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論 文 内 容 の 要 旨 

１．研究の背景と動機 

近年のグローバルな金融危機は、銀行の経営破綻を招くようなバランスシート不均衡を引き

起こす想定外のリスクに対し、これを緩和し金融安定を維持するための銀行規制のあり方が重

要であることを明らかにした。最も重要な銀行規制の一つである自己資本に対する要請、形式

的には最小自己資本比率規制は、もともと 1988 年にバーゼル銀行監督委員会が提案した資本

合意にしたがって、G-10 諸国の国際的に活動する銀行に対して適正な最小自己資本比率を提示

するように設計されたものである。それが銀行システムと金融商品の発展にともない、最小自

己資本比率規制は先進国、発展途上国を問わず、あらゆる国々の銀行システムの資本規制モデ

ルとなっている。 

もともと先進国を対象にしていた自己資本比率規制の当初の実践は、高い自己資本比率を要

求することが、特に景気後退期において、経済活動を支えるべき銀行の貸出能力に悪影響を与

えるかもしれないことについての関心を呼び起こした (Chiuri et al., 2001)。資本規制はまた、金

融政策と銀行規制の間の関係についての関心も引き起こしている。金融安定の重要性を前提に

すると、金融政策とプルーデンス政策は異なる目的を持つものであり、自己資本規制には景気

の振幅を拡大する可能性がある（Cecchetti and Li, 2005）。通貨当局が安定的な経済成長を保証す

るだけの十分な銀行貸出を促進しようとするとき、金融システムの規制当局は銀行の貸出意欲

と能力の障害となる財務リスクを最小化しようとする。金融政策と自己資本規制につながるプ

ルーデンシャルな資本規制との間の対立は、危機の際により顕著となる。不況時には銀行の資

本は減価する傾向にあり、銀行政策当局は銀行貸出を抑制して銀行が十分な資本を持つべきで

あると主張するだろう。この通りであるなら、利子率の低下を通じて実体経済を刺激しようと

する緩和的金融政策の効果は、弱まらざるを得ないだろう。 

資本規制の負の影響の重要な実例の一つは、資本規制導入後に銀行のポートフォリオが企業
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貸出から政府証券への投資に大きくシフトしたアメリカ経済に見ることができる（Ediz eta l., 

1998; Furfine, 2000;）。資本規制の負の影響の問題はまた、発展途上国におけるその適用に関す

る努力の中でも関心が持たれてきた。いくつかの研究は、資本規制の実行がアジア経済の金融

危機を長引かせた原因の 1つとであることを見出している（Chiuri et al.，2001）。発展途上国

での資本規制の含意について Bailey（2005）は、発展途上国はバーゼル II に準拠すべき何らの

公式な要請もないという前提のもとでバーゼル II の施行計画を評価すべきであり、またバーゼ

ル合意の実行に対して市場が何らの報酬をもたらすという明確な証拠もないことを示唆してい

る。 

自己資本規制の影響についての議論の中で、2008 年の世界金融危機は、金融システムが高度

に統合されているがために、金融システム上重要な銀行のデフォルトの連鎖が起き得ることを

実証した。この危機は、銀行のプルーデンス規制の改良だけでなく、銀行の役割の重要性も再

度強調することとなった。 G-20 の多くの銀行規制当局は、将来再び起こり得る危機の可能性

や影響の深刻度を軽減するため、自己資本の大幅な増加を行うことに合意した(Francis and 

Osborne, 2012)。 

G-20 国のメンバーとして、インドネシアの銀行規制当局（当時は Bank of Indonesia、銀行

監視機能はその後、金融サービス当局 Otoritas Jasa Keuangan に移管された。）もまた、銀行

システムの回復力を改善するため、最小自己資本規制の改良を受け入れる用意のあることを表

明してきた。インドネシアにおける整合的な銀行の資本規制の実施は、銀行の回復力を強化し

世界的な金融危機の悪影響から銀行を保護する鍵となる要因の 1 つと信じられている。インド

ネシアの銀行は、インドネシア銀行の要求する 8.0%の適正資本比率 Capital Adequacy Ratio

（以下 CAR）より高い 16.1％（2011 年平均）を維持している。この時期の高い資本比率を受

けて、銀行規制当局はより高い水準の資本比率を要求するバーゼル III の実施計画について懸

念していない。 

しかし銀行の高い資本比率は、残念ながら、旺盛な銀行貸出につながっていない。銀行の仲

介機能が最適な水準にないことは、銀行貸出の GDP に対する比率が低いことに表れており、

2011 年における値は 38.5%にとどまる。これは危機前の 2007 年における 60.7%よりかなり低

い。貸出の預金に対する比率は 78.8%に達したが、これも危機前の 100%を超える水準に比べ

て低い。こうした事実を見ると、インドネシアの銀行貸出は、高水準の資本比率を維持するた

めの制約に束縛されているのではないかと思われる。資本規制の影響に関する研究は、現状の

高い資本比率を以て、より厳しいバーゼル III でも銀行は影響を受けないという、インドネシ

アの銀行規制当局の仮定をテストするという点で重要である。 
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２．研究の目的と課題 

