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要旨 
本論文では、量的緩和政策が解除された 2006年までの日本経済における資産価
格、金融政策と景気変動の関係について VAR分析を行う。株価と貸出金利を用い
た VARモデルによると、資産価格と金融政策はともに景気変動に影響を与えてい
るとの結果を得た。また、1996年に構造変化が生じたと想定して前後を比較する
と、前期に比べて後期では金融政策の影響が低下する一方、資産価格の影響が増

大しているとの結果を得た。 
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１． はじめに 
 
 2006年３月に日本銀行は量的緩和政策を解除し、続いて７月には「無担保コールレート
（オーバーナイト物）を、0.25％前後で推移するよう促す」としてゼロ金利を解除した。そ
の後、日本経済は順調に回復していくかと思われたが、アメリカの住宅バブルの崩壊によ

るサブプライムローン問題や、2008年９月に起こった「リーマン・ショック」によって、
世界経済は「100年に１度」と言われるような深刻な金融危機と不況に陥ってしまった。こ
れに対して、アメリカは金融政策としてゼロ金利や量的緩和政策を導入し、同様に、日本

も再びゼロ金利、量的緩和政策を実施することになった。このような政策対応は現在も継

続中であり、世界経済は依然として不況を抜け出すことができない状態が続いている。 
 こうしたリーマン・ショック以後の金融政策については、2006年以前の日本の経験がひ
とつの参考となるだろう。そこで、本論文では 2006年までの日本経済を対象にして、資産
価格や金融政策と景気変動の関係について VAR分析によって考察を行う。資産価格に注目
する理由は、1980年代後半のバブル生成とその後のバブル崩壊という資産価格の大幅な変
動は日本経済に多大な影響を与えたと考えられるためである。そこで、VAR モデルに資産
価格（株価）を導入してその影響を検討する。また、日本銀行の金融政策における操作目

標は、金利自由化によって 1996年以降、公定歩合からコールレートへと変更され、さらに
2001年３月の量的緩和政策の導入により日本銀行当座預金残高へと変更された。そこで、
VAR モデルに操作目標変数を直接に用いるのではなく、代わりに中間目標変数のひとつで
ある貸出金利を用いて分析を行う。これにより操作目標変数の変更による問題を回避し、

また、金融政策による市場金利が貸出金利に及ぼす影響（金利チャネル）と資産価格（株

価）が貸出金利に与える影響（信用チャネル）について考察することが可能となる。 
 日本の金融政策や景気変動に関する VAR分析としては、Miyao (2000) 、Shioji (2000) 、
細野・杉原・三平 (2001) 、照山 (2001) 、鎌田・須合 (2006) 、さらに資産価格の影響を
も考慮したものとしては、Bayoumi (2001) 、Miyao (2002) 、Fuchi, Muto, and Ugai 
(2005) 、Honda, Kuroki, and Tachibana (2007)、原田・増島 (2009) などがある。こうし
た分析の多くは金融政策を表す変数としてコールレートないしマネタリーベースを用いて

いる。また、VAR 以外の分析では、企業の設備投資行動と資産市場の関係について小川・
北坂 (1998) 、永幡・関根(2002) などがある。本論文は、資産価格（株価）と中間目標変
数の貸出金利を同時に用いた VAR分析である点に特徴があるといえるだろう。 
 論文の構成は以下のとおりである。第２節では、分析の枠組みについて説明する。資産

価格や金融政策と景気変動の関係を検討するために、短期金利として貸出金利を用いるこ

とから、資産価格や金融政策が貸出金利に及ぼす影響について議論する。第３節では、VAR
モデルに用いた経済変数および識別制約について説明し、インパルス応答関数と予測誤差

分散分解の結果について検討する。第４節では、推定期間中の構造変化の可能性を考えて、

先行研究を参考にして 1996年前後で期間を分けた分析も行い、構造変化の影響について議
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論する。第５節では本論文の結論をまとめるとともに、今後の課題について議論する。 
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２． 分析の枠組み 
 
分析の枠組みとしては、金融ショックが景気に影響を与える経路として信用チャネルの

存在を考慮する。 
貸手と借手の間に情報の非対称性が存在する状況では、企業は市場金利で自由に資金調

達できるとは限らず、市場金利に個々の企業の信用状況を反映したリスク・プレミアムが

上乗せされた金利で資金調達を行うことになる。たとえば、企業が設備投資のための資金

を銀行借入による外部資金に依存する場合、市場金利に信用リスクを反映したリスク・プ

レミアムが加味された貸出金利が企業にとっての資金調達コストとなる。この場合、貸出

金利の変化は設備投資を通じてマクロ生産活動にも影響を与えると考えることができる。 
貸出金利の変動のうち、市場金利の変動を通じた経路は金利チャネルと呼ばれ、中央銀

