利

子率 iの下落をもたらし，債券利子率の下落が

投資を刺激して総需要を拡大させると同時に，

銀行が有価証券投資よりも貸出の拡大へ移行す

ることがわかる。したがって金融政策が，銀行

の貸出の供給の増加をもたらすことによって総
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需要をより拡大させるという信用チャンネルが

説明される。

このように銀行の信用創造を内生化したモデ

ルによって，金融緩和政策は，伝統的 IS-LMア

プローチよりも総需要に与える影響が大きくな

ることが導かれ，貸出市場の変化が景気変動を

引き起こす１つの重要な要因であると考えるこ

とができる。

2.2 VAR モデルの構築

前節で述べたように，Bernanke and Blinder

（1992）や畠田（1997）では，金融政策変数（コー

ルレートやマネタリーベース）と基礎的経済変

数（生産や雇用）に，銀行のバランスシート変

数（預金・貸出金および有価証券）をそれぞれ

１つずつ別個に加えて異なる３つの VAR モデ

ルを推定している。しかしながら，銀行の資産

選択行動が預金制約の下で行われていると考え

れば，銀行バランスシートの資産側の変数（貸

出金や有価証券）と負債側の変数（預金）は同

時に１つの VAR モデルに入れる方が望まし

い。ここで銀行がバランスシートの調整を行う

際に，負債側の預金が資産側の貸出金や有価証

券よりも先に決定されていると考えることがで

き，また，貸出金が銀行の資産選択の結果と考

えれば，預金額の制約のもとで貸出の水準を決

めれば，有価証券への投資はある程度自動的に

決まることになる。そこで，以下では有価証券

への投資額をモデルには取り込まずに，資産側

の貸出金 pl�と負債側の預金 pd�のみを取り入れ

ることにする。

また，モデルを構成する変数として，コール

レート pr�は日本の金融政策の操作変数であり，

一方マネタリーベース pm�は，銀行・企業・家

計の貨幣に対する需要を反映しているため，こ

れらは金融政策の効果を分析する際に不可欠な

変数である。そして従来のモデルと同様に，実

体経済を反映する鉱工業生産指数 py�，さらに

物価を表す消費者物価指数 pp�を用いる。

これらの各変数間の関係は，以下のようにモ

デル化できる。

A0Y t/a+bt+∑
k

j=1

A jY t-j+e t p4�

ここで Y t/pr t, m t, y t, p t, d t, l t�'である。A0，a，

b，A jはパラメータ，e t/pert, emt, eyt, ept, edt, e lt�'

は誤差項である。このモデルは通常の VAR モ

デルとは異なり構造 VAR モデルと呼ばれる。

なぜならば各変数間の同時点の関係を含んでお

り，同時点の関係は A0で表されている。構造

VAR モデルでは，モデルを識別するためにパ

ラメータに関するいくつかの制約がおかれる。

制約のおき方には様々な方法があるが
(7)
，本論

文ではMiyao（2002）と同様に，A0に下三角の

制約をおく。この方法は，変数の先決の順序を

考慮に入れたもので，金融政策変数を最初に用

い，次に鉱工業生産指数，消費者物価指数，さら

に銀行のバランスシート変数とする。ただし，金

融政策変数の中では，操作変数であるコールレー

トを先に置き
(8)
，経済変数の中では畠田（1997）

に倣い，鉱工業生産指数，消費者物価指数の順に

した。またバランスシート変数の中では，上で

も述べたように預金が貸出より先に決定される

と考えられる。

したがって A0は 6×6 の下三角行列，すなわ

ち

A0/~
1 0 0 0 0 0

a0,21 1 0 0 0 0

a0,31 a0,32 1 0 0 0

a0,41 a0,42 a0,43 1 0 0

a0,51 a0,52 a0,53 a0,54 1 0

a0,61 a0,62 a0,63 a0,64 a0,65 1
�
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⑺ 構造 VARモデルとその識別性については Hamilton（1994），宮尾（2006）などを参照のこと。

