
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

第３回「構造変化と日本経済」専門調査会議事要旨 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

（開催要領） 

1．開催日時：2008 年 3 月 28 日(金） 14:00～16:00 

2．場 所：中央合同庁舎 4 号館 共用第 3 特別会議室 

3．出席委員等： 

会長 	 植  田  和  男 東京大学大学院教授 


氏  家  純  一 野村ホールディングス株式会社取締役会長 


牛  尾  治  朗 ウシオ電機株式会社代表取締役会長 


大  竹  文  雄 大阪大学教授・社会経済研究所長 


川  勝  平  太 静岡文化芸術大学学長 


香 西 泰 エコノミスト 


小 島 明 社団法人日本経済研究センター会長 


小  島  順  彦 三菱商事株式会社代表取締役社長 


冨  山  和  彦 株式会社経営共創基盤代表取締役 


柳  川  範  之 東京大学大学院准教授 


木 村 勉 内閣府副大臣（経済財政政策） 

加  藤  勝  信 内閣府大臣政務官（経済財政政策） 

八  代  尚  宏 経済財政諮問会議民間有識者議員 

（議事次第） 

１ 開 会 

２ 議 事 

グローバル化と金融について 


４ 閉 会 


（配布資料） 

○金融における構造変化（氏家委員提出資料） 

○参考資料（内閣府） 
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（概要）

（植田会長）「構造変化と日本経済」専門調査会第３回会合を開催する。西水委員が御欠

席だが、冨山委員が今回初めて御出席される。 

今日は、グローバル化と金融について議論を進めたい。進め方としては、氏家委

員に、昀初 15 分程度プレゼンテーションをいただき、その後、事務局が用意した

資料を説明する。それから自由討議ということにしたい。 

それでは、氏家委員、よろしくお願いします。 

（氏家委員）本専門調査会は、日本経済が世界経済への成長ダイナミズムを取り入れなが

ら自立的に成長を続ける構造にいかに転換するかを探ることを目的としているわ

けだが、大きくはヒト・モノ・カネの３つの論点があると思う。ヒトについては、

前回、柳川委員から問題提起があった。モノとカネのグローバル化については、事

務局の資料にまとめられているので、私は、お金に関わる構造変化に焦点を当て問

題提起をしてみたい。 

我が国において、金融資産の有効活用が必要だという命題について、皆さんの認

識が一致しているものと思っているが、官民両方が所有管理している我が国の金融

資産がきちんと投資に回り、グローバルな比較で満足できる水準のリターンを上げ

るようになることを、ここでは金融資産の改革と呼ぼうと思う。 

私は、金融資産の改革は多く存在する課題の１つという位置づけではなく、昀優

先すべき課題であると考えている。というのも、金融資産の改革を実現することで、

本調査会で議論される他のさまざまな課題の解決が促進されると考えるからだ。事

務局資料にあるように、現状、約 1,500 兆円の個人金融資産の大半は、利回りが低

い銀行預金等に滞留している。しかし、個人が合理的なリスクを取りつつ、この滞

留している資金をよりリターンの高い手段で運用するようになれば、老後への備え

の厚みが全く違ってくるだろう。将来への不安が消費を抑制する効果を有している

ことを考えると、個人の健全な資産形成促進が個人消費者の拡大につながると考え

ている。 

また、昨年、我が国の国際金融センター化が活発に議論されたが、この点でも、

私は昀初に位置づける課題は、個人金融資産の改革であると思っている。 

個人がより賢い運用を目指すこと、つまりより付加価値の高い金融サービスを要

求することで、初めて金融関連産業の高度化が進み、我が国の金融関連産業がもの

づくり産業の資金循環装置としての存在から脱し、経済成長に貢献できる重要な産

業の１つへと進化することが可能になると考えている。高度かつ旺盛なニーズのな

いところに、ハイレベルの金融業が育つことはあり得ない。 

例えば、高度な金融人材を育てるべきだという意見は全くその通りなのだが、育

った人材が活躍する場がなければ、意味がない。 

後で述べるように、主要先進国は国民がより適切な資産運用を行い、老後に備え

ていくことを政策によって促している例が多くある。我が国でもそうした政策を通

じて、高度な金融サービスへのニーズが高まっていけば、自然とそれに応えようと

する人材が国内で育ち、世界中からも人材が集まってくるだろう。 

個人の金融資産だけではなく、官の金融資産も公的年金が 200 兆円、外貨準備が

100 兆円という大変大きな規模だが、保守的な運用にとどまっており、見直す余地

があると考えている。 
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資料の３ページ。本日の議題の１つでもあるグローバル化という観点でも金融の

構造改革は必要だ。世界のダイナミズムを取り入れるために、金融という観点から

は第１にグローバルに投資を行い高いリターンを享受すること、第２に世界から投

資を受け入れ、我が国の成長につなげていくこと、第３にこれらの対内、対外投資

が活発に行なわれる基地としての国際金融センターを整備し金融関連産業の成長

への寄与度を高めていくこと、の３つが必要であると考えている。 

４ページ、このグラフは、米、英、日の対外証券投資、対内証券投資残高のＧＤ

Ｐ比とその内訳を比較したものだ。まず、真ん中にある折れ線グラフが示している

ように、対内、対外証券投資のＧＤＰ比率は、英国の高さが目立つ。また、対外証

券投資の内訳を見ると、日本は債券比率が英、米に比べて非常に高いことがわかる。

一方、対内証券投資の方を見ると、米、英に比べ、海外から日本への投資は、債券

投資よりも株式投資が中心となっていることがわかる。日本の対外証券投資で、株

式比率が低いことは、海外のダイナミズムの果実を十分享受できていない可能性を

示している。一方、対内証券投資で株式投資の比率が高いことは、海外への投資家

が日本の国際優良企業が生み出す高い利益という果実を享受していることを意味

している。私は、もっと日本の投資家も株式への投資を通じて、内外の優良企業の

成果の配分を積極的に享受したらよいのにと感じている。 

５ページ、この図に示されるように、アジア、中南米、アフリカといった新興国

向け証券投資が対外証券投資に占める割合では、日本は米、英に比べて低く、残高

でも米国の 10 分の１、英国の半分強という数字だ。昨今の世界経済への成長構造

を見ると、こうした新興国が世界のエンジンとなっているが、日本は資産大国であ

りながら、グローバルなダイナミズムの恩恵を十分に受けていないと言わざるを得

ない。 

６ページ、日本のこうした対外証券投資構造の背景の１つは、今日世界で台頭し

ている機関投資家の運用高度化の波に、日本が十分乗ることができていないことに

あると思う。この図は、機関投資家が運用する資産規模の 2012 年のマッキンゼー

による予想だ。年金基金や投資信託は 2006 年時点のＧ７諸国全体の銀行預金を上

回る規模になるし、近年存在感を高めているオイル・マネー、アジアの外貨準備、

ヘッジファンド、プライベートエクイティーファンドを合わせると、20 兆ドル前

後の規模になることが予想されている。こうした大規模な資金を運用する機関投資

家が内外の投資機会を日々追求している時代だ。我が国の個人金融資産が 1,500

兆円、つまり 15 兆ドルだから、もし、この半分の規模に与える現預金に滞留して

いる資金が、今後、もっと有効に活用されていけば、これらと遜色のない新たな機

関投資家の登場に向けた起爆剤になると考えている。我が国の金融資産の潜在力を

直面する数々の課題の解決のために生かさない手はないだろうと考えている。昀先

端の高度な運用手法を追求しているヘッジファンドやプライベートエクイティー

への資金の出し手は、年金基金などの機関投資家や富裕な個人だ。年金基金や裕福

な個人の金融資産を預かる機関投資家の資産運用が旧態依然としたままでは、例え

ばプロ向け証券市場など有意義な制度改革をしても、幾ら土俵を立派に整備しても、

そこで相撲をとる力士がいないという話になりかねない。 

７ページ目の図は、以上、述べたことをまとめたものだ。民と官、それぞれにお

いて、金融資産の改革を実現することで、世界のダイナミズムの取り入れ、高齢化

への対応、内需の拡大などを実現することができる。更に資本市場が本来的に持つ
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機能である、市場規律の向上、効率的資源配分の実現、イノベーションの促進とい

った効果も期待できる。だから、私は、金融資産の改革が昀優先課題であると申し

上げているわけだ。 

８ページ、2001 年の第１回の骨太の方針以来、貯蓄から投資が提唱され、幾つ

かの施策は実行されたが、個人金融資産の改革は十分実を結んでいない。では、日

本では、改革の実現に有効と考えられる施策が全部導入され尽くしたかと言うと、

決してそうではない。この図に見られるように、米国やオーストラリアの場合も、

個人金融資産において、預金が大きな割合を占めていたが、退職に備えた個人の資

産形成を促進する仕組みの導入を背景に、まさに貯蓄から投資が実現したという経

緯がある。 

９ページ、詳しい説明は割愛させていただくが、他の先進国においても、さまざ

まな個人の資産形成奨励策を導入していることがおわかりになると思う。欧米では、

高齢化に備え、個人の貯蓄奨励が重要だと認識されている。この場合、貯蓄奨励と

いっても、伝統的な預金の拡大ではないことは言うまでもない。投資を通じた資産

形成を奨励しようということだ。「前川レポート」では、日本の貯蓄率の高さが経

常黒字の原因の１つであるという観点から貯蓄率を下げ、消費を奨励しようという

意図でマル優制度の廃止が提言された。今日の日本では、貯蓄奨励策は必ずしも必

要ではないが、経済構造の転換を目的として、主要先進国が導入している資産形成

の奨励策は必要であると思う。とりわけ、我が国における高齢化のスピードの速さ

を考えますと、主要先進国の制度にキャッチアップするだけというよりも、一歩踏

み込んだスキームが構想されてよいのではないかと考えている。 

10 ページ、我が国でも６年前に確定拠出年金が導入されたが、ここに挙げたよ

うに、各種の課題が残されている。まず、自助努力をサポートする制度とうたわれ

ながら、企業型確定拠出年金で加入者本人が拠出できないという主要先進国では全

く見られない制度になっている。更に、拠出限度額は、昀高でも年間 55 万 2,000

円、確定給付の企業年金と併用になっている多くのサラリーマンにとっては、年間

27 万 6,000 円、20 年積立てても 550 万円、運用が相当にうまくいったとしても、

1,000 万円程度しか見込めないので、老後の生活への備えとしては小さ過ぎ、投資

への関心を高めるような金額ではない。このほか、加入対象者の制約のため、転職

時に不利になることがあり、前回の柳川委員の指摘された人の移動の制約になって

いるといった点も制度上の問題だと思う。 

11 ページ、個人の資産形成の奨励策の一環として、従業員の自社株取得奨励策

の新しい仕組みが導入され始めている。従業員の株主化を進めれば、労働分配問題

の対応策にもなり、また従業員のインセンティブがアップし、生産性も向上すると

いった効果も期待できます。仮に米国のように手厚い税制優遇策を提供することが

困難でも、税制、会計面の解釈のボトルネックが解消できれば、昀近考案された新

たなスキームが日本でも普及する素地はあると思う。なお、このように銀行から資

金を借り入れて、従業員持株用の株式を市場から一度にまとめて買い上げるスキー

ムは、買収防衛策として使用される懸念もありますが、あくまでも長期的観点での

従業員のインセンティブプランや分配問題解決の一方策として位置づけていくべ

きではないかと考えている。 

12 ページ、ここまで民の金融資産の有効活用を中心にお話ししてきたが、官の

金融資産の有効活用という点に触れたいと思う。今日は、議論が錯綜する外貨準備
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の運用は一端脇に置いて、公的年金の在り方についてお話ししたいと思う。少子高

