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【要旨】

IT投資をより推進することを目的に政府も様々な

取り組みを実施し、「高度情報通信ネットワーク社会

推進戦略本部」の設置や「デジタル庁」の発足などが

行われてきた。しかし、日本ではIT化の遅れが指摘さ

れており「2025年の崖」という将来的な経済損失の可

能性も示唆されている。

本稿では、IT資産が日本経済に与える影響を明らか

にするため、パネルデータ分析を実施し、第１に産業

別データを用いた検証と、第２に企業間でIT資産がも

たらす効果に差異があるかを検討するため、産業別に

企業規模を考慮した検証も行った。産業別データによ

る検証では1994年から2019年の『国民経済計算』掲載

データを使用し、産業別企業規模別データを用いた検

証では2010年から2019年の『法人企業統計年報』掲載

データを使用した。推定の結果、産業別データを用い

た検証では、IT資産の蓄積、資本装備の情報化が実質

生産額、労働生産性に対して正に有意な影響を与える

ことが示唆された。産業別に企業規模を考慮した検証

では、IT資産は日本経済の成長に正に寄与している

が、ITを用いて効果的に付加価値額や労働生産性を向

上させているのはほぼ大企業のみであり、中小企業、

中堅企業においてはIT投資に対して消極的な様子が

伺え、日本企業の全体的なDX化の停滞や偏りが発生

していることが示唆された。

『情報通信白書令和３年度』ではDX化を進める障壁と

してDX導入の難しさを挙げており、これが本稿で得

られた、企業規模でDX化に差異が生じているという

推定結果の原因となっていると考える。DX化をより

効果的に進めるためにはより優秀なIT人材やコスト

の確保、変革に対して柔軟に対応できる態勢を整える

必要がある。DX化を推進する際には、産学官の連携

や各企業でDX導入の態勢を整える必要があり、それ

が日本の将来的な経済損失を未然に防ぎ持続的な成長

に貢献すると結論付けた。

Ⅰ. はじめに

わが国では1980年代、半導体技術の大幅な進歩に

よってコンピュータやソフトウェアの機能が向上し、

現代の情報通信技術の基盤となる分野が発展したME

（Micro Electronics）革命が起きた。1990年代に入り、

研究・教育機関のみでの活用であったインターネット

が一般的に商用利用されるようになり日本においても

急速に普及し始めた。1995年にはWindows95が発売

され、これまで以上に企業や個人がより手軽にイン

ターネットを活用することが可能になり、企業は情報

発信媒体として利用し始め、個人では写真や動画など、

これまでの文字だけではないサービスを受けることが

可能になった。1990年代からのこの一連の流れがIT

（Information Technology）革命と呼ばれるものである。
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それを背景にわが国では1980年代からIT投資が急激

な伸びを見せた1。IT投資によって企業の情報化が進

むと、情報通信機器を通じた遠隔での質の高いコミュ

ニケーションの実現や、AI（Artificial Intelligence）

よる最適なアドバイスの提供、業務処理の効率化等だ

けでなく新たなビジネスモデルの確立により新たな付

加価値の創出も期待できる2。

わが国ではIT化を一層推し進めるべく様々な取り

組みが行われている。2001年に政府で「高度情報通信

ネットワーク社会推進戦略本部」が設置され、全ての

国民がITを積極的に活用し、その恩恵を最大に享受す

べく取組が開始された。2013年にはIT戦略の閣議決

定、2019年には総合戦略本部において、第１にデジタ

ル自体の国際競争に勝ち抜くための環境整備、第２に

社会全体のデジタル化による日本の課題の解決の２つ

を目的とした「IT制作大綱」が決定されている3。2021

年にはデジタル社会の形成に関する行政事務の迅速か

つ重点的な遂行を図ることを目的とした「デジタル庁」

が発足した。

しかし、一方でIT化に関する課題も多く抱えてい

る。経済産業省は『DX（DigITal Transformation）

レポート』（2018）において「2025年の崖」を発表した4。

「2025年の崖」とは、あらゆる産業において複雑化・老

朽化・ブラックボックス化した既存システムの残存等

が原因で、デジタル技術を用いた新たなビジネスモデ

ルを創出することが厳しくなる場合、2025年以降にお

いて最大12兆円の経済損失が発生するというものであ

る。この場合ユーザー企業は爆発的に増加するデータ

を活用しきれずにDXを実現できず、デジタル競争の敗

者となる恐れが有り、ベンダー企業においては既存シ

ステムの運用・保守にリソースを割かざるを得ず、成長

領域であり主戦場となっているであろうクラウドベー

スのサービス開発・提供において攻めあぐねる状態に

なる可能性があるとしている5。その対応策として「DX

推進システムガイドライン」の策定や「見える化」指標、

診断スキームの構築、DX人材の育成・確保などが挙げ

られ、官民が認識を共有し、各企業が実際の行動に踏

み出し、政府においてはそれを支えるべく環境整備を

着実に進めていくことが求められるとしている6。

本稿では、将来的な日本経済の成長においてDX化が

より重要な意味を持つという観点から、日本企業のIT

活用の現状に焦点を当て、日本においてIT資産の蓄積

や資本装備の情報化がどのような効果を与えるかを明

らかにするために、パネルデータ分析を実施する。第１

に産業別データを用いた検証と、第２に企業間でIT資

産がもたらす効果に差異があるかを検討するため、産業

別に企業規模を考慮した検証も行い、今後のDX化の推

進において必要な対策と課題について検討する。

本稿の構成は以下のとおりである。第Ⅱ節は、近年

の日本においてのIT投資と労働生産性の動向を整理

し、ITと経済の関係について分析した先行研究を記

す。第Ⅲ節では、産業別を用いてITがもたらす効果に

ついて実証分析を行い、全国的にITが与えている効果

について探る。第Ⅳ節では産業別企業規模別を用いて

ITがもたらす効果について実証分析を行い、企業間で

その効果に差異があるかについて探る。そして第Ⅴ節

では、実証分析で明らかになった結果と『情報通信白

書』等の文献の主張を照らし合わせ、これからのDX

化についての課題を論じ、研究のまとめとする。

Ⅱ. 日本におけるIT投資と労働生産性の
現状と本稿の枠組み

１. 近年のIT投資と労働生産性の動向

図１は1980年から2019年までの日本におけるIT投

資フロー額の推移を示したものである。IT投資は

1980年代のME革命、1990年代のIT革命を背景に1980

年から2010年頃にかけて増加しているが、それ以降は

伸び悩んでいることが分かる。しかし、民間企業投資

にしめるIT投資の比率は近年において約16％程度で

安定しておりIT投資が一定の地位を占めていること

が分かる。

図２は日本の産業別労働生産性の推移を示したもの

である。日本は人口減少社会に入り、生産年齢人口の

減少による労働力不足などが大きな社会問題とされて

いる。その様な日本において生産性の向上は持続的な

経済成長において重要な課題とされており、ITやICT
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等の利活用によってその課題の達成を目指すことも

IT投資が持つ意義の一つである。しかし、図２からは

日本の労働生産性は必ずしも向上しているとは言い切

れない現状を読み取ることができる。これらのことか

ら日本においてIT投資が一定行われているものの期

待されているような労働生産性の向上などの効果を上

手く生み出せていない可能性が示唆される。

以上を踏まえたうえで次項ではIT投資がもたらす

効果について分析を行った先行研究についてまとめた

上で本稿の特徴についてまとめる。

２. 先行研究の概要と本稿の特徴

これまで日本では1990年代の経済混乱期やリーマン

ショックにより日本経済が悪化する中で、IT資本と経

済成長の関連性について議論が繰り広げられた。また

近年では進行する人口減少やDXの推進、日米間での

IT格差やG７の中での日本の労働生産性の低さなどに

注目が集まりITの活用や労働生産性との関連性につ

いて研究が多く行われている。

佐藤（2009）ではIT資本には潜在的な経済成長牽引

力があり、IT投資を推進することで経済成長を促すこ

とができると主張する『平成19年版情報通信白書』等

の見解と、日本においてはその様な効果はほとんど確

認されず、このことは日本経済の産業構造が変化して

いない指標とも言えると主張する『平成21年度年次経

済財政報告』の二つの見解を比較し、それぞれの強調

点の違いから生まれる過小評価、過大評価を排し改め

てIT資本の経済成長の牽引力はどの程度のものかを

検討した。結論として、IT投資は景気変動の牽引力の

役割を果たしていることが読み取れたものの、景気回

復の原動力にはなっていないことがわかり、近年の傾

向としてあった資本装備率の低下を埋め合わせるまで

にはいたっていないとした。同様にIT投資と潜在成

長力について研究を行っているものとして篠崎（2007）

がある。篠崎（2007）では1990年代後半において、景

気循環要因や人口動態の変化要因を取り除いた構造要

因成長会計モデルを長期推定し、日本経済の基礎力と

その変遷について分析を行った。結論として、民間部

門での長期的な生産性上昇率は年率2.0％程度で安定

しており、これが日本の基礎力であり、情報資本の深

化が進展すれば2.0％半ば以上に加速する余地がある

とした。総務省（2012）においてはコブ・ダグラス型

生産関数に準じたマクロ生産関数を用いて情報資本ス

トックの蓄積と労働生産性の関連性について分析を行

い、情報化資本ストックの蓄積が労働生産性に対して

正に有意な影響を与えるとしている。しかし、資本装

備の情報化が労働生産性の上昇に寄与する程度を見る

と2008年までは低下トレンドにあり、2000年以降は労

働生産性の伸びも低下していることからIT投資の低

調さが労働生産性の減速に影響しているとしている。

黒川・峰滝（2021）ではIT投資と人的資本、組織変革

の関連性についてコブ・ダグラス型生産関数モデルを

用いた生産関数分析と組織変革の有無などをダミー変

数とするTFPモデルを推定した分析を行っている。

結論として、日本企業のIT化は生産性に対して正の効

果をもたらしており、企業の組織変革や高い人的資本

と結びついて更に生産性を高める可能性があるとした。

他方で企業組織変革については統計的有意が一部にと

どまったため、日本企業におけるIT化に伴う有効的な

組織変革についてはまだ不十分な段階にあるとした。

本稿の特徴として、IT資産がもたらす効果について

企業規模別での分析を行った点が挙げられる。これま

で佐藤（2009）や総務省（2012）のようにIT資産が経

済に与える影響について分析を行ったものは少なくな

いが、企業規模別で分析を行ったものは見当たらない。

そこで本稿では、企業規模別での分析に焦点を当てる

ことで、企業間でのIT資産が与える影響の差異とその

現状を明らかにし、IT資産の活用による経済成長におい

てこれからの課題や必要になる点について論じていく。

Ⅲ. 産業別データを用いたIT資産がもた
らす効果の分析

１. 分析モデルの設定

分析モデルについては総務省（2012）『ICTが成長に

与える効果に関する調査研究報告書』を参考に生産関
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数モデルを作成し産業別パネルデータを用いて、各産

業の国内総生産額、労働生産性に対してIT資産が与え

た効果について推定する7。推定期間は1994年から

2019年の26年間。対象部門は『国民経済計算』の産業

大分類に準じ、不動産業を除いた13部門とした8。パ

ネルデータ分析を行う際に基本となる生産関数モデル

を①式のように表す。

Y＝AKO
α
KIT

β
LHγ ①

ここで、Yは生産額を表し、本稿では推定期間におけ

る『国民経済計算』掲載の産業別実質総生産額とした。

AはTFPを表している。KO は一般資本ストックを表

しており、『国民経済計算』掲載の各産業における実質

総固定資本ストック額から後述するIT資本ストック

額を差し引き、『工業生産指数』、『第三次産業活動指数』

掲載の各産業稼働率を乗じたものである。KITはIT資

本ストックを表しており、『国民経済計算』掲載の各産

業における実質情報通信機器資産額と実質ソフトウェ

ア資産額を合計し、一般資本ストックと同様に稼働率

を乗じたものである。LHは労働投入量を表してお

り、『国民経済計算』掲載の産業別就業者数に産業別労

働時間数を乗じたものである。α,β,γはそれぞれの

コストシェアを表している。①式を対数変換しダミー

変数を加えて、産業別の国内総生産額に関する分析を

行う際の推定モデルは②式である。

lnY＝lnA＋αlnKO＋βlnKIT＋γlnLH＋

lostdamy＋lehmandamy ②

ここで、lostdamyは1990年代後半から2000年初頭にか

けての経済混乱期を考慮したダミー変数を表してい

る。1994年から2002年までを１、それ以外を０とした。

lehmandamyはリーマンショックの影響を考慮したダ

ミー変数であり、2008年と2009年を１、それ以外を０

とした。②式での産業別国内総生産額に関する推定に

加え労働生産性に与える影響についても分析を行うた

め、①式を対数変換し再度推定を行う。労働生産性に

関する推定モデルは③式である。

ln（ ）＝lnA＋αln（ ）＋βln（ ）＋
lostdamy＋lehmandamy ③

ここで、 は労働投入量あたりの一般資本ストック

の量であり、資本装備率を表す。 はIT資本ストッ

クと一般資本ストックの比率であり、資本装備の情報

化率を表す。さらに上記で述べた分析から得た結果を

使用し、実際にIT資産がどの程度生産額、労働生産性

の上昇どの程度寄与したのかについて推定を行う。

２. 産業別パネルデータ分析の結果

IT資本が生産額に与える影響を明らかにするため

に行ったパネルデータ分析の結果が表１、労働生産性

に与える影響を明らかにするために行ったパネルデー

タ分析の結果が表２、IT資産がもつ生産額、労働生産

性の成長への寄与度の分析の結果が図３である。表１

の推定結果を見ると、KITの係数の符号が有意に正と

なった。推定期間内のIT資産の蓄積が日本の総生産

額を上昇させていることが示唆された。IT投資が進

むことで新たなサービスの提供や開発が進むことによ

り生産額を上昇させることから有意に正になったと考

えられる。ダミー変数を除く他の変数についても全て

有意な結果となった。他の変数については生産活動の

基本的な要素であることから、有意に正になったと考

えられる。

表２の推定結果を見ると の係数の符号が有意に

正となった。推定期間内のIT資産の蓄積が日本の労

働生産性を上昇させていることが示唆された。IT投

資が進むことで業務の効率化や新たな価値の創出が起

きることから有意に正になったと考えられる。 の

係数の符号も有意に正となった。二つの係数を比較す

ると資本の情報化を進めるよりも一般資本装備率を上

昇させるほうが労働生産性をより効果的に上昇させる

ことが示唆された。これは日本においてIT導入に

よって革新的な労働生産性の上昇は起きておらず、一

部業務の効率化に貢献しているものの従来通りの資本

を増加させるほうが効果的であるというIT活用を上

手く出来ていない様子を表しているのではないかと考

える。

図３は1994年と比較してIT資産が生産額、労働生産

性に与えた影響の推移を示したものである。KITと
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の1994年を基準とした成長率を算出し、それに推定か

