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１ はじめに

本稿の目的は, インターバンク資金と銀行貸し出しは代替的ではないという仮定のもとで, 資

金偏在が存在する理由を考察することにある.

わが国の高度成長期における金融構造が, オーバーボロウイング, 間接金融優位, オーバーロー

ン, 資金偏在によって特徴付けられることは周知のとおりである. このうち, 資金偏在は, 有利

な貸し出し機会を持ち, 与信超過の状態にある都市銀行がインターバンク市場で恒常的な資金の

取り手となり, 逆に有利な貸し出し機会を持たず, 受信超過の状態にある地方銀行等がインター

バンク市場で恒常的な資金の出し手となるという, インターバンク市場での一方通行的な資金融

通関係を指す. 図１は都市銀行の純コールマネー残高の推移, 図２は地方銀行, 第２地方銀行,

信用金庫の純コールローン残高の推移, 図３は各銀行の預貸率の推移を示したものである. これ

を見ると, 都市銀行では, 預貸率は常にその他の銀行の預貸率よりも高く, かつ恒常的にマネー・

ポジションにあるのに対して, その他の銀行では, 預貸率は常に都市銀行の預貸率を下回り, か

つ恒常的にローン・ポジションにあることが確認できる.

資金偏在に関する代表的な研究に, 鈴木 (1966, 1974) がある. 鈴木 (1966, 1974) では, 銀

行貸し出しとインターバンク資金 (コールローンとコールマネー) が代替的であるという仮定の

もと, 都市銀行とその他の銀行の貸し出し機会の相違から, 資金偏在の存在が説明される. しか

しながら, 藤野 (1986, 1994) は, 民間銀行からの聞き取り調査の結果, 民間銀行はインターバ

ンク資金と銀行貸し出しを代替的とは考えていないことを指摘する. また, 村上 (2000) では,

1970年から1996年までのデータを用いて, 都市銀行, 地方銀行, 第２地方銀行, 信用金庫の銀行

貸し出しのインターバンク金利弾力性が低いことが示された. これらは, インターバンク資金と

銀行貸し出しが代替的ではないことを示す.
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図１ 都市銀行の純コールマネー残高の推移

(注)日本銀行 『経済統計月報』 より作成

図２ 都市銀行を除く民間銀行の純コールローン残高の推移

(注)日本銀行 『経済統計月報』 より作成

図３ 民間銀行の預貸率の推移

(注)日本銀行 『経済統計月報』 より作成
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都市銀行 その他の銀行

貸し出し等 �
現金･日銀預け金 � 預金 �

コールマネー等 ��
日銀借り入れ金 � 貸し出し等 �

現金･日銀預け金 �
コールローン等 �� 預金 �

以下では, ２節で, 鈴木 (1966, 1974) による資金偏在の解釈を紹介する. ３節では, インター

バンク資金と銀行貸し出しが代替的ではないと仮定した上で資金偏在の説明を試みる. ４節では,

都市銀行, 地方銀行, 第２地方銀行, 信用金庫のインターバンク資金のインターバンク金利弾力

性を推定し, ３節で述べた資金偏在の解釈を検証する. ５節では結論と今後の課題を述べる.

２. 標準的な銀行行動モデルと資金偏在

鈴木 (1966, 1974) では, わが国の高度成長期における金融制度の特色のひとつである資金偏

在が, 民間銀行の利潤極大原理に基づいて説明される.

鈴木 (1966, 1974) に代表される標準的な銀行行動モデルでは, 銀行のバランスシートを構成

する資産として, 現金 (日銀預け金を含む) �, コールローン等 (コールローンおよび金融機関

貸し付け金) ��, 貸し出し等 (貸し出しおよび有価証券投資) � , 負債として日本銀行借り入
れ金 �, コールマネー等 (コールマネーおよび金融機関借り入れ金) ��, 預金Dを仮定する.
また, 都市銀行は恒常的にコールマネー等の取り手であり, かつ日銀借り入れに依存していたの

に対し, 地方銀行, 第２地方銀行, 信用金庫は日銀借り入れへの依存度が低く, 恒常的にコール

ローン等の出し手であったという事実に基づき, 民間銀行のバランスシートは都市銀行とその他

の銀行に区分される. 図４は, それぞれの銀行の簡略化されたバランスシートを示す. さらに,

貸し出し等がゼロのときの本源的預金と保有現金の差は一定と仮定される１. この仮定により,

貸し出し等の限界的な増加のために, 都市銀行はコールマネー等の増加を必要とし, その他の銀

行はコールローン等の減少を必要とすることとなる. すなわち, コールローンの減少またはコー

ルマネーの増加は限界的な貸し出しの増加と１対１の対応関係を持ち, 貸し出しとコールローン

およびコールマネーとは代替的であるとみなされる.

