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要  約 

銀行勘定の金利リスク（IRRBB）が国際統一基準行に対して 2018 年 3 月末から適用され、国内基準行につ

いても 2019 年 3 月末から適用される予定となっていることを受け、これらの預金取扱金融機関は金利リスク

の適切な管理に努めている。しかし、流動性預金は金利リスクの推計が難しく、様々なコア預金モデルがある

ものの、決定的なモデルがないのが現状である。そこで、本稿では、流動性預金残高に影響を与える変数とし

て広く知られ、主要なコア預金モデルの 1 つである金利参照型モデルで利用されている金利に着目し、属性別

および都道府県別の流動性預金残高との関係、特に、流動性預金残高が市場金利に対して遅れて反応する遅行

性について調べた。 

属性別では、「一般法人」は流動性預金残高の市場金利に対する弾力性が大きく、反応のスピードも速い一方、

「個人」は流動性預金残高の市場金利に対する弾力性が小さく、反応のスピードも遅い傾向があることが確認

された。金利参照型のコア預金モデルでは、一般に、反応の遅行性は考慮されておらず、「個人」の場合はこの

遅行性を回帰式の入力データに反映させることにより、モデルの説明力が向上することが示唆された。 

都道府県・地域別では、属性別の結果から想定された通り、法人が多く個人預金の比率が低い大都市部は流

動性預金残高の市場金利に対する弾力性が大きく、反応のスピードも速い一方、個人預金の比率が高いベッド

タウンを抱える地域や地方は流動性預金残高の市場金利に対する弾力性が相対的に小さく、反応のスピードも

総じて遅い傾向がみられた。また、都道府県・地域別では市場集中度（金融機関の寡占度）との関係について

も調べ、それが高いほど、市場金利に対する流動性預金残高の負の相関性が総じて低下する傾向が確認された。

金融機関の寡占度が高まると市場金利の上昇時に定期預金金利が上昇しにくくなり、流動性預金残高も減少し

にくくなると考えられる。これらの結果により、都道府県・地域別でも属性別と同様に、流動性預金残高の市

場金利に対する反応の遅行性や相関係数などが異なることが確認できたと同時に、金利参照型のコア預金モデ

ルを想定した場合、モデルの説明力が都道府県ごとに異なること、市場金利に対して期間を一定程度遅らせた

流動性預金残高のデータを利用することにより、モデルの説明力が向上することなどが示唆された。 
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1. はじめに 

バーゼル銀行監督委員会が 2016 年 4 月に銀行勘定の金利リスク（IRRBB）の基準に関する最終文書

を公表したことを受け、国内では、IRRBB が国際統一基準行に対して 2018 年 3 月末から適用され、国

内基準行についても 2019 年 3 月末から適用される予定となっている。こうした中、これらの預金取扱

金融機関は金利リスクの適切な管理に努めているが、流動性預金は貸出金や定期預金とは違って明確な

満期、すなわち金利改定間隔がないことから、その推計が様々なコア預金モデルによって試みられてい

る。しかし、いずれのモデルも一長一短があり、決定的なモデルがないのが現状である。 

流動性預金残高に影響を与える変数としては金利が広く知られており、主要なコア預金モデルの 1 つ

である金利参照型では両者の関係を用いて将来のコア預金残高が推計されている。この流動性預金残高

と金利の関係については、上武・枇々木（2009）などにより研究がなされているが、筆者の知る限り、

属性別や都道府県別の流動性預金残高の市場金利に対する反応の遅行性に焦点を当て調べた研究はな

い。 

そこで、本稿では、属性別および都道府県別の流動性預金残高の前年比を被説明変数、無担保コール

翌日物金利を説明変数として回帰分析を行い、回帰係数の大きさについて属性別や都道府県別によって

どのような違いがあるかを調べた1。更に、無担保コール翌日物金利のデータ期間を 1 ヵ月ずつ前にずら

し（流動性預金残高は相対的に後ずれ）、回帰係数の大きさがどのように変化するかを調べることで、

流動性預金残高が金利に対して遅れて反応する遅行性がみられないか調べた。前述した金利参照型のコ

ア預金モデルでは金利を所与のものとし、流動性預金残高と金利の関係式から流動性預金残高の将来推

計をしているが、一般にこの遅行性は考慮されていない。遅行性がある場合は、回帰式を求める際の入

力データにそれぞれの遅行性を反映させることにより、モデルの説明力向上が期待される。 

                                                
1 回帰係数は流動性預金残高の市場金利に対する弾力性（金利変動に対して反応する預金額の変化率、すなわち感応度）を表す。

本稿では回帰係数に加えて、その有意性を確認するためにｔ値を、後述する金利参照型コア預金モデルの説明力を確認するた

めに相関係数（2 乗したら決定係数）も調べた。 
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2. 属性別の流動性預金残高と金利の関係 

