
正 誤 表

p.81とp.82の本文入れ替わり



75 

コール・手形レートの決定＊

釜 江 廣 志
/‘― 

The Determinants of the Call Rates and Discount Rates 

Hiroshi KAMAE 

1. は ・じ め に

日本の短期金融市場は最近大きな変化を見せているが，ごく最近まで↓ょコール ・手形市

場が短期金融市場の中心部分であった。このコール ・手形市場では，他の金融諸市場とは

異なり，需給をクリアーするようにその金利（コール ・手形レート）が弾力的に変動して

いたと見るのが多数説である。しかし，特に昭和40年ごろから，この市場の自由化が開始

される (53年）までの期間に関しては，上記の見方に必ずしも同意できない。なぜなら，

41年以降国債が発行され，都市銀行などがその引受けを強制されたが，これらの金融機関

が損失を被らないようにするために，コール ・レートの大幅な上昇は避けられなければな

らなかった(1)。その他に，この時期に限定されるのではないが，コール・手形レー トの建値

．が短資会社によって行なわれ，かつ短資会社は日本銀行の強い影磐下にあった(2), レートが

月に 1回以上変化したことは少なく (3', しかもその変化は公定歩合の変動に追随していた，

などの理由のためである(4)0

なお，仮にコール ・手形レー トがコール ・手形売買市場資金の需給関係にかなり影響さ

れていたとしても，日銀は日銀貸出しの操作、短資会社への売出手形売却などの方法によ

りコール ・手形売買市場資金の需給に影響を与えて，コール ・手形レー トを間接的にコン

トロールしていたと見なすことは可能である。

そこで本稿では，コール ・手形レートが日銀によってどのようにコントロールされてい

たかを，反応関数 (reactionfunction)を計測すること によって調べてみよう。つまり ，40

年代から50年代初めまでの期間に，コー）レ・手形レートが経済政策の目標とどのような関

係にあったかを見ることによって，この期間の日銀の政策スタンスを検討するのである。

同時に，コール ・手形レー トがコール・手形売買市場資金の需給関係に影轡されていたか

否かを，需給関係の代理変数を用いて調べる。

もちろん反応関数による計測にはいくつかの問題点があり完全無欠ではない(5)が，金融

政策の発動メカニズム全体がプラックボックスである現状では反応関数の推定は十分な意

義を持つ(6)と言えよう。また，政策手段変数が外生変数であるか内生変数であるかの区分を

恣意的に行なわずに，内生的に取り扱うことによってモデルの説明力を高める(7)ことにも

意味があろう。

以下，第 2節では，反応関数を用いたわが国のこれまでの研究成果が紹介され，それら

の問題点が指摘される。第 3節と第 4節では，本稿で用いられるモデルと計涸の方法，な

らびにデータが説明される。続いて第 5節では，計測の結果が提示され，それらがどのよ



76 山口大学教養部紀要 第17巻

うに解釈されるべきかが述べられる。

2. 従来の研究成果と問題点

ところで反応関数による政策当局の行動の分析は，わが国においてもいくつか試みられ

ている。それらのうちで先駆的なものとしては貝塚[1 ]があげられる。 [1 ]では，昭和

30年代のコール ・レー トと貨幣供給量が被説明変数とされており ，コール ・レー トが被説

明変数とされた，わが国ではおそらく唯一の分析例であるが，いくつかの問顆点が残され

ている。

第 1は，館[8 ]でも指摘されているように，構造変化の有無が検討されていないこと

である。なお，特に本稿のように，昭和40年代後半を対象に含める場合，この点の検討は

不可欠であろう。第 2は，[1 ]では 4半期データが使用されていることである。コール市

場は瞬間的な需給関係が重要であって，4半期データは実相を反映しない，との見方(8)を考

慮すると， 4半期データよりも月次データの方がよ り適切であると思われる。 本稿では月

次データを使用することにする。

第 3に，政策目標変数として，有効需要，物価変動，国際収支の 3つが取り上げられて

いる。このうち有効需要については，政策当局が望ましいと考える水準が明示的に用いら

れているが，残る 2変数についてはそのような水準はゼロと考えられている。ところで国

際収支については，ある程度長い期間では望ましい目標はゼロであるかもしれないが，毎

4半期にゼロを目標とすることは現実的であろうか。また物価変動（上昇）についても，

目標をゼロにするよりもある正の大きさにする方が，（特に40年代では）適切であると思わ

れる。

第 4に， [1 ]で直接計測されているパラメータは，目標変数の係数である Xi, Xz, X3 

