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I．はじめに

ラテンアメリカ諸国においては、外国通貨であるドルが支払手段として用いら

れる通貨代替（currcncysubstitution）が進展していることが知られている。

また、この通貨代替の程度が高まると、変動相場制度下では、貨幣需要関数が

不安定化するため、為替相場のボラティリティが増大したり、金融政策の自由度
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が制限されたりすることも知られている。

ラテンアメリカ諸国における通貨代替を実証分析した先行研究として、メキシ

コにおける通貨代替を分析したOrtiz（1983)、メキシコ、アルゼンチン、および

ウルグアイにおける通貨代替を分析したRamirez-RQjas（1985)、アルゼンチンに

おける通貨代替を分析したFasano-Filho（1986)、メキシコにおける通貨代替を分

析したRogers（1992)、およびボリビアにおける通貨代替を分析したCIementsand
Schwartz（1993）などがある。

また、通貨代替と為替扣場のボラティリティの関係を分析した先行研究として、

以下のものがある。GirtonandRoper（1981）は、通貨代替の程度が高まるほど、

自国と外国のインフレ率格差の拡大は、為替相場の変動をより増大させることを

示している。また、Canzol1eriandDiba（１９９３）は、通貨代替型

money-in-the-utility-fUnctionモデルを用いて、自国通貨と外国通貨の代替の弾力性

が大きい場合、通貨当局が安定的な金融政策を採用する場合には、為替相場のボ

ラティリティは小さくなるが、通貨当局が予期せざるマネーサプライの供給の増

大を行うなど、不安定な金融政策を行う場合には為替相場のボラティリティが増

大することを示した。KarckenandWaIIace（1981）は、世代重複モデルを用いて、

完全な通貨代替下においては､為替相場に非決定性の問題が生じることを示した。

さらに、Rogers（1990）は、通貨代替型money-in-the-utility-nmctionモデルを用い

て、通貨代替の程度が高まるほど、為替相場の調整による外国からのインフレシ

ョックの隔離機能が、制限されることを示した１.

本稿の目的は、変動相場制度を採用しているメキシコを事例とし、通貨代替が

為替相場のボラティリティを引き起こしているかどうかを実証分析することであ
る。

本稿の構成は以下の通りである。第２節では、Canzone『iａｎｄＤｉｂａ（1993）に基

づき、通貨代替型money-in-the-utility-fUnctio、に基づいたモデルを提示し、自国通

貨と外国通貨の代替の弾力性が大きい場合、通貨当局が安定的な金融政策を採用

する場合には、為替相場のボラテイリテイは小さくなるが、通貨当局が予期せざ

るマネーサプライの供給の増大を行うなど、不安定な金融政策を行う場合には為

替柑場のボラティリティが増大することを示す。但し、モデル分析においては、

CanzoncriandDiba（1993）においては考慮されていなかったリスクプレミアムの

影響を考慮する。第３節では実証分析の方法、第４節では実証分析の結果を解説

する。本稿においては、一般化自己回帰条件付不均一分散（Generalized

AutoRcgressiveConditionaIHeteroscedasticity、以下ＧＡＲＣＨ）モデル２により推計
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される条件付分散で推計し、これが通貨代替の程度によって、どのような影響を

受けているかを実証分析する。第５節は結論である。

Ⅲ．モデル

本節では､通貨代替型money-in-the-utiIity-functionに基づいたモデルを提示する。

自国と外国の二国からなる小国開放経済において、物価水準は伸縮的で、資本

移動は完全であると想定する。また、無限期間の視野を持つ危険回避的な消費者

が、実質消費量、自国実質貨幣残高、および外国実質貨幣残高から得られる期待

効用を最大化するものと想定する。さらに、この消費者の選好は、通貨代替型

money-in-the-utility-hmctionによって表されるものと想定する。この想定の下では、

消費者の効用最大化問題は、

[｛c鶚】
｡｡

,風珊螂:ルン'垣 (1)

