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貸出量低迷の原因について（Ⅱ）
－貸し渋り説の検証一

李好根

第３章新たな銀行行動モデルによる貸出市場の分析

第１節信用リスクとプレミアム

周知のように、貸出約定金利は基準金利のプライムレートにプレミアムを

上乗せする形で決まる。そのときのプレミアムは借り手の信用リスクと、リ

スクに対する金融機関の貸出態度によって異なってくる。以下ではプレミア

ムが形成されるメカニズムについて述べる。

まず議論の便宜上、貸出市場に参加する銀行は危険中立的であり、期待収

益率が最大になるように貸出を決定する、と仮定する(⑧。そのとき、貸出

の収益率は事前的には確定せず、借り手のプロジェクトの結果によって変わっ

てくる確率変数であるが、以下では簡単化のため次のように単純化されたプ

ロジェクトを想定して議論を進める。

すなわち、①プロジェクトの可能な結果は「成功」か「失敗」かの２通り

しかなく、②プロジェクトが成功した場合の貸出収益率は貸出約定金利に等

しいが、プロジェクトが失敗した場合の貸出収益率は－１である、と仮定す

る(⑨。

ここで仮に貸し倒れの可能性を問わず、すべての貸出に同一の約定金利が

適用されるとすると、貸出の期待収益率は次のようになる。

(3-1）Ｅ(r)＝(l-Pj)r＋Pj(－１)，ｊ＝1,2,3,…,、

ただし、ｒとＥ(r)はそれぞれ貸出約定金利、期待収益率を表す。また、Ｐｊは
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第ｊ番目の貸出の貸し倒れ率である（ただし、Ｐｊ＜Pj+,)。（3-1)式からわか

るように、貸し倒れ率が大きくなるにつれて貸出の期待収益率は低下する。

したがって銀行が危険中立者であるならば、銀行は貸し倒れ率の低い貸出を

選好し、貸し倒れ率の高い貸出は忌避する。このとき貸出市場において価格

メカニズムが働くと、貸し倒れ率の低い貸出の約定金利は低下し、貸し倒れ

率の高い貸出の約定金利は上昇する。こうして、貸し倒れ率の高い貸出の約

定金利は貸し倒れ率の低い貸出の約定金利より高くなるが、貸し倒れ率の高

い貸出の約定金利の上昇は貸し倒れ率の高い貸出の期待収益率が貸し倒れ率

の低い貸出の期待収益率に等しくなるまで続く。

そこで次は、貸出の約定金利が貸し倒れ率によって異なるとし、貸し倒れ

率がＰｊである貸出の約定金利をrjと表すことにする。仮定によりＰ１は信用

度の最も高い貸出の貸し倒れ率であり、ｒ１は信用度の最も高い貸出の約定金

利である。ｒ１は貸出約定金利の下限であり、一般に貸出の基準金利またはプ

ライムレートと呼ばれる。ここで、信用度の最も高い貸出は貸し倒れの可能

性がないとし、Ｐ,＝Ｏと仮定する(劫ｏそうすると、プレミアムが銀行間の競

争のなかで自由に設定されるような貸出市場では、

(3-2）ｒ,＝Ｅ(rj）

(3-3）ｒ,＜rｊ

という関係が成立する。すなわち市場の価格メカニズムによって、貸し倒れ

率の高い貸出の約定金利は貸し倒れ率の低い貸出の約定金利より高くなり、

それによってすべての貸出の期待収益率は等しくなる。ここで、ｒｊとr,の差

を貸し倒れ率がＰｊである貸出に対するプレミアムとし、Ｂｊと表すと、貸し

倒れ率がＰｊである貸出の約定金利は次のように表すことができる。
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(3-4）ｒｉ＝r,＋Ｂｊ

また、（3-4)を用いると、（3-2)式は次のように書き換えることができる。

(3-5）ｒ,＝E(rj)＝(l-Pj)(r,＋８j)－Pｊ

ここで(3-5)式をBjについて解くと、

(3-6）０j＝(1＋r,){Pj／(１－Pj)｝

が得られる。（3-6)式におけるBjは、貸し倒れ率がＰｉである貸出の期待収益

率が信用度の最も高い貸出の期待収益率と等しくなるようにr,に上乗せさ

れるプレミアムである。以下ではこれを「貸し倒れプレミアム」と呼ぶこと

にする。（3-6)式によると、「貸し倒れプレミアム」はＰｊとｒ,が高いほど大

きくなる。このようにして競争的な貸出市場においては、貸出の貸し倒れ率

に見合った貸し倒れプレミアムが付き、それによってすべての貸出の期待収

益率は基準金利r,に等しくなる。

ただしここで留意すべきは、（3-4)式のように貸出約定金利が基準金利と

貸し倒れプレミアムの合計となるのは、銀行がリスク中立者として行動する

場合のみである。銀行がリスク回避者である場合には、銀行は貸し倒れプレ

ミアムのほかに、貸出収益率のバラツキつまりリスクに対する補償を求める。

以下ではこれを「リスクプレミアム」と呼ぶことにする。

一般に、リスクは収益率の分散（または標準偏差）で計ることが多い。こ

こで、（3-2)式、（3-4)式及び(3-6)式を用いて貸出収益率の分散を求めると、

(3-7）o2j＝(l-Pj)｛ｒｊ－Ｅ(rj)｝図十Pj｛－１－E(rj)｝２

＝(1＋r,)２｛Pj／(l-Pj)｝
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となる。（3-7)式からわかるように、貸出収益率の分散は基準金利ruと貸し