2.1 相関係数および回帰係数、ｔ値 

「一般法人」および「個人」、「公金」それぞれの普通預金残高（平残）の前年比を被説明変数、無担

保コール翌日物金利を説明変数として、2005 年 1 月～2018 年 4 月の月次データで回帰分析をした結

果を図表 1 に示した。「一般法人」は相関係数と回帰係数、ｔ値の絶対値がともに 3 者の中で最も大き

かった。これは、「一般法人」が流動性預金残高の市場金利に対する弾力性（回帰係数）、すなわち金利

変動に対して反応する預金額の変化率が最も大きく、回帰式の説明力（相関係数）が最も高かったこと

を示している。一方、「個人」は相関係数およびｔ値の絶対値が「一般法人」に比べて小さく、回帰係

数の絶対値は 3 者の中で最も小さくなった。「個人」は流動性預金残高の市場金利に対する弾力性が最

も小さく、回帰式の説明力も「一般法人」に比べて小さかったことを示している。 

図表 1 相関係数、回帰係数、ｔ値 

 

（出所）日本銀行より日興リサーチセンター作成 

 

2.2 金利に対する反応の遅行性 

2.1 の回帰分析について、無担保コール翌日物金利のデータ期間を各属性別普通預金残高のデータ期

間に対して 0~20 ヵ月前にずらして（普通預金残高は相対的に後ずれ）、同様に回帰分析した結果を図

表 2 および図表３に示した。「一般法人」と「公金」は遅行月数０ヵ月のタイミングで相関係数と回帰

係数、ｔ値の絶対値がいずれも最大となった一方、「個人」は遅行月数 12 ヵ月のタイミングでいずれも

最大となり、「全体」については遅行月数 2 ヵ月のタイミングでいずれも最大となった。遅行月数 0~20

ヵ月における各絶対値の最大値の比較では、回帰係数は「個人」が他 2 者を下回った一方、相関係数と

ｔ値は他 2 者を上回った。「一般法人」は流動性預金残高の市場金利に対する反応のスピードが速い一

方、「個人」はその反応のスピードが遅い傾向が窺える。「個人」については市場金利に対して期間を一

定程度遅らせた流動性預金残高のデータを利用することにより、回帰式の説明力が高まることが示され

たと言えよう。 

  

相関係数 回帰係数 ｔ値

全体 ▲0.78 ▲13.78 ▲15.48 

一般法人 ▲0.71 ▲26.94 ▲12.81 

個人 ▲0.57 ▲7.61 ▲8.78 

公金 ▲0.48 ▲26.29 ▲6.87 
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図表 2 データ期間を 0~20 ヵ月ずらした際の各統計値 

 

（注）網掛け箇所は各列において遅行月数 0~20 ヵ月のうち絶対値が最大のもの。金利は無担保コール翌日物。 

（出所）日本銀行より日興リサーチセンター作成 

 

図表 3 図表 2 の属性別相関係数と遅行月数 

 

（出所）日本銀行より日興リサーチセンター作成 

 

  

金利 普通預金残高 全体 一般法人 個人 公金 全体 一般法人 個人 公金 全体 一般法人 個人 公金

0 05/1~18/4 05/1~18/4 ▲0.776 ▲0.71 ▲0.57 ▲0.48 ▲13.78 ▲26.94 ▲7.61 ▲26.29 ▲15.48 ▲12.81 ▲8.78 ▲6.87 

1 04/12~18/3 05/1~18/4 ▲0.784 ▲0.70 ▲0.61 ▲0.46 ▲13.95 ▲26.37 ▲8.19 ▲25.55 ▲15.88 ▲12.22 ▲9.79 ▲6.60 

2 04/11~18/2 05/1~18/4 ▲0.785 ▲0.67 ▲0.65 ▲0.44 ▲14.00 ▲25.58 ▲8.70 ▲24.37 ▲15.93 ▲11.49 ▲10.79 ▲6.20 