本論文では、資本規制が銀行の貸出行動と金融政策のどのような役割を果たしているかにつ

いて、実証的証拠を提供しようとする試みである。本研究における研究課題を以下に示す。 

 インドネシアの銀行貸出市場における資本規制の役割はどのようなものか。 

 資本規制の存在は銀行貸出に影響を与えようとする金融政策の有効性を制約するか。 

 銀行によって維持される自己資本比率の水準の決定要因は何か。資本規制は、銀行により

高い自己資本比率の維持を促すか。インドネシアにおいて、銀行の自己資本規制が貸出行

動に果たす役割はどのようなものか、特に自己資本規制の資本比率管理に対する影響、資

本変化率の変動を通じて銀行の貸出行動に与える潜在的影響はどのようなものか。 

 

３．研究の結果、貢献、限界および今後の研究 

結果 

本論文では自己資本規制と銀行借入との間に負の相関を検出した。また、VAR モデルを用い

て、自己資本規制の存在が銀行貸出の金融政策に対する応答の効率性を減じることを示した。 

本研究では最初の研究課題に関して、不均衡モデルのフレームワークを使用して需給両サイ

ドからインドネシアの貸出市場の決定要因について分析し、インドネシアの貸出資金供給を説

明する要因として自己資本規制は負の役割を果たしていることを見出した。この知見は、リス

クに基づく資本規制のわずかな強化によりすべての借り手が銀行によって貸出を制限される確

率が高まり、したがって総貸出が確率的に低下するという Thakor(1996)のモデルの命題と矛盾

しない。さらに本研究では、インドネシアの銀行貸出市場は供給超過で特徴づけられているこ

とを示したが、それは貸出の伸び率の低さが弱い資金需要に起因していることを示している。

そのことはまた、インドネシアではこれ以上の信用収縮減少が継続しないことをも示唆してい

る。 

 第二の研究課題に関連して本研究は、自己資本規制の施行が銀行貸出を抑制し、1997 年危機

以降においては、貸出資金供給を支えるための緩和的金融政策の有効性を阻害していたことを

特定した。VAR 分析に基づいて、資本規制が銀行の貸出行動のチャネルを通じた金融政策の伝

達メカニズムに対して与える影響を見ると、その影響は負の方向に働き漸進的に減衰している。

VAR モデルの含意では、資本規制が行われると銀行貸出は小さくなり、たとえ CAR が金融政

策の伝達パターンに大きな違いをもたらさなくとも、銀行貸出の金融政策ショックに対する応

答は減少する。こうした発見は、資本規制が存在すると、長期よりも短期の金利を引き下げる

ことで機能する緩和的金融政策が銀行資金を貸出から証券投資に振り向け、貸出の総供給が減

少するという Thakor(1996)モデルの理論的命題を支持するものである。 

次に第三の研究課題では、本研究は以下のようないくつかの興味深く重要な結果を得た。 

 銀行の資本比率管理モデルの示唆するところでは、資本規制の強化（緩和）に反応して、

資本比率は増加（減少）する。加えて、銀行の高い資本比率には、リスクに対する態度、

中核的自己資本（ティア 1）の資本コスト、銀行の収益など他の要因も関与している。さ
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らに本研究は、小規模な銀行の自己資本比率が大手銀行よりも高いことを明らかにした。