倒れ率Ｐｊが高いほど大きくなる。したがって、銀行がリスク回避者として

行動する場合には、貸し倒れ率の上昇は貸し倒れプレミアムのみならずリス

クプレミアムの拡大を通じて貸出約定金利の上昇をもたらすことになる。

このようにして、貸出の貸し倒れ率（または借り手の信用リスク）の上昇

は貸出の期待収益率の低下とリスクの増加をもたらし、その代価として貸し

倒れプレミアムとリスクプレミアムが基準金利に上乗せされる。すなわち、

銀行がリスク回避者として行動する場合の貸出約定金利は、

(3-8）ｒｊ＝r,＋８j＋刀』 E(rj)＞r，

となる。ただし、刀jはリスクプレミアムであり、それは貸し倒れプレミア

ムと同様に貸し倒れ率の増加関数となる（刀/＞Ｏ)。

第２節貸出市場の均衡

本節では貸出市場の分析のための簡単な銀行行動モデルを構築する。ただ

し、銀行は危険中立者として行動すると想定する。この場合には、基準金利

に上乗せするプレミアムは貸し倒れプレミアムのみとなり、それは貸出の期

待収益率が等しくなるように借り手の信用リスクに応じて決まる。個々の銀

行は市場で決まる貸出の期待収益率を所与として、期待収益が最大になるよ

うに貸出供給量を決める。ここで、貸出のための資金をすべて市場金利で調

達すると仮定すると、銀行の期待収益Ｅ(汀)は次のようになる。

(3-9）Ｅ(汀)＝E(rj)Lij-rcLij-fij(Lij） i＝1,2,3,…,、

ただし、Lijは第ｉ番目の銀行が供給する貸し倒れ率がPjである貸出、ｒ・は

銀行の資金調達コストである。fijは費用関数で、fij'＞Ｏ、fij"＞０の性質を
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持つ。前節で説明したように、プレミアムが市場の価格メカニズムによって

決定される場合に、（3-9)式おけるrcやＥ(rj)は個別銀行にとって所与の変数

となる。ここでLijで微分し、（3-9)式から利潤最大化の１階条件を求めると、

(3-10）Ｅ(rj)＝rc＋fij'(Lij）

が得られる。また、（3-2)式と(3-4)式を考慮し、（3-10)式をLijに関して解

くと、貸し倒れ率がPiである貸出に対する第ｉ番目の銀行の供給関数を求

めることができる。

(3-11）Lijs＝Lijs［E(rj)－rc］＝Lijs（rl-rc）

（3-11)式は、貸出が貸出約定金利ではなく、貸出の期待収益率の関数であ

ることを示している。すなわち、貸出は期待収益率（つまりプライムレート）

が資金調達コストを上回るときに行われる。換言すれば、貸し倒れ率の拡大

やそれによる貸出約定金利の上昇は貸出供給量に影響を与えないのである。

一方、資金調達コストが上昇したりすると、Lijsは左方にシフトする。ここ

で、個々の銀行のLijsをすべて集計すると、貸し倒れ率がＰｊである貸出に

対する市場の供給曲線が得られる(２１)。

'7F

(3-12）Ljs=Ljs(r1-r｡)＝ガニ,L`.('１－協）

次に市場の貸出需要曲線を求めることにしよう。銀行が貸出約定金利の期

待値を重視するのに対し、借り手は貸出約定金利そのものを問題にする。借

り手の貸出需要量は通常プロジェクトの収益率、と借入金利の差の増加関

数であると考えられる。すなわち、貸し倒れ率がOjである貸出に対する市

場の貸出需要曲線は次のように表される。
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(3-13）LjD＝LjD(rk-rj）

すなわち、借り手の貸出需要員は貸出約定金利と負の関係を持つ。またプロ

ジェクトの収益率、が上昇すると、LjDは右方にシフトする。

こうして市場の貸出供給・需要関数が得られると、信用リスク別の貸出市

場の均衡条件は次のようになる。

(3-14）Ｌｊｓ（r1-r｡)＝LjD(rk-rj）

信用リスク別の貸出市場の均衡条件(3-14)式を図示すると、図３－lのよ

うになる。LjsとLjDはそれぞれ(3-12)式、（3-13)式を図示したものである。

ただし、信用度の最も高いグループとその他のグループに分けてある。信用

度の最も高いグループにおいては、貸出約定金利がそのまま期待収益率とな

るため、貸出供給曲線L1sは右上がりになる。一方、貸し倒れの可能性のあ

る貸出に対する供給曲線Ljsは貸し倒れプレミアムに分だけ上方に位置する。

信用リスク別の貸出市場はそれぞれ貸出供給曲線と貸出需要曲線が交差する

ところで均衡する。図３－１からわかるように、ｒｊ゛はr,｡より幾分高いが、

その差は貸し倒れプレミアムによるものである。また、信用リスク別の均衡

貸出量を集計すると、市場全体の均衡貸出量が求められる。

図３－１信用リスク別の貸出市場の均衡条件

（１）Ｌ,の貸出市場(2)Ｌ,の貸出市場（』≠1）
ｒｌ ｒ」

rjO

rl巾rl●

L，0 Lｊ0

L1． L｣．

-126-



貸出量低迷の原因について（Ⅱ）（李好根）

第３節新しい銀行行動モデルによる比較静学分析

本節では、外生変数の変化が貸出約定金利と貸出量に及ぼす効果について

分析する。外生変数の変化としては投資収益率の低下による資金需要減少、

銀行の資金調達コストの低下、借り手の貸し倒れ率の上昇、および貸し渋り

を取り上げる。

１．資金需要減少

まず、投資収益率の低下に伴って貸出需要が減少する場合を考えてみよう

(図３－２)。投資収益率の減少はＬｌＤとLjDを左方へシフトさせる。そうす

ると、ＬｌＤの左方へのシフトにより、ｒ,の下落と貸出量Ｌ,の減少が生ずる。

次にr,の下落は基準金利の低下を意味する。それにより、貸し倒れのある

貸出に対する供給曲線は基準金利の低下分だけ下方にシフトする。このよう

にして、貸出需要曲線が左方に、貸出供給曲線が下方にシフトすると、ｒｊは

下落するが、貸出量Ljは確定されない(趣)。

この結果、貸出約定金利の加重平均値である貸出約定平均金利は通常下落

する。ただし、ｒ,とrjの差つまり貸し倒れプレミアムは変動しない。

図３－２投資収益率の低下の効果

（１）Ｌ,の貸出市場(2)Ｌｊの貸出市場

ｒｌ ｒ」

ｒ
ｒ

下
rlo

rlI

L」L１０
L１１Ｌ１ｏ

２．銀行の資金調達コストの低下

次に、銀行の資金調達コストが下落する場合には、貸出供給曲線L1sは下
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方へシフトし、ｒ１は下落し、貸出量Ｌ１は増加する（図３－３)。また、ｒ,の

