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貸出量低迷の原因について（１）
－貸し渋り説の検証一

李好根

はじめに

貸出量（全国銀行）は，８０年代後半に２桁の伸びを示したが，景気が後

退に転じた91年以降は当局の大幅な金融緩和政策にもかかわらずその伸び

が著しく鈍化した．景気は93年10月を底に回復に転じたが，貸出量の伸び

の増勢はみられず，９４年以降の３年間の伸び率はそれぞれ0.1％，1.3％,０．４

％にとどまり，貸出が伸び悩むという状況が続いている．

こうした貸出量の低迷については，２通りの説明が可能である．１つは，

実体経済の低迷に伴う借入需要の減退が貸出低迷の原因とみる考え方である．

もう１つは，貸出量低迷の原因を金融機関の「貸し渋り」に求める考え方

である．すなわち，銀行の抱える不良債権が銀行の「貸し渋り」を招き，そ

れが景気回復を遅らせているとの主張である．

現在のところ，前者については異論がほとんどないが，後者については賛

否が大きく分かれている．「貸し渋り」を主張する論者はその根拠として，

利鞘の拡大，貸出判断態度DJ・の横ばいまたは小幅の改善，等の統計データ

を提示する．一方，「貸し渋り」を否定する論者はその理論的な根拠として

貸出約定平均金利の下落を挙げる．「貸し渋り」をめぐる意見の対立は現在

においても依然として続いており，それが解消される気配は全くみられない．

そこで本稿ではまず，「貸し渋り」をめぐるこれまでの議論を検討したう

えで，その問題点を明らかにする．これまでの議論においてもっとも大きな

問題点は「貸し渋り」の状況を的確に表す指標について合意点が得られてい

ないことである．利鞘，貸出判断態度,.L，貸出約定平均金利等は「貸し渋
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り」によって影響を受けるものの，「貸し渋り」の状況を的確に表す指標と

はいえない．理論的な観点から「貸し渋り」の状況を的確に表す指標を確立

するのは今日の金融論における重要な課題の１つである．

ところで，利鞘，貸出判断態度、L，貸出約定平均金利等が「貸し渋り」

の状況を的確に表す指標でない理由の１つは，これらが借り手の信用リスク

と金融機関の貸出態度の両方から同時に影響を受ける点にある．すなわち，

利鞘，貸出判断態度,.L，貸出約定平均金利等はその変動の原因が特定でき

ない．これらの変動については借り手の信用リスクの変動によるものと解釈

することもできるし，または金融機関の貸出態度の変化によるものと解釈す

ることもできる．「貸し渋り」をめぐる論争が長引いている理由はこの点に

ある．

こうした観点から本稿では，貸出市場における「プライム制度」に着目し，

｢貸し渋り」の状況を的確に表す新たな指標を提案する．周知のように，貸

出約定金利はプライムレートにプレミアムを上乗せする形で設定されるが，

その大きざは収益率の不確実性つまりリスクに対する銀行態度によって異な

る．例えば，銀行がリスクに対して中立的である場合には，プレミアムは借

り手の信用リスクによる期待収益率の低下を補填するもの（以下ではこれを

貸し倒れプレミアムと呼ぶ）と解釈できる．しかし，銀行がリスク回避者と

して行動する場合には，プレミアムには貸し倒れプレミアム以外にリスクに

対する補償（以下ではこれをリスクプレミアムと呼ぶ）が含まれる．

本稿では，銀行がリスクに対して,慎重になり，その結果リスクプレミアム

が要求される状況を「貸し渋り」として解釈する．そして，「貸し渋り」が

生じているか否かは計測したリスクプレミアムの大きさをもって判断する．

本稿の分析結果によると，プレミアムは借り手の信用リスクを反映した貸し

倒れプレミアムに等しいか，それを下回っており，リスクプレミアムの上乗

せはみられない．

したがって，本稿は今回の貸出量の低迷の原因として「貸し渋り」を指摘
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する意見には批判的である．そして本稿では，今回の貸出量低迷の原因とし

て，借り手の信用リスクの悪化による貸し倒れプレミアムの上昇とプライム

レートの下げ渋りを挙げる．また本稿では，プライムレートの下げ渋りが平

均的資金調達コストをベースとするプライムレートの設定方式と審査体制の

強化に伴う経費率の上昇によるものであることも明らかにする．本稿の構成

は次のとおりである．

第１章では，貸出量低迷の原因をめぐるこれまでの議論を整理し，それ

ぞれの議論の問題点を指摘する．第１節では資金需要減少説を中心として，

第２節では貸し渋り説を中心として考察する．

第２章では，不良債権の貸出への効果とそのメカニズムについての既存

の議論を検討する．ここでは，不良債権は自己資本の段損をもたらし，それ

がリスク許容力と自己資本比率の低下を通じて貸出に影響を及ぼす，という

考え方について検討する．

第３章では，標準的銀行行動モデルに代わる新たな銀行行動モデルを構

築する．第１節では借り手の信用リスクとプレミアムの関係について論じ

る．ここでは，プレミアムを貸し倒れプレミアムとリスクプレミアに分け，

それぞれが借り手の信用リスクに応じて決まることを論じる．第２節では，

新たな貸出供給曲線と需要曲線を用いて貸出約定金利の決定メカニズムにつ

いて分析する．第３節では，新たな銀行行動モデルを使って資金需要減少，

資金調達コストの低下，借り手の信用リスクの増加，貸し渋りの効果につい

て比較静学分析を行う．

第４章では，貸出量低迷の原因が貸し倒れプレミアムの増加とプライム

レートの下げ渋りにあることを論ずる．第１節では，プライムレートに上

乗せするプレミアムを貸し倒れプレミアムとリスクプレミアムの２つの構

成要素に分け，それぞれを計測する．ここでは，①今回の不況期においては

バブル期と比べてプレミアムが上昇しているが，それは貸し倒れプレミアム

の上昇によるものであること，②また，1990年代の貸し倒れプレミアムは
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借り手の信用リスクに見合った適正水準を下回っていること，などを論ずる．

第２節では，平均資金調達コストをベースにするプライムレートの設定方

式と経費率の上昇がプライムレートの下げ渋りをもたらしたことを指摘する．

第３節では，「貸し渋り」の指標としての「利ざや」の問題点を指摘する．

第５章では，今後の貸出金利の動きについて展望する．ここでは，銀行

の平均資金調達コストが市場金利と同水準で連動するようになったため，ベー

スとする資金調達コストの違いからくるプライムレートの下げ渋りは解消す

ること，②貸出対象の中小企業へのシフトは審査コストの増加を通じて経費

率を上昇させること，③審査機能が活性化し，借り手の信用リスクが的確に

反映されると，貸し倒れプレミアムはさらに上昇することを述べる．

第１章貸出量低迷の原因をめぐる従来の議論

第１節資金需要減少説

１．資金需要減少説の根拠：貸出金利の下落

貸出量の低下については，２通りの説明が可能である(1)．１つは，実体経

済の低迷に伴う借入需要の減退が貸出量低下の原因とみる考え方である．も

う１つの考え方は，貸出量低下の原因を貸出供給の抑制に求めるものであ

る．以下では前者の考え方について考察する(2)．

貸出量低下の原因が銀行の貸出態度の慎重化でなく資金需要減少にあると

いう考え方の根拠は貸出金利の下落である．図１‐１は標準的銀行行動モデ

ルによる貸出市場の分析を図示したものである．Ｌｄは企業の貸出需要曲線を，

L3は銀行の貸出供給曲線を表す．一般に企業の資金需要は貸出金利と負の関

係を，投資の収益率と正の関係を有すると考えられる．企業の資金需要と貸

出金利との負の関係は右下がりの貸出需要曲線の傾きに表れている．また，

企業の資金需要と収益率の関係は貸出需要曲線のシフトとして表れる．すな

わち，収益率の上昇（下落）は貸出需要曲線を上方（下方）にシフトさせる．
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図１‐１貸出量低下の原因