3 04/10~18/1 05/1~18/4 ▲0.779 ▲0.65 ▲0.68 ▲0.41 ▲13.91 ▲24.60 ▲9.12 ▲22.65 ▲15.61 ▲10.69 ▲11.71 ▲5.66 

4 04/9~17/12 05/1~18/4 ▲0.77 ▲0.62 ▲0.71 ▲0.37 ▲13.75 ▲23.57 ▲9.46 ▲20.38 ▲15.13 ▲9.93 ▲12.55 ▲4.99 

5 04/8~17/11 05/1~18/4 ▲0.76 ▲0.59 ▲0.73 ▲0.32 ▲13.54 ▲22.49 ▲9.76 ▲17.59 ▲14.54 ▲9.20 ▲13.34 ▲4.22 

6 04/7~17/10 05/1~18/4 ▲0.74 ▲0.56 ▲0.75 ▲0.26 ▲13.28 ▲21.31 ▲10.02 ▲14.55 ▲13.85 ▲8.47 ▲14.06 ▲3.42 

7 04/6~17/9 05/1~18/4 ▲0.72 ▲0.53 ▲0.76 ▲0.21 ▲12.99 ▲20.06 ▲10.25 ▲11.80 ▲13.17 ▲7.76 ▲14.81 ▲2.74 

8 04/5~17/8 05/1~18/4 ▲0.70 ▲0.49 ▲0.78 ▲0.17 ▲12.68 ▲18.69 ▲10.50 ▲9.65 ▲12.49 ▲7.04 ▲15.62 ▲2.22 

9 04/4~17/7 05/1~18/4 ▲0.68 ▲0.45 ▲0.80 ▲0.13 ▲12.33 ▲17.21 ▲10.74 ▲7.44 ▲11.79 ▲6.32 ▲16.48 ▲1.69 

10 04/3~17/6 05/1~18/4 ▲0.66 ▲0.41 ▲0.806 ▲0.09 ▲11.94 ▲15.73 ▲10.90 ▲5.14 ▲11.07 ▲5.64 ▲17.10 ▲1.16 

11 04/2~17/5 05/1~18/4 ▲0.64 ▲0.37 ▲0.811 ▲0.05 ▲11.52 ▲14.35 ▲10.99 ▲2.74 ▲10.38 ▲5.05 ▲17.42 ▲0.62 

12 04/1~17/4 05/1~18/4 ▲0.61 ▲0.34 ▲0.812 ▲0.01 ▲11.12 ▲13.13 ▲11.02 ▲0.30 ▲9.76 ▲4.56 ▲17.47 ▲0.07 

13 03/12~17/3 05/1~18/4 ▲0.59 ▲0.31 ▲0.808 0.04 ▲10.73 ▲12.12 ▲11.00 2.08 ▲9.21 ▲4.15 ▲17.24 0.47

14 03/11~17/2 05/1~18/4 ▲0.57 ▲0.29 ▲0.80 0.08 ▲10.35 ▲11.18 ▲10.94 4.24 ▲8.70 ▲3.79 ▲16.91 0.95

15 03/10~17/1 05/1~18/4 ▲0.55 ▲0.27 ▲0.80 0.12 ▲9.96 ▲10.30 ▲10.86 6.59 ▲8.21 ▲3.47 ▲16.50 1.48

16 03/9~16/12 05/1~18/4 ▲0.53 ▲0.24 ▲0.79 0.15 ▲9.59 ▲9.49 ▲10.76 8.73 ▲7.77 ▲3.17 ▲16.03 1.97

17 03/8~16/11 05/1~18/4 ▲0.50 ▲0.22 ▲0.77 0.20 ▲9.16 ▲8.64 ▲10.59 11.08 ▲7.28 ▲2.87 ▲15.33 2.51

18 03/7~16/10 05/1~18/4 ▲0.47 ▲0.20 ▲0.76 0.24 ▲8.69 ▲7.79 ▲10.37 13.45 ▲6.78 ▲2.57 ▲14.51 3.08

19 03/6~16/9 05/1~18/4 ▲0.45 ▲0.18 ▲0.74 0.27 ▲8.21 ▲6.94 ▲10.10 15.57 ▲6.29 ▲2.27 ▲13.65 3.59