行の短期金利操作（日本の場合はコールレート）の影響を受ける。一方、リスク・プレミ

アムの変化のよる経路は信用チャネルと呼ばれ、資産価格の影響を受けると考えられる。

たとえば、資産価格の上昇は銀行や借手企業のバランスシートを改善させ、リスク・プレ

ミアムの低下を通じた貸出金利の低下による貸出の増加をもたらし、設備投資を増加させ

ると考えられる。この場合、金融緩和政策による短期金利（コールレート）引き下げは、

市場金利低下による金利チャネルを通じた効果の他に、資産価格の上昇によるリスク・プ

レミアムの低下を通じた信用チャネルの効果を伴うことになる。 
企業の設備投資の決定に関するこのような状況を、永幡・関根 (2002) は図表１を用いて
説明している*。そこでは、資金調達コストに順序付けが起こるペッキング・オーダーの状

況を想定し、資金制約がないケース（内部資金のみ）と資金制約があるケース（外部資金

も利用）での金融緩和の効果を比較している。企業にとって内部資金の機会費用は市場金

利 rであり、外部資金である銀行借入には市場金利に加えて信用リスクに応じたリスク・プ
レミアムが加味される（外部資金量と信用リスクは比例すると仮定）。そのため、資金供給

曲線は内部資金量 F を境に右上がりに屈折する。一方、資金需要は通常の右下がりの需要
曲線を想定する。このような需要曲線と供給曲線の下で、設備投資のための資金量と金利

（資金コスト）は決定される。金融緩和による市場金利の低下（r→r’）は、利払い負担の
減少による内部資金の増加（F→F’）や資産価格の上昇によるバランスシート改善に伴う信
用リスクの低下（傾きの低下）をもたらす。したがって、いずれのケースでも設備投資は

増加するが、資金制約がある場合（U→U’）の方が、資金制約がない場合（C→C’）と比べ
て、設備投資増加の効果は大きくなる。これはフィナンシャル・アクセラレータと呼ばれ

る効果であるが、効果に関しては信用チャネルを通じた効果の大きさがカギとなる。 
さらに、資産価格がマクロ経済に影響与える経路は、信用チャネルの他に、消費に対す

る資産効果、Tobinの qを通じた投資への効果なども存在する（宮尾 (2006) pp.45）。 
 
                                                   
* 永幡・関根 (2002) の pp.4－6を参照のこと。 
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図表１ 資金制約下の金融政策 －永幡・関根 (2002) － 

 
日本の景気変動や金融政策の効果を考える場合、「バブル経済」と呼ばれる 1980 年代後
半の資産価格の上昇と 1990年代に入ってからの崩壊（「バブル崩壊」）の影響を無視するこ
とはできない。また、ゼロ金利から量的緩和といった、通常の金利を通じた金融政策の経

路（金利チャネル）が極度に制約された状況下での金融政策の効果を考える上で、信用チ

ャネルの影響について検討することは意味あることだと思われる。そこで、以下では信用

チャネルの影響を考慮して日本経済の VAR分析を行う。 
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３． VAR分析 
 
３－１ 変数と識別制約 
推定する VAR システムは、先の議論を踏まえて、先行研究で多く用いられている物価、
生産、先行変数、金利、貨幣量の５変数に資産価格としての株価を加えた６変数とし、金

利変数には貸出金利を用いることにする。利用するデータは 1976年３月から 2006年７月
までの月次データとする。期間に関しては、2006年３月の量的緩和解除に続き７月にゼロ
金利が解除された時点を終点とし、始点は貸出金利のデータ制約から 1976 年３月とした。
具体的な変数とその選択理由は次の通りである。 
 中央銀行の政策目標、あるいはマクロ経済動向を捉えるための最も基本的な変数として、

物価（p）はコア消費者物価指数（コア CPI）を、生産（y）は鉱工業生産指数を用いる。
先行価格変数（pｗ）は、Sims(1992)において、正の金利ショックが物価の上昇をもたらす
という「物価パズル」の発生を軽減するために導入された将来の物価動向の先行指標とな

る変数のことである。候補としては商品価格指数、卸売物価指数（企業物価指数）、為替レ

ートなどが考えられるが、ここでは照山 (2001) 、細野・杉原・三平 (2001) の議論にした
がって企業物価指数を用いる。  
 金利（r）については、金融政策指標としてコールレートを用いるのが一般的であるが、
ゼロ金利や量的緩和のレジームにおいて金利のゼロ制約が問題となってくる。それに対処

する方法として、鎌田・須合 (2006) は、ゼロ制約の影響を直接受けていない中間変数（貸
出金利、貸出態度）を用いて政策代理変数を作成し、コールレートに代えて用いている。

