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要旨 

 

本稿は、堀内昭義・池尾和人編『金融サービス』（日本の産業システム第 9巻）

NTT 出版、近刊予定、に収録予定のものである。比較金融システム論の枠組

みに基づいて、相対（あいたい）型取引が中心の日本の金融システムが、日本

経済の成熟化とともに機能不全に陥り、市場型取引の拡大を図る努力をする

ことが、金融の再生のために必要であることを論じている。とくに市場型金融の

拡大のためには、法環境・情報インフラの整備という形で「市場の質」の改善が

不可欠であることを主張しており、COE テーマとの関連は深い。 
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Abstract  
 
Based on the economics of financial system architecture, this paper investigates 
why Japanese financial system has looked for trouble.  Japan transited from a 
developing country to a developed one in the mid-1970s.  After the transition, 
the bank-centered financial system of Japan became incapable of filling the 
requirements from the real sectors so that the structural reform of the financial 
system to the market-based one was inevitable.  Nevertheless, such a reform 
has not achieved as yet mainly due to opposition from the bankers, policy 
makers and politicians with vested interests.  This is the substantial reason why 
Japanese financial system has gotten into trouble. 
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第１章 日本の金融システムはなぜ機能不全に陥っているか 

 

池尾 和人（慶應義塾大学経済学部教授） 

 

１．はじめに－経営問題か？ 

 

 日本の銀行業は、全国銀行レベルでみて、この１０年間にわたって与信費

用と経費を控除した後の利ざやがマイナス（すなわち、実質的に赤字）とい

う状態を続けてきており、自立的な産業として成立していないというべき状

況にある。こうしたことから、日本の金融システムが抱える問題の解決のた

めには、銀行の収益力の改善が不可欠であるという認識が広く共有されるよ

うになってきている。この認識自体に間違いはない。 

 しかし、銀行の収益力が改善されるべきだという認識は正しいとしても、

そのことがいかにして可能かという点では、かなりの混乱が生じているので

はないかと危惧される。すなわち、儲けることは経営者の責務であるから、

儲かっていないのは銀行経営者に責任があり、銀行経営者にもっとプレッシ

ャーをかける必要がある、といった短絡的思考が支配的になってきている。 

 けれども、別に銀行経営者の肩を持つつもりはないが、銀行経営者さえ頑

張れば、すべての銀行が高い収益を上げられるようになるというのは、非現

実的なのではないか。例えば、日本の銀行業の現実については、同時にオー

バーバンキングという言われ方をしてきている。オーバーバンキングという

ことの意味は、曖昧だが、日本の銀行業は過当競争状態にあり、そのために

ほとんどの銀行が低収益にあえいでいるということだとしよう。こうした状

態では、銀行の淘汰が進まなければ、銀行業の収益改善はあり得ない。 

 通常の産業であれば、過当競争状態下での収益悪化が続くと、財務体力の

乏しい企業から破綻が起こって、存続企業数が減少して（それとともに、キ

ャパシティも削減されて）いくことになる。したがって、いつまでも過当競

争状態が解消されないということはあり得ない。ところが、日本の銀行業の

場合には、事情が異なる。破綻を通じる企業数・キャパシティの減少という
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メカニズムが、政府の介入のために働かなくなっている。 

 直近の例でいえば、破綻前に公的資金の投入が行われ、りそな銀行の存続

が図られた。競争を通じた淘汰というメカニズムの作動は封じられている。

銀行が破綻処理される場合でも、その債権債務は、別の銀行に継承させられ

るので、たとえ数は減っても、銀行業のキャパシティにはほとんど変化がな

い。そのために、いつまでも供給能力過剰の状態が続いている。 

 こうした産業レベルでみた供給能力の過剰を解消する道を封じておいて、

収益を上げろといって実現可能なのか。かつての鉄鋼業の経営者に、高炉を

一つも閉鎖するなという条件を課して経営を立て直せといったとしたら、ど

のような答えが返ってきただろうか。できると答える者は、たぶんいなかっ

たであろう。日本の素材産業の再生にとって、供給能力の削減は必要条件の

一つであった。いまの日本の銀行業にとっても、同様ではないか。 

 もちろん、本当に日本の銀行業が供給能力過剰の状態にあるとしても、そ

の中でも個別的には成功する銀行が出てくる可能性はある。しかし、個別的

で例外的な成功はあり得ても、ほとんどが成功するということは絶対にあり

得ない。こうしたときに、問題がすべて銀行経営者にあるかのようにいうの

は、正しくないし、銀行経営者以外の主体の責任について見失わせてしまう

という望ましくない効果をもつ。適切に役割を果たすべきなのは、銀行経営

者に限定されない。例えば、政策当局も当然にそうだろう。 

 要するに、日本の金融問題は経営レベルに還元し尽くされるものではなく、

システム・レベルでも問われるべきところがある。それゆえ、銀行経営者の

努力とともに、政策的な対応も必要になる。政策当局も、システム・レベル

の問題を解決するために必要な政策措置をとっているのかどうかの責任を問

われるべきである。これに対して、すべてが銀行経営者の責任であるのなら

ば、政策当局には責任がないことになる。あえて穿った見方をすれば、すべ

てが銀行経営の問題であるかのように言うのは、ある種の主体にとっては責

任逃れになるからかもしれない。 

 換言すると、日本の金融システムの機能回復を本当に目指そうとするので

あれば、銀行経営者に一層の奮起を促すのは当然だとしても、木（金融機関

のビジネス・モデル）だけでなく、森（金融システムの基本的なあり方）も
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みることが不可欠である。そうした目配りを怠ったまま、一切を経営問題に

矮小化して論じるのは、むしろ真の問題解決の妨げになりかねない。 

そこで本稿では、木のレベルをめぐる議論は他の論者に譲ることにして、

もっぱら焦点を森のレベルにあてて、問題の所在を考え直してみたい。そし

て、金融システムの再生のために実現して行かねばならない課題について明

らかにしたい。それらの課題には、民間の経済主体が努力し解決していくべ

きものも多いが、政府が一定の役割を果たすべきものも含まれる。 

こうした議論を進める際の分析枠組み（フレームワーク）としては、比較

金融システム論のそれを採用する。それゆえ本論に先立って、続く第２節で

は、まず比較金融システム論について簡単に解説することから始めることに

する。その後、第３節から第５節で、年代を追って、日本の金融システムが

機能不全に陥ることになった経緯について改めて振り返る。 後の第６節は、

課題のまとめにあてられる。 

 

２．金融システムのアーキテクチャー 

 

金融システムのあり方に関する検討は、かねてから絶えず行われてきた。

そして、そうした検討の成果は、現在では比較金融システム論（金融システ

ム・アーキテクチャー1論）と呼ばれる研究分野を構成するものとなっている。

この比較金融システム論の出発点をなす問題関心は、金融システムのあり方

は各国ごとに多様であるという事実をどう解釈するかである。換言すると、

多様に異なった金融システムを相互に比較することで、その違いの意味を探

るというのが、比較金融システム論である。 

 

経済発展との関連 

伝統的には、金融システムのあり方は、経済発展と関連づけて議論されて

きた。金融システムのあり方は、既述のように各国ごとに多様であるけれど

                                         
1 金融システムの「基本的なあり方」のことをしばしばアーキテクチャー（architecture）
と呼ぶことがある。アーキテクチャーとは、もともとは建築物およびその基本設計（思

想）の意味である。 
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も、あえて大別すれば、英米でみられる「資本市場中心の金融システム

（capital market-based financial system）」と、独仏や日本でみられる「銀

行中心の金融システム（bank-centered financial system）」に２分類するこ

とができる。そして、英国は産業化の先発国であり、独仏日は産業化の後発

国である。この点で、金融システムの違いが経済発展と関連していると考え

るのは、ある意味で至極自然なことである2。 

金融システムに期待される諸機能の中でも も基本的なものの１つに、非

対称情報問題の解消がある。ただし、非対称情報問題には、事前のそれと事

後のそれがある。事前の非対称情報問題とは、資金提供に値するかどうかを

見極める、あるいは資金提供に値するプロジェクト（ないしは主体）を見出

すという問題であり、事後の非対称情報問題とは、実際に資金の使用を委ね

られた者に（モラルハザードを起こさせず）適切な努力をさせるという問題

である。後者の解決のためには、モニタリング（監視）が一般に必要となる。 

この基本機能に関連しては、金融市場を多種多様な情報の収集機構として

捉えることができる。そして、 適な経営判断に必要な情報が複雑で経営者

でも完全には把握できない場合は、情報チェックが複数の市場参加者によっ

て複眼的に行われる「資本市場中心の金融システム」の方が、（審査という形

で）一回しか行われない「銀行中心の金融システム」よりも、望ましい特性

をもつと考えられる。しかし、その一方で、経営判断にコンセンサスが得ら

れやすく、主目的が執行過程のモニタリングにあるような状況では、「銀行中

心の金融システム」の方が、情報生産の重複を回避できる点で望ましいと考

えられる。要するに、非対称情報問題の解消の面では、銀行中心のシステム

は事後的なモニタリングに優位があり、資本市場中心のシステムは事前的な

情報収集に優位があるとみられる。 

それゆえ、新技術の革新が起こる局面（突破局面）では、あるいは産業革

命の先導国においては、情報収集に関わる事前の非対称情報問題が相対的に

重要なために、投資案件に対する市場からの複眼的な評価が可能となる「資

                                         
2 こうした経済発展との関連に着目するかたちの比較金融システム論の先駆的（代表

的）文献としては、Gerschenkron（1962）があげられる。 
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本市場中心の金融システム」の方が望ましいと考えられる。その一方で、技

術の改良・伝搬・普及が起こる局面（成熟局面）では、あるいは産業革命の

追随国や先進国をキャッチアップする発展途上国においては、事後の非対称

情報問題とその解決のための監視費用が相対的に重要なために、投資案件の

執行過程のモニタリングにおいて主要債権者としての銀行の監視能力が活用

できる「銀行中心の金融システム」の方が望ましいと考えられる。 

 

