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金融危機と通貨危機

一金融危機的側面を重視した流動性危機モデル

清　　水　　順　　子

1　はじめに

　1997年のアジア通貨危機以降，金融危機と通貨危機の関連を説明することが

様々に試みられている．これらのモデルは金融仲介における銀行の流動性創出及

ぴ満期変換機能が流動性危機を発生させるプロセスをもとに，外貨準備高との関

連から通貨危機を説明しているものが多く，予想為替相場の変化が金融危機的側

面に及ぼす影響を明示的に取り扱っているものではない1〕．金融危機と通貨危機

との間の因果関係が双方向であることは，アジア通貨危機以前からKaminsky

and　Reinhart（1996）によって検証されていた．しかし，ドルペッグされている

国の金融機関がヘッジされていない短期のドル建て債務を大量に保有していると

き，通貨切り下げは自国通貨建てに換算した憤務を大きく膨張させることによっ

て金融危機を深刻化させる，というプロセスが，アジア通貨危機以降「双子の危

機」を招く一因として注目されており，金融危機と通貨危機の相互関連作用をよ

り詳細に分析することが重要であると考えられる．

　本稿では，予想為替相場の変化が金融危機的側面に及ぼす影響を明示的に取り

扱ったモデルによって，金融危機と通貨危機の関連をより具体的に説明すること

を目的とする．すなわち，ドルペッグされている固定為替相場制下の小国開放経

済において，銀行が引き受けている預金（債務）が小国通貨建ての場合と外貨建

ての場合に，小国経済のファンダメンタルズの悪化に対してどちらのバランス・

シートがより不安定であるかを示すとともに，小国の銀行が多額の外貨建て債務

を保有している場合に小国通貨の切り下げが予想されると，外貨建て預金の銀行
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取付によって流動性危機が発生する可能性が高まると同時に，通貨切り下げが自

己実現的となる可能性も高まることをモデルによって説明する．

　モデルの設定にあたっては，為替相場をモデル内で明示的に扱っているV．

Miller（1998）の設定を応用する．Mi1lerは，銀行取付が投機的な通貨アタック

を弓1き起こす過程について，為替レートを組み入れたモデルで説明することに

よって，国際的な金融危機の伝播を示している．ただし，このモデルは資本流入

国が小国かつペッグされた固定相場制を適用しているという設定の下で，海外投

資を行う資本流出国内で金融危機が発生した場合を念頭において，バランス・

シートが悪化した資本流出国の銀行が海外投資を引き揚げることによって資本流

入国通貨に対する売り圧力が高まり，通貨切り下げに至るというものである．こ

のケースを実際にアジア通貨危機で見られた現象にあてはめて考えると，例えぱ

当時の日本はタイを始めアジア各国に大規模な資本投資を行っていたが，日本経

済のバブル崩壊後，日本の金融機関のバランス・シートが悪化した結果としてタ

イヘの資本投資を一斉に引き揚げたことを契機にタイ・バーツヘの売り圧力が高

まり，通貨危機を招いたというプロセスを説明することができる．

　日本の銀行のこのような行動はアジア通貨危機の原因の一つと言われているが，

ここではむしろタイ本国のバブルの崩壊による金融機関のバランス・シートの悪

化と大規模な国際資本流出の関係から通貨危機と金融危機の同時発生を説明する

ことを試みる1Millerのモデルでは金融危機国と通貨危機国は一致しておらず，

同一国内における金融危機と通過危機の発生を説明することはできない．した

がって，国際的な投資対象国としての資本流入国であり，かつ固定相場制を適用

している国が，国内金融仲介機関のバランス・シートの悪化予想から預金が引き

出され，同時に市場の通貨切り下げ期待がさらなる大規模な流動性危機を引き起

こし，その結果として金融危機と通貨危機が発生する，という過程をモデル化す

るためには，モデルを修正する必要がある．

　本稿の構成は，まず第2節でMillerのモデルの概略を説明し，第3節では予

想為替相場の変化を伴った流動性危機モデルの詳細なセットアップについて，小

国通貨建て預金と外貨建て預金の場合に分けてその違いを説明し，流動性危機が
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どのような状況において発生し通貨危機となりうるかを明らかにする．最後に第