一方、本研究は中間変数である貸出金利をそのまま用いる*。具体的には、国内銀行の短期

貸出約定平均金利（ストック）を使用する。貸出約定平均金利（ストック）の国内銀行と

いう区分のデータは 1993年 10月以前には存在しないが、都市銀行、地方銀行Ⅰ、地方銀
行Ⅱを合計した区分（小計）のデータは 1976年３月から 2002年３月まで存在する。そこ
で、接続方法として 1993 年 10 月から 2002 年３月までの国内銀行と小計との差の平均値
を 1993年 10月以前の小計のデータに加えることで、国内銀行のデータとした。中間変数
である貸出金利は、図表１からわかるように金融政策以外の要因から影響を受けるが、株

価や貨幣量をシステムに含めることで、それらの要因を分解して金融政策の波及経路につ

いて考察することが可能となる。 
 資産価格（pｓ）としては株価、地価などが候補として考えられるが、ここでは日経平均
株価を用いる†。貨幣量（m）については、マクロ経済全体の影響や先に見た貸出市場を通
じたメカニズムの効果を検討するために、マネタリーベースや M1 ではなくより広義の
M2+CDを用いる。Miyao (2005) はM2の構成要素である定期性預金と銀行貸出の間の密
接な関係を指摘しており、M2+CDは銀行貸出の動きを反映していると考えられる。 

                                                   
* 鎌田・須合 (2006) は中間変数をそのまま用いる方法も考え得るとしている（p.6）。 
† TOPIXを利用しても同様な結論であった。 
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識別制約については、コレスキー分解によるリカーシブ制約を用いる*。リカーシブ制約

を用いることは、変数間の同時点関係に下三角の関係を想定することであり、上の変数ほ

ど外生性が高いと考えていることになる。この場合、推定結果は変数の順序に依存するが、

ここでは物価、生産、先行価格、金利、資産価格、貨幣量、p－y－pｗ－r－pｓ－m の順序

とする†。p－y－pｗの非金融変数部門については、価格の硬直性のために物価は生産に遅れ
て調整される一方、将来物価の先行指標は価格や生産に対して素早く反応すると想定する。

また、非金融部門の変数は同時点の金融変数から影響を受けないと考える。r－pｓ－mの金
融変数部門については、同時点の非金融変数から影響を受ける。短期貸出金利はコールレ

ート等の中央銀行の政策操作変数に素早く反応する一方、同時点の株価や M2+CD はその
決定に影響を与えない。また、バランスシートの変化による貸出条件の変更にはタイムラ

グが存在すると想定する‡。 
 
３－２ 実証結果 
 
 金利以外の変数は対数値をとり、金利と株価以外の変数は季節調整済データを用いたレ

ベル変数で誘導形 VAR を推計する§。ラグ次数の選択はシュワルツ情報量基準 (SIC) では
２、赤池情報量基準 (AIC) では５となるが、AICに基づいて５を選択する。 
 まず、図表２のインパルス応答関数によって示されるショックに対する各変数の反応か

ら、非金融変数に対するショックの性質について検討する。コア CPI を上昇させる「物価
ショック」に対する反応をみると、物価は上昇し、生産は若干減少している。したがって、

物価ショックは総需要＝総供給モデルにおける供給ショックを表していると解釈すること

ができる。ただし、その生産に対する効果は非常に小さいことがわかる。 
 

図表２ インパルス応答関数 －全期間－ 
 
 鉱工業生産を上昇させる「生産ショック」に対する反応をみると、生産、物価ともに上

昇している。生産への効果は短期的であり、当初最も大きな増加を示すが１年（12 ヶ月）
後には効果が半減し、約２年（25ヶ月）後にはマイナスに転じている。物価も１年半（18
ヶ月）後にピークに達しその後徐々に低下していく。したがって、生産ショックは総需要

＝総供給モデルにおける需要ショックを表していると解釈できる。ただし、生産に対する

効果は２年程度の短期的なものである。 

                                                   
* 識別に関する詳しい解説は、例えば照山 (2001) 、宮尾 (2006) 第 2章を参照のこと。 
† 株価と貨幣量を入れ替えた、p－y－pｗ－r－m－pｓの順序でも結果は同様であった。 
‡ ここでの識別制約は照山 (2001) の中の５変数モデル、p－y－pｗ－r－mに株価を加えた
ものとなっている。ただし、照山は金利としてコールレートを用いている。 
§ 仮に非定常な変数が含まれている場合でも、レベル変数による推定量は一致性を持つ。詳
しくは Sims, Stock, and Watson (1990) を参照のこと。 



 8 

 企業物価指数を上昇させる「先行価格ショック」に対する反応をみると、企業物価指数

の反応に若干遅れてコア CPI も同じように上昇する反応を示している。企業物価指数はお
よそ１年半（17ヶ月）後に上昇のピークに達し、コア CPIはその４ヶ月後にピークに達し
ている。したがって、先行価格ショックは原材料・中間財等を通じて将来の物価を上昇さ