 法制度（法的伝統）との関連 

 こうした伝統的な比較金融システム論に対して、近年新たな視点が提示さ

れるようになっている。それは、金融システムの違いを法制度の違い（をも

たらした法的伝統の違い）と結びつけて理解しようというアプローチである。

こうしたニュータイプの比較金融システム論は、「法と金融（ law and 

finance）」アプローチとも呼ばれている。英米は、common law の伝統をも

ち、独仏（および日本）は、civil law の伝統をもっている。こうした法的伝

統の違いが、金融システムのあり方の相違に影響していると主張される3。 

 既述の事前と事後の非対称情報問題を個別の金融取引のレベルに引き戻す

と、事前の情報獲得と事後の契約履行の確保という問題になる。金融取引と

は、現在の所得（資金）を、将来特定の条件の下で所得を引き渡す（利子や

配当を支払う）という「約束」と交換するものである。それゆえ、事前にそ

の約束がどのくらい確からしいものか（資金調達者がその約束を履行する能

力をどの程度持っているか）を見極める必要があり、そのための情報獲得が

必要になる。また事後には、約束の履行が確保（enforce）されねばならない。 

こうした情報獲得と履行確保がどのような形で行われるかによって、金融

取引の様式の違いが生じる。そして、金融取引の様式には、相対（あいたい）

型と市場型という２つの基本類型が存在する。ほとんどの場合に、システム

全体としては、これら２つの様式がともにみられ、併用されているのが一般

                                         
3 こうした「法と金融」アプローチによる比較金融システム論は、La Porta et al.（1997）、
（1998）などのLLSV（La Porta, Rafael / Lopez de Silanes, F. / Shleifer, Andre / 
Vishny, Robert）による一連の論文によって開発されたものである。 
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的である。しかし、いずれの様式が支配的であるかについては差異がみられ、

相対型が圧倒的なウェイトを占めているのが「銀行中心の金融システム」で

あり、市場型が支配的であるのが「資本市場中心の金融システム」であると

いうことができる。 

わが国において、金融取引様式の２類型に も初期に注目したのは、先日

残念にも逝去された蝋山昌一教授である。蝋山（1982）では、「証券の流動

化には基本的に二つの方法がある。その第１は、特定の買手とくに貨幣発行

機関である銀行と相対
あいたい

的に交渉し、流動性を得る場合である。…第２の方法

は、特定の機関や個人ではなく、不特定多数の人々からなる公開市場（open 

market）で証券を売却する方法である」という説明をしている。この点をよ

り現代的に敷衍すれば、次のようになる。 

換言すると、相対型は、情報獲得と履行確保がもっぱら当事者間の関係を

ベースに行われる取引の様式である。特定の資金調達者の信用度や将来性に

関わる情報は、特定の資金提供者（一般に金融機関）がコストを要する審査

その他の情報生産活動を行うことによって獲得される。結果として生産され

た情報は、その資金提供者が占有する私的情報となる。また、その種の情報

は、蓄積されることで追加情報の獲得が容易（低コスト）になるという性質

を持つので、取引関係は長期継続的なものとなる傾向が生まれる。 

 相対型の場合には、関係構築に要した費用はサンク（埋没）コストとなる

ために、一旦関係を失うと、改めて別の主体との間で関係を一から構築する

ために多大の費用負担を強いられることになる。そのために、一旦構築され

た関係については維持しようという誘因が存在することになり、そのことが、

できるだけ約束の不履行を回避しようという動機をもたらすことになる。す

なわち、相対型金融では、取引関係を維持するメリットが約束履行の確保に

もつながることになる。 

 これに対して、市場型の場合には、情報獲得は、資金調達者（一般には企

業）が自ら情報開示するデータを通じて行われる。公開情報の形で特定の資

金調達者の信用度や将来性に関連する情報が得られるからこそ、多数の主体

の参加が可能になる。その結果、競売買的に「価格」をシグナルとした取引

が行われるのが、市場型金融である。なお、この場合に約束履行の確保は、
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明示的な契約とそれに対する法的保護によることになる。したがって、投資

家の権利に対する法的保護が弱ければ、市場型金融は成立し得ない。 

 そうした法的保護は、common law の伝統をもった諸国において強く、civil 

law の伝統をもった諸国において弱いとされる。そのために、common law

諸国（英米）においては、市場型金融が盛んになる環境があるが、civil law

諸国（独仏日）においては、そうした環境は乏しく、実質的に相対型金融し

か選択できない。こうしたことの結果として、資本市場中心の金融システム

と銀行中心の金融システムというアーキテクチャーの違いが生まれたという

のが、「法と金融」アプローチの主張するところである。 

 

作動特性の違い 

 現在の比較金融システム論は、経済発展との関連、法制度（法的伝統）と

の関連という２つの視点を総合する形で、発展を遂げている。そうした発展

から知られる相対型金融と市場型金融の作動特性の違いについては、Rajan 

and Zingales（2003）による整理の内容を表にまとめたので、その表を参照

していただきたい。 

 

[このあたりに表を挿入。] 

 

 まず指摘されるべき作動特性の違いは、価格シグナルの機能に関する点で

ある。市場型金融の場合には、決定された取引条件が開示され、価格等に織

り込まれることを通じて、多くの主体が知ることのできる公開情報になる傾

向がある。ところが、相対型金融の場合には、どのような条件で取引が行わ

れることになったかは、当事者同士のみが知ることのできる私的情報にとど

まることが通常である。こうした価格に情報を集約し伝達する機能の差は、

資源配分の決定に影響するものとなる。 

一般に、分権的に意志決定が行われる経済において相互調整が円滑に行わ

れるためには、決定された取引条件に関する情報を反映した価格が「シグナ

ル」として利用可能でなければならない。しかるに、相対型金融が支配的で

あるような金融システムでは、価格が「シグナル」としては十分に機能しな
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い。このことは、経済の発展段階が低く、経済構造が比較的に単純であった

段階では、さしたる障害をもたらすものではなかったかもしれない。しかし、

経済構造が高度化し複雑化すると、決定的な障害となりかねない。 

例えば、現代の日本経済は、価格シグナルの助けを借りずに効率的な資源

配分を実現できるほど単純な発展段階にとどまってはいない。これだけ高度

化し複雑化した経済において、相互調整に失敗しないためには、価格シグナ

ルの信頼性と利用可能性を高めることが不可欠である。逆にいうと現状では、

相対型が支配的な「銀行中心の金融システム」のままで、そうした信頼の足

る価格シグナルが十分に利用可能ではないがゆえに、産業構造転換の遅行そ

の他が生じ、経済の長期低迷がもたらされているのだとも考えられる。 

次に、リスクへの対応の面でも、作動特性にはかなりの違いがみられる。

結論的には、銀行中心のシステムは異時点間のリスク分担に優れ、資本市場

中心のシステムは同時点での部門間のリスク分担に優れているといえる。と

くに景気循環との関係では、「資本市場中心の金融システム」では、値洗い

（mark to market）されるタイプの証券を 終的資金提供者（家計等）が保

有しているために、資産価格の変動が 終的資金提供者に直接に影響し、資

産効果を通じて景気変動を増幅する可能性がある。ところが、「銀行中心の金

融システム」では、 終的資金提供者は銀行による元本保証タイプの証券を

保有しているために、資産価格の変動は 終的資金提供者に直接には影響せ

ず、資産効果を通じて景気変動が増幅することは生じにくい。 

それゆえ、通常時（小域的に）は「銀行中心の金融システム」の方が安定

的であるといえる。しかし、「銀行中心の金融システム」は、資産価格の変動

が銀行のリスク負担能力を超過したときには金融システム自体が崩壊しかね

ないというリスクをはらんでいる。その点では、資産価格の変動が金融シス

テム自体の崩壊にはつながりにくい「資本市場中心の金融システム」の方が

（大域的には）安定的であるといえる。 

 

構造調整との関連 

 銀行中心の金融システムにおいて、異時点間で個別企業レベルのリスクを

平準化しようという傾向がみられるのは、次のような理由からである。相対
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型の場合には、既述のように、取引関係を長期継続化することが有利となる。

すなわち、一時的な業績の悪化を理由に取引関係を断つことは、新規に取引

関係を構築するのに要する費用を考慮すると、決して経済合理的とはいえな

い。このことから、銀行と企業が相対型の取引関係にあるときには、銀行は

一時的に業績の悪化した企業を支援しようとすると考えられる。 

他方、市場型の場合には、取引関係は基本的に一回ごとに更新されるもの

なので、取引相手の業績悪化は、取引条件の見直し、あるいは取引の停止に

つながることになる。このことは、一時的な変動についても平準化するとい

う作用は働かないということであるから、市場型が支配的であるような金融

システムの下では、上記のように、景気循環が増幅されかねないという欠点

がみられることになる4。ただし、同じ理由から、変化が構造的なものである

ときには、市場型中心の方が望ましいといえることになる。 

要するに、相対型金融の場合にみられやすい銀行による企業支援は、企業

業績の悪化が本当に一時的で循環的なものであるときには、通時的なリスク

分散（平準化）を実現するものであり、むしろ望ましいといえる。けれども、

その企業業績の悪化が一時的なものではなく構造的なものであったとしたら、

そうした銀行による支援は、必要な企業再組織化（リストラ）を遅らせるも

のになる。そして、直面する企業の業績悪化が果たして一時的なものか構造

的なものかを見極めることは、常に容易であるとは考えられない。 

そのために、相対型が支配的であるような「銀行中心の金融システム」の

下では、迅速な企業再組織化の実現は期待しがたいとみられる。したがって、

市場型中心の方が、相対型中心よりも、速やかに構造調整が進むという結論

を得られることになる。この結論は、資金配分過程への政府の介入が、銀行

中心の金融システムの場合において相対的に容易で、資本市場中心のシステ

ムの場合において相対的に困難であるということからも、さらに強い根拠を

                                         
4 時間を通じるリスク・プーリング（平準化）は、長期契約を締結することで、市場取

引を通じても実現できる可能性がある。しかし、契約期間が長期化すればするほど、そ

の履行確保が困難になるなど、契約の不完備性は高まらざるを得ない。そのために、市

場取引による通時的なリスク・プーリングの実現可能性は限定的なものにとどまりがち

だと考えられる。 
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もって主張することができる。 

 当事者間の関係にもっぱら基礎をおく相対型金融では、市場型金融の場合

に比べて、参入・退出はきわめて制限されたものとなりがちである。政府と

の関係も長期継続的な性格をもつことになり、民間主体は現在の意志決定に

あたっても、その将来的な波及効果（いわば「江戸の敵を長崎で討たれる」

可能性）を考慮に入れねばならない度合いが高まる。このことは、明確な法

的根拠のない行政指導のようなものにも、実質的に強い拘束力を与えること

になり、政府の介入を容易なものとする。 

 また、決定された取引条件が公開されず、多くの主体に知られることはな

いという相対型金融の特徴も、政府の介入には都合のよいものである。こう

したことから、介入主義的な政府と銀行中心の金融システムとは互いに親和

的なものであるといえる。したがって、銀行中心の金融システムの下では、

衰退産業に属する企業の働きかけを受けた政府が資金配分過程に介入し、そ

うした企業の延命を助けることになるという可能性が無視できない。この可

能性が現実化すると、構造調整は遅行させられることになる。 

 

