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会 場 東北大学川内北キャンパス 

（〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内41） 

最寄り駅と所要時間： 
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2015 年 8 月 
会員各位 

日本金融学会 2015 年度 
秋季大会準備委員会 

 
2015 年度秋季大会についてのご案内 

 
時下，ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
日本金融学会 2015 年度秋季大会を下記の要領にて開催いたしますので，万障お繰

り合わせの上，ご参会くださいますようご案内申し上げます。 
なお，準備の都合上，同封の出欠ハガキを 9 月 24 日（木）までに（必着）ご返送

くださいますようお願い申し上げます。 
また，懇親会に参加お申し込みの方は，同封の振込用紙（払込取扱票）を使って，

9 月 24 日（木）までに振込みをお願いいたします。 
 

記 
期 日  2015 年 10 月 24 日（土）・10 月 25 日（日） 
会 場  東北大学川内北キャンパス 
     （〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内 41） 
     最寄り駅と所要時間： 
     東北新幹線・JR 東北本線「仙台駅」よりバス（下記）にて約 15 分 
     仙台市営バス「仙台駅前 9 番のりば」より 710・713・715 系統に乗車 
     「東北大川内キャンパス・萩ホール前」にて下車 
     URL：http://www.tohoku.ac.jp/japanese/profile/campus/01/kawauchi/ 
 
連絡先  日本金融学会 2015 年度秋季大会準備委員会 
     〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内 27-1 
     東北大学経済学研究科 西山慎一研究室 
     E-mail: nishiyama アットマーク econ.tohoku.ac.jp（アットマークを＠

に置き換えてください） 
 
 



お 知 ら せ 
○大会参加費：無料です。 
○懇 親 会：10 月 24 日（土）18 時 00 分より，東北大学川内北キャンパスの厚

生会館にて行います。ぜひご参加ください。参加をご希望の方は，

懇親会費（4,000 円）を，同封の振込用紙を使って，下記のゆうちょ

銀行口座に 9 月 24 日（木）までにお振込みください。 
 銀行名： ゆうちょ銀行 
 口座記号番号： 02230-1-139322    
 加入者名： 日本金融学会東北大学大会事務局 
  （ﾆﾎﾝｷﾝﾕｳｶﾞｯｶｲﾄｳﾎｸﾀﾞｲｶﾞｸﾀｲｶｲｼﾞﾑｷｮｸ） 
他行等からお振込みくださる場合は下記内容をご指定ください。 
 銀行名： ゆうちょ銀行 
 店名： 二二九（ニニキユウ）店（229） 
 口座番号： 当座預金 0139322 
 加入者名： 日本金融学会東北大学大会事務局 
  （ﾆﾎﾝｷﾝﾕｳｶﾞｯｶｲﾄｳﾎｸﾀﾞｲｶﾞｸﾀｲｶｲｼﾞﾑｷｮｸ） 
なお，9 月 24 日（木）以降および当日お支払いの場合には 5,000
円を頂戴いたします。 

○昼   食：土曜日，日曜日の両日とも川内北キャンパスの生協食堂（厚生会館

1F）が営業しておりますのでそちらをご利用下さい。 
ご  注  意：懇親会費を振り込まれる方は，同封のハガキに必要事項をご記入の

上，必ずご返送ください。このハガキを返送せずに，振込みのみを

された場合，懇親会へのご参加ができない場合がございますので，

ご注意ください。また，お振込み後の懇親会費の払い戻しには応じ

かねますので，ご了解ください。 
○アクセス ：会場へのアクセスは，最終頁の地図をご参照ください。駐車場の用

意はしておりません。公共交通機関をご利用ください。 
○セッション：自由論題の各報告は，報告者の報告時間 25 分，コメント 8 分，質疑

応答 7 分の合計 40 分です。パワーポイントをご利用の方は，セッシ

ョンの開始 10 分前までに会場備え付けのパソコンにコピーしてく

ださい。セッションの円滑な進行にご協力をお願い申し上げます。

また，開始時刻は 10 月 24 日（土）・25 日（日）とも 10 時です。 
○宿泊施設 ：各自でご手配願います。混み合うことが予想されますのでお早めの

ご手配をお願いいたします。 
○そ の 他： 

・当日のコピー・サービスは一切行いません（当日の配布資料については，各

自で事前にご準備ください）。 
・要旨集の印刷配布は行いません。ホームページから必要とされる要旨をダウ

ンロードしてご利用ください。 
・会場のパワーポイントは PowerPoint 2013 です。 
・自然災害等によって開催が困難になった場合は，できるだけ迅速に学会 HP

に情報を掲載し，また学会 ML を利用してご連絡します。非開催に伴う諸費

用の補償はできませんので，ご了解ください。 
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日本金融学会 2015 年度秋季大会 

プログラム 

第 1 日 10 月 24 日（土） 

受付開始  東北大学 川内北キャンパス   B棟談話室 1F 9:30～ 

 
１． 金融史パネル ＜10:00～12:00＞ 

 A 会場   B200 教室 

 テーマ：国際金融センターの機能と国際銀行業：競争と補完の史的分析 

  座長 東北大学 菅 原   歩 氏 

(1) 20 世紀初頭の英米大銀行におけるコルレスネットワーク拡充と外国為替業務 

  報告者 山口大学 古 賀 大 介 氏 

(2) 国際金融市場（1914－1930 年）：チャータード銀行ロンドン本店とニューヨーク 
支店の活動を中心に 

  報告者 札幌学院大学 北 林 雅 志 氏 
(3) 日本政府外債発行におけるマーケット・リンケージの発展：第一次大戦前後の比較

（1870－1930 年）   

  報告者 帝京大学 鈴 木 俊 夫 氏 

  討論者 麗澤大学 佐 藤 政 則 氏 

   早稲田大学 矢 後 和 彦 氏 
 

２． 自由論題 ＜10:00～12:00＞ 

 B 会場   B101 教室 

セッション：金融政策 

  座長 慶應義塾大学 寺 西 勇 生 氏 
(1) Credible Escape from a Liquidity Trap 

  報告者 東京大学 砂 川 武 貴 氏 

   連邦制度準備理事会 仲 田 泰 祐 氏 
  討論者 クイーンズランド大学 脇   雄一郎 氏 
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(2) Inflation Persistence and Optimal Liftoff from the Zero Lower Bound 

  報告者 神戸大学 蓮 井 康 平 氏 
   日本銀行 須 合 智 広 氏 
   慶應義塾大学 寺 西 勇 生 氏 
  討論者 東京大学 砂 川 武 貴 氏 
 

 C 会場   B102 教室 

セッション：金融仲介機関 

  座長 慶應義塾大学 渡 部 和 孝 氏 
(1) Unviable Relationship and Bank Lending: Evidence from Loan-level Matched Data  
  報告者 札幌学院大学 井 上   仁 氏 
   甲南大学 中 島 清 貴 氏 
   カリフォルニア大学サンデェゴ校 高 橋 耕 史 氏 
  討論者 埼玉大学 長 田   健 氏 
(2) The Dissolution of Inappropriate Relationships; Why Do Banks and Borrowers 
Divorce? 

  報告者 甲南大学 中 島 清 貴 氏 
   カリフォルニア大学サンデェゴ校 高 橋 耕 史 氏 
  討論者 国際基督教大学 ヘザー モンゴメリー氏 
(3) マイクロファイナンスを機能させる条件について 

  報告者 岡山大学 西 垣 鳴 人 氏 
  討論者 新島学園短期大学 松 田 慎 一 氏 
 

 D 会場   B103 教室 

 セッション：金融市場分析 

  座長 中央大学 高 橋 豊 治 氏 
(1) 外資系と日系格付け会社の格付け格差（レーティング・スプリット）の要因 
  報告者 一橋大学大学院 根 本 直 子 氏 
  討論者 埼玉学園大学 黒 沢 義 孝 氏 
(2) 国債市場の流動性と金融政策 

  報告者 神戸大学 岩 壷 健太郎 氏 
   神戸大学大学院 太 子 智 貴 氏 
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  討論者 中央大学 高 橋 豊 治 氏 
(3) 銅の金融商品化とチャイナリスク 

  報告者 武蔵大学 茶 野   努 氏 
  討論者 神戸大学 岩 壷 健太郎 氏 
 
 E 会場   B104 教室 

セッション：証券投資 

  座長 青山学院大学 皆 木 健 男 氏 
(1) JASDAQ 株式市場における Time-Varying PIN の推計について 

  報告者 明治大学大学院 青 木 真 之 氏 
  討論者 青山学院大学 皆 木 健 男 氏 
(2) 日経平均株価のトレンドとオプションの評価―マルコフ・スイッチング EGARCH モ

デルによる分析― 

  報告者 日本大学 三 井 秀 俊 氏 

   東洋大学 里 吉 清 隆 氏 
  討論者 高千穂大学 柴 田   舞 氏 
(3) 株式リターンの規則性 
  報告者 成蹊大学 俊 野 雅 司 氏 

  討論者 東北大学 金 崎 芳 輔 氏 
 
 F 会場   B201 教室 

セッション：金融マクロ 

  座長 九州大学 岩 田 健 治 氏 
(1) Nonparametric Approach to Convergence of Japanese Local Price Levels: A 
Failure of Purchasing Power Parity 

  報告者 駿河台大学 池 野 秀 弘 氏 
  討論者 東北大学 永 易   淳 氏 
(2) Macroeconomic Impacts of China's Foreign Exchange Reserve Accumulation: A 
VAR Analysis Using Pure Sign Restrictions Approach 

  報告者 一橋大学大学院 聶     麗 氏 

  討論者 学習院大学 清 水 順 子 氏 
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(3) 日本銀行「政策委員大勢見直し」における私的情報 
  報告者 日本大学 小 巻 泰 之 氏 

  討論者 明治大学 伊 藤 隆 康 氏 
 
 
３． 昼食 ＜12:00～13:30＞ 

 

４． 中央銀行パネル ＜13:30～15:30＞ 

 A 会場   B200 教室 

 テーマ：金融システムの安定に向けて：マクロプルーデンス政策を中心に 

  座長 関西学院大学 春 井 久 志 氏 

(1) バブルの形成と崩壊に際しての日米の政策対応の比較 

  報告者 金融庁 屋 敷 利 紀 氏 

(2)（仮題）マクロプルーデンス政策と金融政策の役割分担 

  報告者 日本銀行 木 村   武 氏 

 討論者  黒 田   巌 氏 

  野村総合研究所 井 上 哲 也 氏 

 

５． 自由論題 ＜13:30～15:30＞ 

 B 会場   B101 教室 

日韓特別セッション 

 座長 京都大学 敦 賀 貴 之 氏 
(1) Implicit Coordination of Interest Rate, Money, and Government Spending for GDP 

  報告者    Kyungpook National University   Inbong Ha 氏 
         Kyungpook National University   Mikyung Bae 氏 
               Keimyung University   Younghwan Lee 氏 
  討論者 神戸大学 柴 本 昌 彦 氏 
(2) Designing a Simple Loss Function for the Fed: Does the Dual Mandate Make Sense? 
  報告者                    Korea University   Jinill Kim 氏 
              UPF and Barcelona GSE   Davide Debortoli 氏  
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                        Sveriges Riksbank   Jesper Linde 氏 

         Federal Reserve Bank of Boston   Ricardo Nunes 氏 
  討論者 慶応大学 寺 西 勇 生 氏 
 
 
 C 会場   B102 教室 

セッション：国際金融 
 座長 愛知大学 栗 原   裕 氏 
(1) Choice of Invoice Currency in Global Production and Sales Network: The Case of 
Japanese Overseas Subsidiaries 

  報告者 学習院大学 清 水 順 子 氏 
   横浜国立大学 佐 藤 清 隆 氏 
   コロンビア大学 伊 藤 隆 敏 氏 
   中央大学 鯉 渕   賢 氏 
  討論者 専修大学 伊 藤 恵 子 氏 
(2) Decomposing European Premium in FX Swaps during the European Debt Crisis 
  報告者 慶應義塾大学大学院 鈴 木 佳 子 氏 
   ロイター通信社  
  討論者 一橋大学 小 川 英 治 氏 
 
(3) Was Forex Fixing Fixed? 
  報告者 一橋大学 山 田 昌 弘 氏 
   コロンビア大学 伊 藤 隆 敏 氏 

  討論者 関西大学 高 屋 定 美 氏 
 
 D 会場   B103 教室 

セッション：企業金融 

  座長 東京経済大学 熊 本 方 雄 氏 
(1) 生産の海外移転と実質無借金 

  報告者 日本政策投資銀行 岡 本 弦一郎 氏 

   一橋大学大学院  

  討論者 東京理科大学 佐々木 隆 文  氏 
(2)  信用保証を利用した企業金融－東日本大震災の影響を考慮して－ 
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  報告者 東洋大学 竹 澤 康 子 氏 
  報告者 広島大学 松 浦 克 己 氏 
  討論者 神戸大学 家 森 信 善 氏 
(3) ドル化経済における企業の資金調達行動：カンボジア大規模アンケート調査 

  報告者 一橋大学 奥 田 英 信 氏 
   一橋大学大学院 相 場 大 樹 氏 
  討論者 早稲田大学 晝 間 文 彦 氏 
 
 E 会場   B104 教室 

セッション：金融史 

  座長 麗澤大学 佐 藤 政 則 氏 
(1) 金融市場未発達下のインフォーマル金融の数量分析～沖縄模合の機能と資金循環上の位

置づけ分析～ 

  報告者 日本経済研究所 中 村 研 二 氏 
  討論者 麗澤大学 陳   玉 雄 氏 
(2) 州法銀行再建整理の経験は連邦預金保険制度に引き継がれたのかー１９２０－３０年代

のネプラスカ州の破綻銀行再建を事例にー 
  報告者 山梨県立大学 黒 羽 雅 子 氏 
  討論者 神奈川大学 戸 田 壯 一 氏 
   
 F 会場   B201 教室 

セッション：各国金融機関 

  座長 武蔵大学 大 野 早 苗 氏 
(1) 米国教育ローン市場の発展と課題、日本への示唆 

  報告者 野村資本市場研究所 宮 本 佐知子 氏 
  討論者 札幌大学 飯 田 隆 雄 氏 
(2) アメリカ大手商業銀行グループの引受業務への進出 
  報告者 松山大学 掛 下 達 郎 氏 
  討論者 福岡大学 神 野 光指郎 氏 
 (3) 新規参入行の保有国債に関する金利リスク分析：デュレーションと損失額の推計 
  報告者 青森公立大学 國 方   明 氏 
  討論者 立命館大学 井 澤 裕 司 氏 
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６. 特別講演 ＜15:50～16:50＞ 

 会場 C棟 C200 教室 

  司会 東北大学 西 山 慎 一 氏 
  講演者 日本経済研究センター理事長 岩 田 一 政 氏 
 演題：出口戦略と長期停滞 

 

７. 会員総会 ＜17:00～17:50＞ 

 会場 C棟 C200 教室 

 

８. 懇親会 ＜18:00～20:00＞ 

 会場 川内北キャンパス・厚生会館内「川内の杜ダイニング」 

 
 

