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報  道  発  表 

 

 

「資金循環における市場型間接金融の役割に関する研究会」報告書について 

 

 

１．研究会の目的等 

 

 我が国資金循環において昨今、証券化を始めとした市場型間接金融と呼ばれる新たな経

路が発展しつつある。市場型間接金融に関する一般的に受容された定義は現在のところ存

在しないものの、1990年代以降の市場型間接金融を巡る議論において、①多数の取引主体
によって価格形成がなされる市場が中心的な役割を果たす場として存在する、②市場と「最

終的な資金の供給者（Ａ）」または「最終的な資金の需要者（Ｂ）」との間に金融機関が存

在する、③資金需要者のリスクが幅広い資金供給者によって負担される、という共通点が

見出される（第２章横山論文）。 

本報告書においては、市場型間接金融について、資金の供給者である（Ａ）と市場を、

もしくは、資金の需要者である（Ｂ）と市場をつなぐ働きをするような金融仲介活動と定

義して分析を行った。前者の典型例は投資信託（投資信託委託会社が資金の供給者と市場

をつなぐ）であり、後者の典型例は証券化（銀行等が市場でローン債権を売却し、資金の

需要者と市場をつなぐ）である（第１章池尾・柳川論文）。 
 

伝統的な間接金融      （Ａ）          金融機関          （Ｂ） 

                          相対
あいたい

型             相対型 
 

市場型間接金融 

（Ａ）         金融機関Ⅰ          マーケット        金融機関Ⅱ       （Ｂ） 

  相対型             市場型              市場型            相対型 

［プロの参加者のみからなる資本市場の形成］ 

 

※ 矢印は資金の流れを示す  

 
銀行を中心とする金融仲介機関にリスクが集中する金融システムとなっていたことが、

1990年代以降における我が国経済の長期低迷をもたらした一つの要因とも考えられる（第
１章池尾・柳川論文）が、市場型間接金融はリスクを金融仲介機関から切り離し広く分散
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させることが可能な金融システムの一つであり、その動向を研究することは新たな我が国

金融システムのあり方を展望する上で有意義であると考えられる。 
そこで、財務総合政策研究所では、市場型間接金融とはどのような機能を有するもので

あり、我が国や諸外国の資金循環における現状、経済へ与える影響、期待される機能を発

揮する上での問題点及び将来展望につき、2004年 10月以来 7回にわたり「資金循環にお
ける市場型間接金融の役割に関する研究会」（座長：池尾和人・慶應義塾大学経済学部教授）

を開催し、理論的及び実務的な視点から議論を行ってきたところである。今般、研究会に

おける議論の成果を踏まえ、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た。 
本稿では、報告書の概要について紹介することとしたい。 
 

 

２．報告書のポイント 

 

 報告書は、研究会における報告と実務家からのヒアリング及びそれらに関する議論を踏

まえ研究会メンバーが分担執筆した論文と、ヒアリングにおける報告内容を基としたヒア

リング論文から構成されている。 
 報告書の内容を整理すると、以下のとおりとなる。なおここでは、市場型間接金融の典

型例として、投資信託と証券化を中心に分析している。 
 
（１）市場型間接金融の必要性と期待される機能 

 イ．市場型間接金融の必要性 

高度化・複雑化したわが国経済は、金融仲介機関にリスクが集中する金融構造、経

済成熟化に伴う新たな投資機会発見の困難化等の課題に直面しており、市場型金融の

拡大が求められているとされる。第１章池尾・柳川論文では、金融技術が高度化し金

融取引が複雑化している現状に鑑みると、価格変動につながる要因が 24 時間・世界
中で発生しかねない中、一般投資家の参加を促すためには、これらすべてに関心を払

う必要がある直接金融ではなく、資産運用は専門化に委託する市場型間接金融の活用

が必要であると主張している。 
 

 ロ．市場型間接金融に期待される機能 

市場型間接金融に期待される機能については、金融システムの持つ資金仲介機能

（最終的な資金供給者から最終的な資金需要者へ資金を提供する機能）と流動化機能

（資金仲介に伴って発行された証券について本来の満期前の売買を可能にする機能）

という２つの機能に関して第 3 章内田論文が検討を行っている。市場型間接金融は、
従来の間接金融に比べて多数の取引主体が参加するため、経済全体で幅広いリスク分

散化を可能にし，金融仲介機関への過度なリスク集中を防ぐことや、金融機関の機能
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分化が進むことによって専門性追求による金融取引の効率化が期待される。それに加