ｌ４ｃ＞Ｏ０Ｈｍ＞０，１４，．＞０，Ｗｃｃ<０，Ｗ､、く0,88,.㎡<０，

需辮鶚鶚等-M…,)÷川j警辨等辮鶚-qパ2）＄.！．

となる｡但し、Ｃは実質消費、Ｍ'は自国名目貨幣残高、Ｍ'は外国名目貨幣残高、

Ｒは自国物価水準、２．は外国物価水準、、I(團岻/２）は自国実質貨幣残高、

m;(薑Ｍ；/２．)は外国実質貨幣残高３，Ｂ'は『期末の実質対外債券残高、ilはこの債券

に対するr－１期末からｊ期末にかけての名目金利､Ｚは外生的に与えられる実質所

得、βは主観的割引因子、また、ＥＩ･]は1期の情報集合に基づいた数学的期待値
を表すオペレータである。

（１）式は、消費者は取引コストを節約するために、自国貨幣と外国貨幣を保有

し、この流動性サービスから効用が得られることを意味している。

消費者の効用最大化の１階条件は、
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…風[('切景…)｝

…凰[⑩灯景…)｝

(3)

(4)

……倍…)｝

……[芸…｝

(5)

(6)

と求まる。(3)、（４）式は実質消費に関するＥｕler方程式であり。ｒ期において１

単位の消費をすることと、これを消費せずに自国通貨建て債券、または外国通貨

建て債券として保有し、！＋1期にこれを消費することとが無差別であることを意

味している。裁定により、定常状態においては、自国通貨建て債券と外国通貨建

て債券の実質期待収益率は均等化する。（５）式は自国貨幣残高に関するＥｕler方

程式であり、［期において１単位の消費をすることと、これを消費せずに貨幣と

して保有し、ｔ＋1期にこれを消費することとが無差別となることを意味している。

同様に、（６）式は外国貨幣残高に関するＥｕler方程式である。

（３）～（６）式を整理すると、

淵☆1\） (7)

Ｐ．

が得られる。

ここで、効用関数を、

(8)脚,＝ｑ＋yX,，

x+(筈桝(等ｉＴ
Ｏ＜α〈１，γ＞０，６＞－１，

と特定化する。（８）式は、消費者の選好は、実質消費Ｑと実質貨幣残高インデッ

クスＸ１をウェイトγで加重平均した加法的効用関数によって表すことができる
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こと、さらに実質貨幣残高インデックスｘ１はウェイトα、および代替の弾力性

1/(1＋6)をもつＣＥＳ型技術で表されることを示している。

（８）式のように、加法的関数を想定した理由は、後の実証分析において、自国、

および外国実質貨幣残高のデータは、月次で利用可能であったのに対し、実質消

費のデータは四半期でしか利用可能でなかったことに拠っている。すなわち、加

法的関数を想定し、－階条件から実質消費に依存する項を消去することで、実証

分析において、月次データを利用することを可能とし、十分なデータ数、および

自由度を確保することを優先させたためである4゜

（８）式の特定化の下で、（７）式は、

鰐了・Ｌｌ等)|☆|(苧）
ここで、（９）式を定常状態の近傍において、対数線形近似すると、

{'･ｇＩ帯牌|:)H･凰|箒)1.ｲ農'一(☆)(告|賊ル

(9)

となる。

(10）

となるｓｏ但し、（）（upperbar）は、各変数の定常状態の値を表す。（10）式を

('",－',)－('"ノーp:)＝似一入(i,－if)， (11）

と表示する｡但し､似三(尻－７)-(尻.-ブル入={1/i(1+i)}{l/(1+6)|であり､また､

小文字は大文字の対数値を表す。

ここで、購買力平価式

巾

s,＝ｇｐｒ.~ｐ,， (12）

および、カバーなし金利平価式

ｉｌ－ｒ＝EIS1.,]－s,十Ｖ,－Ｖ,， （13）

が成立していることから、（11）式は、為替相場期待減価率が上昇するか、または

自国通貨建て債券に対するリスクプレミアムＭ－ｖｒが上昇するならば、自国通貨

の保有比率が減少し、通貨代替の程度が増加することを意味している。さらに、
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名目金利差に対する感応度は代替の弾力性1/(1＋６)に依存していることがわかる。