ら得た係数を乗じることで算出した。リーマンショッ

クが起きた2008年あたりではそれぞれの寄与の伸び悩

みが見られるがそれ以外ではIT資産は生産額、労働生

産性の成長に対して正に寄与していることが分かる。

結果として1994年と比較して2019年では生産額は約

40％、労働生産性は約30％成長に寄与していることが

わかった。これらのことからIT資産は日本において経

済の成長に正に寄与し続けていることが考えられる。

Ⅳ. 産業別企業規模別データを用いた
IT資産がもたらす効果の分析

１. 企業規模を考慮した分析の特徴

第Ⅲ節ではIT資産が国内総生産額、労働生産性に対

して正の影響を与えていることが分かり、日本経済の

成長に対して正に寄与していることが示唆された。本

節ではIT資産が与える影響に企業規模間で差異があ

るのかについて検証するために産業別に企業規模別を

考慮したデータを用いて企業規模ごとに分けて分析を

行うことでIT資産が与える効果が企業間で差異があ

るのかを検討する。また、企業規模別のデータを使用

するため本節では『法人企業統計年報』のデータを使

用し分析を行う。本稿では資本金規模において１億円

未満、１億円以上10億円未満、10億円以上の３区分に

分けそれぞれ中小企業、中堅企業、大企業とする。ま

た従業員規模において100人未満、100～999人、1000人

以上の３区分に分けそれぞれ中小企業、中堅企業、大

企業とする9。

本節では労働時間のデータが従業員規模別でしか

データが公表されていないため、労働投入量の変数を

作成する際に資本金規模別でデータが掲載されている

『法人企業統計年報』の各データを従業員規模別デー

タへ変換する必要があった。そのため、深尾ら（2014）

を参考にし、『平成26年度経済センサス基礎調査』で報

告されている企業産業分類別常用雇用者規模・資本金

階級常用雇用者数を、上記の産業別資本金規模区分そ

れぞれについて、従業員規模100人未満、100～999人、

1000人以上の３区分に集計し、各産業資本金規模につ

いて従業員規模別常用雇用者シェアを計算した。これ

を『法人企業統計年報』より作成した各データに乗じ

て従業員規模で再集計することにより、資本金規模別

データを従業員規模別データに変換した。

２. 分析モデルの設定

分析モデルについては第Ⅲ節の各推定モデルからダ

ミー変数を除いたモデルを使用し、産業別企業規模別

パネルデータを用いて、産業別企業規模別の付加価値

額、労働生産性に対してIT資産が与えた効果について

推定する。推定期間は2010年から2019年までの10年間

である。対象部門は『法人企業統計年報』の産業中分

類に準じた、農林水産業、金融・保険業を除いた38部

門とした10。本節での産業別企業規模別でのIT資産が

付加価値額に対して与える影響についての分析では②

式からダミー変数を除いた推定モデルを用いて分析を

行う。また、IT資産が労働生産性に対して与える影響

については③式からダミー変数を除いた推定モデルを

用いて分析を行う。

ここで、Yは付加価値額を表し、本節では推定期間

における『法人企業統計年報』掲載の産業別企業規模

別総付加価値額とした。AはTFPを表している。KO

は一般資本ストックを表しており、『法人企業統計年

報』掲載の各産業における有形固定資産額から土地と

後述する情報通信機器額を差し引き、『工業生産指数』、

『第三次産業活動指数』掲載の各産業稼働率を乗じた

ものである。KITはIT資本ストックを表しており、『法

人企業統計年報』掲載の各産業におけるソフトウェア

資産額と情報通信機器額を合計し、一般資本ストック

と同様に稼働率を乗じたものである。情報通信機器額

は『法人企業統計年報』ではデータを得ることができ

ないため、『国民経済計算』より経済活動別にソフト

ウェア資産に対する情報通信機器資産比率を算出し、

その値を『法人企業統計年報』のソフトウェア資産に

乗じて得た値を情報通信機器資産とした。LHは労働

投入量を表しており、『法人企業統計年報』掲載の産業

別就業者数に『賃金構造基本統計調査』掲載の産業別
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所定内実労働時間数と超過実労働時間数の合計を乗じ

たものである。α,β,γはそれぞれのコストシェアを

表している。また、今回使用するデータは全て『国民

経済計算』掲載のGDPデフレーターを用いて実質化を

行い使用している。 は労働投入量あたりの一般資

本ストックの量であり、資本装備率を表す。 はIT

資本ストックと一般資本ストックの比率であり資本装

備の情報化率を表す。さらに上記で述べた分析から得

た結果を使用し、実際にIT資産どの程度が生産額、労

働生産性の上昇どの程度寄与したのかについて推定を

行う。

３. 産業別企業規模別パネルデータ分析の結果

IT資本が付加価値額に与える影響を明らかにする

ために行ったパネルデータ分析の結果が表３、労働生

産性に与える影響を明らかにするために行ったパネル

データ分析の結果が表４、IT資産が与えた付加価値

額、労働生産性の成長への寄与度の分析の結果がそれ

ぞれ図４、図５である。

表３の推定結果を見るとすべての企業規模において

KITの係数の符号が有意に正となった。推定期間内の

IT資産の蓄積が各企業規模において付加価値額を上

昇させていることが示唆された。どの企業規模におい

てもIT資産の蓄積が進むことで新たなサービスの提

供や開発が進むことにより付加価値額を上昇させるこ

とから有意に正になったと考えられる。しかし、企業

規模間で係数の大きさを比較すると企業規模が大きく

なるにつれIT資産が与える影響が大きくなることが

分かる。これは企業規模が大きくなればなるほどIT

をより活用し新たな付加価値額創出に貢献させている

可能性が考えられる。また、労働投入量においてもす

べての企業規模において有意に正の結果となったが

IT資産とは反対に企業規模が大きくなるとその効果

は小さくなることが分かる。このことから企業規模が

小さい企業の方が相対的に労働集約型の付加価値創出

が主であり、反対に企業規模が大きい企業は資本集約

型の付加価値創出が主であるということが示唆され

る。

表４の推定結果を見ると中小企業を除いて の係

数の符号が有意に正となった。推定期間内のIT資産

の蓄積が中堅企業、大企業においては労働生産性を上

昇させていることが示唆された。こちらもIT資産の

蓄積が進むことで業務の効率化や新たな価値の創出が

起きることから有意に正になったと考えられる。一方

で中小企業においてはITの活用が上手く行われず労

働生産性を向上させるには至っていな可能性が示唆さ

れた。こちらの推定結果においても企業規模が大きく

なるほどIT資産がもつ効果は大きくなる傾向が見ら

れる。また資本装備の情報化を進めるよりも一般資本

装備率を進めたほうが効果的であるという結果が得ら

れた。大企業においても同様の結果であることから

IT化が比較的進んでいると考えられる大企業におい

ても依然としてIT化の活用が完全には進んでいない

ことが示唆された。

図４は2010年と比較してIT資産が付加価値額に与

えた影響を、図５は2010年と比較してIT資産が労働生

産性に与えた影響の推移を示したものである。KIT、

の2010年を基準とした成長率を算出し、それに推定

から得た係数を乗じることで算出した。付加価値額に

対する寄与を企業規模間で比較をすると中堅企業、大

企業では大きさに差はあるが比較的安定して付加価値

額を増加させている一方、中小企業ではほぼ０％で推

移しておりあまり安定していない。労働生産性に対す

る寄与では中小企業ではほぼ０％、中堅企業では約

－１％と負に寄与しており、大企業では約30％と正に

寄与している。

図６、図７は2010年と比較してそれぞれの年、それ

ぞれの企業規模においてのIT資産の蓄積、資本装備の

情報化の成長率を示したものであり、表５は日本にお

ける各企業規模の企業数割合を示したものである。図

６、図７からもITの導入を積極的に行っているのはほ

ぼ大企業のみであり、中小企業、中堅企業においては

あまり積極的に行われていない様子が伺える。また、

表５からは９割以上が中小企業であり、大企業は0.2％

程度であることが分かる。

以上の点を踏まえ、IT資産の恩恵を受けているのは

ほぼ大企業のみであり、それ以外の企業はIT資産が正

― 6―

KIT

KO

KO

LH

KIT

KO

KIT

KO



の効果を生み出すもののIT投資に対して消極的な様

子が伺え、ITを活用し、新たな付加価値の創造や労働

生産性の上昇を効果的に生み出すにはいたっていない

と考える。

Ⅴ. 日本経済の将来的なDX化ついて

１. これからの日本経済のデジタル化について

本稿ではIT資産がもたらす効果について分析を

行った結果、IT資産は日本経済の成長に対して正の影

響を与えていることが明らかとなった。一方で企業規

模別での分析の結果、IT資産がもたらす効果には差異

があり、IT資産を用いて付加価値額、労働生産性を上

昇させることができているのはほぼ大企業のみであ

り、それ以外の中小企業、中堅企業においてはIT活用

による成長に対して消極的な傾向があることが明らか

となった。これはDXの推進を喫緊の課題とし、様々

な取り組みによってIT導入を進めようとする日本が

目指す方向性とは反する結果となった。

DX化のメリットとしては、業務効率の向上や新た

な付加価値の創出が可能になる点である。実際、ITの

導入により自社が抱える課題を改善し、これまでより

も生産性を高めた事例が『令和３年 情報通信白書』

で報告されている。DX化の推進が、これからさらに

加速する労働力不足の問題の解決や情報化社会におい

ての競争上の優位を確立することにつながる。デメ

リットとしては、導入にコストや時間、ICTなどの技

術的な知識を保有した人材が必要であること、より業

務の変革に対して柔軟な対応が出来る環境が必要であ

る点などが挙げられる11。これらが主な原因となり中

小企業、中堅企業ではIT導入やDXの推進に対して消

極的になり労働生産性の上昇が進んでいないことが考

えられる。

図８は米国とOECD平均、日本の労働生産性の推移

を示している。図８を見ると日本の労働生産性は上昇

してはいるもののG７内では最下位で推移し続けてお

りOECD平均も下回り続けている。これらのことから

も労働生産性が先進諸国と比較しても低く推移してお

り、このままでは「2025年の崖」もより現実を帯びる

ものとなる可能性がある。

以上の経緯から、日本はより早急なDX推進やDX推

進のための環境の整備が必要である。前述したDX化

の遅れにより将来的に多大な経済損失を受ける可能性

があるためである。とはいえITをより活用できる人

材や環境が整っていない状況でDXを推進し、日本経

済を成長させることは現実的ではない。そのため、よ

りITに関する教育の強化や変革を柔軟に受け入れる

態勢を整える必要がある。また、産学官が連携するこ

とも必要となる。「2025年の崖」だけでなく将来的な

日本の経済損失を未然に防ぎ、不測の事態が生じた際

のリスクを最小限に抑えることが、日本経済の成長に

貢献することから、DXに対しての理解を深めつつ効

果的に活用する道を模索し続けることが求められる。

２. 本稿のまとめと課題

本稿では、IT資産が日本経済に与える影響について

着目した。IT資産は労働生産性の上昇や新たな付加

価値の創出が期待される一方でDX化の遅れによる

「2025年の崖」という課題も抱えているものだった。

その中で本稿はIT資産がもたらす効果について産業

別データと産業別企業規模別データを用いてパネル

データ分析を行った。分析の結果、IT資産は日本経済

の成長に確かに正に寄与しているものの企業規模間で

その効果には差異があり、IT導入についても明確な差

が生じていることが示唆された。

本稿の課題として大きく２つ挙げられる。第１に、

より精度の高い分析には今回以上に詳細なデータが必

要である点である。特に中小企業においては労働生産

性の分布にかなりばらつきがあるということが言われ

ている。そのためデータを用いて一括りに分析を行う

と実態を捉えきれない可能性がある。企業の９割以上

が中小企業である日本において、より実態を捉えた分

析を行うためにはミクロなデータを用いて分析を行う

必要があり今回の結果はかなり大雑把な結果になって

いる可能性がある。第２にゴブ・ダグラス型生産関数

モデルを用いて分析を行っている点である。コブ・ダ
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グラス型生産関数はその構造から分析の容易さがメ

