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銀行が有価証券を中心とした資金運用をする理由の再考 

銀行が貸出を増やすと預金通貨が創造されるが、それだけではない預金増加圧力 
 
国内金融機関による資金運用はここ数年で大幅に難易度が増している。小規模な金融機関を

含む国内金融機関で主流だった日本国債のラダー運用をコアに国債以外の円債などを多少組み

入れてポートフォリオを構築するというスタイルは約 5 年前からは通用しなくなっている。ただ、日

本国債以外でプラスの利回りを期待できるものであれば資金運用の対象は何でもいいかというと、

そうではない。銀行など預金取扱金融機関の負債の大半は円建ての預金であり、生命保険会社

のそれは将来的に円建てで保険金の支払いに充当することが予定される責任準備金である。預

金であれば、ゼロに近い水準とは言え、普通預金や定期預金など、大半の預金について、銀行は

若干のプラスの利率で利子を支払っている。保険料を算出する根拠のひとつとして保険会社が用

いる予定利率をマイナスの値にすることはあまり聞かない。資金運用はマイナス利回りでも構わ

ない（よって、短期国債など短期金融商品と日銀への預け金で構わない）と簡単に割り切る訳に

は行かない。 
 

図表１ 国内銀行 預金・貸出金・有価証券・現金預け金の残高推移 単位：兆円 

 
注： 国内銀行の銀行勘定 出所： 日本銀行 
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大胆なリスクテイクができない金融機関の資金運用 
 
銀行 1であれ、保険会社であれ、預金者に対する債務である預金や、事実上の保険契約者に

対する債務である責任準備金以外に、自己資本（相互会社の場合は、「資本」とは呼ばずに「基金」

等と呼ぶが）を有している。金融機関は、典型的 2には、資金運用以外に、法人融資などの貸出

等も行っており、高水準のリスク管理体制を構築し運営していることから、必ずしも顧客から預か

ったお金（預金、保険料）なのだから元本割れは決して許されないということにはならない。しかし、

銀行も保険会社も、レバレッジの高い（＝自己資本対比負債が大きい）業態であるうえ、自己資本

比率規制などの財務の健全性に関する規制に服する。このため、たとえば、資金の太宗をプライ

ベートエクイティファンドに投資し、ベンチャー企業を含む未公開企業の開業や成長を促すというこ

とは想定し難い。プライベートエクイティほどに大胆ではなくても、たとえば、資金の半分を上場株

式や不動産投資（上場および私募 REIT の投資口への投資を含む）に振り向けることもおそらくは

許されないだろう。 
金融機関の資金運用スタイルは、リスクテイクはほどほどに抑えつつも、期間収益ひいては自

己資本に下方圧力を加えることがないよう、一定程度のプラスの利回りを目指すことにならざるを

得ない。それがそう容易ではない。以下、本稿では銀行（預金取扱金融機関）が置かれている状

況に焦点を当てつつ検討を進めてみたい。 
 

銀行にとっての貸出と預金の関係 
 
銀行が主に有価証券で資金運用するのは、預金残高が貸出残高を上回る「預超」状態にあり、

その「預超」ギャップ相当額は資金運用せざるを得ないからと考えてもいいだろう。貸出残高を預

金残高で割った「預貸率」、有価証券残高を預金残高で割った「預証率」といった指標が普及して

いることがそれを裏付けている。また、最近ではだいぶ廃れてきているが、「余資運用」ということ

ばも使われてきている。「余資」（おそらくは、「余剰資金」を略したものであろうが）とは、概ね、預

金残高から貸出残高を差し引いたものを意味する。 
銀行にとっての貸出と預金の関係については、諸説ある。 
第一国立銀行（1873 年・明治 6 年創設）の創業者でもある渋沢栄一（1840 年～1931 年）が

