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(1)当面の政策運営について 

(2)その他 
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（配布資料) 

資料 1 第５回経済財政諮問会議議事要旨 

資料 2 景気の現状について 

資料 3 速水議員提出資料 

資料 4 柳澤臨時議員提出資料 

資料 5 平沼議員提出資料 

資料 6 有識者議員提出資料 

資料 7 本間議員提出資料 
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（本文） 

○議事の紹介

（麻生議員） それでは、ただいまから第６回経済財政諮問会議を開催させていただ

きます。本日はお忙しいところを御参集いただきまして、誠にありがとうござい

ました。 

官房長官はまだ委員会にとられておられますので、後ほどお見えになりますが、

先に始めさせていただきたいと存じます。 

それでは、本日は前回申し上げました議題を変更いたしまして、当面の政策運

営について御議論をいただきたいと存じます。この審議事項に関しまして、柳澤

金融担当大臣に臨時議員として会議に参加をしていただいておりますので、よろ

しくお願いを申し上げます。なお、前回の諮問会議の議事録につきましては、従

来どおりの扱いとさせていただきます。 

それでは、当面の政策運営について審議に入りたいと存じますが、本日の議論

や資料は、現在、緊急経済対策の取りまとめ中ということでもありますので、公

表の仕方につきましては、慎重な対応が必要であると考えております。具体的に

は本日の議論のうち、経済対策の具体的内容に関わる議論につきましては、政策

立案中のことでもありまして、公にすることによりマーケットに不測の影響を与

える恐れもあると存じますので、経済対策とりまとめまでは公表しないこととし

て、資料につきましても、同様の扱いにさせていただきたいと思っております。

記者会見の公表の仕方などについては、会議の 後に述べさせていただきます。 

それでは、まず 初に総理の方からお願いを申し上げます。 

○当面の政策運営について

（森議長） 御苦労様でございます。 

先般、ブッシュ大統領との日米首脳会談におきまして、私は引き続き適切な経

済政策を遂行するとともに、企業の過剰債務問題及び不良債権問題に効果的に対

処することを含め、日本経済の新たな成長と発展及び金融システム強化のために

必要となる構造改革及び規制改革を精力的に促進する決意を改めて述べ、これに

関しては、ブッシュ大統領も意見が一致したところであります。 

政府としては、先に与党三党において「緊急経済対策」がとりまとめられ、こ

れを受けて、政府・与党一体となって経済運営に万全を期すため「政府・与党緊

急経済対策本部」を設置いたしまして、目下検討を続けているところであります。

私は、この検討結果を緊急経済対策として、４月上旬を目途にとりまとめるよう

麻生大臣に指示をいたしました。そのため本日は、緊急に対応を要する課題であ

ると考えます不良債権処理、株式市場活性化等の具体化についてどのように進め

ていくべきか、緊急経済対策の大きな方向づけにつきまして、経済財政諮問会議

として議論していただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 

（麻生議員） 	 ただいま総理から御発言がありましたけれども、今回は当面の政策運

営につきまして、緊急経済対策のとりまとめに向けて重要な課題であります不良
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債権処理及びこれと一体化いたしております産業再生、株式市場活性化について、

どのように進めていくべきかを中心に、御自由に御議論いただきたいと存じます。

その前に、この議論の前提として、景気の現状につきまして、岩田政策統括官

より補足説明させます。 

（岩田内閣府政策統括官） それでは、お手元の資料２をごらんいただきたいと思い

ます。 初の１ページをごらんいただきますと、生産の動向が書いてございます。

99年の４月を谷としまして、その後回復してきましたが、特に2000年の第４四半

期から既に鈍化傾向が出ておりますが、今年に入って大幅なマイナスになってお

ります。１－３月期は予測も含めますと、前期比マイナス3.3％という大幅な減少

ということであります。特にこの間、電気機械、あるいはＩＴ関連が回復の主導

力になっております。それを除きますと、点線のところがそれを除いた生産でご

ざいますが、ほとんど横ばいに近いということであります。更に 近の業況判断

等を見ましても、電気機械で非常に悪くなっているということがございまして、

先行き更に厳しい状況にあるというふうに考えております。 

続きまして、２ページ目をごらんいただきますと、いわゆる過剰雇用と言われ

ておりますが、この過剰雇用が現在、日本は約110万人ほどあり、特に不良債権が

多いと言われております３業種でまとめてみますと、約60万人近い過剰雇用があ

るというふうに推定いたしております。 

過剰雇用はこういう状況なのですが、少し長い目で90年代、10年間でどのよう

な就業構造の変化があったかというのを見ております。製造業の方は、上の方の

太い線ですけれども、180万人ほど10年間で就業者が減っております。その一方で

３業種を除きましたサービスと言いますか、非製造業では435万人増えております。

３業種の方はほとんど変化がございません。むしろ建設業は少し増えているよう

な状況でございます。 

更に４ページをごらんいただきますと、過剰債務の方の状況でございますが、

製造業の方は、長期債務とそのキャッシュフローを比べたものでありますが、何

年かけたらキャッシュフローを用いて長期債務が返済できるかという年限を示し

ております。製造業の方は3.5年くらいが平均になっております。３業種を除く非

製造業でも4.7年ということで、かなり短いのですが、問題のあります建設業です

とか、卸・小売業あるいは不動産業というのは、７年ですとか８年、不動産の場

合ですと30年という非常に長い期間をかけないと返せないという状況になってお

ります。 

５ページでは、リスク管理債権がどういうところで多いかということを示して

おります。これは不動産、卸・小売、建設業で54％を占めている。サービスも加

えますと、８割を占めるという状況になっております。 

後のページは直接償却、バランスシートからの切り離しはこれまでどのくら

い行われてきたということを示しております。上の方の欄は直接償却の額でござ

いまして、主要行について、29兆円というのが金融庁から公表されております。

ここでは主要行についてまとめますと、26.7兆円であるということであります。 
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ただ、それだけではありませんで、直接償却以外にもバランスシートから離れ

た分ということで、直接減額分を加えますと、45.3兆円これまでバランスシート

から切り離されている。いわゆるオフバランス化された金額というのが45兆円に

なっているということでございます。直接償却を実施する過程で、それでは失業

者、あるいは倒産はどういうふうに動いてきたのかというのが下に書いてござい

ます。倒産の方は99年には減少しておりますが、これは特別保証枠等の影響で減

少したということでございます。97年以降、非自発的な失業者の数はかなり増え

ておりまして、50万人台だったのが100万人台になっております。直接償却を進め

る過程で、勿論、97、98年は不況だったというのがございますが、50万人程度、

この間非自発的失業が増えたというように言えようかと思います。 

以上、簡単でございますが、現状の説明ということにさせていただきたいと思

います。以上であります。 

（麻生議員） 次に速水議員の方から提出のございました資料３につきまして、御説

明を願いたいと存じます。 

（速水議員） 私の方でも今、御説明のあったのと大体同じような見方をしておりま

すが、今日、ちょうど４月２日に３月短観が発表されました。そのポイントだけ

を申し上げさせていただきます。３つくらい特色があると思いますが、１つは、

企業の業況判断、これが全般的にかなり悪化しております。特に電気機械などの

ＩＴ関連業種の悪化幅が大きいということが目立ちました。 

２つ目は、企業収益につきましては、本年度も引き続き増益基調ではあります

けれども、昨年度に比べますと、伸びが大幅に鈍化しているのが目立っておりま

す。 

３つ目は、設備投資ですが、本年度は中堅、中小企業を中心にして、昨年度に

比べマイナスの計画となっております。この３つです。 

それから私ども、３月19日に採りました金融緩和政策、これはここに書いてご

ざいますとおりで、もう皆様御存じのとおりだと思いますが、金利に代えて量を

目標に緩和する。リザーブ・ターゲティングといって、私どもが預かっておりま

す当座預金の残高を当面５兆円程度に増額する。今までは大体４兆円くらいあっ

たわけです。それをＣＰＩ、消費者物価の前年比上昇率が安定的にゼロ％以上に

なるまでこれを続けて、いろいろなルートを使って資金を供給していくというこ

とを決めた次第であります。 

その１つのルートとして、今まで毎月4,000億円買っております長期国債につき

ましても、銀行券の発行残高までを限度として、今後円滑に資金を供給する上で

必要な場合には増額して買っていくということを言いました。 

今回の政策が、市場では概ね前向きに受け取られました。お手元の資料の４ペ

ージ目で図表２をごらんください。上段のグラフは短期金利の動きを示したもの

であります。 

まず太い実線が無担コールレートで、２月末以降、0.15％前後で動いておりま

したが、今回の決定を受けまして、予想通りゼロ％近辺の水準に低下しています。
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なお、先週末は期末でございまして、0.12％まで上昇いたしました。そして、２