第 2 日 10 月 25 日（日） 

受付開始  東北大学 川内北キャンパス   B棟談話室 1F 9:30～ 

 
９． 自由論題 ＜10:00～12:00＞ 

 A 会場   B200 教室 

セッション：非伝統的金融政策の実証分析 

  座長 早稲田大学 戸 村   肇 氏 
(1) The Effects of ECB Monetary Policy on Bank Lending in Euro Area Since the Outset of 
Global Financial Crisis 
  報告者 神戸大学 ヴィエシボフスカ    
       アガタ  氏 
  討論者 関西大学 高 屋 定 美 氏 
(2) 日本銀行による ETF 購入効果の検証－消費者態度指数と株価指数の関係から－  
  報告者 埼玉大学大学院 佐 藤 賀 一 氏 
  討論者 日本大学 三 井 秀 俊 氏 
(3) The Quantitative Easing Policy and Business Activities by Industry in Japan: 
2001-2006  
  報告者 神戸大学大学院 井 尻 裕 之 氏 
   神戸大学 松 林 洋 一 氏 



10 
 

  討論者 大阪府立大学 立 花   実 氏 
 
 B 会場   B101 教室 

セッション：マクロ経済 

  座長 京都大学 敦 賀 貴 之 氏 
(1) Effects of Commodity Price Shocks on Inflation; A Cross-country Analysis 

  報告者 京都大学 敦 賀 貴 之 氏 
   京都大学 関  根 篤  史 氏 
  討論者 南山大学 吉 見 太 洋 氏 
(2) Impact of Exchange Rate Shocks on Japanese Exports: Quantitative Assessment 
Using a Structural VAR Model  
  報告者 明星大学 中 田 勇 人 氏 
   一橋大学 祝 迫 得 夫 氏 
 
  討論者 東京大学 宮 尾 龍 蔵 氏 
(3) Stock Market and Monetary Policy in a Search Model of Money  

  報告者 慶應義塾大学大学院  田 中 義 孝 氏 

  討論者 千葉大学  平 口 良 司 氏 
 

 C 会場   B102 教室 

セッション：地域・中小企業金融 

  座長 山形大学 山 口 昌 樹 氏 
(1) Effects of Main Bank Switch on Small Business Bankruptcy 
  報告者 名古屋大学大学院 大 鐘 雄 太 氏 
  討論者 立命館大学 播磨谷 浩 三 氏 
(2) 無担保貸出の導入が企業の資金調達とパフォーマンスに与える効果の検証 
  報告者 一橋大学大学院 岩 木 宏 道 氏 
   一橋大学、経済産業研究所 植 杉 威一郎 氏 
   神戸大学 内  田 浩 史 氏 
  討論者 岡山大学 大 熊 正 哲 氏 
(3) 地方創生における地域金融機関の役割 
  報告者 広島大学 村 上 真 理 氏 

  討論者 岡山大学 三 村     聡 氏 
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 D 会場   B103 教室 

セッション：アジアの金融 

  座長 一橋大学 奥 田 英 信 氏 
(1) シンガポール金融市場の機能と役割に関する一考察－資産運用業の視点から－ 

  報告者 大和証券投資信託委託 取 越 達 哉 氏 
  討論者 二松学舎大学 田 端 克 至 氏 
(2) Financial Liberalization and Corporate Debt Structure in South East Asia 

  報告者 京都大学 甲 斐 久 子 氏 
   討論者 九州国際大学 上 坂    豪 氏 
(3) Evolving Informal Remittance Methods of Myanmar Migrant Workers in Thailand 
  報告者 アジア経済研究所 久 保 公 二 氏 
  討論者 京都大学 三重野 文 晴 氏 
 
 E 会場   B104 教室 

セッション：保険・リスクマネジメント 

  座長 東京経済大学 柳 瀬 典 由 氏 
(1) 中小企業金融における生命保険解約の役割 
  報告者 明治大学 浅 井 義 裕 氏 

  討論者 鹿児島大学 永 田 邦 和 氏 
(2) Bank Equity Ownership and Corporate Hedging: Evidence from Japan  

  報告者 東京経済大学 柳 瀬 典 由 氏 
   ポートランド州立大学 ピーマン リンパワヨム氏 
   ポートランド州立大学 ダニエル ロジャース氏 
  討論者 青山学院大学 芹 田 敏 夫 氏 
   
  
 F 会場   B201 教室 

セッション：金融制度と法 

  座長 立命館大学 大 垣 尚 司 氏 
(1) FinTech 産業を巡る日本の法的問題 

  報告者 早稲田大学 久 保 田 隆 氏 
  討論者 専修大学 渡 邊 隆 彦 氏 
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(2) The Role of So-called Asset Based Lending (ABL) in Japanese Silk Reeling Finance 

  報告者 学習院女子大学 金 城 亜 紀 氏 
  討論者 立命館大学 大 垣 尚 司 氏 
(3) 人口減少化におけるインフラ整備：整備主体論とリスク分担論を中心として 

   
 報告者 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 赤 羽    貴 氏 

 内閣府民間資金等活用事業推進委員会専門委員 

  討論者 立命館大学 大 垣 尚 司 氏 
 
  
 
１０． 昼食 ＜12:00～13:30＞ 

 

 

１１． 共通論題 ＜13:30～16:00＞ 

 A 会場  B200教室  

 テーマ：震災と被災地経済の復興 

  座長 一橋大学 清 水 啓 典 氏 
(1) 東日本大震災からの企業復興：『震災復興企業実態調査』から見えてくる被災地企業の

ヒト・モノ・カネに関する復興状況 
  報告者 東北大学 西 山 慎 一 氏 
(2) 東日本大震災からの産業復興の現状－東日本大震災事業者再生支援機構の支援事例を

参考に 
  報告者 復興庁 熊 崎 貴 之 氏 
(3) 東日本大震災と企業行動・企業金融 
  報告者 神戸大学 内 田 浩 史 氏 
  討論者 東北福祉大学 鴨 池   治 氏 
   神戸大学 地 主 敏 樹 氏 
   神戸大学 相  澤  朋  子 氏 
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（プログラム委員会） 

 鴨 池   治 （東北福祉大学、委員長） 

 岩 田 健 治 （九州大学） 岩 壷 健太郎 （神戸大学） 

 大 垣 尚 司 （立命館大学）        大 野 早 苗 （武蔵大学） 

 奥 田 英 信 （一橋大学） 熊 本 方 雄 （東京経済大学） 

 栗 原   裕 （愛知大学） 佐 藤 政 則 （麗澤大学） 

 菅 原   歩 （東北大学） 高 橋 豊 治 （中央大学） 

 高 屋 定 美 （関西大学） 茶 野   努 （武蔵大学） 

 敦 賀 貴 之 （京都大学） 寺 西 勇 生 （慶應義塾大学） 

 戸 村   肇 （早稲田大学） 永 易   淳 （東北大学、幹事） 

 西 山 慎 一 （東北大学） 春 井 久 志 （関西学院大学） 

兵 藤   隆 （山口大学） 皆 木 健 男 （青山学院大学） 

柳 瀬 典 由 （東京経済大学）       山 口 昌 樹 （山形大学） 

渡 部 和 孝 （慶應義塾大学） 

（準備委員会） 

 秋 田 次 郎（東北大学、委員長） 

 菅 原 歩（東北大学）  西 山 慎 一（東北大学、幹事） 室 井 芳 史（東北大学）    

  



＜仙台駅から東北大学川内キャンパスへのアクセスマップ＞ 

 
東北新幹線・JR 東北本線「仙台駅」よりタクシーにて 5 分、市営バス（下記）にて約 15 分 

仙台市営バス「仙台駅前 9 番のりば」より 710，713，または 715 系統に乗車 

「東北大川内キャンパス・萩ホール前」にて下車 

＜川内北キャンパスマップ＞ 

 

B 講義棟 

（大会会場・受付） 

厚生会館 

（昼食・懇親会会場） 
バス停 



＜金融史パネル＞ 

国際金融センターの機能と国際銀行業：競争と補完の史的分析 

 

＜主旨＞ 

東北大学 菅原歩 

 西村閑也・鈴木俊夫・赤川元章編著『国際銀行とアジア：1870－1913』（慶應義塾

大学出版会、2014 年）は、英仏独日の為替銀行の新たな一次史料発掘を基礎とした、

アジアの為替銀行史の最新の到達点である。本パネルでは、『国際銀行とアジア』後の

国際銀行史研究の発展方向を探るために、時期的には第一次大戦以後を、地域的には

アメリカを、それぞれ視野に入れる。第一次大戦以後の国際金融史における最大の変

化はニューヨーク国際金融市場の台頭と、その結果としてのロンドンとニューヨーク

という２つのグローバル金融センターの併存であった。そのため本パネルでは、この

グローバル金融センター間の関係に焦点を当てる。 

 従来は、ロンドン市場とニューヨーク市場の関係については、金融センター間の競

争という観点から論じられることが多かった。しかし近年、国際金融センター間の関

係については、ロンドンとニューヨークや香港とシンガポールに関して、競争よりも

補完性の観点を強調する研究が出てきている。そこで、本パネルは、この補完性の観

点を第一次大戦以前から 1920 年代の時期にわたって適用し、競争と補完性の双方の

観点から、２つのグローバル金融センター間の関係を考察する。具体的には、一次史

料に基づき、商業銀行、為替銀行、投資銀行が２つのグローバル金融センターをどの

ように利用したのか、言い換えると、国際金融センターが借り手と金融機関に何を提

供してきたのか、という点を検討していきたい。 

 第一報告（古賀報告）は、第一次大戦以前のロンドン市場とニューヨーク市場の関

係を、イギリスとアメリカの代表的な大手商業銀行の行動を通して検討する。 

 第二報告（北林報告）は、20 世紀初頭から 1930 年のニューヨーク市場の発展につ

いて、イギリスの為替銀行であるチャータード銀行のニューヨーク支店を題材にして

検討する。 

 第三報告（鈴木報告）は、1870 年代から 1930 年の時期についてのイギリスのマーチャ

ントバンクとアメリカの投資銀行の活動を取り上げ、ロンドンとニューヨークの資本市場

の関係を考察する。 
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＜第一報告＞ 

20 世紀初頭の英米大銀行におけるコルレスネットワーク拡充と外国為替業務 

                             山口大学 古賀大介 

この報告の目的は、第一に、第一次大戦前、つまりポンドが基軸通貨であった時代のロ

ンドン・クリアリングバンクにおける外国為替業務を検討することであり、第二に、同時

期、すなわちドルが基軸通貨となる以前のニューヨークにおける国際銀行間ネットワーク

の形成について検証することである。また合わせて、その歴史的意義を考察したい。 

この報告ではとりわけ 20 世紀初頭のイギリス・ミッドランド銀行とアメリカ・シティ

バンクの「外国部」の活動に注目する。19 世紀末から 20 世紀初頭に英米の銀行が「外国

部」を設けたこと、イギリスの銀行の一部が外国為替業務を始めたことは研究史でも知ら

れているが、その詳細を銀行内部史料から検討したものはない。ここで注目する両銀行は、

それぞれイギリス・アメリカ最大の銀行であり、ほぼ同時期に「外国部」を設置し、また、

両銀行の頭取が国際業務に熱心であったという共通点を持つ。この報告では、主に両銀行

の内部史料を活用しつつ、上記の課題に取り組むこととする。 

本報告では検証の結果として次のような史実を新たに紹介する。ミッドランド銀行に関

しては、ポンドが基軸通貨として全盛期であった時期に、同行が外貨建手形の発行を手が

け、海外コルレス先 150 行余りに外貨建て預金をもち、外国為替業務の展開を図っていた

ことである。これらはいずれも、これまでの研究において実証的に確認されていないか、

基軸通貨国の金融機関であるクリアリングバンクが原則取り扱わないものとされてきたこ

とである。こうした例はミッドランド銀行のみならず、「外国部」を設けた他のクリアリン

グバンクでも確認される。続いて、同じ時期、すなわち非基軸通貨国時代のアメリカのシ

ティバンクが、大々的なキャンペーンを行い、数多くの外国銀行に対してニューヨークに

ドル建てコルレス口座を開設するように求め、これに成功し、世界的なコルレスネットワ

ークの充実を図っていることを紹介する。この結果、1905-1914 年のわずか 10 年弱の間

に同行のニューヨークにおける外国銀行保有のドル建て預金が約 4 倍となっていることも

紹介する。 

新たに発見されたこれらの史実は、第一次大戦前、すなわちポンドが基軸通貨であった

時代＝ドルがまだ非基軸通貨であった時代から、ロンドン・ニューヨークの大銀行を中心

に世界的な銀行間ネットワークが形成され、また国際的なドル取引拡大に向けた準備的な

動きと英系商業銀行による欧米を中心とした地理的に広範囲な外国為替取引が始まってい
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ることを示唆するものである。第一次大戦前に始まるこうした現象は、第一次大戦以降に

ロンドン･ニューヨークの両貨幣市場(短期金融市場・外国為替市場)が長きに渡り補完的に

機能する上での基盤となっていると、報告者は主張したい。 
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＜第二報告＞ 

国際金融市場（1914 年－1930 年） 

―チャータード銀行ロンドン本店とニューヨーク支店の活動を中心に― 

札幌学院大学 北林雅志 

本報告では、第 1 次世界大戦期から 1920 年代にかけて国際金融市場において外国銀行

がどのような活動を行っていたのか検討する。この時期は、それまでロンドン金融市場を

中心とした国際金本位制が崩壊し、ロンドンと並んでニューヨークが国際金融市場として

機能し始める時代であった。そこでニューヨークで活動していた外国銀行に焦点を当て、

その具体的活動実態を通して、この時期の国際金融市場の機能を明らかにする。この課題

を遂行するためには、ニューヨーク、ロンドンで活動していた銀行の業務内容を知ること

のできる史料が求められる。幸い、London Metropolitan Archives にチャータード銀行関

係の資料が多数所蔵されており、この研究課題にとって有用な史料も残されている。その

結果、アジア各地で銀行業務（特に外国為替業務）を展開していたチャータード銀行を取

り上げ、そのニューヨーク支店とロンドン本店の活動に焦点を当てることにした。 

まずチャータード銀行ニューヨーク支店の活動を、その資産総額の動きによって 3 つの

時期に区分する。第 1 期は開業から第 1 次世界大戦がはじまる 1914 年までの時期で、途

中 1907 年恐慌による落ち込みを経験しながらも 500 万ドル規模の水準で推移している。

第 2 期は 1915 年から 1919 年までの主として第 1 次世界大戦中に当たる時期である、そ

れまでの 500 万ドルの規模から 1500 万ドルへと急速な拡大を示す時期である。第 3 期は

両大戦間期のうち 1920 年から 30 年までの時期で、1500 万ドルから 2000 万ドルの規模

で推移した後 1930 年に大きな落ち込みを見せている。 

 それぞれの時期における活動内容を支店バランスシートの分析を通じて特徴づけを行う。

最も大きな分岐点となるのは、アメリカ連邦準備制度の成立に伴い開設されたニューヨー

ク・アクセプタンス・マーケットの出現である。これを契機としてニューヨーク支店の活

動は飛躍的に増大する。また行内計算書類の分析を通して、利付手形の記帳処理について

明らかにする。これによってアメリカの輸出貿易における幣種（ポンドからドル）の動向

を確認することができた。またニューヨーク支店の利付手形の取り扱いについて明確にす

ることにより、この時期のチャータード銀行本店における利付手形の取り扱いについても、

ある程度類推することが可能となった。 

 また、チャータード銀行ニューヨーク支店の活動を、ニューヨーク・アクセプタンス市
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場の動向と関連付けることによって、大戦期から 1920 年代のニューヨーク金融市場の国

際金融市場としてのあり方についても解明を試みる。 
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＜第三報告＞ 