下落は基準金利の低下を通じて貸出供給曲線Ｌｊをさらに下方へシフトさせ

ることになる。これにより、貸出約定金利rjは下落し、貸出量Ｌｊは増加す

る。したがって、最終的に、貸出約定平均金利は下落し、市場全体の貸出量

は増加する。ただし、貸し倒れプレミアムに変動は生じない。

図３－３銀行の資金調達コストの低下の効果

（１）Ｌ,の貸出市場(2)Ｌ,の貸出市場
ｒｌ ｒ」

L1D

０
１
Ｊ
ｊ

ｒ
ｒ

い
声
〈
、

０
１
Ｉ
１

ｒ
ｒ

L１ ０ L」０

L１ｏＬ１１ L｣ｏＬｊｌ

３．借り手側の信用リスクの悪化

次に、借り手側の信用リスクの悪化の効果について考察しよう。借り手側

の信用リスクの悪化は貸出の期待収益率を低下させる。これは貸し倒れプレ

ミアムの上昇を通じて、貸出供給曲線をLjsからLjsへ上方シフトさせる

(図３－４)。そうすると、ｒｊはrjoからrj1に上昇し、ＬｊはLjoからLj1に減少
する。

このような貸出約定金利rjの上昇は貸し倒れプレミアムを加算して期待収

益率の低下分を補填しようとするため生ずる。ただし定義上、信用度の最も

高い貸出の貸し倒れ率に変動はなく、Llsは影響を受けないため、ｒ,とＬ１は

変動しない。これにより、貸し倒れプレミアムは拡大し、Ｌｊの減少により
市場全体の貸出量は縮小する。

ただし、借り手側の信用リスクの悪化が貸出約定平均金利に及ぼす効果は
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貸出量の構成の変化により確定しない。それは、銀行が貸し倒れ率の高い貸

出を中心に回収するため、貸出全体の貸し倒れプレミアムは以前より減少す

る可能性があるためである。

図３－４借り手の信用リスクの悪化

（１）Ｌ,の貸出市場(2)Ｌ,の貸出市場

ｒｏ 可

Lj8’

三F'二了;！
１
０
Ｊ
ｊ

ｒ
ｒ

rlo

L１ ０ L」０

L1０ L｣ULノ

４．金融機関の貸出態度の慎重化：貸し渋り

金融機関の貸出態度が慎重化する貸し渋りは金融機関がリスクに対して敏

感になることに原因があると考えられる。すなわち、貸し渋りは金融機関が

リスク回避者として行動するために生じる現象である。したがって、貸し渋

りが貸出約定金利と貸出量に及ぼす効果を論ずるためには、金融機関をリス

ク回避者と想定する必要がある。

まず、銀行がリスクに対して敏感になり、それによって貸出態度が慎重化

すると、所与の信用リスクに対するリスクプレミアムが増加する。このよう

にして、貸し渋りによりリスクプレミアムが増加すると、その分だけ貸出供

給曲線は上方へシフトする。すなわち、貸し渋りにより貸出供給曲線はＬｊｓ

からLjs,へ上方シフトする（図３－５)。そうすると、ｒｊはrjoからrj1までに

上昇し、ＬｊはLjoからＬｊ１に減少する。ただし、信用度の最も高い貸出には

貸し倒れ率がゼロであるためリスクプレミアムは付かず、貸出供給曲線に変

動はない。これにより、ｒ,とrjとの差はリスクプレミアムの増加分だけ拡大
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し、貸出市場全体の貸出量はＬｊの減少分だけ縮小する。ただし、貸し渋り

が貸出約定平均金利に及ぼす効果は貸出量の構成の変化により確定しない。

それは、銀行が貸し倒れ率の高い貸出を中心に回収するため、貸出全体のリ

スクプレミアムは以前より減少する可能性があるためである。

図３－５「貸し渋り」の効果

(1)Ｌ,の貸出市場(2)Ｌ,の貸出市場

rｌ ｒｊ
０
０
Ｊ
ｊ

ｒ
ｒ

|へ
巳＞，

ｒｌｏ

L１ ０ L」０

L1０ L｣１Ｌｊｏ

５．比較静学分析の限界

以上の比較静学分析の結果を要約すると表３－１のようになる。ただし比

較静学分析において留意すべきは、比較静学分析の結果は他の条件を所与と

して導き出されたものである、という点である。ところが現実においては、

表３－１比較静学分析の結果

減少'）下落下落縮小2）

■弓■■副下落縮小鋤

減少不変上昇拡大

減少不変上昇拡大

注）１）貸出需要減少の効果が貸出約定金利下落のそれより大きい場合。

２）基準金利の低下による効果を考慮。
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Ｌ ｒｌ ｒｉ rｊ ｒｌ 貸出約定平均金利

資金需要減少 減少1）
下落 下落 縮小2） 下落

資金調達コストの下落 増加 下落 下落 縮小2） 下落

信用リスクの悪化 減少 不変 上昇 拡大 確定しない

貸し渋り 減少 不変 上昇 拡大 確定しない
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幾つかの外部ショックが同時に発生する。従って、実際に現れる貸出量と貸