月に決めましたロンバート型貸出しについても、これは0.25％公定歩合で貸すん

ですけれども、2,000億円余の申し入れがありまして、貸しました。複数の取引先

から申し出が出てまいりました。 

それから、今日は期末を越えまして、市場は大体落ち着いてきたように思いま

す。金利はかなり幅がありますけれども、0.01％から0.18％くらいのところで動

いておりますが、平均すると0.07％くらいのところでございます。これで落ち着

いていくと思っています。 

資料の５ページに長期金利の推移が出ておりますが、これはごらんいただくと

おりでございます。ちょっと今日は高くなって、1.335％というところで推移して

おります。 

それから、資料６ページの図表４の株価でございますが、上段に掲げましたと

おり我が国の株価は、３月中旬まで下落傾向にありましたけれども、今回の決定

が前向きに受け止められましたほか、構造改革が進展するという期待も加わりま

して、このところやや値を戻しております。１万3,000円をちょっと割ったところ

です。 

 図表５の為替レート、これが少し円安が進んでおりまして、125円台辺りです。

日本銀行としては、今後とも市場動向を注意深く点検してまいりたいと思ってお

ります。 

以上でございます。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは、柳澤臨時議員から提出のありま

した資料４の不良債権処理に関する部分につきまして、御説明を願いたいと思い

ます。株式買上機構につきましては、後ほど本間議員から説明をいただきました

後、お願いを申し上げます。 

（柳澤臨時議員） お手元に表紙を入れて３枚綴りの簡単なレジュメみたいなものを

配らせていただいております。大変失礼ですけれども、主として口頭で御説明を

させていただきます。 

まず１ページでございますが「不良債権のオフバランス化促進のための対策に

ついて」という１枚紙でございますが、先般、私が 初にここにお招きいただい

たときに、「不良債権のオフバランス化の取り組みの枠組みとしては、１つはト

リガーをどうするかという問題がある。第２番目に、再建計画というものを本当

に信頼性のあるものとしてどう構築するかという問題があります。第３番目に、

損失の分担をどうするかという問題。第４番目に、責任、これは経営者責任、そ

れから株主責任をどういうふうに組み込んでいくかという問題がある。」という

指摘をさせていただきました。 

それらに基づいて部内でいろいろと検討をし、後で平沼大臣からも御説明があ

ろうかと思うんですけれども、経済産業省、それと国土交通省にも大変な協力を

いただきまして、この点、マスコミ等で行き詰まっているとか何とかいうような

ことが取り沙汰されましたが、全くそういうことはなくて、むしろ本当によく協
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力し合ってやってくれたという感じでございます。 

そこで、１番として「不良債権の抜本的なオフバランス化」ということでござ

いますけれども、トリガーの部分でございます。これは結局、主要行に対し、オ

フバランス化実績を毎期公表するように要請するということでございまして、基

本的な主要16行、「新生銀行」と「あおぞら銀行」は基本的に含んでおりません

が、これらの主要行に対して、こうしたことをお願いするということでございま

す。 

では、地方銀行とか第二地銀はどうするかということでございますが、勿論、

地方銀行のうち横浜銀行のような大手の銀行はこの主要行並みの扱いをさせてい

ただきますが、その他の地銀、第二地銀は、この主要行のオフバランス化が行わ

れるときに、どうせ協調融資をしておりますので、その意味でこれにお付き合い

をしていただくという格好でオフバランス化を進めていただくということに当面

とどめたいと考えております。 

第２番目の黒ポツでございますけれども、破綻懸念先以下の債権は原則として、

新規案件は３年以内にこれをオフバランス化するということにいたしたいと思っ

ております。既存の案件、既にもう破綻懸念先になってしまっている案件でござ

いますが、これは今後２年以内、この４月から２年以内にオフバランス化をする

ということを要請してまいりたい、こういうふうに考えております。金融庁はそ

の進展状況を特に資本注入行を中心としてフォローアップしていくということで、

このことの励行を求めていきたい、このように考えております。 

ちなみにマグニチュードとしてどのくらいのことになるかというと、先ほど政

策統括官の方からも若干お話がありましたが、全国銀行の不良債権32兆円のうち

で、現在破綻懸念先以下になっているのが24兆円でございます。かなりのウェイ

トを占めているわけですけれども、そのうち主要行の中にある破綻懸念先以下と

いうのは大体13兆円くらいということでございます。 

そういうことでございますから、これを２年で片づけるということになると、

かなりの厳しい措置になるということですが、このうち中小企業というものをど

うするかということが１つの問題としてあろうと思うんですけれども、ここでも

何というか、中小企業を２つに分けて、グッドパート部分とバッドパート部分を

分けてというようなことが適用できないところについては、余り厳しいことをや

っていくというのは、これは日本中から血の出るような話になりますので、これ

は控えたいと考えておりますので、大体そんなマグニチュードで、13兆のうちど

のくらいがそういうものに該当するか、これは本当に推計でございますけれども、

６、７兆のものが１年間で対象になると考えておる次第でございます。 

こういうことをやって、破綻懸念先だけをオフバランス化しても、本当に不良

債権と言われるリスク管理債権でございますが、そういうものがバランスシート

上目立って減少しないのではないかということも他方心配をしなければならない

わけでございますが、それらについては、今既にもう行われ始めていますが、要

注意先、要管理先を含めて、要注意先というものについては、逆に上がるように、
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正常先の方に向かって改善されるようにして、破綻懸念先に落ちてこないという

ことによってオフバランス化というか、そういうことをやっていきたいというよ

うに、これもまた別途要請して、この文章の中に入れてあるわけでございます。 

もう１つは、将来の貸出しの仕方として、できるだけアメリカ的なプロジェク

ト・ファイナンス的な貸出しを 初からやって、そして、不良化したときには、

切り離して、それを債権流動化市場に売り払うことによってオフバランス化する。

これはなかなか貸出しのタイプを変えるというのは難しいと思いますが、そうい

うことを心掛けていっていただくことによって、アメリカ的な合理的なオフバラ

ンス化ということがもっと迅速にできるような形にいたしたい、このようなこと

も実はこの文章の中には書いてあるわけでございます。 

それから、２と３は、先ほど言った再建計画、損失分担とか責任のことでござ

いますが、これの一番のポイントは、２の「企業再建の円滑化」の 初の黒ポツ

のところに書いてあることでございまして、「企業再建及び債権放棄に関して、

調整手続についてのガイドラインの検討を要請」というふうに書かせていただい

ております。 

実はこれは国際的に例がありまして、ＩＮＳＯＬという組織があるんだそうで

ございまして、これは倒産に関する専門家が任意に国際的に団体をつくっておる

そうでございまして、25団体が加盟しておりますが、日本はまだ未参加のところ

だそうでございまして、このＩＮＳＯＬが実は調整のガイドラインというものの

ひな型をつくっております。それを参考にしながら全銀協、場合によって経団連、

それから国税庁、金融庁といった公的な部門もオブザーバーとして参加させてい

ただきまして、民間ベースで日本に非常に適したガイドラインというか、調整手

続についてのガイドラインをつくっていただくと。そういう中で再建計画をどう

するかとか、損失分担をどうするかとか、責任はどうするかということについて

も、うまく調整が運ぶようなガイドラインをつくっていただくということを考え

ているわけでございます。 

次の黒ポツは、「産業再生法の活用」ということで、後で平沼経済産業大臣か

ら御説明をいただくはずでございます。建設につきましても、国土交通省が非常

に協力をしてくれまして、再編は絶対必要だということで、それを促進するよう

な方策を国土交通省の方でつくってくださっていますので、それを対策の中に盛

り込ませていただいております。 

３番目でございますが、これはインセンティブでございます。そういうことを

やるときに、何かメリットをあげないと、なかなか話が前に進んでいかないとい

うことでございまして、それらを少し羅列をさせていただいておるわけでござい

ますが、１つは再建計画の策定中の運転資金の融資、これをＤＩＰファイナンス、

デター・イン・ポゼッションというふうに言うらしいんですけれども、このＤＩ

Ｐファイナンスを官民もっと円滑化して、そのＤＩＰファイナンスをしたときの

債権というのは、後でプロラタでかぶるようなときにも、これだけは対象から外

して優先弁済を受けさせるという特別な立場を与えようということが考え方でご
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ざいます。 