リットであるが一次同次という現実には厳しい可能性

がある前提を持っている。前提条件の厳しさをより緩

和し、精度高く分析を行うにはトランスログ型生産関

数モデルを用いて分析を行う必要がある12。推定モデ

ルを再度トランスログ型生産関数に準じたものに変更

し分析を行うことで異なった推定結果が得られる可能

性がある。

以上の点に関しては課題とするが、本稿においてIT

資産の効果と企業規模間でその効果に差異があること

を明らかにできた意義は大きい。DXを推進し、将来

的な日本の経済損失を未然に防ぐことで持続的な成長

を達成するためにも、今後もIT資産やDXの導入、こ

れからの日本経済の在り方について、更なる研究が期

待される。
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統計表・グラフ

図１：IT投資フローの推移

（出典）総務省『令和元年度ICＴの経済分析に関する調査』より作成。

図２：産業別労働生産性の推移

（出所）内閣府『国民経済計算』より作成。

（備考）経済活動別に実質国内総生産÷（総労働者数×総労働時間）により算出した。



―10―

表１ 産業別パネルデータ分析の生産額に対する推定結果

（備考）ハウスマン検定の結果より固定効果モデルを採用した。

***は１％有意、**は５％有意、*は10％有意をそれぞれ表している。

表２ 産業別パネルデータ分析の労働生産性に対する推定結果

（備考）ハウスマン検定の結果より固定効果モデルを採用した。

***は１％有意、**は５％有意、*は10％有意をそれぞれ表している。
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図３：IT資産による成長率

（出所）内閣府『国民経済計算』、経済産業省『工業生産指数』、『第三次産業活動指数』より独自に作成。

（備考）「IT資本ストック」、「一般資本ストックに対するIT資本ストック比率」について1994年を基準に

各年の成長率を算出。その値に分析結果から得られた係数を乗じることで算出した。
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表３ 産業別企業規模別パネルデータ分析の付加価値額に対する推定結果

（備考）ハウスマン検定の結果より固定効果モデルを採用した。

***は１％有意、**は５％有意、*は10％有意をそれぞれ表しており、（ ）内の数字はt値を表している。

表４ 産業別企業規模別パネルデータ分析の労働生産性に対する推定結果

（備考）ハウスマン検定の結果より固定効果モデルを採用した。

***は１％有意、**は５％有意、*は10％有意をそれぞれ表しており、（ ）内の数字はt値を表している。
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図４ IT資産が付加価値額に与えた影響

（出所）内閣府『国民経済計算』、経済産業省『賃金構造基本統計調査』『工業生産指数』、

『第三次産業活動指数』財務省『法人企業統計年報』より独自に作成。

（備考）「IT資本ストック」、について2010年を基準に各年の成長率に分析から得た係数を乗じ、算出した。

図５ IT資産が労働生産性に与えた影響

（出所）同上

（備考）「資本装備の情報化率について2010年を基準に各年の成長率に分析から得た係数を乗じ、算出した。



―14―

図６ IT資本ストック額の推移

（出所）同上

（備考）「IT資本ストック」について2010年を基準に各年の成長率を算出したもの。

図７ 資本装備の情報化率の推移

（出所）同上

（備考）「資本装備の情報化率」について2010年を基準に各年の成長率を算出したもの。



―15―

表５ 企業規模別企業数割合

（出典）総務省『平成26年度 経済活動基本統計調査』より作成。

（備考）ここで、企業規模は従業員規模を表し、100人未満の企業を中小企業、100人から999人の企業を中堅企業、

1000人以上の企業を大企業としている。

図８ 労働生産性の比較

（出典）OECD『OECD Data』より作成。
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表６ 各分析に使用した産業分類