齢化が進展する我が国では、今、200 兆円の規模となっている公的年金積立金を有

効活用する必要があると考えている。200 兆円のうち 150 兆円をＧＰＩＦ、年金積

立金管理運用独立行政法人が運用している。しかし、ＧＰＩＦの運用ポートフォリ

オは、事務局資料の昀後にページにあるように、財投債を含む国内債が７割近くに

なっており、本当の意味で運用していると言えるのだろうかと思ってしまう。また、

独立行政法人といっても、本来、この種の運用管理機関が持つべき独立性も十分に

備えられてはいないのではないかと思う。監督官庁がＧＰＩＦの運用方針に関して、

かなり強い影響力を持っており、独立した運用体制が確保されているとは言い難い

のではないかと考えている。ＧＰＩＦの資産規模は余りにも大きいので、アクティ

ブな運用は困難だという意見もあるが、スウェーデンのように、公的年金積立金を

分割して運用し、競争原理を入れている国もある。また、高度な運用のプロとして

の活動に、外からの干渉が及ばないよう、運用組織の独立性確保のための工夫をし

っかりと導入しているカナダのような国もある。こうした先進事例には学ぶべき点

が多々あると考えている。 

13 ページ、以上の民の金融資産、官の金融資産をめぐる課題については、昨年

の諮問会議ワーキンググループの第一次報告や、金融審議会のスタディーグループ

の中間整理段階でも指摘があった大変重要な課題だが、昨年末に発表された金融資

本市場競争力強化プランには盛り込まれていない。主要先進国の例で見たように、

政策的に金融資産の在り方を変えていくことは可能であるばかりではなく、今の日

本の成長構造の転換のためには、不可欠ではないのかというのが私の考えだ。今回

のレポートにおいて、取り上げていただければ、大変ありがたいと考えている。 

（植田会長）ありがとうございました。それでは、事務局から資料の説明を行う。 

（西川官房審議官）本日、御議論していただきたいのは、グローバル化と金融であり、１

ページに全体の見取り図を示している。この左の端の方にグローバル化、つまりヒ

ト・モノ・カネ・投資のグローバル化を示しているが、真ん中にあるように、こう

したグローバル化の下にあり、適用している分野、特に大企業製造業と、そうした

グローバル化への対応の阻害要因があって、生産性の上昇が遅れている分野という

のは、国内供給面ではあるわけだ。右の端に家計としている。家計の所得の源は、

次回御議論いただきたいと思っている雇用者所得といった、まさに金融資産あるい

は年金として運用されているものからの給付というものがあるわけだ。氏家委員の

御説明にあったように、こうした資産の運用が国内のローリスク、ローリターン資

産への運用が中心となっている。このため、金融面から十分なリスクマネーが提供

されているのか、あるいは生産性を向上させるためのガバナンス強化のための力に

なっているのかといった問題が指摘されている。また、金融のこうした運用力が左

の端のグローバル化にちゃんとマッチしているのか、グローバル化に対応した運用

や制度になっているかという、まさに氏家委員からの御指摘があったかと思う。 

以下、氏家委員から金融についてのお話があったので、グローバル化を中心に御

説明させていただきたい。 

２ページ目～４ページ目までは、主に貿易の拡大について整理させていただいて

いる。２ページ目にあるように、世界の貿易の総額の伸びに比べて、日本の伸び、

特に昀近 2000 年を超えてからの伸びは、この分類では一番低い伸びにとどまって

いる。2000 年からの６年間を見ると、実は、この間、日本は 1.4 倍になっている
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が、世界は 1.9 倍、一番上の日本を除いたアジアだと、2.2 倍の貿易総額の伸びが

ある。これを地域別に見たものが、３ページ。2000 年～2002 年の平均と、2004 年

～2006 年の間の世界の貿易の変化額を億ドル単位で見たものだが、中国を中心に

大きく増加しており、日本の貿易が相対的に伸びていない。 

４ページは、第１回目の会合で香西委員から、グローバル化に伴い、一体、世界

の市場にどれほどの労働力が増えたと認識すべきなのかという御質問があった。こ

れは、国際通貨基金の昨年春のワールド・エコノミック・アウトルックの中にある

試算を引用しつつ、私どもの方で少し工夫をしてみた。世界の輸出市場に参加する

労働力人口というのは、その注にあるように、各国の労働力人口に輸出のＧＤＰ比

の比率をかけて、それを足し上げたものをもって世界の輸出市場に参加する労働人

口と試算している。このＩＭＦによる試算値がグラフの赤い実線になっている。こ

の赤線は、20 年間、1980 年からの 20 年で約４倍に増大している。日本について、

同様の手法を簡易的に試算したものが、黒い斜線になっているものだ。これは、こ

の 20 年で約２倍の増加にとどまっているという姿になっている。 

５ページ、この間、日本の経常収支がずっと続き、対外資産が蓄積され、対外投

資収益の増加から所得収支が大きくなり、昀近数年は貿易収支を上回る姿になって

いる。 

この表にはないが、輸出入の大きさを見ると、20 年前は、輸入が輸出の６割ぐ

らいだったわけだが、昀近は８割ぐらいの規模まで増えている。したがって、通貨

が増価・減価した場合、国民経済に与える影響は交易条件、あるいはここの背後に

ございます資産の大きさも勘案すると、随分変わってきているのではないかと考え

られる。 

６ページ、日本の対外投資収益の動向を米英と比較している。これは、グロスの

ベースの資産とリターンの比率を取ったものだが、対外証券投資を除くと、米英に

比べると、やや相対的に低いという姿になっている。それから、直接投資収益の再

投資について、お問い合わせ等あって、調べてみると、直接投資収益のうち、どの

ぐらい再投資に回っているかというのを右に示してあるが、日本は５割を下回るよ

うなことで、米英よりは少し低いという水準になっている。 

７ページ、８ページは、直接投資、Ｍ＆Ａの水準だが、やはりＥＵの通貨が強い

こと等を反映して、直接投資、Ｍ＆Ａというのが盛んな状況にある一方、日本のそ

ういった活動のレベルが低いということがわかるかと思う。 

９ページ、対内直接投資といったものは、具体的な競争圧力にどの分野でなって

いるのかを見ると、対内直接投資は、金融・保険業がおよそ３分の１と大きなシェ

アを占める姿になっている。 

10 ページ、日本の対外直接投資は、これは製造業が中心という姿になっている。 

11 ページ、人の移動だが、各国の労働力人口に占める外国人の割合を見ると、

日本はかなり低いレベルにある。特に右の絵にございますように、就労・就学目的

のための外国人の比率を取ったものでございますが、そのうち２割強程度、18 万

人程度に専門的、技術的分野の外国人労働者がとどまっているという実態がある。

12 ページ以降、金融面について。日本の金融・資本市場の国際競争力は高くな

いという指摘が 12 ページに整理されている。 

13 ページ、先ほどの氏家委員の御説明にもあったが、金融・資本市場の競争力

強化に向けた、要素あるいは課題といったものはどうかということを、プレーヤー、
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フィールド、審判といったカテゴリーに分けて示しているが、このカテゴリーの中

のシークエンスをしっかり考えないといけないという御指摘ではなかったかと思

う。 

14 ページ、日本への資金フローの絵を、先ほどの貿易と同じ期間について変化

分で見たものだ。2000 年になってから後の変化を主に整理したものだが、アメリ

カ、ＥＵ間のパイプがぐっと太くなっているのに対して、日本をめぐる資金の流れ

というのは、増えているが、かなり小さいということがわかるかと思う。 

15 ページ、では、日本国内のお金の流れはどうなっているのかということを、

昨年 12 月末段階の金融資産負債の残高で、ストックベースで整理したものだ。四

隅に家計、海外、非金融法人企業、一般政府中央銀行と整理しているが、家計から

民間金融機関を経て、債券市場を通じ、一般政府に国債の資金として流れている大

きな流れがあるということがわかると思う。 

16 ページ、では、具体的に家計がどのような資産を持っているかということを

整理している。これは、各国別の統計によって、必ずしも定義が一定ではないが、

家計金融資産に占める株式・出資金、投資信託の割合が２割弱程度であって、特に

投資信託が低いというと特徴がある。また、その家計の資産の構成を年齢階層別に

整理したものが 17 ページだ。ここにあるように、リスクが取りやすいと言われて

いる、むしろ若年層ほど金融資産に占める割合が小さいという姿になっている。 

18 ページに、主要な公的年金、各国の積立規模と資産構成を載せてあるが、日

本の国民年金・厚生年金保険が 140 兆円という規模がありながら、国内債券の運用

がかなりの割合を占めるという姿になっている。 

（植田会長）それでは、議論に移りたいと思うが、どなたからでも御自由に御発言をいた

だきたい。 

（牛尾委員）氏家委員の御発言は、大変に共感するところが多いわけだが、なぜこれだけ

の問題提起がありながら今まで政府は具体化していないのかというのに疑問を感

じる。 

ただ、私は金融出身ではないのでわからないが、アメリカの財団法人のフィナン

シャル・コミッティーを６年ぐらい勤めたときに、日米と比べてどこが違うかと一

番感心したのは、要するに運用に関しては、非常にオープンでアカウンタビリティ

ーが高いということだ。財務委員会を全部オープンにするわけだ。 

しかも、それを評価する民間機関がいっぱいある。評価もオープンにされている。

日本は、評価はない、説明はしない、結果として損した、得したというだけの世界

のままというのは、本当に明治時代の制度みたいな感じで、一番感心するのは、資

産運用に関して、財務委員会でアメリカでの株式投資をするのか、アメリカでの投

資信託その他にするのか、海外での株主投資にするのか、５つぐらいに項目を分け

て、委員会はそれだけを決めるだけで、その後、専門家に任せるわけだ。どの専門

家に任せるかというのは、また、そういうコンサルタントがいて、オープンにして

いる。 

結果、業績が出てくると、ここが一番高いなといって、ここがいいというのは素

人の考えで、やはりアメリカ国内の株式投資の去年の平均は 12％で回っているの

に、君のところは８％だから評価はＣだ。アメリカの投資信託は５％しか回ってい

ないのに、君のところは７％で回っている、これは評価Ａだというように評価する

合理性がある。 
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結果としては、その財団は私の在任中に 12～13％でずっと回っている。その中