(a）資金需要減少説（b）貸し渋り説
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一方，銀行の貸出供給曲線L・は，限界収益と限界費用が等しいという利潤

最大化条件から導出する．限界収益は貸出金利にほかならず，限界費用は資

金調達コストと限界経費からなる.このとき,限界経費は逓増的であると前

提されている．利潤最大化条件の下では，貸出金利の上昇は貸出供給量の拡

大をもたらすことになり，これを反映して貸出供給曲線は右上がりに描かれ

る．また，貸出の限界費用に影響を与えるような与件が変化すれば貸出供給

曲線全体がシフトする．例えば，資金調達コストの下落は貸出供給曲線を下

方に，審査体制の強化による審査コストの増加は貸出供給曲線を上方にシフ

トさせる．

ここで，資金需要減少と「貸し渋り」が貸出量と貸出金利に及ぼす効果に

ついて考察しよう．収益率の低下により資金需要が減少すれば，貸出需要曲

線は左方にシフトし，その結果貸出量の低下と共に貸出金利の下落が生じる

(図，－１(a)：ａ→b)．一方，「貸し渋り」とは，銀行が同じ貸出金利で以前に

比べより少なくしか融資しない（または同じ貸出量に対して以前に比べより

高い貸出金利を要求する）ことを意味する(3)．したがって，「貸し渋り」が

生じると，貸出供給曲線は上方にシフトする．これは貸出量の低下と貸出金
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利の上昇をもたらす（図１‐１(b)：ａ→c)．

このように，資金需要減少と「貸し渋り」はいずれも貸出量の低下をもた

らすが，貸出金利に及ぼす効果は正反対である．したがって，この２つの

要因のうちいずれが貸出量低下の原因であるかは貸出金利の動きをみること

によって判別できる．貸出需要曲線の左方シフトが原因であれば，貸出金利

と貸出量の変化は正の相関をもつのに対し，貸出供給曲線の上方シフトが原

因であれば，両者は負の相関をもつ．

図１‐２貸出増加率（前年同期比）と貸出金利の推移
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資料：日本銀行「経済統計年報』

図１－２からわかるように，９１年２月以降の景気後退期において，貸出

増加率と貸出金利は両者とも単調に低下している．これは，貸出量低下の原

因が「貸し渋り」（貸出供給曲線の上方シフト）でなく，資金需要減少（貸

出需要曲線の下方シフト）にあることを示す．

２資金需要減少説に対する批判

現在，資金需要減少が貸出量低下の主因である，という意見に異議はほと
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んどないように思われる．ただし，資金需要減少が貸出量低下の主因ではあ

るものの，「貸し渋り」の貸出量低下に及ぼす影響も決して無視できないと

いう声も少なくない．すなわち，貸出金利下落を根拠として「貸し渋り」を

否定する考え方には数多くの批判がある．これらは次のように２つに大別

することができる．

第１は，貸出金利の下落は貸し渋りを否定する十分条件にはならない，

という批判である．例えば，資金需要減少によるＬｄの下方シフトが余りに大

きいために，「貸し渋り」によりＬｓが上方シフトしているにもかかわらず，

貸出金利が低下している，と考えることができる．図１‐３はこうした例を

示している(4)．

図１‐３資金需要減少と「貸し渋り」の共存
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平成不況下で，企業の資金需要減少により貸出需要曲線が下方にシフトし

たのは確かである（Ld→Ld)．このとき，仮に日本銀行が市場金利を一定に

保つような金融政策を運営していれば，貸出の減少と貸出金利の低下が生ず

る（図ｌ‐３：ａ→b)．しかし日本銀行は実際には，平成不況下で市場金利を

低めに誘導していた．市場金利の低下は，銀行の資金調達コストの低下を意

味する．これによって貸出供給曲線は下方にシフトし（L`→Ls)，貸出金利
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}よ更に低下し貸出は回復する（図１‐３：ｂ→c)．以上のメカニズムは今回も，

従来の景気後退期と同様に働いている．しかし今回は，これに銀行の貸出の

慎重化の効果が重なり，貸出供給曲線が上方にシフトした．そのため市場金

利の下落の効果が一部相殺され，貸出の減少が生じた（図１‐３：ｃ→d)．こ

のとき，（Lc-Ld)は「貸し渋り」による貸出の低下分である．

これからわかるように，現実の貸出金利と貸出量がどう変化するかは，資

金需要減少と「貸し渋り」の相対的な大きさに依存する．今回採用されてき

た金融政策を前提にすると，銀行の貸出の伸びは，①過去にない企業の資金

需要減少，②過去にない銀行の貸出態度の慎重化，という２つの要因が重なっ

て著しく鈍化したと考えられる．①の方が②よりも大きいかもしれないが，

②も決して無視できる大きさではない．

第２は，不完全情報，リスクなどを考慮した銀行行動モデルを用いれば，

｢貸し渋り」と貸出金利の下落の共存は整合的に説明できる，という批判で

ある．この類の批判は「貸し渋り」の分析道具としての標準的銀行行動モデ

ルの有効性を疑問視する．例えば，宮川［1993.5］は次のように指摘する．

｢貸し渋り」が存在しないとの議論は，金融機関が企業の投資情報をほぼ正

確に把握できることを前提にしている．しかし，金融機関がコストをかけな

ければ投資情報を正確に把握できないという現実的な前提の下では，金融機

関が融資に慎重な姿勢をとることは不思議ではない．債務返済リスクが高まっ

たと思われる企業についてはより慎重な審査をする結果，審査コストが高ま

る．このため，企業が期待する借入金利と金融機関側の審査コストを含めた

貸出希望金利の間にミスマッチが起き，貸付けが実施されないケースが生じ

る．一方，債務返済リスクが低く信用度の高い企業については，従来通りの

貸付けが行われるため，これらの企業に貸し付けられた金利が金融緩和に伴

い低下していく．したがって，表面的には貸付金利が低下しているが，背後

には慎重な審査の結果，実現しない融資案件が存在するため，貸付量は減少

する(`）
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一方，前田［1996］は，銀行の期待収益率の最大化行動によって導かれ

る屈折点をもつ貸出供給曲線を用いて，資金需要減少と「貸し渋り」の同時

発生が貸出量の減少と貸出金利の低下をもたらすメカニズムを分析している．

３．資金需要減少説の再評価

（１）理論分析の問題点

これまで「貸し渋り」の分析道具として用いられてきた標準的銀行行動モ

デルは理論的に大きな問題点を有している．それは借り手の信用リスク（ま

たは貸倒れリスク）を考慮せず，財市場における企業の行動原理をそのまま

銀行に適用したことにある．周知のように，標準的銀行行動モデルにおいて

は借り手の信用リスクを考慮していないため，①すべての貸出に同一の貸出

金利が適用され，②名目（または表面）の貸出金利が貸出の限界収益率とし

て捉えられている．

しかし，貸出は通常の財と違って貸し倒れリスクがあるため，銀行の行動

原理は企業のそれと異なる．例えば，銀行の提示する貸出金利は借り手の信

用リスクによって異なってくる．また，銀行がリスクに敏感になると，貸出

金利の上昇や貸出量の低下が生じ，これは通常「貸し渋り」と呼ばれる．し

たがって，銀行行動を定式化するに際しては，借り手の信用リスクが銀行行

動に及ぼす影響を十分に考慮する必要があるが，標準的銀行行動モデルはこ

の点が欠けている．

そのため，標準的銀行行動モデルを使って貸出市場を分析した議論では，

矛盾するところが多くみられる．その１つの例は，収益率と費用の概念が

暖昧になる点である．すなわちこれまでの議論では，貸出供給曲線のシフト

がプレミアムの変動によるものか，それとも経費関数のシフトによるものか

が明確に区別されていない．「貸し渋り」によるリスクプレミアムの増加を

限界費用の増加と考えたり，または厳格な審査に伴うコストの増加による貸

出金利の上昇をプレミアムの拡大による貸出金利の上昇ととらえたりするこ
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とが多かった．例えば吉川他［1994］は，「貸し渋りは銀行が巨額の不良債

