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「金融資本市場と日本経済に関する研究会」報告書について 

 

 

１．研究会の目的等 

 我が国経済は、バブル崩壊以降、倒産の増加や失業率の上昇、デフレーションの深刻化

等、長期間にわたって停滞が続いて参りました。このところ景気回復の動きが続いており

ますが、我が国経済の再生のためには、資金仲介機能を担う金融資本市場の活性化が一つ

のカギであり、不可欠であると考えられます。 

 そこで、財務総合政策研究所では、バブル崩壊以降の我が国における貯蓄・投資行動の

変化を踏まえ、金融ビッグバン以降における金融資本市場改革の進展状況やそのマクロ経

済に対する影響、金融資本市場から見た国債市場のあり方、公的金融の問題等について、

理論的な視点から議論を行なうために、昨年 10 月以来 7回にわたり「金融資本市場と日本

経済に関する研究会」（座長：堀内昭義・中央大学総合政策学部教授）を開催してきました。 

今回、研究会の成果を踏まえ、研究会メンバーによる分担執筆により、報告書をとりま

とめました。 



２．報告書のポイント 

 報告書の内容を横断的に整理すると、以下のとおりとなる。 

（１） 低迷を続けた 1990 年代の我が国マクロ経済と金融仲介機能 

バブル崩壊後において我が国経済が長期間低迷を続けてきた要因について、宮川論

文では経済の供給面、とりわけ企業の設備投資行動に着目した実証分析を行い、1990

年代に入ってからの実質賃金の硬直化による利潤率の低迷、円高による海外需要の減

退、過剰債務の圧力、という 3つの要因が資本の過剰感を引き起こし、設備投資の長

期低迷を引き起こしたという結論を導いている。 

資本の過剰感が設備投資へ抑制的に影響を与えるということの背景には、過剰資本

の背景に過剰債務があり、それに加えて金融市場の不完全性等が存在するということ

が考えられる。その意味において、資本の過剰感が現実の設備投資へ影響を与えてい

るという本章の実証結果は、90 年代以降の我が国における金融仲介機能の不完全性が

深刻であったことを暗に示唆しているものと考えられる。 

これとは逆に、経済の需要面に着目した分析が吉川論文である。マクロ的に考える

と、1980 年代後半のバブル時代に、企業部門（とりわけ非製造業）は銀行融資を受け

て土地を家計部門から高値で買い、家計部門は土地売却により多額のキャピタルゲイ

ンを得た。前者についてはバブル崩壊と共にそのような企業への融資が不良債権化す

ると共に、後者については、一部の高所得層が得たそのようなキャピタルゲインが預

貯金に退蔵されて有効に活用されず、需要に結びつくことがなかった。この点がバブ

ル崩壊後における経済低迷の要因の一つとして考えられる、としている。 

この議論においても、不良債権の発生に加えて、巨額のキャピタルゲインが預貯金

に塩漬けされ有効に活用されていないという、バブル期以降の我が国の金融仲介機能

における一つの問題点が指摘されている。 

 