（出典）内閣府『国民経済計算』、財務省『法人企業統計年報』より作成。



注記

１ 本稿において、IT投資は情報通信機器（コン

ピュータや携帯電話、テレビや通信用の機械・設

備・事務用機器が含まれる。）とソフトウェア（プ

ログラムやその説明書の他に受注型ソフトウェア

や汎用ソフトウェア、自己勘定で開発されたソフ

トウェアも含まれる。）に分けることが出来る。

内閣府『国民経済計算』「用語の解説」参照。

２ 情報化の効果について総務省『情報通信白書令和

３年度』を参照した。

３ ICT政策の動向について総務省『情報通信白書令

和元年度』を参照した。

４ DXレポートとは、経済産業省から発表されてい

る、日本におけるDXについて言及したレポート

のことである。

５ ここで、ユーザー企業とは、消費者に対して事業

を展開している会社のことでありベンダー企業と

は、ソフトウェアや製品の製造や提供を主な事業

とする会社のことである。

６ DXの導入について総務省『情報通信白書令和３

年度』を参照。

７ 本稿では推定の容易さから、コブ・ダグラス型生

産関数を用いて分析を行った。一次同次の前提の

厳しさを持つため本来であればより前提の緩いト

ランスログ型の生産関数を用いて分析を行うべき

であるが、それは本稿の課題とした。コブ・ダグ

ラス型生産関数とは1920年代にチャールズ・コブ

とポール・ダグラスによって考案された生産関数

で、一次同次の特徴を持つ。

８ 国民経済計算上では不動産業の生産額に帰属家賃

が含まれることが原因で労働生産性がとても高く

算出されてしまうため分析対象から外した。

９ 企業規模に対する名称の設定については『法人企

業統計年報』を参考にした。

10 使用した産業分類については表６にまとめている

ためそちらを参照されたい。

11 DXの導入の課題について総務省『情報通信白書

令和３年度』を参照。

12 トランスログ型生産関数とは、1973年にクリステ

ンセン、ジョンゲルソン、ラウによって開発され

た生産関数である。分配率弾性が一定値をとると

いう特徴を持ち、かなり一般性の高い生産関数モ

デルとして広く知られている。黒田『実証経済学

入門』（1984）参照。
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要旨

日本は，1990年代初頭の資産価格バブルの崩壊以降，

失われた10年と呼ばれる景気低迷とデフレに陥った．

金融当局は伝統的な金融政策として，下限であるゼロ

％まで名目金利を誘導したにもかかわらず，景気低迷

とデフレ基調を払拭することが困難であった．そこで

インフレ目標をコミットし，量的・質的緩和という非

伝統的なツールを用いて，民間のインフレ予想を高め

てゼロ金利下でも実質金利を低下させ，景気の回復と

デフレからの脱却を企図している途上と言える．

さて，このような長期に渡る低金利政策と旺盛な貨

幣供給が，余剰マネーを生み出し，リスクを負っても

高リターンのバブル資産へ投機する誘因を作り出した

可能性はないのだろうか．余剰マネーが生み出された

背景は日本によるものだけではない．2008年９月の世

界的な金融危機以降，日米欧の先進諸国は軒並みゼロ

金利政策，量的・質的緩和といった非伝統的金融政策

に舵を切った．この世界的な低金利市場と貨幣供給増

が余剰マネーを生み，その一部が暗号資産のようなバ

ブル資産に流れた可能性がある．

このような背景を受けて本研究では，2013年以降の

量的緩和が，景気・物価の安定化という役割を果たす

一方で，代表的な暗号資産であるビットコイン価格の

高騰という副作用をもたらした可能性を，構造ベクト

ル誤差修正（Structural Vector Error Correction,

SVEC）モデルを用いて定量的に検証した．SVECモ

デルは，生産と実質賃金の均斉成長や貨幣の長期中立

性というマクロ経済変数間の長期的な相互依存関係の

情報を利用して，金融政策の効果を識別できるという

利点を有する．

その結果，金融当局の量的緩和によって（統計的有

意性は担保されていないが），景気と物価を短期的に

喚起するという金融政策の役割が確認されると同時

に，ビットコイン価格を高めてしまうという副作用も

検出された．

第１節．序論

１－１．研究の背景と目的

図１－１⒜は，GDPの代理指標である鉱工業生産指

数（Indices of Industrial Production, 以下IIP）とベー

スマネーの推移である．1990年代初頭の資産価格バブ

ル崩壊，2008年９月の世界的な金融危機，2011年３月

の東日本大震災，2019年12月のCOVID-19において，

IIPの大きな下落が観察される．

一方，図１－１⒝は消費者物価指数（Consumer

Price Index, 以下CPI）とベースマネーの推移である．

物価は1990年代後半から長期に渡る下落傾向を示して

きたが，2013年以降の「大胆な金融緩和」なる非伝統

的金融政策は，それまでのデフレ傾向を払拭しつつあ

るように見える．
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【図１－１⒜⒝】

インフレ率をπt , GDP（景気）をyt , 名目金利をRt

とすると，標準的な景気循環モデルは以下の３本の方

程式で表現される．

総供給曲線：πt＝βIEtπt＋1＋κyt＋εt
S

（０＜β＜１,κ＞０） （１－１）

New IS曲線：yt＝IEtyt＋1－（Rt－IEtπt＋1）＋εt
D

（１－２）

金融政策ルール：Rt ＝φππt＋φyyt＋εt
R

（φπ＞０, φy＞０） （１－３）

ここで，εt
Sは総供給曲線をシフトさせる供給ショック，

εt
D はNew IS曲線をシフトさせる需要ショック，εt

R

は金融政策ルールからの逸脱を表す金融政策ショック

であり，景気・物価の変動をもたらす「構造ショック」

と呼ばれる．

（１－１）式の右上がりの総供給曲線は，名目硬直

性下の短期の総供給曲線である．価格調整が終了する

長期ではκ→∞となり垂直な総供給曲線となる．垂直

な総供給曲線のGDP水準は，専ら経済の生産性のみに

よって決まる．

（１－２）式と（１－３）式から名目金利Rt を消去

すると総需要曲線が得られる．金融当局は，名目金利

を下げることで総需要曲線を右にシフトさせ，景気回

復とインフレを経済にもたらすことが可能である．た

だし長期的には，金融当局が総需要曲線を右シフトさ

せたところで，総供給曲線が垂直であるため金融政策

に実体効果はなく，インフレがもたらされるのみであ

る（貨幣の長期中立性）．

この景気循環モデルを模式化したのが図１－２⒜⒝

⒞である．総需要ショック前における垂直な総供給曲

線と総需要曲線の交点が長期均衡✘であり，金融当局

はこの長期均衡を目指してGDPとインフレを安定化

させる役割がある．日本では，1990年代初頭の資産価

格バブルの崩壊によって総需要曲線が大きく左にシフ

トし，短期均衡が左下に移り，景気低迷とデフレに陥っ

た✔ ．金融当局は伝統的な金融政策で総需要曲線を

右シフトさせたが，下限であるゼロ％まで名目金利を

誘導したにもかかわらず元の長期均衡まで回復しな

かった✕．そこで金融当局は，インフレ目標をコミッ

トし，量的・質的緩和という非伝統的な政策ツールを

用いて，民間のインフレ予想IEtπt＋1を高める努力を

行ってきた．ゼロ金利下でも実質金利（Rt－IEtπt＋1）

を低下させ，現時点の総需要を喚起させる非伝統的金

融政策によって，景気の回復とデフレ脱却を企図して

いる途上と言える1✖．

【図１－２⒜⒝⒞】

さて，このような長期に渡る低金利政策と旺盛な貨

幣供給が，バブル資産保有の誘因になった可能性はな

いだろうか．図１－３⒜⒝は，代表的な暗号資産のひ

とつであるビットコインの価格とベースマネーの推移

を示したものである．この図によると，COVID-19対

策として2020年以降に貨幣供給のスピードが一段高と

なったことが見て取れるが，それに伴ってビットコイ

ン価格も急騰している2．低金利と貨幣供給増が余剰

マネーを生み出し，リスクを負っても高リターンのバ

ブル資産へ投機する誘因を作り出したのではないだろ

うか．

【図１－３⒜⒝】

余剰マネーが生み出される背景は日本によるものだ

けではない．2008年９月の世界的な金融危機以降，日

米欧の先進諸国は軒並みゼロ金利政策，量的・質的緩

和といった非伝統的金融政策に舵を切った．この世界

的な低金利市場が余剰マネーを生み，その一部がバブ

ル資産に流れた可能性がある．

暗号資産は付加価値を生み出さないバブル資産であ

る．ビットコインの供給量は，景気，物価，政治といっ

た外的要因からの影響を受けず，マイニングという自

律的なメカニズムで決定される．したがって，需要が

過熱気味であろうとも突然消えようともビットコイン

の供給量は調整されないため，余剰マネーの多寡が，

ビットコインの価格変動の振れ幅を増幅させることが

予想される3．

このような背景を受けて本研究では，量的緩和が景

気・物価の安定化という役割を果たす一方で，バブル

資産価格の高騰という副作用をもたらさなかったのか

を定量的に検証することを目的とする．
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１－２．先行研究

さて，日本経済に景気低迷とデフレをもたらした

ショックに対して，金融当局は金融政策を通じて景気

と物価の安定化を図ってきた，ということを我々はど

のように立証すればいいのだろうか．

（１－１）式から（１－３）式の景気循環モデルの解

は，以下のようなベクトル自己回帰モデル（Vector

Autoregressive model. 以下，VARモデル）で表せる．

yt＝Ayt－1＋Bεt＝Ayt－1＋ut （１－４）

ここでyt＝（πt , yt , Rt）
T, εt＝（εt

S , εt
D , εt

R）Tであ

り，A, Bは係数行列（３×３）である．問題は，単に

VARモデルを推定しただけでは３つの構造ショック

が混ざった（Bを通じて３つの構造ショックの線形結

合で表された）誘導ショックutしか推定できず，金融

政策ショックεt
Rが景気ytとインフレπtをどれだけ変

動させたのかがわからない点である．つまり，金融政

策の効果を検証するには，誘導ショックから金融政策

ショックを切り分ける（識別する）必要がある．

金融政策ショックを識別するために様々な制約を課

した「構造VARモデル」を使って，非伝統的金融政策

の効果を検証した実証研究は多数存在する．

本研究が対象とする2013年以降をサンプル期間に含

む実証分析としては，Miyao and Okimoto（2017）によ

る（ブロック）再帰的な識別条件を課す構造VARモデ

ルとST（Smooth Transition, 平滑遷移型）VARモデ

ルによる量的緩和の検証，およびInoue and Okimoto

（2021）の先進諸国10か国とユーロ圏諸国を含む（ST－）

Global VARモデルによる分析が挙げられ，いずれも日

本の量的緩和が，物価・生産の上昇といった実体経済へ

の効果を有するとともに，株価の上昇と為替の減価をも

たらしたとの分析結果を報告している4．

一方，金融政策が暗号資産へ及ぼす影響については，

Panagiotidis, Stengos and Vravosinos（2019）の

FA-VAR（Factor-Augmented VAR）モデルによる

分析があり，株価，為替，金・原油価格に加え，FED，

ECBの政策金利がビットコイン収益率に影響を与え

ているとの結果を報告している．

このように，量的緩和の実体効果や政策金利が暗号

資産価格へ与えた影響を検証した研究は存在する．し

かしながら，量的緩和が暗号資産価格へ与える影響を

検証した研究は存在せず，昨今のボラタイルな暗号資

産価格の動きを見れば，この副次的な効果を定量的に

評価することには一定の意義があると考える．

第２節．分析手法5

２－１．モデル

基本となる時系列モデルは，以下の p 次のVAR⒫

モデルである．

yt＝A1yt－1＋…＋Apyt－p＋ut （２－１）

ytはK 個のⅠ⑴変数からなるモデル変数（K ×１），

Aiは係数行列（K ×K ），utは誘導ショック（K ×１）

である．誘導ショックは構造ショック（εt～N（０, IK ）,

K×１）の線形結合で構成されており，行列B（K×K）

を用いて以下のように表現される．

ut＝Bεt （２－２）

B は短期のインパクト行列と呼ばれ，構造ショックの

同時点的な影響を表現する行列である．誘導ショック

から特定の構造ショックを識別するにはB の推定がカ

ギのひとつとなる．構造ショックの識別には，VAR⒫

モデルが２つの別モデルで表現できることを利用する．

まず，レベル変数間の長期的な相互依存関係（共和

分関係）の情報を構造ショックの識別に役立てる．そ

のため，VAR⒫モデルを以下の構造ベクトル誤差修正

（Structural Vector Error Correction, 以下SVEC）

モデルに書き換える．

Δyt＝αβT yt－1＋Γ1Δyt－1＋…＋

Γp－1Δyt－（p－1）＋Bεt （２－３）

ここで，αは調整行列（K×r），βは共和分行列（K

×r）と呼ばれ，以下のように，VAR⒫モデルの係数

行列から計算されるΠ（K×K）を分解した結果とし

て得られる．なお r（＜K）は共和分階数と呼ばれる．

－（I－A１－…－Ap）≡Π＝αβT （２－４）
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係数行列Γiは，VAR⒫モデルの係数行列で以下のよ

うに表現できる．

Γi＝－（A i＋1＋…＋Ap） （２－５）

モデル変数ytはⅠ⑴であったので，その階差はⅠ（0）と

なる．よって（２－３）式の左辺Δytおよび右辺第２

項以降の階差項Δyt－1 , …, 項Δyt－（p－1）はⅠ（0）であ

り，誘導ショックBεtもⅠ（0）であるため，Ⅰ⑴同士の

線形結合である右辺第１項βTyt－1もⅠ（0）でなくては

ならない．すなわち，βTyt－1はⅠ⑴変数間の（見せか

け で は な い）長 期 的 関 係 を 表 し，共 和 分 関 係

（cointegration relationship）と呼ばれる．したがっ

てSVECモデルは，ショックによって生じたズレ（誤

差）がαの率で修正されながら，モデル変数が共和分

関係へ回帰する動的システムを表現している．その意

味でβTyt－1は誤差修正項（error correction term）と

も呼ばれる．

次に，VAR⒫モデルの第二の表現として，ベクトル

移動平均表現（VMA表現）を利用して構造ショック

の識別を図る．

（２－６）

VMA表現は，Ⅰ⑴変数 yt のデータ生成過程（Data

Generation Process; DGP）を表現しており，yt がト

レンド成分，循環成分，データの初期値に分解される

ことを表している．トレンド成分である右辺第１項は

ショックの恒久的影響を表す．yt がⅠ⑴変数となる

のは，誘導ショックut（構造ショックεt ）の影響が

Ξ（ΞB）を通じて恒久的に残るがゆえである．その意

味で，ΞBは長期のインパクト行列と呼ばれる．一方，

循環成分である右辺第２項は， Ξj
*→０（j →∞）とさ

れ，ショックの一時的な影響を表すⅠ（0）変数である．

右辺第３項のモデル変数の初期値は定数項である．

行列 Ξ（K×K）は，SVECモデルの調整行列，共和

分行列，係数行列を用いて以下のように表現できる：

（２－７）

α⊥, β⊥はそれぞれSVECモデルの調整行列，主成分

行列の直交補空間である．共和分階数が r（＜K ）の

場合，r個の誘導ショックは，残りのK－r個の誘導

ショックの線形結合で表現されるため，Ξの階数はK

－rとなる（ΞBにの階数もK－r）．このΞBに課され

る階数条件をショックの識別に利用する．

２－２．構造ショックの識別方法

まず，K個のモデル変数とK個の構造ショックから

なる時系列モデルの構造ショックを丁度識別するには

K（K－１）/２ 個のゼロ制約が必要である．モデル変

数がⅠ⑴のSVECモデルでは，共和分関係というレベ

ル変数間の長期的相互依存関係の情報も利用して構造

ショックを識別する．

SVECモデルの共和分階数がrの場合，K 個のレベ

ル変数のうち長期的に自由に動いてよいのは K－r個

であり，残りのr個のレベル変数は共和分関係を満た

すように従属的に決定する．したがって，長期インパ

クト行列 ΞB（K×K）の階数はK－rとランク落ちす

る．よって ΞBのK個の列のうちr個の列にゼロ制約

を加え，r（K－r）個の制約を課す．

また，短期インパクト行列Bには少なくとも r（r－

１）/２ のゼロ制約を課す必要がある．なお，Ⅰ（0）変

数で構成される構造VARモデルでは，Bに下三角と

いう再帰的な制約を課すことが多いが，SVECモデル

では再帰的制約である必要はない．

残りの（K－r）（K－r－１）/２個の制約について

は，長期インパクト行列，短期インパクト行列いずれ

かにゼロ制約を課して構造ショックを識別する．

第３節．分析結果

３－１．モデル変数とデータ

本研究では，GDPの代理変数として鉱工業生産指数

（IIP），物価（CPI），実質賃金（RW），ベースマネー

（MB），日経平均株価（STP），ビットコイン価格（BTC）

の６変数からなるVARモデルを考える．全てのデー

タはレベルの対数値であり，データの出典は表３－１，

データの動きは図３－１に示す．データは月次であ
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り，サンプル期間は2013年１月から2021年９月である．

2013年１月以降としたのはビットコイン価格のデータ

制約によるものである．

yt＝（IIPt ,CPIt ,RWt ,MBt ,STPt ,BTCt）
T（３－１）

【表３－１】

【図３－１】

生産水準のデータをGDPではなくIIPとしたのは，

四半期ではなく月次でサンプルサイズを確保するため

である．実質賃金は労働生産性の代理変数として採用

した．標準的な経済成長理論では，均斉成長の特性か

ら実質GDPと実質賃金は同率の成長率となる．した

がってIIPと実質賃金は共通のトレンドを持ち，両者

が共和分関係にあることが予想される．

同様にして，貨幣の長期中立性から，名目変数であ

る物価とベースマネーも共通のトレンドを持ち，共和

分関係にあることが予想される．なお，ベースマネー

以外の非伝統的金融政策の代理変数として，マネース

トックや長期金利が候補として考えられる6．しかし

ながら，日銀当座預金が民間貸出を通じて市中のマ

ネーストックとなる経路は決して単線的なものではな

く，2016年９月以降の政策ターゲットでもある長期金

利は，実証分析においても時間軸効果が検出され，

2017年には誘導目標であるゼロ近傍を推移しているも

のの，やはり必ずしも金融当局が厳密にコントロール

し得る指標ではない7．以上の理由から，本研究では

非伝統的金融政策を表すデータとしてベースマネーを

採用する8．

また，量的緩和が株価上昇に伴う正の資産効果を通

じて景気の下支えをしたという先行研究を受けて，日

経平均株価もモデル変数として採用した．そして，量

的緩和が暗号資産価格バブルを醸成したか否かの検証

には，本来であれば，暗号資産全体の取引残高のデー

タが望ましいと言える．しかしながら，我々の知る限

りでは，暗号資産全体の取引残高のデータが2018年以

降しか入手できず，サンプルサイズ確保の観点から，

本研究では2013年から入手可能であるビットコイン価

格を暗号資産の代理変数とした．よって本研究では，

ベースマネーの増加がビットコイン価格に及ぼした影

響を定量的に評価することで，非伝統的金融政策の弊

害について検証する．

３－２．モデルの特定化

推定するSVECモデルを特定化するには，モデルの

ラグ次数と共和分階数の情報が必要である．

まず，単位根検定（修正Dickey-Fuller検定）によっ

て，各変数の和分過程を確認する．表３－２の結果か

ら，５％水準で，本研究のVARモデルは全変数が階差

定常のⅠ⑴変数であることが確認された（なお，ベー

スマネーは階差定常かつトレンド定常のⅠ⑴変数）．

【表３－２】

次に，VARモデルの最大次数を８として，AIC,

Hannan-Quinn（HQ），BIC，予測誤差（FPE）の４つ

の情報量基準を用いて次数pを選択した．表３－３の

結果によると，AIC, FPEによれば p＝３，HQ，BICに

よればp＝１が選択される．この結果からVAR⑴,

VAR⑵, VAR⑶を候補とし，各モデルの残差の診断

統計量を確認して次数を決定する．

【表３－３】

まず，Portmanteau検定によって残差の系列相関を

チェックした（表３－４のPT）．ここでは，残差のラ

グ次数を最大16として「任意に選ばれた残差同士に系

列相関がある」という帰無仮説を検定した．その結果，

いずれのVAR次数でも残差に系列相関が残るけれど

も，検定統計量のχ二乗統計量がVAR次数の減少関

数であり，VAR次数２を超えると帰無仮説の５％有

意性が消えることがわかった．

次に，Jarque-Bera検定によって残差の正規性を

チェックした（表３－４のJB）．「残差の歪度と尖度が

ゼロである」という帰無仮説の下で，尖度と歪度の和が

χ二乗統計量にしたがうことを利用して正規性を検定

する．その結果，いずれの次数でも強く棄却され，残差

の正規性の観点から次数選択することは困難と言える．

最後に，多変量ARCHのLM検定によって残差の不

均一分散を確認した．最大ラグを５として「残差の分

散共分散に不均一性がない」との帰無仮説を検定した

結果，いずれのモデルにおいても５％有意で帰無仮説
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が棄却された（表３－４のARCH）．よって分散不均一