次に債務株式化、デットエクイティスワップでございますが、これも活用をし

ようということでございます。しかし、見かけ上はものすごくいいアイデアのよ

うですけれども、かなり限界的なものだということも心得ておかなければいけな

いんですけれども、いずれにせよ、この辺りも活用していこうということでござ

います。 

それから、公的金融機関等による対応でございますが、先ほどちょっと申した

ＤＩＰファイナンス等につきましては、特に政策投資銀行だとか、商工中金とい

う辺りも大いにこれで対応していただくという姿勢を示していただいております。

それから、言うまでもなく放棄をした債権を税務上損金扱いにするといったよ

うなことについては、国税庁の方で対応していただくということで、これもまだ

完全に具体化したわけではありませんが、検討してくださるという意思の表明を

いただいております。 

それから、これは私の所管でございますけれども、金融検査マニュアルで、い

わゆる1,000貸してあったものを700債権放棄すると、あとの300の、いわゆる残債

務、残債とも言いますが、この残債のいわゆる査定、格付けですけれども、これ

は破綻懸念先だと、本当に破綻懸念先のままにしておいたのでは余りいいことは

ないわけで、それをもうちょっと上にやって引き当てをしなくて済むようにして

やるということができないかということを今話しているんですが、検査局もなか

なか大変で、今まだ説得中ということですが、何か考えようということではござ

います。 

以上でございまして、こういった言わばインセンティブを付けることによって

話が前に転がっていくようにしようということでございます。 

それから、オフバランス化の方法等は今まで申し上げた、いわゆる債権放棄を

伴う私的整理のほかに、言うまでもなく債権の流動化というものがあるわけでご

ざいまして、これにつきましては、整理回収機構等が、信託の形でそれを受け持

つであるとか、あるいは不良債権を持っている金融機関からノンリコースのロー

ンを受けて、100なら100の債権相当のローンを整理回収機構が受けて、実際一生

懸命取ったけれども、30しか取れませんでしたといったら、あとの70は金融機関

の方が泣いてくれて、別に整理回収機構に取り立てに来るというようなことはや

めるという約束でのローンを受けて、そして整理回収機構が回収に当たる、こう

いうことを整理回収機構が１つの機能として持ったらどうだろうか、こういう話

もしております。 

それから、債権の流動化のほかにもう１つ当然オフバランス化の手法としてあ

りますのは、これは法的な整備でございますが、これもここにちょっと書いてな

いんですけれども、法務省が先ほどまた手を入れてくれまして、民事再生法とか、

会社更生法をもっと使い勝手のいいものに改正してくださる。こういうことも表

明していただいておりますので、本当にそこまで内容が固まれば書いたはずなん

ですが、ちょっと間に合いかねて、こういうようなことになっておりますが、法
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的整備の方も進むということでございます。 

それから 後に、周辺の問題として当然のことながら、雇用であるとか、関連

の中小企業ということが書いてありますが、例えば、大企業をそういうように直

接償却した場合の下請の中小企業、そういったものを関連の中小企業という言葉

で書いてございまして、そういうものに対するセーフティーネットということは

当然考えなければいけない、これは注意書きという意味で書かせていただきまし

た。以上でございます。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは、次に平沼議員から提出がござい

ました資料５につきまして御説明をお願い申し上げます。 

（平沼議員） それでは、御説明させていただきます。私どもから、お手元に資料の

５－１と２と３がございますから、適宜ごらんになっていただきたいと思います。

民需中心の力強い経済再生を図るために緊急に必要な措置というのは、３つあ

ると思っております。１つが今、柳澤金融担当大臣からお話しがありました負の

遺産との訣別という意味で、不良債権の円滑な処理に向けた方策をやる。 

２番目としては、個人投資家の拡大など、証券市場の活性化対策が必要である。 

３番目として、新たな市場や雇用が創出されるような環境整備の３点、これだ

と思っております。 

その中で、不良債権処理について御説明をさせていただきますけれども、その

抜本的な解決を図るためには、お手元の資料の５－１に書いてございます。５－

１を開けていただきますと、金融サイドの不良債権処理の促進、１番に関しては、

今、柳澤大臣からいろいろお話がありました。 

私どもとしましては、２番のいわゆる産業サイドの債務のリストラクチャリング

の円滑化をしなければならないというふうに思っております。 

つまり、金融サイドにおける不良債権処理の促進方策を今御説明いただきまし

たけれども、これを確立し、それと表と裏の関係にある産業サイド、これのリス

トラクチャリングを円滑化することが必要である。 

３番目は、今も言及されましたけれども、不良債権の処理に伴う痛みを 小限

に押さえるため、特に、大企業関連の中小企業、それに対するセーフティーネッ

トをいかに構築するか、このことが３点として重要だと思っております。 

このうち、２の産業サイドの取り組みとしては、これまでも委員の皆様方御承

知のとおり、株式の交換でございますとか、会社分割、あるいは産業再生法など

による企業組織再編成の弾力化や、柔軟な雇用システム、ベンチャー・創業支援、

民事再生法の制定など逐次必要な施策を講じてまいりました。 

加えて、昨年末に、取りまとめました経済構造改革行動計画に盛り込んだ施策、

例えば、商法改正の前倒しでございますとか、企業年金改革、ＣＰのペーパーレス

化などの金融決済システムの弾力化をしっかりと実現するとともに、先週取りまと

めましたｅ‐Ｊａｐａｎ計画などを早急に実施することが大事だと思っておりま

す。 

こうした取り組みに加えて、今般、不良債権処理の解決に向けてしっかりとし
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た道筋をつけるために、新たに３つの方策を検討しております。 

まず２の産業再生法の活用でございますけれども、産業再生法の運用を拡大い

たしまして、金融機関と企業の債権放棄に向けた協議を加速化するために、債権

放棄に対応した新たな基準を明確化することにいたしました。 

具体的にはどういうことかといいますと、有利子負債を10年以内で返済可能と

なるように業務改善を図る場合には、そのような債権放棄を含む事業再構築計画

について産業再生法に基づく認定を行うということであります。また、その認定

を受けた計画については、金融機関による債権放棄の無税償却の可否について国

税当局が迅速かつ円滑な対応が行われるよう、相談体制の整備も含め、協力関係

を構築することといたしたいと思っております。 

次に、柳澤金融大臣からも言及されましたけれども、ＤＩＰファイナンスの円

滑化でありまして、民間金融機関が再建途上の企業に融資をしやすくなるよう、

こうした融資について金融検査マニュアル上の見直しや、倒産手続上の返済順位

の優先化が必要であると思っています。 

これらの課題について、現在、関係省庁とその調整を精力的に行っているとこ

ろでございますけれども、これを是非きちっとやっていきたいと思っております。

また、こうした民間金融機関による融資を補完するためにこの４月から、日本政

策投資銀行に新たな融資制度をスタートさせ、更に中小企業向けの方策も検討して

おります。 

倒産法制については、より利用のしやすい制度の在り方を早急に検討をいたし

まして、法務大臣に見直しを働き掛けていくつもりでありまして、今、これは非

常に法務省も協力をしていただいているということでございます。 

次に、証券市場の活性化でありますけれども、証券市場の活性化については、

これは言うまでもなく、我が国経済の活力を高めていく上で、証券市場が新たな

産業を生み出すための重要な機能を担うものでありまして、その活性化というの

は喫緊の課題だと思っております。 

お手元の資料の５－２にその辺いろいろ表を付けてまとめておりますけれども、

我が国の個人資産は欧米諸国に比べて、 初の丸い表がたくさん出ておりますけ

れども、これを見てお分かりのとおり、非常に欧米諸国に比べ預貯金に遍在をし

ておりまして、こうした個人資産が証券市場で活用されるような個人投資家にと

って魅力ある証券市場の実現に向けた構造改革というものがやはり急務だという

ふうに思っております。 

このために、金庫株の解禁など、商法改正の早期対応を図る一方で、主として

個人投資家の株式市場参入を促すための税制措置を講じていかなければならない

と思っております。こうしたことに関しては、与党の緊急経済対策、その中にも

盛り込まれていることでありますけれども、こういうことを早急にやるべきだと。

それからまた、新たな市場と雇用の創出につきましては、これは官から民へ、

規制から自由へ、独占から競争へ、こういう価値転換を図っていくことが重要で

ありまして、こうした価値転換の下で、ＩＴ、介護、保育、環境分野を中心に、
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思い切った経済政策を展開していくことが必要だと思っております。 