せる要因を反映していると考えることができる。ただし、物価ショックと同様に、生産へ

の影響は非常に小さくなっている。 
 次に金融変数に対するショックの性質について検討する。貸出金利を上昇させる「貸出

金利ショック」に対する反応をみると、先行価格を導入したにもかかわらず、「物価パズル」

が生じている。生産は減少し続けて３年半（43 ヶ月）後にボトムに達し、その後徐々に回
復していく反応を示している。貸出金利自身は９ヶ月後に上昇のピークに達してから低下

していき、29 ヶ月以降は初期の上昇水準を下回る動きを示している。株価は生産と同様に
低下を続け、同じく３年半（42 ヶ月）後にボトムに達してから徐々に回復する反応を示し
ている。貨幣量は当初プラスの反応を示すが 10ヶ月後からマイナスに転じている。 
 日経平均株価を上昇させる「株価ショック」に対する反応をみると、生産は大きく持続

性の長い反応を示している。およそ２年半（19 ヶ月）後にピークに達してから徐々に減少
していく。ピークから半減するのはおよそ４年半（52ヶ月）後である。物価も１年（12ヶ
月）経ってからプラスに転ずる反応を示している。貸出金利は短期的（８ヶ月間）に低下

し、その後上昇する反応を示している。また、貨幣量は増加する反応を示している。 
 貨幣量（M2+CD）を増加させる「貨幣量ショック」に対する反応をみると、生産は若干
だが増加している。貨幣量の増加は１年（12 ヶ月）後にピークに達し、その後は減少を続
けて４年（48ヶ月）後に当初の増加水準まで低下する。金利は短期的に上昇して約半年（５
ヶ月）後にピークに達してから低下していき 16ヶ月後にマイナスに転じる反応を示す。し
たがって、他の研究と同様に、貨幣量ショックは貨幣需要ショックを表していると考える

ことができる。 
ここで、貸出金利ショックの性質について考える。図表１で示したように、情報の非対

称性を前提とすると、貸出金利は大きく三つの要因に依存する。供給サイドの要因のひと

つは、内部資金の機会費用としての市場金利であり、これは中央銀行のコールレート操作

を通じた金融政策から影響を受ける（金利チャネル）。もうひとつは、企業・銀行双方のバ

ランスシートの変化が銀行の貸出行動に影響を与えるルートである（信用チャネル）。三つ

目は資金需要サイドの要因である。推定されたモデルでは、リカーシブ制約の仮定によっ

て株価や貨幣需要はタイムラグをともなって貸出金利に影響を与える構造となっている。

また、先に述べたように、貨幣量（M2+CD）の動きは銀行貸出の動きをかなりの程度反映
していると考えられる。したがって、貸出金利ショックは貸出金利に影響を与える要因の

うちの市場金利に対するショックを表していると考えることができる。さらに、市場金利

はコールレート等を通じて中央銀行の金融政策から大きな影響を受けるので、金利ショッ

クにはコールレートに対するショックが反映されていると考えられる。そこで、照山 (2001) 
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の５変数モデルとの比較を行ったところ、照山におけるコールレートショックに関する各

変数の反応と、本モデルにおける貸出金利ショックに関する各変数の反応はほぼ同じよう

な動きを示した*。このことから、本モデルの貸出金利ショックは金融政策のショックを表

していると考えることができるだろう。 
 次に、株価の影響について検討する。先に述べたように、資産価格がマクロ経済に影響

を与える経路は複数存在するが、資産効果や Tobin のｑを通じる経路では、株価上昇は資
金需要を高め金利は上昇すると考えられる。また、仮に中央銀行が資産価格に対応して金

融政策を行っている場合を想定しても、株価上昇による景気過熱に対してはコールレート

を引き上げる金融引き締めを行うのが通常であろう。一方、信用チャネルが働く場合、株

価上昇は企業・銀行のバランスシート改善を通じてリスク・プレミアムの低下（供給曲線

の傾きの低下）をもたらすことで金利低下と貸出増加をもたらすと考えられる。したがっ

て、正の「株価ショック」に対して貸出金利が一時的に低下し貨幣量（M2+CD）が増加す
るという本モデルの反応は信用チャネルのメカニズムと整合的である†。さらに、正（負）