（２） 我が国の金融システムが抱える諸問題 

 ○ 不良債権の発生 

1990 年代における銀行危機の発生要因として、晝間論文は、収益本位の貸出強化競

争、新規融資開拓競争といった 1980 年代の銀行を取り巻く環境に着目した分析を行っ

ている。資金の借り手が多数の貸し手から逐次的に借り入れることが可能な状況にお

いては、銀行の審査・監視機能が十分に発揮されるか否かという点には関係なく、デ

フォルト・リスクの増加という外部不経済を発生させ、結果として借り手の過剰債務

（貸し手の過剰融資）が生じるという理論的可能性を指摘している。そしてメインバ

ンク制の下での協調融資の枠組みは、この外部不経済を内部化し借り手の過剰債務を

生じさせない一つの手段であったと解釈することが可能であるとしている。 

 ○ 日本版ビッグバン以降の制度改革 

大崎論文では、日本版ビッグバン及びその後における金融・資本市場をめぐる制度

改革が目指した点について、バブル崩壊により十分な機能を果たせなくなった間接金

融に過度に依存した従来の金融構造を改め、直接金融機能を強化するという点にある

が、このためには、個人投資家の市場参加拡大や、リスクに見合わない低利の貸出を

積極的に推進するといった銀行行動を正常化することが必要であり、そのために証券



化（市場型間接金融）の活用が考えられる、としている。 

櫻川論文においても、銀行部門を縮小させつつそこで生まれた余剰資金が株式市場

へ流れるように一国の資金循環の流れを是正すべきという点で、同様な見方がなされ

ている。 

他方で、堀内論文においては、そのような流れを是認しつつも、融資取引関係に基

づく金融仲介のメリットは、特に中小企業金融の分野などにおいて依然として重要で

あると指摘している。融資取引関係では、借り手企業に関する情報がオープンに取引

されないため、銀行の資産価値全体が不透明で銀行経営の健全性を部外者が評価する

ことを難しくする側面を有しており、金融行政との関連でみると、この点は市場から

銀行経営の健全性を客観的に評価し、それに基づいて健全経営規制を展開するという

金融行政（例えば BIS 自己資本比率に基づく健全経営規制）が必ずしも上手く機能し

ない要因の一つである（櫻川論文においても同様の指摘）。このような金融行政は、融

資取引関係と必ずしも整合的ではないと考えられるため、金融行政が日本経済の今後

の発展にどのような影響を及ぼすかという点について注意深く考察しなければならな

い、と指摘している。 

 ○ 市場におけるプレーヤーの役割 

川北論文では、日本の株式市場において主要な機関投資家である年金等に焦点を当

てた分析を行い、年金の代表である年金信託と個人との間に、株式に対する投資スタ

イルにおいて大きなギャップがあるとし、年金が個人の委託者として行動し、専門家

として期待される機能を発揮するためには、年金が受託者としての自覚を持ち、委託

者である個人の選好を的確に把握する努力を怠らないことが必要であると指摘してい

る。 

大崎論文では、日本版ビッグバン以降の改革により、わが国の金融・資本市場制度

は、少なくとも形式的には、英米の市場と比べて遜色ないものとなったが、問題はむ

しろ制度運営の担い手や市場参加者、利用者の基本的なものの考え方（過去の統制的

思考からの脱却等）に潜んでいるとしている。 

櫻川論文では、株式市場の育成のためには、国民がリスクと向き合う仕組みを作る

ことでリスクを効率的に管理していく発想を持つことが必要と指摘している。 

 

（３） 金融資本市場の変化がマクロ経済へ与えた影響 

我が国はバブル期以降、預金過剰（オーバーバンキング）の状態にある（櫻川論文、

大崎論文）。このオーバーバンキングは 1980 年代後半の資産バブルを生み出したほか、

不良貸出先に継続融資する過剰融資・追い貸しを招き多くの不良債権を発生させるな

ど、マクロ経済に悪影響を与えた。また、デフレとの関係では、預金過剰はデフレと

相互依存関係を深めつつ累積的に進行し、後者が存続する限り前者の解消は難しいと

考えられる（櫻川論文）。 

この問題を解決するため、櫻川論文では以下の点が指摘されている。新たな金融シ

ステムの構築においては、銀行部門と株式市場とのバランスの取れた資金配分が重要

であり、ペイオフの完全実施による預金保護範囲の縮小のほか、預金保護対象の限度

を一人当たりの預金総額で考えることや、デフレの影響を考慮して預金の実質金利へ



課税する可能性も視野に入れるべきであろう。預金者の銀行破綻に対するコスト意識

を高めるため、銀行破綻のコストを預金者に負担させるのが望ましい。 

なお、ペイオフの完全実施に関して、富田論文では信用リスクへの介入を抑制する

観点から必要としているほか、堀内論文においては、ペイオフの実施には金融システ

ムの安定が必要であること、ペイオフの完全実施という政策公約が繰り返しキャンセ

ルされる事態が政府の政策に対する信認を失墜させること、という二点が指摘されて

いる。 

他方、渡部論文では、金融手法の導入がマクロ経済に与える影響を検証している。

具体的にはまず、日経 225 先物取引が導入された 1990 年とほぼ同時期にマクロ経済の

動向を表す指標（景気一致指数と鉱工業生産指数）の成長率が有意に低下しかつその

変動幅が大きくなっている事実を、実証的に導き出している。次いで、1990 年初めか

ら我が国の株価が大幅に下落しはじめた事実を踏まえ、「日経 225 先物取引という金融

取引の導入が、株価やマクロ経済指標の下落やその変動幅の増大に繋がった」という

仮説（いわゆる先物悪玉論）を検証し、これを否定する結論を示している。 

 