えて市場型間接金融においては、市場で流動化しやすい証券により資金が仲介され，

また将来の流動化が見込まれることにより資金仲介が促進されるというように資金仲

介機能と流動化機能の相互連関が増し，上記のメリットが更に増大する可能性がある

ことも示されている。 
他方で市場型間接金融に対する懸念として、第 3章内田論文ではリスクを分担する
最終的資金供給者の負担増大、機能分化に伴う利害対立の複雑化、市場型間接金融に

おける短期収益の追及により従来型間接金融に資金が流入しなくなる危険性等を指摘

している。 
 

（２）市場型間接金融の現状と課題 

 イ．投資信託 

2004年 10月末現在の投信残高は約 54兆円で、家計の金融資産に占める投信の割
合は 2％程度と、米国の 12％や欧州の 5％～15％より少ない（第５章川村論文）。 

保険・年金準備
金
28.0%

その他
4.6%

現預金
55.0%

投資信託
2.4%

債券等
1.6%

株式
8.4%

（出所）日本銀行資金循環勘定を基に大和総研制度調査部作成
（注１）株式には出資金を含む。
（注２）債券等は、国債・財融債、地方債、政府関係機関債、金融債、
事業債の合計である。

（出所：川村論文） 

 
我が国の投信が抱える問題点として、運用成績の低さや、各投信の運用成績に関す

るデータ蓄積が不十分であること、一般投資家の投信に対する知識不足等を指摘して

いる。これに対しては、投資信託協会等が、資産運用会社の運用努力を促すため、各

投資信託の運用成績に関する評価基準の整備やデータの蓄積を行うとともに、投資家

が自己責任に基づき投資判断を下すための投資家教育の推進等に取り組んで行く必要
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があるとしている（第５章川村論文）。 
 

 ロ．証券化 

2004年度には新規発行額 5兆 7,000億円と急拡大しているが、国内銀行貸出残高
が約 400兆円あることに鑑みれば、証券化が我が国資金循環において果たしている役
割は限定的である（第５章川村論文）。 
制度上の問題として、証券化等の対象となる資産を流動化させる際、資産の譲り受

けや、証券発行の主体である SPV（例えば匿名組合や SPC（特別目的会社））につい
て、単一では責任財産を区分することが実務上困難なため、複数回の証券発行が難し

いことや、情報開示の面で、私募案件では情報不足から投資が阻害される一方、公募

案件では開示項目が詳細であり事務作業の煩雑さがあるとされる。しかし主要な課題

はむしろ我が国の市場慣行にあり、例えば、金銭債権における譲渡禁止特約の存在に

より証券化による譲渡ができないことや、証券化商品の流通市場が現状では極めて小

さいこと、リスクテイカーたる投資家層の薄さ等の問題が指摘されている（第５章川

村論文）。 
 

（３）欧米における市場型間接金融 

第６章淵田論文によれば、米国や英国における市場型間接金融の拡大過程においては、

老後の資産形成の手段として投資信託に市場参加者のニーズが高まったこと等を背景に

自律的に市場型間接金融が拡大しているが、欧州大陸諸国では、流通市場における売買・

決済の標準化や市場慣行の整備といった政策的な市場整備が行われているケースが見ら

れる。 

 