の貸出金利ショックに対して株価は低下（上昇）を示しているので、貸出金利ショックを

金融政策ショックとみなせば、金融政策によってフィナンシャル・アクセラレータが働い

ていると解釈することができる。すなわち、インパルス応答関数の結果をみると、コール

レート引き下げによる金融緩和政策は市場金利低下（金利チャネル）と資産価格上昇によ

るリスク・プレミアム低下（信用チャネル）の両経路を通じて生産を拡大させるメカニズ

ムが働いていたと考えることができる。 
 金融政策や資産価格が景気変動に果たした役割を知るために、図表３（上段）の生産の

予測誤差分散分解をみる。生産に対しては自身のショックが最も大きな影響を与えている

が、その割合は時間とともに低下していくことがわかる。物価ショック、先行価格ショッ

ク、貨幣量ショックの割合はほぼ一定で１～３％未満と低いことから、各ショックはほと

んど影響を与えていないと考えられる。貸出金利ショックは、短期的にはほとんど影響を

与えないが、約１年後から急速に影響力を高めていき４年（48ヶ月）後には約 30％となり
生産ショックの割合を上回っている。影響を与えている。株価ショックは短期から比較的

大きな割合を示し３年目（24 ヶ月以降）に生産ショックの割合を上回りピークをむかえ、
４年（48ヶ月）後には約 40％となっている。したがって、金融政策と資産価格は長期的に
は景気変動に同程度に大きな影響を与えるが、資産価格は短期から一定の影響を与えるの

に対して、金融政策は２年程度のタイムラグをともなって影響を与えると考えることがで

きる。ただし、資産価格が生産に影響を与えるルートは信用チャネル以外にも存在するの

で、すべての影響が信用チャネルで説明されるわけではない点には注意が必要である。 
                                                   
* 推定期間は照山 (2001) と同じく 1970年１月から 2001年２月までとした。ただし、1976
年３月以前の貸出金利データについては、コールレート等を用いて貸出金利を推定した変

数を利用して推定を行った。ちなみに、本モデルで 1970年代前半を推定期間に含めると、
「物価パズル」が大きく軽減した。 
† その後の金利上昇は生産の持続的拡大によると解釈することができるだろう。 
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図表３ 予測誤差分散分解 －全期間－ 

 
 また、図表３（下段）の貸出金利の予測誤差分散分解をみると、貸出金利自身のショッ

クの割合が最も大きいが、時間とともに低下していく。次に大きいのは先行価格ショック

で３年目に最大で約 40％を示している。先行価格である企業物価が貸出金利に大きな影響
を与えている点は、細野・杉原・三平 (2001) や照山 (2001) と同じく、日本銀行の金融政
策ルールにおいて企業物価（旧卸売物価）が重要な役割を演じていたことを裏付けるもの

である*。さらに、株価ショックの割合も、短期では小さいが、約 1年後から上昇していき
4 年後には約 18％を占めていることから、長期的にみると資産価格が貸出金利に一定の影
響を与えていると考えることができる。他の変数の割合はそれぞれ１～４％程度で、貸出

金利にほとんど影響を与えていない。 
 

                                                   
* 照山 (2001) にあるように、岡崎 (1999) によれば、日本銀行が政策判断をする際に最も
重視した変数は、戦後一貫して卸売物価であった。  
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４． 構造変化 
 
 以上の結果は、1976 年から 2006 年にかけて、モデルのパラメータで表現される経済構
造に変化がないとして分析を行っている。しかし、この 30年間には経済環境の変化を引き
起こす可能性が高い出来事、例えば原油価格の大幅な変動や新興工業国の台頭といった外

的変化や、バブルの生成や崩壊などの内的変化が生じている。そこで、以下では推定期間

を二つに分けることで、構造変化の影響について検討する。 
 VAR分析による日本経済の構造変化に関する研究では、Miyao (2000) はコールレート、
生産、マネタリーベース、為替レートによる３変数ないし４変数 VARモデルに対して構造
変化テストを行い、1995年近辺に構造変化があった可能性が高いとの結果を得ている。鎌
田・須合 (2006) は生産、物価、為替レート、短期金利（政策代理変数）、長期金利から成
る５変数 VAR モデルに対してマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC) 法を用いて構造変化点
の特定化を試み、1990 年 10 月の可能性が最も高いと結論している。また、複数の構造変
化点を認めるマルコフ転換 VARモデルを用いた分析では、Inoue and Okimoto (2008) は
Miyaoと同じ 4変数ないし物価を加えた５変数 VARモデルにより 1996年ごろに構造変化
が起こったとしている*。実際、Miyaoや Inoue and Okimotoが述べているように、1995
年から 96年にかけて金融政策を取巻く状況は大きく変化している。95年にはバブル崩壊後
の一連の公定歩合操作における最後の引き下げ操作が実施された。３月と９月の２度にわ

たる引き下げにより、公定歩合は年初の 1.75%から 0.5%にまで引き下げられ、同様にコー
ルレートも急速に低下した。このため、その後の金利低下による金融政策発動の余地は大