4節で本稿のモデルの問題点をとりまとめ，今後の検討課題を提示することに

よって結論とする．

2　MiHerのモデル

　まず，参考とするV．M川er【1998】のモデルを説明する．Millerは，銀行取

付のモデルを2国間の開放経済に応用することによって，国内の銀行取付が国際

的なパニックに伝播することを説明したGarber　and　Grilli【1989】のフレーム

ワークを用いてモデルを構成している．ただし，Garber　and　Gr川iが金融機関

における流動性リスクを問題としたのに対して，Mi1lerは為替リスクに焦点を

当てることによって，小国通貨の切り下げにより小国通貨建て資産の目減りが金

融機関のバランス・シートに与える影響を問題としている．

2－1　モデルの設定

　海外投資を行う大国と大国の通貨にペッグされている固定相場を採用している

小国の2カ国を想定する．この両国に3期間（O，1，2）を生きる無限の数の個

人が存在し，O期に初期賦存を与えられ効用最大化を目指す．代表的な個人の効

用関数は以下のように与えられる．

　　　　　　　σ（Cl）十βσ（C。），0＜β＜1　（βは時間選好率）

　消費は1，2期に発生し，C1，C・はそれぞれ1，2期の消費量を表す．富を

異時点間に移転する方法としては，単に貯蔵するものと1期間にγの収益をもた

らすプロジェクトに投資する，という2つが考えられる．銀行は個人の投資資金

をプールしてプロジェクトに投資する，というプーリング仲介機関としての役割

を担うものとする．個人は，自らの富を国内の銀行と海外の銀行どちらにも預金

することができる．代表的個人の消費に関する期ごとの予算制約式は以下のよう

になる．
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　　　ん＝∫1＋D・十D音　　　　　　　　　　inpe・iodO

　　　　∫・＝（1刊）凪十（1＋ゴ音十～・）1）言＝∫1＋Dl＋D芋十Cl　inperiod1

　　　∫1＋（1＋ゴ1）1）1＋（ユ十芦十62）1）芋＝C2　　　　　　　　　　　in　period2

　ただし，

　　ん＝0期の初期賦存

　　∫。＝ノ期からノ十1期までの貯蔵額

　　1〕・＝ノ期から片1期までの国内の銀行への預金額

　　1）㌻＝ノ期からノ十1期までの海外の銀行への預金額

　　G＝ノ期の消費量

　　ら＝ノ期からノ十1期まで国内の銀行へ預金したときの1期間の収益率

　　む＝ノ期からノ十1期まで海外の銀行へ預金したときの1期間の収益率

　　～、＝ノー1期からノ期までの国内通貨の切り下げ率

ここで，銀行システムが競争的であることを仮定するとゴ＝7となる．さらに，

完全な資本移動及び完全予見を仮定することにより，

　　　　　　　　　　　　ゴ＝ゴ言十61　and　　1＝冴十あ

が成り立つ．国内の銀行に預金する場合の期待収益と海外の銀行に預金する場合

の期待収益が等しいことから，個人は母国の銀行に預金することを選好する．し

たがって，効用最大化間題は以下のように単純化することができる．

　　　　　　　　　ル‘o工σ（C1）十βσ（C2〕

　　　　　　　　　　　　　　　ノ』≧∫o＋Do

　　　　　　　　　　　　　s．t．∫o＋（1＋γ）Do》S1＋Dl＋Cl

　　　　　　　　　　　　　　　∫1＋（1＋γ）D1》C2

この間題の1階の条件をまとめると，以下のようになる．

　　　　　　　　　　　　　　∫o＝∫1＝O

　　　　　　　　　　　　　ん＝1〕o

　　　　　　　　　　　　　　（ユ十γ）D皿＝D1＋Cl

　　　　　　　　　　　　　　（1＋7）1）1＝C2

次に，銀行の支払い能力における制約を特定する．銀行システムは競争的であ
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り，銀行は小国と大国の金利を所与のものとして投資プランをたてるため，期待