日本政府外債発行におけるマーケット・リンケージの発展 

：第一次大戦前後の比較（1870−1930 年） 

帝京大学 鈴木俊夫 

 外債発行市場の連関や補完の問題は，国際金融センターにおける証券発行メカニズムを

考察する上で重要となる。しかし発行交渉に関する詳細な情報が開示されなかったため，

マーケット・リンケージに関する研究は十分ではない。報告では，第一次世界大戦前後の

日本政府外債発行活動を比較することで，この問題に光を当ててみたい。細部については

言及を省くので，報告者がこれまで公表した Japanese Government Loan Issues on the 

London Capital Market 1870-1913 (1994)や「戦間期ロンドン金融市場における日本政府

の外債発行」（杉山伸也・Ｊ．ハンター編『日英交流史 ４』2001 年），「戦間期のロンド

ン外債市場」（『三田商学研究』43—6，2001 年）などを参照されたい。 

 普仏戦争（1870-71）以降，シティは国際金融上の中心市場の地位を確立した。英領植

民地を含めて，多くの国々が資金をロンドンで調達した。日本政府も，1870 年の最初の外

債の発行以来ロンドンを中心市場と見なし，金融的な繋がりを確保することに腐心した。

東洋銀行，香港上海銀行，横浜正金銀行のような極東と取引関係を有する銀行が日本政府

の外債発行に関与した。だが，これらの銀行は証券発行の専門銀行ではなかったため，市

場へのプレースメントや他の金融センターに発行市場を拡大する際には不都合があった。 

 目論見書には名前を出さずに背後でこの役割を担ったのが，ロンドンにおける中核的な

国際銀行業となるマーチャント・バンクであった。ベアリング商会やロスチャイルド商会

のような経験と情報に長じた金融機関のコルレス網を通じて，日本政府の外債発行がロン

ドンからニューヨーク，ベルリン，パリへと拡大していった。この結果，ロンドンが享受

してきた覇権は失われ，発行市場のマーケット・リンケージは分散化した。ロンドンを経

由せずに直接に，主要な国際金融センターにアクセスすることが可能になったため，日本

政府は欧米の金融業者と競争的な発行交渉を展開するようになった。 

 この傾向は戦間期に入ると一層顕著となった。自由放任政策から離脱した英国政府が外

債発行の規制や印紙税を課したことも一因となるが，ニューヨークが国際金融市場として

本格的に台頭したことが大きく影響した。ロンドンとニューヨーク市場の関係は，もはや

従属的なものではなくなった。かつてパリはロンドンに次ぐ国際金融センターの地位を占

めていたが，第一次大戦の戦禍に見舞われ，外債に高率な所得税が課されたことも加わり，
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再興が困難な状態にあった。本報告の項目を述べれば，以下のようである。 

１．第一次大戦前の外債発行メカニズム 

a. ロンドンの金融機関と外債発行  

b. 公募方式—大陸のユニバーサル銀行との比較  

c. シンジケートとアンダーライティング 

２．戦間期の外債発行メカニズム 

a. 市場構造の変化  

b. ロンドンの退潮  

c. ニューヨークの興隆  

d. パリの没落 

３．1924 年と 1930 年の日本政府外債発行 

結論 
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Credible Escape from a Liquidity Trap 

 

Federal Reserve Board Timothy Hills 

Federal Reserve Board Taisuke Nakata 

The University of Tokyo Takeki Sunakawa 

 

Abstract 

Central banks commit to keep the nominal interest rate low for an extended period after 

the economy recovers from a deep recession. However, such a commitment may suffer 

from a time-consistency problem. That is, central banks are tempted to lift off from the 

zero lower bound earlier than they originally announced. Specifically we ask: to what 

degree are central banks can credibly commit to future policies when they are facing a 

liquidity trap? We analyze sustainable plans (Chari and Kehoe, 1990) for the optimal 

monetary policy with a zero lower bound on nominal interest rates. As our analysis is 

very relevant to actual policies conducted by central banks after the financial crisis, we 

believe it would give a new sight on the conduct of monetary policy. 
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Inflation Persistence and Optimal Liftoff from the Zero Lower Bound
*
 

 

神戸大学 蓮井康平 

日本銀行 須合智広 

慶応義塾大学 寺西勇生 

 

流動性の罠のもとでの最適な金融政策については，Eggertsson and Woodford [2003]や Jung, Teranishi and 

Watanabe [2001, 2005]を嚆矢として，純粋なフォワード・ルッキングのニューケインジアン・モデルを用い

て，多くの研究が行われてきた．これらの研究は，総じて，最適なコミットメント政策は歴史依存的（history 

dependent）であると指摘している．すなわち，中央銀行は，低下した自然利子率が回復した後でもゼロ金

利を続けるとコミットすることにより将来のインフレーションに働きかけ，現在の経済やインフレーショ

ンを高めることが最適な政策となる．もっとも，インフレ動向に関する近年の実証研究をみると，インフ

レーションには慣性（inflation persistence）があることが示されており，純粋なフォワード･ルッキングのモ

デルを用いた分析には限界もある. 

本稿では，インフレーションの慣性を標準的なニューケインジアン・モデルに導入し，流動性の罠のも

とでの最適なコミットメント政策と歴史依存性について再検討を行う．具体的な分析とその結果は以下の

通りである． 

第 1 に，インフレーションの慣性を導入したモデルにおける最適な金利ルールを解析的に導出し，この

ルールが，過去の内生変数だけでなく将来の内生変数にも依存することを示した．これは，最適な政策が，

歴史依存的（history dependent）な特性を持つだけでなく予防的（preemptive）な側面を持つことを示唆して

いる． 

第 2 に，米国経済をカリブレートしたモデルを用いて, 負の自然利子率に対する経済の動向，およびゼ

ロ金利からの最適な離脱（liftoff）のタイミングに関する数値分析を行った．分析の結果，インフレーショ

ンの慣性が大きいほど，慣性がないモデルに比べて，ゼロ金利からの離脱のタイミングが早まることが分

かった．特に，インフレーションの慣性が大きい場合，自然利子率がマイナスの状態でもゼロ金利政策を

終える結果となる．これは，インフレーションに慣性があるとそのコントロールが難しいため，早めにゼ

ロ金利から離脱し，インフレーションを抑える政策が必要になることを示している．これらの結果は，イ

ンフレーションに慣性がある場合の最適な金融政策が，歴史依存性よりも，予防的な引き締め（preemptive 

tightening）を重視することを示しており，従来の純粋なフォワード・ルッキングモデルの結果とは対照的

である． 

                                                 
*本稿の内容と意見は筆者ら個人に属するものであり，日本銀行の公式見解を示すものでは

ない． 
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Unviable Relationship and Bank Lending: 

Evidence from Loan-level Matched Data 

 

札幌学院大学 井上 仁 

甲南大学 中島 清貴 

カリフォルニア大学サンディエゴ校 高橋 耕史 

 

 銀行企業間の詳細な貸出残高データと銀行および企業の財務データをマッチングさせた

データセットを用いて，日本の 1993 年から 2011 年における銀行と企業の貸借関係につい

て考察する。特に，財務状態（不良債権比率，自己資本比率）が芳しくない銀行と質の低

い企業の間の貸借関係に着目する。その結果，1990年代終盤から2000年代初頭においては，

自己資本比率が低い銀行ほど全体的に貸出を抑制していたが，不良債権比率が高い銀行ほ

ど全体的に追加的な貸出を行っていた。また，一部の期間では，質の高い企業よりも質の

低い企業向けに追加的な貸出を行っていた。すなわち，自己資本比率が低い銀行に関して

は，貸し渋りもしくは capital crunch と呼ばれる現象が観察されるが，不良債権比率が高い

銀行に関しては，いわゆる追い貸しと呼ばれる現象が観察される。2000 年代中盤において

は，不良債権比率が高い銀行ほど全体的に貸出を抑制していたが，質の高い企業に比べて

質の低い企業向けの貸出は抑制していなかった。ここでも資源配分の失敗が起こっていた

ことが示唆される。さらに財務状態が芳しくない銀行と質の低い企業の間の貸借関係の背

後にあるバックグラウンドメカニズムについて考察する． 
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The Dissolution of Inappropriate Relationships: Why do Banks and Borrowers 

Divorce? 

 

 

 

Kiyotaka NAKASHIMA, Konan University 

Koji TAKAHASHI, University of California, San Diego 

 

 

Using a matched sample of Japanese lending banks and their borrowing firms over 

20 years, we examine what factors determine the termination of the bank-firm 

relationship.  We draw three main conclusions: First, the impairment of bank capital 

during a banking crisis period, such as Japan's banking crisis period of the late 1990s, 

increased relationship terminations, which implies the existence of a capital crunch in 

relationship terminations.  Furthermore, our analysis supports not only the occurrence 

of a capital crunch but also “fly to quality” behavior of Japanese banks with impaired 

capital.  In other words, for impaired banks, relationships with profitable borrowers are 

more likely to be maintained than for non-impaired banks.  Second, we find that 

during a period when a banking system is relatively stable, a longer duration decreases 

the likelihood of the relationship termination.  However, during a period when a 

banking system is fragile, a longer duration would contribute less to preventing 

terminations.  Third, we show that small firms with a high profitability and low 

volatility were less likely to face relationship terminations, especially after 1999. 

 

 
金　融　学　会　会　報 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

25 



マイクロファイナンスを機能させる条件について 

 

 

岡山大学 西垣鳴人 

 

本稿の目的は、従来別々に議論されてきたマイクロファイナンス（Microfinance、

以下、MF）に関する理論と経験的懐疑論とを噛み合わせることによって、MF

が抱える課題の本質的部分を抽出し、それに照らし日本を含む先進国で MF を

問題なく機能させるための政策的条件を導くことである。 

第 2 節では一般的な金融仲介理論に基づいて、MF（特にグループ融資）が非

対称情報問題を解消し金融仲介機能を正常に果たすためには、連帯保証率等の

借り手ペナルティーが金利に対して一定水準以上を確保できることが必要だと

いう条件を示した。 

第 3 節では前節における議論を土台にして、MF に対する諸批判を①行き過ぎ

た商業化、②ローン過剰供給と多重債務、③貧困削減機能に対する懐疑の三つ

に類型化し、このうち②過剰供給による市場飽和によって第 2 節で求めた条件

が満たせなくなり MF 金融仲介が機能不全に陥ったこと、それを加速・増幅さ

せているものが①商業主義であること、③懐疑論の対象は融資の単独サービス

にのみ当てはまることを示した。 

第 4 節では以上の考察に基づいて、MF を金融仲介手段として機能させる条件

として、連帯保証率をはじめとした借り手に対する金銭的なペナルティーに対

して、モラルハザード問題に対処可能な（金利に見合った）設定がなされよう

に当局による監視と指導が行われるべきであると結論した。また貧困対策機能

について、少なくとも単純な融資サービスではなく、貯蓄や保険といった基礎

的金融サービスをはじめとして、専門家の助言や教育を含んだ総合的な貧困対

策事業としての MF に一定の可能性を見出した。 
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外資系と日系格付け会社の格付け格差（レーティング・スプリット）の要因 

一橋大学商学部大学院生 根本直子 

 

 本稿は日本における日系、外資系格付け会社の格付けの格差（レーティング・

スプリット）の実態と原因について考察を行う。レーティング・スプリットと

は、複数の格付け会社が同じ企業に異なる符号の格付けを付している状態をい

う。日本では金融庁に登録している格付け会社が５社存在しておりうち３社が

外資系、2社が日系で他国と比べて市場は分散している。格付け会社はそれぞれ

の手法に基づき企業に格付けを付与しており、その格付け水準が異なることは

自然であるが、日本では日系の格付けは外資系の格付けに比べて高い格付けと

なり、その格差が大きいことがかねてから指摘されてきた。この結果、投資家

にとって情報の解釈が複雑化するおそれがある。 

 日系、外資系格付け会社のレーティング・スプリットの実態と原因について

分析を行った結果以下のことがわかった。第一に日系と外資系の同一企業のグ

ループについては傾向としての格付け格差がある。第二に、日系と外資系の民

間企業の格付け格差については、ソブリン格付けの違いとメインバンクと当該

企業の関係といった日本特有の要因が影響を与えている。一方で、銀行以外の

系列関係（旧財閥グループや取引先による出資）の影響については、明確な影

響はみられなかった。 

 先行研究（Shin and Moore(2003 )）では、日系の格付けが外資系の格付けに

比べて高いことは、当該企業が企業系列に属しているという特殊事情を外資系

格付け会社が勘案していためではないと結論している。本稿は企業系列につい

ては継続するデータがないため考察していないが、メインバンクとの関係とい

う日本固有の要因について、外資系格付けが十分に勘案していない可能性を示

唆している。 

 本稿の貢献としては、金融危機後の変化も織り込んでいること、先行研究で

は着目していなかったソブリン格付けを変数に加え格付けへの影響を検証して

いること、日本固有のグループ企業の支援という要因について、メインバンク

と銀行以外のグループ支援を分け、格付け基準上重要なメインバンクの支援を

取り上げてその影響を検証していること、などがある。レーティング・スプリ

ットの要因が明確になれば投資家は複数の格付けをより有効に活用できる可能

性がある。 
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国債市場の流動性と金融政策 

 

 

岩壷 健太郎（神戸大学）1
 

太子智貴（神戸大学大学院生）  

 

 

要旨 

 黒田総裁就任直後に行われた「質的量的金融緩和」は、国債価格の乱高下を

もたらし、市場の流動性を悪化させた。中央銀行による国債買い入れ政策は市

場の流動性を悪化させるものなのか？悪化させないための条件は何か？本論で

は、日銀がその後行った買い入れ政策の変化が市場の流動性にどのような影響

を与えたのかを分析する。その結果、（１）買入れ頻度の増加、（２）1 回当た

りの買入れ額の減少、（３）買入れ額のばらつきの減少といった買い入れ策の

変更が市場流動性の改善に大きく寄与していることが明らかになった。これら

の政策変化は投資家に対して買い入れスケジュール予想を容易にし、サプライ

ズを減らすことにつながっている。日銀の政策変化とそれがもたらす市場流動

性への影響は、金融当局の情報伝達と市場の質に関する理論を支持する証左で

あることを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 iwatsubo@econ.kobe-u.ac.jp 
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「銅の金融商品化とチャイナリスク」 

 

武蔵大学 茶野 努 

 