その際、我が国の経済の活性化に貢献する新規産業や、いわゆる経営革新に取

り組む中小企業に対する支援といった点も重要でございます。 

これはお手元の資料の５－３に列挙してございますけれども、昨年12月にとりま

とめた経済構造改革行動計画の骨子を配付させていただいております。 

本計画策定の際には、私から各大臣に直接交渉を申し上げた経緯があるわけで

ございますけれども、引き続き政府一丸となってこうした構造改革に取り組んで

いく。こういう形で当初、柳澤金融担当大臣から、やはりこの不良債権処理とい

うものが日本の経済を持続的な安定軌道に乗せるためにはどうしても必要だと。

そのためには、やはり産業サイドを受け持っている経済産業省と、またゼネコン

に代表されるようなそういった企業人と関係のある国土交通省、ここで１月から

精力的に、先ほど柳澤金融担当大臣も非常にうまく行っているというお話がござ

いましたけれども、４回にわたって侃々諤々議論をしながら、今申し上げたよう

なそういう方向を出してきたところでございます。 

私からは以上です。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは、次に、奥田議員から株式市場活

性化につきまして御発言をお願い申し上げます。 

（奥田議員） 資料はございませんけれども、後で、本間議員から資料７に基づいて

株式活性化の話が出ますが、実は新聞に、株式買い上げの問題が取り上げられて

います。我々とは考え方・アプローチが違っている話が２回にわたって出ており

まして、今から御説明いたします本間議員の説明には、ほとんどこういう考え方

は入っていないということは御確認を願いたいと思います。 

また、こういうものが、今後新聞に出るようになれば、我々が今後やっていく

いろいろな公共投資の問題とか、経済の活性化の問題ですとか、こういう問題に

ついて、事前にこういうもので押さえられるということになると、我々としては

非常に動きづらいということがございまして、これはどこから漏れた資料か知り

ませんが、民間の方は一生懸命にこういうものは出ないようにいたしますので、

是非。 

（麻生議員） 今朝の新聞の話ですか。 

（奥田議員）  政府の方も是非そこら辺りは、ここにいる方もみんな含めて、やはり。 

（麻生議員） 預金保険機構とか何とかいうものね。 

（奥田議員） 今後、非常に仕事がやりにくくなるものですから、是非この点につい

てお互いに注意をしていただきたい、そういうふうにお願いしたいと思います 

（麻生議員） それでは本間議員の方から。 

（本間議員） 構造改革の視点からの株式市場の改革のあり方については、これまで

プロジェクトを立ち上げて勉強をして、その暫定的なまとめを資料７としてお示

ししてございます。しかし、その中身が必ずしも正確に今日の新聞には伝わって

おりません。あるいは具体的な部分のところについて、我々がタッチしていない

ようなところまで書かれています。この点につきましては、今、奥田議員の方か
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らご指摘をいただいたように御理解をいただきたいと思います。 

この概要及び本報告は、長い文章になっておりますので、私の言葉で少し概略

をかいつまんでお話をさせていただきます。 

株式市場の問題は株価対策的な形でとらえるべきではないと思います。先ほど

申し上げたとおり、本資料は構造改革の視点から株式市場がどのような役割を担

うべきか、その点から日本の株式市場が現在どのような問題点を抱えているのか、

更に、それを克服するために、いかなる改革をしなければならないのかについて

とりまとめたものでございます。 

構造改革の視点には、３つ要件があると思います。第１番目のポイントは、金

融市場の問題。これは実物経済の機関車としての投資に対する資金ファイナンス

をどうするか。経済発展あるいは経済成長の原動力になる部分でございます。金

融市場というのは、リスクに対する完璧な市場も持ち合わせていないし、将来市

場に対しても、普遍的な形でマーケットが存在しておりませんので、放置すると、

近視眼的、つまり非常に直近の動きに左右されるという一般的な傾向がございま

す。このため、将来の収益性やリスクを考慮に入れた上で、資金が十分に設備投

資に回るということが非常に重要な要件で、これは十分性の要件と言ってもいい

かもしれません。この点が現在、日本の実物サイドにおいても、金融サイドにお

いても、実は十分に果たされておりません。そのことが設備投資の安定的な伸び

に対して障害になっております。これをどういうふうに克服するかということが

非常に大きなテーマでありまして、景気対策にとっても非常に重要であります。 

第２番目のポイントは、日本経済の中身を考えますと、中長期的に生産性の低

い分野を淘汰しながら、生産性の高い成長分野にどのように資金を入れ替えてい

くのかという、資金市場の資源配分上の機能がございます。この点で資金市場、

株式市場が十分に機能しているかどうか疑問です。これは効率性の要件と言い替

えてもいいかもしれません。株価が、この効率性の観点で十分な価格付けを行っ

ているかどうかということが第２番目のポイントであります。 

第３番目のポイントは、金融市場が非常に変化しやすくボラタイルであり、シ

ステミック・リスクを生みやすい体制になっておりますと、安定的な意思決定に

対して障害になりますし、経済運営にとっても非常に危険な様相を示すというこ

とでございます。この部分に対して、資金市場が、安定性を持っていることが非

常に重要であります。十分性、効率性、安定性の各観点から、株式市場を根本的

に改革していく必要があると思います。 

その観点から考えますと、我が国の金融市場の特徴を整理していくことが必要

になると思います。第１に大きく分けて、政府部門と民間部門との関係で申し上

げますと、我が国の資本市場は公的資金需要が国際的に見ると非常に高い。これ

はご承知のとおり国債・地方債が累増しているということもあります。 

第２番目の問題は、それとも関連しますが、公的金融と民間金融との関係をみ

ますと、金融仲介機能の中における公的金融の割合が相対的に高い。こういう問

題が２番目の特徴としてあげられます。この点についても今後議論の余地がある
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と思いますが、今日のテーマではありませんので、ここは簡単にしたいと思いま

す。 

３番目の問題は、民間金融の特徴でございます。つまり、直接金融と間接金融

の関係をみますと、先ほどの平沼経済産業大臣及び柳澤金融担当大臣のご発言の

中にもございましたとおり、非常に間接金融のウェイトが高い。これが成長の、

言わば機関車役を果たす直接金融の部分で、ある意味で限界、障害になっており

ます。これを補い、株式持ち合いという形で金融機関が間接金融と直接金融の橋

渡しをしてきたというのが、戦後の日本の特徴であります。 

この株式持ち合い制度は、高度成長期のときには極めてうまく機能しましたが、

90年代に入ってバブルが崩壊した後、むしろこの間接金融役の金融機関の直接金

融に対する役割が障害になりつつあります。これをどういう具合に克服していく

かということが非常に大きな論点になってきます。 

この問題は、第１に自己資本の中における株式の持ち合いの金額が非常に高く

なって、金融機関における経営上の安定性に対して非常に大きな障害になりつつ

あることでございます。このことが直接的な投資に対しての臆病な行為というも

のを生み出しております。また、銀行経営の脆弱さ、安定性の欠如という形で後

ろ向きに機能して、十分性が担保されていない。これが第１の問題点でございま

す。 

第２に、金融機関が直接の貯金供給者である家計部門と企業の中間に立ってい

るため、多様な投資行動に対してバッファーを掛ける結果となっており、同質的

な行動を生み出しやすい形で中間機能を果たしております。これがバブルのとき

には非常に過剰投融資を生み出し、そして現在では収縮するという方向に機能し

ているという問題であります。それから、この問題は家計部門の直接的な株式市

場に対する参入を妨げていますので、市場が薄くなり、国際的な資金移動等によ

って株式市場が、株価の変動を生みやすい要因になっています。 

第３に、ガバナンスの問題があげられます。これまで、メインバンクがうまく

やったと言われていましたが、バブル期以降においては、このメインバンク制の

ガバナンス機能が極めて落ちたということが特徴でありまして、この問題がモラ

ルハザードを生み出しやすい構図になっております。そして、株主に対しての収

益率等を反映しない形で株式市場が機能したということが90年代の大きな問題に

なりました。 

こういうような問題、あるいは特徴を考えますと、我々が今後指向すべき株式市

場においては、株式市場の透明性の向上をきちんと担保するような制度的な枠組み

をつくる必要があると思います。 

それからコーポレート・ガバナンス、即ち企業行動というものをきちんとチェ

ックするメカニズムを担保する必要があります。 

それから、銀行行動と株価との連動性を切断し、与信機能がこれによって影響

を受けないよう健全化する方向で改善しなければなりません。 

そして、 終的には個人投資家が直接的に自らのリスクとリターンの判断によ
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って市場に参加できる健全な市場形成をしていかなければならないと思います。 