される資本流入と資本流出は等しくなる．それぞれの期に預金者は消費するのに

必要な分だけ預金を引き出すと仮定するため，1期，2期の預金引出額はそれぞ

れ（1＋γ）Dr1）1，（1＋7）Dlとなる．したがって，0期における銀行の投資計

画は以下の制約を満たすものとなる．

　　　（1＋γ）1』十（1＋γ苦十61）∫音二［（1＋γ）」ワo－Dl］十11＋∫芋　in　period　1

　　　（1＋γ）ハ十（1＋γf＋あ）1’f＝（1＋γ）」Dl　　　　　　　　　　　　in　period　2

ただし，

　　ム＝ノ期からノ十1期まで国内のプロジェクトに投資された投資額

　　／；＝ノ期からノ十1期まで海外のプロジェクトに投資された投資額

　　パ＝ノ期からノ十1期まで海外のプロジェクトに投資した場合の収益率

　ここで，海外投資の収益率が国内投資を上回っているとすれぱ，国内の資源

（銀行の資産）のうち正の金額が海外に投資されることになるだろう．単純化の

ため，国内投資による収益と海外投資による収益が等しくなるような（すなわち，

6・・1＋パ＝γという関係が成り立つ）海外への投資額∫言が一意に存在すると仮定

する．

　銀行が1期から2期にかけて海外にを投資するということは，1期において海

外投資を（1＋7苦十61）∫若一パだけ弓1き揚げ，2期において（1＋パ十6〃言だけ

引き揚げることを意味する．ここで，それぞれの期における海外からの投資弓1き

揚げ額を兄（（1＋γ苔十壱1）∫吉一州，見（（1＋パ十壱。）州とする．

2－2　銀行取付と投機アタック

　次に，小国の中央銀行が大国通貨建てで保有している外貨準備高をEとする

（凡はノ期の資本流出入のネットとなる）．小国の中央銀行は大国の通貨にペッ

グされている固定相場制を適用しているという設定だが，ここで外貨準備高が

亙柵を越えている限りはペッグ制を維持できるが，F胴を下回った場合はペッグ

制から変動相場制へ移行せざるをえないものとする．したがって，ハー児≧F胴

かつ凡一尼≧F珊であれば通貨危機は起こらず，～1＝6。二〇となる．
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　しかし，O期に銀行取付がないという条件のもとに決定された投資選択におい

て，もし大国内で預金者が1期目ですべての預金を引き出すのではないかという

信念の変化から，大国の銀行が小国への海外投資をユ期目にすべて引き揚げてし

まう結果，ハー（1＋γ）1春＜F閉という状態になったとすれば，l1〕小国の中央銀行

に対して通貨切り下げの投機アタックが引き起こされ，12〕大国の銀行における銀

行取付も自己実現的となる．

　「命題1．（Miller（1998），p．336）もしハー（1＋γ）∫吉くF朋となれぱ，大国にお

ける銀行取付は小国通貨に対する投機アタックを誘発する．」

　もし，1期目に大国で銀行取付が起こったとすれぱ，預金者はその期ですべて

の預金を引き出そうとする．預金者の引き出しに応じて大国の銀行は0期に行わ

れた小国への海外投資（1＋γ蕎）∫苦をすべて引き揚げようとする．このときにFl

（1＋γ喬）∫吉＜F冊となれぱ，大国の銀行が小国への海外投資をすべて引き揚げる

前に小国の通貨は切り下げられる．小国の通貨が切り下がると，大国の銀行が

行った小国通貨建て海外投資の大国通貨換算額は少なくなってしまうため，大国

の銀行はいち早く引き揚げた海外投資を国内通貨建てに変換しようと小国通貨売

りを行うことから，小国通貨に対する投機アタックが誘発される．

　「命題2．（Miller（1998），p．336）もしハー（1＋γ若）∫喬＜F冊となれぱ，銀行取

付は自己実現的に銀行を支払不能にする．」

　大国の預金者が預金を1期目にすべて引き出そうとすれば，それに対応して大

国の銀行はO期に行った小国への海外投資をすべて引き揚げなくてはならない．

小国において通貨切り下げなしに海外からの投資引き揚げによる流動性不足を補

うと，外貨準備高は（1＋γ吉）∫言だけ減少することになる．もし小国の中央銀行

の外貨準備が潤沢であれば（すなわち，ハー（1＋γ音）1音＜F刷が成り立っていれ

ぱ）固定相場制は維持されるが，海外からの投資引き上げによってハー（1＋7吉）
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∫吉＜F屈という状態になってしまったときには，小国通貨は切り下げられること

になる（大国通貨は切り上げ〕．1期目に大国の銀行が支払不能とならない条件

は，

　　　　　　　　　（1＋γ）ム十（1＋γ吉十ε1）∫喬＝（1＋γ）Do

であり，∫吉およびパは61がゼロという仮定の下に成り立っているが，もし小

国通貨の切り下げにより老1が負になるとすれぱ，上の式は左辺が預金引出額の

右辺よりも過少になってしまうため成立せず，大国の銀行は1期目において支払

不能となる．

2－3　Millerのモデルの問題点

　このモデルは，2国間における銀行取付と投機アタックが為替レートの変化に

よる相乗効果を通じて相互に影響され，自己実現的となることを示したものであ

り，為替レートをモデルに明示的に組み入れて，銀行のバランス・シートが悪化

し，流動性不足となる過程を説明している点が評価される．しかし一方で，預金

者が1期目で全ての預金を引き出すのは何故か，という動機付けに対する記述が

なく，最初にアドホックな形で銀行取付を起こしているところから危機がスター

トしているため，金融危機と通貨危機の関連の一部を説明したに過ぎず，政策的

インプリケーションを導き出すまでに至っていない．

　以下では，銀行が行う投資プロジェクトの収益率や介入可能な外貨準備高に対

して予想為替相場の変化が与える影響についてより詳細に分析した上で金融危機

と通貨危機の関連を明らかにするモデルを提示する．

3　予想為替相場の変化を伴った流動性危機モデル

　この節においては，まず予想為替相場の変化を伴った流動性危機モデルの詳細

なセットアップについて，小国通貨建て預金と外貨建て預金の場合に分けてその

違いを説明し，流動性危機の発生と為替相場の予想切り下げ率の問にどのような

関係があるかを明らかにする．そして，外貨建て債務によって国内投資を行って

いる小国の金融仲介機関においては，小国の中央銀行の積極的な介入にもかかわ
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らず国際投資家による銀行取付が起こる可能性があること，さらに，小国通貨の