出約定金利の変化は複数の外部ショックによるものである。以下ではこの点

を考慮し、今回の不況期における貸出量低迷の原因について概略的に解釈し

てみる。

第１に、資金需要減少、信用リスクの悪化、および貸し渋りはともに貸出

量の低下をもたらすが、資金調達コストの下落は貸出量の増加をもたらす。

今回の不況期において、大幅な資金調達コストの下落が生じたにもかかわら

ず、貸出量が低迷しているのは、資金需要減少、信用リスクの悪化、貸し渋

りのうち少なくとも１つが発生し、その効果が資金調達コストの下落の効果

を上回っていることになる。

第２に、今回の不況期においてはプライムレートの下落がみられる。これ

には資金調達コストの下落が大いに貢献したと考えられる。資金調達コスト

の下落は公表される統計によって確認することができる。また、プライムレー

トの下落の原因として資金需要減少も考えられる。しかし、信用リスクの悪

化や貸し渋りはプライムレートに影響を及ぼさないため、これらが今回の不

況期において生じていたか否かはプライムレートの下落では判定できない。

第３に、資金需要減少と資金調達コストの下落は貸出約定平均金利の下落

をもたらす。しかし、信用リスクの悪化と「貸し渋り」が新規貸出約定平均

金利に及ぼす効果は貸出残高の構成に依存し、確定されない。たとえば、信

用リスクの悪化や「貸し渋り」によって信用リスクの高い貸出が大幅に減少

した場合には、貸出約定平均金利が下落することもあり得る。したがって、

貸出約定平均金利の下落を根拠として信用リスクの悪化や「貸し渋り」を

否定することはできない。

第４に、資金需要減少と資金調達コストの下落は貸出約定金利rjを下落さ

せるが、信用リスクの悪化と貸し渋りは貸出約定金利rjを上昇させる。した

がって、現実における貸出約定金利rjの動きは両者の効果の相対的大きさに

依存する。すなわち、後者が生じていても、前者の効果が後者のそれを上回
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れば、貸出約定金利rjは下落する。この点からすると、貸出約定金利riの動

きは貸し渋りの判断基準にはならない。しかも、貸出約定金利rjのデータを

入手し、確認することは非常に難しい。

第５に、資金需要減少と資金調達コストの下落が基準金利の下落を通じて

プレミアム（rj-r,）の縮小をもたらすのに対し、信用リスクの悪化や貸し

渋りはプレミアムを拡大させる。したがって、プレミアムの拡大は信用リス

クの悪化ないしは貸し渋りが生じていることの証となる。ただし、それが信

用リスクの悪化によるものか、それとも貸し渋りによるものかは特定できな

い。

以上の分析を総合すると、今回の不況において貸し渋りが生じているのか

否かを判断する指標となり得るものはプレミアム（rj-r,）の動きのみであ

る。ただし、そのときは次の３点に留意する必要がある。

第１は、現実にrjについてのデータが公表されていない。貸し渋りの指標

となるプレミアムを正確に計算するには、ｒｊを推計しなければならない。そ

こで次章ではrjの加重平均値である貸出約定平均金利を用いてrjを推計する。

第２は、すでに述べたように、貸出約定平均金利はrjだけではなく貸出量

の構成によっても影響を受ける。プレミアムを正確に計算するには、貸出約

定平均金利の変動のうち、貸出量の変動によるものを取り除く必要がある。

第３に、プレミアムの上昇は「貸し渋り説」を支持するための必要条件で

はあるものの十分条件にはならない。貸し渋りを主張するには、プレミアム

の上昇がリスクプレミアムの上昇によるものであることを証明する必要があ
る。

第４章貸出量低迷の原因

第１節「貸し渋り説」の否定

１．「貸し渋り」の定義と指標
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すでに指摘したように、信用リスクの増加は銀行にとって期待収益率の減

少をもたらす。それにより、金融機関は貸出の交渉にあたって期待収益率の

低下を補填するため貸し倒れプレミアムを要求する。また、不良債権の増加

はリスク許容力の低下をまねき、それは金融機関にリスク回避的な行動を引

き起こす要因となる。金融機関がリスク回避的になると、リスクプレミアム

が加算されることになる。

このようにして、プレミアムは借り手側の信用リスクの増大と、金融機関

の貸出態度の慎重化の２つの要因によって生ずる。プレミアムの上昇は貸出

約定金利rjの上昇をもたらし、それによって貸出量Ｌｊが低下する。すなわ

ち、借り手側の信用リスクの増大と金融機関の貸出態度の慎重化はいずれも

プレミアムの上昇を通じて貸出供給曲線を上方へシフトさせることによって

貸出量の低下をもたらす。

これまでは、単に貸出約定金利の上昇による貸出量の低下を「貸し渋り」

と呼んできた。しかし、リスクプレミアムの増加はその原因が金融機関の貸

出態度の慎重化にあるが、貸倒れプレミアムの増加の原因は借り手側の信用

リスクの増大である。そこで最近では、借り手側の信用リスクの増大のため

に貸出約定金利が上昇するのは当然のことであり、それは「貸し渋り」とし

てみなすべきではない、という考え方が一般的になりつつある。しかしこれ

までの分析では、貸出約定金利の上昇が借り手側の信用リスクの増大による

ものか、それとも金融機関の貸出態度の慎重化によるものかを特定すること

ができず、これが「貸し渋り」の論争を長引かせる一因となっている。

そこで以下では貸し倒れプレミアムとリスクプレミアムを明確に区別し、

それぞれの大きさを計測することにする。そして、リスクプレミアムの増加

によって貸出約定金利が上昇したり、貸出量が低下したりする状態を「貸し

渋り」と呼ぶことにする。すなわち、リスクプレミアムが正の値を持つ状態

を「貸し渋り」と解釈する。
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２．プレミアムの計測

銀行をリスク回避者として捉えると、貸出約定金利は基準金利に貸し倒れ

プレミアムとリスクプレミアムを上乗せしたものとなる。以下ではこの点に

注目し、次のような手順でリスクプレミアムを計測する。まず、貸出約定金

利から基準金利を差し引いて基準金利に上乗せされるプレミアム（のj)を求

める。次に、貸し倒れ率にみあった貸し倒れプレミアムを推定する。最後に、

のjから貸し倒れプレミアムを差し引いてリスクプレミアムを求める。

（１）のjの計測

これまでの定義により、基準金利に上乗せされるプレミアムは、

(4-1）のj＝rj-r，

となる。ただしここで留意すべきは、ｒｊに関する統計データが発表されてい

ないことである。そこで以下では現在公表されている新規貸出約定平均金利

を用いてrjを推計する。周知のように、新規貸出約定平均金利は信用リスク

別の貸出約定金利を当該月中に実行した貸出額について加重平均して求める。

すなわち、

(4-2）ｆ＝Ｚｒj(Lj/L）ただし、Ｌ＝ＺＬｊ

となる。ただし、ｆは新規貸出約定平均金利を表す。ここで、（4-1)式を用

いると、（4-2)式は次のように書き換えることができる。

(4-3）ｆ＝Ｚ(r,＋のj）（Lj/L)＝r,＋Ｚのj(Lj/L）

右辺の第２項はプレミアムの加重平均値（以下のjと表記する）を表す。
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(4-3)式は、新規貸出約定平均金利ｆが基準金利r,とプレミアムの加重平均

