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要旨 
 これまで日本の銀行は、新たなビジネスモデルである手数料業務についての重要性が指

摘され続けてきた。しかし、手数料業務への移行は順調とは言えず、この立ち遅れの原因

については明らかにされていないのが現状である。そこで本稿では、手数料業務の立ち遅

れの原因を明らかにするために、銀行と政府間の繋がりの強さによって生じた影響に重点

をおき実証分析を行った。そこから大蔵省からの天下りと銀行の政治献金は、政府との結

託を引き起こすことで銀行の甘えを生じさせ、手数料業務に負の影響を与えることで、新

たなビジネスモデルへの移行に悪影響を与えていたことが明らかになった。 
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Ⅰ． はじめに 
 
 本稿の目的は、日本の銀行による新たなビジネスモデルへの移行を妨げていた要因を明

らかにしていくことである。近年、銀行は手数料業務などを始めとする新しいビジネスモ

デルに移行すべきだ、と言われ続けてきた。しかし、なぜ移行が順調に進まなかったのか

についての具体的な分析は為されていない。そこで本稿では移行を妨げた原因を実証分析

によって示す。 
日本の銀行業は新たなビジネスモデルへと変わるべきだということは、今まで数多く語

られてきている。池尾和人［1995］は、預金を集め貸出を行うという預貸金業務では、も

はや成長が見込めなくなってきているため、「銀行が成長を望むものであるかぎり、預貸金

業務以外のところに新たな活動機会を求めていくことが必要不可欠である。」1と述べている。

また川本裕子［2000］によって、「価値提供に対して受益者がコストを負担するという考え

方は銀行の健全経営のためにいっそう進められていくべきであり、手数料を取るサービス

の範囲は広がっていくべきであろう」2と言われているように、具体的な新しいビジネスモ

デルとしては手数料業務の重要性が示されている。手数料を伴う業務のことを正式には役

務取引といい、為替業務や預金貸出金業務、証券関連業務、保証業務などの金融サービ

スに関する手数料によって収益を上げるビジネススタイルである。たとえばシンジケー

トローンなどがこれにあたる。本稿では新たなビジネスモデルとして手数料業務につい

て考察をする。 
グラフⅠ-1 は邦銀全体の経常収益における役務取引等収益、つまり手数料業務での収益

の割合を平均し、その推移を表したものである。 
 

グラフⅠ-1 役務取引等収益／経常収益 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 
1 池尾和人［1995］『金融産業への警告  金融システム再構築のために』東洋経済新報社 
2 川本裕子［2000］『銀行収益革命 なぜ日本の銀行が儲からないのか』東洋経済新報社 
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このグラフから、役務取引等収益が本格的に伸び始めたのは 2000 年以降であることが読