但しｗＩ＝-('/2)sA、。；』=I'､';[p,.!]、トー('/2)。:..,、。:.』三吻吋[比,]で、''tJ';[]は

j期の情報集合に基づいた条件付分散を表すオペレータである6,7。（11）式は

1

,,-両z,辮念凰叩，（'4）

となる。但し、ｓ'は名目為替相場の対数値、２，はz,薑-似+(､,－㎡)＋A(v}－W)で定

義される為替相場を決定するファンダメンタルズである。（14）式を前方に逐次代

入し、横断性条件（transversalitycondition）

煙間風…

牢(☆):㈲…

(15）

を課すならば、

(16）

を得る。

ここで、CanzoneriandDiba（1993）と同様に、（16）式に基づき、通貨当局の

採用する金融政策と為替相場のボラティリティの関係について考察する。ここで

は、金融政策当局がルールに基づいた金融政策を採用している場合と、裁量的な

金融政策を行っている場合とを考察する。

まず、金融政策当局がルールに基づいた金融政策を採用しており、ファンダメ

ンタルズz,を、

(17）Ｚｌ＝KZI-l＋どｴﾒ，

によって変化させることをアナウンスするものと想定する。このとき､（16)式は、

，F(両|F薊｝、（１３）
となる。（18）式より、為替相場の条件付分散は、

…'…過朏(ホル瓠にﾐル（',）
となる。（19）式より、通貨当局が安定的な金融政策を採用し、ファンダメンタル

ズ２１が定常過程に従うならば、すなわち、｜K|<'であるならば、入→－のとき、
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I/､;-,Ｍ→Ｏであるため、代替の弾力性が増大するに伴い、為替相場は安定的とな
ることがわかる。

これに対し、通貨当局が不安定な金融政策を採用し、ファンダメンタルズz,が

発散的な非定常過程に従うならば、すなわち、Ｋ＞１であるならば、代替の弾力性

が増大するに伴い､為替相場のボラテイリテイも発散的に増大することがわかる。

尚、ファンダメンタルズz,がランダムウオークに従うならば、すなわち、パー１

であるならば、代替の弾力性は為替相場のボラテイリテイに影響を与えないこと

がわかる。

一方、通貨当局が恋意的な金融政策を採用し、

風〒|:ｆｆ斜（20）
に従い、金融政策を変更することをアナウンスすると想定する。このとき、

、Ｈ１（２１）
となることから、

肱'瓠-(☆炉釧ﾐﾙ（麹）
となり、代替の弾力性が増大するほど、為替相場のボラティリティは増大するこ

とがわかる。

IIL実証分析の方法

本節では、通貨代替が為替相場のボラティリティに与える影響を実証分析する

方法を解説する。本稿においては、為替相場のボラテイリテイを、ＧＡＲＣＨモデ

ルより推計される条件付分散によって定義し分析を行う。

先の理論分析から得られた結果に基づき、本稿における推計式を、

△5,-…!Q十ｔ…,-,÷ぬ("(-"i:)十ｍ(,`#鋤,+風，
ｄ－ｌ

１`,=阿叫，（23）

ｍｒ〃w,"杙２月牝,+ia眺訓，
Ｐｌ ｉ－Ｉ

とする。但し、Ｃｓ'は通貨代替の程度を表す変数、どlは期待値ゼロ、分散’となる

独立同一分布（i､i､｡.）に従う撹乱項である。また、ラテンアメリカ諸国において
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は、1998年８月のロシア金融危機の影響を受け、１９９９年１月にブラジルから大量