値のjの合計からなることを示す。換言すれば、新規貸出約定平均金利で

から基準金利rIを差し引いたものはプレミアムの加重平均値のjに他ならず、

それはプレミアムの大きさのjと貸出構成(Lj/L)の２つの要因に依存して決

まる。すなわち、

(4-4）のj＝Ｚのj(Lj/L)＝ｆ－ｒ１ただし、ｊ＝1,2,……、、

となる。ここで、借り手を大企業Ｌ,と中小企業Ｌ２の２つのグループに集計

し、かつ大企業の貸し倒れ率をゼロとすると、（4-4)式は次のように書き換

えられる。

(4-5）のj＝の,(L,/(L』＋し))＋の2{L2/(L】＋L2)}＝ｆ－ｒｌ

ただし、の,＝0,ｊ≠１

ここで、両辺をそれぞれ中小企業向け貸出の比率{L2/(L,＋し)}で除すると、

(4-6）の恩＝（ｆ－ｒ,){(L,＋L2)/L2）

が得られる。の2は中小企業の信用リスクと金融機関の貸出態度の両方を反

映し、基準金利r,に上乗せされたプレミアムを表す。（4-6)式におけるｆ、

r,、Ｌ,、およびＬ２にそれぞれ新規貸出約定平均金利、プライムレート、大

(中堅）企業向け貸出、中小企業向け貸出を代入すると、CO2が求められる。

それを描いたのが図４－１である。
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図４－１中小企業向け貸出のプレミアム(の2)の推移
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（２）８，の計測

次に、中小企業の信用リスクにみあう貸し倒れプレミアム（これを０２と

表記する。２は前節と同様に中小企業を表す）を算出しよう。貸し倒れプレ

ミアムは借り手の信用リスクによって低下される期待収益率を補填するもの

である。これは(3-6)式から求めることができる。しかし、現実の状況をよ

り的確に反映するには、銀行が貸出に際して要求している担保を考慮する必

要がある。一般に、銀行は貸出に際して担保を要求し、企業が倒産した場合

にはそれを処分することによって、貸出の一部を回収する。ここで、担保額

の対貸出額比率を。と表すと、（3-6)式は次のように修正される。

(4-7）８２＝(１－の＋r,){Ｐ３/(l-P2)｝

この(4-7)式にr,、。、およびＢを代入すれば、０２を推計することができる。

このとき、めは「担保でカバーされている貸出額の比率」を用いる。これに

ついては、全国銀行協会連合会（1998）が「不良債権の担保不動産に関わる

状況調査結果（中間とりまとめ）について」のなかで報告している。それに

よれば、平成９年９月期における不良債権額全体のうち、担保でカバーされ

ている債権額の比率は32％（１行当たり平均）である。
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しかし現在のところ、Ｂに関するデータは公表されていない。そこで以

下では、中小企業向け貸出の貸し倒れ率の代理変数として「倒産負債総額÷

中小企業向け貸出額」を用いることにする。「倒産負債総額」は東京商工リ

サーチが『全国企業倒産白書』を通じて発表している。これは１ケ月、四半

期、または１年間を単位として、倒産した企業の負債額を集計したフローの

変数である。以下ではこのうち月次データを用いる。同様に、「中小企業向

け貸出額」は残高ベースではなく月次の新規融資額を用いる。月次の新規融

資額は次の方法で算出する。

(4-8）新規融資額（月次）＝月末の貸出残高×貸出の回転率（年次）÷1２

ただし、貸出の回転率は、

(4-9）貸出の回転率＝６×（３か月以内の貸出の構成比)＋２×（３か月超

から１年以内の貸出の構成比)＋05×（１年超の貸

出の構成比）

として算出したもので、その推移は表２の通りである。

表４－１回転率の推移

資料：日本銀行『経済統計年報』

また、金融機関が貸出に際して想定する中小企業向け貸出の貸し倒れ率

Ｂは、過去６カ月の「倒産負債総額÷中小企業向け貸出額」の平均値を適

用すると仮定する。中小企業向け貸出の貸し倒れ率を図示すると、図４－２
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回転率 2.4255 2.4165 2.3615 2.2255 2.143 1.982 1.8635 1.698

年度 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

回転率 1.4975 1.37 1.334 13305 1.2835 1.266 1.215 1.161
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のようになる。

このようにして、回収率。と中小企業向け貸出の貸し倒れ率が得られると、

それを(4-7)式に代入して８２を求めることができる。図４－３はＢ２の推移

を図示したものである。図４－３には参考として、のがゼロである場合、つ

まり貸し倒れリスクをすべて貸し倒れプレミアムでカバーする場合のＢ２も

描かれている。

図４－２中小企業向け貸出の貸し倒れ率P2の推移
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図４－３貸し倒れプレミアム02の推移
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(3)リスクプレミアムT12の推移

第１節では、金融機関の貸出態度の慎重化によって生ずるリスクプレミア
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ムリ風の大きさで「貸し渋り」が行われているか否かを判別できることを指

摘した。すなわち、リスクプレミアムが正の値であると、「貸し渋り」が行

われているとみなすことができる。逆に、リスクプレミアムが負の値である

と、「貸し渋り」は行われていないことになる。また、これは金融機関が借

り手の貸し倒れリスクに応じた貸し倒れプレミアムを的確に上乗せしていな

いことを意味する。

すでに指摘したように、リスクプレミアム〃2は基準金利に上乗せされる

現実のプレミアムの2から貸し倒れリスク８２を差し引いて求めればよい。図

４－４は曰本の貸出市場におけるリスクプレミアムルの推移を図示したも

のである。図４－４からは次のいくつの点が読み取れる。

図４－４リスクプレミアム、jの推移
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第１に、現実のプレミアム①2の動きはおおむね貸し倒れプレミアム８２の