（４）将来への展望 

第７章前多論文によれば、我が国経済の成熟化に伴い、経済に存在するリスク量、特

にこれまで銀行に蓄積していた貸出リスクが増大しており、金融仲介機関に集中したリ

スクを外部に移す観点から市場型間接金融の機能を活用し発展させることが重要である

とされている。また、第４章櫻川論文では、我が国の金融制度が、銀行による伝統的な

間接金融から市場型金融へと舵を切り替えることを余儀なくされている中、市場機能の

活用のため、金融市場の制度整備が重要であるとされている。 

そのための主要な課題としては、制度インフラそのものの問題に加えて、上記（２）

ロ．で述べたような取引上の問題（例えば、私募における情報不足や金銭債権の譲渡禁

止特約等の市場慣行）の解決が重要であり、関係者の努力によりこれらを克服するとと

もに、一般個人等の資本市場取引に対する信任を高めることで、市場型間接金融の拡大

が期待されるとされている。 
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３．各章の要約 
 
第１章 日本の金融システムのどこに問題があるのか －市場型間接金融による克服－ 

池尾 和人 （慶應義塾大学経済学部教授）       

柳川 範之 （東京大学大学院経済学研究科助教授） 

これまでの日本の金融システムは、相対型金融を中心とするアーキテクチャーのものであっ

た。そうした金融システムのあり方が、産業構造調整の歪みを引き起こし、日本経済の長期低

迷につながったといえる面がある。比較金融システム論の基礎的知見を踏まえると、日本経済

の現在の発展段階とその直面する課題との関連からは、市場型金融の拡大が求められていると

結論できる。ただし、いまわれわれが追求しなければならない市場型化は、厳密には、「直接金

融の拡大」を図ることとは違う。金融技術が高度化し、金融取引がますます複雑化している現

代において、家計と企業が文字通り「直接に」取引を行うということは、もはや有効なやり方

ではなくなっている。当面の課題は、正しくは「市場型間接金融」チャネルの確立である。本

章では、この市場型間接金融について、その定義と意義について述べるとともに、市場型間接

金融の発展を図るために不可欠な制度インフラ整備について論じている。 

 

第２章 わが国における市場型間接金融の現状 

横山 淳 （大和総研制度調査部次長） 

これまで行われてきた「市場型間接金融」に関する様々な観点からの議論においては、①「市

場」がコアとして存在する、②「市場」と最終的な資金調達者・資金運用者との間に「仲介業

者」が存在する、③リスクが幅広い投資主体によって負担される、という共通項が見出される

と思われる。 

今日においても、伝統的な間接金融に比べると市場型間接金融の規模は極めて限定的なもの

でしかないが、各種の「市場型間接金融」のツールが発展しつつありそれぞれが資金循環にお

いて期待される役割を限定的ながら果たしつつあるという傾向は評価できる。しかし、特に債

権流動化関連商品等に関しては、コアとしての「市場」が十分整備されているのか、劣後部分

の保有を巡ってオリジネーター（とりわけ銀行）へのリスク偏在が解消されているのか等、「市

場型間接金融」に期待される役割を十分に果たしているのか、疑問が残る。 

 
第３章 市場型間接金融と金融機関の機能 

内田 浩史 （和歌山大学経済学部助教授） 

 本章では、経済理論に基づいて「市場型間接金融」とは何かを明らかにし、その意義と問題

点を整理した。金融システムの潜在的機能としては，資金仲介機能と流動化機能が重視される。

市場型間接金融がこうした機能をどのように発揮することができるのかを検討した結果，市場

型間接金融とは「分業化したさまざまな金融仲介機関が金融取引の各段階に関わることにより、
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資金仲介や流動化を効率的に行う仕組み」であることが分かった。こうした市場型間接金融に

は、金融仲介機関のリスク負担を軽減したり、さまざまな金融業務において専門性を追求する

といった意義が期待される。しかし他方で市場型間接金融が伝統的な間接金融に悪影響を及ぼ

す可能性があるなど、いくつかの問題点も懸念される。日本の金融システムの今後のあり方を

考える場合には、こうした便益と費用の両面を考慮した上で市場型間接金融を評価する必要が

あろう。 

 