から 15％ぐらいコンサルティング報酬をもっていかれるわけだ。それを引いたっ

て、日本が 4.5％しか回らない当時に、オープンにして評価をしている。 

かつては、日本のところにも任されたことがあるけれども、日本の会社が成功す

るのは、日本の株式を投資して、日本の株式が上がっているときだけは成功するけ

れども、下がったときは惨たんたることになって、それ以来、どうしようもない。

その点は、海外の場合には、海外投資でも香港からあらゆるところからの投資で

きちんと結果を出していく。非常にそういう点ではオープンにすると同時に、評価

能力がない民間財団に対しても評価をするための全投資家のリストでランクが出

るわけだ。 

そういう点で、やはりこの世界にもっと、そういうオープンな評価と運用を見せ

る仕組みをつくる必要がある。日本にも形だけはランキングや格付けみたいなもの

もあるけれども、その辺が非常に違うなというのが１つの印象だ。 

もう一つは、官の世界の方で、財団法人を持つと、基本財産というものに関して

は、円の預金と国債等、元本割れしないものしか認めないという行政指導がある。

現在だったら 0.1％か 0.3％ぐらいしか回らないわけだ。それを勇気のある財団の

人は、円が 80 円のときにどんと買って、120 円のときに売って 20 億円ぐらいもう

けた、後は一切しないという人の例もあったけれども、それは別におとがめがある

わけではない、成功したときは黙っていると、失敗したら大騒ぎになる。 

しかし、官の人は運用のプロどころか、むしろアマチュアの昀たるものであって、

その人が円の定期と円の国債以外がだめだと指示する方がおかしいので、やはり一

定のランクのプロフェッショナルに任せればいいとするべきだと思う。 

だから、財団がそういう状況で、基本財産が 100 億円の財団でも従来７％で、７

億円の予算でやっていたのは、昀近は 3,500 万円ぐらいしか運営できないから、結

局、基本財産の取り崩しを要請すると、取り崩しは認められても、とりあえず借入

れで使えとか、結局、財団活動の規模が小さくなっていくわけだ。この 10 年とい

うのは、私はそうだと思う。財団活動の縮小化というのは、あらゆる意味で企業活

動と民間の間の信頼関係を損ねるものが多くて、私は本来、適性３とか４だったら、

３～４％までは無条件で取り崩して、事業をしようと言うべきであって、そういう

点が、私はしばしば発言するけれども、一旦預けて基本財産になったものは政府の

ものであって、おまえたちのものではないという発想があるみたいだ。 

だから、そういう点で、私の推定では全部で５兆円ぐらいあると思うが、今、私

は郵政株式会社の役員もしているが、こっちの何十兆円とか、100 兆円に比べれば

小さいものだけれども、しかし、財団１つだって、末端から見れば大きな資産運用

だから、とりあえず、20 年前か 30 年前に決めたことは、一切変わらないというと

ころに、非常に大きな問題があるのではないかと思う。 

いずれにしろ、申し上げたいのは、もっと大胆にやって、評価を明確にする、運

用主体の評価を明確にする。投資信託でも一時預金から投資に回りかけたときに、

投資信託では日本で非常に大損をした、氏家委員が隣りにいて言いにくいけれども、

大損をした。それで一遍にひっこんでしまった。今度は、また出てきたときには、

非常にばらつきがあって成功はピンからキリまである。 

そういうものでも、一部の人以外は評価がわからない、オープンにはしているん

だけれども、よほど探さないと自分のものがどの程度のランクかということがわか
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らないようにしているわけであって、やはりここはすごいぞというと、そこに客が

殺到するぐらいにわかりやすい、保険会社の約款みたいに、よく読めば書いてある

というのではなくて、わかりやすいものにしていって、この世界を庶民に近いもの

にする。 

その結果、私もアメリカでみんなに聞いてみると、アメリカではこういう投資に

対する町のコンサルタントみたいのが、業種の中にいっぱいある。サービス業の中

でパーセンテージが出るぐらいに多い。日本では、そういうことをすると、また、

不正な者が出てきて、だます者が出てくると思うけれども、あっちは、その辺に非

常にきちんと規制があって、そういう人に一般の人は相談をしながらやっていくと

いうことで投資が盛んなんだということも聞いたので、やはりこういうのはアング

ロサクソンの世界が昀も強いんだし、「となりの億万長者」という本なんかも読ん

でみると、やはりみんなが相談してやっている。 

やはり、今、氏家委員がおっしゃられるようなことを実行するための具体策とい

うのは、先進諸国の例を学んで、それを取り入れるようにしたらどうだということ

を申し上げたいと思う。 

（香西委員）牛尾委員がおっしゃったように、基本的にはセービングよりインベストメン

トの方が得に決まっているわけだ。それがなぜ行なわれないかということが問題で、

やはり国民がしたくないといっているものを無理やり投資しろというのはなかな

か難しいと思う。 

基本的には、やはりリスクということなんだが、リスクというものについて、こ

れは金融リテラシーがないからわかっていないという、さっきの話もあったと思う

が、やはり一般の人、率直に言って、私も多少そういうところがあるけれども、リ

スクというよりも、むしろアンサートゥンティだ。リスクだったら数字にできる、

確率と言う数字がでてきたらリスクで、そこまでいかないのがアンサートゥンティ

（不確実性）だと、もう忘れてしまったけれど昔議論されたことがあったと思う。

日本の場合は投資はリスクというより不確実性として受け取られているのかどう

かは、過去の株価の動きなどから検証する必要があろうが、何かアンサートゥンテ

ィの世界からリスクの世界へ引きずり出せば、合理的な投資というのがかなり広が

ってくるはずであるということが１つある。 

それは、さっき言ったインフラストラクチャー的な知識資本が蓄積されるという

こともそうだが、ただ１つ、また変な話になるかもしれないが、例えば金融政策の

在り方などについても、いろいろもっと研究しておく必要があるんではないか。 

例えばグローバリゼーションになったからかどうかわからないけれども、グロー

バリゼーションと期を一にして、物価は非常に安定、昀近は石油が上がってきたけ

れども、これまでは非常に安定していた。 

それには、１つは、やはり市場が大きくなると、部分的な市場では需給が一致し

ないことはよくあるけれども、広くなるから、いつでも輸入ができるとか、そうい

う形で安定しているということもある。 

それから、さっきあったように、労働力が非常にたくさん参加したから、賃金が

なかなか上がらないというので、物価が安定しているという面もあるし、ところが、

物価が安定しているのはいいことだと、私なんかは信じ切っていたけれども、結局、

逆にそうすると、名目金利はどんどん下がっていって、資産価格インフレというも

のになる。 
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昔流に言えば、金利を緩めたら物価が上がると思ったけれども、金利を緩めたら

資産価格が上がって、物価はむしろ落ち着いているということも経験しているわけ

だ。その前には、スタグフレーションで、金利を緩めたら失業が減るかと思ったら

減らなかったということもあったと、なかなかその辺のバランスが非常に難しくな

っている点もあるので、やはりこれはリスクがないというのはうそだから、むしろ

リスクがはっきりわかるような仕組みというのはおかしいけれども、ちょっと特異

な話だけれども、10 年に１回は恐慌が起こるということが決まっていれば、みん

な注意してやると思う。事実、そういう形で 19 世紀の金融システムはだんだん発

展していったというわけだから、信用というのは、ときどきはがたっと崩れるとい

うことを、むしろ制度化しておいた方がかえっていいのかもしれない。つまり、そ

れはアンサートゥンティというものをリスクに近づけるために、ある程度のことは、

ときどき起きる方がいい。 

この間、ある学術誌を見ていたら、どのぐらいの頻度で bank run が起きるのが

一番いいかとか、そういうのがあったけれども、何かそういうことも考えてもいい

んではないか。やはり信用というのは、信用できないから信用が大事なので、リス

クそのものをやめてしまうということはできない。むしろなるべくアンサートゥン

ティなものをリスクなものに近づけるようなことを考えるし、金融政策も余り完全

にパーフェクトにフォアード・ルッキングできれいに将来まで全部を押さえてあげ

ますよというようなことを言っているのがいいのかどうか、そういう気持ちも私は

持っている。 

（冨山委員）先ほどの氏家委員の議論、私ももっともだと思っているが、２点ほど思った

ことがあって、１つは、委員の先ほどのお話の中にもあったが、グローバル化と労

働分配の議論をするときに、実は、今、日本の製造業というのは、基本的には調子

がいいわけだ。牛尾委員のところもそうだけれども、この前、たしか牛尾委員から

教えていただいたけれども、どちらかというと、外側が成長している。外でつくっ

て、外で売っているところは、すごく成長している。 

今回の円高で、結構業績の打撃を受けているのは、輸出入のところは、意外と相

殺されていて、海外の子会社でという利益の連結のときの数字が円高によって小さ

くなるという打撃がみんな大きいはずだ。 

それは何を意味しているかというと、日本の製造業はすり合わせですばらしいわ

けだけれども、その成長の果実が外でつくって、外で売るモデルだと、日本の国民

の労働者の分配には、必ずしも反映されにくい実態がどうしても起きてくるわけだ。

では、それを無理やり日本でつくれといったら、会社自体の競争力がなくなって、

競争に負けていってしって、要するに角を矯めて牛を殺すことになるので、そうす

ると、外外で成長するということ自体は否定できないわけで、その中で、国民所得

を増やすということを考えると、これは結局その会社の株を持つという以外には、

実は昀終的には国民家計が当該企業の株を持つという形で、海外での連結ベースの

高収益の果実を家計に還元させるという方法以外、決定的な方法は実は私には思い

当たらない。 

そうなると、まさに今日の議論であるところの、国民家計が直接であろうが、間

接であろうが、どれだけ日本の優良な企業の株をたくさん持っているかというのは、

非常に大きな課題になるはずだ。 

ところが、これは氏家委員を前に釈迦に説法も甚だしいが、東京証券市場という
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のは、７割がたしか売買額、外人の比率が占めているわけであって、通常、ストッ