権を抱えているため，リスク・テイキングに慎重になっていることを指すの

だから，結局貸出に伴う限界費用が上昇したケースであると考えられる．す

なわち，供給曲線が左上にシフトしたケースである.」と述べている．また

宮川[1993.8]においては，「貸し渋りは金融機関の融資基準の厳格化す

なわち厳格な審査に必要なコスト分の金利上乗せあるいはリスク・プレミア

ム上乗せととらえると，それは供給曲線の上方シフトで表現できる」と記さ

れている．

しかし，リスクプレミアムと審査コストは概念上まったく別個のものであ

る(6)．リスクプレミアムは収益と，審査コストは費用と関連する概念である．

また，リスクプレミアムと審査コストの変動が貸出金利や貸出量に及ぼす影

響はそのルートにおいて異なる．すなわち，リスクプレミアムは借り手別に

信用リスクに応じて差別的に上乗せされるが，審査コストはその多くが共通

経費のためプライムレートに反映され，すべての借り手に一律的に上乗せさ

れるのが一般的である．こうした観点から，本稿では，審査コストの増加に

よる貸出供給曲線の上方シフトと，リスク・プレミアムの増加による貸出供

給曲線の上方シフトを明確に区別して議論を進める．

（２）実証分析の問題点

多くの実証分析では，「新規貸出約定平均金利」が90年以降下落し続けて

いることを根拠として「貸し渋り」の存在を否定する．ここでは，次の２

点が仮定されている．第１に，「貸し渋り」が生ずると，個々の貸出約定金

利は上昇する．第２に，個々の貸出約定金利の上昇は「新規貸出約定平均

金利」の上昇をもたらす．

しかしここで留意すべきは，「新規貸出約定平均金利」は個々の貸出約定

金利を貸出量で加重平均して求めるものであるため，「貸し渋り」によって

－部の貸出約定金利が上昇しても，「新規貸出約定平均金利」は必ずしも上

－２００－



貸出量低迷の原因について（１）（李好根）

昇しない，という点である．すなわち「貸し渋り」は，リスクプレミアムの

拡大による約定金利の上昇を通じて「新規貸出約定平均金利」を上昇させる

効果と，貸出構成の改善を通じて「新規貸出約定平均金利」を下落させる効

果を併せ持ち，「貸し渋り」の「新規貸出約定平均金利」への効果は確定し

ない．ここで簡単な例を見てみよう．

まず，貸し渋り以前に優良企業と中小企業がそれぞれ3％；５％で100億円

を借りていたとしよう．ここで，貸し渋りが生じ，中小企業の借入金利が６

％に引き上げられたと仮定する．そうすると，借入金利の上昇によって，中

小企業の借入額は減少するが，８０億円に減少する場合（１）と，４０億円に減

少する場合(Ⅱ）を考える．簡単な計算により，（１）の場合には貸し渋りに

より新規貸出約定平均金利が４．３２％に上昇するのに対し，（Ⅱ)の場合には

3.85％に下落する．

この例からわかるように，「新規貸出約定平均金利」は貸出約定金利の水

表１貸し渋りの新規貸出約定平均金利への効果

貸出金利貸出金利借入額貸出金利借入額貸出金利借入額

面印■■■Ｆ■■旧■■
回■、■砠序■■■

準のみならず，貸出構成からも影響を受ける．貸し渋りによって中小企業の

借入が大幅に減り，優良企業のそれが相対的に多くなると，新規貸出約定平

均金利は下落する．したがって，貸出構成を考慮せず，単に，「新規貸出約

定平均金利」の下落を根拠にして貸し渋りを否定することはできないのであ

る．

－２０１－

貸し渋り以前

貸出金利 借入額

貸し渋り以降(１）

貸出金利 借入額

貸し渋り以降(Ⅱ）

貸出金利 借入額

優良企業 3％ 1００ 3％ 100 3％ 1００

中小企業 5％ 1００ 6％ 8０ ６％ 4０

新規貸出約定平均金利 ４％ ４３２％ 3.85％
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第２節貸し渋り説

本節では，金融機関の貸出態度の慎重化が貸出量低迷の原因の１つであ

るとする考え方（以下貸し渋り説と表記）について考察する．これまで貸し

渋り説がその根拠として挙げてきたのは利鞘，貸出態度判断D､1.,プライム

レート適用先の絞り込み，などの推移である．以下ではこれまで行われた貸

し渋り説とそれに対する反論を検討する．

１．「利鞘」の拡大

（１）肯定論

貸し渋り説のなかには貸出利鞘の拡大を根拠としたものが多くみられる．

例えば，宮川［1993.8,p､18］は次のように述べている．８１年以降の金融緩

和期においては，全産業ベース，非製造業中小企業両方で銀行利鞘は徐々に

縮小していた．利鞘の推移をみると，不況期には審査態度が慎重化し，その

部分が金利に上乗せされるという議論は必ずしも当てはまらないことがわか

る．円高不況期には若干の利鞘の拡大が観測されるが，今回の不況局面は金

融緩和が続いているのにもかかわらず，過去を上回る利鞘となっている．こ

の利鞘の大きさは，単に銀行審査が過去の正常な形に戻ったというだけでは

説明できない．

このような意見は岩田［1994.3.19945,ｐ､13］においてもみられる．過

去の景気後退期（82年と85年）の利鞘は縮小するか，８６年のようにわずか

に増大するかいずれかである．それに対して，今回は利鞘は拡大の一途をた

どっている．過去の景気後退期に比べて，より高い金利で貸そうとするから，

資金調達コストの低下の効果が相殺されて，利鞘が拡大し，貸出の伸びも鈍

化するのである．

また，経済企画庁［1994,pp､225-227.1995,pp､29-30］では，貸出利鞘を

貸出リスクを示す変数（倒産負債総額の貸出残高に対する比率と地価）によっ

て説明する回帰式を推計し，金融機関サイドの事情によって貸出が低迷して
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いたかどうかを検討している．それによると，推計値と現実値が一致してい

れば，貸出態度の変化はもっぱら借り手側の要因によって，両者が乖離して

いる分は借り手側ではなく金融機関側の事情によって説明できることになる』

９１年後半以降は推計値がほぼ横ばいで推移するなかで，実績値が上昇する

といった形で両者の離幅が拡大している．この結果からみる限り，９１年以

降金融機関の貸出が低迷しているとみられるのは，借り手側の事情以外の要

因，例えば金融機関サイドの事情も影響している可能性がうかがわれる．し

かし，９４年以降は両者がほぼ一致しており，金融機関のバランスシート調

整を背景とする貸出姿勢の変化が企業の設備投資を抑制しているとはみなし

がたい．

さらに，経済企画庁［1996,pl74］においては，業種別・規模別の平均

利鞘（借入金利一市場金利）と平均手元流動性比率のクロスセクションデー

タを用い，金融機関が借り手のリスクに応じた貸出の選別を行っているかど

うかを調べている．それによると，前回金融緩和局面では，大・中堅企業と

中小企業の分布が入り交じっており，各々の回帰直線の定数項にほとんど差

異がみられないが，今回局面では，中小企業の回帰直線は大・中堅企業の回

帰直線に比べて明らかに乖離がみられる．このことは，同一の手元流動性比

率の場合，大・中堅企業と中小企業の信用力の差異を反映して，金融機関が

当該分のリスクプレミアムを考慮していると解釈できる．

一方，日本銀行［1993,p､50.1994,p､32］は，金融機関の利鞘の推移を限

界（新規実行／調達）ベースでみると，これまで長期的に低下傾向にあった

預貸金利鞘が，今回金融緩和期にかなりの上昇をみていること，金融機関の

貸出利鞘は91年以降かなり拡大し，その後若干縮小したものの，金融機関

の融資姿勢が積極化した80年代後半との比較では，高水準で推移してきた

ことを指摘している．さらに日本銀行［1994,pp54-56］では，金融機関の

貸出利鞘が，９１年以降貸し倒れリスクを反映すると考えられる倒産負債比

率の上昇以上に拡大しており，貸し倒れリスクの増大以外の要因，例えば金
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融機関のリスク負担能力の低下等が作用している可能性がある，と述べてい