３．キャッチアップ段階の終焉 

 

 現在に至る日本の銀行業の苦境については、1990 年のバブル経済の崩壊か

ら話を始める人が、いまなお少なくない。しかし、前節で説明した比較金融

システム論的な観点からすると、問題はバブル経済の崩壊によって引き起こ

されたというよりも、それに先だって起こっていたとみられる。すなわち、

経済発展との関連でいうと、日本経済がキャッチアップ的な発展段階を完了

したのは、1970 年代のどこかであるといえる。そして、経済発展段階の転換

とともに、それまでの日本の金融システムのあり方は不適合化し、機能不全

が生じることになったと考えられる。 

 

 資金余剰構造への転換 

 産業化の途上にある開発経済と産業化を完了した経済とを区別する基本的

なメルクマールは、潜在的過剰労働力の有無である。開発途上経済では、農
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村部などに（その限界生産性が賃金水準を下回っているという意味での）過

剰労働力が存在している。それゆえ、都市部の工業セクターは、一定の賃金

水準の下でほとんど無限に弾力的な労働供給曲線に直面していることになり、

賃金水準の上昇なしに雇用の増大を実現可能である。これに対して、先進経

済では、労働供給曲線は右上がりであり、企業が雇用を拡大しようとすると、

賃金水準の上昇を許容する必要がある。 

 このメルクマールに従って、日本経済がいつ産業化を完了させたか、すな

わち、いつ潜在的過剰労働力が消滅したかをみると、それは 1970 年代の初

頭であると判断される。明治維新以来続けられてきた産業化の過程のラスト

スパートともいえる高度経済成長期には、「国内移民」とまで形容されるよう

な大規模な農村部から都市部への人口移動が生じ、ついには農村部にはもっ

ぱら老齢者しか残らないような状況に至った。 

 この時点で、潜在的過剰労働力のプールは汲み尽くされ、日本経済は本質

的な意味での完全雇用状態を歴史上はじめて達成したといえる。換言すると、

これ以降は、自然成長率を上回るような速度での経済成長は中長期的には不

可能になった。また、ほぼ同時に日本経済は、戦前・戦時下に生じた１５年

分ほどの欧米先進国との間の技術革新のギャップも使い尽くしたとみられる。

それゆえ、導入型の技術革新から自前の技術開発を求められるようになった。

こうしたことから、潜在成長率の下方屈曲が起こり、それに伴って投資率も

低下することになった5。 

 ただし、1970 年代は、その間に２度の石油ショックが起こり、その混乱に

紛れて傾向的な変化（トレンド）が見づらい時代だった。そのために、こう

した変化に大方の気付くのは遅れたけれども、1980 年代になってみると、日

本経済は明らかにそれまでとは異なる発展段階に達していた。すなわち、明

治以来百数十年をかけて追求してきた、欧米先進諸国に追い付き追い越せと

いうキャッチアップの過程を完了していたのである。 

 もちろん、社会・経済のすべての側面にわたって、欧米諸国に完全に追い

付いたというわけではない。むしろ、探せばいまなお遅れている側面を見出

                                         
5 高度成長の終焉の原因に関する以上のような見方は、吉川（1992）によるものである。 



 12

すことは容易である。しかし、既述の意味で経済の発展段階としてみたとき

に、キャッチアップ段階を終えたことは確かである。もはや、1980 年代以降

の日本経済を開発途上の経済とみなすことはできない。われわれは、1970

年代のいつかの時点で、確たる自覚なしに大きな分水嶺を超えてしまってい

たといえる。 

 キャッチアップ過程の完了に伴って、相対的に投資機会は乏しいものとな

り、依然として旺盛な貯蓄意欲との間で不釣り合いが生じた結果、1980 年代

の初頭には「金余り」と呼ばれる状況が出現する。かつての日本経済は、少

し景気が過熱すると経常収支が赤字化しかねないような投資超過型で、資金

不足が基調の経済であった。ところが、それとは正反対の資金余剰がむしろ

基調となるような経済構造への転換が起こった。 

 ＩＳバランスが貯蓄超過型に変わったのは、１つには、既述のようにキャ

ッチアップの終焉とともに投資機会が限られてきたからである。しかし、も

う１つには、貯蓄の減少がみられなかったからである。それどころか、日本

の家計部門の資産形成のテンポは著しく、1980 年代になって急速に、いわゆ

るストック化が進行する。80-90 年代には、年々50 兆円近くの家計資産の積

み増しが生じるという過程が続いていた。 

 こうした資産蓄積の進展の背後には、わが国の人口構成が高齢化しつつあ

ったことが存在していた。1980-90 年代には、日本の総人口の３分の１程度

が、老後のことを切実に意識せざるを得ない 45 歳から 65 歳の年齢層に属し

ていた。これらの年齢層の人々は、貯蓄に対する意識が高いだけでなく、実

際の貯蓄能力も高い。要するに、この時期には、日本人の多くが老後に備え

て貯蓄をしなければならないと考える人生のステージにあり、そのように行

動してきていた。このことが、貯蓄率の高さを維持することになった6。 

ただし、2000 年を迎えて以降は、さらに高齢化が進行することになり、蓄

積された資産の取り崩しが生じる局面に入りつつあるとみられる。実際、こ

の間、家計貯蓄率は急速な低下傾向を示している。したがって、ＩＳバラン

                                         
6 1990 年代については、上記の事情に加えて、公的年金制度の持続可能性に関する疑

念などのいわゆる「将来不安」が、高齢化の一層の進展から生じるはずの貯蓄率の低下

を妨げる要因として働いたといわれる。 
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スが貯蓄超過型である局面は、いまや終焉に向かっているとも考えられる。 

 
キャッチアップ段階が終わった意味 

 キャッチアップ段階とは、定義的に、追い付くべき目標となる先を行く経

済が存在する状況である。すなわち、見本となる先進経済が存在する。こう

した状況においては、自国経済の進むべき方向性についての不確実性は、相

対的に少ないといえる。先進経済の実情を前例として観察すれば、産業構造

がどのように変化していくのか、その過程でどのような問題が生起しがちか

について、大まかに知ることはできる。 

 もちろん、まったく不確実性が存在しないということではない。先行する

経済において成長を遂げた産業分野が、遅行する経済においても必ず伸びる

という保証があるわけではない。しかし、当該の分野が伸びそうだという予

想はもつことができる。前例があるかないかによって、いわば不確実性の程

度はかなり違ってくる。前例の存在がきわめて有力な情報源となるのは、明

らかである。 

 とくに技術開発という側面を考えると、このことは一層確かであるといえ

る。例えば、アメリカが原爆の開発に成功した後、1950 年代には旧ソ連も原

爆の開発に成功し、いち早くキャッチアップする。旧ソ連が早期に原爆の開

発に成功したのは、アメリカがその開発に成功したという事実があったから

だといわれている。すなわち、アメリカの成功は、原爆というものがありえ

ることを確証した。存在が確かなものを探求するのは、存在するかどうか分

からないものを探すよりも容易である。 

 1940 年代以前には、そもそも核分裂自体が可能かどうかについてすら疑念

がもたれていたし、核分裂が起きるとそのショックで地球全体が破壊されて

しまうのではないかというおそれさえ抱かれていたと聞く。そうした状況下

で核開発を行うのと、原爆は実在し、原爆の破壊力は凄まじいものであるに

しても、少なくとも１回の核分裂だけでは世界の終わりが来るわけではない

と知った上で、同じ開発を行うのとでは、前者に比べて後者がはるかに容易

だといえよう。 

 これと同様の意味で、キャッチアップ過程において日本経済が直面してい
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た不確実性は、制限されたものであったと考えられる。個々の企業の研究開

発活動も、そのほとんどが存在の確かなものを探求するという性格のもので

あった。それゆえ、プロダクト・イノベーションというよりは、プロセス・

イノベーションが、わが国企業の得意とする技術革新のパターンとなった。 

 日本経済全体の進むべき方向についても、キャッチアップ段階では、先進

経済諸国に海外事情調査団のようなものを派遣し、その実情を調査した上で

検討を行えば、おおよその絵を描くことはできた。そして、そうした調査・

検討の音頭を取るのには、政府は適しており、前例の存在を利用することで

政府（とくに行政府）は、個別の企業や個人よりも情報上の優位に立つこと

ができた。 

 キャッチアップが終わったというのは、こうした条件が失われたというこ

とである。日本経済がフロント・ランナーの１人になった以上、完全に先を

行く経済は存在しない。もはや先行例の存在しない中で、進むべき方向を見

出していかなければならない。これからは、存在が確かなものよりも、存在

するかどうかさえ確かではないものを探求しなければならない場合が大半に

なっていこう。 

 このことに伴って も変容を迫られているのは、政府と民間部門との間の

関係（官民関係）のあり方だと考えられる。これまでのわが国における政府

民間部門間関係は、官民一体とか、官民協調といった表現に象徴されるよう

なものであった。すなわち、日本の政府は、積極的なコーディネーター（調

整者）として行動し、民間部門の経済活動の方向付けを図ってきた。また、

民間部門の側でも、そうした政府による調整と方向付けを期待して（あるい

は、少なくとも織り込んで）行動するところがあった。 

 政府がコーディネーターの役割を果たすことが有効であり得たのは、政府

がコーディネーションに必要な情報をもち得ていたからである。そして、政

府が情報上の優位性を保ち得たのは、既述のように、キャッチアップ段階に

あったからである。逆にいうと、キャッチアップ完了後の現状にあっては、

政府がとくに経済全体の進むべき方向についてよく知っているということは

期待しがたい。 

 鈴を付けた牛（カウベル）が行くべき牧草地の在処を知っているのであれ
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ば、他の牛達は、自分で判断しなくても、カウベルに従って、鈴の音のする

