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金融機関の信用創造機能と資金運用の関係 

貸出を増やすと預金も増えるという因果関係と金融機関の資金運用ニーズ 
 
銀行などの預貯金取扱金融機関にとって資金運用ニーズは高まることはあっても当面は減退

しそうにない。なぜ銀行は資金運用せねばならないかと問われると、筆者を含め、多くの関係者は

預金残高が貸出残高を大きく上回っているからだと答えるだろう。筆者の最近の経験では、そう答

えると、質問者は、なぜ貸出しを増やさないのかと追加で質問する。筆者は、貸出はコンスタント

に増やしてきていると答える。すると、質問者はなぜ貸出しを増やしているのに預金が減らないの

かと憤慨する。更には、どうせ貸出を増やしているといってもアパート・マンションなど不動産ロー

ンだろうと言う。 
銀行が貸出を増やすと、まずは、ピッタリ、その金額だけ預金が増える。ローンを貸し出すこと

は、借手に金貨を手渡し、銀行から持ち去ってもらうことではなく、借手の預金口座残高を増やす

行為だからである。預貯金取扱金融機関は信用創造（もっとわかりやすく言えば、通貨創造）機能

を持っている。そう筆者が説明すると、企業が資金を溜め込んで投資に回さないから預金が減ら

ないのだろうと質問者は指摘する。設備投資が増加基調にあることはさておき、筆者は、企業が

資金を使っても預金は減らないと説明する。なかなかわかってもらえない。ここに書いたことはフィ

クションではない。しかも、こういう会話を筆者は異なる人を相手に何度か経験している。銀行の

信用創造機能と現代社会における銀行預金の役割は、わかっている人にはあまりにもあたりまえ

のことなので説明は不要なのだが、一定の先入観を持っている人にわかってもらうことは容易で

はないということを筆者は痛感している。 
借手が銀行から借りた資金（自分名義の預金口座の残高）を使えば、その預金残高が誰か別

の人や企業名義の預金残高に振り替わるだけのことである。銀行業界全体として、一旦増えてし

まった預金残高はなかなか減らないものである。銀行からローンを借り入れた企業が、設備投資

であれ、従業員に対する賃金の支払いであれ、仕入れ先に対する代金の支払いであれ、借り入

れた資金を使うと、支払先の名義の預金残高に振り替わるだけである。預金は消滅しない。国税

として納税してしまえば、預金が減るかもしれない（政府が日銀に保有する当座預金口座の残高

に振り替わるかもしれない）が、政府が何らかの支出を行い、民間主体や地方公共団体に対して

支払いが起きると、ふたたび銀行預金の姿に戻る。銀行預金は一時的に銀行券（日本銀行の債

務）や補助貨幣の形で引き出されるかもしれないが、いったん出回った銀行券や補助貨幣はやが

てその多くが銀行に預け入れられ預金に姿を変えることになる。 
「カネは天下の回りもの」なのだが、現代社会における「おカネ」（マネー）の大半は、金貨や銀
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貨ではなく、銀行預金なのである。銀行預金のうちどこまでをマネーとみなすかについては、世界

各地の中央銀行などが作成している各種マネーストック・マネーサプライ統計では、定期預金を含

めるだの含めないだの基準がまちまちで、時代によっても変わる。こうしたことからも、マネーとし

て機能する銀行預金とそうではない銀行預金との間に境界線を引くことは実は難しいことが伺わ

れる。日本の銀行業界では、預金者から定期預金の満期日前の解約の申し出があれば、受け入

れているという実情もある。定期預金を含め、銀行預金の大半がマネーとして機能しているか機

能し得ると考えてもいいと筆者は思っている。 
 

信用創造のメカニズムと銀行預金の増加・減少要因 
 
銀行の信用創造機能については、誰かが最初に銀行に預金をし（根源的預金）、その預金を元

手に銀行は手許に一部（預金準備）を残し残額を貸出に回すという説が多く見られる。この説では、

根源的預金に対して預金準備率の逆数倍（これを「貨幣乗数」と呼ぶ）の預金が生み出される。た

とえば、預金準備率を5％とすると、誰かが最初に 100万円を銀行に預金（根源的預金）をすると、

銀行は95万円を貸し出し、借手がその95万円を銀行に預金すると、銀行は95万円×（1-0.05）
＝90.25 万円を貸し出すという循環構造が成立し、最終的には 2000 万円（100 万円に「5％
（0.05）」の逆数である 20 を乗じた金額）の預金が生み出されるという説である。この説では、誰

かが最初に銀行に持ち込んで預金する100万円がどこからどう生み出されたのかがうまく説明で

きない。銀行と関係のないところで最初から何らかの貨幣が存在していたか、貨幣を作り出したと

説明するしかない。 
ところが、もっと単純明快な信用創造の説明がある。 Bank of England （イングランド銀行）

が四半期毎に刊行する Quarterly Bulletin の2014年Q1号に掲載された “Money creation 
in the modern economy” （現代経済における通貨創造）1と題する記事と、2015 年 5 月に 
Bank of England の職員２名が連名で同行のワーキングペーパー（執筆者の見解を示しており、

Bank of England の公式見解ではない）の形で発表した “Banks are not intermediaries of 
loanable funds - and why this matters” と題する論文 2では、銀行が貸出を行うことで預金