図４ 民間銀行のバランスシート

以上の仮定のもとで銀行の利潤を最大にする貸し出し量を求めると, 銀行の最適貸し出し量は,

限界的な貸し出しの純収入である貸し出し金利と, 限界的な貸し出しの純費用であるコールレー

トの差に依存することとなる.

鈴木 (1966) では, 以上のような銀行行動モデルに基づき, 次のように資金偏在が説明される.

都市銀行は資金不足の企業部門に対する与信業務に業務上のウェイトを置き, その他の銀行は資

金余剰の家計部門からの受信にウェイトを置いてきたという歴史的・制度的・行政的背景を持

つ２. このため, 有利な貸し出し機会を持つ都市銀行と有利な貸し出し機会を持たないその他の
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１ 鈴木 (1966) は, 貸し出し等がゼロのときの本源的預金と保有現金の差を ｢資産budget｣ と呼ぶ. 鈴木

(1966) p.29参照.
２ 鈴木 (1966) p.35参照.
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銀行では利潤極大点に相違が生じ, 都市銀行は預金を上回る貸し出しを行い, その他の銀行は預

金範囲内で貸し出しを行うというビヘイビアの相違が生じる. また, 銀行貸し出しとインターバ

ンク資金は代替的であると仮定されているため, 都市銀行は限界的な貸し出しの原資の調達の場

としてインターバンク市場を用い, その他銀行は貸し出しと代替的な資金の運用の場としてイン

ターバンク市場を用いる. 有利な貸し出し機会を持つ都市銀行は, 預金を上回る貸し出しに必要

な資金をインターバンク市場で調達し, 有利な貸し出し機会を持たないその他の銀行は, 貸し出

しに運用しない預金をインターバンク市場で運用するのである. この結果, 資金偏在現象が生じ

る.

ところが, 藤野 (1986) の調査では, 民間銀行は短期のインターバンク資金と長期の貸し出し

を代替的とは考えていないことが明らかにされている. 同様に, 村上 (2000) においても, 都市

銀行, 地方銀行, 第２地方銀行, 信用金庫の銀行貸し出しのインターバンク金利弾力性は低いこ

とが明らかになった. そこで, 次節では, 短期のインターバンク資金と長期の貸し出しは代替的

ではない場合に資金偏在が生じる原因を考察する.

３. 銀行行動と資金偏在

本節では, 各銀行は銀行貸し出しとインターバンク資金を代替的と考えないと仮定した上で,

資金偏在の説明を試みる３.

各銀行が銀行貸し出しとインターバンク資金を代替的と考える場合, 都市銀行は限界的な貸し

出し原資の調達の場としてインターバンク市場を用い, その他の銀行は, 貸し出しと代替的な資

金の運用の場として, 利潤目的でインターバンク市場を用いる. しかし, 両者が代替的でないな

らば, 都市銀行はインターバンク市場を限界的な貸し出し原資の調達の場として用いず, その他

銀行もまた, 貸し出しと代替的な資金の運用の場として, 利潤目的でインターバンク市場を用い

ないであろう. したがって, 図４のバランスシートに従えば, 都市銀行は, 限界的な貸し出し原

資としてインターバンク資金ではなく預金を用い, 必要な準備預金をコールマネーとしてインター

バンク市場で調達するか, あるいは日銀借り入れによって調達する. 一方, その他の銀行は, 銀

行貸し出しと代替的な資産として利潤目的でインターバンク資金を保有せず, 準備資金保有目的

でインターバンク資金を保有する. その理由は, 以下に述べるように, その他の銀行にとってイ

ンターバンク市場での資金調達は困難であることや, 法定準備率が低いことにあると考える.

Kashyap and Stein (1995) は, 情報の非対称性などを理由に, 都市銀行とその他銀行では, 預

金以外の資金の調達, 例えばインターバンク市場での資金の調達の容易さが異なると主張する.