る．

（２）否定論

以上のような貸出利鞘の拡大を根拠とする貸し渋り説に対してはこれまで

次の３通りの反論がある．①「貸し渋り」は80年代後半にみられた過度の

融資姿勢を是正する過程で生じている．②「貸し渋り」の原因は借り手側の

信用リスクの増大にある．③実際に貸出利鞘は拡大していない．以下ではそ

れぞれの意見についてもう少し詳しく検討する．

①経済企画庁［1993,pp74-77］は1990年代の貸出利鞘の動きについて次

のように述べている．金融機関の預貸利鞘の動きをみる限り，８０年代後半

と比較すれば貸出リスク等を背景として貸出が抑制される方向に働いた可能

性がうかがわれる．こうしたリスク上昇に対応した貸出の抑制は，金融機関

の融資姿勢が採算性や信用リスク管理を重視するという本来あるべき姿に戻っ

ていく過程での行動であり，このような行動を「貸し渋り」と批判するのは

必ずしも適当ではない．

こうした主張は経済企画庁[1996,ppl74-176]においてもみられる．金融

機関の貸出態度の変化をもって単純に「貸し渋り」として事実関係を整理す

ることは適切ではない．なぜならば，銀行が支払能力の審査を行い，各種リ

スクに応じて貸出金利を変化させることは，金融仲介という業務の本質と考

えられるからである．しかも，我が国の銀行の利鞘を海外の銀行と比較して

みると，依然そのレベルは低い（93年時点では，日本1.3％，アメリカ３．７１

％，ドイツ2.15％，日本銀行「国際比較統計」による)．こうしたことを考

え合わせると，昨今の金融機関の貸出行動は「貸し渋り」というよりは，む

しろバブル期の「貸し過ぎ」からの正常化過程とみるべきものと思われる．

②経済企画庁［1994,p225］は次のように「貸し渋り」の原因が借り手

側の信用リスクの増大にあると主張する．民間金融機関の貸出の低迷の理由
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は企業の財務内容が悪化したり，地価下落により担保価値が低下してきてい

るため，金融機関にとって，通常の審査基準でみても貸出に慎重にならざる

を得ない状況が生じていたことである．いわゆる「貸出リスク」である．こ

の場合，結果的に金融機関の貸出が低迷していても，それは，借入れサイド

の事情を考慮すればある意味では当然の態度だったといえる．

また，小野［1995.ｐ４］は貸し渋り説が受け入れられる条件について次の

ように述べている．金融仲介コストである貸出利鞘は，借り手の信用リスク

を反映して変動する．すなわち，借り手の信用リスクが高い場合，銀行は自

らの負担するリスクが大きくなるのを補填するために，貸出利鞘を拡大させ

る．この場合，貸出利鞘が拡大するのは，もっぱら借り手側の事情による．

したがって，貸出利鞘を指標として銀行の貸出態度の慎重化を論じる場合，

借り手の信用リスクの増大以上に貸出利鞘が拡大していることを証明する必

要がある．

③岩田［1994.3］においては銀行の新規貸出金利（短期，長期約定金利

の総合）とＣＤレート（新規発行ベースの平均）の差をとって銀行の利鞘と

し，これの過去との比較をもって銀行の利鞘はこのところ拡大していると論

じている．これに対し,山家［1994.4,pp､10-11］は次のように反論する．ＣＤ

レートは銀行の調達利回りを代表するものではない．百歩譲って，銀行の調

達利回りを，金融自由化の進んだ近年ではＣＤレートで代表されることもあ

る程度可能であるとみても，規制金利資金による調達が銀行の資金調達の大

きなウエイトを占めていた80年代前半はそうではない．新短期プライムレー

トの導入以前においては，銀行は預金歩留まりを考慮に入れた貸出金利の設

定を行っていたが，導入以降はそうではない．こうした点を考えると，貸出

金利とＣＤレートの差を比較しても，利鞘の拡大は実証できない(7)．

また山家氏は，全銀協の統計で銀行の預貸金利鞘の推移をみると，岩田教

授の説とは逆に，最近では低下傾向を示している，と主張する（山家［1994

4])．この点は前田［1996］においても指摘されている．
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（３）肯定論と否定論の評価

以下では，利鞘の動きをめぐるこれまでの論争について簡単にコメントし

ておこう．利鞘の動きをめぐる議論の焦点は次の２点である．１つは，貸

出利鞘が拡大しているかどうかである．すでに指摘したように，利鞘の動き

については意見が２つに分かれている．「貸し渋り」を肯定する論者は貸出

利鞘が今回の不況期において拡大していたと主張するのに対し，それを否定

する論者は利鞘が縮小していたと反論する．こうした意見の違いは論者によっ

て利鞘の定義（または利鞘の算出式）が異なることに起因する．

貸出利鞘とは通常貸出金利から資金調達コストを差し引いたものを指す．

実証分析においては，貸出金利として新規貸出約定平均金利または財務諸表

における貸出金利息が，資金調達コストとしてＣＤレートまたは平均資金調

達コスト（各月の調達手段別の金利を調達残高で加重平均したもの）が用い

られる.ところでここで留意すべきは，資金調達コストとしてＣＤレートを

用いるか，平均資金調達コストを用いるかによって，利鞘の動きが変わって

くるという点である(8)．

一般に，緩和局面における平均資金調達コストは貸出金利や市場金利に比

べて相対的に下げ渋るため，貸出利鞘は下落する傾向がある(9)．図１－４は

図１‐４利鞘の推移％
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資金調達コストとしてＣＤレートを用いた場合と，平均資金調達コストを用

いた場合の利鞘の動きを図示したものである．

図１－４からわかるように，（貸出金利一平均調達コスト）や（貸出金利一

ＣＤレート）はともに89年後半から上昇し始める．前者は92年４月にピーク

に達し，その後縮小している．これに対し，後者は94年度に一時的に縮小

したものの傾向として近年まで拡大し続けている．また95年までは，前者

は常に後者を上回っていたが，９６年以降は両者がほぼ一致している.