切り下げが予想される場合には国際投資家による小国銀行の取付が起こる可能性

が高まる，ということをモデルで示す．

　すなわち，小国において小国通貨建て債務によって金融仲介機関が長期プロ

ジェクト投資を行っている場合に小国通貨の流動性ショックが発生しても，小国

の中央銀行の「最後の貸し手機能」により銀行取付には至らないが，国際投資家

による外貨建て債務（ドル建て）を運用して小国の金融仲介機関が長期プロジェ

クト投資を行っている場合にドルの流動性ショックが発生したときには，小国の

中央銀行の「最後の貸し手機能」には限界があり，流動性危機と通貨危機が同時

に発生する可能性が高まる，という過程を説明する．

3－1　モデルの設定

　ドルペッグ制を採用している小国開放経済がある1この小国に，金融仲介機関

としての銀行があり，さらに小国をとりまく世界に3期間（O，1，2）を生きる

無限の数の個人が存在し，o期に初期賦存を与えられ，効用最大化を目指す．こ

の消費者には国内屠住者と国外居住者がいるが，彼らはどちらも自らの初期賦存

をもとに可能となる消費による期待効用を最大化するリスク回避的な経済主体で

あり，その行動に差異はないものとする．便宜上，ここでは彼らを国際投資家と

呼ぶ2〕．また，この国際投資家には以下のpatientとimpatientの2つのタイプ

に分けられる．

　　1　Impatient　Investors

　　　　効用関数σ（Cl），ただしC1は1期における消費可能な富である．この

　　　　投資家はいっも投資を1期間で中断する．

　　2　　Patient　Investors

　　　　効用関数σ（C。），ただしC。は2期における消費可能な富である．この

　　　　投資家は投資を2期間継続する．

　ここでimpatient，すなわち1期目の消費のみから効用を得るタイプである確

率をαとすると，patient，すなわち2期目の消費のみから効用を得るタイプで
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ある確率は1一αとなる．また，impatientである確率αは周知であるが，工＝1

で判明する個人のタイプは私的情報である，と仮定する．

　CI，C。をそれぞれ1期および2期の消費量とすると，代表的な個人の効用関

数は以下のように与えられる1単純化のため，時間選好率は1とする）．

　　　　　　　　　　　　ασ（G）十（1一α〕σ（C。）　　　　　　　11〕

　この世界において個人の富を異時点問に移転する方法としては，1期問の収益

がゼロである安全資産に投資するものと2期問でRのリターンをもたらす小国の

長期プロジェクトに投資する，という2つの方法が考えられる．長期プロジェク

トのリターンは1期目に判明する確率変数であり，またこの長期プロジェクトは

1期目に流動化することができないものとする．

　ここで，小国の金融仲介機関（銀行）は1期問に一定の利子率を支払う預金契

約によって個人の投資資金をプールし，長期プロジェクトに投資する，という

プーリング仲介機関の役割を担っており，このような預金契約によって，個人は

自らの富を小国の銀行に預金し，自らの消費に合わせて引き出すことが可能とな

る．しかし，一方で銀行は不確実な長期プロジェクトの収益性により2期目にバ

ランス・シートが悪化する可能性もあり，その場合には預金引き出しは早い者順

に対応され，銀行の資産が無くなった時点で支払不能となる．

　ここで，個人の預金と消費の期ごとの予算制約は以下のようになる．

　　　　　　ノ1o＝∫o＋Do　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　period0，

　　　　　　∫o＋（1＋γd）1）o＝∫1＋一ワ］十C1　　　　　　　in　period　1，

　　　　　　∫1＋（1＋7d）1）1＝C！　　　　　　　　　　　　　in　period2，

ただし，

　　λo：o期の初期賦存

　　＆：f期からf＋1期までの安全資産投資額

　　以：’期からけ1期までの小国銀行への預金額

　　C’：工期の消費量．

したがって，国際投資家の効用最大化問題は以下のように単純化することができ

る．
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　　　　　　　　〃ωασ（C1）十（1一α）σ（C。）

　　　　　　　　　　　　s．t．　ノ1o≧∫o＋1）o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2〕
　　　　　　　　　　　　　　　∫o＋（1＋γd）1）o≧∫1＋D1＋G