鈴木 (1966) は, 戦後復興のための融資あっせんなどにより, オーバーローンと資金偏在が10年

近くも続いたことを理由に, 都市銀行の場合にかぎり, 支払準備が枯渇してコールローンがマイ

ナスに転じても, 都市銀行自身, それを権威の失墜 (Loss of Prestige) とは考えないし, 都市銀

行の公衆に対する社会的信用も低下しないと述べる. これに対して, その他の銀行は, 自己責任

で支払準備を保有し, たとえ一時的であっても支払準備の枯渇による日銀信用への依存は恥だと

考える４. 藤野 (1986) は, 民間銀行からの聞き取り調査から, その他の銀行は, 預金計画をベー
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３ 各銀行が銀行貸し出しとインターバンク資金を代替的と考えない理由としては, インターバンク資金は短

期の資金であり, 銀行貸し出しは長期の資金であること等が考えられるが, 本稿では詳しく考察することは

せず, 別の機会に委ねることとする.
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日本銀行

都市銀行

法定準備

法定準備

日銀貸し出し

その他の銀行
コールローン
(支払準備として)

スに最適預貸率と考えられる預貸率水準 (70～80％とする銀行が多い) を考慮して, 預金の範囲

内で貸し出しを計画すると報告している. このように日銀借り入れやインターバンク市場での資

金の調達が比較的容易である都市銀行と比較して, その他の銀行は日銀借り入れをほとんど期待

できず, またインターバンク市場での資金調達も困難である. したがって, その他銀行は比較的

流動性の高いコールローンを支払い準備として保有しようとする動機を持つと考えられる.

さらに, わが国では準備制度として超過累進準備率制度が採用されており, 一般的に１行当た

りの預金残高が少ないその他の銀行の法定準備率は, 都市銀行と比べて低い. これは､ その他の

銀行にとって, 法定準備だけでは支払準備や銀行間の決済資金として不十分であることを意味す

る. このことも, その他銀行に支払い準備としてコールローンを保有する動機を与えると考えら

れる.

以上の理由から, コールローンを支払準備として保有する動機を持つその他の銀行にとって,

資金ポジションがマネー・ポジションであることは準備不足を意味し, 社会的信用の低下を招く

恐れがある. 一方, 高い預金残高を保有するため法定準備が支払準備の役割を果たし, かつ日本

銀行から資金を借り入れることが比較的容易な都市銀行は, その他の銀行が準備資金としてイン

ターバンク市場で運用するコールローンと日銀借り入れを用いて法定準備を積もうとする.

図５は以上の解釈を図に示したものである. すなわち, 各銀行が銀行貸し出しとインターバン

ク資金を代替的とは考えていない場合に, 資金偏在が生じる原因を示している.

図５ 資金偏在の原因

都市銀行は, 預金を主とする資金調達と貸し出しに関する意志決定を行った上で, そこから決

まる日銀預け金 (法定準備) をコールマネーとしてインターバンク市場で調達するか日銀借り入

れによって調達する. 一方, 日銀借り入れが困難で, 法定準備だけでは支払い準備として不十分

であるその他の銀行は, 預金をベースに預貸率を考慮して最適貸し出し額と支払い準備としての

コールローン保有額を決定する. 以上の結果, 表１に示すように, 民間銀行が貸し出しとインター

バンク資金を代替的と考えていると仮定する場合, 資金偏在は, 都市銀行とその他銀行の持つ貸

し出し機会の相違から説明でき, 民間銀行がこれらの資金を代替的とは考えていないと仮定する
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４ 鈴木 (1966) p.92参照.
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銀行貸し出しとインターバンク資金の代替に関する仮定

代替的と仮定する場合 代替的でないと仮定する場合

それぞれの銀行の持つ貸し出し機会の相違
(業務上のウェイト (与信業務と受信業務))

それぞれの銀行の直面する環境の相違
(日銀借り入れの容易さ, 法定準備率等)

場合, 日銀借り入れの容易さや法定準備率等, それぞれの銀行の直面する環境の相違から資金偏

在現象を説明できることが明らかとなった.

表１ 資金偏在の理由

４. 実証分析

本節では, 都市銀行のコールマネーと地方銀行, 第２地方銀行, 信用金庫のコールローンのイ

ンターバンク金利 (コールレート) 弾力性を計測することにより, 資金偏在の存在理由に関する

前節の考察を検証する.