方向に歩んで行けば良い。しかし、もしカウベルそのものも行き先を知らな

いのであれば、それに追随することは無益である。それどころか、全員が追

随した場合には、全員が迷ってしまうリスクを犯すことになるという点では、

有害ですらある。 

 同様に、官民一丸となって一定の方向に向かうというのは、ごく限られた

ケースを除いて、1980 年代以降は壮大な失敗を引き起こしかねないという意

味で、むしろ愚かな行為とみなされるべきものとなった。進むべき方向につ

いて政府なら知り得るはずだという幻想は、さっさと捨てさる必要がある。

不確実な将来を見通すという課題の前では、いまや政府も個々の民間主体も

いわば同格の存在でしかありえなくなっている。 

 
リスク負担の適正化 

 キャッチアップ段階を終わったことの意味が上述のようなものであれば、

日本経済のこれから進むべき途は、個々の経済主体がそれぞれに知恵を絞っ

て考え、試行錯誤していく中でしか見出せないということになる。その際に、

徹底した情報収集・分析や構想力といったものはもちろん必要であろう。し

かし、机上のシミュレーションだけで十分ということはあり得ず、実地に試

みてみることが不可欠となる。 

 このことは、経済的にはリスクをとって事業化の試みを多様に実施すると

いうことにほかならない。そうした事業化の試みの多くは失敗することにな

ろうが、いくつかの成功の中から、次の進むべき途が明らかになっていくこ

とが期待される。こうした意味でのリスク負担なくして経済の発展方向を見

出せない段階に、日本経済は至っている。繰り返しになるが、このことが、

キャッチアップ段階が終わったということの意味である。 

 キャッチアップ段階よりも 1980 年代以降の方が、少なくとも手本のない

分だけ、自分でより多くのリスクを負担しなければならない。そうしたリス

ク負担を行わない限り、日本経済の活力は失われていかざるを得ない。とこ

ろが、戦後の日本型経済システムは、そうした積極的なリスク負担を支援し

促進するものだとは言いがたく、一方での野放図なリスク負担と他方での過
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度のリスク回避をもたらしかねない傾きをもっていた。 

 従来の日本の政府は、積極的コーディネーターとして行動するとともに、

後見人的（paternalistic）な態度で、民間の経済主体の保護者としても行動

してきた。こうした態度の政府の存在ゆえに、一定の範囲では、民間の企業

や個人はリスクの存在や自己責任といったことをあまり意識しないでも済ん

できた面がある。わが国の政府は、ある意味では、きわめて国民の面倒をよ

くみようとする政府であった。 

 企業活動や個人生活に伴うリスクに対して政府が保険を提供すること自体

は、一般に否定されるべきことではない。しかし、保険の提供は、無益なリ

スク負担というモラルハザードを引き起こすおそれがある。政府による尻拭

いが期待できるために、実際にリスク負担を行う主体からみた個別的なリス

ク負担のコストがゼロに近いと、むやみなリスク負担がなされ、結果として

社会全体としては過度なリスク負担が生じかねない。リスクの所在と性質を

正確に認識してリスクを負担するのと、そうした認識が欠如したままリスク

を負担するのとは、まったく別の事柄である。 

リスク負担の帰結をリスクを選択した主体がすべて引き受けざるを得ない

状況では、その主体は自己を守るためにも、対象となるリスクについて正確

な認識をもとうとしよう。ところが、リスク負担の失敗を他の主体（政府）

が引き受けてくれるとすると、負担すべきリスクを正しく認識することは、

リスクを選択する主体にとってどうでもよいことになってしまう。結果とし

て、取るべきでないリスクまでが取られかねない。 

ただし、日本の政府は、個人生活や企業活動に伴うリスクに対して手厚い

保険を提供してきたといっても、それは、もっぱら「弱者」とみなされた国

民の一部や既存の企業に対してであり、自ら積極的にリスクを負担して投資

機会を新たに開拓しようとする者に対しては、むしろ冷淡であったとさえい

える。そうなったのは、これまで投資機会は豊富にあり、それを見出す努力

を奨励する必要性は薄かったからかもしれない。 

しかし、いずれにせよ、その結果として日本の社会は、冒険をしなければ

安全に安心して暮らせる社会という傾きをもつものとなった。すなわち、政

府の庇護が期待できないときには、リスク負担をできるだけ回避することが
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個別的には有利となった。このことは、冒険をすることが必要でない時代に

は望ましいものであったとしても、冒険が求められるようになると、それを

むしろ抑制するという逆機能のものに転じてしまう。キャッチアップ段階の

終了は、リスクをとった事業化の試みといった経済的冒険を必要としている。

それゆえ、こうした逆機能を是正するために経済システムのあり方の見直し

を行うことが、1980 年代には差し迫った課題になっていたといえる。 

 
金融システム改革の必要性 

 なかでも金融システムの改革は、こうした見直しを行う上での戦略高地に

あたるものだといえる。例えば、起業家にすべてのリスクを負わせるような

かたちでの資金調達しか可能でなければ、起業に失敗したならば、その主体

は残りの人生すべてを犠牲にして返済に務めなければならないことになって

しまう。そうした事態が予測される中では、経済的冒険へのチャレンジは抑

制されてしまう。チャレンジを促進するためには、投資家の側もリスクを分

担するようなかたちの資金調達の仕組みがなければならない。 

 もちろんその際に、リスクを分担してもらえることで、起業家側の個別的

な観点からのリスク負担コストが低下し、野放図なリスク負担が生じては困

る。そうした事態を回避するために、リスク分担にあたっては、起業家が分

別あるリスク負担を行うように適切な誘因を与え、資金利用者の規律の低下

を防ぐような工夫があわせて必要になる。資金調達の仕組みには、そうした

工夫も組み込まれていなければならない。 

 リスクの再配分と資金の利用者に適切な誘因を与えることは、そもそも金

融システムの基本的な役割である。かつての基調的に資金不足の時代には、

希少な資金を配分することが金融システムのもっぱらの役割であると思われ、

リスクの再配分と誘因付与（資金利用者の規律付け）という役割は忘れられ

がちであった。しかし、経済環境の変化に伴って、後者の役割の重要性が決

定的に高まってきた。ところが、戦後日本の金融システムにはそうした役割

を果たす十分な準備がなかった。 

具体的には、それまでの銀行部門優位のあり方では、元本を保証された預

金で資産保有を行う家計部門はリスクをとることはなく、融資に伴うリスク
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負担は銀行部門に集中する構造になる。そうした構造の下で取り得るリスク

の大きさには明らかに限界がある。企業活動の面でのより多くのリスク負担

を可能にするためには、 終的にはそのリスクのかなりの部分を家計部門に

よって直接に負担してもらう必要がある。というのは、一国経済の正味資産

を保有しているのは、家計部門にほかならないからである。 

 ただし、何の工夫もなく、リスク負担を家計部門に求めることはできない。

リスクを加工し、家計部門に受け入れ可能なものにして提供する必要がある。

そうした工夫と加工を行うことが、金融業の仕事である。日本人はリスクを

取りたがらないというところで思考停止しているのであれば、金融機関の存

在意義はないといえる。どうすれば、リスクを取りたがらない主体にリスク

をとってもらえるかを考えるのが、金融機関の任務であり、金融システムの

あり方もそれに適合的な形に改められなければならない。 

 1980-90 年代に日本の家計部門は資産蓄積を進展させた結果、そのリスク

許容能力は客観的には増大していると判断される。しかるに、家計部門によ

るリスク負担が拡大しないのは、家計のリスク選好の問題というよりも、適

切な金融手段が提供されていないからだと考えられる。実際、日本の家計部

門の前に提供されている金融商品のメニューは、きわめて貧困であり、実質

的には、ローリスク・ローリターンの預貯金とハイリスク・ハイリターンの

株式・外債等の両極端しか存在しないに等しい状況が続いてきた。 

 ローリスク・ローリターンかハイリスク・ハイリターンかの二者択一を迫

られるならば、大方の人々は、ローリスク・ローリターンの商品を選ぶだろ

う。個々の家計にとって、両者を購入して自分でポートフォリオを組んで、

ミドルリスク・ミドルリターンの状態を作り出すのは、取引単位の大きさや

取引費用の存在を考えると、実際的ではない。そうしたポートフォリオは本

来、金融機関が商品のかたちで供給すべきものである。 

 ところが、そうしたポートフォリオ商品の代表例である証券投資信託は、

残念ながら、従来はわが国の家計部門の信頼を裏切ってきた。投資信託は、

その受益証券の保有者の利益のために運用されるのではなく、投信委託会社

の親証券会社の手数料稼ぎ等の目的にもっぱら奉仕してきたとみなされてき

た（実際、例えば、株式投信信託のパフォーマンスは日経平均株価指数のそ
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れは優位に 10%以上下回ってきた）。この意味で、信頼される形では、ミド