　　　　　　　　　　　　　　　∫1＋（1＋γd）1〕1≧α

（2〕式において1階の条件をまとめると，最適解は以下のようになる．

　　　　　　∫若＝∫†＝0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3〕
　　　　　　1〕音＝＾o，　（1＋γd）1〕若＝1〕芋十C芋，　（1＋γd）D芋＝C童

3－2　小国通貨建て債務のみが存在する場合の流動性ショック

　まず，小国の銀行が国際投資家から預金を受ける際に，小国通貨建てであるこ

とを条件とする場合を想定する．すなわち，小国の銀行は小国通貨建て憤務をも

とに長期プロジェクトに投資するものとする．

　この仮定の下に，銀行の支払い能力における制約を特定する．長期プロジェク

トは2期目にならないと収益を得ることができないため，銀行はO期において国

際投資家から預金された金額のうち，1期目の引き出しに対応するために周知で

あるimpatientである確率と等しい預金準備率を設定し，それ以外の金額を長期

プロジェクトに投資するものとする．1期目の引き出しに対応するために準備金

とされた資金は，国内のインターバンク市場において金利で1期問運用される．

銀行システムが健全なバランス・シートを保つためには，期待される資金流入は

資金流出と等しい，もしくは上回っていなけれぱならない．

　したがって，O期における銀行の投資計画は以下の制約を満たすものとなり，

小国の銀行のバランス・シートが健全であるための期ごとの予算制約式（小国通

貨建て）は以下のようになる．

　　　　　」つ若＝ム十α」つ着　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　period　O，　　　　　｛4〕

　　　　　」Df＋α（1＋γ珊）」ワ吉＝（1＋γd）1ワ葦　　　　　　　　　in　period　1，　　　　　｛5〕

　　　　　（1＋1～）ム》（1＋7d）Df　　　　　　　　　　　　　　　　in　period　2，　　　　　｛6〕

ただし，

　　ム＝0期から2期までの長期プロジェクトヘの投資額
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　ここで，2期目に国内銀行のバランス・シートが成立しているために必要な長

期プロジェクトの収益率Rは，以下の式で表される．

　　　　　　角・（1＋γ・〕D芋1。（1＋舳十γ・■α（1＋γ胴）｝。　（7）
　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　（1一α〕

したがって，（7〕式が成立している限り，国際投資家の2期目の預金引出が確実に

実行されることが保証されるため13〕式における最適戦略から乖離することはなく，

銀行取付はおこらない3〕．

・小国の中央銀行の役割

　ここで，1期目にもし長期プロジェクトの収益性Rが判明し，国際投資家が2

期目における小国銀行のバランス・シートの悪化から銀行が支払不能となり預金

が回収できない危慎がある場合を考える．銀行はfirst　come，first　serveで預金

引出に対応するため，1期目から2期目まで預金をした預金者のうちの誰かが預

金を回収する前に銀行は支払不能に陥る．国際投資家はリスク回避的であるため

（7〕式の不等号が成立しない，と判断すれば，1期目に全ての預金を引き出し，新

たに2期目に向けての預金を行わない（2期目の消費に対応する金額を預金せず

に安全資産に投資する方を選択する）ことになり，小国の銀行において1期目の

バランス・シートが成立せず，流動性不足が起こる．そこで，このような国内銀

行の流動性ショックに対して，小国の中央銀行は長期プロジェクトを担保として

短期貸し出し市場において流動性を供給することができるものとする．

　ここで，1期目における小国の中央銀行からの流動性供給量をBとすれぱ，1

期目に預金引出による銀行の支払不能を回避するための中央銀行による流動性供

給量が最大となる8はユ期目に行われる貯蓄額がゼロの場合であり，（5〕式より以

下のように表すことができる．

　　　　　君＝l1＋γ。一α（1＋γ胴）11）苫　　　　　inpe・iod1，　　（8〕

小国の銀行は，1期目の預金引き出しに対応するために中央銀行から借り入れた

流動性資金を2期目に得られる投資収益によって返済すれぱよい．

　小国の銀行の流動性不足に対して，小国の中央銀行は固定相場制を維持するた
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めに必要な外貨準傭高，という制約にとらわれることなく，小国通貨を供給する