鈴木 (1966, 1974) の示すように, 都市銀行がコールマネーと銀行貸し出しを代替的と考え,

コールマネーを貸し出しの限界的な原資として用いるならば, 都市銀行のコールマネーはコール

レートに弾力的になるであろう. コールレートの上昇 (低下) は, 貸し出しの原資であるコール

マネーの減少 (増加) と貸し出しの減少 (増加) を引き起こすと考えられるからである. 一方,

前節で述べたように, 都市銀行がコールマネーと銀行貸し出しを代替的とは考えず, 準備資金と

してコールマネーを調達するならば, 都市銀行のコールマネーはコールレートに非弾力的になる

可能性がある. コールレートが上昇 (低下) しても, 貸し出し, ひいては預金および必要準備が

変化しないならば, 必要準備として調達するコールマネーも変化しないと考えられるからである.

地方銀行等, その他の銀行に関しては, これらの銀行がコールローンと銀行貸し出しを代替的

と考え, 利潤目的でコールローンを保有するならば, コールローンはコールレートに弾力的にな

るであろう. コールレートの上昇 (低下) は, 利潤目的で保有するコールローンの増加 (減少)

と, 貸し出しの減少 (増加) を招くからである. 一方, 前節で述べたように, その他の銀行がコー

ルローンと銀行貸し出しを代替的と考えず, 準備目的でコールローンを保有するならば, その他

の銀行のコールローンはコールレートに非弾力的になる可能性がある. コールレートが上昇 (低

下) しても, 貸し出し, ひいては預金および必要準備が変化しないならば, 必要準備として保有

するコールローンも変化しないからである.

ただし, ここでの議論は, １ヶ月以内の短期の分析には当てはまらない可能性がある. なぜな

ら, わが国の準備預金制度のもとでは, １ヶ月の準備預金の平均残高が必要準備に達していれば

よく, １ヶ月以内のインターバンク資金, 特に都市銀行のコールマネーは, コールレートに弾力

的となると考えられるためである. よって, 以下では, １ヶ月を超える期間において, インター

バンク資金がコールレートに弾力的か否かを検証する.

4.1 データ

分析に用いられるデータはすべて, 日本銀行統計局の 『経済統計月報』 による. 標本期間は,

1970年から2002年までであり, 推定には, 月次データと四半期データを用いる. 使用するデータ
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は, 都市銀行のコールマネー残高 (��), 地方銀行, 第２地方銀行, 信用金庫のコールローン
残高 (��), 各銀行の預金残高 (�), コールレート (��) である. コールレートは, 本来であ
れば, 日本銀行の金融政策の操作変数である無担保コール翌日物金利を用いるべきであるが, デー

タの制約上, 有担保コール翌日物金利を用いる. なお, 金利を除くすべての変数は, 対数変換し,

汎用ソフトウェアTSPのコマンドを利用して季節調整を行なっている.

また, 各変数の水準および階差について, ADF検定とPP検定の２種類の検定法方を用いて単

位根検定を行なった結果, 信用金庫の預金残高を除くすべての変数はⅠ�変数であり, 信用金庫
の預金残高はⅠ�変数であることが示された５. しかし, 以下ではすべての変数がⅠ�変数であ
ると仮定し, 分析には1回階差データを用いることとする.

4.2 分析結果

都市銀行のコールマネー需要関数 (その他の銀行のコールローン供給関数) は, コールマネー

(コールローン) 残高を被説明変数とし, 預金残高とコールレートを説明変数とする. 預金残高

を説明変数に含める理由は, 都市銀行は預金額から求まる必要準備を調達する目的でコールマネー

を用いており, その他銀行は預金額に依存する準備としてコールローンを保有すると考えるため

である. また, わが国では, 準備の積み方式が同時積みと後積みの折衷方式であるため, １期前

のコールマネー､ コールローンを説明変数として含める.

(1) ln(��)＝α1＋α２ln(��)－１＋α３ln(�)＋α４�� (都市銀行)

(＋) (－)

(2) ln(��)＝β１＋β２ln(��)－１＋β３ln(�)＋β４�� (その他の銀行)

(＋) (＋)

推定期間は1971年から2002年までであり, 推定方法は最小二乗法を用いる. 推定結果は表２に

示す.