第４章 金融の市場化と新たな資金循環 

櫻川 昌哉 （慶應義塾大学経済学部教授） 

日本の銀行部門は、貸出額の大きさ、資金配分の効率性、いずれの尺度で見ても衰退産業の

入り口に差し掛かっている。アメリカのように、付加価値ベースで生き残れるかは証券化で市

場型間接金融の利益をどれだけ享受できるかに依存する。情報独占を前提としたかつての仕組

みから情報開示をめざした仕組みへと制度設計の転換と預貯金から市場への資金のシフトの

流れは、いやおうなしに進むであろう。今後の資金循環をうらなうとき、金融市場の制度整備

が大きく影響する。株式市場の制度整備はもちろんのこと、国内外の国債市場の制度整備が、

将来の民間金融と公的金融の資金配分に大きな影響を与えると予想される。 

 

第５章 我が国における市場型間接金融の発展状況とその課題 

川村 雄介 （長崎大学経済学部教授） 

 本章では市場型間接金融手段のなかで代表的な仕組みである投資信託と証券化の現状と課

題および今後の発展のための対応策に焦点を当てた。いずれも市場は拡大しているものの、我

が国の経済規模と比べるといまだ小さい。投資信託は近時、大きな規制緩和が実施され、残高

が 50 兆円をこえる大型金融商品となっているが、ディスクロージャー制度や運用成果、デー

タ蓄積等に課題が残っている。個人投資家の知識装備も不十分である。これらの諸課題を解決

することが今後の発展の鍵であり、年金分野での拡充も具体策のひとつと考えられる。証券化

は 90 年代以降の金融環境の変化と相次ぐ制度インフラ整備によって比較的最近大きな成長を

遂げているが、主に取引慣行面での阻害要因が大きい。流通市場の未発達やリスクを取る投資

家の層が薄いことも課題である。これらに官民で対応するとともに、住宅金融分野の証券化推

進が市場拡大への大きな推進力になっていくものと思われる。 

 

第６章 欧米の市場型間接金融 

淵田 康之 （野村資本市場研究所執行役） 

欧米の市場型間接金融は、わが国に比べて格段に大きな規模となっている。 

米国の場合は、市場型間接金融の発展を促進するような政策がとられたのではなく、資金調

達者、金融仲介機関、資金運用者のニーズの高まりを背景に自然に発展してきた。公共政策の

役割は、これら市場や取引が、投資家保護等の面で、問題が生じないように目を光らせること

 6



である。 

欧州の場合も、特にイギリスにおいて、米国同様、自律的な市場の発展が見られる。ただそ

の他の国では、証券化の法的枠組整備を国が推進した経緯がある。さらに、EU という単位で

は、域内証券市場の発達を通じて EU統合を促そうという考えの下、投資信託市場等の共通ル

ール作りが進展している。 

また欧米ともに、高齢化に向けた個人の資産形成促進政策への関心が高まっている。これは

結果として、投資信託の一層の拡大につながることが考えられる。 

 

第７章 複線的金融システムへ向けての市場型間接金融の活用 

前多 康男 （慶應義塾大学経済学部教授） 

バブル以前のわが国においては、リレーションシップ取引の利点である長期の安定性を享受

できる経済環境にあったことから、従来のわが国の金融形態は、リレーションシップ取引に偏

重していた。しかし、その経済環境も変化し、経済全体のリスクが大きくなっていく中で、リ

レーションシップ補完型の市場型間接金融の導入は必然的なものであり、その広範な利用によ

り、経済全体の資源配分の効率性が改善することが期待される。現状では、不良債権処理が一

段落ついたことからも、リスク管理から要請される貸出債権の売却も、一時よりは下火になっ

てきたような感もある。しかし、中長期的に考えて、大きなマクロショックが将来的に起きる

可能性も高く、それに備える証券化等の技術を確立していくことが、政策的にも重要な課題で

ある。また、リレーションシップ取引と有機的に結びついた形のリレーションシップ補完型の

市場型間接金融は、資源配分を効率化する観点からも重要な課題である。 

 