ではなく ，それらに部分的調整の大きさを示す0が乗じられたか:c,,0X2, 0X3である(9)0

もちろん Xi, X2, X3の有意性とかXi, かい， 0いの有意性は同じではなく，問題にすべ

きは X り X z, :、:3の有意性なのである。本稿ではこの点にも注意を払っている。

次に，最近の注目すべき成果として堀内 [15]が挙げられる。この論文では日本を含む

主要 6か国のマネー ・サプライ増加率が政策目標にどう反応したかが計測されている。し

かしそこでも，いくつかの点が問題である。第 1に，政策目標変数は全て現実値が採用さ

れ，政策当局が望ましいと考える目標値は考庖されていない。つまり目標値をゼロと考え

ることと同じであり ，このことは，貝塚 [1 ]への第 3のコメントで述べたように，問題

をはらんでいる。

次に計測に際してのテクニカルな点である。 1つは， 3期間のラグつき変数を説明変数

として直接最小 2乗法で推定がなされているが，この場合多重共線性が生じる可能性が大

きい(10)。もう 1点は，貝 塚[1 ]への第4コメントと同じである。つまり ，ラグつき被説

明変数が説明変数とされ部分的調整メカニズムが想定されているのであれば，計測されて

いるパラメータは各政策目標変数の係数に調整速度を乗じたものであり ，政策目標変数の

係数そのものではない。
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3. モデルと計測方法

実際のコール ・手形レート（以下コール ・レー トと言う）は，単位期間（本稿では 1か

月）内で政策当局が望ましいと考えるレベルになるとは限らないと想定される。つまり，

コ_:._)レ ・レー トの現実値は所望値への調整過程にあり，単位期間内では部分的にしか調整

されない(II)と考えられている。

(1) r ,- rぃ =o(r /*— r t-1) , 0~o~l 

ここに， r ,, r i **はそれぞれ第 t期の・コール・レー トの現実値と所望値，0は調整の速度

を示すパラメータであり，これが 1に等しいと， (1)式は r,= r i**となって単位期間内に調

整が完了することを意味する。

反応関数は次のように定式化される。

(2) r ,u = 2. a 、•（△B*—• B) I-;+ 2, b i (p * —P) Iー，・十 L C ;(X*— 
i ~ I i = I 

X) ぃ+dZぃ+ € l 

ここに△Bは国際収支（フロー）， Pは物価水準，Xは有効需要水準（ ＊付きはそれぞれの

目標値）， Zはコール ・手形売買市場資金の需給関係を示す代理変数， eは定数項である。

(2)を(1)に代入して整理すると ． 

(3) r 1 =  (1 -o) r t-1 + of a, (△ B* ~ △ B)ぃ＋鐸b、(P*-P)←I

+ofc; (X*-X) t-i+od zぃ +oet 
である。 (2)式でZとしては 1期前のそれだけしか含められていない(12)のは，コール ・手形

売買市場資金の需給が瞬間的にコール ・レートに影響すると考えられているためである。

係数の符号は

La,>O, Lb,-<O, 2c,<O, d>。
である。なぜなら，△B*>△Bであれば，赤字が予想以上， もしくは黒字が予想以下であ

り，輸入を減少させるために国内需要を抑制する(13), そのためにはコ ール ・レー トが上昇

しなければならないから， '2:a;>Oである。 p*< pであれば，物価が予想以上に上昇して

おり，それを抑制するように金融政策が運営されるから21:iベ0である。 X*>Xの場合，

景気の上昇を巨指して コール ・レートが低下しなければならないから， Lc ,< 0である。

また，Zは金融機関の資金不足を表わしており ，都市銀行の資金不足はコール ・手形売買

市場資金への需要増を招き，都市銀行以外の金融機関ば恒常的に資金余剰であるが，それ

が少ないとコ ール ・手形売買市場資金の供給減を招き，いずれもコール ・レ・ート を上昇さ

せる。従って d> 0である。

(3)式の計測にはアーモン ・ラグ法を用いる。ラグの多項式の次数を 2とし(14)' ラグの期

間を 4から10までの 7種類として，そのうちで回帰の標準誤差を最小にするものを選ぶこ

とにする(15¥

4. デ 夕

rはコール ・レー トで，無条件物，翌日物，月越物のコール ・レートと (46年8月から
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は）手形レート（ともに中心値もしくは平均値）をそれぞれの資金童（月越物レートにつ