の資金が引き揚げられたり、また2001年末においては、アルゼンチンにおいて通

貨危機が発生し、力レンシーボード制度が崩壊したりし、金融不安が発生してい

る。ペソ/ドル為替相場のデータにおいては、このロシア通貨危機の影響により、

大きなジャンプが見られた。このため、

１-'11馴圭脇１，
と定義されるダミー変数を導入し、ロシア金融危機、およびそれに続くブラジル

通貨危機の影響を考慮した。

（23）式は、為替相場減価率はGARCH(､１，，２)モデルに従うこと、さらに為替

相場減価率の条件付分散は通貨代替の程度Cs,に依存することを表している。

但し、（23）式の推定は、通貨代替が為替相場のボラティリティへ与える影響を

想定したものである一方、為替相場のボラティリティが通貨代替へ与える影響も

考えられる。このため、Grangerの因果性検定を併せて行うことにより、通貨代

替から為替相場のポラティリテイへの因果性が存在するかどうかも検定する。

Grangerの因果性検定に用いる推定式は、階差VAR(p)モデル

△X`薑ib4△XH鵜…坪q，（24）

である。但し、Ｘ'はＸ,＝[3,,(､,－川:),(v,－v:M2J,csj'で表される5xlベクトルであ

り、喝.'は、

△s,＝/｣b+｣uiQ+Ｚ…`-,+心(伽,-"!')+必(v`-V:)ｗｊ２１+弓，
ｉ■Ｉ

〃`=Ji5丁v'’

’１ｶｰﾜ+i“,-,.faw…
ｊ■Ｉ ｉ■Ｉ

(25）

より推計される8．
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1V・実証分析の結果

本節では、第３節で解説した方法に基づき、実証分析を行う。（１）では分析に

用いたデータを解説する。（２）では実証分析の結果を示す。

（１）データ

本項では、分析に用いたデータを解説する。標本期間は、１９９５年１月から２００２

年１２月までとし、月次データを用いた。これは、為替相場制度は、1994年１２月

２２日において、通貨危機の影響を受け、管理変動相場制度から完全変動相場制度

へと移行しているからである，。また、メキシコにおいては、１９８５年に外貨保有

の規制が解除されているため、制度的な要因が通貨代替に与える影響は少ないと

考えられる。

自国名目貨幣残高Ｍ,､外国名目貨幣残高Ｍ:の指標として最も好ましいものは、

それぞれ国内居住者が保有する自国通貨十自国通貨建て要求払い預金、および国

内居住者が保有するドル通貨十国内に保有するドル建て要求払い預金十外国に保

有するドル建て要求払い預金の和であろう。しかしながら、民間部門が保有する

ドル通貨額のデータ、および外国に保有するドル建て要求払い預金額のデータは

入手不可能であった。このため､国内に保有するドル建て要求払い預金額をＭ'と

し、これと対応させるため、自国通貨建て要求払い預金をＭ,とした。要求払い預

金のデータとしては、国内居住者の国内通貨建て、および外貨建て要求払い預金

（checkingaccount）を用い、これらに季節調整を行った。尚、以上のデータは、
BancodcMexicoのホームページ（http:"wwwbanxico・or9.ｍx/indexｈｔｍｌ）の

EconomicandFinanciallndicatorsより入手した。

↓Iの算出において､物価水準の条件付分散｡脚、⑦:Jの値が必要となる｡本稿で

は、ヮ;ぃ｡:jの系列をGARCHモデルにより推計する'０.このリスクプレミアム

の算出の際に用いる物価水準には、メキシコ、および米国の消費者物価指数（以

下、CPI）を用いた。また，月次の為替相場のデータは，名目為替相場の市場レ

ートを用いた。尚、消費者物価指数、および月次の為替相場のデータは、ＩＭＦ

『InternationalFinancialStatistics』より入手した。
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表１ＡＲＩＭＡモデル、およびGARCHモデルの推定結果
ﾒキシコＡＲＩＭＡ アメリカ