【ヒアリング論文編】 

１．証券化におけるリーガルリスクと証券化関連法制について 

小野 傑 （西村ときわ法律事務所弁護士/早稲田大学法科大学院客員教授） 

法制度と現実のギャップを埋めるために、実務法曹による創造的法解釈が必要となる。また、 

証券化関連として論じられる様々な法制度は、必ずしも証券化の法的基盤整備との視点から整

備されたものではなかったが、証券化の重要性が認識された現在、証券化の発展という視点を

加えた注意深い議論が期待される。 

証券化における投資家保護としては、開示規制を中心とする証券取引法上の規制を含め証券

化に適した投資家保護のあり方という点について検討する必要がある。また、証券化スキーム

上通常取引と異なるアレンジが存在せざるをえないという脆弱性に対しては、格付機関、弁護

士や会計士等第三者の制度的関与を担保することが重要である。それと共に、その乖離がどの

程度であれば許容されるか、真正譲渡に係るセーフハーバールールの確立が望まれる。 

 

２．資産流動化の会計処理 

小宮山 賢 （あずさ監査法人代表社員/公認会計士） 
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譲渡の会計処理を認める条件については、重要な論点として「資産の部分譲渡が認められる

か」という点があり、具体的な考え方としては、リスク経済価値アプローチと財務構成要素ア

プローチがある。また、SPE に資産を譲渡する場合に倒産隔離という仕組みが必要かどうか、

譲渡人の継続的関与をどの程度考慮すべきか、買戻条件付の資産譲渡を金融取引として認定す

るかという点がある。なお、支配の移転に関する倒産隔離の要件は、会計処理の要件の一つが

法律解釈に依存しており、その部分に関しては公認会計士が会計監査上直接の判断を下せなく

なってしまっている。 

日本の SPE の連結に関しては、SPE が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該

SPEが発行する証券の所有者に享受させる目的で設立され、その目的に従って適切に遂行され

ている場合には子会社に該当しないものと推定することとされた。ただ実務上においてこの規

定が拡大解釈されていると感じており、財務諸表等規則第 8条第 7項の適用を厳格化すべきと

考える。 

 

３．我が国証券化市場分析 － その拡大過程とボトルネック － 

北 康利 （みずほ証券ストラクチャードファイナンスグループ 制度・ニュービジネス担当部長） 

 従来の日本企業は銀行偏重の資金調達構造にあったが、バブル崩壊以降の信用危機を背景と

して、証券化のような企業信用に依存しないアセット・ファイナンスによる調達を拡大させて

きた。米国を手本にしながら日本の証券化市場は発展してきたが、その規模は米国に比べて圧

倒的に小さいのが現状であり、日本の金融システムは依然として間接金融中心であるといえる。 

 証券化市場拡大のためには、オリジネーターに証券化を行うインセンティブがあること、資

産の適正価格を推定できること、ABSを購入する投資家が存在すること等の条件をクリアする

ことが必要である。また、日本の証券化市場がさらなる発展を示すためには、不動産事情の特

殊性、売掛債権にかかる譲渡禁止特約の存在、銀行口座振替制度とボーナス払い、銀行ローン

の特殊性、判例の蓄積不足といった「日本の独自性」の壁を超えていくことが必要である。 

 