提唱した「合本主義」（がっぽんしゅぎ）3は、「銀行は大きな河のようなものだ。銀行に集まってこな

1 本稿では銀行という用語を、「銀行」（法令により、商号中に「銀行」の文字の使用が許されてい

る等）以外の預金取扱金融機関を含む国内金融機関を総称するものとして使う。 
2 法人（主に事業法人）向けや個人向けの融資を限定的にしか行っていない銀行も存在する。 
3 たとえば、公益財団法人渋沢栄一記念財団 「『合本主義』研究プロジェクトについて」 2012
年 https://www.shibusawa.or.jp/research/newsletter/759.html 
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い金は、溝に溜まっている水やポタポタ垂れている滴と変わりない」とし、富豪の蔵や庶民の襟の

内にしまいこまれたお金を銀行に集め、「大河」にすることを主張していたようである 4。銀行が、預

金を集め、集めた預金を裏付けに貸し出すことで、日本の産業を発展させて行くことを意味してい

るものと思われる。 
ところで、渋沢が創設した第一国立銀行が創業した時期には、日本銀行（または、現代的な意

味合いにおける日本の中央銀行）は存在しなかった。日本銀行が設立され業務を開始したのは

1882 年（明治 15年）であった。単なる民間資本の銀行に過ぎない「国立銀行」は、1876 年以降、

不換紙幣を発行していた。いわば、民間銀行が「紙幣」を発行することで通貨を創造できたのであ

る 5。国立銀行の不換紙幣は、1886年以降、日本銀行が発行する兌換紙幣との交換が行われ、

1899 年に通用が停止、1904 年には廃止された。 
 

銀行による信用創造は、預金が先か、貸出が先か 
 
銀行は、まずは、預金を集め、集めた預金を資金需要者に貸し出すものであるという説明はし

ばしば見られる 6。また、「信用創造」（credit creation）について、ネット検索すれば、経済学の講

4 たとえば、みずほ総合研究所・高田創「企画展『渋沢栄一と銀行業』、渋沢栄一が現代に語るも

の」 2015 年 11 月 11 日 みずほ総合研究所 
https://www.mizuho-ri.co.jp/publication/research/pdf/today/rt151111.pdf 
5 筆者は、渋沢が創設し経営していた第一国立銀行が明治時代の半ばまで集めていた「預金」は、

どういう姿の「お金」であったのか（金貨・銀貨なのか、政府が発行する紙幣なのか、それとも、第

一国立銀行を含む「国立銀行」が発行する紙幣なのか）が気になっているが、その究明は将来の

筆者の個人的な愉しみとして残しておきたいと思っている。 
6 たとえば、 Paul Krugman 氏の New York Times に投稿した記事に “… I often see the 
view that banks can create credit out of thin air. There are vehement denials of the 
proposition that banks’ lending is limited by their deposits, or that the monetary 
base plays any important role…”, “This is all wrong, and if you think about how the 
people in your story are assumed to behave—as opposed to getting bogged down in 
abstract algebra—it should be obvious that it’s all wrong. First of all, any individual 
bank does, in fact, have to lend out the money it receives in deposits. Bank loan 
officers can’t just issue checks out of thin air; like employees of any financial 
intermediary, they must buy assets with funds they have on hand.” （概略： 「銀行は

何もないところから信用を創造できるという見解がある。銀行が貸し出せる金額は銀行が受け入

れる預金やマネテリーベースによって制約されるとする説を激しく否定する見解もある。しかし、そ

うした見解は全て間違っている。銀行は、受け入れた預金を貸し出しに回す他にない。」）といった

記述が見られる。 Paul Krugman, “Banking Mysticism, Continued”, New York Times, 
March 30, 2012 
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義資料、辞書サイト、金融用語の解説サイトなどで、本源的預金（primary deposit）を元に、預