（４） 国債市場・国債管理政策と公的金融 

富田論文では、国債市場の発展と今後の課題について以下のように論じている。

2003 年末時点で 670 兆円という巨額に膨れ上がった日本政府の債務残高に対し、巨額

の国債の消化を確実かつ円滑なものとするため、ここ数年で国債市場の整備は著しく

進展した。しかしながら、預貯金をはじめ地方政府、中小企業等の債務に国が信用保

証を行うことにより、国債が唯一の信用リスク・フリーの金融商品であるという特性

が隠蔽されている結果、金融資本市場におけるリスク配分機能をゆがめているほか、

国債の国際的信用を低下させる要因ともなっている。したがって今後、財政の健全化

を進めると同時に、信用リスクへの介入を制限し、国による債務保証を国債に限定し

ていくことが必要である。 

なお、国債以外の金融商品への国による債務保証を廃止することが必要という点に

ついては、櫻川論文や髙橋論文でも指摘されている。 

郵政民営化との関連から国債管理政策を論じた髙橋論文においては、長期的な視点

から国債市場の整備を行うことと共に、多額の資金が民間部門の成長分野でなく公的

部門に流れている官民資金循環の是正、国債の安定消化等の必要性を指摘している。

そのための具体策としては、個人向け国債が、郵貯の廃止される政府保証商品の受け

皿となりうるとし、その拡充により、国債保有構造を是正し国債の安定消化につなが

ると共に、国民に国債金利情報を提供することとなって金利機能の発揮を促すことと

なる、としている。 

   ここで取り上げられた郵貯問題を含め、公的金融の改革に関する議論を行う際に、

公的金融の肥大化が続いているという現状認識が当然のように議論の前提として置か

れ、またその肥大化の要因は公的金融機関に「官業ゆえの特典」が与えられている点

にあると指摘されることが多い。家森・西垣論文は、このような公的金融の肥大化論、

官業の特典論について、統計に基づき検証を行っている。前者については、例えば政

府による信用補完を公的金融活動に含めた場合には日本よりアメリカの方が公的金融



のウェイトが高くなるなど、公的金融の範囲をどのように定義するかによって様相が

異なってくるとし、後者に関しては、官業ゆえの特典は確かに存在するが同時に官業

ゆえの制約も課せられており、かつ公社化により特典の多くは消滅したとして、むし

ろ官業ゆえの制約についても検討する必要性を指摘している。 

   翁論文においては、公的金融の活動が、資源配分の非効率化、リスクの顕現化によ

る財政負担の増大等の重大な副作用を伴う可能性があることから、公的金融の政策目

的、組織形態のあり方、プライシングについての検証が必要であるとし、このような

プライシングとリスク管理の徹底を、組織が全体として抱えているリスクの総量の把

握につなげ、組織内でリスクを統合的にマネージしていくことの重要性を指摘してい

る。更に、こうした個々の組織の金融活動について政府全体で統合的に把握し、公的

債務管理体制を充実させていくことが、将来にわたる財政負担を軽減するために不可

欠であるとしている。 



３．各章の要約 
 
第１部 日本経済の低迷と金融 

第 1 章 過剰設備と長期停滞 

宮川 努（学習院大学経済学部教授）          

落合 勝昭（一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程） 

 1990 年代に入って設備の過剰感が急速に高まったことはよく知られている通りであるが、景

気拡大期の GDP 成長率は、80 年代後半を除いてそれほど変化していないにもかかわらず、何故

設備過剰感がこれほど高まったのだろうか。本章では、この設備過剰感の高まりを軸に、昨今

の設備投資行動について考察する。 

実物面からの要因として、1990 年代に入ってからの労働市場における実質賃金の硬直化が、

利潤率の低迷をもたらし、それが設備過剰感を強める要因になったというメカニズムを検証し

た。この結果、1990 年代に入ってから、生産性が低下し要素価格フロンティアがシフトする中

で、実質賃金率が高止まり、利潤率が大きく低下していき、設備投資が利潤率の動向に影響さ

れて低迷を続けるという構図が浮かび上がってきた。そうした中で需要側の変数として代表的

なマネー・サプライは、設備投資への影響力を有していない。 

 資本の過剰感については、金融市場との関わりにおいても生じている。利潤率に関しては、

標準的な設備投資行動の考え方があてはまることが示された。これに加えて円高は海外での自

国製品のシェアを失わせることから設備投資を抑制し、さらに過剰債務圧力もまた設備投資に