銅は工業用をはじめとして広く用いられるために、世界経済の景気動向とも密接な関わりをもっている。

銅の在庫量・価格は景気変動の先行指標となり、「ドクター・カッパー」と呼ばれる。近年、伸張著しい

中国経済の成長が銅の価格形成に与える影響が大きくなっている。しかしながら、中国における統計の不

透明さから、銅の在庫投資は完全に把握できておらず、隠れた在庫投資がある。また、2000年代にはいっ

て以降、インデックス投資や金融機関による取引拡大により、コモディティが「金融商品化」（financialization）

しているとされる。金融商品化は、簡単にいえば株式や債券との相関の高まりである。銅が金融商品化し

ているのか、中国の影響はどうなのか、その価格形成への影響を分析した。 

まず、LME 銅 3 カ月先物価格を被説明変数、需要と供給の差である LME 銅在庫量を説明変数として回

帰分析を行なった（サンプル期間は 2002 年 1 月から 2014 年 6 月までとし、各変数に対数階差を用いた）。

銅在庫量が増加（減少）すれば価格は減少（上昇）するので、回帰係数の符号はマイナスになる。分析結

果をもとに LME銅 3カ月先物価格の理論価格を計算してみると 2006年あたりから理論値と実績値との乖

離が大きくなっていることがわかった。Quandt-Andrews ブレークポイント検定を行った結果、2006 年 6

月を境にして構造変化が生じていた。銅の先物価格はファンダメンタルズ要因としての在庫量によって決

まるものであるが、その基本的な関係が 2006 年半ば以降崩れている。 

つぎに、Dynamic Conditional Correlation （DCC）を用いて、NYSE 総合株価指数に対するベータ値

を計算した。その結果によると、1990 年代には 0.3 を中心に変動していたのが、2004 年くらいから急上

昇、2006 年には１を超えることもあった。このように、銅の金融商品化が進展している。また、銅取引は

ロンドン市場（LME）が中心であるが、中国経済の成長とともに上海市場の地位が向上している。中国各

所に保税倉庫と呼ばれる倉庫があり、上海の保税倉庫の銅在庫は公表だけで 80 万トンで、LME 在庫の 3

倍に及ぶ。他に捕捉不能な “影の倉庫 ”があり、そのうえに膨大な金融取引が構築されている。 

そこで、プレミアム要因として、①中国の隠れた在庫投資（推計値）、②コモディティの金融商品化を

加えて分析を行った。この二つの要因ともに有意な影響を及ぼしていた。また、両者の要因をそれぞれ分

けて推計した結果によれば、金融商品化の方がプレミアム要因として大きく影響していることもわかった。

とくに、2006 年前後の急激な価格上昇は金融商品化の要因による。銅の現物を担保とする上場投資信託

（ETF）の上場など金融商品化を促進する動きがある一方で、中国の隠れた在庫投資の市場流出による

2014 年以降の銅価格の急落（チャイナ・リスクの顕在化）もあって、銅価格から目を離せない。 
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JASDAQ 株式市場における Time-Varying PIN の推計ついて 

 

明治大学大学院生 青木真之 

 

 Easley, Kiefer, O'Hara and Paperman(1996)は、株式市場における私的情報に基づく売買取引

の確率（Probability of Informed Trading, PIN と略す）を推計した。一方、Easley , Engle, O’Hara 

and Wu (2008)は、PIN の推計に用いる売り注文、買い注文のデータがタイムトレンドを持つこ

と、また、売り注文、買い注文のデータがともに自己相関を持つことから、時間依存的な PIN

モデルを構築した。 

 Easley et.al.(1996)の PIN は時間に関して一定なので、Static PIN と呼ぶことができる。これ

に対して、Easley et al.(2008)の PIN は時間に関して可変的(Time-Varying)な PIN と呼ぶことが

できる。Static PIN と対比する意味で、Easley et al.(2008)の PIN を Dynamic PIN と呼ぶ。 

本稿は、Easley et al.(2008)のモデルに依拠し、JASDAQ 株式市場のティックデータを用いて、

Dynamic PIN を推計する。本稿では、同時に Static PIN を推計して Dynamic PIN と比較するこ

とにより、JASDAQ 株式市場の Dynamic PIN の特徴を明らかにする。 

Dynamic PIN の推計結果は、Easley et al.(2008)の NYSE よりも本稿の JASDAQ の方が高め

の結果となっている。JASDAQ は NYSE と比べてはるかに小さな市場である。流動性を考慮す

ると、小さな市場の PIN は大きな市場の PIN よりも高めであるとの結果は、過去の先行研究と

同様である。本稿は、Dynamic PIN について、この点を確認している。 

Easley et al. (2008) との違いとして、Dynamic PIN の１階の自己相関係数が負の値の銘柄も

存在することを明らかにしている。日本と米国で情報保有者による取引動向が異なるか、

JASDAQ と NYSE のマーケット・マイクロストラクチャーの違いを反映しているものと思われ

る。 

さらに、JASDAQ 株式市場の銘柄を対象として、Dynamic PIN と Static PIN の比較も行って

いる。私的情報の発生の確率の推定に関して、Dynamic PIN の方が Static PIN よりも大きく、

それが、Dynamic PIN が Static PIN よりも大きい原因になっている可能性を指摘する。 

加えて、Dynamic PIN 及びその標準偏差と株式リターン及び標準偏差、時価総額との関係に

おける考察も行っている。 

東証一部市場や JASDAQ 株式市場のティックデータを使った Static PIN の推定の研究はある

が、日本の株式市場を対象とした Dynamic PIN の実証研究は皆無である。その意味で、本稿の

実証研究は、JASDAQ 株式市場の私的情報取引に関するマーケット・マイクロストラクチャー

の研究に新たな知見を加えるものである。 
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日経平均株価のトレンドとオプション評価 

―マルコフ・スイッチング EGARCH モデルによる分析― 

 

東洋大学 里吉清隆 

日本大学 三井秀俊 

 

本研究の目的は大きく分けて 2 つあり，第 1 の目的は，マルコフ・スイッチング・モデルによって資産

価格のトレンドを捉えることは可能なのかどうか，また，そのためにはボラティリティの変動をどのよう

に定式化すれば良いのかを明らかにすることである．分析の対象としている日経平均株価などの株価指数

については，価格が上昇した翌日のボラティリティよりも下落した翌日のボラティリティの方が高くなる

傾向があることが知られており，ボラティリティの非対称性，またはレバレッジ効果と呼ばれている．こ

の現象を考慮して，ボラティリティの変動を捉えるモデルとしては exponential GARCH (EGARCH) モデル

を採用し，マルコフ・スイッチング・モデルと組み合わせたマルコフ・スイッチング EGARCH モデルを用

いることにする．また，一般的にマルコフ・スイッチング・モデルによる資産価格の分析では，収益率の

平均とボラティリティは同時にスイッチングを起こすと仮定することが多い．しかし，本研究ではそれぞ

れ独立に変化するモデルや，片方のみが変化するモデルを提案して，モデルの比較を行うことにする． 

第 2 の目的は，これらのモデルが日経 225 オプション価格の評価においてどの程度有効であるかを検証

することである．マルコフ・スイッチング EGARCH モデルを用いたオプション価格の実証分析については，

里吉・三井 (2011) においても行われているが，いくつかの問題点がある．第 1 に，パラメータのスイッチ

ングは平均とボラティリティの双方に導入されてはいるが，平均のみをスイッチングさせた場合について

は分析を行っていないため，スイッチングを導入したときの効果が十分には明らかになっていない．第 2

に，オプション価格の評価において投資家はリスク中立的と仮定しているのにもかかわらず，実際の無リ

スク金利のデータを使用していないばかりでなく，ベア市場において無リスク金利がマイナスとなってし

まい，非現実的である．第 3 に，データ期間が 2010 年 1 月限月までであり，最近のオプション市場につい

て検証し直す必要がある． 

実証分析の結果，日経平均株価の価格トレンドを捉えるモデルとしては，平均のみがスイッチングを起

こすマルコフ・スイッチング EGARCH モデルで十分であり，ボラティリティのスイッチングをモデルに含

める必要は無いことが明らかになった．一方，コール・オプション価格に関する分析では，マルコフ・ス

イッチング・モデルに比べてマルコフ・スイッチング EGARCH モデルのパフォーマンスが全体として高く，

スイッチングはボラティリティに関しては重要であるが，ブル・ベア局面を識別するための平均のスイッ

チングは特に必要ではないことが示された． 
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株式リターンの規則性 

成蹊大学 俊野雅司 

 

標準的なファイナンス理論では、証券価格はランダムウォーク過程に従って変動すると仮定さ

れており、構造的な規則性は存在しないことが想定されている。ところが、海外では、１月効

果や曜日効果など、株式市場に何らかの規則性が見られるとする実証結果が多数報告されてお

り、アノマリーと呼ばれている。本稿では、戦後 65 年間（1950～2014 年）の日経平均株価の月

次および日次リターンを用いて、日本の株式市場において、このような株価変動の規則性が存

在したかどうかを検証した。 

特にわが国では、1973 年から 1989 年にかけて段階的に土曜日を株式取引の休業日とする取引

システムの変更が行われており、その過程で株式取引の休業日に対する投資家の認識が変化し

ている可能性がある。そこで、週休１日制の時期から移行期を経て、週休２日制の時期へシフ

トする過程で、このような規則性に変化があったのかについても検討した。 

まず、月次リターンに関しては、１月に株価が上昇しやすい１月効果が見られた。また、１月

に株価が上昇すると、残りの 11 か月間も株価が上昇しやすい１月バロメーター効果や、上半期

の株式リターンの方が下半期よりも高くなりやすい上半期効果も検出された。次に、日次リタ

ーンに関しては、月曜日にリターンが低くなりやすい曜日効果が見られた。また、国民の祝日

やその他の株式休業日の前日には株価が高くなりやすい休日前効果、月末や月初数日間の株価

が高くなりやすい月末・月初効果も見られた。 

これらの規則的な変動パターンは、効果によって時期は異なるが、概ね 2000 年以降は消失し

ていた。週休２日制への移行や国民の祝日の増加などが原因で、株式の休業日に対する投資家

の認識が変化したことが一因として考えられる。また、株式関連のデータ分析が行われるよう

になって、規則的な変化を利用した収益機会を投資家が認識し始めたことの影響もあり得る。

さらに、機械的な売買が行われるようになり、投資家の感情的な要因の影響が排除されるよう

になったことも想定できる。 

本稿では、日照時間の変動が投資家のセンチメントに影響を与えて、月次効果の背景になって

いる可能性を示唆する SAD（Seasonal Affective Disorder）効果の存在についても検証した。秋分

日から冬至にかけて日照時間が短くなる過程で秋に株価が下落しやすく、冬至を過ぎて日照時

間が長くなり始める１月に株価が上昇しやすいことが株式リターンに規則性に影響を及ぼして

いる可能性があるとされる。海外の株式市場と同様、わが国でも同様の SAD 効果が検出された

が、やはり 1990 年代以降はこのような効果は薄れている。 

日本の株式市場では、1980 年代までは顕著な規則的株価変動パターンが見られたが、その多

くはすでに消失しており、現在の株価変動は概ね効率的になっていると考えられる。 
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Nonparametric approach to convergence of Japanese local price levels: 

 A failure of purchasing power parity 

 

Surugadai University   Hidheiro Ikeno 

 

  This paper investigates the convergence of local price levels within Japan, using a 

nonparametric method.  Phillips and Sul (2007 and 2009) developed a simple 

nonparametric test for convergence among time series while allowing the possibility of 

convergence in subgroups, often termed ‘club convergence’.  The present work uses 

that method and does not involve a unit root test, which has been used in most previous 

studies of domestic price convergence.  The results indicate that Japanese local price 

levels have not been converging to a single value.  Purchasing power parity (PPP) fails 

to hold in Japan even in the long run.  Instead, prices form into a few groups.  Local 

general price levels in each group converge, and different groups converge to different 

values.  It is also found that average price levels of the groups have recently been 

diverging from each other.  Local general price levels are positively correlated with 

local per-capita income.  This work proceeds by compiling local disaggregate price 

indexes and examining their convergence.  Most of the disaggregate indexes indicate 

club convergence rather than unanimous convergence.  The indexes of services are 

positively correlated with per-capita income levels.  These results are consistent with 

the Penn effect. 
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Macroeconomic Impacts of China’s Foreign Exchange Reserve Accumulation: 

A VAR analysis using pure sign restrictions approach 

     

                     一橋大学大学院生  聶麗 

          

This study treats reserve accumulation as a kind of shock and explores 

its impacts on macroeconomics utilizing the method of the method of Uhlig 

(2005) and Mountford and Uhlig (2009). In order to figure out the impacts of 

reserve accumulation more precisely, I make three comparative analysis. I 

find that reserve accumulation directly cause funds outstanding for foreign 

reserve, basic money and domestic credit increase; indirectly cause output 

growth, inflation pressure and RMB appreciation under the traditional 

impulse responses analysis. On the contrary, I found that the effects of 

reserve accumulation shocks on all of the variables are ambiguous at the 

beginning under the impulse responses analysis by pure-sign restrictions. 

These results got me think that the assumption for the variable order 

according to IS-LM model maybe have potential impact on the results of 

impulse responses analysis. In addition, from the prospective the 

sterilization intervention, I believe that the effect of sterilization 

intervention significantly improves even though the effect of sterilization 

intervention degrade gradually as time passes by in China. 

 

Key words: reserve accumulation shock, IS-LM model, pure-sign restrictions, 

sterilization intervention 
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日本銀行「政策委員大勢見通し」における私的情報 

日本大学・小巻泰之 

 

 

日本銀行の「政策委員の大勢見通し」（以下，日銀予測）を基に，日銀予測

に私的情報が含まれているのか，また，日銀予測は民間予測にどのような影響

を与えているのかを検討する．民間主体にとっては，日本銀行をはじめ中央銀

行は，政策執行にあたって，民間が利用可能でない私的情報をもっていると期

待されていることから，日銀予測には私的情報（Private information）が含まれて

いる可能性がある． 

 

本論における主な結果は以下の通りである． 

日銀予測は年次予測のため，月次統計で四半期すべてのデータが揃わない時期や直近の

GDP の公表から次期の公表までの端境期など，公開情報がより少ない時期がある．そのよ

うな状況では，日銀予測の分散の拡大は民間予測における不確実性を高めなど，日銀予測

の影響を受けていることがわかる． 

一般的に日銀予測に対して民間主体は何かしらの私的情報の存在を意識しているとみら

れる．たとえば，短観については GDP と同様，経済全体の動きを把握できるものとして重

視されているが，日銀ではその調査の集計過程で種々の企業から情報を得られ，そのこと

が日銀は私的情報を有すると期待されているのであろう．  

しかしながら，予測の優劣で見れば，日銀予測及び民間予測で差異は確認できない．民

間予測と日銀予測の予測時点の違いから情報量が大きく異なる．このため，日銀と民間で，

どちらの予測精度が高いとは決めつけられない．つまり，日銀予測には私的情報が含まれ

ているわけではない． 

 

Key words: 中央銀行，予測，私的情報，公開情報 

JEL classification: E52, E58, E37. 
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＜中央銀行パネル＞ 
 

バブルの形成と崩壊に際しての日米の政策対応の比較 
 

金融庁 氷見野良三 
 

 資産価格バブルや金融不均衡の拡大と崩壊に際して金融政策やプルーデンス政策がどの

ように対応すべきかについては、米大恐慌以来 100 年近くにわたって論争が繰り返されて

いる。日本の 1990 年前後の対応については、いわゆる Fed View と BIS View の双方から、

政策対応の失敗の代表例、自説の正しさを示す poster child として言及されてきた。また、

米連銀は日本の失敗を繰り返さない旨表明してきた。 
 しかし、1990 年代の日本の政策対応と、2000 年代の米国の対応は、言辞においては対照

的だったとしても、行動においてはむしろ類似していた。 
 すなわち、金融政策の面における日米の対応は、両国の不動産価格ピークの時点を基準

に比較すると、①引締めと緩和の幅とタイミングでみても、②テイラー・ルールからの乖

離でみても、③物価・生産・資産価格・為替インパルスに対する反応で見ても、極めて類

似していた。 
 また、プルーデンス政策の面においても、日米ともに、①バブル形成の早い時期に定性

的措置を開始し、②数年間にわたって定性的措置の追加を繰り返した上で、③バブル末期

に定量的措置（関連与信の総量に基準を設ける措置）に移行していた。 
 日米の対応を仔細に見ていくと、政策枠組みとして Fed View と BIS View のいずれを選

択するかもさることながら、施策をどれだけ適時に実行に移せたかが結果を左右したよう

に思われる。適時の対応を可能にするためには、以下のような点に留意すべきではないか。 
① バブル崩壊のタイミングは資産の種類毎に異なり、しかも、バブルのエピソード毎に