しかしここで留意すべきは，８９年まで利鞘（＝貸出金利一ＣＤレート）が

負の値であった，という点である．もし利鞘がリスクに対するプレミアムで

あるならば，利鞘が長期間マイナスの値を持つのは不自然である.利鞘の動

きを根拠に貸し渋り説を主張する論者はこの点について何も説明していない

第４章で詳しく論ずるが，貸出利鞘は借り手の信用リスクと金融機関の貸出

態度の`慎重化のみならず，プライムレートの設定方式と経費率によっても大

きく影響を受ける('０)．1989年以降貸出利鞘が急激に拡大した主な原因は貸

し渋りではなく貸出金利の設定方式が変わったからである．

これまでは，貸出利鞘が借り手の信用リスクの増大以上に拡大しているか

どうかが「貸し渋り」の論争の焦点となってきた.しかし，「貸し渋り」を

判断するためには，借り手の信用リスクと「貸し渋り」の貸出利鞘への効果

を区別するだけではなく，プライムレートの設定方式と経費率が貸出利鞘に

及ぼした効果をも見分ける必要がある.すなわち，利鞘は様々な要因によっ

て影響を受けており，利鞘をもって貸し渋りの指標として用いることには大

きな問題点がある．この点については第４章で詳述する．

２．貸出態度判断D｣.の悪化

（１）肯定論

「貸し渋り説」のもう１つの根拠として挙げられるのは，日本銀行「全

国企業短期経済観測調査」の貸出態度判断DJ・や中小企業金融公庫『中小企
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業動向調査』の借入難易，.I.等の推移である．貸出態度判断、Lや借入難易Ｄ

Ｌ等の推移を根拠とする「貸し渋り説」の要点は次の通りである．

今回の緩和局面で，中小企業が特に貸出抑制の影響を強く受けている点は，

図１‐５のような金融機関の貸出態度判断DJ､の動きに表れている．大企業で

は今回の金融緩和期も過去の緩和期と同様，「厳しい」とする判断が減少し

ている．他方，中小企業の割合は93年にいたるまで「緩い」超にあるもの

の改善がみられない．すなわち，過去の金融緩和期に観察されたような，金

融機関の中小企業に対する貸出態度の積極化の動きが，今回は明確にはみら

れない（経済企画庁［1993,pp77-78])．これは，今回の金融緩和局面にお

ける金融機関の貸出姿勢は，大企業向けに比べ中小企業向けについては慎重

なものにとどまっていることを示している（経済企画庁［1994,pp224‐

225])．

こうした意見は日本銀行［1993.6,pp､50-51］や日本銀行［1994.6,pp31‐

３２］においてもみられる．「短観」の貸出態度判断ＤＪ.と貸出金利の推移を

比較すると，これまでは両者に明白な逆相関がみられたが，９１年以降は貸

出金利が順調な低下をみせるなか，貸出態度判断,.Lは横ばいで推移するか，

または小幅の改善にとどまっている．これは，金融機関の融資姿勢がこれま

での量的拡大志向から，審査基準の厳格化によって貸出の質を高め，収益力

を強化する方向へ変化しつつあるためである．

また，金融機関の貸出態度の`慎重化は，中小企業に対する金融機関の貸出

態度についてのアンケート（大蔵省景気予測調査）の結果にも表れる．通常

金融緩和局面においては貸出態度は緩むので上向く．しかし，大企業，中堅

企業については平成３年をボトムに上向いてきているが，中小企業につい

てはほとんど横ばいで改善傾向がみられない．これは金融機関のビヘイピア

が従来とは異なることを物語っている（新保［1994.4,ppl3-14])('１)．

一方，高橋［1997］は「中小企業景況調査』における金融機関の貸出態

度、Lの改善が遅れる原因として，①金融機関から厳しい態度を示されがち
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図１‐５金融機関の貸出態度判断、Lの推移
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（注）シャードは公定歩合引上げ局面．

な赤字企業の割合が高いこと，②赤字企業に対する金融機関の貸出態度が従

来以上に厳しくなっていることの２点を指摘する．貸出態度と企業の収益

水準の関係を調べると，バブル期当時，企業の業績が赤字，黒字にかかわら

ず，金融機関の貸出態度にはさほど大きな差はなかったが，バブル期以降は

金融機関の貸出態度と収益水準の関係はより強くなっている．このような最

近の金融機関の貸出行動については，「｢貸し渋りｊではなくバブル期の「貸

し過ぎｊからの正常化過程」という評価もある．しかし，正常化とはいえ従

前（バブル前）の状態に戻ったのではなく，従前以上に金融機関が企業の信

用状態を慎重に検討している，と考えられる．ちなみに，黒字企業で貸出態

度が厳しくなっているとする企業は3.6％と過去の金融緩和局面の水準に近

づきつつある一方で，赤字企業で貸出態度が厳しくなっているとする企業は

24.1％と高い水準（バブル前は10％前後）にある．

（２）否定論

貸出態度判断、Lの推移を根拠とする「貸し渋り説」については次のような

反論がある．いわゆるバブル経済期に銀行の融資基準はそれ以前に比べると
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甘くなっていた．現在の銀行の融資基準は，例えそれがバブル経済期以前の

水準に戻っただけのことに過ぎなくても，バブル経済期の印象が強く残って

いる企業の側からは，ともすれば「厳しい」と受け取られがちとなる．また，

企業のバランスシートなどの悪化が生じ，その結果として，銀行の融資基準

はバブル以前と変わらないとしても，その基準に合致しない企業が増えてい

るということになるが，企業の側からこれをみると，銀行の融資基準は「厳

しい」もしくは「厳しくなった」と受け止められる．

また山家［1994.2,pp,8-9］は，今回の貸出態度判断,.Lの数字はかつての

金融緩和期に比べ小さくなっているが，「緩い」と「さほど厳しくない」の

2答を合算した比率は91％に達しており，「厳しい」の比率は９％にとどまっ

ている点に注目する．ざらに「厳しい」と答えている経営者の比率は従来の

金融緩和期と比べてもそれほど増加していない．したがって，貸出態度判断

ＤＬの変化をもって銀行の「貸し渋り」の例証とするには，かなり無理があ

ると主張する．

一方小野［1995,pll］は，貸出態度判断,.Lは企業へのアンケート調査で

あり，銀行自身が融資基準を変えたかどうかを答えているわけではないため，

同ＤＬから銀行の貸出態度が慎重化したかどうかを判断することは困難であ

ると指摘する．

（３）評価

「貸し渋り」とは銀行がリスクに対して敏感になり，その結果貸出量の低

下と貸出金利の上昇が発生する現象を指す．ところで，銀行の貸出態度は好

況期より不況期に慎重になるのが一般的である．したがって直感的には，貸

出態度判断,.Lは好況期に上昇し，不況期に下落すると考えられる．ところ

が，これまでの貸出態度判断,.Lは好況期に下落し，不況期に上昇する傾向

がある．換言すれば，貸出態度判断,.Lの特徴は金融引き締め期に下落し，

金融緩和期に上昇する点にある．これは貸出態度判断,.Lが「貸し渋り」で
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はな〈貸出市場の需給バランスと密接な関係を持つように思われる．

そもそも，貸出態度判断、Lは銀行の貸出態度に対する企業側の主観的意

見を表すものである．銀行の貸出態度はリスク回避度のみならず，市場の需

給バランス，企業側の信用リスクなどによっても影響を受ける．したがって

｢貸し渋り」が生じていたことを証明するには，貸出態度判断、Lの悪化のみ

ならず，その原因がリスク回避度にあることを明らかにしなければならない．

単に貸出態度判断DJ・の悪化を根拠とした貸し渋り説はあまり説得力がない．

また，今回の不況期において中小企業の貸出態度判断DJ､が横ばいで推移

していることが貸し渋りの根拠として挙げられているが，この意見にもやや

疑問がある．すなわち，今回の不況期において貸出態度判断ＤＬは水準こそ

やや低いものの「緩い」超のところで推移しており，その点において従来の

不況期と本質的には変わらない．貸出態度判断,.Lが横ばいで推移している

かのようにみえる原因は，それが金融の引き締め期に十分に低下しなかった

ためである．これがバブル景気を生んだ主な原因であることはいうまでもな

い．すなわち，今回の景気循環において貸出態度判断、Lの推移が従来のそ

れと異なるのは不況期における「貸し渋り」ではなく好況期における「貸し

過ぎ」にある，と考えるのが適切である．

３．短期プライムレート適用先の絞り込み

次に，貸し渋り説の論拠として挙げられるのは，短期プライムレート適用

先の絞り込みである(12)．全銀ベースの利率別貸出残高の分布から，金融機

関の金利設定態度をみると，近年になって分布のすそ野が広がっており，そ

のばらつきが拡大していることがわかる．例えば，９２年６月当時は短期プ

ライムレート近傍の１％のレンジ（0.0-1.0）の中に貸出の６１％というかな

りの部分が集中しているのに対して，９５年１１月現在では，同レンジに最も

貸出が集中しているものの，その貸出全体に占める割合は39％となってい

る（経済企画庁［1996,ppl73-174])．
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ここで分布のすそ野が広がっていることは，貸出約定金利と短期プライム