み取れる。1990 年代からすでに役務取引等収益の拡大の必要性は指摘され始めていたが、

あまり上昇していなかった。このグラフには、手数料業務の必要性に対して銀行の対応は

立ち遅れてしまったということが表れている。では、なぜそうなってしまったのか。また、

今になって伸びてきた原因はどこにあるのだろうか。その原因を考えるにあたり、日本の

銀行が持っていた特質に焦点を当てる。 
日本の金融システムは銀行と政府とが強く関わりあう中で成り立ってきた。護送船団行

政で、銀行間における競争を制限し各銀行に十分な利益を確保させたり、銀行が破綻する

ことによって起こる金融システムの混乱を防ぐために救済措置や預金保護としてセーフテ

ィ・ネット体制を築いたり、銀行が上手く機能するように政府は様々な保護を行っていた。

しかし、これらの保護は銀行がモラルハザードを引き起こす温床となっていたため、規制

当局である大蔵省は、厳しい監視をすることで銀行のモラルハザードの防止と規律付けを

行っていた。このような銀行に対する保護と監視のバランスによって銀行業は成り立って

きた。 
しかし 1990 年代において、銀行と政府の癒着が強まったためにこのバランスが崩れてし

まった。銀行と政府・大蔵省は、日本経済の全体的な利益よりも自分たちの利益を優先す

るために負の結託構造を築きあげた。親密になることで規制する側と規制される側の間に

緊張はなくなり、大蔵省の監視機能は働かなくなっていく。すると銀行では「政府に頼っ

ておけばよい」というモラルハザードが起き、経営の甘えや怠慢・健全性の低下・革新意

欲の喪失という事態に陥ることが考えられる。たとえ貸出業務による収益の低下があり、

新たに手数料業務に力を入れる必要があったとしても、政府との結びつきを強めることで

「政府に頼ればよい」と考える銀行の重い腰は上がりにくかったと考えられる。 
このことから本稿では銀行と政府の結託が、手数料業務に対して悪影響を与えていたの

ではないかと予想した。そして手数料業務への移行が立ち遅れた原因として、銀行と政府

との結託について分析をし、そしてこの分析を通して今後の銀行と政府の望ましい関係に

ついて考察する。 
 本稿の構成は次のとおりである。Ⅱでは、本稿の内容に関連している先行研究について

まとめる。Ⅲでは、本稿で想定した仮説を提示し、グラフを用いて考察する。Ⅳでは分析

に用いるデータと関係する変数の解説、記述統計分析を行う。Ⅴでそのデータを基に重回

帰分析とその考察を行う。そしてⅥにて、本稿の結論をまとめる。 
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Ⅱ． 先行研究 
 
本稿に関係する先行研究として『銀行収益革命』川本裕子［2000］が挙げられる。彼女

はまず、バブル崩壊後の日本の金融システムが全体として、過去 10 年間で約 67 兆円もの

負担を国民に課してきたことを概算し、その根本的な原因は、日本の金融機関の低収益性

にあると述べている。日本経済を担う銀行の低収益性を打破するための方策として、銀行

自らが率先して厳しく経営を効率化していかなければならない。よって、日本の銀行は今

までの伝統的な経営を改め、新ビジネスモデルへと転換していく必要性があり、その手段

の一つとして、手数料業務の重要性が挙げられている。それまで銀行は顧客に対して利便

性のあるサービスを提供し、顧客の維持・新規獲得に努めてきたが、それらのサービスは

コストを考慮せずに行われてきたものであり、非効率的な経営手法であった。しかし、自

行の各業務におけるコストを把握し、サービスの対価である手数料を徴収して収入機会を

増やすことで、銀行の収益力を向上させることができると指摘した。 
また、手数料業務の重要性については、『金融ジャーナル』［2000.12］の中で、三菱総合

研究所営業統括本部長である武藤泰明氏も以下のように述べている3。企業がバブル期の反

省から資金余剰主体に転じたことにより、銀行間の貸出競争は激化し、貸出金利の低下を

招いたことで収益性が低下してしまった。そのため従来の貸出業務に限界がある以上、銀

行は今まで軽視されがちだった手数料業務を主力の収入源として転換していく必要がある

と主張されている。 
近年このように、新たなビジネスモデルとして手数料業務の重要性に関する議論が活発

に行われている。しかし、手数料業務への移行が順調ではなかった具体的な要因を明らか

にした研究は見当たらない。本稿では、実証分析によってこの要因をつきつめていきたい。 
続いて、本稿に関するもう一つの先行研究として、『金融システムの脆弱性と天下り』清

水克俊・堀内昭義［2005］がある。銀行が破綻した場合の救済措置（セーフティーネット）

が存在するために、預金者は銀行へのモニタリング意欲を欠き、破綻リスクから解放され

た銀行には経営の健全性に対しての甘えが生まれてしまう。本来ならこの状況を打破する

ために、規制当局が銀行へのモニタリング機能を果たさなければならないが、天下りとい

う規制当局と銀行の結託によってその機能は妨げられてしまう。天下りをすることのメリ

ットとして、規制当局には大蔵省退職後の賃金が約束され、銀行には破綻時の寛容な救済

が保証される。その結果として、銀行は過度のリスク･テイキングを許容されるという構造

が生じていることが述べられている。そこで、天下りが銀行経営の不健全性を生んでいる

ということを自己資本比率と不良債権比率の面からの回帰分析を用いて実証しているのが

この論文である。 
本稿では、天下りが経営の健全性に悪影響を与えているのであれば、それは収益改革意

                                                  
 