クマーケット、いわゆる株式市場というのは、実はどちらかというと、ドメスティ

ックな性格が強いはずだ。どの国でも、たしかボンドが比較的国際化しているはず

で、要はコモディティー化しやすい、数学化しやすい商品だから、むしろ株式市場

というのは、基本的なところは、むしろその国の人たちが一番銘柄がよくわかって

いるから、株式には色があるので、そのベースのところは、国民が当該居住者が支

えている場合が、法人だろうが、個人だろうが多いはずだ。そうすると、日本の株

式市場のボラティリティーが高いのは、要は外国人持株率が高いから、結局、いろ

んな為替の変動、いろんな理由で、すごく急激に動くわけだ。そうすると、どうし

ても欧米の市場よりもボラティリティーが高くなるという非常に皮肉な状況が起

きていて、裏返して言うと、日本企業がどんどんグローバル化して、日本の製造業

が活躍した果実が、なぜか７割の外国人の方の株式投資を通じて海外に持っていか

れているという非常に皮肉な構図があるわけで、そうすると、まさに労働分配とい

う観点からしても、成長の果実を、要するに日本国民のＧＤＰに還元する上で、何

らかの形で、やはり持株比率を上げるというのは、私は必須だと思っている。 

そのときに、今の牛尾委員や香西委員の議論になるが、では、個人家計が直接持

株比率を上げられるかという議論になると、私も内心悲観的なところがあって、相

当時間もかかるし、エネルギーの要ることだろうなという感じを持っている。 

一方で、先ほどの財団の話ではないが、それを間接的にそれをやることは可能な

わけで、それは投資信託かもしれないし、財団かもしれないし、年金基金かもしれ

ないが、要は間接的に間にプロが介在してそれをやっていくということは、十分に

可能だし、その方が恐らく一般国民からすると、よりカンファタブルな方法ではな

かろうかという感じを持っている。 

もう一点、その観点から、付け加えることがあるとすれば、やはりいわゆる所得

的な格差構造というのは広がっているけれども、実際に日本の金融資産というのは、

多くが中高年層が持っているわけで、その中高年層の持っている中における格差は

そんなに大きくないはずだ。ということは、みんな割と小金持ちというか、プチブ

ル的に資産を持っているので、そのプチブル的に持っている資産を、自分の何割か

を株式にもっていけというのは、結構ハードルが高いはずなので、やはりそれをプ

ール化しないと、なかなかそういうことができないはずなので、そこはやはり年金

基金なり、あるいは財団なり、株式会社でもいいんだが、何らかの間を介在させる

ことが私は大事だと思うし、集合化することによってプロが雇えるはずだ。先ほど

の牛尾委員の御議論のように。 

私自身も政府の機関で４年間 10 兆円を運用していたから、立場としてはよくわ

かるんだが、本来、そういった仕組みをつくって、しかるべきプロを雇ってきて、

なおかつさっきおっしゃったように、非常にフェアーで透明な評価をすれば、プロ

というのはそれなりの成績は残す。 

逆に裏返していうと、そういうフェアーな評価やインセンティブが働かないと、

どんなに優秀なプロをもってきてもちゃんと仕事をしない。幸い、産業再生機構は

そういう仕組みがあったので、私たちは、非常にいい仕事ができたが、それは私た

ちの能力の問題以上に前提になっている評価の仕組みであるとか、それをどういう

ふうに外部に説明して、どういうインセンティブを我々が持つかということの方が

はるかに大事な問題で、恐らく、今の多くの日本国内の機関投資家や基金の運用者
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にとっては、そんなに真っ当なインセンティブが働いていない。 

もっとストレートに言ってしまうと、ほとんどの場合、日本の金融機関ないしは

そういう基金の運用担当者の立場というのは、基本的にはサラリーマン的立場なの

で、役割をすることは極めて難しい。要するに、もっとわかりやすく言うと、うま

くいかなかったときのエクスキューズをどう用意するかということを考えて彼ら

は行動している。 

そうすると、先ほど香西先生が言われたように、日本株全体がめためたになって

いるときに運用成績が悪いということは、別にそんなに責められない。みんな損し

ているじゃないか、ですから、うちが損しても当たり前でしょうという理屈が割と

成り立ちやすい。だから、行動者は、常にそれを考えるから、そうすると、逆はり

で損したらこれは目も当てられない。そういうことを考える。 

実は、そういうインセンティブが、プロではない人に任せる仕組みだと働くので、

私はそこのところを変えるということは、実際再生機構でもできたわけだから、で

きないわけはないと思っていて、そこを用意して、さっき申し上げたような何らか

のインターメディアリーを用意して、そこで運用するという形を取っていくことの

方が私は現実的な解のような気がするし、それをエンカレッジするような、牛尾委

員が言われたようないろんな仕組みというのは用意していった方がいいのかなと

いう感じはしている。ちなみに再生機構はエクイティー投資分は十何％で回してい

ますので。 

（黒田所長）金融が素人なので、少し教えていただきたいけれども、氏家委員とか、牛尾

委員、皆さんのおっしゃることは全くそのとおりだと思うのだが、冨山委員のおっ

しゃったことで、日本の所得分布、確かに格差が広がっているという現象はあるけ

れども、所得分布の格差という意味では、諸外国の方が恐らくもっと大きいのでは

ないか。 

諸外国の場合、所得分布の上位の方がもっている金融資産が、かなりのウエート

を占めていて、ある意味でその人たちはフローの所得も大きいので、リスクに対し

てチャレンジし易いという現象があるんではないかと思う。日本の場合は、諸外国

に比べて所得分布がある意味でフラットで、かつそれぞれのフラットな所得分布の

階層が万遍なく金融資産を小金で持っている。 

そうすると、個人がリスクをどれぐらい取れるかというのは、非常に限界があっ

て、おっしゃるとおり、それを中間的な、間接的な運用ができるようなメカニズム

をつくるか、フローの所得の低いところの人たちが運用資産を運用するときに、税

制の優遇措置みたいなものが取れるかどうかとか、そういうリスクに対する意識を

変えないと、諸外国のマクロの数字と、日本のマクロの数字だけを比較していても、

対策がなかなか出てこないんではないかという気がするのだ。これは事務局にもお

願いしたが、所得分布と金融資産分布をクロスしたような形の図式のデータという

のが、もし、取れるようであれば、そういうものを見て判断するというのは必要で

はないかという気がする。 

（牛尾委員）いくつか質問があるのだが、今、香西委員がおっしゃったように、昀近の金

融状況というのは、従来と逆みたいな現象があって、できるだけそのために金利を

下げよう、資金を潤沢にしろというと、資産だけがインフレになって、フローの方

は逆にデフレが続くとますます状況が悪い。勿論、近所に中国やインドがあるとい

うせいもあるけれども、何か悪いと。 
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素人風に、では金利を上げたらよくなるんではないかと思うと、そういうことは、

前例がありませんという議論があって、本当に金利を上げたらどういうことになる

んだろうかということを教えてもらえると非常にありがたいということが１つ。 

それから、我々の企業でも外人の持株比率は 35％～50％ぐらいの間で行ったり

来たりして、これまで動きが早い。昀近はだれが持っているかもわからないし、昔

は安定株主が 45％とか 50％いたから安心していたけれども、どんどんそういうの

が、いろんなこれまで不良債権問題等々で金融機関が全部手放したから比率が下が

った。我々も一番いろんな事情がわかってくれている日本の個人株主が 40～50％

持っているといいなと思うが、それで経済財政諮問会議のときも、キャピタル・ゲ

インとか配当に対して 20％分離課税にして、しかも直近は 10％まで下げてやって

も、まだその流れが出ない。流れが出ないのに、また来年から 20％に戻るという、

一貫性がない。本当は流れが出てから、ゼロまで行って、またよくなったら基に戻

せばいいと思うけれども、今年の暮れでまた 20％に戻るという話になっている。 

それで、皆さん知っているように、伝統的な企業では、やはり投資は御法度とい

う、各財閥系はそういうのがあって、企業が投資するということは、たまにやると、

前のバブルのときに損をしたケースがあるものだから、よくなったときは黙ってい

るけれども、悪いと徹底的に袋だたきにあって、投資はもういかぬと。それは個人

関係でもあって、株にだけは手を出さないでといって、おやじが死んだという人が

結構多い。 

だから、それが日本の金融に関する経済風土だと思うんだけれども、しかし、Ｉ

Ｔの採用が、プラスマイナス、私は同じぐらいとわかっていても、ＩＴ化しないと

競争力がないからみんなやっていて、不安を抱えて今も生きている。投資も日本み

たいに賃金が高くなって、人口も減ってくると、やはり金融収入というのは、サー

ビス会社の主役中の主役なんだから、やはりやってもらわないと困るし、やっても

らうためには、投機という言葉ではなくて、リスクのある運用だという形で道徳を

どう変えていくかということも非常に大事な要因ではないかと思うのだが、そうい

うのに対して、特に政府というか、氏家委員、金融側としては、どう考えていらっ

しゃるのか御意見が聞きたい。 

（植田会長）では、金融政策のところだけ私が、教科書的なことを申し上げるだけだが、

まあまあ経済はいいけれども、多少インフレ率が弱いので、低金利に置いていると

いうのがここまでの姿だったと思うが、そこでおっしゃるように、実験的でもいい

から金利を上げたらどうなるかという御質問だったと思う。これは教科書的にお答

えすることしかできないが、普通に考えると、株式市場を中心にマーケットには悪

い影響があるだろう。貸出金利等も多少は上がるから、その場合、大企業、特に製

造業の強い大企業等はほとんど影響ないだろうけれども、やはり中小企業とか家計

の一部の借入れ、投資行動にはマイナスの影響は出るだろう。 

一方で、預金の金利収入とかは増えるから、そちらは消費へ多少プラスの影響が

あるというふうには考えられると思う。ただ、ネットではマイナスの方が大きいと

普通は考えるのだと思う。 

では、実験しないとわからないではないかということも言えると思うが、ほとん

どの中央銀行は、では実験してみようという根性はないのではないか。やってしま

うと、仮にインフレがきたときに、今度は金利を上げるという理屈が非常に弱くな

る。そこに響いてくるから、とても実験ということだけではやれないかなと、私は
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思うが、間違っているかもしれません。 

（氏家委員）先ほどの企業の投資、個人の投資という点だが、確かに、当時の言葉で言う

と、企業の財テクといった分野だけれども、企業が他の企業の株式に投資をすると

いうのは、なかなか理屈が立たない。他の企業の株式に投資をするのであったらば、

自分たちの株主にお戻しするか、ないしはもっと普通に工場や、Ｒ＆Ｄに投資する

のが普通ではなかろうかと考える。 

したがって、財テクが大きく市場を動かした時代というのは、やはり何らかの異

常な状況であったと考える。それが、失敗に終わったということは、ある意味では

正しいところに戻ってきたのかなと、私は思っている。 

それから、昀終的な貯蓄の主体というのを考えますと、これはやはり家計が圧倒

的に大きいわけで、家計の貯蓄が極めてリターンの低いところにとどまっていると

いうところからリターンの高いところへ移す方策、制度をつくっていかなければい

けないと思っている。 

そのときに、先ほど香西委員のおっしゃられた、アンサートゥンティの世界から、

何らか、ある程度計算ないしは推測可能なリスクの世界にもっていく仕掛け、制度

をつくっていかなければいけない。その制度、仕掛けをつくっていくときに、そこ

に利益のインセンティブがあるということがわかってくれば、これは民が動くと思

う。ところが、種々の規制によって、そういったものは余りよろしくないという状

況があると、アンサートゥンティからリスクへなかなか出ていけないのではないか

と思っている。 

先ほど冨山委員からの御発言の中で、やはり個別の株式を家計が選んでいくとい

うのは、なかなか難しいとおっしゃられたけれども、私もなかなか難しいことであ

ろうと思うし、リスク許容度からしても、なかなか難しいかなと。どうしても、こ

こで集合投資、伝統的な投資信託ということになる。 

先ほどのチャートの８ページのところで、アメリカの例とオーストラリアの例を

出しているが、青い線が投資信託だ。例えばアメリカの方を見ると、95、96、97、

98 ぐらいのところでぐっと投資信託の比率が伸びているけれども、401k に投資信

託がずっと入っていって、それで伸びている。そういった意味で、集合投資の制度、

仕掛けをもっとつくっていかなければいけないというのは、先ほどの説明、評価、

こういったものにつながっていくと思う。 

それから、黒田所長の御指摘なさった点、私、非常に興味のある点だが、確かに

日本のジニ係数は、先進諸国ではすばらしいくらい低いわけだ。ジニ係数が低い国

で、銀行預金よりも、むしろ投資に回っている例があるなら、どういう国でどうい

う仕掛けをしているのかというのを調べられたらインプリケーションがあるので、

事務局の方にもお願いできたらと思う。 

（柳川委員）今の氏家委員の御発言に関連した点を幾つかコメントさせていただきたいと

思うけれども、１つは、ずっと御議論があったところで、ある種の金融リテラシー

なんだと思うけれども、結局、リスクとリターンの関係をどれだけわかりやすくみ

んなが理解できるようにするかという点がやはり非常に重要だと思う。ここにいら

っしゃる皆さん方にとっては、本当に釈迦に説法だけれども、やはりリスクがある

ところで初めてリターンが出てくるわけで、逆に言うと、リスクを取らなければ、

高い収益性は投資からは得られないというのが、基本的なファイナンスの原則だ。

リスクがあるということは、逆に言うと、先ほど香西委員がお話しになったこと
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に関連するけれども、ときどきは失敗をして大損をすることもある。でも、長期的