レートとの差が大きいことを意味する．また，貸出約定金利と短期プライム

レートの差は借り手の信用リスクに対するプレミアムと解釈することができ

る．したがって，分布のすそ野が広がっていることは，借り手の信用リスク

に対するプレミアムが拡大していることを意味する．このように考えると，

分布のすそ野の広がりの度合いは「貸し渋り」を表す重要な指標となりうる．

ただし，全銀ベースの利率別貸出残高の分布を用いた分析は以下の点が考慮

されておらず，その点において不十分なものである．

第１に，「経済統計月報ｊの「全国（国内）銀行銀行勘定別利率別貸出残

高（以下利率別貸出残高と略称)」は新規の貸出残高またはそれの約定金利

を表すものではなく，残高ベースである．そのため，短期プライムレートが

変更されてから，「利率別貸出残高」がすべて調整されるまでには数ケ月を

要する．したがって，短期プライムレートが変更された直後の「利率別貸出

残高」の分布は新規貸出の分布とかなり異なる．「貸し渋り」は新規貸出の

分布をもって分析すべきである．

第２に，短期プライムレートの属するレンジの貸出残高は，レンジのな

かの短期プライムレートの位置によって大きく変わってくる．例えば，２

％の短期プライムレートは，レンジ「2.0～225」の最初に，1.625％の短期

プライムレートはレンジ「1.5～1.75％」の中間に位置するが，この場合前

者の貸出残高は後者のそれを大幅に上回る．短期プライムレートを下回る約

定金利で融資される貸出はほとんどないため，後者のレンジの範囲は実質的

に0125％になる．

第３に，分布のすそ野の広がりの度合いは金融機関の「貸し渋り」だけ

でなく，借り手の信用リスクの悪化によっても影響を受ける．したがって，

分布のすそ野の広がりの度合いだけでは「貸し渋り」の有無を断定すること

はできない．

以上のような問題点を解決するには次のような方法が考えられる．まず，
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(残高の）貸出約定平均金利の代わりに新規貸出約定平均金利を使い，それ

と短期プライムレートの差，つまりプレミアムの推移を調べる方法である．

次に，プレミアムを，借り手の信用リスクを原因とする貸し倒れプレミアム

と，金融機関の「貸し渋り」を原因とするリスクプレミアムに分ける．こう

した方法については第４章で詳細に説明する．

４．その他

日本銀行［1993.pp51-52］は民間金融機関が従来の金融緩和期と比べ，

融資姿勢を慎重化させている例証として，政府系金融機関の貸出全体に占め

るシェア（増加額ベース）が，過去の緩和局面と異なり，一貫して増加を示

していること，信用保証協会による債務保証が，中小企業向け貸出が低調な

なかにあって増加を続けていること，等を挙げている．

これに対し，山家［1994.4.p､9］は次のように反論する．政府系金融機関

の融資については，総じて借入利息が長期にわたって低利で固定化されるな

ど条件面での有利性があり，とりわけ先行き金利の上昇が予想される局面で

は，優先的に利用される．企業の資金需要が乏しいもとでは，まず条件面の

有利さから政府系金融機関が利用されると必然的にそのシェアや伸び率は高

くなる..また，政府系金融機関の貸出残高は，民間金融機関に比べて小さい

ので，伸び率の比較では，政府系金融機関の貸出の伸びが高く出る，という

こともある．加えて，景気対策による公庫融資枠拡大なども政府系金融機関

の貸出の伸びに大きなプラス要因となった．これらのことを考慮に入れると，

民間金融機関が貸し渋っているために，政府系金融機関の貸出が伸びている

よりは，少ない資金需要が民間から政府系金融機関に流れていると，考える

方が実態に近いと思われる．また，信用保証協会保証付貸出比率の上昇は，

企業のバランスシートの悪化によって，優良企業（に対する貸出）に対して，

非優良企業（に対する貸出）の比率が上昇していること反映するにすぎない．

小野［1995］も貸出増加額に占める政府系金融機関のシェアを計測した
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うえで，同シェアは93-94年にかけて20-60％と急激な伸びを示したが，９５

年１‐３月期には民間金融機関の貸出金利と政府系金融機関の貸出基準金利

との差がなくなったことを背景に，政府系金融機関貸出の伸びはマイナスに

転じている（同シェアもマイナスに）とし，平成不況下での政府系金融機関

貸出の増勢は，条件面での有利性に基づくものであったことを示唆している．

と述べている．また，保証利用率の上昇についても，それが銀行の貸出態度

の慎重化によるものか，借り手である企業の信用リスクの増大によるものか

を判断するのは困難である，と指摘する．

第２章不良債権の貸出量への効果とそのメカニズム

第１節不良債権の貸出量への効果

多額の不良債権と貸出量の間の負の相関関係を証明することによって間接的

に「貸し渋り説」を主張する文献が少なくない．例えば,岩田［19943,1994.5］

は，長期信用銀行，信託銀行，第二地方銀行の貸出の低迷が著しいこと，こ

れら3業態は都市銀行や地方銀行に比べるとより多くの不良債権を抱えてい

るとみられることから，不良債権の多いとみられる銀行ほど貸出の伸びが低

い，と述べている．

また新保［1995,pp30-31］は，大手21行について不良債権比率と貸出変

化率の関係をプロットしたうえで，不良債権額が大きい銀行ほど貸出変化率

がマイナスになっている，という見方を示している．

さらに，宮川他［1995.pp､２－３］は銀行別の不良債権比率と貸出の相関

について次のように報告している．都長銀信託では90年度から92年度にか

けて緩やかな相関がみられ，この期間には不良債権の増大に伴うリスク負担

能力の低下により貸出から公社債投資にシフトしていることがわかる．また，

92年度から93年度にかけては相関が明瞭ではなくなる．同様に，地方銀行

では90年度から92年度にかけて国内基準適用銀行（ほぼ第二地方銀行に対
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応）で不良債権と貸出の高くなることがわかり，比較的規模の小さい地方銀