係数標準偏差1値ｐ値係数標準偏差ｔ値ｐ値
定数項 ＵＩ６ｌＥ－３

Ｌ２７４

ｑｏｌ５

‐0.299

０．２３１

０．５７１

O335E-3

0231

0.389

0.220

0.202

0.203

0.480

5.505

0.038

-1.359

１．１４２

２．８１Ｚ

0.6320257E-20.191Ｅ-313.4480.000

0000

0.,70

０１７４

０２５３-0.3120068-4.5860.000

0.005

ｑ
ａ
・
ａ
）
い
処

Ｒ』

、.Ｗ・

ひ統計趾

0.838

1965

0.086

1980

35.099 ００１４７７２９３ 8.661Ｅ-８

メキシコ アメリカＧＡＲＣＨ

係散標準偏差ｔ値一ｐ値係数標準偏差【値--5{面
定数項

iｌ

0000

0515

0.494

o6Z5E-5

0.331

０１４５

1.500

1.558

3.414

ｑｌ３４

ｑｌＩ９

0.001

O297E-6

UO56

U874

ql98E-6

0.034

0.057

１５０３

1.655

15.309

0,133

0.098

0.000

ＳＥＥ

Ｄ.Ｗ、

O9Z8E-Z

L965

U205E-2

L980

(注）１推定lU11111：１９９５年１月-2002年１２月。

２．各パラメータの推定値、標準偏差、【値、およびｐ値については、小数点第
４位以下を四捨五入したものである。

(出所）分析結果より筆者作成。

ここで問題となるのは、通貨代替の程度cs1の代理変数をどのように選択するか

ということである。これは、モデルにおいては、代替の弾力性1/(1＋６)に対応して

いる。５は効１１１１H1数における基礎的パラメータ（dcepparameter）であるため、通

時的に安定的であると考えられる。しかしながら、通貨危機などにより、自国通

貨に対する信認が大きく揺らいでいるメキシコにおいて、これらのパラメータが

安定的であるとは考えにくい。このため、本稿では、代替の弾力性は適時的にも

可変的であると考え、通貨代替の程度ＳＭ/(M,＋s,〃')の変化率を、通貨代替の

程度cqの代理変数として用いた。これは、通貨代替の程度の変化率が上昇する時

には、メキシコ・ペソに対する信認が低下し、代替の弾力性が高まることを想定

していることを意味しているⅡ。

（２）実証分析の結果

実証分析の結果を示したものが、表２である。尚、推定においては、脚注１０

で述べたものと同様の理由により、BolIeslev（1986）に倣い、ＧＡＲＣＨ（1,1）モ

デルを用いている。表Zより、条件付不均一分散として定義された為替相場のボ
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ラティリティは、通貨代替の程度から有意水準１％の下で有意な正の影響を受け

ていることがわかる。また、為替相場には有意なGARCH効果が存在しているこ

ともわかる。

表ＺＧＡＲＣＨモデルによる推定結果

係数標準偏差ｔ値

定数項 0.010＊＊＊

0.030＊＊

‐0.176＊＊＊

8.00856＊＊＊

L223E-5

0.013

3.631Ｅ-５

Z286E-6

850.158

2352

-4842.863

３．５０３

、

△(、-m.）

△(v－ｖ７

定数項

ｈ(－１）

H2(－１）

Ｃｓ

2.736Ｅ－４＊*＊

0.019＊＊＊

0.089＊＊＊

０．０２７＊＊＊

5.394Ｅ－７

２３５０Ｅ－５

２４００Ｅ－５

ａｌ８５Ｅ－６

507.188

793.385

3702.837

５１１７．４２１

(注）Ｌ推定期間；１９９５年３月-2002年１２月。

２．各パラメータの推定値、標準偏差、および（値については、小数点第４位
以下を四捨五入したものである。

(出所）分析結果より筆者作成。

ＶＡＲモデルの推定結果を示したものが、表３である。尚、ＶＡＲモデルにおけ

るラグ次数は、ＳBICの基準に基づき、ｐ＝２と決定した。また、Grangerの因果性

検定の結果を示したものが、表４である。表４より、通貨代替から為替相場のボ

ラティリティへのGranger因果性は存在する一方、為替相場のボラティリティか

ら通貨代替へのGranger因果性は存在しないことがわかる。この結果は、（23）

式の分析より得られた通貨代替の進展が、為替相場のポラテイリティを増大させ

るという結果に対する頑健性を示しているものと考えられる。尚、表４より為替

相場減価率も為替相場のボラテイリテイに対し、Granger因果性を持っているこ
とがわかる。この結果は、メキシコ・ペソが減価することにより、メキシコ・ペ

ソに対する信認が揺らぎ、貨幣需要関数が不安定となっていることを意味してい

ると考えられる。
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表３ＶＡＲモデルの推定結果

ＥｑｕａＩｉｏｎ
ラグ △５△(ｎＩ－ＩＴＩ~）△rＰ △力 △ｒ』

△s(＿,）‐0，１８７０３５２１２６６．３６９、０００７‐０．３０９
（-1.4”）（1012）（0.378）（-1.594）（-1.145）

△J(－２）‐0．１４５‐0.152１４６７．９７５0.008０」１７
（－１．１４３〕（-0.464）（0431）（1.976）（0426）
‐ｌ」３１‐１．３２０２５３７０４３２０．０６８０．９４７