それに似ている。ただしの2の水準は、一時期（1986年～1988年）を除くと、

常に貸し倒れプレミアムａの水準を下回っている。これは、金融機関がプ

レミアムの設定に際して借り手の信用リスクをある程度考慮しているものの、

それを十分に反映していないことを意味する。

第２に、今回の不況期（1992年～1993年）におけるの2の水準はバブル時

期のそれより高いが、バブル時期以前のそれよりは低い。この点からすれば、
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｢『貸し渋り』ではなくバブル期の『貸し過ぎ」からの正常化過程」という最

近の金融機関の貸出行動についての評価は部分的には正しい。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」との考え方は納得しにくい。

バブル時期以前の1988年は金融機関が借り手側の信用リスクによる期待収益

率の低下分を上回るプレミアムを要求しており、本稿の定義によれば「貸し

渋り」が行われた有一の時期である(麺)。

第３に、1989年と1990年においてはプレミアムが負の値を有しているが、

これはプライム制度の変更によるものと考えられる。すなわち、1989年に新

短期プライム制度が導入されたが、それはプライムレートを0.875％の大幅

引上げる結果となった。そのため、借り手側の猛反対に遭い、交渉は遅遅と

して進まなかった。そこで銀行は、約定金利を変えない条件で新短期プライ

ム制度を導入しようとした(鋼)。これにより、約定金利からプライムレート

を差し引いたプレミアムは一時的に負の値になったのである。

また、曰本においてプレミアムが低い原因の１つは融資に際して担保をと

る`慣行にある。もし銀行側が借り手の信用リスクに担保ではなく、すべてリ

スクプレミアムの上乗せで対処するならば、リスクプレミアムは現在より２

％程度高くなる。

第２節プライムレートの上昇と下げ渋り

１．プライムレートの構成要素

前章で述べたように、貸出約定金利はプレミアムの変動を通じ期待収益率

が等しくなるように決まる。また、銀行は市場で決まる期待収益率を所与と

して貸出供給量を決定する。これを表したのが(3-10)式であった。ここで、

信用度の最も高い貸出の信用リスクがゼロであると仮定すると、貸出の期待

収益率は信用度の最も高い貸出の約定金利つまりプライムレートと同値とな

る。この点を考慮すると、（3-10)式の銀行の利潤最大化条件は、
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(4-10）ｒ,＝r`＋fij'(Ｌｉ,）

と書き直すことができる。すなわち、プライムレートは限界資金調達コスト

に限界経費を上乗せしたものに等しい。換言すれば、プライムレートと限界

資金調達コストの差は限界経費と等しくなる。したがって、費用関数が所与

であれば、限界資金調達コストが下落し、プライムレートと限界資金調達コ

ストの差が拡大（縮小）すると、貸出量が増加（低下）することになる。

図４－５はプライムレートと限界資金調達コストの推移を表したものであ

る。限界資金調達コストとしては譲渡性預金平均金利（90曰-180曰未満、

全銀ベース）を用いている。図４－５からわかるように、曰本の貸出市場に

おいては、８０年代まで、プライムレートが限界資金調達コストを下回ってい

る。これは旧プライムレートが平均資金調達コストを基準にして設定されて

いるためであると考えられる。

しかし1990年代に新プライムレート制度に移行してから、プライムレート

は限界資金調達コストを上回るようになってる。ただし、貸出量が低下する

なかで、プライムレートと限界資金調達コストの差は拡大の一途を辿ってい

る。以下ではこうした現象についは詳しく説明する。

図４－５プライムレートと資金調達コストの推移
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２．プライムレートと資金調達コストの連動性

周知のように金融自由化になるまで、曰本の貸出市場ではプライムレート

の設定に際して十分な競争が行われたとは言いがたい(麓)。実際に1989年以

前の１日プライム制度下では、プライムレートは公定歩合変更の都度それに一

定の値を上乗せして設定されていた(露)。そして、1989年には旧プライムレー

ト制度から新プライムレート制度へ移行し、プライムレートは平均資金調達

コストをベースに、貸出の需給環境や市場金利の動向など、総合的な判断に

よりその水準を決定するようになった。この点は図４－６から確認すること

ができる。

図４－６ｒｐとr･の推移
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ｒＰは現実のプライムレートで、ｒ･は平均資金調達コストに経費率を加算し

たもの（以下平均費用と呼ぶ）である。図４－６からわかるように、旧プラ

イムレート制度の下でのプライムレートは1980年代に入ってから費用を下回

り、その差は年々拡大していった。プライムレートが平均費用を下回る状態

が続くにつれて、銀行経営は次第に悪化し、これを背景として|日プライムレー

ト制度は新プライムレート制度へ移行することになった。新プライム制度の

下でのプライムレートはおおむね平均費用をカバーするような水準になって

いる。
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また,金融自由化以降においては、多くの預金金利が市場金利と連動する

ようになっており、平均資金調達コストと限界資金調達コストの差はほとん

どない状態になっている。そのため、平均資金調達コストに基づいてプライ

ムレートを設定するような銀行行動は利潤最大化として捉えても差し支えな

い。図４－７は現実のプライムレートと利潤最大化条件を満たす最適なプラ

イムレートの推移を図示したものである。

図４－７からわかるように、プライムレートが公定歩合と連動して設定さ

れた1980年代には、プライムレートは利潤最大化を満たす最適値より２％程

度下回っていた。しかし新プライムレート制度の下では、プライムレートは

資金調達コストを反映して設定されるようになり、その水準は漸次的に最適

値へ収束している。すなわち、８０年代後半のプライムレートの上昇と90年代

のプライムレートの下げ渋りは１日プライムレート制度から新プライムレート

制度へ移行する過程で、換言すれば銀行が利潤を最大化する過程で生じたも

のであると考えられる。

図４－７プライムレートの最適値への収敞
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これにより、プライムレートとそれを基準金利として決まる貸出約定金利

は市場金利と比べて相対的に高い水準で推移している。このようなプライム

レートの高止まりは、曰本銀行が市場金利を低めに誘導していた|こもかかわ
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らず、貸出量が低迷を続けている原因の１つとなっている。また、金融機関