いては月越物と月中期日物の資金菫の合計）の月中平均残高で加重平均して得る。 Bは国

際収支の経常収支(16>(CB)' pは卸売物価指数 (WPI)と消費者物価指数 (CPI),Xは付

加価値ウェートの鉱工業生産指数 (MI)を，それぞれ用いる (17)。Zは全国銀行・相互銀行・

信用金庫の資金不足（つまり，貸出残高＋有価証券保有残高一預金残高一金融債発行残高）

と保有現金の合計を 3金融機関の預金の合計でデフレートしたものであるる (l8)。なお，経

常収支，生産指数，資金不足の各構成要素，保有現金，預金はそれぞれ季節調整済である。

次に，政策目標変数の目標値は政府の「経済見通し」を採用する(l9)。ところでこの「見

適し」は各年度につき 1個の計数で， CBは各月のフローの合計， WPI,CPI, MIは各月

の平均値である。これらがら各月の目標値を次のようにして算出する。 WPI,CPI, MIに

ついては，「見通し」値の対前年度実績値（平均）の騰落率（ないし増減率）を計算し，こ

れを前年度の同じ月の実績値に乗ずる(20)。つまり ，目標値の各月の変動が前年度実績値の

変動と同様であると仮定するのである。記号を用いると，Pi*,P1,/を各々第 t年度平均

の目標値（「見通し」値），第 t年度第 i月の目標値とし，P1,Pぃを各々第 t年度平均

と，第 t年度第 i月の実績値として

p I,,.*= p l-1, l 

p 1* 
・X 

p t-1 

である。なお，これら 3変数は基準年次のとり方によって目標値と実績値の差の大きさが

異なってくるため，その乖離率を用いることにする。

△ CBについては， WPI,CPI, MIのようなトレンドは認め難いので，年度内では各月

の目標値が同一であると仮定する。 目標値と実績値の乖離幅の計算は，当該年度の初めか

ら当該月の前月までの動向も併せて考慮する場合と，当該月のみを考慮する場合の 2とお

りを行なう。また比較のために，各月の目標値をゼロとする場合も検討する。 △CB/を第

t年度の目標値（即ち 「見通し」値）， △CBぃを第 t年度第 i月の実績値として

C~L .• =土 (___2.___△CBi*-± △ CB』
z 12 

1 CB2ぃ＝一 △CB/ —• CBu 
12 

CB3ぃ＝ 一△CBぃ

の 3つを計算する。

J = 

計測期間は昭和41年 4月から51年12月までである。この期間を選んだのは，本稿の目的

が40年代以降のコール ・レー トを分析することであること，コール ・手形売買市場は53年

から自由化が行なわれレートの決まり方にも変化が生じている可能性があること，また国

際収支の月次データが40年 4月以降しか利用可能でなく ，かつ多項式ラグを使用するため

には説明変数のデータのみを採る期間がいくつか必要であること，などのためである。
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5. 計測結果とその解釈

計測結果は表 1のとおりである。計測期間内には昭和40年代後半の経済構造 ・政策行動

の転換期が含まれており，反応関数に b構造変化が予想される。そ こで48年10月の石油

ショックを境界として期問を区分し計測を行なう（表2、 3)。 これによれば，全てのケー

スについて， 5 %, 1 %の両有意水準で構造変化なしの仮説ーは棄却される。なおケース I, 

IIの後期では r1-1の係数c1 -a)が有意にゼロと異ならないため，この変数を除外した形

の計測結果が提示されている。

表 1 反応関数（全期間，41/4-51/12). 