行ではバブル崩壊時に金融機関リスク負担能力の変化が貸出に影響を与えて

いたことが示唆される．

一方経済企画庁［1994,pp227-229］は，個別銀行のクロスセクション分

析（銀行毎の貸出残高伸び率を自己資本比率と不良債権比率によって回帰分

析）によって，不良債権を有する銀行や自己資本比率の低い銀行の方が貸出

を抑制する傾向があるかどうかをチェックしている．それによると，①都長

銀信託21行については，自己資本比率が高いほど貸出の伸びが高く，不良

資産が多いほど貸出の伸びが低い，②地銀・第二地銀については，不良債権

比率は符号が負で有意である．この結果は，不良債権の増加や自己資本の低

下という金融サイドの事情によって，貸出が低迷する可能性があることを示

している．

しかし，貸出量に対する不良債権の影響について否定的な意見を持つ文献

も幾つかある．例えば吉川他［1994］は，４業態（都市銀行・長期信用銀

行・信託銀行・地方銀行）の貸出金前年度比と不良債権貸出金比率の関係に

ついてクロスセクションで計量的チェックを行い，「一部の銀行グループに

負の有意な相関がみられるが，全国ベースの銀行全体でみると，不良債権の

存在により銀行の中小企業への「貸し渋り」が生じているとはいえない」と

の結論を出している．また日本銀行［1994,p54］においても，不良債権の

多寡が貸出利鞘や貸出・伸び率に与える影響を，個別金融機関のデータを用

いてクロスセクション分析を行ってみたが，データ面の制約もあって，明確

な結論は得られなかった，と述べている．

このように不良債権が貸出量に及ぼす影響については意見が2つに分かれ

ている．ただし，これらの２つの意見はいずれも不良債権が貸出量に及ぼ

す波及メカニズムを明らかにしていない．また，実証分析に際しては借り手

の信用リスクの増大が貸出量に及ぼす影響が考慮していない点において問題

がある．
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第２節不良債権の貸出量への波及メカニズム

第１章では，貸出量低迷の原因が「貸し渋り」にあるという「貸し渋り

説」とそれに対する批判を検討した．そこでは，「貸し渋り」の有無が議論

の焦点となり，「貸し渋り」をもたらした原因についてはあまり言及されて

いない．ただし，明示的に言及してはいないものの，ほとんどの文献では暗

黙的に「貸し渋り」をもたらした原因として多額の不良債権を想定している．

前節で検討した，不良債権と貸出量との関係に関する文献も同様である．し

かし，不良債権が貸出量に及ぼすルートは幾つかある．「貸し渋り」はその

ルートのうち１つである．したがって，不良債権と貸出量の間の負の相関

関係は必ずしも貸し渋り説を指示する十分条件にはならない．貸し渋り説を

主張する論者は「多額の不良債権→貸し渋り→貸出量の低迷」という一連の

過程を明確にする必要がある．そこで次章では，多額の不良債権が貸出量に

及ぼす効果とその波及メカニズムに関する文献を検討する．

多額の不良債権が貸出量の低下をもたらすメカニズムについてはこれまで

次のような２通りがしばしば提示されている．１つは，多額の不良債権に

よって実質的な自己資本が段損し，それが貸出態度の慎重化をもたらしたと

の指摘である．もう１つは，バブル崩壊後多額の不良債権が生じたことへ

の反省から，金融機関が審査機能の重視し，審査体制の強化を図ることによっ

て審査コストが増加したとの意見である．以下ではこれらの説についてもう

少し詳しく検討しよう．

１．自己資本の穀損

今回の景気後退（いわゆる「バブル」の崩壊）にあたっては，ストック価

格の急激な下落により，各金融機関は不良債権の急増と保有有価証券含み益

の急減という事態に直面し，これが金融機関のバランスシートの劣化あるい

は実質的自己資本の段損をもたらした．こうした実質的な自己資本の段損が

銀行の貸出態度を慎重にしているとの指摘が多くみられる．自已資本の段損
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から金融機関の融資姿勢の厳格化（｢貸し渋り」）を導く議論については，リ

スク許容力の低下に求めるものと，ＢＩＳによる自已資本比率規制の影響を

指摘するものがある．

（１）リスク許容力の低下

銀行の自己資本は一般にリスク負担能力を示すものと考えられている．こ

うした考え方の下では，不良債権によって銀行の実質的な自己資本が減少す

ると，リスク許容力が低下することになる．例えば経済企画庁［1993,p74］

では，株式や土地等の資産価格の大幅な下落は，金融機関側からみて資産価

格の下落による含み益の減少，不良債権の増大は自己資本（正味資産）の低

下につながり，金融機関のリスク許容力を低下させる，と述べられている.

こうしたリスク許容力の低下はリスク回避の傾向を強め，金融機関が同じ

リスクであっても従来より貸出量を減少させる要因となる．新保

[1995.6,p30］は，金融機関が多額の不良債権を抱えているためリスク許容

能力が低下し，それによって中小企業などに対する基準を厳格化しており，

貸出が従来の回復期ほどは伸びない，と考えている．

一方宮川他［1995］は，都長銀信託において91年３月期から93年３月期

にかけて貸出の伸びと不良債権比率の問に緩やかながら負の相関関係がみら

れ，かつ債券投資の伸びと不良債権比率が緩やかながら正の相関がみられる

ことから，不良債権の増大に伴うリスク負担能力の低下により貸出から公社

債投資にシフトしている，と指摘する．

さらに前田［1996］は，各銀行の抱える不良債権が貸出行動に対して負

の強い影響を与えたが，それはBIS自己資本比率規制の直接の影響でなく，

各金融機関のリスク回避的行動によるものである，と論じている．その根拠

としては，貸出伸び率と不良債権比率は負の，債権償却特別勘定比率は正の

それぞれ有意な相関が見出されるが，BISの自己資本比率と貸出伸び率との

間には有意な相関が見出されないことが挙げられている．すなわち，実質的
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自己資本の段損がリスク許容力の低下を通じてリスク回避的な傾向を強めた

ため，供給曲線のシフトによる貸出量の低迷，すなわち「貸し渋り」が生じ

たことになる（宮川他［1995])．

このように銀行が多額の不良債権を抱えることによって貸出を抑えている

という論調は多くみられるが，これについては次のような反論がある．山家

[1994]は，「多額の不良債権を抱えることによって貸出を抑えている，とい

う主張は必ずしも自明のことではない．銀行は不良債権を抱えて，その償却

のために利益をあげる必要があり，貸出を積極的に行おうとしている，とい

うことの方が自然の論理とも思える」と主張する．

こうした考え方は日本銀行［1993］やデーピットド［1995］においてもみ

られる．日本銀行［1993,p５３］は，ごく最近に至り，金融機関の融資態度

は，不良資産の償却のためにも優良資産を積み上げる必要があるとの認識か

ら，幾分積極化しつつある，と述べている．またデービッド［1995］は次

のように指摘する．銀行は不動産業向け融資で問題を抱えているがゆえに，

不動産業向け融資に対しては消極的になっている．だからといって一般企業

への融資態度も消極的になっているとは考えられない．逆に，不動産業向け

融資が伸びないため，他の業種に対して，より積極的になる可能性は十分あ

る．というのは，不良債権問題による傷を癒すためには，資金回収という手

間のかかる仕事にかかりきりになるよりも，新規融資を増やすほうが容易だ

からである('3)．

また，貸出量の低下がリスク回避的な金融機関の貸出態度によるものと

主張する実証分析は，借り手の信用リスクの増大の効果までもが金融機関の

貸出態度の`慎重化の効果として捉えている点において問題がある．この点と

関連して日本銀行［1996,p､59］は次のように述べている．金融機関は，自

己資本が少ない状態ではリスクの大きい融資活動には慎重にならざるを得な

いこのため，信用リスクが相対的に大きくかつ資本市場への調達面でのア

クセスが乏しい借り手（中小企業，個人など）にとっては，資金のアベイラ
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ビリテイが制約される可能性がある．ただし，これは別の理由，例えば金融

機関のバランスシート問題ではなく，企業のバランスシート問題の大きさな

ど，によっても理解しうるため，必ずしも，この影響と断定するまでには至

らないすなわち，金融機関のバランスシート調整問題と実体経済，とりわ

け景気との関係は，リスク仲介機能の低下を通じる影響に関して，理論的に

は一定の説得力を持ってはいるが，実証的には借り手である企業サイドのバ

ランスシート調整の影響と区別することが難しいこともあって，影響の具体

的経路やその程度に関して必ずしも判然とはしない．

（２）自己資本比率規制

不良債権の増加によって自已資本が段損され，銀行側がBISの自已資本比

率規制を達成するため貸出を抑制するという，いわゆるキャピタル・クラン

チ説が多くみられる．宮崎［1992］は，バブル崩壊後，自己資本の増大強

化が困難になったため，銀行は資産，とりわけリスクウエイト100％の民間

向け貸付金の圧縮によって自己資本比率を維持することになった，と述べて

いる．

また，経済企画庁［1994］は個別銀行のクロスセクション分析によって，

都長銀信託21行ベースで自己資本比率が高いほど貸出の伸びが高いという

結果を報告している（ただし，地銀･第２地銀ベースでは有意な結果が得ら

れない)．

しかし，自已資本比率規制によって貸出量が低下したという考え方につい

ては否定的なものが多い(M)．例えば吉川他［1994］は，BISの自己資本／総

資産比率規制８％は本年３月時点で余裕をもってクリアーしているので，Ｂ

ＩＳ規制の貸出に対する影響はほとんどない（都銀)，というヒアリングの結

果を報告している(]5)．

また小野［1995］も，自己資本の増減が資産ポートフオリオのあり方に

影響を及ぼしているとのキャピタル・クランチ説の想定は，我が国における
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銀行経営の実状には合致していない，と批判する．その根拠としては，①邦