この点に関しまして、やはり株式持ち合い制度がもたらす弊害を考えますと、

この点について現状を放置したままで推移したときに、可能性としては、言わば

市場均衡が劣位な形で落ち着く危険性がございます。 

こういうような状況を回避して市場がきちんと安定的な形でプラスの均衡状況

に落ち着くためには、この株式保有状況というものを大きく変えて、再出発をし

て株式市場が健全な市場機能を発揮し得る、そういう枠組みをつくっていくとい

うことが今後の課題になってきます。そういう意味において、放って置いたとき

に起こるかもしれない問題について、言わば危機的状況へのバッファーとして必

要であれば、合理的な範囲でここで「株式保有解消機構」と呼んでいるような機

構を設立しまして、この機構を通じながら、いわゆる括弧付きの持ち合い解消の

側面から支援、あるいは今いろんな形で伝えられている公的な関与を検討すると

いうことも１つの立場ではないかということを、この報告の中では述べておりま

す。 

勿論、先ほど申し上げましたとおり、ＰＫＯ的な発想ではなく、今後の日本の

経済の再出発の基本的な要件として、これを位置づけるということであります。 

具体的な方法としましては、勿論銀行と事業会社間で、自らの努力で相対的な

取引によって株式消却を進めていくということで済めば非常に望ましいのですが、

現実にそのような方法が金融市場の安定性を損なうような形で、国民経済全般に

問題を残すのであれば、先ほど申し上げたような形の機構を想定するということ

も１つの考え方としてはあり得る。一時的な考え方としてはあり得るということ

でございます。 

この点につきまして、我々民間議員はいろいろ議論をしましたし、民間の有識

者ともヒアリング等を通じ、委員会を通じて議論し、考え方をとりまとめました。

できるだけ速かに関係各省庁において、この基本的な考え方について具体的にど

のように進めるかということについて御検討いただきたいというのが、民間議員

側からのお願いです。 

先ほど申し上げましたとおり、新聞において、幾分先走ったような書き方が出

ておりますが、我々としては基本的な考え方を整理し、各関連省庁に対して、１

つの方向性を示唆した上で提案したと考えていただきたいと思っております。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは次に柳澤臨時議員の方、先ほどの

株式市場活性化の証券市場の研究をしています。お願いを申し上げます。 

（柳澤臨時議員） 先ほどに引き続きまして、私の配布させていただいた「資料４」

の２ページ目をごらんいただきたいと思います。ただいま本間議員の方から、若

干お触れいただきました現物拠出型の上場型株式投信や一時的には株式保有解消

機構といった方式も検討されるべきであるというくだりを受けまして、私ども部

内で検討したところでございます。 

１でございますけれども、我が国金融システムの安定性を高めていくためには、

銀行の株式の保有に伴うリスクを減らす、価格変動リスクでございますが、減ら
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す必要があり、そのため銀行の株式保有を例えば自己資本の一定割合にとどめる

ための制度を整備する必要がある。 

２番目に「このような規制に対応して銀行の株式放出を円滑に進めるための方

策として、現物拠出型の上場型株式投信や一時的には株式買上機構といった方式

も検討されるべきである」これはもう本間ペーパーと全く同じトーンで書かせて

いただいております。 

３番目でございますが「銀行の株式保有の具体的レベルについては、金融シス

テムのみならず、今後の日本経済の基本的な構造を規定するものであり、銀行の

健全性、銀行の産業支配力及びベンチャーを含む企業への資金供給など多面的に

検討する必要があり、拙速に決めることは日本経済の将来に禍根を残すこととな

りかねない。金融審議会等の場において、有識者や専門家、産業界等幅広く意見

を聞いて慎重に検討を進める必要」というのが、私どもの気持ちでございます。 

更に申しますと、４番目でございますけれども、銀行の株式の放出についての、

言わばルールでございますが、これをどのように決めるか。銀行を不当に優遇す

ること等がなく決めなければならないということでございまして、例えば今、巷

間いろいろ取り沙汰されているような銀行の任意の処理放出によるんだというよ

うなことでいいのか。 

そうなりますと、どうしても銀行の好みで、例えば有望な株等を留保して、余

り関心のないところだけを放出するということを一体許すのかというようなこと

がありまして、例えば一番公正ということを考えると、プロラタ、つまりあらゆ

る銘柄を同じこの比率でもって放出するというようなことも一方の極にはある考

え方で、これらのうちの一体どれを落としどころにするのかといったようなこと

について、その落としどころによっては銀行が勝手な放出をするのをバックアッ

プすることになるということになってしまうんではないか。こういう心配が、ま

ず放出段階でもございます。 

また、うまく受け皿、先ほどおっしゃられた一時的な株式買上機構というもの

にうまく引き渡された場合でも、その場合にも高度に発達した現在の株式市場の

中で市場を歪めたり、市場参加者に悪用されることがあり得るわけでございます。

これはかつて40年のときに、こういう保有組合等の、言わば買上機構をつくった

わけでございますが、その当時の株式市場と現在の株式市場とは様変わりでござ

いまして、今、日本の市場とは申せ、売買次元でシェアをはかってみますと、外

国人のシェアが50％でございまして、しかもこの人たちは必ずしも将来の自分の

評判というものを気にしなくて済む立場でございますので、例えば昨今のＥＢ債

とか、リンク債とかいうようなもので、大変自分たちの利を追うことにのみ熱心

だというような感じもありまして、それらの活動を封じ込めるような方式は一体

どのようなものかということも考えないといけないのではないかというように思

うわけでございます。 

例えば、この銀行の放出について期限を定めると、例えば３年なら３年という

ことを巷間では言われているんですが、そういうことをやった場合には３年辺り
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にまだ、この放出しきれないものは当然、証券の開示資料の中に情報が入ってお

りますから、これは本当に簡単に先物市場で売り込まれてしまうというような、

例えば一番簡単なことでも、そういうようなことが懸念されるということでござ

いまして、日本の市場がそういう暴利を許さないということは、少なくともしっ

かり担保したことにしなければいけないのではないかということでございます。 

株式市場へのインパクトや、公的負担を 小限にすることも併せ考えながらと

いうことでございまして、これは現在株式市場では到底銀行は売りに出さないわ

けであります。こういう構想が本当に具体的になりますと多分、どうしても上が

るだろうと思うんですけれども、それ以上に株価が上がるか上がらないか、こん

なことはだれも議論できないわけですが、少なくとも日本が成長期にあった、今

から顧みて、高度成長の後半部分であった40年代に比べて、本当に株式のバリュ

ーの意味で上がる可能性というものを考えたときには、ややあの当時のことを繰

り返すというような簡単な想定はできないのではないか。そうなりますと、この

公的負担を 小限にするというのは、一体どうすればいいか。私は先生が一時的

と言ったことは非常に意味があるわけで、10年持ってというような話が、これま

た巷間言われているんですが、到底それは耐えられないことになるのではないか。

例えば、そんなことも心配のし過ぎかもしれませんが、考えるわけでございます。 

そういうこと、いろいろ諸々、つまり放出の段階、それから受け止めた段階、

もしそういった公的負担云々ということを考えますと、一体だれがこれを運用す

る担当者になるんだ。 終的な放出ということを、いかにその負担を少なくして

放出しきるかということを一体だれが担当するのか。この担当者もなかなか見つ

けにくいというようなことも実は話題にしておるわけでございます。諸々、その

ようなことを考えますと、「適切なスキームを細部にわたって十分詰めなければ

ならない。また、そのスキームが機能するため、何らかの公的支援を行うことが

必要となることも考えられるが、銀行救済との誤解を招かないようにすることも

必要」ということでございます。 

したがいまして、５でございますが、「本構想については、今後、真剣に取り

組むこととするが、上記のような多岐にわたる検討が必要であり、周到に取り組

むこととする」。このように考えているところでございます。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは有識者議員の方から提出がありま