ヶ• R2 SE ラ グ

I 1 -rJ ぶSa; oLb、. oZ: C; od <I) 

ス SSE OW  期穀

I .936 .000141 -.0231 -.0120 .00506 .9838 .2969 
5 

(31. 72) (0 .66) (-3 .37) (-2. 35) (0. 13) 10.32 1.80 

II 
.969 -.000263 -.0284 -. 0151 -.0175 .9837 .2978 

10 
(27.53) (-0.60) (-1. 29) (-2.09) (-0.48) 10.38 l. 83 

III 
.962 -.000221 -.0267 -. 0151 -.00411 .9842 .2936 7 

(36. 52) (-1.09) (-3.24) (-2. 94) (-0.10) 10.09 1.86 

IV 
.951 - .0000928 -.0369 -.0191 -.0242 .9837 .2975 

7 
(27.64) (-0.49) (-2.32) (-3.67) (-0.63) 10.35 1.81 

V .975 -.000246 -.0225 -.0155 .00166 .9841 .2946 7 
(29. 64) (-1.03) (-3.50) (-2.96) (0. 04) 10 .16 1.87 

VI 
.963 -.000208 -. 0343 -. 0192 -.0146 .9838 .2973 7 

(25.60) (-0. 87) (-2.54) (-3.79) (-0.36) 10.34 1.82 

（注）定数項は記述を省略。（ ）内は t値。 BとPの変数の組合せは，各表とも，ケース Iは

CBIとWPI, IIは CBIとCPI,・IIIはCB2とWPI, IVはCB2とCPI, VはCB3

とWP!, VIは CB3とCPI。表 3のケース I, IIのoLa,, oL b, 等はo=1であるため

Ia,, Ib; 等と同じ。

表 2 反応関数（前期，41/4-48/9)

ケ R' SE ラグ
I 1 -rS 02.a / 6::Eb; 6k c , 6d :r a、. }: b; LC I d ,}) 

ス SSE DW 期訊

I .879 -.000225 -.0160 -.0213 .0238 .9759 .2122 -.00186 -.133 -.176 . 197 10 
(19 45) (-0.53) (-1.03) (-3 .05) (0.48) 3.51 2.25 (-0.53) (-1.04) (-1.901 rn.s~l 

JI 
.967 .0000775 -.00296 -.0177 -.0558 .9716 .2306 .00136 -. 0901 -.541 -1. 70 7 {19.94) (0.15) (-0.09) (-1.93} (-1.16) 4.15 2.08 (0.13) (-0.09) (-0.75) (-0.96) 

Ill 928 .000153 -.00308 -. 0147 .00733 .9765 .2098 .00211 -.0427 -.204 . IOI 7 (24.35) (0.44) (-0.22) (-2.39) (0.15) 3.43 2.38 (0.44) (-0.23) (-1.26) (0.16) 

IV .986 .0（ 00412 .0198 -.0105 -0 570 .9730 .2247 .0286 1.38 -.731 -3.96 7 (22 35) 0. 91) (0.64) (-1.22) (-1.24) 3.94 2.22 (0.28) (0. 23) (-0.34) (-0.27) 

V 
.904 .000427 -.00527 -.00953 -. 00251 .9764 .2102 .00446 -.0550 -.0995 -.0262 7 (21. 84) (l. 32) (-0.38) (-1.44) (-0.05) 3.45 2.32 (1.-13) (-0.39) (-1.07) (-0.05) 

VI .972 .000108 .0119 -.0115 -.0413 .9727 .2258 .00389 .430 -.0415 -1.49 7 (23.04) (0. 32) (0 .44) (-1.42) (-0.83) 3.98 2.19 (0.36) (0, 29) (-0.04) (-0.42) 
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表 3 反応関数（後期，48/10-51/12)

ケ R' SE ラグ
I 1-a via, cSI b I o~C 1 od SSE DW  

2a; }: b; ~C; d の
ス 期数

I 
.9810 .3430 .00381 -.0660 .00769 -.0388 ， 
3.29 1.56 (4 28) (-2.19) (0. 26) (-0.57) 