また、銀行の資本比率と GDP 成長率には負の相関があり、銀行が好況期よりも不況期に、

より多くの資本を保有していることがわかる。 

 自己資本規制圧力の存在はまた、銀行の自己資本をターゲット水準に調整する速度に正の

影響を持つ。資本比率の調整速度は、資本比率が規制によって定められている最低水準に

近くなるほど速くなる。 

 銀行貸出モデルにより、資本規制の強化による資本比率の変化とともに、銀行が貸出資金

量を負の方向に調整することが明らかになった。これは、資本規制が銀行の貸出に対して

制約となっていることを示す。 

 本研究はまた、他の貸出行動に影響を及ぼすであろう重要な要因に比較して、銀行の資本

比率指数の役割がインドネシアの銀行の貸出行動への影響という点で重要度が低いという

ことを見出した。たとえば GDP は、需要要因の代理変数として貸出行動に影響を与える主

要な変数である。本研究はまた、インドネシアにおける景気循環と銀行の資本比率の間の

関係が負の相関を持つことを見出した。景気上昇局面では、銀行は通常、やがて景気後退

局面が来ることを予見しながらも、資本比率を高めることなく貸出を拡大する。その結果、

景気後退局面では資本比率はリスクを吸収するのに十分ではなく、そのことは銀行に貸出

を減らして資本比率を上昇させるよう促す。したがって、特に危機的ではない場合の景気

後退時におけるあり得べき銀行貸出への悪影響を取り除くためには、景気上昇期に反循環

的な資本規制が推奨される。反循環的な資本規制は景気上昇期における銀行のリスクテー

クを抑制するためのメカニズムとして、また景気後退期には貸出を継続するための安全装

置とし用いられ得る。反循環的資本規制は、バーゼル銀行監督委員会によって近年マクロ

的なプルーデンス政策のための手段として考慮され推奨されている。 

 

貢献 

本論文は、各銀行の規制圧力が自己資本比率管理に果たす役割を、インドネシアにおいて明

示的に研究した初めての試みである。本研究は、規制当局により定められる資本規制の銀行の

資本比率と貸出行動に及ぼす影響の分析において貢献している。 

本研究はまた、インドネシアにおけるバーゼル III の導入に関して重要な政策的含意を提供し

ている。 

 第 3 章の研究では、債券市場が需要サイドに支配されているため、利子率の変化や資本規

制の変化などの形では供給サイドの指標としては無効である可能性を考慮しつつ、資本規

制と政策金利(SBIレート)が貸出の供給サイドに与える負の役割を見出した。貸出市場が需

要側によってより影響されていることを考慮に入れると、債権保証や潜在的借り手への支

援策など需要サイドの政策は実行すべき事項である。 

 第 4 章の研究では、資本規制の存在に反応して銀行貸出が減少することを見出したが、こ

れは金融政策の決定が銀行の資本比率を考慮して行う必要があることを含意している。一



方、市場における銀行貸出の総量をコントロールする必要がある場合には、利子率ととも

にかあるいは単独で、資本比率に関する規制をその手段として用いることができる。 

 第 5 章の研究より、資本規制と資本比率の間の正の関係と資本比率と貸出の間の負の関係

を考慮に入れると、より高い資本比率規制という形でのバーゼル IIIの漸進的導入は、銀行

にその仲介機能の中断を強いることなく新しい規制への調整を可能にし、その結果として

貸出資金の利用可能性を減じることはないであろう。 

 

研究の限界 

本研究ではいくつかの制限と欠点がある。まず、すべての章で用いられているデータは短い時

系列である。分析と結果の解釈は、データの観察期間においてのみ有効である。データ期間の追

加は、結果と解釈を変更する可能性がある。より長い期間の時系列データあるいは異なる期間に

ついての観察値の使用は、特に第 3章と第 4章で得られた結果の頑健性のテストとなるであろう。

また第 5 章で用いられたデータについても異なる期間の観察値を用いることで、資本規制の銀行

貸出に対する役割についての結論は変更を迫られるかもしれない。 

第 3 章および第 4 章で使用されるデータは、集計データである。所有権や資産規模の違いに

よって、銀行行動に違いが生じる可能性がある。第 5 章の分析は、サンプルごとに所有権、規

模、自己資本比率を区別していない。こうした変数をコントロールして追試することは、分析

を強化し、得られる知見は政策形成に対する有用性を高めるであろう。 

 

今後の研究 

本研究の限界について述べるならば、さらなる研究のためのいくつかの可能性を考えること

ができる。まず、今後の研究は、より長い期間での時系列データを用いて行われる必要がある。

推定結果の頑健性のテストは、サンプルの期間を分割することによっても行われ得る。 

第二に今後の研究では、サンプルを資本比率、資産規模、銀行グループなど銀行の属性をコ

ントロールして行う必要がある。サンプル期間を分割し、またサンプルのグループ化により、

分析結果は豊かになり政策形成のためのより完全な全体像が提供されるであろう 

 

論文の構成 

全体の論文は 6 章に分かれている。第 2 章では、規制や開発銀行部門の、インドネシアの銀行

部門の規制と発展を概観する。第 3 章では、資本規制がインドネシアの貸出市場に果たす役割に

ついて、不均衡モデルによる実証的証拠を示す。第 4 章では、VAR モデルを用いて、資本規制が

銀行の貸出ポートフォリオとインドネシアの金融政策に与える影響を分析する。第 5 章では、パ

ネルデータを用いて、インドネシアにおいて資本規制が銀行の自己資本比率と貸出行動に及ぼす

影響を示す。最後に第 6 章では、結論、政策的含意、研究の限界と可能な将来の研究を提示する。 
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