ことが可能である．このような小国の中央銀行による「最後の貸し手機能」は，

国内銀行の取付を回避することができるが，一方で小国のマネーサプライを増大

させるため，小国経済の物価が上昇し，小国通貨を減価させる圧力となるので，

小国通貨の切り下げを招く恐れがある．しかし，これに対しても中央銀行は「最

後の貸し手機能」のための短期貸し出しを行うと同時に，国債の売りオペをする

ことによってマネーサプライの水準を維持すれぱ，物価上昇を回避し，小国通貨

の切り下げを防ぐことができる．

　したがって，このような中央銀行の役割を国際投資家が信頼しているのであれ

ぱ，小国銀行における小国通貨の流動性不足が小国通貨の切り下げを招くことは

ない．

3－3　外貨建て預金のみが存在する場合の流動性ショック

　次に，国際投資家による外貨建て投資資金（ドル建て〕のみによって長期プロ

ジェクト投資を行っている小国の金融伸介機関を想定する4）．

　小国の金融伸介機関に対する預金はドル建てで行われるため，国際投資家は小

国通貨の為替リスクを負うことはない．小国の金融仲介機関は，国際投資家に対

して1期間にヅ∫＞Oという金利を支払うことによってドルを調達し，それらの外

貨建て債務を小国通貨に転換することによって2期問でRのリターンをもたらす

長期プロジェクトに投資する．

　以上の設定の下に，小国の金融仲介機関（銀行）の支払い能力における制約を

特定する．銀行はO期において国際投資家から預金されたドル金額全額を小国通

貨に変換して投資資金とする．その際に，先ほどと同様に1期目の引き出しに対

応するために，周知であるimpatientな投資家である確率と等しい預金準備率を

設定し，それ以外の金額を長期プロジェクトに投資するものとする．1期目の引

き出しに対応するために準備金とされた資金は，国内のインターバンク市場にお

いて金利γ屈で1期間運用される．銀行システムが健全なバランス・シートを保

つためには，期待される資金流入は資金流出と等しい，もしくは上回っていなけ
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れぱならない．したがって，o期における銀行の投資計画は以下の制約を満たす

ものとなり，バランス・シートが健全であるための期ごとの予算制約式（小国通

貨建て）は以下のようになる．

　　　　F喬Xo＝1』十〇レF着兄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　period0，　　　　〔9〕

　　　　F亨X＋吻（1＋γ嗣）F吉X≧（1＋η）1丁芸X■　　　　　　in　period　1，　　　　（1⑭

　　　　（1＋1～）1』≧（1＋κ∫）F†X　　　　　　　　　　　　　　　　　in　period　2，　　　　（1l〕

ただし，

　　ハ＝f期におけるドル預金額

　　ム＝O期から2期までの長期プロジェクトヘの投資額

　　X＝f期における小国通貨の対ドル為替レート

　また，小国の銀行はドルで調達された資金を小国通貨に変換して投資資金とす

るが，初期設定のとおり小国通貨はドルペッグされているため，その際に1およ

び2期目におけるドル預金返済分については先物為替予約でヘッジすることなく，

返済時の為替レートに従って為替市場でドルを調達し，返済に充てるものと仮定

する．

　ここで，2期目に国内銀行のバランス・シートが成立しているために必要な長

期プロジェクトの収益率ルは，以下の式で表される．

　　　虎／・（’十㌣脳・・㌣1lll）

　上の結果を前述の17〕式と比較するために，仮に国内消費老に支払う利子率と国

際投資家に支払う利子率が等しいと想定する．このとき，小国のペッグ制度に何

ら変更はない（拐＝O）と市場が予測していれぱ戻＝盆∫となり，2期目に国内銀

行のバランス・シートが成立しているために必要な長期プロジェクトの収益率は

等しい．しかし，小国の通貨が2期目に切り下げられる（蛎＞O）と市場が予測

した場合には序＜戻∫となり，2期目に国内銀行のバランス・シートが成立して

いるためにはより高い長期プロジェクトの収益率が必要となる．

　このことは，小国通貨の切り下げ予想がある状況においては，国際投資家によ

る外貨建て債務（ドル建て〕のみによって長期プロジェクト投資を行っている小
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国の銀行は，小国通貨のみによる調達で投資を行っている銀行であれぱ2期目の