3武藤泰明［2005］「収益構造の変化と今後の課題」『金融ジャーナル』12 月号 日本金融通信社 
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欲の減少に繋がり、バブル崩壊以降に利益拡大の可能性を秘めた役務取引に新たに進出す

ることを立ち遅れさせていたと仮定し、実証分析を行っていく。 
清水･堀内［2005］では、銀行を天下り役員の出身元で①大蔵省②日本銀行③大蔵省と日

本銀行の双方④受け入れていないという四つに分類し、健全性の指標を用いて分析したと

ころ、①のみで有意な結果を得られていた。さらに、『大蔵省は預金保険や金融行政一般を

担当していた』のに対し、『日本銀行は金融政策の遂行が主たる業務であり』、銀行の健全

性に影響を与えるのは大蔵省だけであるということを示している。そこで本稿のサンプル

を大蔵省からの天下りだけに限定した。 
また、政府との結託が悪影響をもたらす要因についての先行研究として、『政治献金－実

態と論理－』（古賀純一郎［2004］）を扱う。この論文は企業献金にスポットを当て、その

現状、歴史、論理、変質、国際比較などの全体像を解明したものである。経済団体連合会

（経団連）は、「自由経済体制を守るための保険料」という名目で献金をクリーンマネーと

して斡旋していたが、実際には銀行は政治献金を軸に政府との結託を強め、後に癒着とし

て批判を受けることになった。これによって政治献金は、政府と銀行の癒着の温床として

悪名高いカネだというイメージが一般的となった。また献金御三家の一つに銀行があり、

データ上からも銀行業界の献金は、1993 年で企業献金全体の 32.5％、1995 年で 44.4％と

いう非常に大きなシェアを占めていると彼はこの論文で述べている。 
また、政治献金することの権益の具体的な例として、この論文では、献金の力が法人税

の引き上げを阻止したことをあげている。自民党は 1980 年度改正によって法人税の引き上

げの導入を目指していたが、それに対し経団連は、法人税を引き上げるならば献金を停止

する可能性があることをほのめかすことで、1980 年度の法人税の引き上げを止まらせた。

このことを彼は、献金には、新規政策導入に対する「拒否権」がある、と表現している。 
以上のことから銀行業界が献金によって政府との結託を強めていたことが予測される。

では銀行からの政治献金は、大蔵省官僚にどのように働きかけているのだろうか。その仕

組みは族議員の存在によって説明できる。族議員4の中には各省庁の大臣、政務次官などの

経験者や官僚出身者が多く、彼らが政策立案や大臣の人事権において実質の決定権を持っ

ている。そのため、銀行から政党へ政治献金が行われると、その政党に所属する族議員が

官僚に対し影響力を行使することで、政党と官僚間のパイプを通して、官僚と銀行の間接

的な癒着が起こるのである。この癒着によって大蔵省の銀行に対する監視能力は衰退し、

銀行がモラルハザードを起こすと、新たな収益業務を拡大する意欲は失われていくと考え

られる。 
よって本稿では政治献金を政府との結託の要因として扱い、その結託が新しいビジネス

に与えていた負の影響を明らかにする。 

                                                  
 
4 族議員とは与党議員の中で、ある分野の政策立案に影響力を持つ政治家集団のこと。具体的に

は、大蔵族・財務族・金融族（大蔵省・財務省）、道路族・建設族（国土交通省）など。 
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Ⅲ． 仮説 
 