⑻ 宮尾（2006）など，多くの研究でこの順序をとっている。



で表される。ただし添字の 1∼ 6 は，それぞれ

r，m，y，p，d，lを表す。

３．データとその特性

3.1 データ

前節の p4�式で提示した構造 VAR モデルの

各変数には，以下のデータを用いる。

まずコールレートは無担保翌日レートの月中

平均値であり，マネタリーベースは準備率調整

後の平均残高である（いずれも日本銀行「金融

経済統計月報」）。銀行の預金と貸出金はそれぞ

れ都市銀行，第１地方銀行と第２地方銀行のバ

ランスシートで計上された数値を合計したもの

である（日本銀行「金融経済統計月報」）。また

消費者物価指数には，総務省統計局「消費者物

価指数」における新鮮食品を除く消費者物価指

数（総合）を用い，鉱工業生産指数には，経済

産業省「鉱工業指数」より付加価値額ウェイト

の原指数系列を利用している（以下，生産指数）。

また，マネタリーベース，銀行の預金と貸出金

は消費者物価指数によって実質化を行った。

データはすべて月次データであり，季節変動を

取り除くためにコールレートを除いて前年同月

比に変換した。なおデータの利用期間は 1987

年１月から 2007 年 12月までであり，各データ

の変動は図１で示されている。

図１をみると政策変数であるコールレート
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図１．分析に用いるデータの推移

注：コールレート以外は対前年同月比。出典は3.1を参照のこと。



は，1995年以後低水準で推移し，1999 年からほ

ぼゼロになっている。これに対して，マネタ

リーベースは 1999 年以前は安定的に推移して

いるが，その後大きく変動している。これらは

1999 年以後のゼロ金利政策と量的緩和政策を

反映している。このように，1999 年前後で金融

政策のスタンスは大きく異なっており，金融政

策の効果を実証的に分析するには，標本期間を

1999 年以前と以後に分割する必要がある。

3.2 単位根検定と共和分検定

p4�式の構造 VAR モデルを推定するために

は，まず用いる時系列データの定常性，そして

変数間の長期的関係などについて検討する必要

がある。まず表１では，ゼロ金利政策前の期間

（1987 年１月∼ 1999 年１月；標本期間１と呼

ぶ）とゼロ金利政策以後の期間（1999 年２月∼

2007 年 12月；標本期間２と呼ぶ）のそれぞれ

について，単位根の有無を ADF（Augmented

Dickey-Fuller）検定によって考察している。

表１によれば，標本期間２における生産指数，

預金，貸出以外は単位根をもち，それらの変数

の階差とった結果をみると単位根がない。すな

わち，これらは I p1�変数（次数１の和分変数）

であることがわかる。

変数が I p1�であれば，それらの変数間に共

和分関係が存在する可能性が生じる。共和分の

関係があれば，構造 VAR モデルを推定するに

あたって誤差修正項をモデルに組み込むなどの

対処が必要となる。そこで各標本期間につい

て，I p1�変数に対して共和分の存在の有無を

Johansen 検定（最大固有値検定）によって検定

した。その結果，標本期間２については，いず

れのラグ次数についても共和分がないという結

論が得られたが，標本期間１については用いる

ラグ次数によって共和分の有無についての結論

が異なった（結果略）。

Miyao（2002），畠田（1997），得田（2007）な

どでも共和分検定が行われているが，金融政策

変数と実体経済変数，およびその他金融変数（銀

行のバランスシート変数も含む）などの間で共

和分が存在していないという実証結果が得られ

ており，本論文でも，結論が安定的ではなかっ

た標本期間１についても共和分はないとみな

す。したがって，p4�式に誤差修正項を加える

ことなく，推定を行うことにする。なお，ラグ

の次数はいくつかの月数を試したが，最終的に

両期間とも６で統一した。
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表１．単位根検定（ADF検定）

変 数

標本期間１ 標本期間２

前年
同月比

注

前年同月比
階差

前年
同月比

注

前年同月比
階差

コールレート（r） 0.1391(4) 0.0016(3) 0.7347(2) 0.0000(1)

マネタリーベース（m） 0.1552(0) 0.0000(0) 0.1258(1) 0.0000(0)

鉱工業生産指数（y） 0.1273(3) 0.0000(0) 0.0038(4) ―

消費者物価指数（p） 0.4957(0) 0.0000(0) 0.8012(0) 0.0000(0)