性の観点からVAR次数を選択することも困難である．

いずれの検定結果も，モデルの残差項に系列相関・

非正規性・分散不均一性が確認される．ただし残差の

系列相関については，VAR次数を高めるにつれてそ

の問題が薄まるため，本研究ではVAR⑶モデルを選

択することとする．

【表３－４】

最後に，VAR⑶モデルに基づくSVECモデルに対し

て，共和分検定（Johansenのトレース検定）から共和

分階数を推定する．共和分検定の手続きとしては，共

和分の数をゼロからひとつずつ増やしていき，最初に

帰無仮説が棄却されなかった数を r の推定値とする．

表３－５の結果によると，r＝２が採択される．以上

より本研究では，次数３，共和分階数２のSVECモデ

ルと特定化する．

【表３－５】

３－３．推定結果

SVECモデルの推定結果を表３－６⒜⒝に示す．表

３－６⒝は（２－３）式の共和分行列βの推定結果で

あり，共和分階数が r＝２であるため，以下のふたつの

共和分関係（および誤差修正項，［ECT１
t－1, ECT

２
t－1］

T

が推定されている．

βTyt－1≡［ ］＝

［ ］
IIPt－1＝1.79RWt－1－0.20MBt－1＋0.24STPt－1

－0.02BTCt－1－2.70＋ECT１
t－1 （３－２）

CPIt－1＝－0.71RWt－1＋0.02MBt－1－0.02STPt－1

＋0.0004BTCt－1＋7.80＋ECT２
t－1 （３－３）

（３－２）式は，生産水準（IIP）と実質賃金（RW）

という実物変数の共和分関係を示しており，標準的な

経済成長理論によると，両者は共通トレンドを有する

Ⅰ⑴変数である．一方（３－３）式は，主として物価

水準（CPI）とベースマネー（MB）という名目変数の

共和分関係を示している．Ⅰ⑴変数である物価とベー

スマネーには見せかけではない正の関係が示されてい

るものの，ベースマネーからマネーストック，長期イー

ルドといった名目変数が単線的な関係ではないのと同

様，長期的な物価水準は，ベースマネー以外のⅠ⑴変

数にも依存して決定している．そしてSVECモデルで

は，Ⅰ（0）変数である誤差項［ECT１
t－1, ECT

２
t－1］

T は，

表３－６⒜上２行で示されたαに応じて調整されるこ

とになる．

【表３－６⒜⒝】

６変数SVECモデル（K＝６）であるため，構造

ショックの識別には K（K－１）/２＝15 個の制約が

必要である．本研究では，（３－４）式に示すように長

期のインパクト行列 ΞB, 短期のインパクト行列Bに

ゼロ制約を課した．なお構造ショックの並びは，モデ

ル変数の並びと同様，左の列から 生産（IIP）, 物価

（CPI）, 実質賃金（RW）, ベースマネー（MB）, 株価

（STP），ビットコイン価格（BTC）の順番である．

（３－４）

共和分階数が r＝２であるため，長期のインパクト

行列ΞBの階数は K－r＝４となる．よって，まずは

ゼロ制約を課す列をふたつ選択し，r（K－r）＝８個の

制約をΞBに課すことから始める．ここでは，実質賃

金とベースマネーの恒久的ショックに対応する３列目

と４列目にゼロ制約を課した．（３－２）式，（３－３）

式によれば，IIPと実質賃金，物価水準とベースマネー

は共和分関係にあり，共通のトレンド（均斉成長率）

をもたらす恒久的ショックを共有している．よって，

実質賃金（ベースマネー）の恒久的ショックはIIP（物

価水準）の恒久的ショックとかなりの程度で従属関係

にあるとみなし，実質賃金とベースマネーの列にゼロ

制約を課し，ΞBの階数を４とした．

さらに，［１,２］成分，［３,５］成分，［３,６］成分，

［４,５］成分，［４,６］成分に５つのゼロ制約を課し，

計13個の制約を ΞBに課した．［１,２］成分のゼロ制

約は，物価水準の変動が生産水準に長期的な影響を与
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えないという制約であり，［４,５］成分と［４,６］成

分のゼロ制約も，株価やビットコイン価格が労働生産

性の代理指標である実質賃金に長期的効果をもちえな

いという「貨幣の長期中立性」に基づいている．最後

に，株価やビットコイン価格の変動に対して金融政策

が反応することはないという仮定に基づき，［３,５］

成分と［３,６］成分に対してゼロ制約を課した．

これまでに，必要となる計15個の制約のうち既に13

個の制約を課したため，短期インパクト行列B に対し

ては２個の制約で丁度識別となる．共和分階数が r＝

２ の場合，少なくともr（r－１）/２＝１個の制約をB

に課さねばならないが，２個のゼロ制約を課すことで，

この必要条件も同時に満たす．（４－４）式に示した

ように，本研究では労働生産性の代理変数である実質

賃金とバブル資産の代理変数であるビットコイン価格

は，短期的にも互いに独立であるとし，［３,６］成分，

［６,３］成分のふたつにゼロ制約を課した．

15個の制約によって推定された長短のインパクト行

列を表３－７⒜⒝に示す．推定された長期インパクト

行列 ΞBによれば（表６⒜），生産（IIP）の正の恒久的

ショック，すなわち垂直な長期の総供給曲線の右シフ

トは，右下がりの総需要曲線に沿って長期均衡が右下

にシフトし，長期的に物価水準（CPI）を下げる．つま

り，ΞBの推定結果は長期の経済理論と整合的である．

本研究の目的は，非伝統的金融政策が，その役割で

ある生産・物価の短期変動の安定化に寄与する一方，

副作用としてバブルを醸成した可能性があるのかを検

証することである．これは，短期のインパクト行列B の

推定結果のうち（表３－７⒝），ベースマネーショック

（MB）に対する生産（IIP），物価（CPI），ビットコイン

価格（BTC）の応答を見ればわかる．

推定結果によれば，ベースマネーの増大に対し，（統

計的有意性は担保されていないものの）生産・物価・

ビットコイン価格いずれも上昇する．金融緩和による

総需要曲線の右シフトは，右上がりの短期の総供給曲

線に沿って短期均衡が右上にシフトし，生産と物価が

上昇する．この結果は，金融危機後の景気低迷とデフ

レを量的緩和が払拭してきた証左のひとつとみなせ

る．

一方で，ベースマネーの増大はビットコインという

バブル資産の価格上昇に寄与している．すなわち，（統

計的有意性は確保されていないが）量的緩和がバブル

醸成に一役買った可能性が示唆されている．

なお表３－７⒝によると，金融緩和（MB）ショック

は株価（STP）の上昇にも寄与しているが，株価（STP）

から生産（IIP）への同時点的な効果は負と検出されて

おり，株価に短期的な正の資産効果は検出されなかっ

た9．

【表３－７⒜⒝】

同様の結果を，正のベースマネー（MB）ショックに

対する生産（IIP），物価（CPI）およびビットコイン価

格（BTC）のインパルス応答から確認する．図３－２

⒜, ⒝, ⒞では，推定されたベースマネーショックの

標準偏差１個分に相当する量的緩和ショックが生産,

物価, ビットコイン価格にどのような動学的影響を及

ぼすかが示されている．いずれの結果も９５％信頼区

間にゼロを含んでいるため統計的有意性は担保されな

い．しかしながら平均としては，量的緩和ショックに

対して生産, 物価, ビットコイン価格がいずれも上昇

する．この正の応答は短期的であり，いずれも量的緩

和ショックから２，３か月後にはピークアウトし，半

年後にはオーバーシュート気味に負の値に落ち，その

後は幾分かの振動を伴いながら概ね１年後には元の水

準に回帰するという動学的反応が示されている．

【図３－２⒜⒝⒞】

最後に，生産・物価・ビットコイン価格の変動に対

して，量的緩和がどの程度寄与するのかを見るために，

予測誤差の分散分解を行った（表３－８⒜⒝⒞）．量

的緩和（MB）の生産（IIP）・物価（CPI）の変動への

影響は短期的であり，生産では２年後，物価では８ヶ

月後には寄与率が１％を下回る．また，生産の変動に

対する寄与率は，４ヶ月後の４％弱がピークであり，

物価の変動に対する寄与率は，１ヶ月後の２％程度が

最大である．名目硬直性に基づく金融政策の有効性

（貨幣の短期的非中立性）と，生産・物価の短期的変動

を安定化させるという金融政策の役割を鑑みれば，こ

の結果は不思議ではない．しかしながら表３－８⒞よ

れば，１ヶ月後のビットコイン価格（BTC）変動に対
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しては12％程度，１年後に対しても２％程度もの寄与

率を示している．すなわち量的緩和政策は，無視でき

ない規模と期間でバブル資産価格の値動きに影響を与

え得ることが判明した．

【表３－８⒜⒝⒞】

第４節．結論と今後の課題

本研究の結論は極めてシンプルである．金融当局が

ベースマネーを増加させると（統計的有意性は担保さ

れていないが）景気と物価に加えてビットコイン価格

も高める．これは，生産と実質賃金の均斉成長や貨幣

の長期中立性という共和分関係の情報を基に金融政策

の効果を識別し，量的緩和の政策シミュレーションを

行った結果である．換言すると，安定的な共和分関係

に回帰する動的システムを記述したモデルを使って非

伝統的金融政策の効果を検証すると，量的緩和は景気

と物価に加えてバブル資産価格も上昇させるという結

果を得たと言える．

しかしながら共和分関係は「安定的」であったのだ

ろうか．この問は，金融政策の役割である景気と物価

の安定化について，金融当局がどこまで面倒を見るべ

きかという問題にも繋がる．長期停滞（secular

stagnation）や緩慢な回復（slow recovery）といった

金融危機後のマクロ経済学の研究動向を鑑みると，

2008年９月の世界的な金融危機によって，世界的な需

要の後退とともに長期的な生産性を下落させるショッ

クが生じていた可能性があるのではないだろうか10．

恒久的な負の生産性ショックは金融政策では対応で

きないし，するべきでもない．図１－２において，垂直

な総供給曲線の左シフトによるGDPの下落は，総需要

曲線を動かしても解決できない．垂直な総供給曲線が

左シフトしているならば，政策ターゲットである長期均

衡も左下にシフトしているはずである．つまりこの場

合，金融当局は金融危機前のGDPとインフレの水準に

戻す必要はないはずである．にもかかわらず，金融政策

の役割を超えて過度の責任を金融当局に負わせた結

果，超低金利の長期化と余剰マネーを生み，暗号資産

の価格バブルを醸成した可能性はないのであろうか11．

この問に答えるには，分析モデルを拡張し，恒久的

な生産性低下という「構造変化」によって共和分関係

（長期均衡）が変化した可能性を考慮して，非伝統的金

融政策の効果を検証する必要がある12．
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表３－１．デ－タ

表３－２．単位根検定

表３－３．次数選択

表３－４．診断統計量
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表３－５．共和分検定

表３－６．推定結果：モデル

⒝ 共和分関係

⒜ SVECモデル
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表３－７．推定結果：インパクト行列

⒝ 短期インパクト行列

Note：カッコ内は標準誤差．標準誤差はブートストラップ法による3000回の疑似サンプリングから

計算した．

⒜ 長期インパクト行列



―30―

表３－８．推定結果：分散分解

⒝ CPI

⒞ ビットコイン価格

⒜ IIP
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⒜ ベースマネーとIIP

⒝ ベースマネーと物価

図１－１．ベースマネーと景気・物価

Note: マネタリーベース（左軸：億円，季調済），日本銀行．⒜ 鉱工業生産指数（右軸：鉱工業，

2015年＝100，経済産業省．⒝ 消費者物価指数（右軸：全国・総合，2020年７月＝100），総務省．

シャドーは量的緩和の期間．



―32―

⒜ 資産価格バブル崩壊による負の総需要ショック

⒝ 伝統的金融政策

⒞ 非伝統的金融政策

図１－２．負の総需要ショックと伝統的・非伝統的金融政策
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⒜ 1985年７月－2021年９月

⒝ 2013年１月－2021年９月

図１－３．ベースマネーと暗号資産価格

Note：マネタリーベース（左軸：億円，季調済），日本銀行．ビットコイン価格（右軸：米ドル，

１BTC, 終値），Investing.com日本版，https://jp.investing.com/crypto/bitcoin/historical- data

シャドーは量的緩和の期間．
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図３－１．分析データ

Note：IIP：鉱工業生産指数，CPI：消費者物価指数，RW：実質賃金指数，MB：ベースマネー，

STP：日経平均指数，BTC：ビットコイン価格．サンプル期間は2013年１月から2021年９月であり，

データは全てレベル変数の対数値である．
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図３－２．ベースマネーショックに対するインパルス応答