△(、￣〃I･)(-1）（－１．４２０）（－０６４２〕（1.187）（２．５１７）（０５５０）
‐０．８６９‐２１８９８９２０１１５０９４７

.'…ﾙ2）（8181）（…）し｡,｡!）（4｣83）（…）
△Iw-n(_,)O(淵3000…Iﾕ!“00…OOO1E.〕（-0.260）（１４．４４８）（-0.097）（0.268）

‘(v-n(-2’１８鰯13000…0710000…000…（0.628）（-8424）（0.150）（-0640）
４」４６５．６６０‐3４６９４．８６８‐0．５４６‐５０４１

△h(－１）
（1.42】）（0.752）（-0443）（-5.526）（-0800）
‐’’６７６６．９６５-１０４９２．７９３‐0．４５８‐６．４６３

△h(－２）
（-0566）（０．９１】）（-0.132）（･4.562）（-1.011）
‐１４０４．Ｌ４５１２９５２１．６５００．０８３１．０２７

△Cs(－１）
（－１．４８１）（-0.594）（1.161）（ユ515）（０５０２）
0．２０８‐０９４５、２５２０．９２９０」３９１０５】

△“(－２）
（０．２１５）（-0.378）（-0097）（4.250）（0.503）

０００７、０００５‐１８９４．９７４．０.ＯＯ３Ｅ－ｌＯＯＯ５
ｒＯ〃Ｓ『.