-- .9803 .3490 .00419 -.0847 -.0590 -.00370 
II 3.41 1.37 (2 .12) (-0.90) (-1.38) (-0 05) 10 

Ill .515 .00320 .108 -.0697 .0171 . 983'.~ .3212 .00659 .222 -.144 .0352 
10 

(3.30) (3.05) (1.73) (-1.70) (0.25) 2.79 2.12 (2.33) (1.32) (-1 32) (0. 24) 

IV .511 .00252 .141 -.0173 -.00514 .9821 .3326 .00514 .288 -0353 -.0105 10 
(2.93) (2. 76) (1.37) (-0.46) (-0.07) 2.99 2.02 (2.15) (l.Otl) (-0.45) (-0 07) 

V .461 -.00170 -.165 .126 -.0223 .9833 .3214 -.00316 -.305 .233 -.0414 
5 

(3. 78) (-2.56) (-4.28) (3.28) (-0.35) 2.79 1. 93 (-I.46) (-6.76) (5.97) (-0.35) 

VI .559 .00215 .0258 -. 0670 -.00866 .9770 .3772 .00488 .0586 -.152 -.0196 
10 

(2.84) (1. 21l (0.22) (-l.18) (-0.11) 3.84 1. 62 (1.11) (0. 20) (-103) (-0 11) 

2 a 1, i b ;, 2 c ,. の有意性を表 2, 3について調べると次のことがわかる。前期では，

有意な変数はケース IのMIのみで，他のケースには有意なものが存在しない。これに対

し後期では，CBが 6ケース中 4ケースで，WPIが計測した 3ケース (I,III, V)中 2

ケースで有意である。 CPIとZは前 ・後期と も有意なケースはない。なお，以上を02a;, 

ぬ；b、， OLCIの有意性と比較すると，ケース II,IIIの前期とIIIの後期でMIの係数ぬ： C, が

有意であるのに， LCiは有意ではない点が異なっている。

以上の結果の解釈を試みてみよう。まず国際収支は計測期間の前期（石油ショック以前）

にはどのケースにおいても有意ではなく ，後期の 4ケースのみで有意である。このことは，

表 4に示されるように，前期， とりわけ昭和43年ごろ以降において，国際収支の天井が高

くなって恒常的に黒字となったため，政策当局が 「見通し」に必ずしも拘泥しなくなった，

これに対し，後期では50年度半ばごろまで赤字傾向が続いており ，かつ48,49年度は赤字

額が大幅に 「見通し」値を上回ったため，「見通し」に近づけるぺく政策努力がなされ

た(21), と解釈するのが一法であろう。つまり ，「見涌し」からの乖離に対する日銀の反応

が，黒字期と赤字期では非対称的であると考えるのである。なお，後期のケース I----IVで

国際収支が有意であるのに，ケースV,VIでは有意でない。これは I,,.....,IVで用いられてい

る変数 CB1, CB 2が 「見通し」を考慮しているのに，V,VIで用しgられている変数 CB

3がそれを考慮に入れていない点に原因があると思われる。この点も，赤字期には 「見通

し」が意識されていたという上記の解釈に従えば，整合的に説明できることになり，上記

の解釈の 1つのサポー トになる。

ところで以上のような計測結果は，特に昭和40年代前半には，金融政策の主たる目標が

国際収支の均衡であったとする通説的見解(22)と対立しているように見える。しかし通説的

見解は国際収支の赤字が続いていた40年代初期，つまり42年ごろ以前にはあてはまるが，

43年ごろ以後の期間（本稿で言う「前期」の大部分が相当する）には必ずしも該当せ

ず(231, 従って上記の結果は通説と対立するものではない。

次に，WPIが後期の過半数のケースで有意であるのは，この期間に物価の上昇が著し

く，物価上昇の抑制が政策目標とされていたことを意味し，予想どおりである。ただし CPI
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この期開に経常収支が赤字であったことと物価上昇が著しかったことが挙げられよう。政