に見れば、それは高い収益性を得られるんだということを、まずはきちんと理解し

て、多くの方々にそういう視点で見てもらう。 

それから、金融リテラシーの観点からすると、もう一点は、ある種のポートフォ

リオマネージメントみたいな考え方が非常に重要で、先ほどの財団の運用という話

があったけれども、この資産は安全で、ここだけ投資しても大丈夫、この資産は危

ないから、これには投資してはいけないという資産をそれぞれ単体で見るのではな

くて、全体で組み合わせたときにどれだけのリターンが昀終的に得られて、どれだ

けのリスクがあるのかという判断をしていかないと、危ない商品だから一切投資し

てはいかぬというような考え方でいってしまうと、非常に投資の幅が限られてしま

うというところがあるんだろうと思う。 

この大きな２点は、やはり根本的に変えていかないと、世の中全体が良い方向に

回っていかないんだと思う。 

その点においては、個人に対する教育も重要なんだけれども、なかなか個人の教

育で、今すぐ経済を変えるというわけにはいいかないので、やはり重要なことは、

氏家委員がおっしゃったことだけれども、政府内のルールだとか、あるいは規制だ

とか、そういうところに、今、申し上げたような観点がきちんと入っていないもの

が多過ぎる。先ほどの財団のルールもそうだと思うし、年金運用に関しても、徐々

に変わってきているが、御発言があったように、まだ非常に硬直的だというところ

をきっちり変えていく必要がある。 

ただ、運用する側も、変なことを言われたら困ると思っているので、何かそうい

う形で、「こういう考え方で、こういうふうにやればいい」ということをきちんと、

こういう場なり、何かで示していって、そこである種のお墨付きとは言わないけれ

ども、裏づけは与えていかないと、やはり運用者の側も困るという部分があるので、

そういう意味では非常にこういう機会はいいところなんではないかと思う。 

ただ、個人の話からすると、先ほどのリスクとアンサートゥンティという違いが

あったけれども、やはりそうはいっても怖いという部分があって、それは昀近の言

葉で言うと、別に安全資産が必要なわけではない。ただ安心な資産がほしいという

言い方がされることが多いけれども、結局、ある種リスクがあるのはいいんだけれ

ども、どの程度のリスクがあるのか、先ほどのアンサートゥンティとの違いでいけ

ば、計算ができるような資産がほしい。そういう意味では、安心できるような投資

先を消費者あるいは家計は求めているんだと思う。そのためには、やはりそのため

の仕掛けをきちんとつくってあげないといけないんだろうと思う。 

かつては、その部分は銀行だったわけだ。先ほどのジニ係数ところの関係もある

けれども、かつては銀行に全部お任せで投げていて、銀行がかなりの部分株を持っ

て、株式投資に回っていたわけだ。それが全部とは言わないけれども。 

現状では、銀行というのは、ある種の非常に安全な運用をする。それで決裁シス

テムを守るというリクエストがすごく強くなったから、世界全体としてみても、日

本でも銀行は株式運用できないというところで、そのルートが外れてしまっている

わけだ。 

そのルートが外れているにもかかわらず、民間の家計の側からすると、自分が安

心してお金を預けられるのは銀行だけという構造になっていて、このミスマッチが

非常に大きいんだろうと思う。 
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このミスマッチを解消していくためには、家計の側からすれば、やはりそれをい

きなり、もう御議論があったことだけれども、非常に株がもうかっているときなら

いざ知らず、株にどんというわけにはなかなかいかないとすれば、銀行に変わるよ

うなある種の透明性の高い、民間にとっては安心できる投資先であって、かつそこ

そこのリターンが得られる、そこそこのリスクがあってもいいんだけれども、きち

んと透明性があって、リターンが得られるような仕掛けというものをきちんとつく

っていく必要があるんだろうと思う。 

具体的には、やはり投資信託になるんだろうと思う。氏家委員がおっしゃったよ

うなところで、アメリカで投資信託が伸びていることからすると、投資信託なんだ

ろうと思うけれども、そこはもう少し、先ほど牛尾委員がおっしゃったような透明

性も高め、あるいはその周りにいろいろ評価をする仕組みをつくって、もう少し分

厚くしていって、単純な投資信託とは言えないような厚みのある全体の構造をつく

っていく必要があるんではないかと思う。 

その点に関連して、あと２点だけ。現状でいくと、先ほど氏家委員がおっしゃっ

たように、余り好ましい形ではないと思うけれども、資金余剰になっているのが、

実は企業部門だ。この状態がずっと続くのは余り好ましいことではなくて、それを

どうやってマクロ的に吐き出していくかということを考える必要がある。 

それと同時に資金余剰であることを前提とすれば、そこがどれだけいい運用がで

きるか、いい投資先ができるかということが、セカンドベストとして考えていくべ

きであって、それは前回、小島委員の方から安心な投資会社というお話があったけ

れども、やはり企業部門がどれだけいい投資先を見つけていけるかというところも

非常に重要なんではないかと思う。 

昀後に、やはりこの種の問題を掲げてきますと、昀初に御報告のあったような年

金運用とか、そういうところがかなりの部分、結局、全体の資金を動かしているか

ら、ここの部分のある種の規制緩和、それからルールの柔軟化、かつその裏側にあ

るきちんとした安心できる透明性のある仕掛けというものをつくっていくのが基

本的には一番大事なことなんではないかと思う。そこの部分が非常に重要かと思う。

（大竹委員）株式投資に関するリスクマネーに対する投資が少ないということの背景は、

私は事務局の 13 ページの資料がうまくできていると思う。 

先ほどの冨山委員のお話でも、運用の能力が足りないと。それは能力が足りない

というか、インセンティブシステムがうまく設計できていないという御指摘でした

けれども、やはり国際競争力のある金融業界になっているのかどうかということだ。

投資信託の運用利回りは、日本の金融機関は外国に比べて本当に高いのかどうかと

いう問題がある。 

それから、投資信託の手数料というのは、国際的に見てどうなのかという問題が

そもそもあって、それで魅力のある商品が少ないということが、仮にリターンが少

し預金金利よりも高いとしても、安全資産の方に向かっていくという背景にあると

思う。 

ただ、どうしてそうなっているかというと、逆のこともあって、卵か鶏かという

問題になるけれども、投資家の方が金融リテラシーがないということであれば、そ

れを利用して投資家からもうけているというような両方の原因があるかと思う。や

はり金融業界の競争力をどうやって付けるのかということを議論するということ

が必要ではないかと思った。 
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もう一点は、どうして家計が株式や投資信託を選ばないかという１つの問題は、

やはり慣れていないものには手を出さないというのがあると思う。危険かどうかと

いうことではなくて、慣れているか、慣れていないかということが重要で、例えば

アメリカの 401k のポートフォリオを選ぶときに、多くの人は、デフォルトのポー

トフォリオをそのまま選んだという結果がある。 

だから、デフォルトをどう設定するか、例えば投資信託に何割、債券に何割とい

うことをどう設定するかが、実際にほとんどの人のポートフォリオを決めてしまう

というデータがあって、そういういろんなアメリカの実証研究の結果を参考にして、

日本の年金基金の運用の仕方についても、日本型の 401k をこれから拡充する場合

にも、そういう経験を生かしていくのが、１つの方法かなと思った。 

（小島（順）委員）一つは、個人の金融に対する対応と、もう一つは、企業の金融に対す

る対応ということだ。 

やはり日本の個人はほかの国と比べて富裕層のレベルが随分違うと思う。それと、

金融リテラシーが足りないのは事実だから、今、預貯金をしている人に、急に投資

しなさいとか、こういうところにお金を使いなさいといっても、そう簡単には動か

ないと思うので、個人の世界に手を入れるとしたら、先ほどから御指摘のある氏家

委員のレポートの９ページ以降に、ほかの国のルールはこうなっているとか、規制

はこうなっている、日本は例えば確定拠出年金でも 10 ページ右側みたいなことを

しないとだめなのではないかと、いろんな課題が書いてあるが、全部やるのは大変

かもしれないけれども、やはり政府の規制だとか、ルールだとか、その辺をシンボ

リックに幾つか変えて、それを変えるタイミングにリテラシーを上げるように、国

民に金融とは何なんだということを言わないと、なかなかできないと思う。 

それで、さっきのお話みたいに、結果的にある程度リスクを取らなければいけな

いという腹をくくるためには、アメリカの富裕層のレベルというのは、日本と全然

違うので、そこと比較した議論をやってもなかなか難しい。日本でもある程度資産

を持っている層はいるけれども、その人たちはかなり中高年になっていて、将来若

干不安を持っている人にリスクを取れというのは大変難しいことなので、こういう

ルールが変わったから、このタイミングでここを考えてみたらどうかということで、

リテラシーを高めるような教育を始めるきっかけみたいなものが幾つかあると動

きやすいのではないかと思う。 

一方、企業だが、我々商社というのは何をやっているかというと、実はわが社は

去年から新産業金融というグループをつくった。今、金融は全くグローバルになっ

てしまっているわけで、日本の中だけにいたって話にならない。 

したがって、例えばサウジアラビアのリヤドバンクという銀行と一緒にリース会

社をサウジにつくるとか、トルコでもリース会社をトルコの会社とつくるとか、そ

れから金融関係者は、みんな北京とシンガポールとヨーロッパとアメリカに張り付

けて、向こうのファンドと一緒になって動くということをやって、初めて向こうが

何をやっているかがわかるわけだ。これを始めて、この１年で金融だけでも、もう

1,200 億円ほど投資している。結果それなりのリターンは見えてきているから、や

はりグローバルに動いていないと、金融というのは絶対にできないということがよ

くわかる。 

だから、企業としては、そうした取組みを徐々に積み重ねていく。日本では不動

産の証券化、多分商社でやったのはうちが一番初めだが、いろいろあったけれども、
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自分たちの対面するいろんな業界の知見を取り入れて証券化すると、それなりに利