（0.668）（-0174）（-6.776）（-0.841）（0.200）
‐ＯＯｌＩＯＯＩ２－５４３．９７８０００３Ｅ‐Ｉ‐０．０１１

，
（－１，４１７）（０．５９３）（､２．６３３）（１２１４）（－０．６３６）

(注）Ｌ推定期lll：１９９５年４月-2002年１２月。

２．各パラメータの推定値、および1値（括弧内）については、小数点第４位

以下を四捨五入したものである。

(出所）分析結果より筆者作成。

表４Grangerの因果関係検定
FLlests

EquationSEER2ＤＷ△‘△(''1-㎡）△,ァムハ“
1561

(0216）

0.7輿

(0455）

0.144

(0867）
3.759

(0.027）
0.835

1.160

(0319）

0.243

(0.785）

0.780

(0.462）
10004

(0.000）

0.241

0.420

(0.659）

0.237

(0.790）

108681

(0.000）
0.012

(0.989）

0245

Ｌ695

(0190）

0.516

(0599）

0.099

<0.906）
18.971

(0.000）
0617

１２５５

(0291）

0208

(0.813）

0.741

(0.480〉
10.446

(0.000）

0.206

“0.03200651.587

△(m-㎡)0.083０．０３４１９２８

△(v-v･）８“954０７４３２０５５

△ｈＯＯＯ１0.470Z０７４

ａＪＯＯ７０００２４１９４０
(0438）（0786）（0783）（0.輿2）（0.814）

(注）Ｌ推定期|Ｍ１：1995年４月-2002年１２月。

２．各パラメータの推定値、およびＰ値（括弧内）については、小数点第４位
以下を四捨五入したものである。

(出所）分析結果より筆者作成。
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Ｖ，おわりに

本稿においては、メキシコを事例に、通貨代替が為替相場のボラテイリテイに

どのような影響を与えているかを実証分析した。実証分析においては、為替相場

のボラテイリテイとして、ＧＡＲＣＨモデルから推計される条件付分散を用いた。

分析の結果、通貨代替は、為替相場のボラティリティに、有意な正の影響を与え

ていることが示された。また、Grangerの因果性検定の結果、通貨代替から為替

相場のボラティリティへの因果,性は存在するが、為替相場のボラテイリティから

通貨代替への因果性は確認されなかった。

この分析結果は、通貨代替の進展により、為替相場が不安定となっていること

を意味している。為替相場のボラテイリテイが高まると、為替リスクが増大する

ため、国際貿易、および海外直接投資を含む国際投資が過少となることが知られ

ている。よって、メキシコにおいては、金融政策の運営、さらには最適な為替相

場制度の選択において、通貨代替の存在を無視できないことを意味していると考

えられる。このような状況下でどのような為替相場制度を採用することが望まし

いかということを分析する必要があろうが、これは今後の課題としたい。

付論：導出過程

（９）式を

（淵…-(苧川亨)‘
と書き直す。定常状態においては、以下の条件が成立している。

（鵲rL(旱)(会1(苧）

(Ａ-1）

(Ａ-2）

但し、（-）は定常状態における値を表す。（Ａ-1）式を定常状態の近傍で線形近似

すると、
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……(筈)…壱(答rﾙﾛ電(筈)…豐(答i鋤,
…(誓1…|答i÷噸…)(筈｢Ｗ鶚
仔)崗停１倍)Ｉ会)±机

(Ａ-3）

が得られる。（Ａ-3）式は

……(書1'彫Ｗ'蕊･('i(砦)）
…(等、等|…｡"|'(:】
…(筈|｢Wmo噸('(鶚１１
－鵬鋤(書灯誓lr…'1(碁１１

(Ａ-4）

(苧)声円仔)(司会机
と書ける。ここで、ｅｘｐｌｎＭ,/Ｍ雷1＋ｌｎＭ,/Ｍ、ｅｘｐｌｎＢ/Ｐ－１＋１，２/Ｐ

cxp1nMr/〃・雲1＋1,(Ｍ:/〃霊)、ｃｘｐｌｎＢｏ/戸雷1＋１，２．/戸．で近似するならば、

…-(峠`(雲｢Woh(砦)）
…｛雲r(筈r１１箒!(:)）
…(筈｢Ｗ|峠'(等１１

(Ａ-5）
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-(I辨`(筈｢Ｗ１'瓠(譽'１
佇)志(￥)佇I会)±杣

となる。定数項は消えるため、

-い`)(筈TＷ鋤!(著押|書)鵬｡Ｗ](:）
…(筈r(答)r'(鶚)い`(雲｢判｡'i(書１
－(旱)命(￥)倍)(去脚

(Ａ-6）

が得られる。ここで、（Ａ-2）式、および定常状態においては７－７．が成立するこ

とを用い、整理するならば、（10）式が得られる。

＜付記＞本稿の執筆に当たっては、匿名の本誌レフェリーから数多くの有益なコメン
トを頂いた。改めて感謝の意を表したい。言うまでもなく、有り得べき誤謬の一切の
賀は篭者であるわれわれに帰すものである。

’通貨代替のサーベイ論文には、GiovanniniandTuTlelboom（1994)、BalinoeIaL（1999)、藤木
（2000）などがある。

ZAk9ayetaI．（1997）はEGARCH-M（ExponentialGARCHinMean）モデルを用いて、トルコ
において通貨代替が為替相場のボラテイリテイに与える影響について実証分析している。

3自国通貨処てで評価した外国実質貨幣残高(s[Ｍ:)/月に、剛買力平価Ｂ＝SIB・を用いた。

但し、ｓ'は自国通貨建て名目為替レートである。
４但し、加法的効用関数を想定することで、実質消費と実質貨幣砿高インデックスとの間の代
替効果についての悩報を捨象してしまうという欠点があることにも留意する必要がある。これ

に対し、interpolationにより、実質消費のデータを四半期から月次に変換し、分離不可能型の
効用関数を想定する方法も考えられよう。しかしながら、実質消費は通常、月次水２１９において
も季節変qMlが大きいため、信頼に足る実質消費の月次データを得ることは困難であると考え、
この方法を採用しなかった。