20 03/5~16/8 05/1~18/4 ▲0.42 ▲0.16 ▲0.71 0.31 ▲7.72 ▲6.20 ▲9.79 17.50 ▲5.82 ▲2.02 ▲12.72 4.07

回帰係数 ｔ値遅行
月数

データ期間 相関係数

▲0.9 

▲0.8 

▲0.7 

▲0.6 

▲0.5 

▲0.4 

▲0.3 

▲0.2 

▲0.1 

0.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

遅行月数

相
関
係
数

全体

個人

公金 一般法人



日興リサーチレビュー 

 
5  本資料は、信頼性の高いデータから作成されておりますが、当社はその正確性・確実性に関し、いかなる保証をするものではございません。本資料は、

情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではございません。証券投資に関する最終判断は、投資家ご自身の判断でなさるようにお願い

いたします。本資料の著作権は当社に帰属し、本資料の転用および販売は固く禁じられております。 

３.都道府県別の流動性預金残高と金利の関係 

3.1 相関係数および回帰係数、ｔ値 

各都道府県および各地域の要求払預金残高2の前年比を被説明変数、無担保コール翌日物金利を説明変

数として、2（属性別の流動性預金残高と金利の関係）と同様に、2005 年 1 月～2018 年 4 月の月次デ

ータで回帰分析をした結果を図表 4 に示した。2 の結果を踏まえ、都道府県別の結果も属性別の預金構

成によって違いが生じることが想定されるため、預金残高全体に占める個人預金の比率も併せて掲載し

た。また、大都市部とその他の地域で個人預金の比率に大きな差があることを考慮し、地域別の区分で

は三大都市圏を各地域から分離した。 

都道府県別でみると、法人が多く個人預金の比率が低い東京や大阪、京都、愛知などの大都市部は回

帰係数の絶対値、すなわち流動性預金残高の市場金利に対する弾力性（金利変動に対して反応する預金

額の変化率）が総じて大きかった。一方、ベッドタウンで個人預金の比率が高い千葉、神奈川、埼玉や

地方は回帰係数の絶対値、つまり流動性預金残高の市場金利に対する弾力性が相対的に小さかった。地

域別についても、図表 5 に回帰係数と個人預金の比率をグラフにしたものを示したが、個人預金の比率

が低い大都市部は回帰係数の絶対値が大きい一方、個人預金の比率が高いベッドタウンを抱える地域や

地方は回帰係数の絶対値が小さい傾向が窺える。 

  

                                                
2 データには金利変動の影響を受けにくいと考えられる当座預金を除いた普通預金を使用するのが望ましいが、都道府県別の統計

では普通預金の項目がないため、ここでは当座預金を含む要求払預金を使用している。また、その要求払預金の属性別内訳が

ないため、属性別の影響を除いた分析はできなかった。 
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図表 4 相関係数、回帰係数、ｔ値、個人預金の比率 

 

（注）網掛け箇所は「相関係数」と「回帰係数」、「ｔ値」の各絶対値の上位 10 都道府県、「個人預金の比率」の上位および

下位 10 都道府県。「個人預金の比率」は定期預金なども含む預金残高全体に占める個人預金の比率で、2005 年 1 月

～2018 年 4 月の月次データを単純平均。 

（出所）日本銀行より日興リサーチセンター作成 

  