対して抑制的に働くことが示された。1990 年代に入ってからは、利潤率の低迷が続くとともに、

中盤では大幅な円高が起きた。またこの間過剰債務圧力は高まり続けていた。これらの要因す

べてが、資本の過剰感を引き起こし、90 年代の設備投資の長期低迷につながっていたと考えら

れる。 

 2002 年から始まる景気回復は、民間部門での調整を経た民間主導の回復である。今後は政府

の役割が問われる番だが、長期停滞の過程で、政府の伝統的な経済政策の有効性や信頼性が大

きく問われたことは否定できない。設備投資だけでなく持続的成長を実現するために、従来の

枠組みに捉われない政策対応はまさにこれから始まるといってよい。 

 
第２章 失われた 10 年：金融と実体経済 

吉川 洋（東京大学大学院経済学研究科教授） 

本章は、資産価格の変動とりわけ地価の動きに着目してバブル期とその後における日本経済

を振り返り、バブル期において我が国の金融と実体経済が資産価格の変動とどのような関係を

有していたかを明らかにすることを目的とする。 
バブル期における地価上昇の初期段階についてみると、商業地、住宅地、工業地という土地

の種別により、また東京を中心とする大都市とそれ以外の地域との間で地価上昇率に大きな乖

離が認められる。即ち、この局面においては金利要因による地価上昇というよりも、むしろ政

府の誤った政策もあり、東京における商業地の期待収益率が上昇したことが、企業とりわけ非

製造業の中小企業による土地投資の活発化を呼び、土地価格の上昇を引き起こした。これらの

企業は銀行融資を受けて土地投資を行っており、バブルが崩壊すると、それらの企業の財務健

全性は著しく劣化するとともに、それらの企業への融資が不良債権化することとなった。 



他方でマクロ的に見た場合、バブル期において土地を企業に高値で売り抜けた相手方は、家

計ということになる。家計部門は、土地を企業に高値で売り抜け、巨額のキャピタルゲインを

得ている。これを少し細かくみると、限られたごく一部の高所得の世帯が巨額のキャピタルゲ

インを得た一方で、多くの世帯ではバブル期に金融資産の増加があまり認められない。そして、

前者が得た巨額のキャピタルゲインは預金に退蔵され、有効需要に結びつくことがなかった。 
勿論、これらがバブル崩壊後における日本経済低迷の要因の全てであるということではない

が、このようなことも、バブル崩壊後における日本経済の低迷の一因となっていると考えられ

る。 
 
第２部 銀行システムを取り巻く課題 

第 3 章 銀行危機と金融システムの再構築：融資取引関係の可能性 

堀内 昭義（中央大学総合政策学部教授） 

 銀行と借り手企業の間で形成される長期取引関係を基盤とする融資（リレーションシップ･

バンキング）は、程度の差こそあれ、日本を含む多くの国々の金融システムにおいて重要な位

置を占めてきた。その理由は、長期取引関係が融資取引に付随するエージェンシー問題を緩和

する効果を持つこと、また借り手企業が経営困難に陥った場合に、融資契約を再交渉し、追加

的情報を有効に使って経営困難な企業の再生や破たん処理を進められること、などに求められ

る。 

日本の金融システムは、長期の銀行危機を経て、伝統的な銀行融資の重要性が急落し、さま

ざまな証券化の動きが顕著になりつつある。銀行の危機的状況が長期にわたって続いたことを

考慮すれば、このような動きは当然のことであろう。しかしそれでも、融資取引関係のメリッ

トは、中小企業金融の分野などにおいて依然として重要であると考えられる。 

融資取引関係は銀行の貸出債権の価値を不透明なものにとどめるという無視し得ない傾向

がある。このことは銀行の資産価値全体を不透明にし、銀行経営の健全性を部外者が評価する

ことをも難しくする。1990 年代初頭以降、日本が不良債権問題を迅速に解決し得なかった大き

な理由のひとつを、融資取引関係を基盤とする金融仲介が重要な位置を占め続けてきたことに

求められるであろう。 

また市場から銀行経営の健全性を「客観的」に評価し、その評価に基づいて健全経営規制を

展開するという金融行政は、融資取引関係と必ずしも整合的ではない。たとえば、銀行の貸出

債権を市場ベースで評価するという検査の方法が有効であるためには、検査の対象となる銀行

が融資取引関係から脱却することを必要とするであろう。またペイオフの実施には金融システ

ムの安定が必要であるが、ペイオフの完全実施という政策公約が繰り返しキャンセルされる事

態は政府の政策に対する信認を失墜させるという問題を含む。われわれは、融資取引関係にマ

イナスの影響を与える可能性がある金融行政が、日本経済の今後の発展にどのような影響を及

ぼすかを、注意深く考察しなければならない。 

 