推定結果を見ると, 都市銀行については, コールレート, 預金残高ともにコールマネー残高に

影響を与えていないことが分かる｡ これは, コールレートが変化しても, 都市銀行の貸し出し,

ひいては預金と法定準備が変化せず, 準備目的で保有するコールマネーも変化しないためだと考

えられる. 預金残高がコールマネーに影響を与えていない理由は, 都市銀行が, 預金残高から決

まる法定準備をコールマネーと日銀借り入れの両方で調達していることなどが考えられる.

一方, その他の銀行については, 地方銀行, 第2地方銀行, 信用金庫ともにコールローンのコー

ルレート弾性値は統計的に有意ではなく, 地方銀行と第2地方銀行では, 預金残高はコールロー

ンを説明する上で統計的に有意な変数になっていることが分かる. これらの結果は, その他の銀

行, 特に地方銀行と第2地方銀行は, 銀行貸出と代替的な資産として利潤目的でコールローンを

保有しているのではなく準備資金としてコールローンを保有していることを示すと言えよう. 信

用金庫の月次の推定結果を見ると, 預金残高の係数が負の値を取り, かつ統計的に有意である.

ただし, 信用金庫に関しては, 修正済み決定係数が非常に低い値であることに注意をする必要が

ある.
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データ α１,β１ α２,β２ α３,β３ α４,β４ adjR２ S.E. D.W.

四半期

都市銀行
0.031

(1.58)

-0.485

(-6.25)

-0.244

(-0.40)

-0.037

(-1.69)

0.228 0.188 2.028

地方銀行
-0.042

(-1.84)

-0.518

(-7.60)

3.371

(4.87)

0.025

(1.08)

0.495 0.203 1.996

第 2

地方銀行

-0.047

(-1.93)

-0.466

(-6.56)

4.037

(4.78)

-0.012

(-0.45)

0.396 0.216 1.895

信用金庫
0.077

(1.48)

-0.183

(-2.11)

-3.351

(-1.77)

0.057

(1.28)

0.035 0.377 1.953

月次

都市銀行
0.004

(0.47)

-0.280

(-5.77)

0.545

(0.97)

-0.035

(-1.42)

0.081 0.169 2.100

地方銀行
-0.057

(-4.22)

-0.303

(-7.94)

9.547

(14.2)

-0.011

(-0.31)

0.459 0.250 2.313

第 2

地方銀行

-0.052

(-5.90)

-0.248

(-6.80)

9.906

(16.9)

-0.021

(-0.92)

0.531 0.158 2.039

信用金庫
0.048

(3.02)

-0.168

(-3.46)

-6.751

(-4.76)

0.005

(0.13)

0.082 0.243 1.974

表２ 推定結果

(注) 括弧の中はt-値, adjR２は自由度修正済み決定係数, S.E.は標準誤差, D.W.はダービン・ワトソン比を
表す.

５. おわりに

本稿では, 銀行貸し出しとインターバンク資金の代替が困難であるという仮定のもとで, イン

ターバンク市場において資金偏在が生じる理由を考察した.

銀行貸し出しとインターバンク資金を代替的と仮定する場合, 鈴木 (1966) に述べられるよう

に, 歴史的に重点を置いてきた業務 (与信業務と受信業務) に基づく各銀行の貸し出し機会の相

違により資金偏在が生じると考えられる. 一方, 銀行貸し出しとインターバンク資金が代替的で

ないと仮定する場合, 資金偏在は, 日銀借り入れの容易さや適用される法定準備率等, それぞれ

の銀行の直面する環境の相違によって生じると考えることができた.

このことを確認するため, 都市銀行のコールマネーとその他の銀行のコールローンのコールレー

ト弾力性を推定した. その結果, 都市銀行のコールマネー, その他の銀行のコールローンともに,

コールレートの影響を受けないことが明らかとなった. これは, 都市銀行はコールマネーを限界

的な貸し出しの原資としてではなく準備資金として調達していること, その他銀行はコールロー

ンを貸し出しと代替的な資産として利潤目的で保有しているのではなく準備目的で保有している

ことを示すものだと言えよう.

最後に今後の課題を述べておく. 第１に, 銀行貸し出しとインターバンク資金が代替的ではな

く, 両者の代替にコストが伴うことを含めた, 銀行行動の理論モデルを構築する必要がある. 第

２に, 本稿では, 都市銀行のコールマネーとその他銀行のコールローンのコールレート弾力性の

推定において, 非常に単純な分析しか行なっておらず, より厳密な推定が必要である.
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