相関係数 回帰係数 ｔ値
個人預金
の比率

相関係数 回帰係数 ｔ値
個人預金
の比率

全国計 ▲0.80 ▲14.31 ▲16.71 64.9% 三重 ▲0.56 ▲8.91 ▲8.47 79.7%

北海道 ▲0.81 ▲12.92 ▲17.52 71.9% 滋賀 ▲0.61 ▲10.15 ▲9.65 80.0%

青森 ▲0.70 ▲9.33 ▲12.23 74.1% 京都 ▲0.83 ▲18.27 ▲19.07 64.3%

岩手 ▲0.36 ▲9.12 ▲4.88 74.1% 大阪 ▲0.75 ▲13.63 ▲14.31 63.8%

宮城 ▲0.24 ▲10.53 ▲3.12 69.8% 兵庫 ▲0.83 ▲11.31 ▲18.42 76.0%

秋田 ▲0.77 ▲12.03 ▲15.17 74.4% 奈良 ▲0.76 ▲11.81 ▲14.55 83.7%

山形 ▲0.67 ▲9.64 ▲11.35 75.1% 和歌山 ▲0.70 ▲10.98 ▲12.34 77.8%

福島 ▲0.32 ▲12.15 ▲4.24 70.7% 鳥取 ▲0.57 ▲10.54 ▲8.72 73.7%

茨城 ▲0.65 ▲8.32 ▲10.82 78.0% 島根 ▲0.39 ▲5.22 ▲5.30 71.4%

栃木 ▲0.44 ▲5.36 ▲6.20 76.2% 岡山 ▲0.60 ▲8.36 ▲9.39 73.9%

群馬 ▲0.60 ▲6.25 ▲9.39 73.9% 広島 ▲0.68 ▲11.69 ▲11.53 68.8%

埼玉 ▲0.72 ▲9.36 ▲13.11 80.7% 山口 ▲0.52 ▲7.66 ▲7.70 75.1%

千葉 ▲0.76 ▲10.48 ▲14.76 83.3% 徳島 ▲0.53 ▲16.06 ▲7.77 77.0%

東京 ▲0.71 ▲20.25 ▲12.85 45.8% 香川 ▲0.72 ▲12.25 ▲12.91 74.2%

神奈川 ▲0.67 ▲9.08 ▲11.20 81.3% 愛媛 ▲0.74 ▲11.14 ▲13.83 70.7%

新潟 ▲0.80 ▲13.31 ▲16.49 72.2% 高知 ▲0.68 ▲13.31 ▲11.56 73.3%

富山 ▲0.66 ▲13.10 ▲10.95 72.8% 福岡 ▲0.75 ▲12.98 ▲14.43 70.0%

石川 ▲0.67 ▲13.81 ▲11.41 71.8% 佐賀 ▲0.57 ▲6.98 ▲8.70 72.0%

福井 ▲0.70 ▲13.04 ▲12.32 72.2% 長崎 ▲0.84 ▲14.41 ▲19.49 71.4%

山梨 ▲0.63 ▲8.71 ▲10.22 75.8% 熊本 ▲0.61 ▲16.74 ▲9.56 73.5%

長野 ▲0.70 ▲9.56 ▲12.19 72.0% 大分 ▲0.58 ▲7.86 ▲9.06 71.6%

岐阜 ▲0.71 ▲10.43 ▲12.69 72.6% 宮崎 ▲0.77 ▲9.77 ▲15.03 68.2%

静岡 ▲0.76 ▲16.26 ▲14.50 72.2% 鹿児島 ▲0.64 ▲8.79 ▲10.43 73.4%

愛知 ▲0.75 ▲13.08 ▲14.27 65.4% 沖縄 ▲0.62 ▲12.96 ▲9.89 66.4%

北海道・東北 ▲0.57 ▲11.35 ▲8.78 72.1% 大阪兵庫京都 ▲0.80 ▲13.63 ▲16.72 66.6%

東京 ▲0.71 ▲20.25 ▲12.85 45.8% その他近畿 ▲0.69 ▲10.39 ▲11.99 80.6%

東京除く関東 ▲0.71 ▲8.99 ▲12.80 80.5% 中国 ▲0.67 ▲9.51 ▲11.26 71.9%

愛知 ▲0.75 ▲13.08 ▲14.27 65.4% 四国 ▲0.72 ▲12.82 ▲13.08 73.5%

愛知除く中部 ▲0.79 ▲12.94 ▲16.36 72.4% 九州・沖縄 ▲0.80 ▲12.31 ▲16.57 70.7%
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図表 5 地域別の回帰係数と個人預金の比率 

 
（出所）日本銀行より日興リサーチセンター作成 

 

3.2 金利に対する反応の遅行性 

3.1 の回帰分析について、2.2 と同様に、無担保コール翌日物金利のデータ期間を各都道府県・地域

別要求払預金残高のデータ期間に対して 0~20 ヵ月前にずらして（要求払預金残高は相対的に後ずれ）

回帰分析し、各都道府県・地域ごとにその相関係数と回帰係数、ｔ値の各絶対値が最大となる遅行月数

および個人預金の比率を図表 6 に示した。都道府県別でみると、個人預金の比率が高い神奈川や埼玉、

滋賀、三重、栃木などの遅行月数が総じて大きい、すなわち流動性預金残高の市場金利に対する反応の

スピードが遅かった一方、個人預金の比率が低い東京や大阪、京都、愛知などの遅行月数は小さい、つ

まり流動性預金残高の市場金利に対する反応のスピードが早かった。地域別についても、図表 7 に相関

係数の絶対値が最大となる遅行月数と個人預金の比率をグラフにしたものを示したが、個人預金の比率

が高いベッドタウンを抱える地域や地方は遅行月数が大きい一方、大都市部は遅行月数が小さい傾向が

窺える。 
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図表 6 データ期間を 0~20 ヵ月ずらした際に各統計値の絶対値が最大となる遅行月数、個人預金の比率 