金と貸し出しが繰り返され、預金通貨が創造される仕組みを解説している事例 7を非常に多く見る

ことができる。まずは、貯蓄している誰かが銀行Ａに 100 ドルを預金する。銀行Ａは、預かった

100 ドルから 10％の預金準備（または支払準備）を取り置いて、残る 90 ドルを誰かに貸し出す。

銀行から90ドルの融資を受けた者は、その90ドルを取引先などに支払う。この際の使途は関係

しない。商品や役務の代金かもしれないし、そうではないかもしれない。ともかく、90 ドルを受領し

た者は、銀行 B にその 90 ドルを預金する。銀行 B は、預かった 90 ドルから 10％の預金準備を

取り置いて、残る 81 ドルを誰かに貸し出す。こうした預金と貸し出しが無限に繰り返される結果、

銀行の預金残高は、無限等比級数の公式から、最初に誰かが銀行 Aに預け入れた「本源的預金」

を預金準備率で割った金額に膨らんでしまうという説明 8である。準備率が 10％（0.1）であれば、

最初に誰かが 100 ドルの預金をすると、その 10 倍（0.1 の逆数倍）の銀行預金、つまり、銀行預

金が 1,000 ドル生まれるという説である。 
 

預金から貸出が生まれるのではなく、銀行が貸出すから預金が生まれるという説 
 
銀行が貸し出しを行うにあたって、それに先立って、預金を受け入れる必要はないという説も目

にする。イングランド銀行（Bank of England）の 2014 年第 1 四半期の Quarterly Bulletin に 
“Money creation in the modern economy” （筆者による仮訳「現代経済における通貨創造

の仕組み」）と題する解説記事 9が掲載された。この記事は、預金が貸出の源泉となっている見方

は妥当ではないと指摘し、銀行が貸出を行うから預金が創り出されると説明する。 
銀行による貸し出しは、借手の預金口座の残高を増やす行為である。銀行が新たな貸出をす

ると、その金額に対応する銀行預金が増えてしまう。このメカニズムを丁寧に説明したうえで、中

央銀行による量的緩和政策についても解説し、銀行による中央銀行に対する超過準備を積み上

https://krugman.blogs.nytimes.com/2012/03/30/banking-mysticism-continued/ 
7 事例として、金融大学・金融用語辞典  
「根源的預金」 http://www.findai.com/yogow/w00323.htm 
「信用創造」 http://www.findai.com/yogow/w00321.htm 
8 更に、別の例として、進研ゼミ高校講座 「【現代の経済社会②】信用創造の仕組みがよくわか

りません。」 http://kou.benesse.co.jp/nigate/social/a13s0403.html 
9 Bank of England, Money creation in the modern economy, by Michael McLeay, 
Amar Radia and Ryland Thomas of the Bank's Monetary Analysis Directorate, 
Quarterly Bulletin, Q1, 2014 
https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2014/q1/money-creation-in
-the-modern-economy 
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げることになる量的緩和政策は銀行による貸出の量には影響しないと Bank of England の解

説記事は述べている。 
Bank of England からは、2015 年に “Banks are not intermediaries of loanable 

funds—and why this matters” （筆者による仮訳「銀行は資金の仲介者ではない―なぜその

ことが重要なのか」）と題するワーキングペーパー10が公表されている。 
このペーパーは、信用創造に関する諸説を(1) “Intermediation of loanable funds” (ILF) 

モデル、 (2) “Financing through money creation” (FMC)モデル、 (3) “Deposit multiplier” 
(DM) モデル等に分類し検討した上で、ILF モデルを全面的に否定し、DM モデルについてもその

有用性に疑問を投げかけている。銀行が貸出を行うから預金が（そして、銀行預金が通貨として

利用されているので、通貨が）創り出されるとする FMC モデルが現実をもっともうまく説明できて

いるとして支持し、このモデルによる信用創造（または通貨創造）の問題点を指摘している。すな

わち、FMC モデルでは、銀行が貸出せる金額には理論上の上限がなく、どれだけ貸出しが（ひい

ては信用創造が）行われるかは、銀行にとっての融資機会の収益性や銀行の財務健全性に依存

するため、安定性に欠けると指摘している。Bank of England のワーキングぺ-パーで表明され

ている見解は、執筆者に帰属するものであり、 Bank of England の公式見解ではない。 
ドイツ連邦準備銀行（Deutsche Bundesbank）は、 Monthly Report の April 2017 号