 本章では、本稿で考察する仮説を提示し、グラフを用いて考察する。 

 
仮説：天下りの受入数、政治献金額が多いほど役務取引等収益の増加は妨げられる。 
 
Ⅰでも述べたように、新ビジネスモデルとして役務取引を挙げることができる。また、

政府との結託が銀行の経営に甘えを生み、新ビジネスモデルへの移行が妨げられるのだと

すれば、政府との結託要素が大きいほど役務取引等収益の増加は鈍いと考えられる。銀行

と政府の結託を測る要素としては、「大蔵省による銀行役員への天下り」と「銀行による政

治献金」を扱う。前章でも挙げたように、この二つは官民の癒着問題の要因として指摘さ

れてきた問題であるため、政府との結託の指標として用いることとした。 
まず、仮説について銀行の収益項目の推移から考察をする。グラフⅢ-1 は役務取引等収

益について、グラフⅢ-2 は貸出金利息について、都市銀行と地方銀行の上位 15 行の平均額

の推移を表したものである。 
 

グラフⅢ-1 役務取引等収益の推移（平均） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
グラフⅢ-2 貸出金利息の推移（平均） 
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グラフⅢ-1 とグラフⅢ-2 の比較から次のことが分かる。役務取引等収益は 1990 年代で

はほぼ横ばいであまり伸びていなかったが、2000 年付近を境に伸び率が急激に大きくなっ

ている。それに対し、貸出金利息は 1990 年前半に大幅に減少し、その後も減少傾向がみら

れる。この二つのグラフから、役務取引等収益と貸出金利息の間には負の相関関係がある

と予想できる。 
貸出業務での収益の低下を補うために、新たに収益拡大を見込める役務取引等収益を伸

ばす必要があった。しかしこのグラフを見ると、貸出金利息が激減したのは 1994 年頃であ

るにも関わらず、役務取引等収益が本格的な成長を始めるのは 2000 年頃であった。この間

銀行では、貸出の収益低下を補うために役務取引を積極的に拡大しようとする動きが起こ

らなかったと推測される。そしてその原因として、本稿では銀行と政府の結託に焦点を当

てる。 
次に、銀行と政府との結託についてのグラフから仮説を考察する。グラフⅢ-3 は大蔵省

による天下り人数と銀行による政治献金額について、都銀と地銀の上位 15 行の合計の推移

をまとめたものである。 
 
 

グラフⅢ-3 天下り人数と政治献金額の推移（平均） 
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このグラフから、1990 年の後半になって銀行の政府離れが進んできたことが見て取れる。

大蔵省からの天下りは 1990 年代中盤まで安定的に行われており、1990 年代の後半から減

少傾向にある。これは 1990 年代、「営利企業への公務員の再就職に、その企業に対して過

剰な便宜が図られている、契約に便宜が図られているのでは」といった天下りの不透明さ

への世論の批判から「天下り＝悪」という風潮が高まり、ただでさえ癒着が指摘されてい

た銀行界に天下りをするのが難しくなったためであると推測される。また銀行からの政治

献金額も1990年代後半に激減している。これは相次ぐ政治献金がらみの汚職事件によって、

政治資金に関する法律の改正が繰り返され献金への規制が強まったことによると考えられ

る。さらにグラフⅢ-1 と比較してみると、役務取引等収益の伸びが大きくなってきた年代

と、銀行の政府離れが進行していった年代とが一致していることが分かる。このことから

大蔵省からの天下り人数と銀行による政治献金は、役務取引等収益との間に負の相関があ

ると予想できる。次章以降では、政府と銀行の結託要素としての天下りと政治献金の二つ

が、新ビジネスモデルである役務取引にどのような影響を与えているのかについて、分析

を通して本稿の仮説を考察していくものとする。 
 
 
 

Ⅳ． データと変数 
 
ⅰ）データセット 
 
サンプルは 1990 年から 2005 年まで5の間における、全ての都市銀行と地方銀行 15 行か

らなる。サンプルは特に、役務取引等収益の重要性を問われてきた都市銀行、そして都市

銀行と収益構造の近い上位地方銀行とした。都市銀行の合併の年のデータは数値が不安定

であるので除外し、また普通銀行と収益体質の異なる長期信用銀行 3 行と東京銀行もサン

プルから除く。地方銀行の 15 行は 1990 年から 2005 年までの総資産を平均し、その上位

15 行とした6。地方銀行の下位行の収益構造は貸出業務による収益が中心になるため、役務

取引等収益の重要性は高いとは言い難く、これは本分析では対象外とする。 
データサンプルを集めるための具体的手段は次のとおりである。まず各銀行の役務取引

等収益・貸出金利息・総資産のデータは、全国銀行協会の『全国銀行財務諸表分析』の財

務諸表からピックアップした。次に各銀行への大蔵省からの天下り役員数は、『役員四季報

-全上場会社版』1991 年版から 2005 年版（東洋経済新報社）と『会社年鑑』1990 年版（日

本経済新聞社）より収集し、財団法人･国民政治協会への各銀行による献金額は、各年の『官

                                                  
 