４．市場型間接金融の活性化に関する考察  － 資本市場の観点から － 

鈴木 裕彦 （バークレイズ・キャピタル証券会社東京支店 資本市場部部長） 

 市場型間接金融の中で特に証券化市場に着目すると、現在は超低金利を背景に証券化商品に

対するニーズが高まる一方、証券化対象のアセットの提供は減少しており、需給のバランスが

つりあっていない。 

 証券化商品については、投資家がマーケット・ベンチマーク対比ではなく格付対比のスプレ

ッドによる投資判断を行っている場合が多いこと、投資家の選好に合わせたストラクチャリン

グを行うことがスムースな転売を妨げていること、アセット・マネージャーが不足しているこ

と等が問題点として挙げられる。また、証券化商品のエクイティをオリジネーターが保有する

点については、エクイティ部分のリスクが高いという理由だけでなく、収益が高いので外部者

に売らないという面があるのではないかと感じている。 

 8



 市場型間接金融の発展のためには、より多くのプロの投資家による公正・透明な価格形成、

プロ同士の取引を含む情報開示の拡充、原資産等の評価とリンクした連続性のある価格形成を

実現するための努力を行うことが重要である。 

 

５．RMBS と中小企業 CDO 資金循環における役割と市場規模の拡大に向けた施策 

堤 伸幸 （野村證券金融市場情報管理部調査課 資産担保証券リサーチ担当課長） 

RMBS市場の拡大過程を二段階に分けて考えると、第一段階ではオリジネーターと投資家層

の拡大が重要であるが、制度的な施策は進展していると考えられる。今後は、有担保で資金調

達を行うためのレポ取引と、米国の PSA モデルのような期限前償還発生率の標準モデルの構

築・活用が課題として残されている。 

第二段階では、年間 10 兆円規模の発行までこなしていくため、米国におけるスワップ・プ

ログラムや TBA 取引の導入が求められる。また CMO の導入による更なる投資家層の拡大が

必須であるが、そのためには CMO 組成により生じる IO の社債性や、ビークル等に係る諸課

題をクリアする必要がある。 

中小企業 CDO については、オリジネーターが劣後保有を通じて信用リスクを分担すること

がエージェンシーコストとの関連で望ましいが、他方で金融機関についてはバーゼルⅡの適用

を控えており、劣後比率と自己資本との兼合いをどう折り合わせるかという点が最も重要であ

る。 

 
６．実務面から見た ABCP プログラムに基づく売掛債権証券化の課題 

高野 隆市 （東京三菱銀行金融商品開発部証券化グループ 主任調査役） 

約 5兆円の ABCP発行残高（うち売掛債権は 7～8割）に対して企業の売掛債権は約 200兆

円あり、売掛債権の証券化を拡大させる余地は大きいといえる。最近の実績としては、過去 3 

年間で約 2倍に伸びたものの直近ではほぼ横ばいという状況である。 

ABCPプログラムに基づく売掛債権証券化に際しては、様々な実務上の問題があり、現状で

はスポンサー銀行がリスクを取ることで対応している。今後、例えば、売掛債権について商習

慣上付与されることが多い譲渡禁止特約について当該特約の対外効を限定的に否定すること、

債権の二重譲渡を回避するために、債権譲渡の第三者対抗要件を具備する手段である債権譲渡

通知・承諾と譲渡登記については後者に一本化すること、サービサーが破綻した場合に、分別

管理されている預り金については破産財団等を構成しないこと等の法的手当てがなされれば、

更なる発展が期待できる。 

 

７．実務面からみた投資信託発展のための課題 

増田 和昭 （野村アセットマネジメント商品企画部 シニア・マネージャー） 

 投資信託が個人金融資産に占める割合は 2.5％に留まっており、その保有に関しても高齢者

層に大きく偏っているのが現状である。今後は、既に導入済みである確定拠出年金を通じて、
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あるいはイギリスの Child Trust Fundのような制度を導入することによって、投資信託の受

け皿を拡大することが重要であると考えている。 

 また、投資信託の情報開示のあり方について、運用報告書に関しては個々の商品性格に応じ

た開示が行えるよう記載様式を弾力化することが必要である。有価証券報告書に関しては、監

査が義務付けられている点は有益であるが、運用報告書における運用内容の開示と有価証券報

告書における信託財産の開示等が一本化されることが望ましい。その他、複雑な税制の簡素化、

小規模ファンドの統合を容認すること、少人数私募における適格機関投資家の勧誘数に関する

250名枠の撤廃等が望まれる。 
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