益、リターンが出てくるということもあった。したがって、これから実は我々の中

では、金融事業が我々の注力分野の一つだということで、新産業金融事業グループ

では、プライベートエクイティーファンドから、ヘッジファンド、アセットマネー

ジメント、不動産、これは証券化だが、それから国内のオートリースや航空機のリ

ースなどリース事業、それから医療介護のヘルスケアファンド、こういうところに、

今、目を付けて金融事業をかなり具体的に進めている。 

こういうものを進めるといっただけで、実は金融のエキスパートがどんどん会社

に入ってきてくれる。そうすると、これはこれでまた非常にありがたいプラットホ

ームができる。そういうようなことをいろいろ展開しているというのが今の状況だ

が、一方で個人にいかに金融の世界に目を向けてもらうか、この両方を考える必要

があるんではないかというのが、私の感じだ。 

（小島（明）委員）金融について、リテラシーの話があるが、日本の社会全体で、モノづ

くりと金融ビジネスを対立概念にして考えて、どっちを重視するのか、どっちを選

ぶのかという格好で、議論が非常に単純化され過ぎる。ホリエモンの話があった、

ほら、やはり金融はだめだと、やはりモノづくりだと振れた。昀近は、アメリカの

金融が強いといったけれども、サプライムがある、ほらみろ、という受け止め方に

なる。 

やはり、汗かいて、勤勉で長い時間働いてやるモノづくりだ。これが日本のすべ

てなんだと、こういう議論というのが極端に増えるわけだ。 

そうではなくて、やはり金融というものを少しじっくりと考えるべきだ。金融と

いうのは経済の一つのインフラであって、あらゆる産業、モノづくりも含めて、新

しい技術を生み出す、新しいベンチャーを生み出す、そういうものを支援するため

の空気であり、インフラであるという要素、これが十分機能しているのかというこ

とを、まず、点検する必要がある。 

もう一つ、ＧＤＰ、成長を確保するために、一つの産業としての金融業の側面が

ある。これは実はイギリスの例を見れば金融業が 15 年間の経済成長を引っ張って

きた大変な成長部門だ。全産業の平均賃金と比べると、金融業の平均賃金はすごく

高い。高度付加価値産業であって成長産業である。そういう金融業というのが、こ

の 10 年とりわけ世界で経済を引っ張っている。産業としての可能性がある。 

それら引っ張っている背景としては、また議論になっている金融業が生み出して

いる、高い収益を生み出す、リターンを生み出す能力、運用能力だ。 

まず、いつの時代もより経済全体を支援するようなインフラとしての金融機能と

いうものを点検しなければいけない。金融の運用力といえば、仲介あるいは信託の

話があるけれども、日本の社会も高齢化して金融資産の運用力、運用収入で生活し

なければいけない人の比率がどんどん増えている。なぜゼロ金利に対して文句が出

るかというと、高齢社会がある。これから考えると、働いたときにためた資産の運

用による収益への社会の期待がますます大きくなっている。そうしたニーズに対す

る制度的な対応が、日本では遅れ過ぎたということではないかと思う。 

もう一つ、事務局の配付資料で、日本の金融資本市場の国際競争力が高くないこ

とが紹介されている。だが、今の時点で高くないだけでなくて、むしろ 10 年、15

年をトレースすると、より一層競争力を失ったということへの認識が重要だと思う。

例えば 12 ページにある証券市場だが、東京市場への海外の企業の上場が 25 社と
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いうが、実はピークと比べると５分の１ないし６分の１に減ってしまった。制度が

劣化しているわけだ。市場のシェアもそうだし、今の時点で区切って日本が遅れて

いるというだけではなくて、世界の流れのなかで、日本はどんどん後退してきた。

後退する前に、ビッグバン政策が 10 年ほど前に打ち出されたけれども、ビッグ

バンの結果は逆になっている。それは検証しなければいけない。何のためにビッグ

バンをやったか、どうしてそれの成果がないどころか、マイナスの要素ばかり出て

きたかということを検証する。 

つい昨年の末に、また新しいバージョンのビッグバンの話が出てきたわけだが、

これまでの失敗の検証がないと、将来とも同じ失敗を繰り返す可能性がある。ビッ

グバンといっても、日本の金融は big ban、大禁止であって、これが直らない限り

はだめだ。生まれるのは big bang ではなくて、big bankruptcy だとか、外からは

さげすまれている。証券におけるだけではなくて、金融市場にも問題がある。東京

市場を、フリー、フェアーでグローバルな、競争力のある金融センターとし、そこ

から所得と雇用を生むような、したがって、そうなれば税収も生まれるわけだが、

そういう発想で動きだしたはずなのに現実にはむしろ空洞化が進行した。外国の金

融機関も一旦東京にやってきたが、やはり裁量的で不透明ないろんな金融当局の規

制の結果、やれると思ったことができないで撤退した。撤退の歴史が 10 年間続い

たわけだ。 

多くの国で金融というのは、単に企業を集めて融資するというだけではなくて、

高度ハイテク産業であり、高度情報産業であり、高度サービス産業であり、高度成

長産業だ。 

そういう位置づけがないといけない。海外と比べかつ日本のこれまでの流れをち

ゃんと点検しながら、今のどこが問題なのか、なぜ問題になったのか、なぜそれが

できなかったのかということを点検することが一つの議論の出発点ではないか。 

ファンドはけしからぬ、モノづくりだと、二者択一の発想で両極に振れているよ

うなきらいがあるような感じがする。 

（八代議員）今、日本の場合、高齢者に限らず、個人が金融リテラシーということだが、

日本で昀大の金融リテラシーは官庁であって、とにかくいっさい損することは許さ

ない。だからこそ安全運用だということを言っている。これをどうすればいいかと

いうのが、一番大きなポイントではないか。 

事務局のページの一番昀後だが、日本の国民年金、厚生年金保険の積立額は異常

に大きいわけで、これをうまく活用すれば、非常に大きな収益があるということは、

よく言われている。 

今、経済財政諮問会議でも医療の高コスト是正プログラムということをやってい

て、医療の場合は、単に保険料を集めて給付をする間に、サービスが介在するから、

そのコストを下げれば、一定の負担の下でもっと給付を上げられるという考え方な

のだが、年金もある意味では全く同じであって、単なるトランスファーではなくて、

積立金がこれだけあるわけだから、運用をうまくすれば、やはり一定の負担の中で、

より多くの給付ができる。これは社会保障改革にも大きな役割を果たす。 

そのときに、具体的にどうするかということだが、先ほど氏家委員がおっしゃっ

たように、巨大な資産を分割して、競争的に運用させるというのが、１つだろうが、

それをどうやって財務省に説得するのか。 

もう一つのやり方は、これも迂遠かもしれないが、年金改革であって、今、基礎
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年金を完全に税方式化するという動きが強まっているが、仮にそれをしたときは、