その順序が異なる。政策のタイミングを判断するためには、各種指標の動きが重要な材料

となるが、どの指標が先行指標なのかについて予断を持つことはできない。適時の政策判

断のためには、統計が高い頻度で、速報性をもって公表されることが望ましい。 
② バブルの影響の極小化に向けた選択が、その時点で国民的な優先順位の高い政策課題

と矛盾することも多い。政策の自由度が乏しくなってしまってからの対応は困難であり、

自由度を確保できるよう、予め信用循環全体を通じて振幅の抑制に努めることが望ましい。 
③ バブルを巡る政策判断は、世論や政治の強い圧力の下でなされるが、専門家の方が正

しかった場合もあれば，世論や政治の方が正しかった場合もあったと考えられる。政策当

局には、世論や政治に屈するか屈しないか、といった視点にとどまらない、世論や政治と

の建設的なエンゲージメントのための技術が必要となる。建設的なエンゲージメントを可

能にするためには、バブルとその崩壊のメカニズム、影響、政策手段の得失について、あ

らかじめ幅広い国民的な共通理解が形成されていることが望ましい。 
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（仮題）マクロプルーデンス政策と金融政策の役割分担 

 
日本銀行 
木村 武 

 
 今から６年前の本学会（2009 年度秋季大会、香川大学）の金融政策パネルにて、「金融シ

ステムの安定を維持するうえで、金融政策の効果が『リスクテイキング・チャネル』とい

う波及経路を通して、金融機関や市場参加者にどのような影響を与えるかを考慮すること

が重要」と指摘した。この６年間で、リステクテイキング・チャネルに関する多くの実証

分析が海外を中心に行われてきており、金融システムの安定と物価の安定という２つの目

標を達成するための、マクロプルーデンス政策と金融政策の役割分担に関して、多くの示

唆が得られるようになった。今回の報告では、そうした実証分析等を踏まえ、論点を再整

理する。 
 主な報告内容は、以下の通りである。 

（１） システミック・リスクを引き起こす「外部性」の問題を解決するうえで、マクロプ

ルーデンス政策と金融政策はどのような役割を担い得るか、経済理論に基づき整理。 

（２） 両政策の役割分担を巡っては、①金融システム安定はマクロプルーデンス政策が、

物価安定は金融政策がそれぞれ別個に対応する（いわゆる「Separation principle」）、

②金融政策は、物価安定を基本にしながらも、金融システム安定にも配慮して遂行

する（いわゆる「Lean against the wind」）、という２つの見方がある。 

（３） 金融政策は、リスクテイキング・チャネルを経由して、景気循環（business cycle）

だけではなく、金融循環（financial cycle）の振幅に影響を及ぼし得ることが、多く

の実証分析で確認されている。 

（４） 一方、マクロプルーデンス政策の効果については、新興国の経験を踏まえると、金

融循環の振幅の抑制に有効であろうという見方が一応支持されるが、先進国では効

果を検証するだけのデータ蓄積がまだなく、システミック・リスクの削減にどの程

度有効であるかは不確かな側面がある。 

（５） これらの点を踏まえれば、金融政策の運営において、程度の差こそあれ、「Lean 

against the wind」の視点を導入していくことが適切であるように考えられるが、米

英欧の中央銀行は基本的に「Separation principle」を支持している。その背景につ

いて、国際金融規制の強化や中央銀行の監督権限の強化といった制度的な枠組みの

変化と関連づけて考察する。また、Separation principle の是非について、金融不均

衡の規模との関連性という視点からも考察する。 
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Abstract 

A desirable goal of an economy management is to pursue 

economic growth with price stabilization through monetary 

policy and fiscal policy. Since the 2008 financial crisis, most 

countries have been using large scale government spending as a 

crisis remedy. Essentially, government spending is used to 

sustain the economy by creating demand when demand is 

insufficient. However this positive effect of government 

spending can cause instability in the financial market in the 

case of excessive government spending, underscoring the 

coordination of monetary and fiscal policy.  

A large number of researches regarding the coordination of 

between the monetary and the fiscal policy, however, reported 

that the policy-mix was not effective as expected.  Blinder 

(1983) showed that I) monetary and fiscal authorities set 

different policy targets, ii) each authority has different 

viewpoints on the policy effects based on different economic 

theories, or iii) each authority has different forecasts for the 

future economy. 

This paper examines the monetary and fiscal policy 

coordination in the Korean economy by empirically 

investigating the implicit coordination among policy instrument 

variables, including the interest rate, money supply, and 
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government spending, for the policy targets of GDP and 

consumer prices.  

The results are as follows: first, Granger causality tests by 

ordinary least squares (OLS) and vector autoregression 

(VAR), using stationary first-differenced variables, showed no 

clear causal relations between the interest rate, money supply, 

and government spending and the GDP or consumer prices.  

Second, a co-integration analysis identified a co-integrated 

relationship between the policy instrument variables and GDP, 

yet no co-integrated relationship with consumer prices. 

Third, a Vector Error Correction Model (VECM) of the interest 

rate, money supply, government spending, and GDP revealed: 

i) the interest rate had short- run causal effects on GDP, ii) 

government spending had both short- run and long- run causal 

effects on GDP, and iii) the money supply had long- run causal 

effects on GDP. Plus, government spending had stronger short-

run causal effects than the interest rate, while the money supply 

had greater long-run causal effects than government spending. 

Fourth, a forecast error variance decomposition depicted the 

VECM results more clearly:  

i) the influence of the interest rate on GDP was less than 1% 

for each forecast step.  

ii) changes in money supply explained the change in GDP up 

to 4% after 12 steps. 

iii) changes in government spending explained the change in 

GDP up to 10% after 12 steps, indicating that government 

spending had greater long-run causal effects on GDP than the 

money supply, which differed from the VECM results. 

In summary, while no clear policy mix was identified among 

the instrument variables, the policy coordination of these 

instrument variables was found to have an implicit causal effect 

on GDP. In contrast, no implicit relationship was found 
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between the instrument variables and consumer prices, 

indicating consumer price is not much affected by demand-pull 

variables by cost -push factors.   
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Abstract 

Yes, it makes a lot of sense. Using the Smets and 

Wouters (2007) model of the U.S. economy, we find 

that the role of the output gap should be equal to 

or even more important than that of annualized 

inflation when designing a simple loss function to 

represent household welfare. The high weight on the 

output gap is driven by several important 

characteristics in the estimated model, including a 

low elasticity of substitution between monopolistic 

goods, price indexation, and sticky wages. 

Moreover, we document that a loss function with 

nominal wage inflation and the hours gap provides 

an even better approximation of the true welfare 

function than a standard objective based on 

inflation and the output gap. Our results hold up 

when we introduce interest rate smoothing in the 

simple mandate to capture the observed gradualism 

in policy behavior and to ensure that the 

probability of the federal funds rate hitting the zero 

lower bound is negligible. 
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Choice of Invoice Currency in Global Production and Sales Network:  

The Case of Japanese Overseas Subsidiaries 

 

 

学習院大学 清水 順子 

横浜国立大学 佐藤 清隆 

コロンビア大学 伊藤 隆敏 

中央大学  鯉渕 賢   

 

本論文は生産拠点として活動する日系現地法人の貿易建値（インボイス）通

貨選択行動を、大規模なアンケート調査に基づく独自のデータベースに基づい

て実証分析を行った。2010 年 8 月に北米、欧州、アジアに所在する日系現地法

人 16,020 社に対してアンケート調査票を送り、中間投入財の輸入・調達、生産

した財の輸出・販売におけるインボイス通貨選択のデータを財別に収集した。 

ロジット・モデルに基づく実証分析の結果、生産した財の輸出先と為替レー

トのボラティリティが、日系現地法人のインボイス通貨選択における重要な決

定要因であることが明らかになった。日系現地法人は企業内貿易を通じて日本

向けに財を輸出するときのみ、円建て取引を行う傾向が強い。日本以外の他の

諸国に輸出をするときはドルやユーロなどの主要通貨が使われる。主要国通貨

建てで輸出を行う日系現地法人は輸入と輸出で使用する通貨のミスマッチによ

って為替リスクを負う傾向がある。特に現地通貨の為替レートの変動が激しい

場合は、日系現地法人により効率的な為替戦略の実施が求められるであろう。 

 

キーワード：インボイス通貨、為替レートのパススルー、海外現地法人、企業

内貿易、生産ネットワーク、為替リスク 

 

JEL classification: F31, F33, F23 
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Decomposing European Premium in FX Swaps during the European Debt Crisis 

Yoshiko Suzuki 

Keio University, Graduate School of Economics 
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yoshikomori@hotmail.co.jp 

81-80-4085-0770 
 

 
Abstract 
This paper investigates the realignment of European banks’ short-term U.S. 
dollar funding from U.S. money market funds (MMFs) to foreign exchange 
swaps during the European debt crisis. The realignment caused sharp 
deviations from the short-term covered interest parity (CIP) condition in the FX 
swap market. In the early stages of the crisis, these deviations are found to be 
mainly associated with counterparty risk of major European banks that have 
large exposure to troubled South European countries. But later in the crisis, FX 
swap deviations are found to be linked to not just counterparty risk but also to 
funding stress arising from remaining or renewed dependency on MMFs.  
 
Key words: European crisis, FX swap, covered interest parity, money market 
funds. 
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Was Forex Fixing Fixed?  

コロンビア大学 伊藤隆敏 

一橋大学 山田昌弘 

 “Fixing” of the exchange rate (price) is a rule among the Forex market participating institutions to 

set a reference/settlement price of the day. Major fixings occur at 9:55 Tokyo time for transactions 

between Japanese banks and their customers; and at 4PM London time for transactions between 

European and US banks and their customers. The two fixings have different regulation and 

institutions. The London fix is calculated as an average price during the one minute window around 

4PM.  We empirically examine the movement of prices around the time of fixing. Regulators in the 

UK and the US accuse banks for collusive behaviors to manipulate the price at around the London 

fixing time. It has been mentioned in the media that there was evidence of “chats” among traders of 

different institutions for collusion. But, is there an evidence in price behavior? We found little 

evidence of sudden up and down of the (or spike) at around the fixing time. In fact, liquidity 

provision at the fixing time is larger than other times, which makes the price impact of any trade 

smaller. The large movement of price is more likely during the times of U.S. macro announcement 

and New York Forex option cut. At the Tokyo fixing, however, financial institutions can fix the 

price by themselves based on the market price. Although the market provides deep liquidity at the 

Tokyo fixing as well, such financial institution had announced price more favorable for banks until 

2008. Such deviation of fixing price from the market price might be related to the settlement needs 

by importers, and banks wanted to reduce risk of being caught in dollar shortage later in the day. 

 

Keywords: foreign exchange markets, fixing, WM/Reuters, Tokyo fixing, manipulation, 

front-running, macro-announcements, collusion, efficient market, spikes 

JEL: D43, D47, F30, F31, F33, G12, G15, 

 

 

 

 

 

 
金　融　学　会　会　報 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

45 



 

 

生産の海外移転と実質無借金 

 

株式会社日本政策投資銀行/一橋大学大学院生 岡本弦一郎 

 

本研究は，企業の実質無借金化と生産の海外移転という，足許で進展する 2

つの事象の関連をわが国の上場企業のデータから検証したものである．生産の

一部を海外に移転するか否かという検討を行う際，企業は，背後にある自社の

様々な企業特性を勘案し意思決定を行う．しかし，これらの企業特性は，企業

が選択する負債比率や現預金比率にも同様に影響を与えるものと考えられる．

そのため，生産の海外移転が企業の実質無借金化に寄与するかどうかを検証す

るにあたっては，内生性が大きな問題となる．本研究は，この問題を回避する

ためにプロペンシティスコア・マッチングの手法を用いて，生産の海外移転が

企業の実質無借金化に与える純粋な影響を検証した． 

分析の結果，生産の海外移転は，収益性の高い投資機会の活用により，企業

の負債比率の低下に寄与することが示された．また，生産の海外移転を行った

企業は，資本市場の分断に直面することにより，現預金比率を高めることがわ

かった．これは，送金規制やロイヤリティ規制が厳しい国や地域に進出する企

業は，利益の国内還流に障壁があることに加え，多くの企業にとって外国で資

金調達を行うことが困難であるため，外国における将来の設備投資に備えて，

利益を在外子会社に留保することに起因するものだと考えられる．結果として，

生産の海外移転は，（1）負債依存度の低下と（2）現預金の積み立てという 2

つの経路を通じて，企業の実質無借金化に繋がることが示された． 

資本市場の分断を要因とした企業の実質無借金化は，資本効率の低下を通じ

て企業価値を毀損している可能性がある．そのため，企業による生産の海外移

転が企業価値を十分に向上させるためには，海外で得た収益を国内に還流可能

とする資本市場の構築が必要だと考えられる． 

 

以 上 
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信用保証を利用した企業金融－東日本大震災の影響を考慮して－ 

東洋大学 竹澤康子 

広島大学 松浦克己 

 2012 年より、公開中止となっていた都道府県別信用保証協会の保証残高と代位弁済額のデー

タ公表が再開されたため、限られた形ではあるが地域別の信用保証制度と銀行貸出の関係が分

析可能となった。本稿では、2011 年以降の信用保証制度と企業金融の課題を取り上げる。この

時期の大きな出来事は言うまでもなく東日本大震災である。この震災からの復興を目指すとし

て、中小企業向けに多くの支援策が講じられたが、それらが企業金融にどのような効果をもた

らしたかを併せて検討する。 

都道府県別の代位弁済比率をパネルの変量効果モデルで予備的な推計を行ったところ、沖縄

の効果が全国で最も大きく、岩手･宮城は全国平均を上回るが、福島は全国平均をかなり下回り、

被災地全体では明瞭なことは言えない。倒産件数比率についても個別効果を見ると、岩手は全

国平均を上回るが、格段に高いというわけではない。宮城･福島は全国を下回っており、被災地

全体で共通した傾向は見られない。 

本稿では、(1)代位弁済比率関数 (2)信用保証債務残高関数 (3)借入需要関数 (4)貸出供

給関数を、各々一本毎に推計する。そこでのポイントは A.時点を通じて一定の値を採る変数、

具体的には大震災被災地ダミー変数の扱いと、B.内生性の問題、の 2 点である。 

震災ダミーは期間を通じて一定の値をとり、他方それぞれの関数の説明変数の中には、内生

変数となるものがあると考えられる。このように時間を通じて一定の値をとり、かつ個別効果

と相関する可能性がある変数を推計することは、通常のパネル分析の変量効果モデルや固定効

果モデル、階差をとったモデルではできない。その解決方法のひとつに Hausman and Taylor

の推計方法がある。今回の分析では大震災被災地ダミー変数が推計期間を通じて一定であるた

め、Hausman and Taylor の推計モデルを採用する。すなわち、各関数の推計にあたって、 

時点を通じて変動する外生変数：信用保証残高、信用保証利用率、倒産件数比率、地価 

  時点を通じて変動する内生変数：金利または利ざや 貸出残高(2 式) 

  時点を通じて不変な外生変数 ：定数項 震災ダミー 

をあらかじめ指定する。推計の結果、明らかになったことは 

① 東日本大震災は中小企業金融には影響していないこと、 

② 推計期間を通して、金利機能はかなり強く機能していたこと、 

③ 無審査の信用保証の利用率の広がりは、貸出の抑制につながっていること、 

である。 

 無審査の信用保証制度の利用の広がりが資金の供給を抑制していることは、改めて厳格な審

査に基づく信用保証制度への原点への回帰が必要なことを示唆するものである。 
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ドル化経済における企業の資金調達行動： 

カンボジア大規模アンケート調査 

 

奥田英信（一橋大学）・相場大樹（一橋大学） 

 

 