5 1989 年以前のデータは入手困難であったため 1990 年以降とした。 
6 横浜銀行、北陸銀行、静岡銀行、千葉銀行、常陽銀行、足利銀行、福岡銀行、広島銀行、 
群馬銀行、八十二銀行、中国銀行、七十七銀行、山口銀行、西日本銀行、京都銀行と定めた。 
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報-号外』（全国印刷局編集・印刷）から収集した。また従業員数は、『全国銀行財務諸表分

析』の役職員数等一覧より収集した。実質 GDP 成長率は、IMF 「WORLD ECONOMIC 
OUTLOOK Database」のものを用いた。パネルデータで延べ 362 のデータが揃った。 
 
ⅱ）使用する各変数について 
 
本稿では重回帰分析を行うことによって、役務取引等収益と関係している要因について

明らかにする。重回帰分析は、ある現象や結果に対して複数の要因がどのように影響し合

っているかを捉えるのに効果的な統計手法である。重回帰分析では因果関係があると思わ

れる複数の変数を、ｙ＝ａ＋ｂ×ｘのような回帰式とよばれる直線の形で示す。本節で推

定される回帰式は以下のとおりである。 
 
Ｙ（従業員一人当たり役務取引等収益） 
＝α₀＋ｂ×Ｘ₁（大蔵省からの天下り人数）＋ｃ×Ｘ₂（従業員一人当たり献金額） 
＋ｄ×Ｘ₃（従業員一人当たり貸出金利息）＋ｅ×Ｘ₄（総資産の自然対数） 
＋ｆ×Ｘ₅（バブルダミー）＋ｇ×Ｘ₆（金融ビッグバンダミー） 

 ＋ｈ×Ｘ₇（実質 GDP 成長率） 
 
 ここでＹ（従業員一人当たり役務取引等収益）は銀行が役務取引に対してどれだけ積極

的かを見る指標であり、これを被説明変数とする。Ｘ₁からＸ₇にあげた説明変数がＹ（役

務取引等収益）にどのような影響を与えるかを、それぞれの係数 a から h によって見るこ

とができる。各変数の説明は以下のとおりである。尚、銀行ごとの規模の違いによって生

じる収益の格差を調整するために従業員数で割る。 
 
【役務取引に関する変数（Ｙ）】 

従業員一人当たり役務取引等収益を用いる。 
この値が高いということは、役務取引がより活発に行われていることを示す。 

【政府との結託に関する変数】 
① 大蔵省からの天下り（Ｘ₁） 

大蔵省から各銀行へ天下りした役員人数をそのまま用いる。 
前章で触れた清水･堀内［2005］より、銀行と政府の癒着関係の一端に天下りが関係

していることが経営体質の甘えに繋がり、収益向上意欲を衰退させることが考えられ

る。よって、大蔵省からの天下りは役務取引等収益に対して負の影響を与えると考え

られる。 
② 銀行による政治献金（Ｘ₂） 

従業員一人当たり政治献金額を用いる。 
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Ⅱでも挙げたように、献金は天下りとともに官民の癒着問題の一つとして取り上げ

られてきた。天下りと同様に、政治献金をすることで政府との結託が強まり、銀行の

甘えを生むことに繋がるとすれば、銀行による政治献金も役務取引等収益に対して負

の影響を与えると考えられる。 
【貸出に関する変数（Ｘ₃）】 

従業員一人当たり貸出金利息を用いる。 
前述したように、貸出業務での収入が低下するほどに銀行は役務取引等収益を増加

させようと努力することが予想されるため、貸出金利息は役務取引等収益に対して負

の影響を与えていると考えられる。 
【規模を考慮する変数（Ｘ₄）】 

総資産の自然対数を用いる。 
   銀行の規模が大きいほど大企業を相手にする機会は増える。大企業ほど貸出などよ

り金融サービスを期待しているため、役務取引は増えると予想される。このことから、

銀行の規模の効果は役務取引等有益に対して正に働くと考えられる。 
【時代背景コントロール変数】 
   銀行の収益構造は様々な時代の影響を受ける可能性がある。その効果を考慮するた