預金（d） 0.1132(0) 0.0000(0) 0.0365(0) ―

貸出（l） 0.9041(1) 0.0000(0) 0.0144(0) ―

注：コールレートはレベルデータを用いている。

表中の数値は P値（Mackinnon et al.（1996）による），（ ）内の数字はラグ次数で

ある（ラグ次数はBICによって決定した）。また，定数項とトレンドの導入について

は変数ごとに係数の有意性などによって判断した。



４．推定結果

本節では p4�式の構造 VAR モデルの推定結

果に基づいたインパルス応答関数と分散分解に

よって，金融政策の効果，特に金融政策変数の

ショックが銀行のバランスシート変数である預

金と貸出にどのように影響するのかをみてい

く。インパルス応答関数とは１つの内生変数へ

ショックを与えた場合，他の変数にどのように

波及していくかを分析する手法であり，以下で

は金融政策変数に標準偏差分のショックを与え

ることにする。一方分散分解とは，他の変数の

ショックが，ある変数の各期の分散にどの位寄

与しているのかを分解する手法である。

4.1 ゼロ金利政策以前の結果

図２は標本期間１における金利ショック per�

とマネタリーベースのショック pem�に対する

インパルス応答関数を示している。この図よ

り，金利ショック，すなわちコールレートが上

昇すると，マネタリーベースが長期的には有意

な減少を示していることがわかる。また，金利

ショックに対する他の変数の反応としてまず消

費者物価指数をみると，コールレートの上昇に

伴って少なくとも短期的には有意に上昇してい

ることがわかる
(9)
。一方，金利ショックによる

生産指数の負の反応が約１年以降で観測されて

いるものの，統計的に有意な変化ではない
(10)
。

次にマネタリーベースのショックについてみ

ていこう。図 2 bによれば，マネタリーベース

の上昇はコールレートを上昇させており，これ

は第１節で述べた流動性パズルを示している。

一方，マネタリーベースの消費者物価指数や生

産指数に対する有意な影響はみられていない。

これは，この期間においてコールレートが主要

な政策操作変数とされていたことによるもので

あろう。

また，金利ショックとマネタリーベースの

ショックに対する銀行バランスシートの変数で

ある預金と貸出の反応をみると，まず金利

ショックによって両者とも有意に減少している

ことがわかる。金融引締めによるこうした預金

の減少は，預金者が，より収益性の高い資産（有

価証券など）へ移行させることによるといった

解釈が可能である
(11)
。これに対して，マネタ

リーベースの増加の影響をみると，預金と貸出

が１年間ほどは有意な増加をみせているが，そ

の後は有意でないものの減少している。B-Bモ

デルから導かれるように，マネタリーベースの

増加は理論的には預金の増加をもたらすが，標

本期間１についてはその効果は短期に限定され

ることを示唆している。これは，この期間のマ

ネタリーベースの変動が小さいことも影響して

いるのであろう（図１参照）。

このように金融政策は，銀行のバランスシー

トに何らかの影響を与えていることが確かめら

れたが，銀行貸出の変動が銀行預金の変動によ

るものか，また金融政策によるものかについて

さらに検討する必要がある。そこで貸出の分散

がどの変数のショックによるものかを分散分解

によって確かめてみよう。図３は，貸出に対し

てコールレート，マネタリーベースおよび預金
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⑼ この結果は第１節で述べた物価パズルを反映していると考えられる。なお，Sims（1992）では，商品価格指数や

為替レートといった物価動向の先行指標をモデルに組み込むことによって，物価パズルの問題に対処できると指

摘されている。また，日本の結果については，照山（2001）を参照のこと。

⑽ この結果は照山（2001）や宮尾（2006）などと異なっているが，消費者物価指数をモデルから取り除くと金利

ショックは生産指数に有意な減少をもたらした。結果が異った原因として，これらの先行研究と違いデータを前

年同月比に変換したことなどが考えられる。

⑾ 畠田（1997），19-21ページ。
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図２．インパルス応答関数