（英語版）に “The role of banks, non-banks and the central bank in the money 
creation process” （筆者による仮訳「通貨創造過程における銀行、銀行以外の経済主体ならび

に中央銀行の役割」）と題する記事 11を掲載し、前述の Bank of England の 2015 年ワーキン

グペーパーの分類でいえば、 “FMC” モデルに基づく信用創造（通貨創造）のメカニズムを丁寧

に解説した。そのうえで、銀行による貸出以外に、中央銀行による資産買入れなども信用創造（通

10 Bank of England, Banks are not intermediaries of loanable funds—and why this 
matters, By Zoltan Jakab and Michael Kumhof, Bank of England Working Paper No. 
529, 29 May 2015  “Working papers describe research in progress by the author(s) 
and are published to elicit comments and to further debate. Any views expressed are 
solely those of the author(s) and so cannot be taken to represent those of the Bank 
of England or to state Bank of England policy.” 
https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2015/banks-are-not-intermed
iaries-of-loanable-funds-and-why-this-matters 
11 Deutsche Bundesbank, Monthly Report April 2017  
https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Monthly_Rep
ort/2017/2017_04_monthly_report.html 
“The role of banks, non-banks and the central bank in the money creation process” 
https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/Monthly_Rep
ort_Articles/2017/2017_04_money_creation_process.pdf?__blob=publicationFile 
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貨創造）を行っていることを説明している。この記事の付録（Annex）では、銀行による信用創造を

制約するために、銀行の流動性預金に対して、その 100％につき中央銀行通貨（中央銀行に対

する預け金または銀行券などの現金）の裏付を要求するべきとの説を紹介し、その説に基づく政

策の効果について考察したうえで、そうした政策は金融システムの安定には有益ではないと結論

付けている。 
 

図表２ 貸出金と預金の１年前からの増加額 国内銀行銀行勘定  単位：兆円 

 
注： 国内銀行の銀行勘定 出所： 日本銀行 （図表１と同じデータから算出、グラフ化） 
 

近年の日本では預金は貸出しの伸びを大幅に上回って残高を増やしてきている 
 
東京大学や日本開発銀行（現在の日本政策投資銀行）にも所属した経歴を持つ Richard 

Werner 氏は、2014年に、最初に預金がなくても、銀行が貸出を行うことにより、預金が創り出さ

れるとする説明が最も現実に沿ったものとなっていることを主張 12した。この説を裏付けるために、

ドイツの小規模な銀行から Werner 氏は 2013 年に 20 万ユーロを借入れ、その銀行の貸借対

照表や流動性資産にどのような変化が起きたのかを含め、克明に記録して公表することで、最初

12 Richard Werner, How do banks create money, and why can other firms not do the 
same? An explanation for the coexistence of lending and deposit-taking, 2014 
https://eprints.soton.ac.uk/372868/  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521914001434 
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に預金がなくても、また、銀行が中央銀行への預け金等の流動性を確保していなくても、銀行が