ルリスク・ミドルリターンの金融商品は不在であった。 
 日本の家計部門の資産形成を受け止め、日本経済の活性化のために必要な

リスク負担を可能にするためには、家計部門の前にミドルリスク・ミドルリ

ターンの金融商品が幅広く厚みをもって提供され、家計部門がそれらの商品

に信頼をいだけるような状況が作り出されねばならない。こうした状況を実

現するために、金融システム改革に取り組むことが、1980 年代には火急の課

題となっていた。しかし、そうした改革は、遅々として実現されず、それゆ

え戦後日本の金融システムは劣化していくことになった。 

 

４．金融システム改革の挫折 

 

 実際には、前節末で論じたような方向への金融システムの変革は、遅々と

した進展ぶりしかみせなかった。このように金融システム改革を遅らせてき

たものは何であろうか。新規の資金仲介チャネルをビルドすることは、伝統

的な資金仲介チャネルのスリム化を強いるものであり、伝統的な銀行部門の

一部はスクラップされねばならない。こうしたスクラップ・アンド・ビルド

に対して、スクラップされる側の抵抗がきわめて大きいというのが、直接的

には、金融システム改革の阻害要因となってきた。 

 

 政策レジームの持続 

行政（大蔵省）が改革を遅らせてきたというのは皮相的な見方であり、そ

うした行政を も支持してきたのは、他ならぬ既存の金融機関自身であった。

もちろん規模の縮小は、いかなる企業であってもできるだけ避けたいと考え

る事柄である。けれども、日本の銀行部門が、従来までの金融システムのあ

り方をできるだけ保守しようとし、その変更に抵抗してきたのは、リストラ

が困難だからという一般的理由からだけで説明されるものではない。わが国

金融機関関係者の間には、そうした一般的理由に基づくもの以上の抵抗、あ

るいは変化に対する消極的な姿勢が存在してきた。 

 地位や身分を守ることにどれだけ固執するかは、その地位や身分にどれだ
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けの特権が伴うかに依存している。差したる特権もないポストを手放すこと

に激しく抵抗する人はいない。これに対して、伴う特権が大きくなればなる

ほど、それを失うことに対する抵抗も大きくなる。要するに、日本の金融機

関が著しく守旧的であるは、これまできわめて大きなレント（超過収益）を

享受できる立場にあったからである。 

 そして、金融機関がレントの配分を受けてきたのは、実は日本がキャッチ

アップのために用いてきた開発戦略に根差している。とくに金融面では、人

為的低金利政策と呼ばれる政策パッケージが採用されてきた。人為的低金利

政策は、開発戦略という面からは効果的なものであり、レント機会によって

誘発された金融機関の活動は、日本の経済発展に貢献するものであった可能

性がある7。しかし、もしそうだったとしても、レントの配分を伴うような政

策を止めることは、きわめて難しいものである。 

 いったんレントの配分を受けられるという特権を享受した者が、自ら進ん

でその特権を放棄しようとは決してしない。むしろ逆に、特権の維持に固執

する対応をとるのが当然である。このために、わが国における人為的低金利

政策の放棄は、難渋を極めてきた。 も狭義の人為的低金利政策である預金

金利規制の撤廃が実現されたのは、先進諸国の中では 後で、1990 年代に至

ってからであった。人為的低金利政策の広義の内容をなす銀行部門優位の金

融システムのあり方は、いまなお全面的な改革は阻まれたままである。 

 金融にかかわる政策パッケージに限らず、日本のキャッチアップを実現す

ることに貢献してきた政策レジームは、開発促進には効果的であったが、そ

れらを止める、あるいは終わることはきわめて難しいという特徴を共通して

もっている。既にキャッチアップ段階を完了し、そうした政策レジームを採

用する必然性がなくなっても、それらを放棄することは、それらが生じさせ

た既得権益を守ろうとする者が許そうとしない。 

 わが国現状をみたとき、繰り返し述べてきたように、経済実体の面ではキ

ャッチアップ段階を終わっている。しかし、社会・経済の仕組みや制度の面

                                         
7 こうした可能性を積極的に主張したものが、Hellmann et al.（1996）による「金融

抑制」仮説である。ただし、「金融抑制」仮説に対しては、強い異論も存在する。例え

ば、花崎＝堀内（2001）を参照のこと。 
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では、キャッチアップのためのシステムを脱し切っていない。キャッチアッ

プは終わったが、キャッチアップのシステムは終わっていないと言わざるを

得ない。そして、金融システムの現状は、こうしたわが国の現状を集約的に

示した典型例にほかならない。 

 こうした現状がもたらされた大きな原因の１つは、われわれの用いてきた

開発の政策レジーム自体が、それから脱却することが難しいという性格を内

包したものだというところに見出される。この脱却の難しさということを考

慮すると、戦後の日本型システムは本当に成功だったと言えるのかという疑

念さえ生まれる。開発促進には有効であっても、終わることの難しさに伴う

社会的費用を考えたとき、トータルでの収支は本当にプラスなのか。 

 例えば、時間的視野を 1980 年代までに限って金融機関に対する護送船団

行政の得失を考えれば、それを肯定的に評価することは不可能ではない。し

かし、1990 年代になって表面化したわが国銀行部門の惨状をみたとき、その

少なくない原因となった護送船団行政をもはや正しかったと主張する者は皆

無に近い。同様に、いつまでも終われないのであれば、戦後の日本型システ

ムは優れていたとは言えなくなる。 

 かつてわれわれを幸福にしたシステムが、いまや桎梏に転じて、われわれ

を不幸にし始めている。低開発の罠からは見事に脱したが、開発主義的体制

の罠からは脱し得ないということになるのかどうかの間際に、われわれはい

るのであり、キャッチアップという大事業の後に、その時代のシステムを終

わるという残された困難に取り組まねばならない。金融システム改革は、そ

の際の中心に位置する課題である。 

 もちろん、こうした課題は、既述した事情から決して達成が容易なもので

はない。しかしながら、経済の実態面ではキャッチアップを終わっているの

に、システムがキャッチアップ段階のものから脱却しえていないというギャ

ップは、年々拡大しており、そうした実態とシステムの乖離が日本経済を閉

塞状況にますます追い込んでいる。その乖離を是正しない限り、日本経済の

再活性化は絶対にありえない。以下では、こうした経緯と事情についてより

詳しくみていくことにする。 
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 環境変化への不適合 

1975 年以降、対 GDP 比率でみた民間投資は、低成長への移行を反映して

急減に減少した。他方、対 GDP 比率でみた民間貯蓄の減少はきわめて緩や

かにしか起こらなかったので、民間貯蓄投資差額は、大きな黒字を示すよう

になった。この民間の貯蓄超過をかなりの程度まで相殺するように一般政府

部門の赤字が拡大したものの、余剰が残るようになった。要するに、この時

期以降の日本経済は、既述のように、それまでの投資超過型から一転して、

IS バランス的には貯蓄超過型の経済構造に転換した。 

 ただし、1978 年には第２次石油ショックが発生するなどしたために、こう

した構造変化は直ちには認識されず、貯蓄超過型の経済構造に転換したこと

に関する広範な認識が生まれたのは、既述のように 1980 年代になってから

であった。このことには、インフレ率の動向も影響している。すなわち、実

質 GDP 成長率は、1970 年代の後半から５％前後に低下していたが、1970

年代中はインフレが激しかったために、名目 GDP 成長率はまだ高止まりし

ていた。これに対して、1980 年代になるとインフレが終息し、名目でも成長

率は低下する。 

 この事実は、金融機関の行動を考える際にはとくに重要である。というの

は、金融契約は通常すべて名目タームで交わされるものだからである。より

具体的には、名目 GDP が拡大している限りは、金融機関が貸出残高を積み

増していくことは容易である。ところが、名目でも成長が鈍化すると、貸出

残高の積み増しは相対的に困難になるはずである。にもかかわらず、日本の

金融機関は、1980 年代になっても、結果的にはそれまでと同じペースで貸出

残高の増加を実現していくことになる。 

 
[このあたりにグラフを挿入。] 

 

 この結果、1981 年頃から、貸出残高の対 GDP 比率は上昇しはじめる。全

国銀行の国内勘定分についてみると、1970 年代中はほぼ 70％くらいで安定

していた同比率は、1980 年代の終わりには 110％近くまで上昇する。こうし

た信用膨張が、1980 年代後半のいわゆるバブル経済を支えることになる。ま
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た、日本の金融機関が従来顧客としてきた大企業の資金需要は低下している

のであるから、こうした貸出残高の増加は、従来とは異なる顧客の「開拓」

によってもたらされたものであった。 

 しかし何故、名目経済成長率が鈍化している中でも、日本の金融機関は貸

出増加のテンポを落とそうとしなかったのだろうか。その大きな理由の１つ

と考えられるのは、この時期になっても人為的低金利政策が依然として継続

されていたことである。人為的低金利政策の作り出したレント獲得の機会は、

金融機関に引き続き規模の拡大を目指す強いインセンティブを与え続けてい

た。そうしたインセンティブに基づいて、各金融機関は、新たな資金運用先

を見出す努力を懸命に行ったのである。 

 開発過程において金融機関のネットワークを整備することは、当該の金融

機関の利益を超えた（貯蓄の効率的な動員等の）プラスの外部経済効果をも

つものと考えられる。そして、人為的低金利政策には、この種の外部効果を

内部化して、金融機関に十分な投資を行わせる効果をもつという意義があっ

たと解釈できる。しかし、開発過程を完了すると、金融機関のネットワーク

整備に特段の外部経済効果が存在するとはいえなくなる。こうした状況にな

っても、同じ政策を継続するならば、逆機能となりかねない。 

 すなわち、もはやレントは、外部効果を内部化するもではなくなり、私的

便益を社会的便益よりも上方に乖離させる歪みを作り出すものとなる。こう

した歪みは、金融機関に過剰投資を引き起こさせることになり、むしろ金融

機関の全体としての規模の過大化（オーバーバンキング現象）をもたらすこ

とになる。1975 年以降の日本では、まさにこのことが現実に生起したのだと

いえる。キャッチアップを終えた後も、人為的低金利政策が長く継続された

結果、信用膨張と金融部門の肥大化がもたらされた。 

 