銀はこれまで，劣後債の取入れや海外資産の圧縮など，貸出の抑制以外の手

段によってBIS基準を達成してきたこと，②銀行は貸出をその主たる収益源

としており，貸出の抑制はBIS基準達成のための最終的な手段と位置づけて

いること，③我が国の銀行経営ではこれまで自己資本の増減に応じて資産ポー

トフオリオを変更させていないことなどが挙げられている('6)．

一方，本多他［1996］や前田［1996］はそれぞれ個別銀行に関するパネ

ルデータ分析，クロスセックションデータによる回帰分析（一般最小二乗法）

を行い，キャピタル・クランチ説を否定するような結果を得ている．ちなみ

に本多他［1996］によると，都銀・長信銀・信託の大手行については，自

己資本比率および不良債権比率の２変数がともに貸出伸び率に影響を及ぼ

しているが，これらの影響はいずれも弱く，地銀・第２地銀についてはほと

んど影響がないまた，前田［1996］はBISの自己資本比率と貸出伸び率と

の間には有意な相関が見出されないことから，日本における貸出伸び悩みは

BIS自己資本比率規制の直接の影響でなく，各金融機関のリスク回避的行動

によるものである，と主張する．

２審査コストの増大

８０年代後半のいわゆるバブル期には，多くの金融機関が審査機能を軽視

し，または審査を簡略化し，不動産を担保とした貸出を大きく増加させた.

こうした不動産担保の貸出は土地価格の下落により多額の不良債権をもたら

すことになった．そこで，金融機関はバブル崩壊後審査機能を重視し，審査

基準の厳格化や審査体制の強化を行っているo7)．また，９０年代に入って，

非製造業中小企業における債務返済償還年数の急上昇，手元流動』性の減少な

ど債務返済リスクの急速な高まりが審査の慎重化を促した.

こうした事情を背景に，銀行は90年代に入ってから，８０年代後半に続い

た安易な審査姿勢や拡張的な貸出姿勢の転換を図ろうとしている．金融機関
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にとって審査機能は無形固定資産のようなものであると考えると，通常の企

業投資と同じく転換に伴う初期コストがかかる．これは最終的に貸出金利の

引上げによって回収されることになる．こうした観点から，宮川［1993.5］

は「貸し渋り」の原因として審査コストの上昇による貸出金利の上昇を挙げ，

｢貸し渋り｣が業種・規模に無関係に起きていると指摘する．

また日向野［1995］は，審査能力の獲得・蓄積には時間と資源の投入が

必要であるとし，バブル期の形成は金融機関の審査能力の蓄積を中断ないし

遅延させた，と指摘する．また，貸し渋りの原因として，審査能力の更新が

追いつかず，資金はあっても（大企業は既に外債発行に流れており）貸すべ

き中小企業を発掘するノウハウが不足していることを指摘している．同様の

考え方から，吉田［1994］も，審査部の調査が長い間，基準を失っている

ことから調整過程として慎重すぎることになりかねない，と述べている．

一方小野［1995］は，銀行が不良債権の累積というバブル期の教訓を踏

まえて審査基準を厳格化していることは認めながらも，それを「貸し渋り」

として捉えることには批判的である．すなわち小野［1995］は，そもそも

バブル期に，企業のファンダメンタルズからみてリスクが高すぎる貸出先も，

不動産担保を持っていれば貸出対象としたことが，本来の審査のあり方から

逸脱しており，最近の審査基準の厳格化は審査活動の「正常化」と評価すべ

きである，と述べている．

注

（１）これまでの議論では貸出量の低下を前提としている．しかし，現実においては

微量でありながら貸出残高そのものは増加している．今回の不況期に低下して

いたのは貸出量の残高でなくその伸び率であった．こうした観点からすれば，

「貸出量の低下」の代わりに「貸出量の低迷」と表現すべきである．

（２）資金需要減少説を展開する文献としては，鈴木［1991]，吉川他［19941山
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家［1994.2,19944]，デービッド［1995］などが挙げられる．以下の説明は吉

川他［1994］とKliesenandTatom［1992］を参考にしている．

（３）より厳密な「貸し渋り」の定義については第４章で述べる．

（４）以下の説明は岩田［1994.3,1994.5］と前田［1996］をもとにしている．

（５）このように貸出構成が貸出金利に及ぼす効果については後述する．

（６）さらに，貸出供給曲線の傾きと，貸出供給曲線のシフトが混同されている．す

なわち吉川他（1994）では，リターンの不確実性，リスク・テイキングの,慎

重化，審査コストの増加等は貸出供給曲線のシフトではなく，貸出供給曲線が

右上がりの傾きを有する根拠として挙げられている．

（７）こうした批判は松岡幹裕［19932］にも当てはまる．

（８）もちろん，貸出金利として新規貸出約定平均金利を用いるか，貸出金利息を用

いるかによっても利鞘の動きは変わってくる．しかし，貸出市場の需要・供給

分析に際しては｢貸出金利息｣のように銀行の経営業績によって変わってくる事

後的な概念を使うべきではない．今回の不況期のように，多額の不良債権が発

生し回収できない貸出金利息が多くなると，「貸出金利息｣から資金調達コスト

を引いて求めた預貸金利鞘は低下する．こうした預貸金利鞘の低下は貸し渋り

を否定する根拠にはならない．また，財務諸表における資金調達原価は本文の

平均資金調達コストに近い概念である．

（９）経済企画庁［1994］と日本銀行［1994］において描かれている貸出利鞘は資

金調達コストとして平均資金調達コストを用いているため，今回の不況期にお

いて低下している．

(10）利鞘がプライムレートの設定方式によって影響を受けるという点は山家［1994.

4]でも指摘されている．

(11）宮川［1993.5,ｐ､17］においても同様の指摘がある．

(12）例えば，日本銀行［1993]，太田・春日［1993]，岩田［1994.3］等．

(13）さらにデービツド［1995］は，銀行が基本的な業務から得た利益である業務

純益が史上最高水準に近いところにきているため，キャッシュフローは順調に
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回転しており，したがって銀行が果たすべき仲介機能に支障がなく，銀行の不

良債権が日本経済にとって問題になることはない，と主張する．

(14）鈴木［1991]，翁［1992]，吉川他［1994]，小野［1995]，前田［1996］等．

(１５）ちなみに，邦銀の自己資本比率は次の通りである．

表２全国銀行（国際統一基準採用銀行）の自己資本比率の推移

４年度末 ５年度末 ６年度末 ７年度末 ８年度末

自己資本比率 ９．３０％ ９．７１ｏ ９．０３９ ９．２６％ ９０９％

資料：日本銀行月報

(16）小野［1995］はその例として総資産に占める貸出の比率の推移を挙げている．

すなわち，総資産に占める貸出の比率は88-90年にかけて低下したが，90-93年

にかけて大きく上昇し，その後は横ばいで推移している．吉川［1993.7］にお

いても同様の主張が行われている．

(１７）バブル崩壊後の金融機関の審査体制の変化については金融ジャーナル編集部

［1997.6］を参照されたい．
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