 

（注）網掛け箇所は各項目の上位 10 都道府県、「個人預金の比率」については下位 10 都道府県も追加 

（出所）日本銀行より日興リサーチセンター作成 

  

相関係数 回帰係数 ｔ値
個人預金
の比率

相関係数 回帰係数 ｔ値
個人預金
の比率

全国計 0 0 0 64.9% 三重 11 11 11 79.7%

北海道 2 2 2 71.9% 滋賀 11 12 11 80.0%

青森 2 2 2 74.1% 京都 0 0 0 64.3%

岩手 2 2 2 74.1% 大阪 1 1 1 63.8%

宮城 2 2 2 69.8% 兵庫 2 2 2 76.0%

秋田 0 0 0 74.4% 奈良 4 4 4 83.7%

山形 0 0 0 75.1% 和歌山 5 5 5 77.8%

福島 1 2 1 70.7% 鳥取 2 2 2 73.7%

茨城 3 3 3 78.0% 島根 2 2 2 71.4%

栃木 10 10 10 76.2% 岡山 0 0 0 73.9%

群馬 5 5 5 73.9% 広島 10 10 10 68.8%

埼玉 9 9 9 80.7% 山口 11 11 11 75.1%

千葉 8 8 8 83.3% 徳島 4 4 4 77.0%

東京 0 0 0 45.8% 香川 5 5 5 74.2%

神奈川 10 10 10 81.3% 愛媛 5 5 5 70.7%

新潟 2 2 2 72.2% 高知 3 5 3 73.3%

富山 2 2 2 72.8% 福岡 6 7 6 70.0%

石川 5 5 5 71.8% 佐賀 10 10 10 72.0%

福井 0 0 0 72.2% 長崎 0 0 0 71.4%

山梨 2 2 2 75.8% 熊本 0 0 0 73.5%

長野 5 5 5 72.0% 大分 9 9 9 71.6%

岐阜 3 3 3 72.6% 宮崎 2 2 2 68.2%

静岡 2 2 2 72.2% 鹿児島 9 10 9 73.4%

愛知 0 0 0 65.4% 沖縄 4 4 4 66.4%

北海道・東北 2 2 2 72.1% 大阪兵庫京都 1 2 2 66.6%

東京 0 0 0 45.8% その他近畿 9 11 10 80.6%

東京除く関東 9 10 10 80.5% 中国 10 11 11 71.9%

愛知 0 0 0 65.4% 四国 4 6 5 73.5%

愛知除く中部 2 3 3 72.4% 九州・沖縄 4 5 5 70.7%
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図表 7 相関係数の絶対値が最大となる遅行月数と個人預金の比率 

 
（出所）日本銀行より日興リサーチセンター作成 

 