め、本稿では三つの時代背景についての変数を用いる。 
①バブルダミー（Ｘ₅） 

1992 年までのデータにバブルダミーを加える。 
1980 年代後半から 1990 年初頭までの資産価格の大暴騰による金融資産価格の高

まりは、銀行全体の収益を増大させており、その影響で役務取引等収益も増加してい

た可能性が高い。そこでバブル崩壊以前と崩壊以降を区別し、バブルが役務取引等収

益に与えるだろう正の影響を考慮する。尚バブル崩壊の年に関しては、資産価格の下

落はデータ上では 1990 年から 1991 年にかけて始まっているが、経済の持ち直しへ

の期待や楽観視によって反応は大きく遅れ、実際の影響が出始めたのは 1993 年頃で

あったと言われている。よって本分析では、バブルダミーの境界線を 1992 年と 1993
年の間とする。 

②金融ビッグバンダミー（Ｘ₆） 
    1996 年以降のデータに金融ビッグバンダミーを加える。 

1996 年に橋本内閣によってアナウンスされた日本版金融ビッグバンでは、金融の

自由化の推進として、為替業務手数料の自由化や金融商品の銀行窓口販売解禁など、

多くの役務取引に関する規制緩和が行われた。この金融ビッグバンが役務取引等収

益に正の影響を与える可能性は高い。そこで、日本版金融ビッグバンがアナウンス

された 1996 年以降に金融ビッグバンダミーを加えることで、その影響を考慮する。 
 ③実質 GDP 成長率（Ｘ₇） 
     役務取引等収益が景気の影響によって変動する可能性を考慮する。 
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ⅲ）記述統計分析 
 
表Ⅳ-1 は前述の変数の記述統計量を示したものである。 
 

表Ⅳ-1 記述統計量 
  平均値 標準偏差 最小値 最大値 中央値 

一人当たり役務取引等収益（円） 4850180 2930287 1587643 23305790  4148393 

大蔵省からの天下り人数（人） 0.51  0.68  0 3 0 

一人当たり献金額（円） 1888  2494  0 13588  903  

一人当たり貸出金利息（円） 50853680 35154179 17348519 195056279  37910574 

総資産の自然対数 30.108  1.003  28.873  32.366  29.662  

バブルダミー 0.21  0.41  0 1 0 

金融ビッグバンダミー 0.59  0.49  0 1 1 

実質 GDP 成長率（％） 1.7  1.6  -1.2  5.3  1.8  

 
本稿の分析はパネルデータを使用するため、各変数の 大値と 小値には大きく差が見

られた。役務取引等収益は現在まで着実に伸び続けているためその 大値は近年の大手都

市銀行のものであり、貸出金利息の 大値は貸出が激減する 1993 年以前の大手都市銀行の

ものである。また役務取引等収益と貸出金利息の平均値を比較すると、役務取引等収益は

2000 年頃から活発に伸びているとは言ってもいまだ貸出金利息の 10 分の 1 ほどである。 
次章ではこれらの変数を用いて重回帰分析を行う。 
 
 
 

Ⅴ． 重回帰分析 
 
ⅰ）分析結果 
 
 以下のように分析を行った。 
（1）まず、銀行と政府の結託が役務取引に与える影響をみるために、役務取引等収益（Ｙ）

と天下り（Ｘ₁）、政治献金（Ｘ₂）だけで分析を行った。 
（2）次に、銀行の内部的な性質に依存すると考えられる貸出の収入（Ｘ₃）と総資産の自

然対数（Ｘ₄）を（1）の分析に加えた。 
（3） 後に、外的な要因としてバブルダミー（Ｘ₅）、金融ビッグバンダミー（Ｘ₆）、実質

GDP 成長率（Ｘ₇）を加え、すべての変数（Ｘ₁からＸ₇）で分析した。 
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分析結果は以下のとおりである。 
 