グローバル化の進展とともに、多くの新興市場経済で外国通貨が自国通貨に代わって

利用される「ドル化」が進んでいる。これらの諸国では、企業の資金調達に占める外貨

建資金の比率が上昇しており、企業や金融機関の通貨ミスマッチが拡大することへの懸

念が強まっている。これらの事情を背景として、東欧やラ米諸国では、企業による外貨

建て資金調達の決定要因について、多くの研究が表れている。 

本研究では、カンボジア中央銀行と JICA 研究所が 2014 年から共同実施している大規

模アンケート調査で収集された企業データを用いて、ドル化したカンボジア経済におけ

る企業の外貨建て資金調達行動の決定要因について実証研究を行った。本研究は、カン

ボジアの企業金融活動を大規模ミクロデータを用いて行った初めての計量経済研究で

あり、特にドル化経済における企業金融行動の研究としては先駆的な内容である。 

本研究で主にわかった結果は次の通りである。第 1 に、ドル化したカンボジア経済で

はドルによる収入の割合が大きい企業ほど資金調達手段の中で銀行借り入れを行って

いることが明らかになった。第 2 に、為替リスクの認知度に応じて銀行借り入れの行動

には違いが見られた。特に、収入と支出の通貨の構成に乖離があり為替リスクに関する

経営リスクを抱えているとみられる企業は、自社の事業に為替リスクを抱えていると認

知している企業ほど銀行借り入れを避け、反対に為替リスクに関する認知がない企業で

は積極的に銀行借り入れを行っていることが分かった。 

これらの事実は次のような経済的な含意を持っている。第 1 の事実については、カン

ボジアでは実質的にドル借入しか資金調達手段がない状況となっているため、企業のド

ル建収入の比率が高くないと、現地通貨建ての資金需要があっても、銀行借入受けられ

ず、成長機会を逃している可能性が示唆される。第 2 の事実については、カンボジアで

はドル化に起因する特有のシステマティックリスクが存在することを示唆する結果で

あり、ドル化経済ではドル化していない経済に比べ企業が為替リスクを持ちやすく、為

替リスクに起因する経営リスクの回避を企業に促す政策的な介入の必要性があること

を示唆している。これらの事実は、高い経済成長を続けてはいるものの著しくドル化し

たカンボジア経済にとって、これからの健全な成長を維持するためには何らかの政策対

応が必要なことを意味している。 
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金融市場未発達下のインフォーマル金融の数量分析 

―沖縄模合の機能と資金循環上の位置づけ分析― 

 

㈱日本経済研究所 中村 研二 

 

本報告では、伝統経済から近代経済への転換過程で、金融市場未発達状況下でのインフ

ォーマル金融の果たした役割を数量的に検討する。 

インフォーマル金融については、世界的にも数量データ不足から、事例によるモデル分

析中心で、計量的分析や資金循環に位置付けた分析は少ない。また、沖縄のインフォーマ

ル金融で近年まで盛んに行われていた模合（もあい）については、沖縄に地域資金循環表

等の金融データがあり、模合にかかる豊富なアンケート調査があるにもかかわらず、地域

の資金循環構造の中で数量的に位置づけた分析がなく、本土では頼母子講等のインフォー

マル金融が衰退したにも関わらず、沖縄では銀行等の近代的金融機関発展後も模合が存続

した理由を解明できていない。 

そこで、本稿では、数量データのある 1960～80 年代を中心に沖縄のインフォーマル金融

である模合を題材として、伝統経済から近代経済への転換過程で、インフォーマル金融の

果たした役割を数量的に検討し、近代的金融機関発達後も模合が存続した理由を検討する。 

具体的には、①インフォーマル金融の定義と役割整理、②模合の定義・しくみ、歴史と

インフォーマル金融としての役割整理、③アンケートから見た沖縄模合の機能分析とモデ

ル化、④模合の規模推計、⑤推計した模合規模と経済データの分析、⑥資金循環上の位置

づけ分析を行う。 

①では、インフォーマル金融の開発経済での分析サーベイにより役割を整理し、「近代

的金融機関の機能不全を代替・補完する役割」があることに注目し、今回の模合分析をこ

の観点で分析すること示す。②では、模合の仕組みを示すとともに、歴史サーベイにより、

今回対象とする 1960～1980 年代の模合が、「事業的な模合が、無尽会社から相互銀行とし

てフォーマル化し、近代的金融機関が発達した後、インフォーマル金融として残り続けた

模合」であることを示す（インフォーマル金融の歴史の中での位置づけ）。③では、1960

～1980 年代に行われた近代的金融機関と共存する模合が、実際にどのようなものであった

か、アンケートにより分析・モデル化し、主体による分類（企業模合、個人模合）として

整理する。④では、模合を経済データに位置付けて分析するため、アンケートで得られる

単価、貯蓄統計データより 1960～1988 年までの個人模合、企業模合の規模を推計する。⑤

では、④データをマクロデータと合わせ模合の機能を分析し、⑥では推計した模合を資金

循環表の中に位置づけて分析を行う。 

 
金　融　学　会　会　報 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

49 



州法銀行再建整理の経験は連邦預金保険制度に引き継がれたのか 

―1930年代のネブラスカ州の破綻銀行再建を事例に― 

 

山梨県立大学 黒羽雅子 

 

 1930年代以前アメリカ合衆国 （以下 「米国」） において，支払不能となり休業した銀行を整理する

手法と して採用されてきた伝統的なものは清算であった。国法銀行制度に 「（会社） 更生」ないし 「再

建 （整 理） 」 を意味する ＇reorganization ’という破綻銀行整理手法についての初めての言及が見い

だされるのは，1893年  『通貨監督官年次報告書』で，制度創設より30年を経た時期である。1932年の同

『報告書』 には，国法銀行の破綻後に管財人が配置されたものの，後に支払い能力を回復し営業再開を果

たした銀行の一覧が所載されていて，それによれば，1886年から1932年までの約50年弱の間に，109の国法

銀行が営業再開を果たしている。ただ、米国の国法銀行は上記の期間に2,735行 が破綻しているので，そ

こに示された手法による営業再開の割合は破綻銀行数全体の約4%ということになる。この他の年次の『通

貨監督官年次報告書』には，銀行再建に関する記述が極端に少ないことなどから見ても，国法銀行制度に

おける銀行再建への取り組みは、1930年代以前はそれほど重要な位置を占めていなかったと言えよう。 

国法銀行制度において，銀行再建手法の採用が活発化したのは，1933年3月の銀行休業日宣言以降のこと

である。1933年全国銀行休業日は，経済環境の極端な悪化の中で米国銀行制度が崩壊するという事態への

緊急対応であったから，この時点での休業銀行の営業再開（再建）は，制度立て直しへの中心課題となら

ざるを得なかった。 

米国の銀行整理と倒産法令との関係についての文献の多くは，1934年連邦預金保険公社の成立以降の整理

手法の発展を対象としたものがほとんどで ，連邦預金保険公社成立以前の銀行破綻処理の実際についての

分析は不十分なままである。連邦の預金保険制度を通じた銀行整理・営業再開は連邦においては，全く新

たな経験であった。さまざまな失敗を繰り返しながらも，州法下の銀行再建の多くは，地域コミュニティ

の需要を満たすべく，預金者・債権者および株主の協力のもとで進められ，営業再開と整理とを同時並行

で実施してきた。連邦がこれらの経験を詳細 に研究している ところから見ても，州法制度の経験が連邦

の制度策定に 何らかの寄与をしたであろうことは推測できる。 

本稿では，米国における営業停止(休業)銀行の整理・再開手法の進展と議論を州法預金保険制度を採用

し，様々な再建手法を試みてきたネブラスカ州を事例として考察する。同州には破綻処理関連の公文書の

多くが残存し，閲覧可能な状態にある。これらの文書の分析を通じて，連邦預金保険法の銀行整理手法に

何が引き継がれ，何が引き継がれなかったのか，その原因はなんであったかを明らかにする手がかりを提

示したい。 
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米国教育ローン市場の発展と課題、日本への示唆 

  

野村資本市場研究所 宮本 佐知子 

 

米国の教育ローン市場は、NY連銀統計によれば 2014年末で 1.2兆ドルと、過

去 10年間で 3倍に増加した。2008年の金融危機後に、住宅ローンやクレジット

カードローンなどの家計負債が減少したのに対して、教育ローンのみ増加が続

いたため、現在では教育ローンは住宅ローンに次ぐ大きな家計負債項目となっ

ている。 

本報告ではまず、米国教育ローン市場の現状を確認した後、連邦教育ローン

政策の変遷についての歴史的展開と、オバマ政権下での連邦教育ローン改革に

ついて概観する。次に、民間教育ローン市場について、金融危機後の競争環境

の変化について概観する。次に、このような連邦政府の政策や、金融危機後の

競争環境の変化に加えて、IT技術の進歩がベンチャー企業の台頭を可能にさせ

ていることを踏まえて、市場におけるプレーヤーの変化についても概観する。

また、現在米国で注目されている教育ローン市場の問題点についても論じる。

特に、金融危機後に急変した市場環境下において、教育ローンがサブプライム

ローンと同様の問題を内包するとして、連邦議会で繰り返し取り上げられてき

た論点を整理する。 

米国における教育ローンをめぐる問題は、制度や慣習など日本と異なる点も

多く、市場の発展段階も異なることから、米国での議論をそのまま日本に当て

はめることは適切ではないだろう。しかしながら、高等教育費の値上がりが続

いている点や、国家財政が厳しさを増す中で高等教育への公的補助が限られる

ことを背景に、高等教育費の手当が家計側で大きな課題となっている点は、日

米で共通する。本報告において論じる、米国教育ローン市場の競争環境の変化

や民間金融機関の動向、教育ローンを巡る議論は、日本でも参考になる点が多

いと考えられる。 
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アメリカ大手商業銀行グループの引受業務への進出 

 

松山大学 掛下達郎 

 

本報告では，現在のアメリカ３大商業銀行グループの業務を理解するために，1980年代末か

ら大手銀行グループが各種金融商品の引受業務を段階的に拡大していったことを考察する。引

受業務は，大手銀行グループが証券化業務に進出する際に要となる重要な業務である。現在の

銀行業務を考察する際には，その業務展開を追跡することが必要である。 

 1980年代後半以降，各種金融商品の引受業務は，おもに大手商業銀行グループによって牽引

されてきた。大手銀行グループは，中小銀行とはまったく異なった業務を展開してきた。現在，

大手行は３大銀行グループに集約されている。そこで，本報告では，考察対象を基本的に３大

銀行グループに限定する。 

 商業銀行の引受業務を含む業務展開に関する先行研究には，Litan〔1987〕や Saunders and Walter

〔1993〕等がある。本報告では，これらの先行研究を参考にして，大手商業銀行グループが，

どのように上記のような引受業務に進出したかを考察する。本報告の構成は以下の通りである。

まず第１節で，1988 年から，大手銀行グループが 20 条証券子会社を設立して各種金融商品の引

受業務に進出したことを確認する。次に第２節では，1996 年の銀行の証券業務元年から，大手

銀行グループが各種金融商品の引受業務を拡大したことを実証する。引き続く第３節では，大

手商業銀行グループがいつどのように各種金融商品の引受業務において大手投資銀行のシェア

を追い越すようになったかを考察する。第４節では，サブプライム危機に至る過程で，大手商

業銀行グループがサブプライム MBSs（モーゲイジ担保証券）へどのように関与したかを先行研

究によって確認する。最後に本報告のまとめについて述べる。 

アメリカ大手商業銀行グループは，1980 年代から一連の業務展開を行ってきた。この現象の

一端は，これまでユーロ市場の証券化に対するアメリカ型の証券化として説明されてきた。ア

メリカ型の証券化の１つの特徴は，貸付債権を証券化した ABSs（アセットバック証券）と MBSs 

である。アメリカの金融システムは，伝統的に資本市場中心であった。この場合，大手商業銀

行グループにとって，投資銀行の主戦場である資本市場に進出する形で自らの業務展開を推し

進めることが最も有望な策であった。 

引受業務を含む業務展開は，最終的には証券化を中心とする投資銀行業務であった。資本市

場中心の金融システムをもつアメリカでは，大手商業銀行グループの業務展開といえども，資

本市場に進出することが最も有望な策であった。これが，大手銀行グループの業務展開の特徴

を決定づけた要因である。大手銀行グループにとって，引受業務は金融システムの中心である

資本市場に進出するために必要不可欠な業務展開であったのである。 
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新規参入行の保有国債に関する金利リスク分析： 

デュレーションと損失額の推計 

 

青森公立大学 國方 明
 

 

要旨 

 

わが国新規参入行の保有国債にかかわる金利リスクを分析するために，2 段階からなる分

析を行った．第 1 段階では，公表データに基づいて金利リスクの指標を推計した．金利リ

スクの指標は，デュレーション，修正デュレーションと，修正デュレーションを用いて推

計した損失額の自己資本などに対する比率である．第 2 段階では，金利リスクの各指標を

被説明変数とした回帰分析を行った．分析対象は，2002 年 9 月期～2014 年 9 月期の新規

参入行 8 行にかかわるアンバランスド・パネルデータである． 

主要な分析結果は次の 2 つである．第 1 に，金利リスク指標は近年とりわけ 2011 年と

2012 年に急速に高まり，2013 年以降高い水準にある．この理由として，国債残高の増加と，

残存期間の長く金利リスク指標の大きな銘柄の保有割合上昇の 2 つを挙げられる．そして

少なくとも 2012 年 3 月以降，新規参入行の金利リスクは，既存銀行よりも深刻だったと判

断される．第 2 に，回帰分析の結果，まず決済専業銀行とこれ以外の間で，引き受ける金

利リスクに有意な差は観察されない．次に既存金融機関の関係会社は，これら以外の新規

参入行よりも高い金利リスクを引き受けている．さらに金融派生商品を利用して金利リス

クをヘッジする新規参入行で，他の銀行よりも金利リスク指標が高くなる．金融派生商品

にかかわる推計結果は，新規参入行が金融派生商品と銘柄選択を金利リスク管理のための

代替的手段としている可能性を示唆する． 

 

Keywords：新規参入行，金利リスク，デュレーション 

JEL classification codes：G12, G21, G32 

 

 

 

                                                 
 本稿の執筆過程で，今 喜典先生((公財)21 あおもり産業総合支援センター)と山本 俊先生(ノースアジ

ア大学)から有益なコメントを頂戴した．また，草稿を日本ファイナンス学会第 23 回大会(2015 年 6 月 6

日(土)，於 東京大学)で報告し，討論者の安孫子勇一先生(近畿大学)と，清水克俊先生(名古屋大学)から，

貴重なコメントを頂戴した．記して謝意を表したい．なお，言うまでもなく残された問題は筆者に属する． 
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The effects of ECB monetary policy on bank lending in euro area since the outset 

of global financial crisis 

 

Kobe University  Agata Wierzbowska 

 

 

Abstract 

The world financial crisis as well as European debt crisis has put enormous strain on the 

European banking system. Given the crucial role of banks in euro area in the correct 

transmission of monetary policy and as a source of financing to the private sector, this 

situation became an important challenge for the European Central Bank. In this paper 

we study the effects of monetary policy steps taken by the European Central Bank since 

the outset of financial market strains in 2007. Basing on the VAR methodology, we 

analyse the effects of changes in ECB balance sheet connected to standard monetary 

policy operations as well as non-standard programmes on the bank lending and cost of 

borrowing in euro area. Further, we also carry out similar analysis and compare the 

effects for each euro area country separately. The main results imply that non-standard 

policy measures extend larger positive effects on both bank lending and cost of the 

borrowing in euro area as a whole, supporting ECB’s decision to introduce these policy 

steps in the wake of the crisis and financial strains on the markets. However, if compare 

the results for individual euro area countries, the observed differences are considerable, 

especially when it comes to the amount of bank loans, emphasising the still large 

divergence present across euro area member states and showing important challenge for 

the common monetary policy. 