の貸出態度が厳しくなっているという企業側の印象は主にプライムレート

(ひいては貸出約定金利）が市場金利に比して相対的に高止まりしているこ

とにあると考えられる。しかし、こうしたプライムレートの下げ渋りはプラ

イムレートの設定方式の変更のみならず、貸出の限界経費の増加によるもの

である。以下ではそれぞれについて詳しく分析する。

３．経費率の増加

図４－８は銀行の総資産に対する営業経費の比率を示したものである。経

費率は1980年代に低下傾向をたどり、1989年にもっとも低い水準になった。

その後経費率は増加し始め、1996年度の経費率は1.07％強となっている。

1989年以降において経費率の上昇による貸出約定金利の上昇分は約0.2％程

度である。

図４－８経費率の推移
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ところで、こうした経費の上昇は貸出量の増加によるものではない。それ

は、９０年代に入って貸出量は低迷を続けているからである。こうした経費率

の上昇は不良債権の増加と、それに伴う審査体制の整備によるものであると

考えられる。図４－５において指摘したように、貸出量が低下するなかで、
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プライムレートと限界資金調達コストの差が拡大の一途を辿っているのは、

こうした費用関数のシフトがその原因の１つであると考えられる。

第３節「貸し渋り」の指標としての「利鞘」の問題点

前章では、リスクプレミアムの大きさを調べることによって、貸し渋りの

有無を判断することができると述べた。ところがこれまでは、「利鞘」とい

う概念が貸し渋りの指標としてよく使われてきた。以下ではこれまでの議論

に基づいて「利鞘」の持つ意味合いを再検討し、それが貸し渋りの指標とし

て適切ではないことを明らかにする。

一般に「利鞘」とは「新規貸出約定平均金利」から「資金調達コスト」を

差し引いたものを指す。すなわち利鞘,oは、

(4-11）β＝ｒ－ｒｏ
－

と定義されるが、（4-4)式を用いると、

(4-12）ｐ＝(r,＋のj）－r。

と表すことができる。ところで、利鞘ｐがどのような意味合いを持つかはプ

ライムレートｒ,の設定方式によって変わってくる。プライムレートの設定

方式には、限界資金調達コストに基づいて設定される場合と、平均資金調達

コストに基づいて設定される場合の２通りがある。前者は利潤最大化を目的

とする銀行行動であり、後者は80年代までの曰本の銀行行動である。それぞ

れの銀行行動を前提すると、（4-12)式の利鞘１０は次のように書き換えること

ができる。

(4-13）ｐ＝(r､＋のj)－r・＝[r‘＋fi／（Lij)＋のj]－r・＝fi／（Lij)＋の』
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(4-14）ｐ＝(r,＋のj)－r・＝(r・＋〃＋のj)－r・＝(ｒＱ－ｒ.)＋〃＋の』

ただし、ノリは平均経費率を表す。（4-13)式のように、プライムレートが市場

金利をベースに設定されるならば、利鞘は限界経費率とプレミアムの加重平

均値の合計からなり、それは常に正の値を持つ。

しかし80年代のように、平均資金調達コストをベースにしてプライムレー

トを設定する場合には、利鞘は平均資金調達コストとＣＤレートの差、平均

経費率、およびプレミアムの加重平均値の合計からなる。この場合、平均資

金調達コストが市場金利を大幅に下回ると、利鞘は負の値をもつこともある。

図４－９は利鞘とその構成要素の推移を図示したものである。図４－９から

次の点が読み取れる。

第１に、1980年代までプレミアムの加重平均値が正であるにもかかわらず、

利鞘は負の値を有している。これは平均資金調達コストが市場金利を大幅に

下回っていたためである。

第２に、1990年から1993年まで利鞘は急激に上昇している。これは、平均

資金調達コストとＣＤレートの差の縮小、平均経費率の上昇、およびプレミ

アムの加重平均値の拡大が同時に生じたためである。

図４－９利鞘とその構成要素の推移
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第３に、利鞘は1993年以降横ばいに推移している。これは（ro-r｡）の縮

小と平均経費率の上昇がプレミアムの加重平均値の低下によって相殺された

ためである。また、1993年以降の利鞘の大きさは平均経費率の水準に大きく

依存している。

このように、「利鞘」はプライムレートの設定方式によって構成要素が変

わり、かつその大きさは経費率とプレミアムの加重平均値に依存して決まる。

ところが「利鞘」の構成要素のなかで、金融機関の貸出態度（および借り手

の信用リスク）を反映して変動するのはプレミアムの加重平均値（そのなか

でもリスクプレミアム）のみである。一般に、「利鞘」の動きはプレミアム

の加重平均値のそれと必ずしも一致しない。こうした点を考慮すると、利鞘

の動きを根拠に貸し渋りを判断するのは大きな問題があると言わざるを得な

い。

第５章貸出量と貸出金利の動きについての今後の展望

貸出約定金利は、資金調達コスト、経費率、およびプレミアムからなる。

以下ではそれぞれの構成要素の動きが今後貸出量や貸出約定金利にどう影響

するかについて簡単に展望する。まず、資金調達コストの変動は基準金利と

なるプライムレートの変動を通じすべての貸出約定金利の変動をもたらす。

90年代に入ってからの新規貸出約定平均金利の下落は主にこうした資金調達

コストの低下によるものである。ただし、新規貸出約定平均金利の下落分は

ＣＤレートのような市場金利の低下分より小さかった。その理由は平均資金

調達コストをベースとしてプライムレートを設定する新短期プライム制度に

ある｡しかし最近においては、限界資金調達コストと平均資金調達コストの

差はほとんどない。したがって今後は、市場金利の変動は同方向に同幅だけ

貸出約定金利の変動をもたらし、金融政策の有効性は高まるであろう。

次に経費率の変動とそれの貸出約定金利への効果について検討しよう。
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1990年度に入ってから、経費率は貸出約定金利を上昇させる要因となってい