第４章 80 年代における銀行の過剰融資（借り手の過剰債務）はなぜ起きたか？ 

：メインバンク論の再検討と Sequential Banking 

晝間 文彦（財務総合政策研究所特別研究官、早稲田大学商学部教授） 

本章では、巨額の不良債権を生み出した直接的原因となったといわれる、1980 年代の銀行行



動に焦点を当てて、メインバンクを幹事行とする協調融資機能に関して、これまでの議論では

指摘されてこなかったと思われるひとつの分析視点を提供している。すなわち、①借り手が多

数の貸し手から逐次的に借り入れ可能な市場環境では、借り手の追加的負債は、既存の貸し手

に対してデフォルト・リスクの増加という外部不経済を課し、結果として、借り手の過剰債務、

貸し手全体として過剰融資が生じるという「市場の失敗」が生じること、②メインバンクによ

る協調融資というシステムは、この外部不経済を内部化し信用割当均衡を実現するひとつの方

法であったと解釈することが理論的に可能であること、をそれぞれ示している。 

この市場の失敗仮説に基づくと、メインバンクの評価を巡って争われた銀行の情報生産機能、

審査・監視機能の有無は 2 次的な問題となる。なぜなら、たとえ銀行（メインバンク）が十分

な情報生産機能を持っていたとしても、情報の非対称性が残存し、逐次的借入れが許容される

市場環境である限り、過剰融資、過剰債務は起りうるからである。 

このことは、たとえ今後、銀行がその情報生産機能を充実させたとしても、現在の市場競争

強化、価格メカニズム徹底化に向けた市場型金融システム改革には一種の落とし穴、すなわち

逐次的借入れがもたらす外部不経済という市場の失敗の可能性が少なくとも理論的には存在

することを示唆している。今後の金融システム改革議論においても、こうした可能性を無視す

べきではないだろう。 

 

第３部 資本市場を取り巻く課題 

第５章 資本市場制度改革の現状と課題 

大崎 貞和（野村資本市場研究所研究部長） 

 1996 年 11 月に打ち出された「日本版ビッグバン構想」は、わが国金融・資本市場のあり方

を抜本的に改めようとする大改革であった。その背景には、わが国市場の国際的な地位低下に

対する危機感と共に、銀行による貸出を中心とするいわゆる間接金融に過度に依存した従来の

金融構造の行き詰まりがあった。 

 日本版ビッグバンは、2001 年 3 月末に「完了」したものとされるが、実際には、その後も証

券取引法の改正や証券税制改正など、金融・資本市場をめぐる制度改革が続いている。また、

個人金融資産の過半が依然として預貯金に留まっているなど、ビッグバンが目指した金融構造

の転換は目に見えて進んでいない。その理由は、次のように整理できる。 

 第一に、証券投資の窓口となる証券会社が庶民の身近な存在となっていないことや市場や投

資に対する知識不足などから、個人投資家の証券市場への参加が顕著には拡大していない。第

二に、リスクに見合わないレートでの貸出が行われるなど、オーバーバンキングに由来する過

当競争のため銀行の行動が必ずしも合理的とは言えず、資金調達の金融・資本市場へのシフト

を妨げている。とりわけ後者の問題は重要であり、銀行行動を正常化するためには、有価証券

の流通市場における価格発見機能を最大限に発揮させ、銀行債権の証券化を促進することが必

要である。また、そのためには、市場における不正行為に対する監視を強化し、投資家の市場

に対する信頼を高めることが求められる。 

 日本版ビッグバンとそれに続く改革によって、わが国の金融・資本市場制度は、少なくとも

形式的には、英米の市場と比べて遜色ないものとなった。しかし、制度を設計する当局者を含

む有識者にも根強い統制的思考様式や，市場からの資金調達を銀行からの借り入れに対する調

整弁程度に捉える企業の考え方が変化しないのであれば、わが国の制度改革は、「仏作って魂



入れず」の状態に陥りかねない。 

 

第６章 証券市場における機関投資家の役割 －年金と投資信託の役割について－ 

川北 英隆（同志社大学政策学部教授） 

1990 年代以降、日本の株式市場において機関投資家が台頭してきた。とりわけ、年金による

株式の保有は市場時価総額全体の 12％に達し、株式持ち合いの比率を凌駕しつつある。 

では、日本の株式市場において、主要な機関投資家である年金、証券投資信託等は本来の機関

投資家としての機能を発揮してきたのであろうか。 

そこで、主要な投資家が株価の変動に対していかに反応し、行動してきたかという点に関し

て、投資家別、上場株式の業種別時価総額のデータを用い、1980 年代後半から、バブル崩壊を

経て、現在にいたるまでの間について分析を行った。その結果によれば、個人は逆張り的な投

資スタイルを続けていること、生命保険会社は個人と同じように逆張り的であること、一方で、

証券投資信託には目立った特徴がないこと、年金信託と海外投資家は順張り的であることがわ

かる。 

この結果から判断すると、証券投資信託はともかく、年金の代表である年金信託と個人とに

は、株式に対する投資スタイルにおいて大きなギャップがあると考えざるをえない。個人は、

その投資スタイルに関していくつかの解釈はあるものの、結果として長期的な観点に立って投

資を行ってきたと考えられるのに対して、年金信託は、短期的な観点から株式投資を行ってき

たとみられる。 

今後、年金が個人の委託者として行動し、投資の場面で専門家として期待される機能を発揮

するためには、一つには受託者としての自覚を持ち、委託者である個人の選好を的確に把握す

る努力を怠らないことが必要となろう。同時に、受託者としての意識を高めるための社会的な

ルール作り、たとえばイギリスのような機関横断的な金融サービス法や、年金に関する仲介機

関の責務を明確にしたアメリカのエリサ法等、これらと同等の法制度を日本においても早急に

導入、確立する政策が必要になると考えられる。 

 