表Ⅴ-1 重回帰分析結果 
  (1)  (2)   (3)   

定数項 6099446.360   -62373461.47  -59781700.994  

 (31.212)  （-15.462）  （-14.055）  

 ［195417.77］  ［4033994.00］  ［4253536.71］  

大蔵省からの天下り人数 -1481560.112 *** -314341.4603 ** -271202.078 * 

 （-7.147）  （-1.9148）  （-1.696）  

 ［207288.50］  ［164161.02］  ［159920.88］  

一人当たり献金額（円） -262.833  *** -255.150  *** -122.246  * 

 （-4.656）  （-4.239）  （-1.730）  

 ［56.4466］  ［60.1954］  ［70.6771］  

一人当たり貸出金利息（円）   -0.01934  *** -0.01241  ** 

   （-3.869）  （-2.128）  

   ［0.00499］  ［0.00583］  

総資産の自然対数   2286720.042 *** 2145026.623 *** 

   (16.716)  (14.530)  

   ［136794.39］  ［147622.48］  

バブルダミー      75930.193   

     (0.181)  

     ［419444.78］  

金融ビッグバンダミー     1467426.936 *** 

     (4.521)  

     ［324615.80］  

実質 GDP 成長率（％）     102138.777  

     (1.499)  

     ［68122.77］  

補正 R2 0.18762    0.57778    0.60077    

サンプル数 362    362   362   

注：（）内はt-value（両側検定）。 ***は1%水準、**は5%水準、*は10%水準で有意なことを示す。 ［］内は標準誤差である。
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以上の分析から、（1）では全ての係数が１％水準で有意な結果が得られた。（2）では大

蔵省の天下り人数が 5％水準、それ以外の変数は 1％水準で有意な結果が得られた。（3）で

は、大蔵省の天下り人数と従業員一人当たり政治献金額が 10％水準で、従業員一人当たり

貸出金利息は 5％水準で、金融ビッグバンダミーと総資産の自然対数は 1％水準で有意な結

果が得られた。実質 GDP 成長率とバブルダミーについては有意な結果は得られなかった。

また、大蔵省の天下り人数と政治献金額の係数に関しては負という予想通りの符号が示さ

れ、本稿の仮説を支持する結果となった。次項ではこれらの結果を基に考察を進めていく。 
 
 
ⅱ）分析の考察 
 
【政府との結託要因について】 
 （1）の分析において、大蔵省からの天下り人数の係数は－14.8×10⁵で、また従業員一

人当たり政治献金額の係数は－262.83 であり、ともに役務取引等収益とは負の相関が示さ

れた。仮説どおり、銀行と政府の結託が役務取引に悪影響であることを表している。（2）
の分析では、大蔵省の天下り人数の係数が－31.4×10⁵、従業員一人当たり政治献金額の係

数は－255.15 で、（1）と同じくともに負の相関関係であった。この結果への信頼性を引き

上げるためにさらに説明変数を加えた（3）の分析では、大蔵省からの天下り人数の係数は

－2.71×10⁵で、これは銀行が大蔵省からの天下り役員を一人受け入れることによって、役

務取引等収益7が約 20 億円減少することを示している8。また政治献金額の係数は－122.25
で、これは銀行が 1000 万円献金すると役務取引等収益が約 12 億円減少することを示して

いる9。この二つの分析結果から、大蔵省からの天下りも銀行の政治献金も、役務取引等収

益の減少要因になっていることが示された。このことは本稿の仮説通りであり、銀行と政

府の結託が強いほど役務取引を積極的に行おうとする意欲が阻害されていると言えるだろ

う。 
 
【貸出による収益について】 
 （2）の分析においては、従業員一人当たり貸出金利息の係数は－0.0193 であり、符号は

予想通り負であった。さらに様々な要因を考慮して行った（3）の分析では、係数は－0.0124
であり、やはり予想と同じ符号を得ることができた。これは銀行の貸出金利息が 100 億円