 漸進的な金融自由化 

金融環境の大きな変化にもかかわらず、人為的低金利政策を廃止しようと

いう動きは、日本の金融関係者の内部からはほとんど生じてこなかった。こ

れは、政策の変更は日本の金融関係者の既得権益（レント）を失わせること

につながると認識されていたからである。しかしながら、1980 年代半ば頃か
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ら、従来の金利規制や業務範囲に関する規制を緩和するという金融自由化が

政策方針として掲げられることになった。このように金融自由化が方針とな

った背景には、いわゆる「外圧」の存在があった。 

 1980 年代になると、日米の経常収支の不均衡は一層拡大し、貿易摩擦がし

ばしば生じるようになった。そうした摩擦を解消する努力の一環として、

1983-84 年に日米円ドル委員会が開催された。そこでの米国側の主張は、日

本の金融市場が閉鎖的であることから、海外主体による円の保有が抑制され

ており、それが不適当な円安・ドル高を招いているというものであった。こ

うした米国側の批判に応えるべく、日本政府は、ユーロ円取引の自由化と金

利規制の段階的撤廃を約束することになった。 

 ユーロ円取引の自由化は、少なくとも大企業に対しては、日本国内の様々

な金融規制を回避する抜け道を与えることになり、その後の変化の大きな契

機になった。しかし、金融自由化は、速やかに進んだわけではない。事実は、

その全く逆である。日米円ドル委員会で決まった金利の自由化についても、

その実施は、「激変緩和」の必要性から、きわめて漸進的に進めるという措置

がとられた。この結果、預金金利規制が完全に撤廃されるに至ったのは、よ

うやく 1994 年のことであった。 

 業務範囲の自由化については、日米円ドル委員会の翌年の 1985 年に、大

蔵大臣の諮問機関である金融制度審議会の中に「制度問題検討会」が設置さ

れ、その進め方が検討されることになった。しかし、その議論は、延々と会

議は続くといった模様のものとなった。というのは、それぞれの業態の金融

機関が既得権益を失うまいとして強固に抵抗したために、利害調整が困難を

極め、新たな業務範囲のルールの青写真を描くことができなくなったからで

ある。議論が一応の終息をみたときには、既に 1980 年代は終わっていた。 

 しかも、ようやく 1991 年 6 月にまとめられた結論とそれに基づいて 93 年

4 月に実施された制度改正の内容は、抜本的というよりも、中途半端なもの

であった。これまで禁止されていた銀行と証券の相互参入が認められること

になったが、参入は業態別子会社方式に限るとされた。すなわち、銀行が証

券業務に参入するときには、証券会社を子会社として設立して参入しなけれ

ばならない（逆も同様）。こうした形の参入許可は、証券業務は証券会社だけ
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が行えるという類の「業態の壁」をむしろ打ち固めたものだとも解釈できる。 

 英国に約 20 年、米国に約 10 年遅れた金利の自由化、不徹底な業務範囲の

自由化が、急激な環境変化の中で、日本の金融システムの硬直化、そしてパ

フォーマンスの劣化をもたらすことになった。とくに日本にとって不幸であ

ったのは、1980 年代が金融革新の時代であって、金融サービス産業のあり方

が抜本的に変容する時期にあたっていたことである。日本の金融機関は、既

得権益を守ることに懸命で、結果的にこうした金融という活動そのものの変

化に適応する努力を怠ってしまった。 

 金融革新が急速に進んだ背景には、言うまでもなく、分散処理型の情報技

術の画期的な進歩がある。そうした情報技術の成果を本当に活用するために

は、企業組織のあり方自体の変革が不可欠であり、機能や役割を明確に定義

されたスリムな単位組織がネットワーク的な分業体制を形成するといった組

織構造を構築する必要がある。しかるに、日本の硬直的な業務範囲に関する

規制体系の下に安住していた日本の金融機関は、そうした方向への組織構造

の再構築を怠り、IT（情報技術）革命に乗り遅れてしまった。 

 
５．1990 年代の銀行危機  

 

 1980 年代後半の経済ブーム（後に、バブル経済と呼ばれるようになった）

は、日本の経済システムの抱える問題を表面的には解消させるものであった。

そのために、従来的なやり方のままで再び経済成長が可能になったとの錯覚

が生じ、過大な期待成長率に基づく投資が行われ、資産価格の持続的な上昇

を見込んだ投機的な行動が横行した。そして、日本の銀行部門は、そうした

過剰投資や投機的行動を支える資金供給を行った。こうした信用膨張は、日

本の金融機関の規模拡大衝動を満たすものでもあった。 

 
不良債権問題 

 しかし、信用膨張を引き起こしたことのツケは、きわめて大きいものとな

った。1990 年代に入って経済ブームが終焉すると、株価や地価といった資産

価格は急落を始めた。日本の銀行貸出は、資金使途である投資プロジェクト
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が生み出すキャッシュフローの評価に基づいてではなく、担保の資産価値に

基づいて実行されてきた。そのために、プロジェクトの生み出すキャッシュ

フローだけでは、金利支払いさえ十分にできない貸出案件が多く、担保の資

産価値の下落は、直ちにその貸出の不良債権化を意味しがちであった。 

 1992 年の夏頃には、地価下落の表面化とともに、日本の銀行部門は膨大な

不良債権を抱えて困難な状態にあるのではないかという認識が強まり、金融

システム不安の 初の発生がみられた。それ以来現在まで、日本は、大規模

で長く続く銀行危機の中にいる。いまも、それからの脱却の戸口に立ったと

いうだけで、銀行危機から完全に脱却したとは断言し難い状態にある。この

金融危機の中で、日本の金融システムのアンシャン・レジームは朽ちてゆき、

人為的低金利政策も廃止に追い込まれていった。 

 日本の銀行は、不良債権問題という困難に突っ込む中で、それまでのレン

トの蓄えをすり減らしていった。ここでは、1990 年代の日本の銀行危機の経

緯を振り返った上で、それまでのシステムが問題を解決する上でほとんど無

能力状況を露呈したことが、結果的にシステム転換の契機を作ることになっ

た点を確認しておきたい。 

上で「1990 年代の日本は大規模で長く続く銀行危機の中にあった」と述べ

たが、当初から危機が危機として明確に認識されていたわけではない。むし

ろ、事実はその逆であった。すなわち、1990 年代初頭の時期には、問題の深

刻さは、一般だけでなく、当事者や金融監督当局によっても的確に認識され

ていなかったように思われる。このことの背景には、資産価格の下落は一過

的なものであり、いずれ価格水準の回復がみられるであろう（それと同時に、

問題は自然治癒するだろう）という根強い期待があった。 

 こうした期待は、キャッチアップ期の経験をいわば外挿したものに過ぎず、

日本経済をめぐる条件の変化を見落としたものであった。日本経済は、国内

的にはキャッチアップ段階を完了して成熟化しつつあり、かつてのような高

い成長率は見込めない状況にあった。また、日本経済を取り巻く国際環境面

では、冷戦の終了という大変化が 1990 年代の初めに起こっていた。冷戦の

終了に伴う世界的な供給構造の変化（旧社会主義諸国の市場経済への参入や

中国の台頭など）は、デフレ基調を定着させることになった。こうした条件



 27

変化の中で、資産価格の再上昇はあり得なかった。 

 それどころか、資産価格の再上昇は見込めないという認識が徐々に浸透し

ていく中で、値上がり期待に基づく資産の留保需要が減少し、資産価格は一

層の下落傾向を示すようになった。それでも、その資産が将来もたらすであ

ろうキャッシュフローを現在価値に直して合計することによって得られるフ

ァンダメンタル価値と比較したとき、日本の資産価格の水準は低すぎるとは

言い難いものであった。こうした資産価格動向の中で、資産価格の再上昇を

期待した「待ち」の戦略は、完全に裏目に出た。 

 1992-94 年の間は、不良債権問題の解決のための抜本的な対策は、金融機

関の側でも規制当局の側によっても、ほとんど取られることはなかった。多

くの金融機関は、それまでの含み益を実現させることで会計上の利益を取り

繕うとともに、不良債権額をはじめとした自らの財務内容についての情報開

示に抵抗を続けていた。要するに、努力の中心は、内容そのものの改善を図

ることよりも、表面を取り繕うことに置かれていた。このように早期に解決

の努力を怠ったことが、後知恵で言えば、問題の解決を一層困難にした。 

 この間に政府のとった対策として特記できるものは、唯一 1993 年 1 月か

ら活動を開始した共同債権買取機構の設立だけだと言ってよい。共同債権買

取機構が、金融機関から不良債権を買い取る際の資金は、その金融機関自身

が貸し付けることになっており、機構を利用することの利点は、金融機関が

不良債権の 終的な買い手を見つけられなくても、不良債権の評価損を計上

して税制上の恩典を受けられるということにとどまっていた。もちろん、少々

の税制上の恩典を与えるだけで解決できるほど、日本の不良債権問題は生易

しいものではなかった。 

 1990 年代前半における日本政府の不良債権問題に対する基本方針は、結局

のところ、それは「金融機関が自己責任において解決すべきもの」というも

のであった。こうした方針が採用されるに至った背景には、既述のように問

題の深刻さに関する認識が十分ではなかったことと、1992 年 8 月時点での

「公的資金の導入」を示唆した当時の宮沢首相発言に対する世論の強い反発

があったと推察される。当時、日本の世論やマスコミも、問題の深刻さを的

確に理解していたとは思われない。 



 28

 この時点では、日本の家計部門にとって、金融機関の不良債権問題は自ら

にかかわる問題としては受け止められていなかった。それゆえ、それまでレ

ントを享受していた金融機関への反発だけが先行していた。こうした事情に

は、日本の金融構造が反映している。すなわち、日本の家計部門は、元本保

証の預貯金の形態でもっぱら資産を保有しており、金融機関や企業の保有す

る資産の価値が変化しても、自らの保有資産の価格が値洗い（mark to 

market）されて変動することがほとんどないので、問題をよそごとと考え易

かった。 

 
破綻処理の遅延 

こうした日本政府の対応ぶりは、Mitchell（2000）が the policy of 

self-reliance と呼んだ対応にほぼ相当すると思われる。 

 東欧の移行経済諸国における銀行危機の経験に基づいて、Mitchell（2000）

は、銀行部門が大きな問題を抱えていると分かったときに政府が取る政策と

して self-reliance、debt transfer および debt cancellation の３つを区分し

ている。このうち、self-reliance というのは、不良債権を銀行の勘定に残し

たまま、銀行自身の問題として銀行に解決を求めるという放任型の対応であ

る。他方、debt transfer では、不良債権は銀行のバランスシートから専門的

な回収機関（ “bad-debt” bank）に移されることになる（３番目の debt 

cancellation は、体制移行諸国に特有の対応の仕方と思われるので、本稿で

は取り上げない）。 

 銀行所有者（株主）と区別された存在としての銀行経営者を考えると、巨

額の不良債権を抱える事態に陥った場合に銀行経営者は、自らの経営する銀

行の財務困難状態を隠そうとして、不良化している貸出の回収に努力するよ

りも、その先に対する貸出を更新（あるいは追い貸しを）しようとする誘因

をもっている。Mitchell（2000）の分析によれば、self-reliance 政策の下で

は、こうした貸出行動がとられ易く、そのことがさらに貸付先企業における

予算制約のソフト化（soft-budgeting）をもたらすことから、貸付資産価値

の更なる劣化につながる可能性が高い。 

 1990 年代前半の日本では、こうした理論的に予想される事態がまさに実現
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した。金融機関の自己責任による処理を求めるだけの政策対応は、金融機関