２階部分をどうするかという問題は当然出てくる。これはとりあえずは今のままと

いうこともあるが、いずれは、やはりそれを民間開放し、各保険組合が独自に運用

するか、あるいは一括してどこかに預けるという可能性がある。そうなると、社会

保障制度改革の中で、この年金資産運用の高収益化というのも、今後より出てくる

のではないか。そういうふうな観点から、ここで大胆な提言を行うことも考えても

良いのではないか。 

（植田会長）今、八代議員もおっしゃったが、氏家委員の御報告の１つの大きなポイント

は、例えば公的年金の運用をもっと自由化すべきである、ただ、氏家委員も牛尾委

員も昀初の方でおっしゃったけれども、大分前からそれが言われているのに、なか

なか実現しない、何でそうなのかと。その一つの回答を、今、八代さんがおっしゃ

って、政府の方にびた一文も損をしてはいけないという考え方のようなものがある

とおっしゃったんだが、ほかに何か考えられるだろうか。それとも、我々が声を大

にして調査会のレポートにこうすべきだというのを書くと、それだけでかなりの力

になるだろうか。その辺はいかがか。 

（氏家委員）八代議員がおっしゃられたように、官の金融リテラシーの問題を少し置いて

おいたとしても、運用をするインスティテューションのガバナンスがどうあるべき

なのかはきちんと考えなければいけないんではなかろうか。そのガバナンスには、

昀初に牛尾委員がおっしゃられた、だれが評価をし、どう説明責任を果たしていく

か。 

それで、１つの例としてＧＰＩＦを考えた場合、ここは独立した理事会できちん

と決定されて、それが説明されて、それを評価されているということになっている

んだろうかというと、必ずしもそうではない。アセットアロケーションは学者の先

生たちが色々お考えになってくださっているそうだが、運用のプロフェッショナル

では恐らくないだろう。そういう方が説明するというのもなかなか難しい。このＧ

ＰＩＦはサイズが大きいがゆえに、非常にインパクトもあると思うので、例えばこ

ういうガバナンスを取り入れたらどうかといった提案をするのは、それなりのイン

パクトがあると、私は思う。 

（牛尾委員）氏家委員の９ページの例と、それから政府の方の 13 ページの分類というの

は、非常に明解だが、まず、事務局にお願いしたいのは９ページをもう少し具体的

に日本の場合どこが違うかという資料があれば、何か手がかりが一つつかめるんで

はないかと思う。 

もう一つは、政府がびた一文損をしてはいけないと運用に対しては厳しい姿勢だ

けれども、支出に関しては、結構リスクばかりだ。だから支出には大胆で運用には

臆病だというのを足して２で割るぐらいのことを考えるいい提案を八代議員が考

えて、経済諮問会議で発言されればよろしいのではないか。私は本来行政というの

は、リスクを張らないで、ガチガチでやるのが一番いいと思う。それは運用も歳出

も全部ガチガチにやるのであれば、私は一番安心なのだ。片方の支出が放漫である

から、運用で何とかしようということになってくる。ややこしいものは全部民に任

せればいいわけだから、リスクのあるものは民に任せればいい。 

しかし、私も高度成長期に仕事をしていた経験があるが、高度成長期というのは、

本当にローリスク、ハイリターンだったわけだ。いわゆるリスクがあるといったっ

てローリスク、ハイリターン、ノーリスク、ミディアムリターンなんてざらにあっ

20


第３回「構造変化と日本経済」専門調査会 



たわけだから、それに慣れてしまっているから、今のこういう時代というのは、ミ

ディアムリスク、ローリターンでもやらなければならないことがいっぱいあるので、

そういうことに経営が慣れていないし、個人生活も慣れていない。高齢化で人口が

減って少子化といったら、本当にミディアムリスク、ローリターンぐらいの覚悟を

して生きないといけない時代に来ているのに、高度成長期のローリスク、ハイリタ

ーンの夢を追っている 60 代以上の上の人はいっぱいいるわけだ。 

だから、そういう点では、頭の切り替えというのが、財政問題でも支出問題も全

部あるので、しかしながら、先進国の例を見ると、やはり繰り返すようだが、サー

ビス業としての金融の仕事というのは、サービス業の主役中の主役だ。みんな経済

を引っ張っているわけだ。 

1993 年か 1994 年だが、ビル・エモットさんと対談した。「日本の銀行の不良債

権問題は深刻だ。」という彼の意見に対して、私はそのときは楽観的に聞いていた。

さらに「英国のビッグバンのときには、70％近いトップマネージメントとミドルマ

ネージメントが外国人に変わった。日本でできる一番のいい方法はそれしかありま

せん。幸いアジアにはシンガポールとか香港とか、アメリカを助けたことのあるよ

うな人がいっぱいいるんだから、もう人を変えるしかこのあれは乗り切れません。」

という話をされた。私は今ならもっともだと思うが、そのときは、何をこのおじさ

んは言うんだろうと思って、楽観的に聞いていて、今は、やはり英国人はそういう

ことに慣れているから、おっしゃるとおりだ。 

しかし、この業界に、小島委員が前回に話されたように、外国人がどんどん三菱

商事で働いて非常によくやっているし、しかし、勤務先はもう日本はいいと、中国

だ、アメリカだというんだけれども、こういう仕事だったら、金の山みたいなとこ

ろがあるので、やはり外国人は、待遇をすれば、なかなかいい人が幾らでも来ると

思う。しかし、日本でやると、またややこしいから、三菱商事も外外の商売をして、

ややこしくて、みんなそうなる。それはやはり祖国を愛して、日本でもやらないと

いけないと思う。だから商事さんなんかも日本で金融に手を付けるぐらいのことを

やらないと、ずっと同じ業界が、同じ人で、それが単に年齢だけが若くなるという

んでは、斬新性がないので、やはりこの前、柳川委員がおっしゃったように、横に

歩かないといけない。経営者の交代も必要。だから冨山委員のところなんかも横の

集まった軍団でね。 

（冨山委員）うちから結構、小島委員のところに転職していますね。 

（牛尾委員）だから、経営は冨山委員のところのマネージメントの特殊性というものを大

いに私は学ぶべきだと思う。冨山委員は、再生の経験ばかり書かれるけれども、こ

の経営の難しさをどう乗り越えたかというのを本当に教えてほしいと思う。 

要するに、人が変わるということに対しては、やはり製造業の場合は、外国で経

営することによって、結果として人が変わるわけだ。できるものは同じだから、金

融は日本で働く人は変わらないといけないし、依然として日本人はグローバルな仕

事をしながら営業が下手だし、例えば証券取引所で英語が通用しない、英語では売

買できないんでしょう。 

（氏家委員）開示は日本語だ。会長、社長は英語が得意ですけれども。 

（牛尾委員）だから、そういう点も思い切って、そういうことを切り替えていく必要があ

るのではないか。 

先ほどアメリカの財団の運営で１つ言い忘れたが、６項目ぐらいに、国内と国外
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と債券債務以外に５％か 10％は極めて危険だが、もうかるものに手を出すという

のが必ず１項目入っている。そこのところの議論だけが、コミッティーのみんなが

意見し、関心が高い。これがいい、これがいいと、それで成功率は３割か４割で、

倍ぐらいになる。そういうのを必ず運用には５％か 10％入っている。それは、や

はりリスクマネージメントというものを訓練する１つの方法にもなるし、そういう

点も常に加味しないといけない。 

私は、やはりリスクマネーの運用というのは、基本的には民間的なマネージメン

トは責任を持つべきであって、行政でもこういうものをするとすれば、どこかでオ

ープンで委託をして、オープンに報告する方がいいので、行政の方にリスクマネー

ジメントを強いることは、それは気の毒というか、無理であって、そこは割り切っ

た方がいいんではないかと思う。 

（川勝委員）ついこの間まで、個人金融資産が 1,200 兆円あるいはしばらくすると 1,300

兆円と、今や 1,500 兆円という巨大な資産がある。これ自体、新聞等でその数字は

拝見するわけだが、恐らく大半の人は実感していないんではないかと思う。 

そして、それの大半が郵便貯金や銀行の預金に置かれていて、低利回りで十分に

有効に活用されていない。それをどうしたらいいかという氏家委員のお話は、誠に

説得力のあるものだった。 

それを受けて、企業と個人で、それをどう運用するかということで違う。それで、

牛尾委員は、自分の会社でも外国人の株の比率が３割、５割になっている。日本全

体で上場企業では７割にもなっている。それに対して、それほどアレルギーを示さ

れない、若干の危機感はあるにしても、いわゆるグローバルな企業になっていくと、

株が必ずしも従来のような持合ということではなくてもいいかなと、これが趨勢か

なと、こういう心境を示された方もいると思う。 

一方、製造業ではなくて、金融というのは、まさにグローバルなわけだが、例え

ば日本の地方銀行で、ポンドなりあるいはユーロのチェックを円に換えてもらうと

いうことをしたってできない。拒否される。そういう仕事をしていないと言う。そ

して、都市銀行に持っていっても、数千円の手数料を取るから、いかに日本の金融

機関というのが鎖国的状況かと。つまり、外国のものを運用するということは、都

市信託会社とか、今まで余り慣れていないところに持っていく以外にできないわけ

だ。そういう状況の中で、1,500 兆円の個人金融資産をどうしたらいいか。 

今度は、先ほどの中小企業の話に出ていたけれども、中小企業、欠損企業が恐ら

く７割ぐらいじゃないか。そうした中で、しかも倒産件数が 100 万単位で出ている

という現実の中で、個人金融資産だけは 1,500 兆円もあるというわけだ。 

これをどう運用するかというときに、私のアングロサクソン世界の中で、イギリ

スだけれども、そこでなるほどと思ったことは、向こうも男女ともに働いているわ

けですけれども、それぞれ個人の口座を持っていますね。そして、必ずしも、いわ

ゆるハウス・ホールドとして一体化しているというものより、個人がそれぞれ自分

で自分の資産を運用するというのが当たり前のような印象を持った。しかし、日本

は恐らく 1970 年代ぐらいから普通のサラリーマンの人たちは振込みになって、そ

れをだれが管理しているかというと、これは働いている男よりも家庭の主婦ではな

いかと思う。あるいは団塊の世代ぐらいまでは、つまり、今、金融資産を持ってい

る世代の家計の意思決定権を持っているのは女性である。 

そうすると、女性は、つい昀近まで、金さん、銀さんの冗談みたいな「老後のた
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めにお金を取っておくんだ」という話ではないけれども、香西委員も言われたが、

アンサートゥンティの中で、とにかく老後、無理をしないで、これだけのことがあ

ったら安心して暮らせるという、そういう関心を持っているんではないだろうか。

しかし、さすがに、昀近いろいろ政府あるいは皆様方のお働きかけがあって、デ

イトレーダー、これについては、まだ偏見も一部官庁から出されたりしているけれ

ども、しかし、そういうことをする人が増えてきて、しかも男女共同参画社会にな

って、女性も独立した時代になってきて、そういう人たちが、こういう株式にも投

資する時代になってきているので、ある意味で、そういう世代の方こそかえってタ

ーゲットにすべきで、つまり、団塊の世代以上の中高年の資産を持っている人たち

の資産を、今更ハイリスク、ハイリターンのところに引き出すというのは非常に無

理があるけれども、若い世代の方には、それを集めて、そして有効にそれを運用す

る、そういうターゲットがあるんではないかと思う。 

その場合、20 代、30 代の人たちにとって、やはり大事なことは、やはりハウス

それ自体だと思う。住宅というのは大きな投資だ。 

そうすると、政府というか、福田総理御自身は 200 年住宅という言い方をされて、

言わば、ライフスタイルを思い切り書いたらどうか。200 年住宅というのは、これ

はマンションだけではなくて、恐らく、いわゆる１戸住宅についても、例えばミサ

ワホームの千代治さんなんかがすぐに対応されたように、１戸住宅の形で取り上げ

ているわけだ。そうすると、それはいわゆる都市型のライフスタイルだけではなく

て、言わば、安全な、安心なライフスタイルができるようなことを考えたらどうか。

それは、何となくイメージとしては、ある程度農業もできるというのだが、あるい

は菜園みたいなものができる、すなわち安心してものが食べられるというふうなイ

メージではないかと思うわけだ。 

そうすると、そういう住宅産業のようなところがいい商品を提供し、そして、そ

れが新しいライフスタイルとして、日本の豊かな生活をシンボリックに表すように

なれば、200 年住宅というのは、何となく大きな住宅という感じもする。単に堅固

だというだけではなくて、だ。 

そうすると、物を置く空間が増える。今、都会はこういう状態だから、大体 80

平米ぐらいというのが平均ではないかと思うが、これが 200 年住宅は、生活空間が

倍増する、１家族で 160 平米になると、それは物を置く空間が増えるから、したが

って物を買うということになる。 

つまり、そういう形でそういうものを提供する会社への投資を株として持つとか、

そういうことになるのではないか。 

だから、単に金融資産をどういうふうに大きくするかというレベル、そのレベル

の話はそれとして、今日は十分に問題点が指摘されていると思うけれども、内需を

拡大するための、夢を与えるような、そういう工程表みたいなものを併せて考える

必要があるんではないか。 

いずれにしても、日本の金融機関の鎖国的状況というのは、日々実感するところ

であって、これを言わばグローバルスタンダードに変えるというために、氏家委員

のような専門家の提言はしっかり書き込んで、そして、日本が、言わば金融資産に

ついて、だれもがリテラシーを高めて、それを運用に自由に参加できる。 

しかし、今のところ、本当にグローバルな形で動いている金融の世界と、まさに

地べたに張り付いた形の 1,500 兆円の持ち主の生活感覚、このギャップは非常に大
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きいと思っている。 

（植田会長）よろしいか。氏家委員からは、家計の金融資産の有効活用というような観点

からお話があって、それを中心にいろんな議論があった。 

また、一部企業回りの議論もあって、柳川委員から必要な指摘があったと思うが、

伝統的には、日本は特に戦後は、銀行がリスクをいろんな形でとって、国のある種

の原動力になっていたと思うが、そこが不良債権問題と、自己資本比率規制等の影

響もあって、余りリスクを取れないようになってしまって、空いたギャップを埋め

る主体がもう一つ出てきていないという状況かと思う。 

ただ、小島順彦委員からは、商社の一部に、積極的にグローバルな視点から金融

活動をしようという動きも出てきているという話もあった。 

それから、思い出してみると、第１回の会合のときに、資料としてお配りした、

この調査会のマンデートだが、昀初のＡというセクションに、世界的な分業構造や

資金循環の変化の中で、日本経済にはどのような潜在的リスクがあり、どう克服し

ていくかという文章がある。 

今日は、特に金融の面を中心に、放って置くと、千数百兆円の金融資産の運用も

非常にまずい状態のまま続いてしまうという辺りを議論してきたわけだが、ほかに

ちょっと漠然とした問いかけで申し訳ないが、今のようなマンデートへの答えとし

て、どのような観点からでも結構ですが、何かおっしゃりたいことをお持ちの方が

いらっしゃれば御自由にどうぞ。 

（冨山委員）先ほどの柳川委員の議論に少しかぶるが、空白の問題、メインバンク制の後

に空いた空白だが、ある意味で、日本経済のリスクや脆弱性との観点からすると、

実は経済的なリスクを取れる空白と同時に、実はガバナンスの空白の問題もあって、

実はメインバンクというのは、非常に企業統治上、重要な役割を果たしていた。実

際に企業統治が本当に問われるというのは、会社がややおかしくなってきたかなと

いう状況で本当に問われるわけで、その状況下で、かつてのメインバンクというの

は、ある意味ではいろんなコンソリデーションも主導したし、経営者の交代も主導

してきたわけだが、我々は再生機構のときにつくづく思ったのは、やはりメインバ

ンクガバナンスというのは、日本の経済では、ある段階からほとんど機能していな

い。あるいは、機能する前提条件が崩れている。これは、上場企業もさることなが

ら、実は、中堅、中小企業でもかなり脆弱になっている。 

さっき川勝委員が言われたような中小企業の今の倒産というのは、１つは、銀行

が昔のように積極的にガバナンスに関与ができなくなっていることも関連性があ

る。自己資本規制の問題もありますし、下手なことをやると、貸手責任とか言われ

てしまうので引いている。 

その結果として、すごくガバナンスが弱くなっているという問題があって、それ

は結局、企業経営の長期的なリスクを高めることになる。 

上場企業の場合には、本来それに代わって株主ガバナンスということになるんだ

が、そこにたまたま私どもの同級生の村上君とかが登場して、ちょっと明後日の方

向に暴れてしまったものだから、今、ある種のアレルギーが起きているところがあ

るが、ただ、やはり企業体というのは、本質的にゲマインシャフト性、ムラ社会性

を持っている。そういう特性を持っているので、ある種の内部腐敗が起き始めたと

きに、止まらなくなるという側面は、やはりどうしても持つ。カネボウなんかその

典型だったけれども、それを止めるためには、やはり外部からの何らかの規律が働
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くというメカニズムを同時に用意しておかないと、結局、日本金融が幾ら立派だと