した「資料６」につきまして、吉川議員から御説明をお願い申し上げます。 

（吉川議員） 「資料６」表紙をめくっていただきますと、１枚紙になっております。

先ほど岩田政策統括官、速水総裁からもお話がありましたが、日本経済、今年度

は大変に厳しい局面を迎えるのではないかと考えております。そうした中で日本

銀行は先日新しいステップを取ったわけでありますけれども、私ども民間４名の

議員として、改めて以下の諸点を政府にお願いしたい。既に本日の議題となって、

議論されてきたこともあるわけですが、改めてお願いしたいということでありま

す。 

４点挙げてありますが、１番目は「不良債権の処理をすみやかに行う」。本日
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の議題になっております。 

２番目は「社会的弱者に対するセーフティーネットを強化するとともに、雇用

の流動化に対する環境整備を進め、新規分野（特に、サービス分野）における雇

用の拡大を図る」。 

３番目も既に議論されているわけでありますが、「株式市場の改革、経済構造

改革のための諸制度のあり方を検討し、施策を着実に実施する」。 

４番目は、平成14年度予算編成に向けて次のような課題に取り組んでいただき

たい。「新たな経済発展の芽を育てる分野へ歳出の重点化」をしていただく。「効

率的かつ透明性の高い予算編成プロセスを実現」していただきたい。あるいは「中

長期的な財政・社会保障の姿の明確化」。 

こうしたことは既に経済財政諮問会議で議論されてきたことでありますが、以

上の諸点を是非とも政府として常に心掛けていただきたいというお願いでありま

す。 

本日の議題でもある不良債権、あるいは株価、更に雇用、いずれも 終的には

経済の実体面、パフォーマンスに依存するものだと私は思います。経済の成長と

いうのは、結局のところは社会のニーズに新しい技術をどのように結び付けるか

ということによって、それによって生まれるものだと私は思います。民間企業は

勿論やるべきことをやるわけであります。それに加えて政府として、どのような

ことができるのか、例えば予算ということもあるでしょうし、規制緩和、あるい

は適当な法整備も必要になると思います。政府にできることを通して社会のニー

ズに新しい技術を結び付けていくということを常に心掛けていただきたいという

のが、我々民間議員のお願いであります。 

以上です。 

（麻生議員） ありがとうございました。それでは予定をしていただいておりました

発言はそれぞれいただいております。当面の政策運営につきまして、御自由に御

議論をしていただければと存じます。牛尾議員。 

（牛尾議員） 今日は大変に多くの問題について、各大臣、各担当の方からお話しが

出ましたが、やはりこのような状況下では企業経営者は先行きの見通しが変わる

わけですから、今ちょっと見えないですね。だから、様子を見るというのは当然

でして、決まっていることも暫時足踏みをして待っているということだと思いま

す。 

個人消費についても、やはり大型の耐久消費財などに関してはもう少し先が見

えるのを待つだろうというのは当然でして、今、大事なことは、どのような形で

いい話を聞くことではなくて、先行きの変化にある程度道筋が見えることが大事

であります。今、吉川議員からも有識者議員提出資料「資料６」の報告がありま

したが、例えば14年度の予算編成に向けてのいろんな課題もここに３つ書いてあ

りますけれども、そのようなものが少しでもできるだけ前倒しして、先の見通し

を見せるということが大事です。 

それがたとえ厳しい見通しでも、例えば資料６の下部に「中長期的な財政・社
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会保障の姿の明確化」と書いてありますが、厳しくなる見通しでも先が見えれば、

経済活動は動き出すわけです。一番困るのは見えないことです。かなりいい形で

進んでいたのが、いろいろな情勢でこの３、４か月、また雲が出てきて、霧が出

てきて見えなくなってきている状態ですから、みんなただひたすら待っている。

決して悪い方になるというようにだけ一方的に考える必要はないと思います。や

はり、今、政治が為すべきことは先の見通しが見える、見通しが見えなければ、

どのような方向に進むかという方向だけでも示すことが非常に大事であって、今

は専ら政局まで込めて霧の部分が多過ぎることが、経済構造の動きを止めていま

す。 

そのような点から言いますと、株式市場の問題でも、やはり金融機関の株の持

ち分をもっと減らした方がいいとか、いやもう全然持たない方がいいという議論

については、柳澤大臣がおっしゃるように、やはり日本の経済構造、特に金融リ

ード型で高度成長を行った経緯から簡単には言えないと思います。しかし、一時

的でも公的資金が入って、銀行の持ち株を持つのであれば、その辺の考え方がき

ちっと提示できれば私はやってもいいと思いますが、その考え方が提示できない

のにこういうことをやりますと、これは株価ＰＫＯに完全に見られてしまうわけ

です。見られた瞬間に、やはり民間主導型に進もうとする経済政策に不信感を市

場が持つだろうと思います。 

だから、何よりも大事なのは、柳澤大臣が、金融機関の持ち株は、少なくても

自己資本の半分以下に減らさないという考え方を示して、その為には一時的に銀

行の持ち株を公的資金で保有するといえば市場は理解を示すでしょう。 

だから、今、市場や経営者が求めているのは、いろんな措置に対するアカウン

タビリティーであります。 

よく言われるようにアメリカの投資家が、日本が構造改革に向かって動き出し

たときが買いだと言っていることは、今でも私は真実だと思います。構造改革が

何かということは、先に向かってどう見えるかということを込めて言っているわ

けでして、そこのところがみんな今、動きが止まって、為政者側も市場も、また

それを構成している経営者も個人消費者もじっとしてながめて、方向性を見つめ

ているときですから、ここは非常に経済政策の態度としては大事なときだという

ように申し上げたいと思います。 

（柳澤臨時議員） どなたも発言にインターバルがあるようですので、その穴埋めと

して申し上げるんですけれども、要するにこの問題についてはアメリカ型とドイ

ツ型なんです。ドイツは、もう諸先生御案内のように10％以上のものは60％止ま

りですよと、こうやってあります。だから、10％以下のもの、日本で言うと５％

ルールですが、それ以下のものについて極端に言うと幾らでも持っていいみたい

なことになって、現実には総量では幾らになっているかというと、私の記憶では

75％以上になっていると思います。日本みたいに130とか150とかということはな

いんですけれども。 

ですから、銀行の企業に対する支配力の問題と、銀行の健全性の問題とをどう
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組み合わせてセットするかなんですけれども、アメリカのようなもう全くきれい

さっぱりというところもありますし、ドイツ型もあるし、日本は一体どこにセッ

トするんだということが問題なんだと思います。 

（牛尾議員） そのような意味では、この経済政策を議論するときに、財務大臣は精

通していらっしゃるわけですけれども、日米とか、日本とアジアというものが考

え方で常に連動しながらこのようなことを議論する必要があります。日本だけで

決められなくなっており、具体的な問題についても、やはり常に相手の意見も聞

き、もし日本がこっちに来た場合には、相手が十分それを理解して、そういうこ

となら我々もサポートしようというような感じの、政治の国際的なコミュニケー

ションが非常に大事な時代になってきたのです。 

もう１つは、ドイツ型に関して言えば、国際的コミュニケーションが行き過ぎ

て共同決定法ができて、それがまた今後経営については非常にしがらみになって、

自由な経営活動にとってはマイナスであります。 

（柳澤臨時議員） 決めた途端に、アメリカの金融当局か何かが、我が方に否定的な

ことを言われるんでは、もう成り立っていかないと思います。本当によく理解し

合って、あれはいいんだということでないとですね。 

（牛尾議員） 財務大臣のご経験からして、アメリカとは話しができるのですか。 

（宮澤議員） 先ほど本間さんがおっしゃったことに関してなんですけれども、その

前に柳澤大臣が話されたことですね。結局、柳澤君が言っておられることも、基

本的に先生のおっしゃることを考えているわけだと思います。ただ、日本の銀行

がどれだけ株を持つべきか、あるいは落とすべきかといったようなことは、もう

かつて議論されたことがなくて、非常に大事なことだろうと思います。そうする

と、そこが牛尾さんのおっしゃったことと関係してくるんですが、方向としてそ

うだろう。しかしそういう水準というのを国民の納得できるところへ詰めるのに

は、金融審議会とか何とかいろいろな手続なりが恐らく要るのではないかと思う

んです。 

そうすると、そういう方針は今あなたのおっしゃるとおり決められるかもしれ

ない。しかし、どのぐらいなんですかというようなことは、やはりそれなりの手

続を経ないと、当事者たちも恐らくいろいろ意見があるであろうといったような

ことが、きっと皆さんのおっしゃっている中で出てきて、先生それはやはり行政

としてはかなり慎重に運ばないといけないという御意見ですか。 

（本間議員）  この文章の中では、限定条件付きで、非常に強調して書いております。

これからも、３月危機だとか、４月危機だとか、９月危機だとかが指摘されてお

りまして、ボラティリティー、あるいはシステムの不安定性を生み出す危険性が

非常にあるときに、事前に政策の言わば考え方を整理して、やるときはやるぞと

いうスタンスを、やはりマーケットに常に政策の手段として担保しておくという

ことが非常に重要だと思います。その意味で、一時的にというような言葉を使い

ながら、そこら辺のところについて慎重さと大胆さをどのように組み合わせてい

くかということが、効果的にマーケットと対話するために必要です。この文章は
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両面から読めるような、その意味ではちょっと曖昧なというところがあるかもし