る。しかし絶対水準からすれば、邦行の経費率は米国銀行の経費率の25-30

％にすぎない。これは曰本の銀行業の効率化が顕著に進んでいる証左として

挙げられることが多い。しかし邦銀の経費率が低い背景としては、以下の３

点があげられる。第１は、貸出金利が規制されていたことから、経費の削減

(および預金の量的な拡大による資金調達コストの低下）が収益増加の方途

とされてきたことがある。第２は、貸出対象が比較的に信用度の高い企業が

多かったため、審査を簡略化できたことがある。また、メインパンクの存在

は、他の金融機関に対する「シグナリング効果」を発生させることから、銀

行部門全体としての情報生産コストを節約してきた。第３は、「担保」付き

貸出という曰本型金融システムも審査コストの節約に寄与してきた。貨出先

が倒産した場合でも土地などの担保により元利保全が可能であるため、銀行

の審査は担保価値の評価に重点をおいてきた。

こうした曰本型金融システムはこれまで企業の資金調達コストの軽減を通

じて曰本の経済発展に寄与してきたと考えられる。その反面、日本型金融シ

ステムは金融機関の審査能力の蓄積を中断ないし遅延させた要因として考え

ることもできる。曰本の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。しかし、金融機関にとって審査

機能は無形固定資産のようなもので、通常の企業投資と同じく転換に伴う初

期コストがかかり、かつ審査能力の獲得・蓄積には時間と資源の投入が必要

である。銀行の情報生産コストは従来よりもかなり高価なものとなっている。

これは最終的に費用関数のシフトを通じて貸出金利の引上げによって回収さ

れることになる。また、審査能力の更新が追いつかず、成長力のある中小企

業を発掘するノウハウが不足していると、資金はあっても貸出量は拡大しな
い。

最後に今後のプレミアムの変動とそれの貸出約定金利への効果について検

討しよう。これまで邦銀は貸し倒れ率を最小化することに重点をおいてきた。
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すなわち邦銀は、借り手の信用リスクにみあったプレミアムを上乗せし、大

数の法則によって信用リスクをカバーすることはなかった。審査方法は貨出

先が倒産するかしないかを分析することを主眼においてきた。邦銀は貸出約

定金利の設定に際して借り手の信用リスクを十分に反映しておらず、借り手

の信用リスクは担保提供によってカバーされ、借入金利はそれほど差別化さ

れない仕組みができ上がった。

大企業の資金調達は社債など直接金融へと大きく移行しており、銀行の取

引参入の壁は高い。しかも、貸出金利は低く、銀行全体の収益に貢献する度

合いも低くなりつつある。大企業ばかりと取引していると、資産は健全でも

利ザヤは薄く、銀行は縮小均衡の道を歩むことになる。それに対し、中堅・

中小企業の大半はリスクが大きいが、利ザヤが大きく収益に貢献する部門で

ある。これからは、中・下位ランクの企業の成長性などをどう見極め、どの

程度リスクテイクして利ザヤを確保していくかが銀行の勝負になってくる。

そのためには、倒産確率を勘案して金利を設定し、一定の格付枠内で￣定

の倒産が発生しても、その分は同一格付枠全体のプレミアムでカバーできる

システムの構築が必要である。貸出金利の設定に際して、銀行が信用リスク

の計量化を通じて借り手の信用リスクを織り込むと、貸出金利は上昇する。

1990年代における貸し倒れプレミアムは借り手の信用リスクを的確に反映

したものではない。この観点からすれば、金融機関の貸出態度が従来以上に

慎重になっているという「貸し渋り説」は適切ではない。これまで考察して

きたように、担保を取らずに、借り手の信用リスクをすべて貸し倒れプレミ

アムの上乗せでカバーすると、プレミアムは現在のそれより２％程度高くな

る。むしろ、貸し渋りは1980年代後半に生じており、そのとき企業側が受け

入れたリスクプレミアムは信用リスクを反映した適正水準を上回っていた。

このように、貸し渋りについての認識が混乱しているのは、金融機関と企業

がともに信用リスクとプレミアムの関係について必ずしも正しく理解してい

なかったことに原因がある。
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結びに代えて

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した。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。こうした観点から本稿では、貸出市場における「プライムレート

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した。

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」として解釈した。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した。

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」を指摘す

る意見には批判的である。資金需要減少が貸出量低迷の最大の原因であるこ

とはいうまでもないが、本稿ではそのほかの原因として、プライムレート制

度の変更と経費率の上昇によるプライムレートの高止まりを挙げた。ただし

本稿では、不良債権の貸出への効果とそのメカニズムについての分析は十分

に行われていない。これについての分析は今後の課題にしたい。

注

(18）銀行がリスク回避的である場合については後述する。

(19）担保を考えた場合については後述する。

(20）高橋・森平（1996）は帝国データバンクの1986年から1994年までのデータを用

いて倒産率の分析を行っている。そこでは、評点が85点以上のランクにおいて

は過去９年間倒産件数が１件もないことが指摘されている。
〃

(21)一方､第i番目の銀行の総貸出量はLiO＝ﾉｰuLｻﾞ('１－Z)となる。
(22）より正確にいうと、基準金利の下落は貸し倒れプレミアムの低下をもたらし、
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その分だけ貸出供給曲線Ljsは下方にシフトするが、その効果についての記述

は省略する。

また、図３－２においては、貸出需要減少の効果が貸出約定金利下落のそれ

より大きいことを前提に描いている。

(23）この時期に「貸し渋り」が生じた原因としては、プライムレートが公定歩合と

連動して設定される１日プライム制度にある、と考えられる。すなわち、１日プラ

イム制度の下では、プライムレートが資金コストや経費をカバーできず、その

損失分を中小企業向けの貸出に転嫁していた可能性がある。この点については

次節で詳しく論じる。このように考えると、日本の金融機関は以前から現在に

至るまで、借り手の信用リスクを十分に反映してプレミアムを設定していない、

といえる。日本の貸出市場における利ざやが世界的に見て低い水準にある理由

の１つはこの点にある。

(24）この点については小林［1989］を参照。

(25）ただし、中小企業向きの貸出に上乗するプレミアムの設定においては銀行間で

熾烈な競争が行われていた、といわれる。

(26）1981.2まではプライムレートと公定歩合の差は0.25％で、1981.3から1985.12

までは0.5％であった。
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