側の問題先送り的な対応を惹起することにつながり、金融機関は、問題貸出

先に対して猶予的な対応をとることになった。他方、そうした金融機関の対

応は、貸出先の企業の経営者が、企業の利益を犠牲にして、その個人的利得

のために企業資産を流用するといった誘因を強めることになり、結果として

企業価値を一層低下させることになったとみられる。 

 先に、早期に解決の努力を怠ったことが問題の解決を一層困難にしたと述

べたのは、上記のようなメカニズムが作用するからに他ならない。問題の先

送りは、与えられた政策の下での銀行経営者の個別合理的な選択の結果なの

で、そのことに単なる倫理的な非難を加えてもなくなるものではない。いず

れにせよ、このようにして金融機関の抱える不良債権問題は、時間の経過と

ともに悪化していった。そして、1994 年 12 月に、日本における戦後初めて

の金融機関（東京協和と安全の２信用組合の）破綻が発生する。 

 もちろん、それまでも日本で経営に行き詰まった金融機関が出現したこと

がなかったわけではない。しかし従来は、経営困難に陥った金融機関は、大

手金融機関による救済合併といった形で処理され、破綻の表面化といった事

態は回避されてきた。そして、そうした破綻処理のコストは、大手金融機関

が享受していたレントによって賄なわれてきた。けれども、1994 年末の時点

では、そうした従来型の処理手法では処理しきれないところにまで、事態の

悪化が至っていたといえる。 

 この東京の２つの信用組合の破綻以降、1995 年になると、コスモ信用組合、

木津信用組合、兵庫銀行などの経営破綻が相次いだ。この段階で改めて顕在

化した問題は、それまで護送船団方式と通称される金融機関を「つぶさない」

ことを基本とした政策をとりつづけてきたために、必要のないこととして、

金融機関の破綻処理のための制度装置の整備がほとんど行われていなかった

ということである。かろうじて預金保険制度が存在していたが、その規模と

機能は米国のそれと比べると、きわめて貧弱なものであった。 

 破綻処理制度の整備の努力は、1995 年以降懸命に進められたが、金融機関

の破綻発生は、そうした制度整備を待たない形で続々と生じた。そのために、

それらの破綻処理はケースごとに場当たり（patchwork）的になされざるを
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得ず、一貫性や原則性を疑わせるものとなった。とくに、1995 年末から 96

年半ばにかけての住宅金融専門会社の破綻処理をめぐる経緯は、公的資金投

入の正当性について十分な納得を国民に与えることができず、結果的にその

後の問題処理を難しくすることにつながったとみられる。 

 
国家管理の進行 

相次ぐ金融機関の破綻処理が、一貫した原則に基づいて公正に行われてい

るという印象を国民に対して必ずしも与えなかったことに加えて、規制当局

者が金融機関によって capture されていたと確信させるような不祥事が集中

的に暴露されたことから、それまでの日本の金融システムに関する秩序（ア

ンシャン・レジーム）は、全くの国民的信認を失ってしまった。そのことは、

規制当局の組織再編をもたらすものとなり、監督権限を大蔵省から分離する

形で、1998 年 6 月からの金融監督庁の発足が決められる。 

 しかし、規制当局の組織再編の予定を立てれば、それで金融機関の抱える

不良債権問題が解消するわけではない。この間も、日本の銀行危機は進行し、

危機は周辺から徐々に中心部に及んで行き、ついに 1997 年秋には、きわめ

て大型の金融機関破綻が連続して発生する。すなわち、三洋証券の破綻につ

いで、山一証券と北海道拓殖銀行の破綻が起こった。三洋証券の破綻の際に

は、小規模ながら、初めてコール市場でのディフォルトが生じたために、そ

れを契機に銀行間信用の急速な収縮がもたらされた。 

 この銀行間信用の収縮は、大規模なクレジット･クランチを引き起こし、超

金融緩和政策が取られているにもかかわらず、企業部門の資金調達は一挙に

困難化した。そのために、金融機関の不良債権問題の処理の遅れは、マクロ

経済的にも強い悪影響を及ぼすとの見方が強まった。また、この時点で、日

本の家計部門にとっても、銀行危機はよそごとの問題ではなくなり、自らの

雇用その他に直結する、自らにかかわりのある問題としてとららえられるよ

うになった。こうした認識の変化が、銀行危機の解決のために公的資金の大

規模な投入を許容する世論を生み出すことになる。 

 1998 年初頭の段階では、総額 30 兆円の公的資金枠が用意され、3 月には、

1兆 8,156億円の資本注入が大手金融機関 21行に対して実施された。ただし、
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この時点ではまだ弥縫的な対応がなされており、問題の抜本的な解決にはな

らないことが、その直後の日本長期信用銀行の経営悪化の表面化によって示

されることになる。そのために、同年秋の国会において、改めて金融システ

ム安定化のための枠組み作りの議論が行われ、総額 60 兆円の公的資金枠を

伴う破綻処理スキームの確立が図られた。 

 この破綻処理スキームは、金融再生法と早期健全化法の２本柱からなり、

前者によって破綻処理のための特別公的管理（一時国有化）と金融整理管財

人（ブリッジバンク）の制度が導入され、後者によって金融機関の発行する

優先株等の引き受けによる資本増強の仕組みが創設された。経営困難に陥っ

ていた日本長期信用銀行、および日本債券信用銀行は、このスキームに基づ

いて特別公的管理下に入った。また、1999 年 3 月には、7 兆 4,592 億円の資

本注入が大手 18 行に対して実施された。 

 組織的にも、金融再生委員会の設置が決まるとともに、それまでにあった

２つの組織を統合して整理回収機構（いわゆる日本版 RTC）が創設されるこ

とになり、破綻していない一般の金融機関からも不良債権を買い取れること

になった。上記の資本増強措置と合わせて考えると、この時点で、日本政府

の政策対応の基本は、self-reliance から debt transfer に転換したかにみえた。 

こうした破綻処理スキームの確立もあって、しばらくして日本の金融システ

ムは小康状態を取り戻すことになる。 

しかし、この安定は、もっぱら政府が金融システムに対する関与を著しく

高めたことによってもたらされたものであり、自立的なものだとは言い難い。

実際、それ以後も不良債権問題の抜本的解決の目途は立たず、そうした処理

の遅れに関する社会的な苛立ちを背景に、2002 年 9 月末からは、新たに任

命された竹中平蔵金融担当相の下で金融行政の「転換」が図られ、「金融再生

プログラム」と命名された新方針が出されることになった。 
 現在は、この「金融再生プログラム」の下で、2005 年度末までに大手銀行

の不良債権比率を半減すべく、様々な取り組みが行われている。しかし、こ

の過程でも、2003 年 5 月には預金保険法に基づく「金融危機対応会議」が

招集され、りそな銀行への３度目の公的資金投入が行われるにとどまらず、

その後も足利銀行に関して国有化措置がとられるなど、政府関与の拡大が生
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じている。そして、「金融再生プログラム」では、目標達成に失敗した銀行は

国有化に追い込まれる仕掛けになっているので、今後一層、金融システムの

国家管理が進行する懸念がある。しかし、国家管理が問題の解決を意味しな

いことは、改めて確認するまでもない。 

 

６．おわりに－市場型金融の拡大に向けて 

 

 日本の金融システムのアンシャン・レジームが崩壊していく中で、日本の

金融システムの再構築を目指す動きも、1990 年代の後半以降ようやく起こっ

てきた。そうした動きは、1996 年 11 月に当時の橋本政権が「金融システム

改革」の指示を出したことで本格化する。この指示は、free・fair・global

を３原則として、東京市場を 2001 年までにニューヨーク、ロンドン並みの

国際金融センターとして復権させることを目指したもので、「日本版ビッグバ

ン」と通称されるようになった。 

 
 日本版ビッグバンとメガバンク形成 

 ３原則でいう free は、規制を撤廃して市場原理の貫徹する自由な市場にす

るという意味であり、同じく fair は、透明で信頼の置ける公正な市場にする

という意味である。さらに global は、開放され国際的な基準にかなった市場

にするという意味である。こうした３原則の実現を図るために、従来の漸進

的な、影響を見極めた上で次のステップに進むという段階的な自由化ではな

く、予めスケジュールを定めた上で、短期間で一挙的に規制緩和を実施する

という「ビッグバン」方式がとられることになった。 

 従来の漸進的な金融自由化では、不十分な成果しかあげられず、いたずら

に日本の金融システムの劣化が進行することを許してしまい、本邦金融機関

の国際競争力の大幅な低下につながったという経験が、漸進主義から「ビッ

グバン」方式への転換を促したと考えられる。しかし、1990 年代末の日本の

金融システム改革が日本版ビッグバンと呼ばれているからといって、文字通

りビッグバン的な改革が実施されたといえるわけではない。従来の漸進主義

からみれば、改革のかなりの加速化が生じたといえるだけであって、改革は
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やはりステップを踏んで行われる形をとった。 