Note：インパルス応答の95％信頼区間はブートストラップ法による3000回の疑似サンプリングから

計算した．

⒜ IIP

⒝ CPI

⒞ ビットコイン価格



１ インフレ予想によって，価格が改定できる企業は

将来の限界コスト増を見越して高めに価格設定す

るため，短期の総供給曲線は上方にシフトする

（左にシフトする）．ただし，景気循環モデルの実

証結果によると，（１－１）式にはπt－1，（１－２）

式にはyt－1といった項，すなわちインフレや景気

には「慣性」があることが知られており，非伝統

的金融政策によるインフレ予想の形成によって直

ちに景気やインフレが上昇するわけではない．

２ 2020年４月の金融政策決定会合にて，新型コロナ

ウイルス感染症への対応として「金融緩和の強化」

が決まった．政府による緊急経済対策のための国

債発行増も踏まえて，債券イールド全体を低位安

定させる観点から，長短の積極的な国債買入れと

ともに，買入れ上限を撤廃して10年債利回りゼロ

％程度という誘導目標も決定した．

３ ビットコインの自律的供給の特徴のひとつに，決め

られた供給上限に到達するとマイニング報酬が半

減する「半減期」と呼ばれる周期的なイベントがあ

る．半減期に伴うマイニング従事者の減少予想に

よってビットコイン供給量の下落が予期できるた

め，供給上限が近づくと投機的なビットコイン需要

が高まって価格上昇が生じる．データが入手可能

な2013年以降に限っても，2016年７月と2020年５

月の２回，半減期に伴う価格上昇が観察される．

本研究では，このようなビットコイン価格独自の

変動をビットコイン価格の構造ショックとして抽

出する．なお，Iwamura, Kitamura, Matsumoto

and Saito（2019）では，ビットコイン価格の不安

定性はこのような柔軟性が欠けたビットコインの

供給スケジュールに起因するとし，暗号資産価格

を安定化させるための金融政策を提案している．

４ 2013年以前のデータによる実証研究では，金融

危機後の先進諸国の量的緩和の実体効果や新興国

へ及ぼしたスピルオーバー効果を検証した研究が

多 い．Gambacorta, Hofmann and Peersman

（2014）は，2008年から2011年の日本を含む先進諸

国のクロスカントリーデータを利用して，パネル

VARモデルを援用して金融危機後の各国の量的緩

和の効果を検証し，日本の量的緩和が自国の物価

と生産に正の効果をもたらしていると報告している．

金融危機以降の（日本を含む先進諸国の）実証

結果によると，量的緩和の実体効果を認める結果

が多い一方，日本の2001年から2006年の非伝統的

金融政策の評価は分かれている．白塚・寺西・中

島（2010）は，確率的ボラティリティ付TVP-

VAR（Time-Varying Parameters VAR）モデル

を用いて検証し，金融当局による「インフレ目標

のコミットメント効果」は，長期イールドを水平

化させる時間軸効果があるものの，生産・物価と

いった実体経済への効果はなかったと結論づけて

いる．Ueda（2012）は，2006年までの「量的緩和」

は資産価格の上昇には貢献したものの，円安誘導

には失敗しており，デフレ基調を払拭するまでの

効果は無かったと報告している．一方で，Honda,

Kuroki and Tachibana（2013）は，構造VARモデ

ルを用いて2006年までの量的緩和政策の効果を分

析し，「量的緩和」が株価チャネルを通じて実体効

果があったと結論づけている．

広いサンプル期間をカバーできる分析手法も開

発されている．Kimura and Nakajima（2016）が

提案する新しい構造VARの分析手法によると，伝

統的・非伝統的金融政策のレジームスイッチが識別

できるため，1981年から2012年と広くサンプル期間

をカバーして金融政策の効果を評価している．彼

らの結果によれば，量的緩和は長期金利を低下さ

せたが実体効果があったか否かは不確実と報告し

ている．Hayashi and Koeda（2019）は，通常の金

融政策レジーム，量的緩和レジーム，そして量的緩

和の内生的な終了条件（出口戦略）を組み込んだ

RS- VAR（Regime-Switching VAR）モデルを提

案し，1988年から2012年と広いサンプル期間で金

融政策の効果を検証した結果，量的緩和が物価と

景気を引き上げる効果を有すると報告している．

５ 本研究の実証分析はフリーウェアのRで実装し

た．VARモデルを分析するRのパッケージであ

る“vars”の情報やSVECモデルの分析手続きに

ついては，Pfaff（2008）を参照した．
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６ 伝統的金融政策の操作目標である無担保コール

は，2016年１月の金融政策決定会合にて日銀当座

預金のうち政策金利残高に0. 1％のマイナス金利

が適用され，無担保コールも２月以降はマイナス

金利で推移しているものの，基本的には短期名目

金利をゼロ近傍で推移させる政策の延長とみな

し，インフレ予想を高めて実質金利を低下させる

非伝統的金融政策の代理指標としては適さないも

のとみなして除外した．

７ 長期金利については，2016年９月の金融政策決定

会合以降，10年債ゼロ％程度という誘導目標が決

定している．ただし，2018年７月の会合以降では

「経済・物価等の情勢に応じて長期金利がある程

度変動しうるもの」として，弾力的な買入れを行

うとの方針となっている．10年債利回りのデータ

によると，2010年10月の「包括的な金融緩和政策」

の導入以降，一貫した下落傾向を示しており，

2016年にはマイナスまで下落したが，2017年以降

は概ねゼロ近傍で推移している．

８ 本研究のサンプル開始時点である2013年は，「量

的・質的金融緩和」が開始した時点であり，操作

目標が無担保コールからマネタリーベースに変更

された時点でもある．

９ 表３－７⒝によれば，ビットコイン価格（BTC）上昇

に対するIIPの反応も，負に検出されているが有意で

はない．すなわち，株価と同様に，ビットコイン価格

にも短期的な資産効果は検出されなかった．した

がって，非伝統的金融緩和によってビットコイン価格

が過熱気味に高騰したとしても（あるいは崩壊気味

に下落したとしても），その価格変動が実体経済に

及ぼす影響は不確実であることが示唆されている．

10 金融危機により長期的な生産性下落がもたらされ

た可能性を指摘している研究としては，例えば

Ikeda and Kurozumi（2014）が挙げられる．

一方で，生産性下落以外の構造変化が長期停滞を

もたらしていた可能性もある．Eggertsson,

Mehrotra and Robbins（2019）は，世代重複モデ

ルを用いて金融危機が長期停滞をもたらすメカニ

ズムを説明した．金融危機によって借り手となる

若年世代に借入制約が課され，これが過剰貯蓄を

生み，自然金利が下落し，デフレ・ゼロ金利・低水

準のGDPが併存する長期停滞が実現する．通常

の均衡に戻すのは必ずしも金融当局のみの責務で

はなく，高いインフレ目標に加えて，財政当局に

よる（政府債務を恒久的に引き上げる）財政出動

が必要であることを示している．なお，このモデ

ルにおける長期停滞は，出生率の低下，世代間の

所得格差の拡大といった構造変化でも生じ得る．

11 金融危機の2008年９月は本研究のサンプル期間外

であるため，金融危機による構造変化が今回の分析

結果に影響する可能性は小さいかもしれない．しか

しながら，本研究のサンプル期間中にはCOVID-19

というショックが生じている．Feldkircher, Huber

and Pfarrhofer（2021）は，このショックに対する米

国の量的緩和の効果を検証し，資産価格を通じた

実体効果を報告した．2019年12月のショックである

ため，月次データを入手したところで実証分析に耐

用しうるサンプルサイズを確保できない．彼らは，株

価等の日次データと生産・物価の月次データという

異なる観測頻度のデータを混在させたMF-VAR

（Mixed-Frequency VAR）モデルを推定し，サン

プルサイズを確保している．ただし，COVID-19

ショックが長期的な生産性の下落等の構造変化をも

たらした可能性については考慮されていない．

12 マネーストックと物価の長期傾向を見ると，そも

そも日本では，貨幣の長期中立性が成立している

か否かも疑問であり，名目変数間の構造変化も検

証すべきである．

構造変化を考慮に入れた非伝統的金融政策の効

果の検証方法としては，モデルのパラメータと構

造ショックのボラティリティを時変として扱える

白塚・寺西・中島（2010）の確率的ボラティリティ

付 TVP-VAR モ デ ル や，Inoue and Okimoto

（2008）のMS-VAR（Markov-Switching VAR）

モデルによる構造変化点の特定，Hayashi and

Koeda（2019）が提案した内生的なレジーム変化

を組み込むことが可能なRS-VAR（Regime-

Switching VAR）モデルへの拡張が考えられる．

―37―



本研究はゼロ金利下において、非伝統的金融政策

ショックが資産価格の見通しに与える影響を検証し

た。ゼロ金利下における非伝統的金融政策の効果を分

析することは、重要な研究課題である。超低金利下の

過去10年を見ると、経済成長率は実質で平均0.5％程

度であるが、株価（TOPIX）は10年間で約３倍に急騰

している。このような低成長下における資産価格上昇

に関して、超低金利政策はどの程度影響を及ぼしてき

たのだろうか。本論文では、非伝統的金融政策の資産

価格への影響について、家計への資産価格のサーベイ

データを用いて、その影響を分析した。まずサーベイ

データを用いて金融政策ショックを識別し、そのうえ

で金融政策ショックが株価の見通しに対して影響を与

えたのかについて検証した。分析の結果、緩和的な金

融政策ショックは、中長期的な株価見通しを押し上げ

ていたことが分かった。金融政策ショックが資産効果

を引き起こすことを示した本研究の結果は、超低金利

の継続が異時点間の消費の代替効果とともに資産効果

を強く誘発し結果、家計間の経済格差を拡大させる方

向に寄与した可能性を示唆している。一方で、金融変

数に注意を払わない家計に対しては、金融政策ショッ

クは株価の見通しを押し上げる効果は発見できなかっ

た。この結果は、複雑な金融政策は家計部門にとって

「金融政策ショック」となりえない可能性を示唆して

いる。また本研究の結果は、超金融緩和の「出口政策」

に対しても示唆を持つ。本研究は超低金利政策の継続

がこれまで資産価格の中長期的な見通しを押し上げて

きたことを示したが、この結果は、超金融緩和の解除

が見通された場合、資産価格が大きく下落するリスク

があることを意味している。20年にわたる超低金利政

策を解除する局面においては、資産価格が急落するリ

スクへの目配りが特に重要となっていると言えよう。

１ はじめに

本研究はゼロ金利下において、非伝統的金融政策

ショックが資産価格の見通しに与える影響を検証し

た。ゼロ金利下における非伝統的金融政策の効果を分

析することは、重要な研究課題である。日本では1999

年に初めて短期金利を０％に引き下げて以来、ほぼ一

貫して短期金利は０％で推移してきた。図１は日本の

無担保オーバーナイトコールレートの推移を表したも

のである。日本の短期金利は1990年代後半から現在ま

でほとんど一貫して０％である。

超低金利環境が20年以上にわたって継続するなか

で、マクロ経済変数や金融変数は複雑な動きを見せて

きた。図２と図３は、それぞれGDP年平均成長率、及

び東証株価指数（TOPIX）の2000年から2020年までの

推移を表している。超低金利下の過去10年を見ると、

経済成長率は実質で平均0.5％程度であるが、株価

（TOPIX）は10年間で約３倍に急騰している。すなわ

ち、実体経済はほぼ横ばいであるにもかかわらず、資
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産価格は３倍にもなったことが分かる。

このような「低成長下における資産価格上昇」に関

して、超低金利政策はどの程度影響を及ぼしてきたの

だろうか。本論文では、非伝統的金融政策の資産価格

への影響について、家計への資産価格のサーベイデー

タを用いて、その影響を分析した。まずサーベイデー

タを用いて金融政策ショックを識別し、そのうえで金

融政策ショックが株価の見通しに対して影響を与えた

のかについて検証した。分析の結果、緩和的な金融政

策ショックは、中長期的な株価見通しを押し上げてい

たことが分かった。一方で、金融変数に注意を払わな

い家計に対しては、金融政策ショックは株価の見通し

を押し上げる効果は発見できなかった。

本研究の学術的な貢献は、次の二点である。第一の

貢献は、家計毎に異なる金融政策ショックを識別した

点 で あ る。金 融 政 策 シ ョ ッ ク は Sims（1992）や

Christiano et al.（1999）らによって、主にVARモデ

ルを用いて識別された。以降はKuttner（2001）や

Romer and Romer（2004）らによってさまざまな識

別手法が提案されてきたが、それらのショックはすべ

ての家計にとって共通のマクロショックとして識別さ

れてきた。しかし本論文では、横断面で経済主体の予

測がばらついているという事実－横断面における予測

のばらつき（disagreement）－を踏まえ、同一時点に

おいても家計によって金融政策ショックがばらついて

いる可能性を検討した。第二の貢献は、金融政策

ショックが中長期的な株価見通しに与える影響を分析

した点である。非伝統的金融政策ショックが金融変数

に与える影響を分析した研究は少なくないが、中長期

的な見通しに与える影響を分析した研究はほぼ皆無で

ある。本研究では、中長期的な株価見通しを金融政策

ショックに回帰させることで、超低金利の長期化が中

長期的な株価に与える影響を分析している。金融政策

ショック前後における資産価格の変動ではなく、より

長い視野で金融政策が資産価格に与える影響を分析し

た点が第二の貢献である。

本研究の結果は、日本経済に対して四つの含意を持

つ。第一の含意は、超低金利の継続が異時点間の消費

の代替効果とともに資産効果を強く誘発した可能性で

ある。超低金利下で発現した資産効果は、資産を持つ

者と持たざる者の間の経済格差を拡大させる方向に寄

与した可能性を示唆している。第二の含意は、超金融

緩和の解除が見通された場合、資産価格が大きく下落

するリスクをはらんでいる点である。本研究の結果

は、超低金利政策の継続が資産価格の中長期的な見通

しを押し上げていることを示している。この結果は、

緩和の解除局面においては資産価格への目配りが特に

重要となることを示唆している。第三の含意は、超低

金利の継続が家計部門から企業部門への所得移転と

なっている可能性である。超低金利政策が株価上昇期

待を高める場合、「トービンのq」を上昇させることで

企業部門の設備投資余力の下支えに寄与している可能

性がある。第四の含意は、複雑な金融政策は家計部門

にとって「金融政策ショック」となりえない可能性で

ある。金風変数に関して情報を更新するかどうかが資

産効果の有無を規定するという本研究の結果は、複雑

化した金融政策は、家計への浸透の遅れを通して、政

策効果を弱める可能性がある可能性があることを示唆

するものである。

２ 金融政策の波及経路

金融政策はどのように実体経済に影響を与えるの

か。金融政策ショックは、以下の二つの経路で実体経

済に影響を与える。第一に消費の異時点間の代替であ

る。資産効果である。以下、順番に説明する。

２.１ 消費の異時点間代替

第一に異時点間で消費配分が変わることで、金融政

策ショックが実体経済に影響を与える経路について説

明する。金融政策は消費の成長率にどのような影響を

与えるのか。理論的枠組みは次の通りである。

効用関数が等弾性であるとする。消費者は、将来に

わたる効用を最大化するように消費配分を決定する。

ここでβは割引率、γ－１は異時点間の代替弾力性であ
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る。消費者は実質金利rで必要なだけ借り入れ可能で