貸出すだけで預金が創出されることを実証 13している。 
預金が貸出を引き起こすのか、それとも、貸出の結果として預金が生み出されるのか。前述の 

Bank of England, Deutsche Bundesbank ならびに Richard Werner 氏が支持する「貸出

が先」との説の方が現実をうまく説明できるように筆者には思える。しかし、どちらの説によっても、

貸出しの伸び幅と預金の伸び幅が概ね一致することは説明できるが、近年の日本では、銀行預

金の伸びは、貸出しの伸びを大幅に上回る水準で推移してきているのである。 
 

銀行による貸出以外にも銀行預金を増やす取引がある 
 
銀行による貸出以外にも、銀行預金を増やしてしまう取引類型はいくつかある。前述の 

Deutsche Bundesbank の記事では、中央銀行による資産買入れのうち、銀行以外の者からの

買入れ分がマネーストック（ユーロ圏では、満期３年以上の定期預金以外の銀行預金が M3 に含

まれる）を増加させていると指摘している。日本でも日銀が様々な資産の買入れを継続的に行っ

てきている。日銀は、日本国債、社債、CP、ETF（上場株式を組み入れる上場株式投信）、REIT
（上場されている投資法人の投資口）などを買い入れている。 

日銀による資産の買入れは、日銀に当座預金口座を持っており、大量に超過準備を積んでし

まっている民間金融機関を相手方としている。その取引自体は、民間金融機関による日銀に対す

る預け金の残高（日銀当座預金口座に超過準備として置かれている残高）を増やすだけに見え、

銀行預金の残高（金融機関ではない者が金融機関に開設している預金口座の残高）に対しては

ニュートラルであるようにも思える。しかし、たとえば、その取引に先立って、銀行が企業の CP を

取り扱ったり、日銀との当座預金取引がない証券会社から社債を買い取るなど、預金残高を増や

してしまう取引が行われている事例が多々想定できる。 
日銀による日本国債の買入れについても、機関投資家が保有していた国債を金融機関が流通

市場で買ったうえで日銀に転売する事例では、機関投資家名義の銀行預金口座の残高が増える。

日銀トレード、つまり、銀行等が国債を引き受け、国債の発行日に国に対して代り金を払い込んだ

直後に日銀に対してその国債を売却するような一連の取引では、資金の授受は全て日銀内で行

われるので、銀行預金の残高には影響しないと考えられる。 
原子力損害賠償・廃炉等支援機構（以下、原賠機構）は、これまでに東京電力ホールディング

ス（2017 年 3 月までの東京電力）向けに累計で約 8 兆円の資金交付を行ってきた。原賠機構が

交付する資金の原資は、交付国債の償還金、民間金融機関からの借入金ならびに政府保証債

13 Richard Werner, Can banks individually create money out of nothing? — The 
theories and the empirical evidence, 2014 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521914001070 
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がある。このうち、金額的には圧倒的に交付国債が多い。これらを用いた原賠機構による資金調