第４部 金融資本市場の変貌とマクロ経済への影響 

第７章 銀行部門の縮小と株式市場の活性化 －日はまた昇る－ 

櫻川 昌哉（慶應義塾大学経済学部教授） 

我が国はこれまで預金過剰（オーバーバンキング）の状態にある。預金過剰は 1980 年代後

半の資産バブルを生み出したほか、不良貸出先に継続融資する過剰融資・追い貸しを招き多く

の不良債権を発生させるなど、マクロ経済に悪影響を与えた。また、預金過剰はデフレと相互

依存関係を深めつつ累積的に進行し、後者が存続する限り前者の解消は難しい。 

銀行のガバナンスの不徹底や、BIS 自己資本比率規制がバブル崩壊直後という悪いタイミン

グに導入されたこと、裁量的な会計制度の運用や安易な劣後債の発行といった理由により、銀

行は不動産関連融資の圧縮に失敗し、不良債権問題を長期化させた。ただ、BIS 規制の運用が

うまくいかなかったのは、これら日本固有の原因が全てではなく、そもそも銀行資本を正確に

測るのが難しいという点もある。 

新たな金融システムの構築においては、銀行部門と株式市場とのバランスの取れた資金配分

が重要である。ペイオフの実施による預金保護範囲の縮小のほか、預金保護対象の限度を一人



当たりの預金総額で考えることや、デフレの影響を考慮して預金の実質金利へ課税する可能性

も視野に入れるべきであろう。預金者の銀行破綻に対するコスト意識を高めるため、銀行破綻

のコストを預金者に負担させるのが望ましい。 

また、企業や銀行の破綻に際して、株主責任を不問にすべきではない。株主が破綻リスクを

負わなくてもすむのであれば、経営者の行動を監視する者が存在しなくなる。 

政府は自ら販売する金融商品に安易に国家保証をつけることを慎むべきである。郵政公社の

民営化にとって、元本保証をどれだけはずすことができるかが本質的な意味を持つ。 

株式市場の育成と言うとすごく難しいことのようにみえるが、大事なのは、リスクにまとも

に向き合う仕組みをつくることであり、そこからリスクのコスト意識、リスクの効率的な管理

という発想が生まれる。日本は豊富な金融資産をもっており、世界に冠たる金融大国になるの

も夢ではないはずである。 

 