幅に制限されることになった。また、1994年の金利自由化の完了にともない、1996年から
日本銀行は原則としてオペレーションにより金融調節を行うようになった。以下では、こ

うした点を考慮して、1996年に構造変化が起こったと仮定して前後の期間の比較を行うこ
とにする。 
 図表４は前期（1976年３月－1995年 12月）の、図表５は後期（1996年１月－2006年
７月）のインパルス応答関数を表している†。全期間と比較すると、前期の反応は多くのケ

ースで全期間と同じような反応を示している。一方、全期間と後期の反応を比較すると、

非金融変数ショックに対する反応は同じような特徴を示すケースが多いが、金融変数ショ

ックに対する反応は異なる特徴を示すケースが多い。特に、貨幣量ショックについては、

貨幣量の増加と貸出金利の上昇が同時に起こる「流動性パズル」が生じている。先に述べ

たように、95 年９月の公定歩合の引き下げ以降、日本銀行にとって金利引下げの余地がほ
とんどなくなり、その後 1999 年のゼロ金利政策、2001 年の量的緩和政策へと金利から貨
幣量に金融政策のあり方は変化してった。そうした金融政策の変化が貨幣量ショックの性

                                                   
* ただし、彼らによれば、1996年の変化は恒久的ではないことが確認されたとしている。 
† 全般的に後期の方が標準偏差の幅が大きい点は、標本数の違いが影響しているのかもしれ
ない。 
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質に影響を与えた可能性は高い*。したがって、全体的にみると、全期間の結果は前期の経

済構造による影響が大きいと考えることができる。 
 

図表４ インパルス応答関数 －前期－ 
 

図表５ インパルス応答関数 －後期－ 
 
 次に、前期と後期の貸出金利ショックと株価ショックに対する生産の反応を比較する。

両期間とも正の貸出金利ショックに対して中長期的に生産は低下する反応を示している。

ただし後期の反応は有意ではなく、低下効果が現れるタイミングは約半年ほど遅くなって

いる。同様に、両期間とも正の株価ショックに対して生産は増加する反応を示している。

効果は後期の方が若干大きくピークも１年程度早くなっている。生産の予測誤差分散分解

を全期間と比較みると、前期では、貸出金利ショックの影響は同じように高く、株価ショ

ックの影響は小さくなっている。一方、後期では、株価ショックの影響は同程度に高いの

に対して、貸出金利ショックの影響は大幅に低下している。したがって、後期に入ると金

利チャネルを通じた金融政策の効果が弱まる一方、信用チャネル等を通じた資産価格変動

の影響が高まったと考えられる（図表６・７）。 
 

図表６ 予測誤差分散分解 －前期－ 
 

図表７ 予測誤差分散分解 －後期－ 
 
 貸出金利のインパルス応答関数と予測誤差分散分解をみると、前期は、先行価格である

企業物価指数に対して反応し、その影響力は高い。この点は全期間と同じ特徴を示してい

る。ただし、株価ショックに対する反応は、全期間と同じような特徴を示しているが、非

常に弱く、その影響力もほとんどみられない点は全期間と異なる。一方、後期は、企業物

価指数に対してはほとんど反応せず影響力もほとんどない。しかし、正の貨幣量ショック

に対して貸出金利は低下を示し、半年から１年の短期が最も大きく低下している。その影

響力は貸出金利自身のショックに次いで高く、９ヶ月後に 20%を上回り、３年（36ヶ月）
後に最大 27.78%を占めている。株価ショックに対する反応は全期間と同様な特徴を示し、
特に短期の効果が比較的大きくなっている。その影響は、全期間と比べても高く、短期か

ら大きな割合を占めている。このような貸出金利の反応の変化も、金融政策のあり方が変

化したことを表していると解釈できるだろう。また、株価ショックに対する反応から、後

期において信用チャネルの影響が高まっていると考えることができる。 
 
                                                   
* 政策変数の変化による定式化の誤りの可能性もある。  
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５． おわりに 
 
 本論文は、VAR 分析によって資産価格、金融政策と景気変動の関係について考察した。
資産価格が景気変動に影響を及ぼす経路としては、いくつかの経路が想定される。その中

で、資産価格の変動がリスク・プレミアムに影響を与え、銀行貸出を通じて設備投資に影

響を与えるルートは信用チャネルと呼ばれ、資産市場と実体経済を結びつける重要な経路

のひとつである。また、信用チャネルは金融政策の効果を増大させるフィナンシャル・ア

クセラレータとしても機能する。そこで、こうした点を考慮に入れるために、実証モデル

では資産価格として株価（日経平均）をモデルに導入し、短期金利としては、他の研究で

用いられているコールレートではなく、銀行の貸出金利を用いて VAR分析を行った。まず、
推定期間を 1976年から 2006年として分析を行ない、次に、この間の構造変化の可能性も
考慮し、先行研究を参考にして 1996年を境に前後期に区分した分析も行った。分析により
得られた結論は次の通りである。 
 全期間の推定結果によれば、インパルス応答関数から判断すると、本モデルにおける貸