 

JEL classification: E50, E52 

Key words: unconventional monetary policy, bank lending, monetary union 
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日本銀行による ETF 購入効果の検証 

－消費者態度指数と株価指数の関係から－ 

 

埼玉大学大学院生 佐藤賀一 

 

 2010 年 10 月 28 日、日本銀行は金融緩和を一段と強力に推進するため、資産価格のリスク・

プレミアムの縮小を促すことを目的に、臨時措置として上場投資信託(ETF)および不動産投資信

託(REIT)の購入を（ETF 0。45 兆円・REIT 0。05 兆円：年額）を決定し、同年 12 月 15 日より購

入を開始した。ETF 購入の政策は黒田新総裁が就任すると、購入金額を 2013 年 4 月 4 日に年間

約 1 兆円に、さらに 2014 年 10 月 31 日には 3 兆円に増額した。日本銀行のこの政策は自らが直

接 ETF を購入することで株価の上昇を促し消費を喚起させることを目的としているが、株式市

場の価格形成機能をゆがめるという批判もある。そこで、本論文では消費者の暮らし向きの先

行きマインドをみる消費者態度指数 ( CCI ) と株価指数との関係から、日銀による ETF 購入の

効果を検証した。 

海外の文献では、消費者マインドを表す指数は様々なマクロ関連指標や株価との関連性が高

いことが示唆されている。ベクトル自己回帰 ( VAR ) 分析の結果、わが国において過去 20 年間、

日経平均株価の上昇は消費者のマインドを押し上げ消費者マインドの上昇が家計最終消費支出

を増加させるという消費者マインドを通じた間接的な効果は強いが、株高が直接家計最終消費

支出を増加させる効果は弱いことが示された。このことから日銀が行っている ETF 購入には消

費増加効果の限界も見られ、実際に 2013 年 4 月の異次元緩和時には大幅な株価上昇と共に消費

者マインドも急上昇したが、異次元緩和の翌月以降は日経平均株価の上昇に比べて消費者態度

指数の伸びは悪く、その関係性が低下している。 

最小二乗法による推計では日経平均株価ほど上昇していないジャスダック指数が最も消費者

態度指数の説明力が高い結果となっており、3 兆円に増額した ETF 購入の政策は消費者のマイ

ンドを上昇させる効果があったのかは疑わしいことを示唆している。この理由としては日銀が

購入する ETF は大型株の比重が高いため、個人の保有比率が高くまた消費者態度指数と関連性

の高い小型株や新興株には直接影響を与えていないことが考えられる。本来、小型株や新興株

は大型株に比べてリスクが高い投資対象であるが、それが大型株よりもリターンが低くなって

いる状態では実際にリスク・プレミアムが縮小しているかは疑わしい。本来ならば ETF 購入は

減額、もしくは中止すべきであるが、消費マインドが上昇していな状態で購入を減額、中止す

ることはマインドの一段の低下をもたらしかねないので、仮に今後も ETF 購入の政策を続ける

のであれば日経平均株価、TOPIX、JPX400 などの大型株に偏重した ETF 購入から小型株や新興

株式市場を対象とする ETF の購入も行うことを推奨する。 
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The Quantitative Easing Policy and Business Activities by Industry 

 in Japan:2001-2006 

 

神戸大学大学院生 井尻 裕之 

神戸大学 松林 洋一 

 

Abstract 

This paper empirically investigates the effect of the Japanese quantitative easing policy 

(QEP) on business activities by industry. The time varying parameter VAR (TVP-VAR) 

Model is used to examine the dynamic effect of QEP with monthly frequency. 

Moreover, by using the TVP-VAR model, some remarkable results are obtained as 

compared with the models used in the previous studies. First, the effect of the QEP on 

the exchange rate varies with time and is in the final period of its implementation. 

Conversely, the effect on the stock price is stimulated almost continuously. Second, the 

effect on the real economy varies by industry and over time. Especially in the 

machinery sectors, such as electric and transport machinery, the QEP increases exports 

via exchange rate depreciation.  

 

 

 

Keywords: quantitative easing policy (QEP), time-varying parameter VAR (TVP-VAR), 

exchange rate, stock price, export  

 

 

JEL classification:  E44, E52, E58 
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Effects of Commodity Price Shocks on Inflation: 

A Cross-country Analysis 

 

京都大学 敦賀 貴之 

京都大学大学院生 関根 篤史 

 

 2000 年以降、穀物・鉱物資源などの商品価格が大きく変動し、政策決定者に対する物価安定

の懸念材料となっている。本稿は、120か国のインフレ率のデータを用いて、穀物・鉱物資源等

の商品価格のインフレ率への影響を検証するファクト・ファインディングを目的とした論文で

ある。本稿では、商品価格変動がインフレに対して持続的な効果を持つかどうか

を検証したところ、特に先進国においては、商品価格の上昇はインフレ率を持

続的に押し上げることはなく、インフレ率の上昇は一時的であることが分かっ

た。金融政策の観点で見れば、この結果は商品価格が上昇した場合に、インフ

レ懸念から金融政策の引き締めなどの対応を機動的に行う必要性が必ずしも高

くないことを示唆している。 

 本稿は、2000 年代以降のインフレ率のクロス・カントリーデータを用い、local 

projection をもちいて、商品価格ショックに対する物価のインパルス応答関数を

推計している。本稿では、商品価格ショックは物価に対して長期的な影響を持

つが、インフレに対しては、短期的な影響を及ぼすという特定化を用いている。

この特定化のもとで、インフレに対する影響がどの程度持続するかを計測する

と、ショックから 1 年間は一定の影響があるが、その後のインフレ率への影響

は相当に小さいことがわかった。また、インフレ目標制度の採用、為替レート

のドル・ペッグ、各国の経済発展の度合いといった国別の属性で分類しても、

その結果は頑健である。また、本稿では、インフレ目標制度を採用している国

や為替レートがドルにペッグされていない国では、商品価格ショックのインフ

レへの影響が、かなり弱くなることもわかった。 
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Impact of Exchange Rate Shocks on Japanese Exports: 

Quantitative assessment using a structural VAR model 

 

明星大学 中田勇人 

一橋大学 祝迫得夫 

 

In the policy debate over the Japanese macroeconomic performance, the impact of 

exchange rate fluctuations on Japan’s exports has received considerable attention. 

However, if we take the period from the end of 2008 following the collapse of Lehman 

Brothers as an example, the “price shock” of the yen’s rapid appreciation and the 

“quantity shock” because of the rapid decline in global aggregate demand were equally 

responsible for the significant reduction in exports. We analyze this problem using a 

structural vector autoregression (VAR) model, assuming that there are two exogenous 

shocks, namely, a foreign demand shock and an exchange rate-specific shock. We 

evaluate the relative importance of each shock to Japanese aggregate exports. We 

further expand our VAR system to incorporate and analyze the impact of fluctuations in 

oil prices as additional exogenous shocks. In the second half of the paper, the relative 

importance of foreign demand shocks and exchange rate shocks during historic episodes 

of large exchange rate fluctuations are compared, including the mid-1980s with the 

high-yen recession after the Plaza Accord, the sharp yen appreciation in the mid-1990s, 

and the period of the “trade collapse” after the Lehman Brothers bankruptcy in the late 

2000s. 

 

JEL Classification: F31, F41, Q43 

Keywords: Japanese economy, Exchange rate, Exports, Structural VAR 
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Stock Market and Monetary Policy in a Search Model of Money 

 

  慶應義塾大学院生 田中義孝 

 

 本論文は、企業の借入制約に起因する生産面での摩擦が、もう一つの摩擦、即ち消費者

の流動性制約を導入することによって緩和されることを利用して、フリードマンルールが

最適な金融政策ルールとならないケースを示す。インフレ率が高い状態では消費者が流動

性制約に陥ることになるが、消費者の間で消費財への選好に差が生まれると仮定すると、

株式流通市場における株式の売買を通じて、選好の異なる消費者間での貨幣の授受が生ま

れる。株価は、株式の貨幣との交換価値を反映して上昇し、これによって株式を発行する

企業の設備投資の原資が増加する。そのため、企業が借入制約に陥っている場合、その制

約自体に変化はなくとも、設備投資による生産能力の拡充によって、企業の生産が増加す

る余地が生まれる。さらに、財への需要が高い消費者が、インフレによって不足した分だ

けの貨幣を株式市場で十分に調達できる場合においては、フリードマンルールからの乖離

が、企業の生産能力の拡大と株式流通市場においてそれに見合うだけの貨幣の調達を通じ

て、フリードマンルールの場合と比べ消費者がより多くの財を購入することが可能になる。 
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Effects of Main Bank Switch on Small Business Bankruptcy 

 

名古屋大学大学院生 大鐘雄太 

 

 This paper examines the effects of main bank switch within five years of the 

first settlement term on the probability of firm bankruptcy. We use a unique firm-level 

panel data set of more than 3,000 unlisted small and medium-sized enterprises (SMEs) 

in Japan. We find the following four points. First, switching of main banks reduces the 

probability of SME bankruptcy. Second, the switching reduces the probability of 

bankruptcy even if the switch is a transfer or new transaction. Third, the effects of 

switching on reducing the probability of bankruptcy differ depending on the strength of 

the firm–bank relationship. Finally, the reduction of the SME bankruptcy probability is 

observed only when young firms are targeted. 

 

JEL classification: G21; G33; M13; M21 

Keywords: Main bank switch; Bankruptcy; Small and medium-sized enterprises;

 Firm–bank relationship 
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無担保貸出の導入が企業の資金調達とパフォーマンスに与える効果の検証 

 

一橋大学・経済産業研究所 植杉威一郎 

神戸大学 内田浩史 

一橋大学大学院生 岩木宏道 

 

本稿では、中小企業金融公庫（2008 年 10 月以降は日本政策金融公庫中小企業

事業本部）によって 2008 年 8 月に本格的に導入された無担保貸出が、企業の資

金調達とパフォーマンスに及ぼす影響を検証する。無担保貸出の導入は、有担

保貸出のみを原則認めていた公庫が、リレーションシップバンキングの推進を

目的として講じた大きな制度変更であり、実務的にもその効果の程度が注目さ

れる。同時にこれは、有担保と無担保の 2 つの貸出を提供することによって、

メカニズムデザインによるスクリーニングが実際に生じるかを検証する分析と

しても捉えることができ、学術的にも重要な研究対象である。 

 分析結果は以下の通りである。第 1 に無担保貸出を利用する企業では、有担

保貸出利用企業に比して、有形固定資産の保有比率が低いだけでなく、信用リ

スクが高く公庫との取引関係がない場合が多い。公庫は無担保貸出の導入によ

り、担保資産を十分に持っていない新たな企業群に対する資金供給を行ってい

る。第 2 に、事前の属性をコントロールした上でも、無担保貸出を利用する企

業では、有担保貸出利用企業に比して、事後的にパフォーマンスが悪化する傾

向にある。特に、公庫と新規に取引して非対称情報の程度が著しい企業ほど、

無担保貸出による事後的なパフォーマンス悪化の程度が大きい。これらの事象

は、リスクの高い企業がデフォルト時の損失を小さくするために無担保貸出を

選択しているという仮説や、無担保貸出を選ぶ企業では担保権行使の可能性を

通じた借り手への規律付けが機能しにくくなっているという仮説と整合的であ

る。 
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地方創生における地域金融機関の役割 

 

広島大学 村上真理 

 

地方創生が現在のわが国において最重要課題の１つであることは言を俟たない。平成

26 年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略」には多数の具体策が盛り込まれ、実現に

向けた政府の期待の大きさを物語っている。中でも注目されるのが、地方における企業

の経営改善や産業活性化のためには、金融機能が適切に発揮され企業や産業を有効に支

援することが重要であると強調されている点である。「まち・ひと・しごと創生本部」

に地方の企業活動を金融面から支援するチームが設けられる等の措置はこれを受けて

のもので、ここからも地域金融機関や地域企業支援のための金融スキームに対する期待

の高さがうかがえる。 

その一方、すべての地域金融機関を、同じ金融機能を持つ組織として包括的に取り扱

うことには留意が必要である。ひと口に地域金融機関と言っても、そこには株式会社で

ある地銀・第二地銀と、協同組織である信金・信組・ＪＡ等が混在している。そのよう

な組織特性に加え、規模の大小や足元の経営状況、さらには地域性を含めて考えれば、

それらを同列において議論することに難しい面があるのは否めないであろう。 

むろん、地方創生に対する地域金融機関としての責任に何ら変わるところはない。し

かし、例えば信組やＪＡの小規模支店しかない過疎地域での生活インフラ確保を主とし

た対応と、そうでない地域における地銀・第二地銀による企業支援とでは、自ずから目

的性や方法論が大きく異なる。地方創生における金融機関対応を考える上で、検討軸の

片側に「発揮されるべき金融機能」があるとすれば、もう片側には「組織特性を踏まえ

た個別化」が必要であると思われる。 

そこで本稿では、地方創生における地域金融機関への期待を概観し、相互扶助に代表

される協同組織金融機関の役割を中心に考察した。その結果、①地方創生への取り組み

は成果が実感されるまでに相当の時間を要することから、地域金融機関の対応も長期の

時間軸を前提とする必要があること、②人口動態の芳しくない地域においては、相当の

年数を経ても成果の伴わない事態が考えられるため、共助社会づくりで標榜される住民

主体の対応との連携も検討すること、③信金・信組・ＪＡなどの協同組織金融機関は相

互扶助の理念と自らの組織特性を踏まえ、積極的に独自性を打ち出すべきこと、との知

見を得た。 
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シンガポール金融市場の機能と役割に関する一考察 

ー資産運用業の視点からー 

 

大和証券投資信託委託株式会社 取越達哉 

 

シンガポール資産運用業に携わるプレーヤーについて、資産運用会社と運用業務従事者とい

う観点から分析すると、シンガポール資産運用会社については、①上位 20 社の資産運用残高の

シェアが概ね 40%と寡占化していること、②それらの大部分は、欧米系の資産運用業の現地拠

点と推察されること、③ヘッジファンドなどオルタナティブ運用会社が、一定のプレゼンスを

有すること、運用業務従事者については、①ポートフォリオ・マネージャー、インベストメン

ト・アナリストのプレゼンスが大きいこと、②2000 年代半ばから増加が顕著となっていること、

が明らかとなった。 

次に、同国の対外証券投資を分析する上でとりわけ重要な資金調達と運用について、プレゼ

ンスの大きいクロスボーダー取引に焦点を当てるとともに、香港との比較を念頭に置きながら

分析すると、資金調達では、①欧米、アジア太平洋諸国など、国外のシェアが高いこと、運用

では、①国外向け、特にアジア太平洋向けのシェアが高いこと、②香港のアジア太平洋向け証

券投資が中国本土に強く偏りを持つのに対し、シンガポールは強い偏りを持たないこと、が明

らかとなった。 

なお、こうした資金の調達、運用面の特徴は、シンガポールの資産運用業が、ある種の金融

仲介を行っていることを示唆している。すなわち、資金運用主体から資金調達主体への資金の

移転を仲介し、資金の流れがスムーズに行われるようにする、という役割である。単純化して

いえば、シンガポール資産運用業の場合、資金運用主体は、欧米、アジア太平洋諸国など、資

金調達主体はアジア太平洋、ということになる。金融仲介の持つ機能については、論者によっ

て様々な見解があるものの、概ね共通するのは、①審査機能及び監視機能から成る情報生産機

能、②資金の運用・調達主体のニーズに見合った金融商品を供給する機能である資産変換機能、

である。シンガポールの資産運用業が固有の金融仲介機能を有するとすれば、とりわけ①に関

わる部分であると考えられる。すなわち、アジア全域の国や企業についての情報の収集・分析

に関して、専門家の利益（情報収集のための経験や能力の蓄積の効果）、アジア全域を対象と

する運用資産の拡大による規模の利益を有しているため、資金単位当たりの費用が節約され、

資金運用主体と資金調達主体の双方に、メリットがもたらされている可能性がある。 

シンガポールの資産運用業は、そうした固有の情報生産機能を有しながら、世界からアジア

太平洋への金融仲介を、主に証券投資を通じて行うことで、結果として、香港の資産運用業と

並んで、アジア太平洋の証券市場統合の核となっていると考えられる。 
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Financial liberalization and corporate debt structure in South East Asia 