あり、また貯蓄可能であると仮定する。この仮定のも

と、最大化問題の一階条件によりオイラー方程式が導

かれる。

⑴

⑴式は、（実質）金利と消費の成長率の関係についての

理論的な予測を表している。すなわち、インフレ期待

が一定の場合、中央銀行が名目利子率を低下させると、

実質利子率が低下する。この場合、家計は消費と貯蓄

の異時点間の配分を変更し、貯蓄を減らして今日の消

費を増やすことになる。このような異時点間の配分の

変化は、今日の消費を大きくすることを意味する。

名目金利がほぼゼロの場合でも、非伝統的金融政策

によってインフレ期待を高めることができれば、この

メカニズムは機能する。例えば、インフレターゲット

の水準が上昇すると、消費者はより高いインフレ率を

期待するようになる。インフレ期待が高まれば、実質

利子率が低下し、今日の消費が拡大することになる。

つまり、緩和的な金融政策による実質利子率の低下

は、今日の消費を押し上げることができる。このメカ

ニズムが、金融政策の実体経済への波及効果である。

２.２ 資産効果

金融政策のもう一つのメカニズムは、資産効果であ

る。実質利子率を下げる金融政策は、資産価格の上昇

をもたらす。資産価格は、キャッシュフローの流れの

現在価値で決まる。キャッシュフローの流列は金利で

割り引かれるため、金利の低下は資産価格の上昇につ

ながる。金利と資産価格の間には負の関係があるた

め、金融政策は株価を通じて実体経済に与えうる。こ

の株価を通した波及経路が、資産効果である。以下で

は、この資産効果に特に注目して、非伝統的金融政策

が資産効果をとおして家計の中長期株価予測に与えた

影響について検証する。

３ 金融政策ショックの識別

本研究では、金融政策ショックの識別に関して新し

いアプローチと新しい概念を導入する。それは、家計

が形成する期待の予測誤差を用いたショックの識別で

あり、また家計ごとに異なる金融政策ショックの導入

である。

３.１ 家計の金利予測を活用した金融政策ショック

の識別

本研究では、家計の金利予測を活用して金融政策

ショックを識別する。金融政策ショックの識別とし

て、VARモデルによる識別（Christiano et al.（1999））

や、中央銀行の予測や専門家予測を用いた識別

（Romer and Romer（2004））を用いない。代わりに、

家計に対して行った金利予測のサーベイを用いて金融

政策ショックを識別する。

家計のサーベイを識別に活用する理由は、効用最大

化をする主体である家計への影響を見るためには、金

融政策ショックは家計自身が認識したショックを使う

べきと考えるからである。ここではニューケインジア

ン・フィリップス曲線について振り返ってみることで、

ある特定の経済主体への影響を分析するには、その当

該主体の将来見通しを分析に用いることが重要である

ことを示す。ニューケインジアン・フィリップス曲線の

枠組みでは、足もとのインフレ率は、企業自身が見通す

インフレ率予測の関数となる。そして企業は企業自身

の物価上昇率の見通しに基づいて最適な価格を決定す

る。そのため、企業の価格設定行動が分析に際して用

いられるべきインフレ率見通しは、企業自身が見通す

インフレ率予測が用いられるべきである。したがって

厳密には、専門家のインフレ率予測や、中央行のインフ

レ率予測は、近似的な値として代用されるにすぎない。

ニューケインジアン・フィリップス曲線の例は、ある目

的関数を最大化する際、その当事者の将来見通しを含

む場合は、当該当事者の見通しを直接用いることが重

要であることを示唆している。日本銀行は2014年より

短観で企業の物価見通しを調査項目として追加した

が、この事実はニューケインジアン・フィリップス曲線

のパラメータを推定するにあたり、企業自身の物価見

通しが重要であることを間接的に裏付けていると考え

られる。そして本研究では、非伝統的金融政策が資産

―40―



価格に与えた長期的な影響を家計部門の資産価格見通

しによって評価するため、その評価に際しては金融政

策ショックも家計自身が予測した利子率の見通しから

政策ショックを識別することが重要である。

３.２ 家計ごとに異なる金融政策ショックの導入

本研究では、金融政策ショックとして各時点に共通

なショックではなく、各時点において（すなわち横断

面において）家計ごとに異なる金融政策ショックを考

える。近年、Coibion and Gorodnichenko（2012）な

どの一連の研究によって、経済主体間が形成する予測

には強い異質性があることが指摘されている。例えば

中央銀行が物価安定目標を２％に設定した場合を考え

る。この場合、事前には経済主体の物価見通しは２％

に収れんしても不思議ではない。しかしながら、現実

には経済主体の見通しは大きくばらついていることが

知られている。経済主体間で将来見通しにばらつきが

ある場合、代表的個人モデルに基づいた定式化にも異

質性を考慮すべきである。近年のHANKモデル

（Heterogeneous Agent New Keynesianモデル）は

主に借入制約の有無に焦点を当てたモデルであるが、

これ以外にも経済主体の期待形成が異質的であるため

に、意思決定も異質性になる能性を示唆する研究が登

場している。例えば、異時点間の代替の弾力性が経済

主体間で異質的であるとする研究（Crump et al.,

2021）、経験インフレ率がインフレ期待の異質性を説

明するという研究（Malmendier and Nagel, 2016）、

マクロショックの効果について専門家の信念が異質的

であるとする研究（Andre et al., 2021）、ごく最近に

経験した個人的な事象が当該経済主体のマクロ経済見

通しに影響を与えることを指摘した研究（Kuchler

and Zafar, 2019）などである。

これらの一連の研究は、金融政策ショックであって

も家計ごとにその受け止め方に異質性が存在する可能

性を示唆している。例えば、ある消費者が次回の金融

政策決会合で利上げを予想していたとする。仮に金融

政策に変更がなく従来の政策判断が「据え置き」となっ

た場合、利上げを予想していたこの消費者にとって金

融政策は「緩和的」な金融政策ショックとなり得る。

一方で、別の消費者が次回の金融政策決定会合で「利

下げ」を予想していたとする。金融政策に変更がな

かった場合、利下げを予想していたこの消費者にとっ

て金融政策は「引き締め的」な金融政策ショックとな

り得る。すなわち、経済主体ごとに期待形成に異質性

がある場合は、政策変更が据え置かれた場合でも、あ

る消費者にとっては緩和的な金融政策ショックとな

り、また別の消費者にとっては引き締め的な金融政策

ショックになり得る。VARモデル等を活用して金融

政策ショックの識別を行ってきた既存研究は、各時点

で唯一のショックを識別してきたが、上記のような異

質的な経済主体の期待形成を前提とすれば、家計ごと

に異なる金融政策ショックを分析に導入することには

一定の妥当性がある。

３.３ データ

前節の議論を踏まえ、本研究では、家計ごとに異な

る金融政策ショックを識別したうえで、個別の経済主

体が形成する中長期の株価予測がショックに応じてど

のように変化したのかについて検証する。緩和的な金

融政策ショックが株価予測を押し上げていた場合、非

伝統的金融政策の長期化が資産価格を押し上げるとい

う副作用をもたらした可能性を指摘できる。

本研究で用いたデータは、日本の家計に資産価格の

見通しを質問したサーベイデータである。具体的に

は、2015第３四半期から2020第２四半期まで、四半期

ごとに日本の家計を対象としたオンライン調査を行

い、日経平均株価と金利の予測・情報更新頻度を収集

した。約３万人に繰り返し調査を行った。その調査項

目は、金利の見通し、株価の見通し、および金融変数

に関する情報の更頻度である。具体的には「あなたが

10年間お金を借りる時の金利は３か月後・６か月後・

３年後は何％になっていると思いますか？」、「日経平

均株価は３か月後・６か月後・３年後は何円になって

いると思いますか？」、「あなたは金利や株価について

どのくらいの頻度で情報を収集していますか？」、と

いう質問である。金利の見通しに対する回答を、家計

ごとに異なる金融政策ショックの識別に用いた。また

情報更新の頻度を尋ねることで、金融変数への注目度
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合いが資産価格の見通しの変化に影響を与える可能性

についても考察した。１

３.４ 予測誤差を用いた家計ごとに異なる金融政策

ショックの識別

本研究では、家計に対する金利見通しのサーベイを

用いて、家計レベルでの金融政策ショックを識別する。

金融政策ショックを識別する手法は多くの既存研究に

よって提案されてきたが、本研究では予測誤差を用い

る戦略を採用する。具的には、家計レベルでの金融政

策ショックを識別するため、各家計による（実質）金

利の予測誤差を金融政策ショックとして用いる。

本研究では金利の予測誤差として、短期金利ではな

く長期金利（10年金利）の予測誤差を用いた。本研究

では、政策変数として短期金利ではなく長期金利を用

いた。その理由は以下の三点である。第一に、非伝統

的金融政策の枠組みにおいてはオーバーナイトコール

レートが直接的な政策目標ではない。第二に、非伝統

的金融政策では、フォワードガイダンスやイールドカー

ブコントロール、長期国債買い入れなどを通して、ター

ム物の金利を低めに誘導する政策が採用されている。

そして第三に、Bu et al.（2020, JME）やNagao et al.

（2021, JJIE）などが中長期の金利を用いて金融政策

ショックを識別していることが挙げられる。

金融政策ショックの具体的な識別戦略は次の通りで

ある。まず金融政策ショックとなる、家計の金利の予

測誤差を定量化する。家計j による向こうkカ月間の

10年物（名目）金利予測をIFjt［it＋k］とする。家計j に

とって予測誤差は、名目値でit－IFjt－1［it］として定義

される。また時点tにおける向こう10年のインフレ期

待をIFjt［πt
10year］とする。ここでフィッシャー方程式

を用いれば、家計j の予測誤差を実質化することがで

きる。実質利子率はrt
10year≡it10year－IFjt［πt

10year］とか

けるから、実質利子率の予測誤差はrt
10year－IFjt－1［rt］

と書ける。ここで、金利予測が「あなたが10年間お金

を借りる時の金利」であることを踏まえ、各個人j に

とっての異質なリスクプレミアムを除去するため、予

測誤差を固定効果に回帰する。具体的には以下の固定

効果回帰モデルを推定する：

⑵

ここで左辺は予測誤差、cj は固定効果を表す。そして、

この式⑵から得られた残差ε^t
j が、個人j にとっての異

質的な金融政策ショックである。

金融政策ショックとしてε^t
j を用いる利点は、以下

の通り三点指摘できる。第一に、識別されたショック

が家計間で異質である点である。これにより、量的緩

和政策の影響について、（A）ショックの異質性、およ

び（B）株価予測に与える異質的な影響の両面を検証す

ることができる。異質エージェント・ニューケインジ

アン（HANK）モデルでは金融政策ショックの異質な

影響を検証しているが、ショックそれ自身が異質的で

あるとして、（A）家計間でショックが異質的であると

して分析を行った研究は筆者が知る限り、既存研究に

おいて例がない。また異質的なショックが（B）各個人

の異質的な株価予測に与える影響も分析例はない。第

二に、線形回帰のみの非常に単純な方法を用いている

点である。本研究では、シンプルな予測誤差を計算し、

金融政策ショックを識別した。このアプローチは、高

頻度データによる金融政策ショックの識別や、複雑な

計量経済学的な手法に依存しない。シンプルな識別戦

略が第二のメリットである。第三に、長期金利のサー

ベイを用いるという識別戦略は非伝統的金融政策の下

でも効果的である点である。まずサーベイデータを用

いることで、ゼロ％以下の標本が存在しないことが原

因で推計上における誤差が正規分布に従わないとい

う、いわゆる「打ち切り問題（Mavroeidis（2021,

Ecta））」を回避することができる。また、長期金利を

政策変数としているため、短期金利と比較した場合、

名目金利の実効下限（ELB）の問題を相当程度軽減す

ることができる。このような理由から、ε^t
j を家計毎

に異質的な金融政策ショックとして分析を行う。

３.５ 回帰分析

家計毎に異質的な金融政策ショックが家計の期待値

を変化させるかどうかを検証するために、識別された

ショックを家計の株価（日経平均）に対する見通しに

回帰させる。このアプローチは、３.２節の資産効果に
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焦点を当てたものである。推定式は以下の通りである。