出金利ショックは、他の研究におけるコールレートのショックと同様に、金融政策のショ

ックを表していると解釈することができる。また、インパルス応答関数によると、正の株

価ショックに対して貸出金利は短期的に低下を示していることから、株価ショックに対す

る貸出金利の反応は信用チャネルのメカニズムと整合的である。さらに、正の貸出金利シ

ョックに対して株価は低下していることから、金融政策は金利チャネルと信用チャネルの

両面から実体経済に影響を与えており、フィナンシャル・アクセラレータが働いていたと

考えることができる。 
 景気変動については、予測誤差の分散分解の結果から判断すると、金融政策と資産価格

は生産に対して影響を与え、中長期的に資産価格の影響は金融政策の影響を上回っている。

また、そのタイミングも、資産価格は相対的に早い時期から一定の影響を与えるが、金融

政策は２年程度のタイムラグをともなう。 
 構造変化については、1996年１月を構造変化点として前後の比較を行ったところ、イン
パルス応答関数反応については、全期間と前期の反応が多くのケースで同じような反応を

示した。一方、後期の反応は特に金融変数ショックに対する反応が全期間の反応と異なる

ケースが多かった。1990年代後半からの金融政策のあり方の変化がこうした変化に影響し
ている可能性がある。 
 景気に対する影響をみると、前期では、金融政策と資産価格は全期間と同じように生産

に影響を与えるが、その大きさは全期間と比べると小さい。一方、後期では、金融政策の

影響が大きく低下する半面、資産価格の影響が大きくなっている。したがって、後期に入

ると金融政策の効果が弱まる一方、信用チャネル等を通じた資産価格変動の影響が高まっ

たと考えられる。 
 また、ショックに対する貸出金利の反応をみると、前期は、全期間と同様に、先行価格
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指数である企業物価指数に反応し、その影響力も高かった。それに対して後期は、企業物

価指数には反応せずに貨幣量（M2+CD）に反応し、その影響力も高くなっている。これも
前期から後期にかけて金融政策のあり方が変化したことを示唆するものである。また、後

期において、株価ショックに対する貸出金利の短期的な反応が拡大していることから、信

用チャネルの重要性が高まったと考えることができる。 
 最後に、残された課題についていくつか考えてみることにする。本論文は、短期金利と

して貸出金利を用いることにより、資産価格や金融政策が景気変動に与えた影響を考察し

ている。それにより、金利チャネルと信用チャネルのメカニズムやフィナンシャル・アク

セラレータについて議論している。ただし、両チャネルが働いていることについては確認

できたが、その効果を区別するには不十分だと思われる。資産価格の景気に対する影響は

信用チャネル以外にも複数存在し、また、金利ショックも資産価格に影響を与えることが、

その要因のひとつであろう。例えば、関連するパラメータをゼロと仮定したシミュレーシ

ョン結果との比較によって、その影響をよりよく捉えることができるかもしれない。また、

構造変化については、より正確には、本モデルを使って統計的な検定を行うか、あるいは

本変数を用いたマルコフ連鎖 VARモデルを推定する必要があるだろう。さらに、推定期間
を 2006年以降に拡張することも考えられるが、その場合は複数の構造変化の可能性を含む
マルコフ連鎖 VARモデルが有用となるであろう。 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

参考文献 
 
Bayoumi, Tamin (2001) “The Morning After: Explaining the Slowdown in Japanese 
Growth in the 1990s,” Journal of International Economics 53, pp.241-259. 
 
Fuchi, Hitosi, ichiro Muto, and Hiroshi Ugai (2005), “A Historical Evaluation of 
Financial Accelerator Effects in Japan’s Economy,” Bank of Japan Working Paper Series 
No.05-E-8. 
 
原田泰・増島稔 (2009), 「金融の量的緩和はどの経路で経済を改善したのか」, 吉川洋編, 
『デフレと金融政策』, 慶応義塾大学出版会. 
 
Honda, Yuzo, Yoshihiro Kuroki, and Minoru Tachibana (2007), “An Injection of Base 
Money at Zero Interest Rates: Empirical Evidence from the Japanese Experience 
2001-2006,” Osaka University, Discussion Papers in Economics and Business No.07-08. 
 
細野薫・杉原茂・三平剛 (2001), 『金融政策の有効性と限界－90年代日本の実証分析－』, 
東洋経済新報社. 
 
Inoune, Tomoo, and Tatsuyoshi Okimoto (2008), “Were There Structural Breaks in the 
Effects of Japanese Monetary Policy? Re-evaluating Policy Effects of the Lost Decade,” 
Journal of the Japanese and International Economies 22, pp.320-342. 
 