 

 

 

京都大学 甲斐久子 

 

 

 

Financial liberalization is considered as a useful tool to solve the shortage of long term 

finance in developing countries. While some theoretical literatures argue that financial liberalization 

magnifies debt maturity, other theoretical literatures point out firms are more likely to conduct short 

term debts under financial liberalization. As such, there exist conflicting theoretical studies 

concerning the impact of financial liberalization on corporate debt maturity, and there have been 

only a few empirical studies. A conclusive agreement has not been reached yet, and more empirical 

analysis needs to be done. This paper provides a detailed empirical analysis concerning the effect of 

financial liberalization on corporate finance using financial data for publicly traded corporations 

from 1990 to 2010 in 4 countries including Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand. This 

paper mainly analyzes how financial liberalization affects debt maturity structure and leverage, and 

also studies how these impact transfers before and after financial crisis. This paper finds that 

financial liberalization aggrandizes debt maturity, and also finds that firms are more able to conduct 

long term debts under financial liberalization of the post-financial crisis period, compared to one of 

the pre-financial crisis period. Furthermore, the empirical results show that firms raise leverage in 

the process of financial liberalization. The results also indicate that firms can conduct debts more 

easily under financial liberalization process of the post-financial crisis period, compared to the one 

of the pre-financial crisis period.  
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Evolving informal remittance methods of  

Myanmar migrant workers in Thailand 

日本貿易振興機構アジア経済研究所 

久保公二 

 

We shed light on diverse informal remittance methods of Myanmar migrant 

workers in Thailand. Due to mistrust in banks in Myanmar from the past, the bulk of 

migrant workers do not approach formal money transfer operators. As for informal 

money transfer operators, sending remittances to rural Myanmar can be costly when 

informal operators with outlets in payment points monopolise the segmented local 

remittance markets. In contrast to this perception, our survey of the migrant workers 

reveals that informal operators come to use banks to serve remitters and recipients; the 

use of banks by informal money transfer operators expands their geographical service 

areas, potentially stimulating competition among them. 

Based on the questionnaire survey, we examine the determinants in migrant 

workers’ choice of informal remittance operators. The empirical results from probit 

regressions indicate that the accessibility of payment points in Myanmar is an 

important determinant; migrants sending remittances to town, where bank branches 

are more likely to be available, can choose potentially more efficient operators who 

employ bank branches as payment points. On the assumption that informal operators’ 

uses of bank branches stimulate competition among them, we argue that expanding 

branch network of Myanmar banks adds to efficiency of the informal remittance 

market. 
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中小企業金融における生命保険解約の役割 

 

明治大学 浅井義裕 

  

中小企業は、株式の発行、社債の発行が難しいなど、上場企業に比べて手段

が限られるため、資金調達が難しいと指摘されることが多い。そこで、中小企

業の金融は、「中小企業金融」として、上場企業・大企業の企業金融、コーポ

レートファイナンスとは、異なった観点から議論が行われることがある。 

たとえば、中小企業にとっては、銀行が主な資金調達先であり、企業金融に

おける銀行の役割が特に重要であると強調される。中小企業と銀行の関係に注

目したリレーションシップバンキングについては、数多くの研究が行われてお

り、銀行と企業の関係が密接であると、企業は資金をスムーズに調達すること

ができると指摘される。 

また、近年の企業金融分野の研究の文脈では、「企業はなぜ現金を保有する

のか？」というテーマも注目を集めている。中小企業でも、現金を多く保有を

している企業は、差し迫った資金調達の問題に直面することが少ないかもしれ

ない。 

 先行する多くの研究は、中小企業金融における銀行や現金保有の役割に注

目していて、多くのことが明らかになりつつある。しかしながら、中小企業は、

1 年間に 300 万円程度の生命保険料（中央値）、250 万円程度（中央値）の損害

保険料を支払っているにも関わらず、中小企業金融における保険の役割に注目

した研究はほとんど存在していない。 

そこで、本研究では、中小企業金融において、生命保険がどのような役割を

担っているのか、その一部を明らかにしようと試みる。特に、中小企業におい

て、赤字を理由にして生命保険を解約する企業にはどのような特徴があるのか、

その他の理由で生命保険を解約する企業にはどのような特徴があるのかを実証

的に明らかにしようと試みる。 

本研究で得られた主な結果を簡単に紹介しておこう。第 1 に、銀行との関係

が強固ではないため中小企業ほど、生命保険を解約する傾向があることが明ら

かになった。第 2 に、利益の変動が大きい中小企業が、生命保険を解約する傾

向があることが分かった。第 3 に、赤字が理由で生命保険を解約する中小企業

は、現金保有比率が低いことも確認できた。 
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Bank Equity Ownership and Corporate Hedging: Evidence from Japan 

 

ポートランド州立大学 ピーマン リンパワヨム 

 ポートランド州立大学 ダニエル ロジャース 

東京経済大学 柳瀬 典由 

 

銀行の株式保有は、企業の財務的意思決定に影響を及ぼすことが知られている。

本研究の目的は、メインバンクによる株式保有と企業のリスクヘッジ行動との

関係について、日本の上場企業のデータを用いて検証することにある。2010 年

3 月期以降、有価証券報告書において、ヘッジ会計適用済のデリバティブ取引に

ついても、その期末契約残高および想定元本額が開示されるようになった。本

研究ではこの新しく開示されたデータを用いた分析を行っている。実証分析の

結果、銀行による株式保有比率が高い企業において、通貨および金利デリバテ

ィブの利用の程度が高いことが分かった。さらに、銀行による株式保有の程度

が高い企業のトービンの Q は相対的に低いものの、デリバティブ利用企業にお

いては、両者の間に正の相関が確認された。これらの結果は、メインバンクが

取引先の企業のリスクヘッジ行動に対して、リスク回避的なモニタリング主体

として機能している可能性を示唆するものである。 

 
金　融　学　会　会　報 

 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

67 



FinTech 産業を巡る日本の法的課題 

早稲田大学教授 久保田隆 

 

はじめに 

 先行する英米に続き、日本でも IT 分野における金融の新規事業（startup）を指す FinTech（Finance

と Technology をかけた造語）が注目され、様々なビジネスが続々と立ち上がっている。FinTech の健

全な発展に向けた法整備は如何にあるべきか。まず破壊者と法のせめぎ合いについて隣接分野の実例

（UBER, Airbnb）と FinTech の実例（SPIKE, Bitcoin）を紹介した後、FinTech 産業を巡る日本政府（金

融庁、経済産業省、総務省）の対応を紹介し、法的課題を指摘したい。以下は法的課題の一例である。 

 

１．金融業の IT 事業への参入 

 金融庁は現在、金融グループの IT 戦略の観点から、Virtual Mall の運営が解釈上認められている米

国のように金融 IT 業への出資・買収を可能にし、電子商取引企業（例：Amazon）が行う決済サービ

スへの出資等を可能にすることを検討している。銀行業は、①証券業など金融他業との垣根と②不動

産業など商業との垣根を前提に制度構築されたが、収益機会を求めて金融他業への進出が認められた

が、長らく商業への進出は閉ざされていた。欧州は銀行と商業は相互に参入可能だが、米国は相互に

参入不可能で、日本は 2000 年以降「インターネット専業銀行」（例：ソニー銀行、楽天銀行）の形

で商業から銀行への参入が容易化されたが、銀行から不動産業への参入が不動産業者の反対で認めら

れなかった。今回、銀行子会社の業務範囲を限定列挙する方式（銀行法 16 条の 2(1)）を改めて銀行

から IT 事業への参入が認められれば、従来の銀行業の位置づけを巡る議論を再検討する必要が出て

くる2。 

２．電子決済関係法制の課題 

FinTech と関係の深い現行法は４つある。第一に、犯罪収益移転防止法(マネーロンダリング規制）

で FATF 勧告に従って法整備を進めてきたが、パレルモ条約（国連国際組織犯罪防止条約）の批准な

ど未達課題も多く、今後も継続的に法改正が必要である。第二に、出資法（預かり金規制）、第三に、

銀行法（為替業務規制）である。第四は資金決済法で、銀行法の為替業務規制を緩和し、届出・登録

し資金保全義務・表示義務・払戻義務を満たせば小口の電子決済ビジネスを営業可能となる。2015

年に法の見直しが予定されており、実務からは 1 回当たり送金限度額（現行 100 万円相当額以下）の

引上げ等が要望されている。 

以 上 

                                                 
2 詳しくは、Takashi Kubota, Chapter III: IT Development and the Separation of 

Banking and Commerce: Comparative Perspective of the U.S. and Japan, Takashi 

Kubota Ed., Cyberlaw for Global E-Business, Information Science Reference, 2008 参照。 
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製糸金融における動産・債権担保融資（いわゆる ABL）の役割 

The Role of so-called Asset Based Lending (ABL) in Japanese Silk Reeling Finance 

 

学習院女子大学 金城亜紀 

 

戦前の日本で重要な輸出産業であった製糸業並びにそれを支えた製糸金融に

関しては多くの研究があるものの、もっぱら産業史・産業金融史の一環として

歴史的事実の考察に重きが置かれ、金融技術としての見方は限定的であった。

本報告の目的は、先行研究の成果を踏まえつつ、製糸金融を日本独自の金融イ

ノベーションの試みとして咀嚼し直すことにある。そして、製糸金融が借手と

貸手間の情報の非対称性が顕著な中小企業に対する信用供与を可能にする金融

のあり方を占うものとして重要な示唆を与えることを主張する。 

分析の視座となるのが、在庫などの動産や売掛債権などの債権を担保とする

融資手法（「動産・債権担保融資」いわゆる Asset Based Lending、ABL）である。

当該融資手法は、担保が不動産に過度に偏重していることへの反省として、バ

ブル崩壊後に一般的な融資形態として定着している米国を見本として政府主導

で日本に紹介された。そのため、日本の金融敢行とは異質の外来種として認識

されていることが多い。 

本報告では、そのような認識は正確ではなく、実は戦前の製糸業界において、

繭などの動産や荷為替手形などの債権が担保とする融資手法が一般的かつ重要

な金融の柱であったことを示す。さらに、土地が担保として支配的な地位を占

める以前の金融手法のあり方を通して、現在の金融が直面する課題に対してど

のような示唆を与えるかを下記の論点を中心に演繹的に考察する。 

第一に、零細な中小企業が多く情報開示が不十分な製糸家に対し、動産や債

権を担保として活用することにより輸出商社、売込問屋、地方銀行、都市銀行

ひいては日本銀行が有機的なネットワークを形成し、単独では負担することが

できないリスクを巧みに分担したスキームを形成していたことを明らかにする。 

第二に、当時の製糸金融の手法を具体的に考察することを通して、動産・債

権担保融資に関する一定の方法論を確立することを試みる。具体的には、担保

となった資産の管理方法と現在のいわゆる ABL を対比するとともに、担保の意

義が換価価値による債権の保全に加え、担保を媒介とした政務者や市場の情報

収集のための手段であった可能性が高いことを主張する。 
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第三に、これらの考察の延長線上にある、現代の商業ファイナンスにとり有

益な金融手法が何かを考察する。中小企業融資における情報の非対称性を緩和

する手段として動産や債権を担保として活用できる可能性、そのような「情報

担保」を実現する法的枠組みについて検討する。 
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人口減少化におけるインフラ整備 整備主体論とリスク分担論を中心として 

 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 赤羽 貴 

内閣府民間資金等活用事業U推進委員会（PFI推進委員会）専門委員 

 

 人口減少という状況下において社会インフラを維持していく上においては、単なる整

備・拡張のみではなく、公平性、効率性、持続可能性といった観点から分析することが

必要となる。またその整備主体やリスク事象の対応方法についても検討していく必要が

ある。              

 

１．インフラ整備の法主体論 

 従来我国ではインフラは主としてパブリックセクタ―が担当して提供してきた。その

前提で公物管理権や公権力の行使といった行政法的な枠組みが用意されてきたのであ

る、歴史的背景を遡りまた海外の例をみると、インフラ事業主体の決定はむしろ立法論

の問題であり、原則としてパブリックセクタ―のみしか提供できないというような原理

は存在しないと思われる。  

現時点の法制度においても、地方自治法における公の施設の指定管理者制度において、

条例の規定により民間企業が公物管理権の行使を代行することを認めており、また競争

の導入による公共サービスの改革に関する法律（市場化テスト法）でも、典型的な公権

力の行使である行政処分に該当する分野についても、法の特例を手続的に取り込むこと

により、民間企業が担い手となることが認められている。 

さらに近年においてPFI法の改正によりコンセッション事業が可能になり、利用料金

収入を伴う経済的インフラ（空港、上下水道、有料道路等）では、一定のパブリックセ

クタ―の関与の下に民間事業者がサービスを行うことが日本でも可能となった（Publi

c Private Partnership（PPP）の一形態）。 

 

2．インフラ事業のリスク分担論 

 上記のとおりインフラの主体が官民双方ありうる場合に、インフラ事業におけるリス

クやベネフィットの振り分けが問題となってくる。公営であれ民営であれ、ある事業を

継続するための費用と収入が一定のバランスで保てることが、事業継続のための必要な

条件となる。 
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 このリスクを分担の基本的考え方は「あるリスクを最も合理的に対処できる者が当該

リスクを負担する。」ということであり、その分担とは、当該リスクに対処する方法の

決定権があり、かつその結果としてリスクが発生した場合の対処に要する費用の増加や

収入の減少といった経済的影響を直接負担する、ということを指す。リスクの分担は、

法律で規定されている場合もあるが、法律は一般的なルールであるため、個別の事情に

対応はしておらず、また、対処を規定するリスクの種類も多くはない。そのため、リス

クの分担を行うためには、当事者間の契約の規定によって詳細に定めることが重要にな

る。また各論としては、典型的には不可抗力リスクやマーケットリスクをPPPにおいて

どのように分担するかが重要となってくる（なお、従来のインフラ事業における単純な

民間への業務委託においてはリスクは官が負担する場合がほとんどであった）。 

 

更にインフラにおいては民間が事業主体となる場合において、その事業専用のSPVを

組成し、SPVがEquityやメザニンファイナンス、シニアデットを調達して事業を行うこ

とが想定されている。ここにおいて資金提供者がどのようなリスク分担を担うのかも今

後のPPPの発展において重要な論点となる。コンセッション事業においては、近年リス

クマネーの供給主体としてのPFI推進機構が設立されその果たすべき役割も注目されて

いる。インフラ事業やその契約において様々な資金提供者のあるべき機能についても検

討が必要である。 
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