バランス・シートが成立するのと同じ収益率でも，国際投資家によって預金が弓1

き出され，流動性危機に陥る場合があるということを意味するものである．すな

わち，通貨の切り下げによ？て2期目に返済されるべきドル建て債務額の小国通

貨換算額が大きくなってしまうことから，外貨建て債務のみによる小国銀行のバ

ランス・シートは小国経済のファンダメンタルズに対してより不安定であること

を示している．

・小国の中央銀行の限界

　ここで，先ほどと同様に1期目にもし長期プロジェクトの収益性に対して何ら

かの悪い情報が流れ，国際投資家が2期目における小国銀行のバランス・シート

の悪化から銀行が支払不能となり預金が回収できない危慎がある，すなわち肛5〕式

の不等号が成立しない，と判断する場合を想定する1このとき，国際投資家は1

期目に全ての預金を引き出し，新たに2期目に向けてのドル預金を行わない（2

期目の消費に対応する金額は安全資産に投資する方を選択する）ことになり，小

国銀行は1期目にドルの流動性不足が発生する．l13〕式は1期目の銀行のバラン

ス・シートを小国通貨建てで表したものだが，ここで0期目と1期目の為替レー

トに変化がないとしてドル建てに直すと，

　　　　　　　　　　F盲十吻（1＋γ蜆）F吉≧（1＋γ∫）ρ言　　　　　　　　　03〕

になる．ここで，小国銀行のバランス・シート上で1期目にドル不足となる金額

をLとすると，Lが最大となるのは，1期目にドル預金がすべて引き出され，2

期目に向けてドル預金がまったく継続されない場合（F言＝O〕である．

　　　　　　　　　　　Z＝｛（1＋γ∫トα∫（1＋プ衙）｝F吉　　　　　　ω

　このような小国銀行のドルの流動性ショックに対して，小国の中央銀行は外貨

準備高によってドルを供給することができるものとする．しかし，これには限界

がある．小国の中央銀行は，固定相場制を維持するためにある一定額の外貨準備

高が必要である．したがって，小国銀行のドル不足を救済するために使える外貨

準備の限度額をrとすると，中央銀行の介入をもってしても，小国銀行の1期
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目のバランス・シートを健全に保つことができないのは，

　　　　　　　　　　Z＝1（1＋γ∫）一吻（1＋・胴）灰言＞r　　　　　（15〕

の場合である．

　（15）式の不等号が成立するには，2つの要因が考えられる．まず，国際投資家の

小国銀行に対するドル建て預金額F若が小国銀行のドル不足を救済するために使

える小国の外貨準備の限度額rより大きいこと，もう一つはこの限度額アが何

らかの理由により少なくなることである．後者のケースとしては，小国通貨の切

り下げ圧力に対して中央銀行が為替介入を行わなければならないために外貨準備

高が減少し，ドルの流動性不足に陥っている国内金融機関を救済するための資金

枠が小さくなるという場合が考えられる．

　ここで，小国銀行において国際投資家が1期目でドル預金をすべて引き揚げる

のが最適な戦略となるとなる条件をまとめると，

　　　　1　長期プロジェクトの収益率に関する（12〕式の不等式が成り立たない．

　かつ，2　中央銀行が小国銀行のドルの流動性不足を救済できるために使われ

　　　　　　る外貨準備高よりもドルの流出額が大きいという05）式の不等式が成

　　　　　　立する．

ということになる．

　ω式において，2期目に国内銀行のバランス1シートが成立しているために必

要な長期プロジェクトの収益率R∫は，2期目の予想為替変化率雄の増加関数

である．さらに，ここでrと2期目の予想為替変化率雄との関係に注目すると，

市場の小国通貨に対する切り下げ予想が高くなり，雌が大きくなれぱなるほど，

小国の中央銀行が固定為替相場維持の為替介入として外貨準備高が使われ，金融

機関救済に使われるドル供給の限度額はさらに小さくなることから，rは雌の

減少関数であることがわかる．

　したがって，2期目の予想為替切り下げ率蛎が大きくなれぱなるほど，銀行

取付となる条件が成り立つ可能性はより高くなることがわかる．この関係を示し

たのが図1である．

　図1における4つの領域を説明すると，以下のようになる．
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図1銀行取付と予想為替切り下げ率の関係

外貨準備高

L〉F R＞R　f

F＝r＆；）

④銀行取付

L＜F

Rf＝R（文；）
③　一、
　　　R〈R　f

　文；　予想為替相場切り下げ

①小国の外貨建て債務額に対して外貨準備高が十分にあり，また長期プロジェ

　　クトの収益率は高く小国銀行のバランス・シートは安定しており，小国の銀

　　行は最も安定的な状態である．

②小国は外貨建て債務額が多く，もし1期目に外貨建て預金が継続されなけれ

　　ぱ流動性危機が発生するが，小国の長期プロジェクトの収益率は十分に高く

　　2期目における小国銀行のバランス・シートは保たれるため，国際投資家は

　　外貨建て預金を継続することから流動性危機には至らない．

③小国の長期プロジェクトの収益率は低く，2期目の小国銀行のバランス・

　　シートが成立しないため，⊥期目に国際投資家は外貨建て預金の引き揚げ小

　　国の銀行においてドルの流動性不足が発生するが，小国中央銀行の外貨準傭

　　は潤沢で銀行にドルを供給するため，銀行取付には至らない．

④小国通貨の切り下げ予想により，ドル換算した小国の長期プロジェクトの収
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益率は低くなり，2期目の小国銀行のバランス・シートが成立しないことか