鎌田康一郎・須合智広 (2006), 「政策金利ゼロ制約下における金融政策効果の抽出」, 日本
銀行ワーキングペーパーシリーズ No.06-J-13. 
 
Miyao, Ryuzo (2000), “The Role of Monetary Policy in Japan : A Break in 1990s?” 
Journal of ten Japanese and International Economies 14 (4), pp.366-384. 
 
MIyao, Ryuzo (2002), “The Effects of Monetary Policy in Japan,” Journal of Money, 
Credit, and Banking 34, pp.376-392. 
 
Miyao, Ryuzo (2005), “Use of the Money Supply in the Conduct of Japan’s Monetary 
Policy: Reexamining the Time-Series Evidence,” Japanese Economic Review 56, 
pp.165-187. 
 



 16 

宮尾龍蔵 (2006), 『マクロ金融政策の時系列分析』, 日本経済新聞社. 
 
永幡崇・関根敏隆 (2002), 「設備投資、金融政策、資産価格－個別企業データを用いた実
証分析－」, 日本銀行調査統計局, Working Paper Series 02-3. 
 
岡崎哲二 (1999), 「日本の金融政策とマクロ経済：歴史的パースペクティブからの再評価」, 
『フィナンシャル・レビュー』 50, pp.125-144. 
 
小川一夫・北坂真一 (1998), 『資産市場と景気変動』, 日本経済新聞社. 
 
Shioji, Etsuro (2000), “Identifying Monetary Policy Shocks in Japan,” Journal of the 
Japanese and International Economies 14 (1), pp.22-42. 
 
Sims, Christopher, James H. Stock, and Mark M. Watson (1990), “Inference in Linear 
Time Series Models with Some Unit Roots,” Econometrica 58 (1), pp.113-144. 
 
照山博司 (2001), 「VAR による金融政策の分析：展望」, 『フィナンシャル・レビュー』
59, pp.74-140. 
 
 
 



 

図表１ 資金制約下の金融政策 －永幡・関根 (2002)－ 
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図表２ インパルス応答関数 －全期間－ 

 
 



図表３ 予測誤差分散分解 －全期間－ 

 

予測期間
(ヶ月先)

p ｙ pw r ps m

6 0.63 90.12 1.64 0.31 6.63 0.68
12 1.19 73.85 2.79 0.77 20.49 0.91
24 1.49 47.72 2.41 6.57 40.87 0.95
48 1.32 25.27 1.28 30.84 40.73 0.57

予測期間
(ヶ月先)

p ｙ pw r ps m

6 0.39 1.74 15.10 80.96 0.48 1.29
12 0.25 3.34 25.92 69.34 0.50 0.65
24 1.42 3.97 37.07 50.08 7.10 0.35
48 4.03 2.46 33.05 41.44 18.21 0.82

生産（ｙ）の予測誤差分散分解

貸出金利（r）の予測誤差分散分解

 
 
 



 

図表４ インパルス応答関数 －前期－ 

 
 



 

図表５ インパルス応答関数 －後期－ 

 



 

図表６ 予測誤差分散分解 －前期－ 

 

予測期間
(ヶ月先)

p ｙ pw r ps m

6 4.49 86.70 1.56 0.21 1.55 5.48
12 8.97 75.01 1.71 0.65 5.71 7.96
24 7.08 50.45 50.45 11.85 21.15 6.05
48 6.74 22.24 14.60 24.24 29.08 3.10

予測期間
(ヶ月先)

p ｙ pw r ps m

6 0.24 4.07 17.04 76.80 0.88 0.97
12 3.21 7.28 33.35 54.91 0.51 0.75
24 9.48 9.97 47.53 31.73 0.30 0.99
48 9.66 8.88 41.20 37.54 1.76 0.96

生産（ｙ）の予測誤差分散分解

貸出金利（r）の予測誤差分散分解

 



 

図表７ 予測誤差分散分解 －後期－ 

 

予測期間
(ヶ月先)

p ｙ pw r ps m

6 2.46 76.74 4.15 1.44 13.02 2.19
12 3.13 56.88 7.71 1.26 26.82 4.20
24 2.64 41.05 9.17 4.85 38.13 4.16
48 2.35 29.95 14.59 6.29 42.20 4.62

予測期間
(ヶ月先)

p ｙ pw r ps m

6 3.47 3.94 1.78 68.72 9.27 12.82
12 3.03 3.07 1.96 55.94 11.88 24.12
24 3.22 3.55 2.08 50.36 14.36 26.44
48 3.92 2.94 7.32 38.39 21.42 26.01

生産（ｙ）の予測誤差分散分解

貸出金利（r）の予測誤差分散分解

 