いっても、そういうときにブレーキが効かなくなるので、したがって、ではメイン

バンクガバナンスの後に、まさにこういった資本市場の機能を、先ほど市場規律と

いう議論で、氏家委員も言っておられたけれども、どういうふうに企業統治を再設

計していくのかというのは、すごく大きな問題で、今、それに代わって登場した株

主ガバナンスが本当にちゃんと機能しているかというと、私はそれにも実は少し懐

疑的なところがあって、再生機構のときも結構上場企業があったわけだ。 

何度か私も株主総会というのを経験したが、株主総会は意外と拙劣な場所だ。企

業経営を真剣に議論する場所としては、こんなのでいいのかという総会が多くを占

めているような気がして、全部は知らないけれども、えっという感じがすごくあっ

て、本当にここで経営が論じられるんだろうか、本当に経営者がこの人が適格かど

うか、先ほど経営者のことで牛尾委員が言われたが、そんなことを真剣に議論でき

る場とは到底思えないところがあって、そこはやはりもう一度つくり直していかな

いと、やはり企業統治の空白というのは深刻だ。 

それでプレーヤーの質の問題をして、今、出てきた企業統治を主張しているたち

の議論というのは、私に言わせれば、ちょっと低劣な議論が多過ぎて、例えばこの

前の一連の株主総会でも、とにかく二言目には配当を増やせ、買取償却をしろとい

うことばかりだ。株主提案というのは、ほとんどそうだ。 

ほかに言うことはないのかと、例えばこの会社の経営者はやはりおかしいから、

この会社は交代しろという提案があって、あるいはこういう人たちに変えるべきで

はないかという提案があってしかるべきなのだが、恐らく昨年の株主総会で、そう

いった提案はほとんどなかったと思う。ペンタックスのあのときぐらいか、あのと

きはスパークスがすごく頑張っていい提案をしたけれども、そういった意味では、

今、私は非常に企業統治というのは、制度論ではいろいろ議論したけれども、やは

りあの分野でも先ほどの氏家委員の議論と同じで、プレーヤーが、実はちゃんとし

た人が育っていない。そこは、やはり埋めていかないと、根本的なリスクというの

はすごく大きいような気がしている。 

（黒田所長）今日は金融の話中心で、前回は、私は出張で出席できなかったので、若干前

回に議論された部分があるかと思うけれども、１つは、今、冨山委員のおっしゃっ

たサービス業としての金融というものの位置づけが、どんどんグローバリゼーショ

ンとともに確かに違ってきていて、単なる金融の仲介だけではなくて、コンサルテ

ィング業だとか、運用だとかということが、ものすごく大きくなっている。アメリ

カで新たに企画されているセンサスでは、銀行業ないし金融業のサービスのとらえ

方というのを完全に変えてきていて、単なる仲介機能だけではない部分をきちんと

補足しなければいけないと考えている。 

そういう意味では、金融業というのは、製造業を含めたインフラ的な部分と、そ

れから金融サービスそのものが、ある種の価値を生み出す部分と両方あって、その

両方の部分について、日本経済の構造の中で何を役割として位置づけるかというこ

とを、もう一回考えるべきだろうと思う。 

それで、委員長の御質問に一部関わるかもしれないけれども、先ほど冨山委員は、

グローバリゼーションの中で、日本企業も海外に進出して、海外で利益を上げて、

そのリターンが国内に来るというケースが多いので、日本の個人投資家なり、日本

の投資家は株式という形で保有するよりしようがないといわれた。その部分も勿論
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ものすごく大きいと思うけれども、それだけで、日本の産業構造ないしは、ものづ

くりを含めた構造としていいのかというのがあって、私はグローバリゼーションの

中で、企業が世界展開するのは、賃金が安いとか、資本コストが安いとかという要

素のコストの安いところにどんどん配置を変えていく。それは必然だけれども、そ

の配置をしていった中で、やはり国内に対して、ある種プロダクトチェーンみたい

なのがあって、そのプロダクトの形で、国内の産業がそれに関わる、今まで日本は

ワンセット主義で全部そろえてきたけれども、ワンセット主義ではなくて、ほかに

立地すべきものは立地する。しかし、国内に立地するものはどういうものが、アド

バンテージがあるのかということを、もう一回考えるべきだろうと思う。 

そうすると、日本のＧＤＰの 70％以上が、サービス産業、勿論金融を含めてい

るわけだけれども、サービス産業の生産性が低いと言われているが、一体、サービ

スとものづくりをどうリンクさせて、産業の構造を考えて、日本はサービスの質は

物すごく高いから、その質の高いサービスの部分のアドバンテージを世界戦略とし

てものづくりとタグにして、どうやって売っていくかという構造を、産業構造とし

て考えるべきだろうという気が私自身はしている。 

（牛尾委員）メインバンク制というのも、金融制度の中で、先進国になった国としては特

殊な、非常にいい役割を果たしてきたと思うが、それがいろんな経緯を経て、しか

も資金がだぶついて、大企業の上場会社のほとんどが自己資本で運営するようにな

ってきて、銀行も株を手放したというので、これは自己責任があると思うが、地方

の中小企業というのは、やはり非常にメインバンクの役割が大きかったということ

だ。 

それが、民営化した中で、やはり商工中金とか、中小企業金融公庫なんかは、非

常にメインバンクの意識を持っているときに、商工中金が民営化されて、中小企業

金融公庫も一体化して、今の合理化というのは、ああいう希望を果たせない方向に

向いているんですね。 

私も諮問会議のときに、民営化に賛成してどんどん進んでいたけれども、地方経

済を考えると、メインバンクの機能が果たせるのは、やはり政府系の商工中金とか

中小企業金融公庫だったわけだ。個人のそういうことを助けるのは国民金融公庫、

この３つの存在の在り方は、10 月に新規発足するんですが、メインバンク機能と

いうものは絶対に失ってはならないということを言って、なおかつそれが民間企業

の場合は、そんなことを言っていたら、経営そのものが危険だということがあるん

だったら、まだ修正期間が５年間ぐらいはある。 

しかし、メインバンク制に日本の経営と金融の関連というのは、割と大きな役割

なので、この問題は１回付記してほしいと思う。 

それから、会長がおっしゃっている金融問題というのは、こうやって総合的にい

ろんな方が意見をおっしゃるのは、私は初めての場なので、非常に貴重な意見が多

いので、これは是非報告書に入れられた方がいいと思う。問題提起と具体論という

ものを提起する場面というのはないんですね。金融関係の方がしゃべると、金融庁

を向いた話になってしまうし、やはりこういう場は非常に貴重な場だから、構造改

革の中で、この問題を取り上げることは非常に意味のあることだということを私は

思う。 

（氏家委員）１つは、構造改革という視点で見た、銀行の果たしてきた役割を、果たすで

あろう役割というものを、もう一遍整理しないといけないのではないか。 
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確かに日本経済はキャッチアップする過程で、銀行システムが日本の産業を育成

し、強化する上で果たしてきた役割は大きなものがあった。しかし、日本がキャッ

チアップした段階、銀行が預金を基にして、数少ない審査担当者で、どこにお金を

向けるのかという制度がいいのか、そうではなくて、より多くの人々の知恵とか経

験とかが合成される市場を通じてお金を運ぶ制度がいいのかというのを考えてい

くべきだろうと思っている。それは、やはり銀行制度に余り重きを置くのではなく

て、市場によってリスクマネーを配分していくという構造をこれからつくっていか

なければいけないという点が１つ。 

２つ目は、先ほどからお話があった、金融業というもの、ないしは金融産業とい

うものを、その他の産業が成長するための資金循環の産業であるだけではなくて、

それ自体付加価値を生み出して、国を成長させる産業であるということを、やはり

うたっていかなければいけないのではないのかと思う。 

（川勝委員）今の氏家委員のお話がポイントをついていると私は受け取った。産業のため

に資金を供給するという役割から、個人金融資産を生かすためには、一人ひとりの

言わばライフステージを提案する、つまり幸せをどうつくるかという、そういう生

活提案というものを併せてできるような、そういう金融機関に変わっていく必要が

あるんではないか。つまり、顧客一人ひとりの生活というものに立ち入ることので

きる知恵者というか、そういう金融機関に変わらない限り、少なくとも日本の消費

者あるいは一般大衆、国民は、銀行なりあるいは郵貯なりに高い信頼を置いている

から、しかし、今のところは単に預けているだけだから、それを今度は投資信託会

社がやっているような、更にもう少し教育や、あるいは生活の仕方や、そうしたこ

とも含めた個人の夢を相談されるような、信頼のある、そういう組織に変わってい

く必要があるんではないかと。そうすると、資産が動くのではないか。 

（植田会長）それでは、大体時間も来たので、昀後に１つだけ感想だけれども、たしか牛

尾委員がおっしゃったと思うが、金融業でももっと日本に外国人が来て、マネージ

メントのレベルで活躍すべきであるということがあったと思う。 

おっしゃるとおりかと思うが、例えばロンドンとかで、アジアに派遣されるよう

な金融のプロ、日本人ではない人に東京と香港とどっちがいいかと聞くと、ほとん

どの人は香港と言うらしい。それは、英語が通じやすいからかと思うと、そうでは

なくて、香港も金融の外にいったら、英語はほとんど通じない。むしろ、それより

も社会的なインフラが外国人向けに、教育とか医療とか、もう一つきっちりしてい

ないので、非常に住みにくいというイメージがあるということのようだ。 

そういうのをどういうふうに変えていくかというのは、非常に難しい問題だが、

一方では、氏家委員がおっしゃったような公的年金等の運用をもっと自由化して、

そこにプロが集まってくるという中で、間接的に変わっていくということもあるの

かと思う。 

今日はどうもありがとうございました。 

（以 上） 
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