達と資金交付は、銀行預金を増加させることになる。交付国債を償還し、原賠機構が東京電力ホ

ールディングスに資金を交付すると、日銀にある政府口座の残高が減り、その分、（民間銀行を通

じて）東京電力ホールディングスが取引先の銀行（おそらくは、大手銀行）に保有する預金口座の

残高が増えることになる。 
東京電力ホールディングスが、原賠機構から交付を受けた資金を賠償金や除染費用として個

人や企業に払い出すことは、銀行預金の残高を増やしもしないし減らしもしない。東京電力ホール

ディングス名義の預金残高が賠償金や除染費用を受領する者の名義の銀行預金口座に振り替

わるだけだからである。 
国による財政支出も銀行預金の残高を増やす。しかし、国による徴税や国債発行は、銀行預金

の残高を減らす。納税者や国債投資家の預金残高が日銀に開設されている政府口座の残高に

振り替わるからである。 
 

銀行預金の残高を減らす取引はそう多くはない 
 
企業が従業員に賃金を支払っても銀行預金の残高には変動は生じない。企業名義の預金口

座から従業員名義の預金口座への振替が起きるだけだからである。一部が銀行券や貨幣（硬貨）

の形で引き出されて流通したとしても、その多くはやがて銀行に還流し、ふたたび銀行預金の姿を

取り戻す。 
銀行預金の残高が増え続ける現象を見て、個人資産（家計の金融資産）1880 兆円のうちおよ

そ半分の961兆円が現金・預金で保有されており、証券はわずか344兆円に過ぎず（ここで挙げ

た金額は何れも日銀の資金循環統計 2017 年第 4 四半期速報値）、「貯蓄から投資へ」を推進し

なければならないと主張する人がいるかもしれない。 
預金者が預金を取り崩して、市場で株式を買えば、株式を売った者にその代金が渡る。その多

くは銀行預金になるのであろう。もっとも、一部にMRF（ひいては、受託者となっている信託銀行の

信託勘定から見た銀行勘定貸、銀行勘定から見た信託勘定借、それに見合う日銀預け金）にな

るケースも考えられる。企業が株式や社債を発行し、機関投資家や個人から資金を集める行為は、

投資家名義の預金残高が企業名義の預金残高に振り替わるだけであり、銀行預金の残高は増

えもしないし減りもしない。企業が調達した資金を（設備投資であれ、商品の仕入れであれ）事業

活動に伴い、取引先などに支払ったら、やはり、企業名義の預金残高が誰か他の者の名義の預

金残高に振り替わるだけである。 
銀行預金の残高を減らすには、信用創造が行われてしまう取引の逆の取引が必要であろう。

銀行による（日銀で資金決済される政府や他の銀行に対する貸出を除く）貸出は銀行預金を創り

出してしまう。国以外の借手が銀行から借りたローンを返済すれば、銀行預金がその分、消滅す
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る。信用創造の逆の取引なので、信用破壊（destruction）と呼べる取引である。もっとも、同じよ

うに銀行の貸出残高が減る結果を招くとしても、不良債権の償却では銀行預金の残高は減らない。

銀行に対する返済が行われないからである。 
 

銀行が資金運用をせねばならない理由に立ち返る 
 
銀行が概ね預超ギャップ（預金残高と貸出残高の差）に相当する金額について、有価証券での

運用をしないとすれば、日銀の当座預金口座に超過準備として積み上げるか、短期金融市場で

他の市場参加者向けに資金を放出し続けるくらいしか現実的な選択肢はない。日銀に積み上げ

続けると、一定額を超過する分についてはマイナス 0.1％の利率が適用され、目減りしてしまう。

短期金融市場でもマイナス金利での資金のやりとりは頻繁に見られる。何れにせよ、ゼロ％を大

きく上回る資金運用利回りを実現することは容易ではない。そうした資金運用を大規模に行えば、

資金運用利回りは資金調達コストを大幅に下回ることになるので、収益面で苦しくなる。赤字を前

提とした資金運用は容易に受け入れられるものではないだろう。 
銀行預金の残高が増えている原因は複合的である。銀行が（政府以外の者に対して）貸出しを

増やせばその分、預金残高も増えてしまう。政府の特別会計向けの貸出しだと、日銀にある政府

口座への付け替えとなるため、それ自体は、銀行預金の残高増加を引き起こさないが、政府が調

達した資金を政府以外の者に払い出した時点でそのほとんどが銀行預金の形になる。銀行が貸

出しを伸ばせば、その分だけ、銀行預金は増えてしまう。 
現実には、近年の日本で貸出残高の伸びを預金残高の伸びが大幅に上回って推移してきてい

る。日銀による資産買入れや特殊な財政支出（原賠機構による交付国債の償還金を用いた東京

電力ホールディングスに対する資金交付など）が影響している可能性がある。 
銀行預金に関しては、多額の現金・預金を保有しているとして家計の行動、なかでも、高齢者の

行動様式が批判の対象になることもある。しかし、家計が銀行預金を取り崩して株式や（株式や

社債を運用資産として組み入れる）投資信託を購入したところで、銀行預金の残高には影響しな

い。企業が内部留保を溜め込んで、研究開発や設備投資や賃金の支払い（労働者の待遇改善）

に使っていないと批判されることもある。企業がいくら他の企業や家計に「お金」を支払っても、銀

行預金の残高が振り替えられるだけなので、銀行預金の残高には影響しない。 
 

（調査部長 江川 由紀雄） 
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