 まず、第一のステップとして実施されたのは、外国為替管理の撤廃である。

1998 年 4 月から施行された改正外為法では、外為取引にかかわる事前の許

可･届出制度が原則廃止されて、内外の資本取引が一層自由化されるとともに、

外国為替業務の完全自由化が実現し、内外にまたがるネッティング業務など

が可能になった。この措置によって、日本の金融市場の開放度は一挙に高ま

ったといえる。 

 次に、第二のステップとして、1998 年 6 月に「金融システム改革関連法」

が成立し、それに織り込まれた措置の多くが、同年 12 月から施行された。

主な例外は、株式売買委託手数料の完全自由化であったが、それも 1999 年

10 月から実施された。この時点で、free の原則を実現するための規制撤廃は

一段落したといえる。ただし、その内容のほとんどは、欧米市場では 1980

年代に実現していたものを 10 年以上遅れて達成したものに過ぎない。例え

ば、委託売買手数料の自由化は、米国では 1975 年に、英国では 1986 年に実

現されており、日本での実現はそれぞれから 24 年、13 年遅れている。 

 金融システム改革の進展と並行して、システムの担い手である金融機関の

側の再編も進行しつつある。現在、総体としての日本の金融機関に求められ

ているのは、過剰規模となっている商業銀行部門の規模縮小と効率化、およ

び投資銀行業務など高度金融技術を要する分野での立ち遅れの挽回である。

前者については、合併や統合を通じる過剰能力のカットというのが、いま出

されている一応の対応策である。しかし、そうした方策で速やかに十分な規

模の縮小が達成できると保証されているわけではない。 

 さらに、金融技術や情報化投資における立ち遅れを日本の金融機関が挽回

していけるかどうかの見通しも、いまだ不確かなままである。1999 年 9 月

に発表された日本興業銀行、第一勧業銀行、富士銀行の３行統合を皮切りに、

大型合併（mega-merger）の動きが相次ぎ、４大メガバンク体制と呼ばれる

形に日本の大手銀行は集約されることになった。しかし、こうした合併・統

合化の動きも、大きすぎて潰すことができない存在になるという以上の経済

効果をもつものかどうかは、疑わしい。 

要するに、日本の金融機関が競争力と収益性を回復するための戦略的展望
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を明確に描き切れているとは、現時点では評価し難い。こうした事実と、前

節の終わりに述べたように、不良債権問題を解消して金融システムの安定性

を回復するという面でも課題が残されていることを考慮すると、日本の金融

システムの再構築には、まだかなりの時間を要すると判断せざるを得ない。 

 
 制度インフラの整備が火急の課題 

 これまでの議論を踏まえると、日本経済の現在の発展段階にふさわしいの

は、明らかに「資本市場中心の金融システム」であり、金融システムのアー

キテクチャー（設計思想）を現在の「銀行中心の金融システム」から資本市

場中心のそれに転換する必要があることが分かる。しかし、金融システムの

あり方は、経済合理性の観点だけから決まるものではない。これまでみてき

た日本の経験が示しているように、既得権の存在がシステムの転換を妨げ、

環境や経済の発展段階の変化によって非効率化したシステムが存続すること

も、決して珍しいことではない。 

 したがって、こうした金融システムのアーキテクチャーの転換は、意識的

に日本の金融システム改革の課題として追求されて行かねばならない。その

際にわれわれは、システム転換のためにはどのような条件が必要であるかに

ついて、正確な認識を持っていなければならない。市場型金融が可能である

ためには、高度に整備された法環境・情報インフラが不可欠であり、そうし

た法環境・情報インフラが未整備の場合には、たとえ規制で強制されていな

くても、相対型金融が唯一の選択肢になってしまう。 

 要するに、単に規制緩和を進めていけば自然とシステム転換が実現される

というような容易な話ではない。市場型金融が可能となるためには、公開情

報の形で特定の資金調達者の信用度や将来性に関連する基礎的な情報が得ら

れることが必要であり、そのためには企業の活動内容の透明性が格段に改善

しなければならない。また、投資家の権利と契約履行の確保の面における十

分な法的保護の提供される環境が用意されていなければならない。それらの

条件が整うためには、広範囲に及ぶ制度的基盤の構築作業が不可欠である。 

 金融取引に欠かせない情報獲得と履行確保のためには、いかなる場合にも、

費用負担が避けられない。相対型金融では、当事者が直接にそうした費用を
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個別的に負担する。しかし、市場型金融の場合には、優れた法環境・情報イ

ンフラという「公共財」の提供を通じて情報獲得と履行確保が支援される必

要があり、公共財の供給費用という形で集合的に負担を行っていかねばなら

ない。多くの主体がただ乗りしようとして費用負担を拒み、公共財の供給が

過少にとどまれば、市場型金融が可能とはならない。 

 このように考えてくると、金融システム改革にあたって、政府の役割が大

きいことが分かる。ただし、ここで求められている政府の役割は、資金配分

過程に介入して市場の代わりに何かしようとすること（市場の補完）ではな

く、市場がよく機能するための条件を整えること（市場の保全）である。市

場の保全という役割は、上記のような制度的基盤の整備と競争的環境の維持

からなる。現状における日本の政府は、市場の代わりはしたがるようにみえ

るが、市場を円滑に機能させるための条件整備には十分に注力しているとは

いい難い。 

 法環境・情報インフラ（会計基準、情報開示制度など）といった制度的基

盤は、公共財（社会共通資本）であり、道路や港湾といった他の公共財と同

じく、費用をかけることなしに構築され得るものではない。そして、日本の

金融システム改革が実現されるためには、こうした制度的基盤のようなタイ

プの社会共通資本の構築に十分な資源が配分される必要がある。この点に関

する明確な認識を欠いたままでは、金融システム改革の試みが確たる成果を

上げることはかなわないと考えられる。 

制度的基盤の整備に加えて、それらの運営にあたる人材の確保も必要であ

り、法科大学院のような専門職大学院（プロフェショナル・スクール）が設

立され、専門的な人材が多数養成されることも不可欠である。司法インフラ

が貧困なままでも市場型金融に移行できる、というような幻想を抱いてはな

らない。われわれは、金融システム改革の課題の広がりと深さをしっかりと

認識しなければならない。日本版ビッグバンだけで、このような制度的基盤

整備が十全に達成されたとは、未だ言い切れず、一層の努力が求められてい

る。 

 

以上。 
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市場型金融 VS. 相対（あいたい）型金融 （理論的整理） 

 市場型（arm’s length）金融 相対型（relation-based）金融 

資金提供者 競争的な投資家 資金調達者に独占力を有する主体 

取引成立の誘因 

（インセンティブ） 
法的に保護・補完される、明示的な契約 安定的な取引関係の維持（暗黙の契約） 

価格 

（資本コスト） 

の決定 

 

企業による情報公開 → 市場での複眼的なチェック 

              （投資案件のリスクが焦点） 

 

 

価格が「シグナル」（資源配分の効率性を判断）として有効 

 

関係者間での情報の共有 → 相対の交渉 

（借り手企業の長期的な返済能力が焦点） 

 

 

価格が「シグナル」としては機能しない 

（※ 非効率的な資源配分につながる可能性） 

非効率的な 

資源配分に対する 

「自浄作用」 

敵対的テイクオーバー等 
なし 

（価格シグナルの不在により、不可能） 

価
格
シ
グ
ナ
ル
の
機
能 

バブルの種類 

個々の企業レベルでのバブル 
（企業特殊的な情報の公開が不十分な場合、個々の株価は 

市場全体の動向を大きく反映 → 過大評価の企業が存在） 

産業横断的なバブル 
（例：80 年代の日本） 

金融資産の流動性 
高い 

（価格がシグナルとして機能し、流通しやすい） 

低い 
（個々の取引関係の特殊性ゆえ、外部者には貸出債権の回収が困難） 



（出所）Rajan and Zingales（2003）に基づいて作成。作成にあたっては、慶應義塾大学経済学部研究助手の佐藤佑己君の協力を得た。 

リスク分担機能 
市場メカニズムを通じた、部門間のリスク分担 
※ ただし、資産効果によって景気変動を増幅する可能性 

異時点間で、個別企業レベルのリスクを平準化（救済） 
※ ただし、構造変化に伴う望ましいショックも吸収してしまう可能性 

リ
ス
ク
へ
の
対
応 

システムの 

強度 
金融システム自体の崩壊にはつながりにくい 

金融システム自体が崩壊しかねない 
（例：銀行システムは「要求払いの負債（預金）＋ 非流動的な資産」 

という性格上、負のショックに対して脆弱） 

産業タイプ 知的資産集約型の産業 
伝統的な、有形資産集約型の産業 

（経営判断のコンセンサスが確立されているため、 

価格シグナル活用の必要性が低い） 

比
較
優
位
の
あ
る 

資
金
調
達
企
業 組織形態 

高階層構造の大企業 
（情報公開に必要な初期費用を負担できる。また、組織の内部管理の観

点から、どのみち情報生産活動は必要であり、追加的な費用も節約的） 

中小企業 

相性がよい 

イノベーションのタイプ 

革新的なイノベーション 
（新技術を、多種多様な投資家が評価 → 企業の資金調達機会が豊富） 

漸進的なイノベーション 
（銀行に比較優位がある、事後的な監視能力を活用できる） 

政府の介入 困難 
容易 

（独占的な取引を維持するため、むしろ競争制限的な介入が好まれる） 

制度的要因 高度に整備された法環境・情報インフラが不可欠 
法環境・情報インフラが未整備の場合、 

「相対型」が唯一の選択肢 

※ ベンチャー･キャピタル：両金融様式の長所を活用 
（資本家と起業家の関係は独占的だが、退出戦略（IPO）が用意されている。） 
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