策のラグは石油ショック以後はそれ以前に比べて小さくなり ，調整速度が大きくなってい

た。またコ ール ・手形資金の需給関係はレートに影響を与えていることは認められなかっ

た。残された問題点としては，マクロ政策変数の目標値の妥当性，コ ー ル ・手形売買市場

資金の需給関係を表わす代理変数の妥当性の再検討などがあげられる。これらは今後の課

題である。 (1981年12月）

＊本稿の計算には東大大型計算機センタ ーを利用した。プログラム利用の便宜を計っていただ

いた浜田宏― • 石川経夫両教授と本研究に有益な示唆を与えられた堀内昭義助教授に感謝申上げ

る。なお，本稿ぱ昭和55年度日本経済研究奨励財団の研究助成金を受けた研究の一部である。

く注）

(l) 日銀が金融機関の引受けている国俵を買う価格は9責券の流通相場に基づいているが，その流

通相場はコール ・レ＿ 卜の変化を反映しているため，コール ・レー トの上昇ば流通相場の下落

を引き起し，金融機関はキャビタ 1レ・ロスを被る。これを避けるには、コ ール ・レー トの上昇

が小幅である必要がある。呉 [4] 106---107ページ参照。

(2) 呉 [4 ] 45ページ。

(3) たとえば，無条件物コール ・レートの変動回数は，レー ト弾力化のなされる直前の昭和52年

では年間20回であるのに対し，弾力化が開始 (53年 6月）された53年は56回である。

(4) なお釜江[2]では，昭和40年代を分析対象としてコ ール ・手形資金の需要 ・供給関数が計

測されている。それによれば，レー トが資金の需給をつねに均衡させるように決まっていたと

は言い難い。もちろん，本稿と [2] とでは期間に多少のずれがあり ，また (2]では 4半期

が単位期間とされていることなど，考慮の余地はあるが，本稿の見方の一つの根拠となりうるc

(5) たとえばフロイエン[18] 195ページ，エイプラムス他 [17)31ページ参照。

(6) 福地[14) 238ページ。

(7) 豊田 [10]158ページ注15。

(8) 香 西[5] 65ページ注12。

(9) 貝塚[l ]の(18)式 (363ページ）と(20)以下の式を見よ。

(10) 森口 [16]186ページ。

(10 その理由として，コール ・レー トのある水準が望ましいと考えられてから，その水準を実現

ーするような政策が実行されるまでのラグ（政策実行ラグ）の存在があげられる。なお， (1)式は

現実のレー トの所望値への調整を表わすものであり ，新しい状況が生じてからそれが認知され

るまで（つまり従前の所望値を新しい所望値に変更するまで）のラグ（認知ラグ）は考慇され

ない。なぜなら， (1)式の所望値は(2)式で示されるように，前期までのマクロ変数の値によって

特定化されているもので，従前の所望値ではないからである。

(12) なお，コール ・レー トは月中平均値，Zは月末値である。

(13) 変動相場制の下でも，国際収支の赤字 ・黒字幅縮小のため，国内需要のコントロ ールが図ら

れており（たとえば日銀[11) 48年版99ページ， 51年版 6ページ参照），国際収支は政策目標で

あると考えられる。

(14) 多項式の次数を大きくすると，回帰式の説明変数が多 くなって，短い計測期間では自由度が

小さくな「）すぎるため，推定が困難となる。

(15) フロイエン [18]195ページ。

(16) 基礎収支も政策目標の候補であるが，これが目標として適当でないことについては，新開[6] 