３（10）式の導出過程については、付論を参照のこと。

6自国､および外国の実質金利J;､Jfを､消費に基づいたFischer方程式(consumpIioﾙbased
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FischeTequamon）により、それぞれ、

!…・川芸二!享’
,…耶芸二阜ｌ
と定擬する。さらに、実質消費量、および自国と外国の物価水Hqは、対数正規分布に従ってい
るものと仮定し、上式の両辺の対数をとるならば、

i,＝喝＋EIpl,,]‐p,＋v１， （*）

ir-';.＋EIpA,]－（＋ｖｒ，（**）
となる。

ここで、、＝＃.という関係式と（*)、（**）式、（'2）式を用いるならば、（13）式が得られる。

７Ｖ,の解釈は以下の通りである。例えば、期待値を保持するような、自国物価水躯の条件付分

倣o:",のjw大は､将来における自国のマネーサプライの期待価を墹大させる。この結果・自

脚の名目金利を低下させると考えられる。ｖｒの解釈も同様である。

８ＧＡＲＣＨモデルにおいて、通貨代替の程度Ｃｑを含めていないことに注意されたい。これは、
通貨代替から為替相場へのポラテイリテイという因果I1U係を\、１１には想定しないことを意味

している。

９より厳密には､１，，０年１１月までは､毎日８０センターボ予告切り下げ､１，９０年１２月から1991

年１１月までは毎日４０センターボ以内の名目変動幅クローリング･ペッグ制度が採用していた。

また．１９９１年１１月から１９９２年１０月までは下限を１ドル３０５０（１日）ペソ、上限を毎日２０セ

ンターボ切り下げ、１９９２年11月から１９９４年１２月１９日までは上限を毎日４０センターポ切り

下げる為替バンド制度を採用していた。また、９３年１月には新ペソを猟入し、１９９４年３月か

らは切り下げを「信用の置ける範囲内」に維持するために中央銀行が介入している。尚、メキ

シコにおける為替相場制度については安原（2003）を参照のこと。

ｌｏＧＡＲＣＨ推定においては、ＰＩがARIMA(Ｐ,1,9)に従うと想定し、

⑩(L,Ｐ)△P,＝ご＋Ｖ(L,9)6,.,,

Ｅ,-,[仲小Ⅳ(0,A,)，

このＡＲＩＭＡ残差に対し、ＧARCH(3,,sz)モデル

ル",-が．+ｉｂ６ｊごﾙｰ,+i回り伽,，
を推定した｡尚､ＡＲＩＭＡモデルのラグ次数は､Schwarlz-Bayesの悩報肚埜f1Il(SchwaTtzandBayes，
InfOrma(ionCrilerion､以下ＳＢＩＣ)に基づき決定し､ＧＡＲＣＨモデルのラグ次数には､ＧARCH(1,1）
モデルを用いた。これは、Bolleslev（1986）が、ＧＡＲＣＨ(1,1)モデルは節約の原理を満たし、

かつ高次のＡＲＣＨ効果を捉えることができるとしているためである。Ｐｒについても同様の手
法を用いた。
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この結果を示したものが表１である。ｐ,についてはARIMA(3,1,2外ｐｒについては

ARIMA(0,1,1〕モデルが同定された｡また表Ｉの結果より､ｐ,､およびバともに有意なGARCH
効果が存在していることがわかる。

尚、｡尚を推計する方法として.本稿で用いたGARCH推定量以外にも､物価水準の分散移動

平均値.すなわち城,薑(]/'2)[Z|ミル1.,-1-p,麺-2)2]などの指標も考えられる｡しかしながら、
この指標を用いるならば、先述の通り、Pagan（1,84）のgeneratedregresso｢ｓの問題に加え、
リスクプレミアムが一年間のラグを伴って観察されるという問題が発生する。

'1もつとも、代替の弾力性６を含む効用関数における基礎的パラメータが安定的か否かにつ

いては、別途、一般化積率法（GeneraIizedMethodofMoment、ＧＭＭ）などを用いて分析する
必要がある。しかしながら、紙幅の制約上、これらについては今後の課題としたい。
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