（1987年１月∼1999年１月）

注：実線は金利ショック（左列）またはマネタリーベースのショック（右列）の各変数（図

の欄外左に示されている）に対する累積的なインパルス応答関数の推移，点線はイン

パルス応答関数の１標準誤差信頼限界を表す。なお横軸は月数である。



のショックの寄与度の推移を表したものであ

る。

図３をみると，初期時点では預金の貸出の分

散に対する寄与度が最も高く 20％程度である

が，その後急速に下がっている。一方，コール

レートの寄与度が半年程度過ぎた辺りから増加

し，預金の寄与度を超えている。またマネタ

リーベースの寄与度は，２年間ほどで預金の寄

与度を超えている。したがって，この期間の銀

行の貸出は，短期的には預金に強い制約を受け

るが，長期的には金融政策がより大きな影響を

与え，銀行の資産選択行動を調整していると考

えられる。

4.2 ゼロ金利政策以後の結果

本節では，ゼロ金利政策導入以後の期間につ

いて，前節と同様に，インパルス応答関数と分

散分解によって金融政策と諸変数の関係をみる

ことにする。標本期間２のインパルス応答関数

は，図４で示されている。

図４をみると，ゼロ金利政策導入以後の各変

数の金利ショックとマネタリーベースのショッ

クに対する反応の変化の方向は，図２とほぼ同

様であるものの，ほとんどの期間で有意ではな

いことがわかる。つまり，この期間は，金融政

策の効果がほとんどみられない。マネタリー

ベースのショックが，わずかながら生産指数を

短期的にプラス方向に押し上げている程度であ

る。金利ショックによるインパルス応答関数が

まったく有意でないのは，図１からわかるよう

に，コールレートのデータの変動がほとんどな

いために，金利の変動が銀行のバランスシート

変数を含めた他の変数の変動をもたらしていな

いことによるものであろう。

田中（2009）は，ゼロ金利による短期金融市

場の機能の低下や金融市場の不安などによっ

て，銀行は超過準備に対する需要を増大させ，

量的緩和政策が積極的にとられたとしても銀行

の行動への影響が弱まっていたと指摘してい

る。この指摘は，図４でマネタリーベースの

ショックに対する銀行の預金と貸出の反応が有

意でないことと整合的である。

図５は，図３と同様に銀行の貸出の分散分解

の結果である。図３とある程度似たような動き

を示しているが，結果の解釈には注意が必要で

ある。なぜならば，図４から，貸出へのインパ

ルス応答関数は有意でなく，また図１より貸出

の変動自体がこの期間あまり変動していないか

らである。ある変数の分散に対する他の変数の

ショックの分散分解は，あくまでも相対的な影

響度を把握しているに過ぎない。分散分解の結

果はゼロ金利政策導入前後で大きく変わってい

ないようにみえるが，変動の絶対的な水準は標

本期間２で小さくなっており，金利の変動がほ

とんどみられないことなどから，金融政策が貸

出に大きく影響していないと考えられる。

おわりに

現代において実体経済と銀行信用が深く関わ

り合っており，したがって金融政策の信用チャ

ンネルの重要性は増しており，その理論的・実

証的な研究が積極的に行われている。本論文で

は，金融政策の銀行の資産選択行動への影響に

着目し，日本の金融政策の信用チャンネルにつ

いて実証的な分析を試みた。そして金融政策変
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図３．貸出（l）の分散分解

（1987年１月∼1999年１月）



数（コールレート，マネタリーベース），基礎的

経済変数（生産指数，消費者物価指数），および

銀行のバランスシート変数（貸出，預金）を用

いて，ゼロ金利政策導入前後で標本期間を分割

した上で構造 VAR モデルを推定し，金融政策

変数のショックに対するインパルス応答関数を

算出し，および貸出の分散分解を行った。その

結果ゼロ金利政策の以前の期間では，コール
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図４．インパルス応答関数

（1999年２月∼2007年12月）

注：図２に同じ。



レートの銀行のバランスシート変数への影響は

有意であったものの，マネタリーベースの影響

は短期的に限定されることが観察され，長期的

にみると，コールレートのショックが銀行貸出

の変動に最も寄与していることがわかった。一

方，ゼロ金利政策導入以後の期間では，コール

レート自体の変動がほとんどないこともあり，

その効果をみることはできず，マネタリーベー

スの増加の効果もみられなかった。ゼロ金利政

策の下での金融政策の効果の測定については，

分析手法も含めて，今後さらなる検討が必要で

ある。

分析に用いた構造 VAR モデルは，金融政策

の動学的な効果を表すことができるが，最も大

きな問題点はその識別可能性にある。本論文で

は最も簡単な制約として，仮定した外生性の順

に変数を並べ，係数行列に下三角行列の制約を

課す方法を用いたが，変数の外生性の順序につ

いては統一的な見解が存在せず，変数の順序に

よって結果は異なってくる。これについては理

論的・実証的な検討が必要であり，結果の安定

性・頑健性なども考慮する必要がある。また標

本期間によって，構造 VAR モデルの推定結果

は当然異なってくる。本論文ではゼロ金利政策

導入前後で標本を分割したが，構造変化などを

組み込んだモデルも考えられる。さらに，銀行

の規模などによって資産選択行動が違い，金融

政策がそれに与える影響の度合いにも差がある

だろう。したがって銀行の規模別に構造 VAR

モデルを推定することも考えられる。これらに

ついては今後の課題としたい。
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