れませんが、そういう気持ちがここににじみ出ているという具合にお考えいただ

きたいと思います。 

ただ、持ち合いを解消していくときに、株を民間の家計部門が吸収していくと

いうことが非常に重要なポイントでありまして、それが企業間だけで振り替えら

れていくというようなことであっては、究極的な資金市場の効率化という点で言

えば問題があります。今の日本の制度、特に税制が戦後ずっと続いてきたという

こともありまして、過剰貯蓄、過小投資型の税制になっております。過剰貯蓄に

対して過小投資になっている今の状況を、制度的な見直しをしながら、家計部門

の資金を預貯金、保険から株式市場に誘導するよう、どのように制度的な枠組み

をつくっていくかということが非常に重要なポイントだと思います。先ほどもお

話出ましたが、やはりドイツがこの点で１つのモデルになり得ると思います。 

したがいまして、私は追加的な優遇措置を、株式の少額的な部分に付けていく

という発想だけにとどまらず、むしろもう少し広い意味での抜本的な政策論議と

いうものをやっていく必要があると思います。これは、広げていくと、社会保障

の問題等にも関連するところがございますので、戦前・戦後を通じてずっと続い

てきた制度をここで、今の時代の状況の中で全般的に見直していくような、幅広

い議論をする必要があると思います。国民に対してのある種の啓蒙、啓発にもな

っていくという部分がありますので、もう少し視野を大きくした方がいいという

感想を持っております。 

（宮澤議員） 投資信託というのが１つの知恵でしょうね。これはなかなかいい知恵

かもしれませんね。 

（本間議員） はい。 

（麻生議員） どうぞ吉川議員。 

（吉川議員） 本間先生が発表された、株式市場に関する報告書も、再三強調されて

いるように、これは構造改革の一環なんです。ですから、それは私、基本的に正

しいと考えているわけです。別の言い方をすると、それは中期的な課題に応える

ものであるわけです。 

例えば個人の投資家が厚みを増していくということも、大変結構なことだと思

います。しかし短期的に見ますと、個人の投資家が現在何に感心を持っているか

というと、これは日本銀行のサーベイデータなどもあるわけですが、例えばリス

クとリターンということで言うと、日本の典型的な消費者というのは、リターン

にほとんど現在関心を持っていない。むしろリスクを非常に嫌がる。その結果と

して預貯金が非常に多いということです。確信犯と言いますか、リターンに余り

関心を持たないで、ローリスク、ローリターンでよい。リスクがとにかく小さい

ものを好むんだというのが、これが現在の消費者の姿なんです。ですから、これ

を中期的に、構造的に変えていこうというのは、大変大事なことだと思いますし、

そのことが議論されているんだと思います。 

しかし、それは短期的な話にはならないということを考えに入れた上で、いろ
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いろなことを政府としてお考えいただく必要があるんじゃないかというふうに私

は思います。 

（平沼議員） 今の吉川先生のお話ですけれども、この資料の５－２の中の３ページ

に、個人投資家が株式市場に参加しない原因というのは、証券広報センターの調

査で出ていまして、ここを読んでいただければわかりますけれども、株式投資を

行ったことのない個人というのは７割もいるわけです。それは、まだ知識を十分

持っていないということと、何か変な、株取引に悪いイメージを持っているとい

うようなことで、そこのところが1,400兆ぐらい個人の資産あるんですけれども参

入してこないと。だから、そこのところを動かしていかないといけないというこ

とだろうと、非常に数字にはっきり出ていると思います。 

（麻生議員） やはり田舎であの人株やっているらしいわよというのは、大体マイナ

スイメージですからね。田舎じゃ絶対。 

（牛尾議員） この３番目の株式投資に対する悪いイメージの原因についてですが、

行政の人と政治家が株式投資をすることが、決定的に悪いことだというイメージ

になっています。だから、透明化してルールさえ守れば、政治家も行政の人も株

をやってもいいんだというようにしないと、悪いイメージは変わらないのです。

それを変えずに、証券市場が も大事だと言ってもおかしな話になります。 

（麻生議員） よく答弁で申し上げるのはその件なんですけれども、なかなか、かな

り啓蒙していくのには、何となく怪しげなことになっておりますので。 

（平沼議員） だから、その次の４ページに「個人投資家の株式市場参入の条件」と

いうことで列挙してありますけれども、なかなか難しい問題だと思いますけれど

も、こういうのを１つ１つ潰していくことが大事だと思います。 

（奥田議員） その件ですけれども、この前申し上げたと思いますけれども、圧倒的

にやはり個人の株式の購入者は、一般の庶民の方よりもむしろやはりサラリーマ

ンの中の上級の位の人、例えば部長だとか役員とか、そういうのが結構いるわけ

ですけれども、そういうのは話しを聞いてみますと、株はやはり買いたいという

意向は多分に持っているんですけれども、インサイダー等の問題があって、おれ

はインサイダーに引っ掛かるかもしれないからどうも買いたくても買えないのだ

という、それでどうも尻込みしているというケースが実際の場ではものすごくあ

るわけなんです。だから、あそこらへんの線引きをもうちょっとはっきりさせれ

ば、相当数の人が入ってくるんじゃないかという感じはしますけれどもね。 

（牛尾議員） 自社株の場合に。 

（奥田議員） 自社株もそうですし、関係会社もそうですね。 

（牛尾議員） 関係会社の株を社員が買おうとすると、総務部などに聞くと、これは

もう時期、何か重要な発表があるから、今は待てと言われ、１年間のうちで、買

う機会が１週間単位で５、６回しかない場合もあります。それはルールがはっき

りしていないからです。用心しすぎて買えないのです。 

（奥田議員） そうですね。 

（柳澤臨時議員） そうですけれども、これはむしろ証券取引法にぴしっと書いてあ
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って、要するに重要事項ということが書いてあって、それを知っててとか、その