3.3 地域の市場集中度による影響 

内野（2012）は市場金利から定期預金金利へのパススルー率（転嫁率）と都道府県別の市場集中度（寡

占度）の間に、短期以外の定期預金金利について負の相関があることを示した。このことを踏まえ、3.1

および 3.2 の回帰分析の結果と金融機関による都道府県別の寡占度を比較する。すなわち、金融機関の

寡占度が高まると市場金利の上昇時に定期預金金利が上昇しにくくなり、流動性預金から定期預金への

流出による流動性預金の市場金利に対する負の感応度や相関係数が小さくなることが想定されること

から、その仮説を検証する。寡占度を測る変数としては、内野（2012）と同様にハーフィンダール・ハ

ーシュマン指数（以下、ハーフィンダール指数）を使用する。ハーフィンダール指数は各金融機関のシ

ェア（預貯金残高）の二乗和で計算され、0～1 の範囲で動く寡占度合いの大きさを表す指数であり、1

に近いほど寡占度合いが大きいことを意味する。また、他産業でしばしばみられる最大手に追随する商

慣行がある場合、複数行による寡占よりも 1強多弱の方が特定の金融機関による市場の支配力が強まり、

金利が上昇しにくくなるケースも想定されることから、本稿では、最大手行のシェア（預貯金残高）も

同様に変数として使用する。 

結果はハーフィンダール指数と最大手行のシェアともに愛知や大阪、兵庫、神奈川、京都などの都市

部が小さかった一方、島根や宮城、秋田、山口、熊本などの地方で大きく、2 変数とも相関係数やｔ値

との間に弱いながらも正の相関が確認された（図表 8）。金融機関の寡占度が高い地域ほど、市場金利に

対する流動性預金残高の負の相関性（相関係数）および負の感応度の統計的有意性（ｔ値）が低下する

という前述の仮説が正しいことが示唆されたと言えよう。 
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図表 8 図表 4 の各統計値とハーフィンダール指数、最大手行のシェアの比較 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（注）ハーフィンダール指数と最大手行のシェアは日本金融通信社「金融マップ 2018 年版」のデータを利用しており、共に

各金融機関の預貯金残高シェアについて 2005 年 3 月~2017 年 3 月の年次データを単純平均した値を使用。ハーフィ

ンダール指数では、「大手銀行など」（金融マップの記載項目）は内訳がわからないため、5 行シェア等分と仮定し（5

大銀行グループを想定）、掲載されていない地銀および内訳が分からない信金・信組は算出対象から除外した。最大手行

のシェアについては、「大手銀行など」における最大手行のシェアは「大手銀行など」の総額の 3 分の 1 と仮定（3 メ

ガバンクを想定）、その他は掲載されている個別金融機関のみを対象とした。 

（出所）日本銀行、日本金融通信社「金融マップ 2018 年版」より日興リサーチセンター作成 

 

４. まとめ 

属性別では、「一般法人」は流動性預金残高の市場金利に対する弾力性（金利変動に対して反応する

預金額の変化率）が大きく、反応のスピードも速い一方、「個人」は流動性預金残高の市場金利に対す

る弾力性が小さく、反応のスピードも遅い傾向があることが確認された。従って、金利参照型のコア預
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金モデルにおいて流動性預金残高と市場金利の関係式を求める際は、「個人」については市場金利に対

して期間を一定程度遅らせた流動性預金残高のデータを利用することにより、モデル全体の説明力が向

上することが期待される。同時にまた、流動性預金残高を属性別に分類して扱うことの重要性も確認さ

れたと言えよう。 

都道府県・地域別では、属性別の結果から想定された通り、法人が多く個人預金の比率が低い大都市

部は流動性預金残高の市場金利に対する弾力性が大きく、反応のスピードも速い一方、個人預金の比率

が高いベッドタウンを抱える地域や地方は流動性預金残高の市場金利に対する弾力性が相対的に小さ

く、反応のスピードも総じて遅い傾向がみられた。また、市場集中度については、それが高い都道府県

ほど、市場金利に対する流動性預金残高の負の相関性が総じて低下する傾向が窺えた。金融機関の寡占

度が高まると市場金利の上昇時に定期預金金利が上昇しにくくなり、流動性預金残高も減少しにくくな

ると考えられる。これらの結果により、都道府県・地域別でも属性別と同様に、流動性預金残高の市場

金利に対する反応の遅行性や相関係数などが異なることが確認できたと同時に、金利参照型のコア預金

モデルを想定した場合、モデルの説明力が都道府県ごとに異なること、市場金利に対して期間を一定程

度遅らせた流動性預金残高のデータを利用することにより、モデルの説明力が向上する地域があること

などが示唆された。 

ただ、本研究では、都道府県別要求払預金残高における属性別内訳の統計がなかったことから、都道

府県・地域別の結果から属性別の影響を除くことができなかった。特に、個人預金の比率と市場集中度

は共に「都市部が低く、地方が高い」という似た特徴を持っており、わずかながらも正の相関がみられ

るため、結果をみるうえではこれらの影響に留意する必要があろう。また、都市部と地方という対比で

考えた場合、この他にも金融機関の店舗密度、郵貯・農協・労金のシェアなども影響を与えるとみられ

る。今後の課題はこれらの変数についても分析し、多重共線性などの問題（各説明変数間の相関などの

問題）を解決してそれぞれの変数による影響をより正確に評価することである。 
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