減少すると役務取引等収益は 1.2億円増加することを示している10。この分析結果によって、

                                                  
 
7役務取引等収益のサンプル行の平均額は約 469 億円。 
8従業員一人当たり役務取引等収益×従業員数＝一銀行当たりの役務取引等収益。ここで従業員

数は全サンプル平均の 7513 人を用いる。－27.1 万円×7513 人＝約－20 億円。 
9政治献金を実施しているサンプル行の平均献金額は約 2600 万円。 
10年毎の貸出金利息の減少額のサンプル平均は約 606 億円。  
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貸出金利息の減少が役務取引等収益の増加要因となっていることが示された。このことか

ら貸出業務の収益低下は、役務取引当収益を引き上げる動機を銀行に与えていると言える。 
 
【その他の変数について】 
 （3）の分析において有意な結果が得られた総資産の自然対数と金融ビッグバンダミーは、

共に正の影響が示された。総資産の自然対数については、規模の大きな銀行ほど大企業を

相手に取引をするので役務取引の必要性も高くなり、総資産の多い銀行ほど従業員一人当

たりの役務取引等収益は高いということが示された。金融ビッグバンダミーの役務取引に

関する規制緩和なども収益増加に影響を与えるだろうという予想通りの結果であった。実

質 GDP 成長率とバブルダミーに関しては、役務収益に対しての景気やバブル経済の影響を

考えたものであったが、今回の分析においては有意な結果が得られなかった。 
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Ⅵ． 終わりに 
 
日本の銀行はなぜ新しいビジネスモデルへの移行が順調に進まなかったのか。本稿では、

その原因の一端として、特に銀行と政府の結託が手数料業務に悪影響を与えていたのでは

ないかという仮説に基づいて実証的な分析を行ってきた。そして分析結果として、大蔵省

からの天下り人数が多いほど、また政治献金額が多いほど、手数料業務による収益が減少

することが確かめられた。 
 この結果から、銀行と政府の結託が手数料業務という新ビジネスモデルへの移行を妨げ

る要因となっていたということが導き出された。政府との繋がりが強いことによって、銀

行の経営において政府の救済機能に対する甘えが生まれる。そして収益性の低下への危機

感が希薄になり、新たな収益を見込める手数料業務を積極的に行おうとする意欲が削がれ

る。手数料業務が伸び悩んでいた原因の一端には銀行と政府の結託があった。以上が本稿

の結論である。 
また本稿の分析において、近年の金融システムの成熟や様々な規制緩和が役務取引に与

えた影響は、ビッグバンダミーによって考慮していたが、それだけでは若干不十分であっ

たかもしれない。それをより厳密に検証する他の方法としては、歴史的な銀行構造の変化

によって段階に分けクロスセクション分析を行うことや、不良債権問題が役務取引に影響

を与えていた可能性を考慮するという２つの方法が考えられる。これらの方法は、銀行と

政府の結託と役務取引の関係性をより正確に見る上での今後の課題である。 
 「三菱東京 UFJ 銀行は 8 日、日本経団連の要請に応じて、年内にも政治献金を９年ぶり

に再開する方向で 終調整に入った」［2006/12/8 毎日新聞］など、現在メガバンクによる

政治献金の再開が紙面を賑わせている。1998 年に公的資金が注入されて以来、都市銀行は

自粛という形で政治献金を行っていなかったが、2003 年に発表された経団連の政治献金斡

旋の再開や公的資金の完済に伴い、9 年ぶりの献金の再開が検討されている。日本経済団体

連合会は政治献金再開の論理を「政党活動に対して資金協力するのは企業の社会的責任で

ある」としているが、この論理は多くの癒着が問題となった時代と変わっておらず、この

まま政治献金が再開されてしまうと過去と同じような銀行と政府の負の結託を生み、銀行

が新しい業務へ移行する妨げになる可能性は十分にある。したがって、銀行が過去と同じ

過ちを繰り返さないように、政治献金再開は慎重に検討されることが望ましい。これから

の銀行は政府から自立し、自らの力によって収益を向上させていくような新しいビジネス

モデルへと移行していくべきなのではないだろうか。 
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