ら，1期目に国際投資家は外貨建て預金を引き揚げる．こうして，小国の銀

行においてドルの流動性不足が発生する・が，小国通貨の切り下げ予想にたい

して為替介入資金が必要となることから，小国の中央銀行も銀行のドル不足

による流動性危機に対応できず，銀行取付も自己実現的となる．

命題1

　小国銀行において国際投資家のドル預金によって長期プロジェクト投資が行わ

れている場合に，国際投資家が1期目でドル預金をすべて引き上げ，銀行取付と

なる条件が成り立つ可能性は，小国通貨の予想為替引き下げ率が大きくなれぱな

るほど高くなる．

　また・このような状況のもとで小国の銀行で銀行取付が実現した場合，市場は

小国の中央銀行の外貨準備高z〉rがとなっていることを容易に推察すること

から，小国通貨に対する投機アタックを誘発するため，通貨危機も自己実現的と

なる．

4　結論と今後の課題

　第3節のモデルにより，小国の金融仲介機関が大量の外貨建て債務を保有して

いる場合に小国通貨の切り下げが予測されると，急激な投資引き揚げにより外貨

（ドル）の流動性不足が生じ，銀行取付と通貨危機が発生する可能性があること

を示した．それは，小国の中央銀行の外貨準備高には固定相場制維持のためとい

う制約があることから，国内金融機関が急激なドル流動性不足に瀕した場合に小

国の中央銀行の介入能力には限界があることに起因するものである．このように，

国際的な中央銀行による「最後の貸し手機能」が存在しないことから，銀行取付

と通貨危機が実現するのである．

　もし，小国中央銀行の外貨準備不足を国際的な中央銀行による「最後の貸し手

機能」によって解消することが可能となれぱ，このような金融・通貨危機は回避

できる．この意味において，通貨の信認が急低下し，貿易決済などに必要な外貨
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が不足した場合，資金力のある国が相手国の通貨を担保に短期の外貨資金を貸し

出す仕組みとなる中央銀行間のスワップ協定は，国際的な金融危機の伝播を防ぐ

ことができるものとして，期待されるだろう5）．

　今回のモデルは，小国通貨の切り下げ予想が小国の銀行のバランス・シートに

与える影響を明示的にモデル化することによって銀行取付が起こる過程を説明す

ることを試みたものだが，小国通貨の切り下げ幅によって取付が発生する可能性

が高くなることを示したにとどまり，均衡概念として金融危機から投機アタック

が伝播することを説明するまでに至っていない点などの問題がある．

　モデルの修正にあたっては，ドルで調達された資金が金融仲介機関を通じて小

国の資産市場で運用されている（具体的には株式投資されている）ようなモデル

を想定することによって，通貨切り下げ予想が為替市場，株式市場および金融市

場と金融機関のバランス・シートに与える影響を考慮した上で，金融危機と通貨

危機の同時発生の過程を明らかにすることを今後の課題としたい．アジア通貨危

機で見られたように，危機国における資産価格の悪化と通貨の変動がどのような

プロセスで金融危機と通貨危機に発展するのかを分析することは，今後の政策イ

ンプリケーションを導き出す上で重要であろラ．

1）Ch日ng　and　Velasco（1998）は，銀行取付モデルに外貨建て負債を取り入れ

　ることにより，国際資本の流動性不足から金融危機となる状況を説明した．そ

　して，国際的な流動性危機に陥った国において，金融システム安定性の維持と

　固定為替レートの維持は整合的ではなく，結果として金融危機か通貨危機かの

　選択問題となるか，または双子の危機の発生が起こりうることを結論としてい

　る．Goldfajan　and　Valdes（1997）も前述のモデルと同様に外貨建て負憤を導

　入したものだが，結論として，金融仲介機関が流動性創出機能を発揮すること

　によって，より多くの海外資本を国内に流入させる効果をもつと同時に，短期

　資金を長期資金に満期変換する際に銀行取付が発生する可能性も高めている，

　ということを示している．

2〕アジア通貨危機においては，海外投資家による資本流出とともに国内預金者

　も国内銀行の預金を弓1き出して海外に資本逃避する，といった行動が見られた．

　したがって，このモデルにおいても国内預金者と海外からの投資家の預金行動
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　を同一のものと考える．

3）　ここでの銀行取付は前述したモデルにおけるsun－spot的な取付ではなく，長

　期プロジェクトの収益率の悪化予想に伴って2期目に預金を引き出すのに十分

　なだけの流動性が確保できないことを危慎した預金者が，1期目で預金を全額

　引き出すことによって取付が発生する，というファンダメンタルズに基づく取

　付を想定している．

4〕実際には，小国の金融伸介機関は国内預金と外貨建て債務の両方を持ってお

　り，その割合がどちらにより依存しているかによって流動性危機への対処能力

　が決まってくるが，ここでは両極端のケースを扱う．

5〕アジア通貨危機の再発防止に向け，日本，中国，韓国とASEANの蔵相会議

　は2000年5月に，緊急時に外貨を融通する日本とアジア諸国問のスワップ（通

　貨交換〕協定拡大に合意した．
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