が創り出されると説明する。同様の説明は、 Deutsche Bundesbank (ドイツ連邦銀行)の英語

1 
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2014/mo
ney-creation-in-the-modern-economy.pdf 
2 
https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2015/banks-are-not-intermed
iaries-of-loanable-funds-and-why-this-matters 
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版月次レポート 2017 年 4 月号 3に掲載された “The role of banks, non-banks and the 
central bank in the money creation process” と題する記事 4にも見られる。一般向け広報

誌的な性質を持つ媒体などで中央銀行が相次いで信用創造（通貨創造）のメカニズムについて説

明する解説記事を発表した背景には、緩和的な金融政策が実行される中、中央銀行による大規

模な資産買入れも銀行預金の増加要因となっていることがあったものと推測される。この説では、

根源的預金は登場しない。むしろ、Bank of England の職員らのペーパーは、預金が先にあり、

銀行が資金を仲介していると考える（“intermediation of loanable funds” 説）のではなく、銀

行が貸出をすることで預金が創り出されると考える（“financing through money creation” 説）

が “correct view” （正しい見解）5だとしている。 
信用創造を説明する様々な説について通説や先行研究を体系的に整理したうえで、銀行が貸

出を行うと、通貨（預金）が創り出されるという説が最も現実をうまく説明できていると結論付ける

論文として、 Richard A. Werner 氏が 2014 年に著した “Can banks individually create 
money out of nothing? — The theories and the empirical evidence” 6を挙げておく。 

 
銀行がローンを貸し出すと、その金額だけ銀行預金が増えてしまう 

 
信用金庫その他の組合金融機関についても、貯金を預け入れる者や貸出先が「銀行」に比べ

て範囲が限定されているだけのことであり、「銀行」と同じ信用創造機能を有している。預貯金を受

け入れない金融機関はそうではない。 
次のページに図表１として掲載したグラフは、長期間にわたる整合性のあるデータが容易に入

手できる範囲に限定した点につき、ご了承いただきたいが、国内銀行の貸出残高と預金残高の推

移を眺めると、預金残高の増加幅が貸出金の残高の伸びを上回って推移してきていることが読み

取れる。預金が増える要因は、貸出だけではない。日本銀行による金融政策の一環として実施さ

れている資産買入れも預金の増加要因となっているだろう。国による財政支出も、部分的には預

金残高の増加をもたらしていると考えられる。ざっくりと言って、銀行（銀行法に基づく免許を受け

た「銀行」に限らず、預貯金取扱金融機関）は、預金残高と貸出残高のギャップ分くらいの金額は、

3 
https://www.bundesbank.de/en/publications/reports/monthly-reports/monthly-r
eport-april-2017-667334 
4 
https://www.bundesbank.de/resource/blob/654284/df66c4444d065a7f519e2ab0
c476df58/mL/2017-04-money-creation-process-data.pdf 
5 例えば、脚注 1 に挙げたペーパーの 48 ページに掲載されている Figure 3 を参照。 
6 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1057521914001070 
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何らかの形で資金運用を行うしかない。貸出残高が預金残高を上回るようであれば（今日では想

像することすら難しいかもしれないが、1990 年代半ばまでの都銀や長信銀がそのような状況で

あった）、資金運用ではなく資金調達の必要が生じる。 
 

図表１ 国内銀行の預金残高と貸出残高の推移 （単位： 兆円） 

 
注： 貸出は国内銀行平残。（信金・在日外銀を含まない。）預金はマネーストック統計における 

「３業態」（都銀・地銀・地銀Ⅱ）の「預金＋CD」平残。 出所： 日本銀行 
 
銀行（預貯金取扱金融機関の総称）の負債の多くを預金等が占めており、「リスクマネー」という

ことばで表現されるような大胆な投資に資金の多くを振り向ける訳には行かない。日銀が今から6
年前に大胆な量的質的緩和政策を始める頃までは、資金の大半を日本国債に振り向けることも

銀行の資金運用のスタイルとして現実的な選択肢であり、実際、日本国債中心に資金運用を行っ

ていた銀行も多い。しかし、大胆な緩和政策による金利低下が一巡すると、日本国債を買ってい

たのでは利回りを確保できなくなってしまった。一般的な短期の資金運用手段は、ゼロまたはマイ

ナス利回りが定着してしまった。こうした環境変化に対応して、多くの銀行が資金運用スタイルを

大きく変化させ、かつては日本国債一辺倒で運用していた銀行も分散投資を行うようになってきて

いる。分散投資なのだから、ポートフォリオ全体でリスク分散と利回りの確保ができればいいのだ

が、銀行は自己資本比率規制、IRRBB 基準に基づく金利リスクの計量化と開示など、様々な規制

ルールに拘束されるうえ、外部からの批評批判（たとえば、金利や為替の動向に応じて、銀行が

保有する外債に着目して批判するような風潮）がしばしば沸き起こる。そうした中で、世間一般の
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理解をなかなか得られないことに悩みながら、必死になって創意工夫を凝らしながら取り組んでい

るというのが銀行の資金運用の現状であろう。弊社としては、銀行の資金運用担当者を精一杯応

援し続けたいと考えている。 
（調査部長 江川 由紀雄） 
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