第８章 日本の景気変動の構造変化と日経 225 株価指数先物取引 

渡部 敏明（東京都立大学経済学部教授）     

内山 博邦（東京都立大学経済学部 COE 研究員） 

近年、欧米では景気変動の構造変化に注目が集まっている。アメリカでは、1980 年代中ごろ

から景気変動が安定化してきたことが明らかになっており、ヨーロッパでも同様の構造変化が

観測されている。ところが、日本の景気変動の構造変化に関する研究はこれまでほとんど見ら

れない。 

そこで、日本の景気変動に近年構造変化が見られるのか、もし見られるとしたら、いつ構造

変化が生じているのか、またどのような構造変化が生じているのかについて分析を行った。 

日本の景気変動を表す変数として本論文で用いているのは、内閣府経済社会総合研究所が作

成している景気一致指数 (CI) と鉱工業生産指数 (IIP) である。近年の構造変化に注目する

ため標本期間は 1980 年 3 月から 2003 年 11 月までとしている。景気転換点は、CI を用いた場

合には 1989 年 4 月、IIP を用いた場合には 1992 年 1 月と推定され、いずれの変数を用いた場

合も構造変化は統計的に有意であった。具体的には、構造変化点以降において、景気後退期、

拡張期とも平均成長率が有意に低下しており、また景気変動の振幅および景気変動からの短期

的な乖離のバラツキが増大しているとの結果が得られた。 

構造変化点の推定値 1989 年 4 月と 1992 年 1 月は、日経 225 先物取引が開始された時期とほ

ぼ同じかその直後である。また、1990 年初めに日本の株価が大幅に下落し始めたことから、日

経 225 先物取引が日本の株価を下落させボラティリティを増大させたとする「先物悪玉論」が

唱えられるようになった。そこで、日本の株価変動や景気変動を不安定化させた原因が日経 225

先物取引にあるのではないかと考え、日経 225 先物取引が日本の株価や景気に与える影響につ

いても分析を行っている。具体的には、日経 225 先物取引の取引高や建玉残高から日経 225 株

価指数、CI、IIP のレベルおよびボラティリティにグレンジャーの因果性があるかどうか分析

した結果、有意な因果性は観測されなかった。 

このことから、日経 225 先物取引は日本の株価変動や景気変動を不安定化させた原因ではな

いと考えられる。 



第５部 国債市場と国債管理政策 

第 9 章 国債市場の流動性と信用リスク・フリーのステータスについて 

富田 俊基（野村総合研究所研究理事） 

 日本政府の債務残高は 2003 年末時点で 670 兆円と、同年の GDP の 1.34 倍に達し、急速なテ

ンポで上昇が続いている。国債市場では 2003 年度に、110 兆円を越える国債が発行された。 

このように発行される巨額の国債の消化を確実かつ円滑なものとするため、ここ数年の間に

市場流動性を高めるための方策が相次いで導入され、国債市場の整備は著しく進展した。こう

した市場改革の進展を受け、2003 年夏の金利の急激な上昇に際しても、国債市場の価格形成機

能は円滑に機能し、流動性が高く弾力的な構造に進化したことを示した。 

 しかし、日本国債の保有構造についてみると、銀行部門と公的部門とに著しく偏っており、

個人と非居住者の保有比率が極めて低い。日本では、ペイオフが完全に実施されない等、預貯

金や政府機関、地方政府、中小企業などの債務に国が信用保証しており、唯一の信用リスク・

フリーである金融資産という国債の特性が隠蔽されていることが、いびつな国債の保有構造の

要因と考えられる。しかも、こうした政治による信用補完が、金融資本市場のリスク配分機能

を歪める原因ともなっている。 

 また、日本国債の国際的な信用は低下しており、海外ではリスク・プレミアムを求められる

状況にある。 

 当面の課題としては、国債市場の流動性をさらに高めるために発行市場との一体化を促進す

ることがある。しかし、国債管理政策が財政規律を代替することはありえず、国債の市場流動

性が高まるだけでは、日本国債の国際的信用は回復できない。これを回復するためには、財政

の健全化を進めねばならないと同時に、国債が唯一の信用リスク・フリーの金融商品であると

いう認識のもとに、金融資本市場全体の改革を進めることが求められる。それには、政治によ

る信用リスクへの介入を制限し、国による債務保証を国債に限定してゆくことが必要である。 

 

第 10 章 プラクティカル国債管理政策 －郵政民営化と整合的な国債管理政策－ 

髙橋 洋一（財務総合政策研究所客員研究員） 

日本の金融市場の現状は、理論的に予想される姿とは異なり、預金金利は国債金利より低い。

郵便貯金のうち太宗を占めている定額郵貯はプットオプション付き個人向け国債と同じであ

り、その金利は解約オプションを考慮すれば国債と同等である。そして国債市場については、

その金利は合理的な水準になっていると考えられる。国債金利と同等な金利水準の郵貯が、低

い金利の銀行預金より好まれたのは、市場原理からみると当然である。９０年代における郵貯

シフトは、市場機能が発揮された結果であり、むしろ問題は国債金利より低い預金金利という

見方ができる。 

郵貯が貸出部門を短期間に容易に整備できないことを前提とすれば、郵貯の民営化にあたり、

その残高をかなり縮小させ郵便局ネットワークを生かしたナローバンク型の金融機関が考え

られる。必要最小限度以外の資産負債をオフバランスさせてリスクを軽減し、証券投資信託等

の金融商品を代理人として販売する形で手数料収益を上げるというビジネスモデルである。 

当面行うべき国債管理政策は、長期金利の上昇に対処することではなく（これはむしろ金融

政策の問題である）、官民資金循環の是正、国債の安定消化及び郵貯・簡保への政府保証の廃

止などであり、これらは郵政民営化と整合的かつそれを支援するであろう。 



まず、個人向け国債をさらに拡充すべきである。これは、廃止される政府保証商品の受け皿

になりえるし、同時に国債保有構造を是正し、国債の安定消化に役立つ。また、直接的に国民

に対し国債金利情報を提供することになって、官民資金循環の是正に貢献するだろう。 

また、郵貯の個人向け国債化（bond conversion）も考えられる。郵貯の貸借対照表（2002

年度末）を見ると、資産 238 兆円のうち 201 兆円は国債・預託金であり、理論上 201 兆円の資

産と引き換えに国が郵貯を国債として引き受けることができる。これにより、国債管理政策と

して、政府保証債務を解消し個人向け国債比率を一気に高めることができ、郵貯にとってもオ

フバランス化によって各種のリスクを減少させ経営の安定化を図ることが可能になる。郵貯の

利用者にとっても、これまでの金融商品を継続して利用できるというメリットがある。 

 