発表の後でなければということで、ここのところは相場操縦よりも、割にインサ

イダーの方ははっきりしているんじゃないかと思います。 

（牛尾議員） それは、はっきりということを、極端に慎重に考えると、年に買える

のは１週間単位で５、６回ぐらいしかないです。はっきりしているけれども、極

大解釈になっているのです。 

（本間議員） 公的機関における株の言わば胡散臭さの強調というのは、ずっと歴史

的にも続いているようなところがございますが、積極的に認知していくことが必

要であるというのは、牛尾議員がおっしゃるとおりだと思います。その胡散臭さ

というのは、これは今までの株式市場の不透明性とも非常に関連をしております

が、企業等に比べて個人投資家を、こういう言葉使いは非常に問題があるかとは

思いますが、いわばごみ扱いしてきたことにも問題があります。それはこういう

相対間の持ち株であるとロットが大きいので、手数料が入ってくるということで、

まさに平沼大臣がおっしゃったとおり、株式市場における言わばアンフェアさと

いうのが非常に国民に、あるいは家計の方に根強く残っている。そこをどういう

ように解消していくのかということが、非常に重要だと思います。 

第２番目の問題は、これは投資家からすると、預貯金、生保、株とかいう形で

分けているが、日本の場合には金融機関が株を持っている。預貯金の言わば信用

性は、金融機関の経営能力に掛かっているわけでして、根元のところが非常に不

確実性に満ちているような状況の中で、預貯金は大丈夫だよと言っているような

ものであります。したがってペイオフの問題等も全部絡んで来ます。 

先ほど柳澤大臣がおっしゃったとおり、これは金融機関のためではありません。

まさに経営上の安定化を通じて、預貯金等に対してもリスクを解消していくため

に重要なんだというように、外部効果を強調することによって正当化できると思

います。そして自分がリスクを取るのか、間接的に取るのか、つまり預貯金を通

じて銀行に任せて、あるいは生保に任せてリスクを取るのか、ここら辺のところ

はやはり国民自身もいろんな意味での教育を通じながら、理解していくというこ

とが重要だと思います。 

そういう意味では、まさに錯覚に基づく安定性というものが非常に流布してい

るというのも、日本的な特徴ではないかという感じを持っております。 

（速水議員） お話を伺っていて、３つ問題点があるように思います。１つは株価対

策としての買上機構という話があり、大分政府の方もお考えだと伺っています。

これはしかし出資はだれがどうやってやるのか、それから株価変動リスクはだれ

が負担するのか、特に一次ロス、二次ロスと言ったようなものをどうやってカバ

ーしていくのか。私は余り無理して買上機構をつくらない方がいいんじゃないか

と、市場を健全に成長させていくためには、余りいい効果がないんじゃないかな

という感じがいたします。 

第２の点は、今、議論されていたように、銀行が株を持つことがいいか悪いか

という問題。私の記憶では、大きな銀行が株を多く持っているというのは、日本
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とドイツだけじゃないかと思います。中でも、日本は極端に株をたくさん持って

いたわけですが、自己資本の何％ぐらいまでならいいのか、何かやはり規制のよ

うなものが必要じゃないかなという感じがいたします。 

３つ目は、今の1,400兆円もある家計の金融資産、このうちわずか14％ぐらいし

か直接金融に回っていない。間接金融から直接金融に切り換えていかなきゃいけ

ないというのは、前から私も問題意識を持ち、かつそれを主張してきたわけです

が、ペイオフの解除などがあって、民間、庶民がみんなこれから先どうやって持

っている金融資産を運用していくかということを考える時期に来ているように思

います。投資信託も確かに１つの手ですが、投資信託というのはどうも今までの

ところは大きな業者が、巨額の資金を運用したところ、投資家が損をしたという

経験があって、なかなか民間が怖がっているというのが現状だと思います。もっ

と家庭に馴染みのある投資信託、この人なら運用を任せられるというような、ミ

ューチュアル・ファンドとか、あるいはアメリカなんかにたくさんあるファンド

といったようなもの、投資組合ですね。こういうものはもっとできて、そういう

ものを通じてここなら預ける、投資する人と斡旋する人が信用を持ってやれるよ

うなファンドができていくというのが、１つのこれからの行く道じゃないかなと

いうふうに思っております。 

以上、３つのことを申し上げたいと思います。 

（片山議員） 株式の買上機構の話なのですが、私、素人だし個人の意見で申し上げ

るのですが、どうも買い取りの対象や限度や損失補償なんか、これから詰めて詰

められるのかどうかという問題もありますし、それから一般の国民から見ると、

どういう理屈を付けようが銀行の救済なんです。そういう感じを受けるので、む

しろ株式の悪者イメージを拡大するんじゃないかという心配がありますし、もう

１つは国際的ないろんな議論ですね。外国人投資家が相当なウェイトを占めてい

るときに、どういう評価になるんでしょうかね。私は、これを案として言うのは

いいけれども、これを実際の仕組にするときに大変難しいと思うし、プラス、マ

イナスのきっちりした評定をしないと、むしろマイナスになるのではなかろうか

という感じを私は今、持っています。 

（平沼議員） 今、片山大臣が言われましたように、例えばそういう外国大手証券会

社の第一線の連中何かは、今までは買い推奨だったけれども、こういう形になる

と売り推奨に切り換えるようなことのアナウンスが出ていますから、やはりおっ

しゃるように非常に慎重にやらなければならない。ですから、それはいろいろ表

現も工夫されていましたけれども、やはり余りそういう形にやると、今、御指摘

のように銀行救済だとか、本来やるべき構造改革だとかそういうことを抜きにし

て、これをやるという形になると、今、外国人投資家のあれが５割を占めていま

すから、そういうものが逆に売り推奨に切り換わると、元も子もなくなるという

可能性も秘めていると思うんです。 

（牛尾議員） 恐らく３、４日後に、政府・与党が緊急経済対策を出されると思いま

すが、特に株式市場に関しては皆が政府を軸にした動きを期待しています。しか
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し、それは一歩動き出すと、今、片山大臣もおっしゃったよう悪く取られたらき

りがないし、透明性を確保しなくてはいけないし、柳澤大臣がおっしゃるように

特にアメリカ、欧米の評価が悪ければ、一発のもとに消えてしまう。しかし、政

府与党では、そこまでものを考えて決めるかどうかは、私もはなはだ疑念を持っ

ていますから、そのような点はしかし何かの動きを見せないといけないときにき

ているのです。しかし、その動きは一歩間違えると非常に評価が落ち、やはり市

場が反応してくれるような動きでないと困ります。だから、非常に困難ではあり

ますけれども、政府が動かざるを得ないところに来ているので、大変に難しいけ

れども、動かないわけにはいかないということだけははっきり申し上げることは

できます。 

（奥田議員） 本間先生のペーパーにも書いてありますけれども、時価による相対取

引ですね、持ち合い会社同士の。あの考え方というのは柳澤先生の方ではお考え

になっていないですか。 

（柳澤臨時議員） これはもう相対ですから、価格の点は我々が関知しなくてよろし

いんでございましょうけれども、ただ銀行の場合は自社株の消却というのができ

ないんです。つまり、事業会社は自分の自社株を消却できるんですが、銀行の場

合には自己資本比率というまた別の角度からの規制が働いていますから、だから

持っちゃったら今後は自分の株が下がる一方になってしまったら、これどうにも

ならないことになっちゃいますね。それから、自社株を持った途端に、自己資本

はもうぐっと減るわけです。 

（麻生議員） 時間になりましたので、今回はこれで終わらせていただきますけれど

も、いろいろ御議論いただきました中で、経済対策の具体的内容に関わる議論に

つきましては、誠に恐縮ですが先ほど牛尾先生の方から御指摘のあったとおり、

４月４日までの政策立案中のことでもありますので、公にすることになるとマー

ケットにいろいろ影響を与える等々の不測の状態も考えられますので、この後の

記者会見では公表しないことにいたしたいと存じますので、資料の４、５、６、

７につきましても、同じ扱いとさせていただきます。同様に、議事要旨は今回例

外として経済対策を取りまとめた後に公表いたしたいと存じますので、よろしく

お願いを申し上げます。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」と声あり） 

（麻生議員） ありがとうございます。それでは、各議員におかれましても、経済対

策の具体案に関わる議論につきましては、経済対策のとりまとめまでの間は、自

らの発言をも含めまして公表されないようにお願いを申し上げます。 

次回は、今月中旬にも社会資本の整備、今回させていただく予定にしておりま

した、社会資本の整備。それから、片山議員の国・地方の役割分担等について議

論をいたしたいという予定でございます。ありがとうございました。 

それでは 後に。 

（森議長） 長時間、大変御熱心な御議論ありがとうございました。現下の厳しい状

況に鑑みれば、不良債権の的確かつ迅速な処理、株式市場活性化等についての効
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果的な具体策を早急にとりまとめる必要があること。また、これらの措置は短期

的にはマイナスの影響が生ずることもあるものの、日本経済の活性化には不可欠

であることについては、皆様と同意見であるというふうな受け止め方をさせてい

ただきたいと思います。 

本日、御討議をいただきました株式買上機構の問題につきましては、極めて難

しい問題でありますが、本日の御議論で何か方向性が出るかなという期待をいた

しておりましたが、大体御議論のような結果だろうと思います。 

本日の諮問会議での議論に関しましては、与党との連携も図った上で、政府が

取りまとめる緊急経済対策に十分反映させて、効果的な施策を講じていきたいと

考えております。 

今日は本当にありがとうございました。 

（麻生議員） ありがとうございました。では、総理の御配慮で小食堂の方で軽食な

どが準備をされておりますので、お時間が許す方はよろしくお願いを申し上げま

す。 

（以 上） 
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