⑶

ここでIFjt［qt＋k］は、個人j が予測する株価指数のk期

先の予測（単位は変化率（％））であり、Xは時間ダミー、

個人の固定効果、個人属性（性別ダミー、年齢、学歴、

所得水準）を含むコントロール変数である。kは２と

12とし、それぞれ２四半期先、および12四半期先（三

年後株価見通し）に対応している。

注目する係数はβである。金融政策の緩和的な

ショック、つまりε^t
j の下落は株価の上昇をもたらす。

したがって、事前には係数βは負になると予想される。

ただし金融政策ショックが株価予測に与える影響は、

家計によって異なり得る。例えばある家計にとって、

引き締め的な金融政策ショックが識別されたとする。

しかしもし家計が金利に対する情報を更新していない

場合、より具体的には予測対象である長期金利の変化

について十分な情報を持っていない場合は、株価予測

に与える影響は生じないか、生じたとしても統計的に

は有意でない可能性がある。したがって、金融市場や

金融政策の変化に注意を払わない家計だけで分析を

行った場合は、金融政策ショックと株価予測に明確な

関係が生じない可能性がある。

４ 結果

分析結果は表３の通りである。表の１列目と４列目

は、すべての標本を用いた場合、係数βはすべて有意

に負であることがわかる。より具体的には、緩和的な

金融政策ショックが１％生じた場合、株価予測は３年

先で年率0. 08％、半年先で率0. 11％上昇することを示

している。予想外の金融緩和と株価予想の間に有意な

負の関係があることは、非伝統的金融政策が株価の強

気の見方に因果関係を与えていることを示唆している。

この結果は、少なくとも３か月に１度は株価や金利

に関する情報集合を更新している回答者のみを対象と

した標本を用いた場合にも頑健である。サブサンプル

を用いた２列目と５列目では、βが有意に負の値を示

している。より具体的には、緩和的な金融政策ショッ

クが１％生じた場合、株価予測は３年先で年率0. 08％、

半年先で年率0. 12％上昇することを示している。この

結果は、金融市場の変化に注意を払う家計にとって、

緩和的な金融政策ショックが株価見通しを強める結果

となっていることを示唆している。一方で、金融市場

の変化に全く注意を払わないと答えた回答者のみの標

本を用いた場合には有意な結果は得られなかった。こ

のサブサンプルを用いた３列目と６列目は、βの負の

符号を示しているが、有意ではない。この結果は、金

融市場の情報を収集しない回答者にとっては、金融政

策ショックが株価に関する見通しに影響を与えないこ

とを示唆している。

以上の結果が示唆するのは次の二点である。第一

に、緩和的な非伝統的金融政策が中長期的な資産価格

の上昇の原因となっている可能性である。本研究の結

果は、家計の期待ベースで、非伝統的金融政策が株価

の見通しを押し上げる効果を示している。そしてその

効果は、半年先のみならず、３年先の株価見通しにつ

いても有意な効果を示していた。経済変数は、予言の

自己成就的な性質を有する。つまり経済主体が上昇を

予想すると、その経済変数は予想通り上昇する。本研

究では、株価の見通しが押し上げられるということは、

その予想通り、株価も自己成就的に押し上げられてい

たことを示唆する。したがって本研究の結果は、非伝

統的金融政策が株価をはじめとする資産価格が中長期

的に押し上げていることを示唆する結果である。

第二に、金融政策ショックの影響は家計の間で異質

的であり、中央銀行の目的を達成するためには金融変

数に対する注意が重要であることを示唆している。既

存研究では、金融政策ショックはマクロ的なショック

（aggregate shock）として、各時点tにおいては異な

る値をとるものの、横断面においては、全ての経済主

体に共通のショックとして分析されていた。したがっ

て、全ての家計は同一のショックに直面していると想

定されていた。しかしながら、現実はより複雑である

可能性がある。本研究では、同一時点であっても経済

主体間で予測がばらついている現実を踏まえ、各経済

主体によって金融政策ショックに異質性がある可能性

を考慮し、横断面で家計毎に異質的な金融政策ショッ
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クを識別した。その結果、金融変数に対する情報を更

新しない主体については、金融政策ショックが株価見

通しに影響を与えるとは言えない結果が得られた。こ

の結果は、中央銀行の施策が十分に理解されていない

経済主体には、政策効果が及ばない可能性を示唆して

いる。金融政策が家計に十分に理解されているとは限

らず、その結果、金融政策の効果が限定されるという

証拠は、既存研究とも整合的である（Coibion et al.

2018a, D’Acunto et al. 2018a, and Binder 2017）。

５ 考察

本研究で得られた結果は、日本経済にどのような含

意を持つのだろうか。特に、「超低金利の継続は日本

の資産価格にどのような影響を与えてきたのか」、ま

た、「現在のような低成長下での資産価格上昇は高成

長下での資産価格上昇との比較では経済にどのような

影響をもたらすと考えられるか」といった問いについ

て、どのような含意を持つのであろうか。既存研究の

結果も合わせて考察すると、本研究で得られた結果は、

以下四つの含意を持つ。

第一の含意は、超低金利の継続が異時点間の消費の

代替効果とともに資産効果を強く誘発した可能性であ

る。３章で議論した通り、金融政策には二つの波及経

路がある。代替効果を通した波及と、資産効果を通し

た波及である。量的緩和政策の代替効果については、

Koeda（2019）やNagao et al.（2021）が分析を行って

いる。そこでは日本銀行の量的緩和政策の政策効果を

検証したうえで、そのマクロ経済変数に与える効果は

限定的であったことが論じられている。すなわち、超

低金利下では代替効果チャネルは奏功しにくいという

結論である。一方で、本研究の結果は、超低金利下で

あっても資産効果が発現していたことを示唆してい

る。Holm et al.（2021）やAuclert et al.（2021）な

ど、金融政策ショックが家計間に異質的な効果を与え

ることを示している。これらの結果は超低金利下の資

産効果が、資産を持つ者と持たざる者の間の経済格差

を拡大させる方向に寄与したことを示唆しているとい

える。金融政策は、代替効果を通した景気循環の平準

化と物価の安定という役割を有しているが、その副作

用として経済格差の拡大の要因となっている可能性も

あり得る。

第二の含意は、超金融緩和の解除が見通された場合、

資産価格が大きく下落するリスクをはらんでいる点で

ある。本研究の結果は、緩和的な金融政策ショックが

資産価格の見通しを中長期的に押し上げることを示唆

していた。このことは、大規模な金融緩和が解除され

る局面で、資産価格が急落する可能性も示唆している。

緩和の解除局面においては資産価格への目配りも必要

となっているという意味で、中央銀行のかじ取りは一

層難しくなっている。

第三の含意は、超低金利の継続が家計部門から企業

部門や政府部門への所得移転となっている可能性であ

る。そもそも中央銀行による低金利政策は、資金余剰

主体である家計部門から、資金需要主体である企業部

門や政府部門への所得移転という側面を持つ。図３

は、1994年には25兆円程度あった家計の利子所得が

2020年には６兆円程度にまで急減したことを示してい

る。超低金利政策によって家計部門が利子所得を減ら

してきた一方で、企業部門は株価上昇によって「トー

ビンのq」が上昇し設備投資余力が下支えされるという

恩恵を受けてきた。また1,200兆円を超える債務残高を

持つ政府部門にとっても、超低金利政策が「良好な」

国債発行環境に寄与しているという意味で、家計から

の「所得移転」の恩恵を受けている。超低金利の継続

が、家計部門から企業・政府部門への所得移転という

側面を持つ以上、家計部門全体の厚生が押し下げられ

ている可能性については認識しておく必要があろう。

第四の含意は、複雑な金融政策は家計部門にとって

「金融政策ショック」となりえない可能性である。本

研究の結果は、金融変数について情報を更新しない経

済主体にとっては、金融政策ショックが株価見通しを

押し上げる効果は検出されなかった。もし非伝統的金

融政策が複雑になればなるほど、家計が金融政策への

関心を低下させてしまう場合、複雑化した金融政策に

は十分な注意が払われない可能性がある。この場合、

複雑化した金融政策は、その効果が弱まってしまう可

能性がある。フォワードガイダンスなど、期待の管理
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を通して金融緩和効果を得ようとしている日本銀行に

とって、家計にどのように金融政策を分かりやすく伝

えるかは、難しい課題である。

６ 結論

本研究はゼロ金利下において、非伝統的金融政策

ショックが資産価格の見通しに与える影響を検証し

た。ゼロ金利下における非伝統的金融政策の効果を分

析することは、重要な研究課題である。超低金利下の

過去10年を見ると、経済成長率は実質で平均0.5％程

度であるが、株価（TOPIX）は10年間で約３倍に急騰

している。このような低成長下における資産価格上昇

に関して、超低金利政策はどの程度影響を及ぼしてき

たのだろうか。本論文では、非伝統的金融政策の資産

価格への影響について、家計への資産価格のサーベイ

データを用いて、その影響を分析した。まずサーベイ

データを用いて金融政策ショックを識別し、そのうえ

で金融政策ショックが株価の見通しに対して影響を与

えたのかについて検証した。分析の結果、緩和的な金

融政策ショックは、中長期的な株価見通しを押し上げ

ていたことが分かった。金融政策ショックが資産効果

を引き起こすことを示した本研究の結果は、超低金利

の継続が異時点間の消費の代替効果とともに資産効果

を強く誘発し結果、家計間の経済格差を拡大させる方

向に寄与した可能性を示唆している。一方で、金融変

数に注意を払わない家計に対しては、金融政策ショッ

クは株価の見通しを押し上げる効果は発見できなかっ

た。この結果は、複雑な金融政策は家計部門にとって

「金融政策ショック」となりえない可能性を示唆して

いる。また本研究の結果は、超金融緩和の「出口政策」

に対しても示唆を持つ。本研究は超低金利政策の継続

がこれまで資産価格の中長期的な見通しを押し上げて

きたことを示したが、この結果は、超金融緩和の解除

が見通された場合、資産価格が大きく下落するリスク

があることを意味している。20年にわたる超低金利政

策を解除する局面においては、資産価格が急落するリ

スクへの目配りが特に重要となっていると言えよう。

１ 表２と表３は、それぞれ３か月先の金利と３年後

と６か月後の株価の見通しに関する基本統計量で

ある。
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稿はパネルデータ分析の手法を用いて、企業規模別・産業別の違いを明確にしようとしたところに特徴

がある。推計の細部や結果の解釈等にやや疑問が生じる部分はあるものの、IT資産の蓄積が大企業・中

堅企業の労働生産性にはプラスに働いているのに対し、中小企業では有意でないことを明らかにした価

値は大きい。

中小企業のIT投資が遅れているという推計結果を踏まえ、中小企業のIT化を進めるための具体的方策

や、産業別の傾向について考察があればなおよかったが、様々なデータを駆使してパネルデータ分析を

行った労作であり、２等とした。

○ 学生 ２等 佐藤 優伎 氏 「超低金利の長期化と資産価格」

本稿は、資産価格の代表例として暗号資産を取り上げ、量的緩和がビットコイン価格の高騰という副

作用をもたらした可能性について、構造ベクトル誤差修正（SVEC）モデルを用いて分析を行い、考察し

たものである。

マネタリーベースを増加させると景気と物価に加えてビットコイン価格も高めるといった分析結果を

受けて、量的緩和は資産価格も上昇させたと結論付け、過度な金融緩和が暗号資産の価格バブルを醸成

した可能性について指摘している。先行研究などを参考に、そこでは示されていない量的緩和が暗号資

産の上昇に影響を与えたという仮説について、モデルを使って検証するといった試みは評価したい。

一方、インパルス応答関数の推計結果は、信頼区間が極めて広く、推計結果は幅を持ってみる必要が

あろう。また、量的緩和によって株価の上昇効果が検出されなかったものの、ビットコインの価格上昇

効果が検出された点など疑問点もある。特に、ビットコイン価格変動は国内要因よりもよりグローバル

な要因に影響を受けると考えられるため、米国などの海外データを使って検証を行えば更に深みのある

分析になったと思われる。しかし、モデルを用いてマネタリーベースの増加がビットコインの価格上昇

という副作用をもたらしたことを示したことは題意にもかなっており興味深い分析といえる。学生の論

文としてはレベルが高く、２等とした。



―56―

○ 社会人・大学院生 ２等 石田 翔也 氏 「超低金利の長期化と資産価格」

本稿は、家計に対して行った資産価格のサーベイデータを用いて非伝統的金融政策の資産価格への影

響について分析したものである。

緩和的な金融政策ショックは、中長期的な株価見通しを押し上げたという分析結果が得られた一方、

サンプルを金融変数に注意を払わない家計に絞った場合、金融政策ショックが株価の見通しを押し上げ

る効果は発見できなかったとしている。経済学において経済主体の異質性を取り扱う分析が近年大きく

進展しているが、家計の異質性に着目し、それを独自のアンケート調査データを活用して比較的シンプ

ルな手法で分析している点は極めて興味深い。

ただし、本分析の肝である金融政策ショックの識別において長期金利の予測誤差を採用しているが、

金融政策以外の要因も入っている可能性があり、この点は改善の余地があると思われる。また、推計結

果の有意性についても、もう一段検討できると思われる。こうした改善余地はあるものの、全体として

は、問題設定、理論的背景と分析、先行研究との相違点や新奇性、分析結果の考察などが確りと記載され

ており論文としての完成度が高いと評価できる。大学院レベルとしてもよくまとまった好論文であり、

２等とした。

以上