第６部 公的金融問題の論点 

第 11 章 日本の公的金融 －肥大化論と官業の特典論の再検証－ 

家森 信善（名古屋大学大学院経済学研究科・高等研究院教授） 

西垣 鳴人（岡山大学経済学部助教授）            

日本の金融システムを再生するには、民間金融部門の改革だけではなく公的金融部門の改革

が不可欠だと考えられている。その際注目したいのは、公的金融の肥大化が続いているという

現状認識が、議論の当然の前提に置かれていることが多い点である。この公的金融の肥大化論

に関して再検証を行った。また、硬直的な規制下におかれているはずの公的金融機関が大きな

力を持ち、近年大幅な規制緩和が行われてきた民業を圧迫している理由は、膨大な「官業ゆえ

の特典」が公的金融機関に与えられているからだ（官業の特典論）と指摘されることが多い。

この官業の特典論を評価するためには、まず、その特典の大きさを知る必要がある。この点に

ついても再検証を行った。 

前者については、公的金融が 1998 年頃まで金額的にもシェア的にも拡大してきたことは様々

な指標で裏付けられ、肥大化論はその意味で正しい。しかし、1998 年以降については、横ばい

か、むしろ低下傾向にあるという新しい状況が見られる。また、公的金融のウエイトを考える

場合、その範囲をどのように設定するかによって見かけの数字がかなり異なってくることにも

注意が必要である。たとえば、金融を資金の流れではなくリスク負担のあり方としてとらえた

場合、日本よりも米国の方が金融における公的な関与が大きいということにもなりうる。 

後者については、「経常費用としての税」の免除などの点で、官業の特典が存在したことは

確かであるが、全国銀行協会が推計した 10 年で 4.6 兆円という金額は過大評価だと考えられ

る。しかも、日本郵政公社の発足に当たって、民間との競争条件の均等化がはかられた結果、

官業の特典はほとんどなくなったと判断できる。むしろ、今後は、官業ゆえの制約（特に、山

間辺地での店舗の維持義務）を負担できなくなる局面が生じるおそれもあり、こうした制約に

伴う負担をどのように賄うのかを考えておく必要がある。 

 

第 12 章 リスクの担い手としての観点からみた政府の役割の検証 

    －政策目的、組織形態、プライシングと手法－ 

翁 百合（日本総合研究所調査部主席研究員） 

 わが国の政府部門が担っている金融活動における「本質的な機能」の最大公約数があるとす

れば、「市場では十分に達成されない何らかの政策目的があり、その達成を阻害する要素を政



府が取り除くための機能であり、典型的には政府が民間にとれないリスクをマネージしつつ、

最終的にリスクテイクする機能」であろう。しかし、政府がこうした機能を発揮することによ

る副作用は、資源配分の非効率化、リスクの顕現化による財政負担の増大といった、日本経済

にとって重大な点に結びつく可能性がある。このため、以下の点についてその検証を有機的に

行っていく必要がある。 
 第一に、公的金融の政策目的について。公的金融の弊害は上記の通り大きくなり得るので、

厳密にこの妥当性を検証する必要がある。最近、枠組みが整備されてきた政策評価の仕組みは、

必要性の検証についての取組みには課題が多く、今後内容の充実が急がれる。 
 第二に、組織形態のあり方について。民営化が可能な条件、即ち①受益と負担の関係が明確

で事業性があり、②政策目的の評価が可能で、政策目的に関して企業経営者と政府が契約を結

ぶことができ、③民間でもリスクコントロールが可能でリスクテイクの担い手になり得る、と

いう点について検証する必要がある。 
第三に、プライシングについて。今後は、リスク評価と政策評価による外部効果の把握を徹

底していく必要がある。こうしたプライシングを進めていく過程で、どの部分のリスクが民間

で担えないか明確になるはずであり、これによって受益者のモラルハザードが多少なりとも小

さくなる手法を選択することも可能となる。 
 このようなプライシングとリスク管理の徹底を、組織が全体として抱えているリスクの総量

の把握につなげ、組織内でリスクを統合的にマネージしていくことが重要である。更に、こう

した個々の組織の金融活動について政府全体で統合的に把握し、公的債務管理体制を充実させ

ていくことが、将来にわたる財政負担を軽減するために不可欠である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
※ 本報告書の内容や意見は全て執筆者個人に属し、財務省あるいは財務総合政策研

究所の公式見解を示すものではありません。 
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