135ページ参照。
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表 4 経常収支（単位百万ドル）

第17巻

年度 実績値

40 1,087 

41 989 

42 -316 

43 1,489 

44 2,061 

45 2.315 

46 6,342 

47 6,112 

48 -3. 978 

49 -2,228 

50 88 

51 4,745 

政府見通し

-250 

900 

950 

600 

950 

2,020 

2,150 

4,700 

4,950 

-450 

-1,700 

-2, 700 

（注）実績値は，季調済の月次計数の合計。 48

年度の実績値のうち 4月から 9月までの合計

は一476, 10月から49年 3月までの合計は一

3,502である。51年度のうち 4月から12月まで

の合計は2,973である。

は後期のどのケースでも有意でないが，このことは，卸売物価を抑制すればそれを通して

消費者物価も抑制される， と日銀が考え，消費者物価 を直接の政策目標にしていなかった，

と解釈することができよう。

第 3に，本稿の計測期間の前期で，有意な変数がケース IのMlを除き存在しない点に

ついては，この期間において設定されたいくつかの政策目標が順に主目標にされ， 1つの

特定の目標が一貫して追求されていたのではない(24)1 と解釈するべきであるのかもしれな

し、

第 4に，調整速度0は前期では0.1前後と小さいのに対し，後期ではケース I, IIで 1,

他では0.5前後でかなり大きい。ラグを政策実行に伴なうそれと考えれば，後期において経

済構造の変化が激しくなり ，それに対応して政策的措置の発動が機動的になされるように

なったと解釈できる。

最後に，:zが前 ・後期あるいは全期間を通してのいずれにおいても，有意であるケース

が全く存在しないのは，コール ・手形売買市場資金の需給関係がコール ・レー トに影響を

与えていないことを意味する。 コール ・レートがコール ・手形売買市資金の需給を一致さ

せるように決まっていた，という従来の考え方は，ここでのzの特定化が適切である限り ，

少なくとも本稿の計測期間に関しては，あてはまらないことになる。

6 . おわ り に

本稿では，41年 4月から51年12月までを分析期問とし，コ ール ・レートを被説明変数と

する反応関数を計測することによって，日銀の政策スタンスを調べた。得られた結果によ

れば，石油ショックを境として反応関数には構造変化が見られた。石油シ ョック以前には

有意な変数はなく ，いくつかの政策目標が次々に主目標とされていたのかもしれない。こ

れに対し石油ショック以後では，経常収支と卸売物価指数が有意であり，その理由として，
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(17) 有効需要水準を表わすものとして鉱工業生産指数が使われるのは貝塚[1 ]と同様である。

なお，GNPは月次データがなl'ため用いられない。

(18) コール ・手形市場には， 上記以外に農林系統金融機関，保険会社，証券会社などが参加して

いるが，Zデータが利用可能ではないなどの理由により ，本稿では含まれていない。なお，コー

ル ・レー トの説明変数に Zが用いられるのは日銀 [12]と同様である。

(19) この方法は貝塚[1 ]で示唆されている。なお，政府経済見通しが単なる見通しであるか，

それとも政策の目標値であるかに関しては馬場 [13]に謡論がなされている。

(20) この他に，たとえば，年度内各月の目標値を同一にする，あるいは前年度末の実績値を基準

とし，当該年度の各月が時間とともに比例的に変化する，などの仮説にもとづいて目標値を計

算することも可能であるが，前者についてはトレンドの処理が容易でない，後者については前

年度末の実綾値に強く依存し過ぎる，などの難点があり，本稿で用いられる方法がよりベター

であると思われる。

(20 長期資本収支の赤字（発展途上国援助などに伴うもの）を考慮すれば；ある程度の経常収支

の黒字は望ましいとの考え方（土志田 [9] 195ページ），あるいは，黒字はそれ自身望ましく

赤字はそれ自身望ましくないという新重商主義の議諭（新開[6] 134ページ）などはこの解釈

の要付けとなるであろう。

(22) たとえば鈴木 [7] 240ページ。

(23) 鈴木[7 ] 241ページと 日銀 「調査月報jによれば，41年4月から48年9月までの期間の計14

回の公定歩合操作に際して，日銀政策委員会誤長談話が国際収支の調整を主目標としているの

は， 42年9月、43年1月と 8月， 47年6月の 4回のみであり ，とりわけ43年8月の公定歩合引

下げ以後は47年6月の引下げを除く 10回の操作がいずれも国際収支調整以外を主目標にしてい

る。また 「国際収支が黒字に転ずるまで引締めを解除していない」（鈴木 (7]247ページ）か

どうかを調べると，上記の期間には引締め期が2期 (42年9月と43年 1月の公定歩合引上げか

ら43年8月の弓I下げまでと， 44年9月の引上げから45年10月の弓l下げまで）あり ，第 1の期の

経常収支にはあてはまるが，第2の期においては，経常収支は既に引締め開始時から黒字であ

り，それ以降も継続していて，黒字転換と引締めの解除は無関係である。以上から，国際収支

の均衡が金融政策の主目標であったとは，特に43年以降に関しては，言えない。

(24) 鈴木[7 ] 241ページ表4.1参照。
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