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第２回 金融・資本市場に関する政策懇談会 

 

日 時：平成 20 年 11 月 25 日（水） 午後１時～３時 

場 所：本協会第７会議室 

 

議   案 

（審議事項） 

１．プレゼンテーション 

 ○モルガン・スタンレー証券株式会社 

  マネージングディレクター 

   ロバート・アラン・フェルドマン氏 

２．自由討議 

 

議   事 

 

冒頭、事務局より当日ご欠席された森中委員が提出した意見書の紹介が行わ

れた。 

 

（意見書の主な内容） 

過去の施策の大半が、大まかに分類すると税制・運用手段・投資環境等の改善・

改革・整備等ハード面であったのではないか。 

これらの投資促進策によって、 もインセンティブを感じ、投資行動を活発にし

たのは既存投資家であったことは想像に難くなく、一方、投資未経験者にとっては、

大したメリットも無いことから、「金持ち優遇」に繋がって行ったのではないか。 

そこで、「貯蓄から投資へ」、それが投資未経験者を新たな投資家に育てようとい

う意味であるならば、ソフト面の対策として、投資に対するイメージアップ戦略を

考えてはどうか。具体的には、TV コマーシャル・映画・プロモーションビデオ・書

籍等を配布することがよいのではないか。 

 

続いて、日本版ＩＳＡ制度の導入等について資料に基づき、説明が行われた。 

 

 

１．プレゼンテーション 

ロバート・アラン・フェルドマン氏より、米国発の金融危機の深刻化、金融・資

本市場を取り巻く状況の劇的な変化等につき資料に基づき説明が行われた。 
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（主な説明内容） 

題 名：「日本経済 － 品種改良の時代 －」 

今回の金融危機を脱するポイントは、かつて日本が経験した危機を世界がどの

程度理解しているかということ。 

かつての金融危機に対する日本の政策は遅かったという批判は当てはまるが、

間違っていたとする批判は間違い。 

 

＜日本のケース＞ 

危機からの脱出を成功させるための４つの要因 

１．セーフティ・ネット 

⇒ 1996 年に銀行預金保険など預金の全額保護を、山一證券問題が発生してか

ら行ったが十分ではなかった。 

２．資金注入 

⇒ 住専の資金注入をしたが、制度の安定どころか国民から反発を招いた。 

３．資産価格の透明性（厳格な査定） 

金融株の適正価格の判断基準の作成に相当時間がかかった。 

厳格な査定が可能となった結果、産業再生機構等が機能した。これが機能し始

めたのは 2002 年以降である。 

４．国民の支持 

⇒ 国民の支持は 98 年の資金注入から始まる。 

⇒ 支持に至った理由（アメとムチ） 

・ 当局による金融機関に対する人件費の削減等の厳しい命令（アメ） 

・ 預金が引き出せないのではないかという国民の不安（ムチ） 

この４つの項目が揃ったのは 2002 年頃。 

 

＜米国のケース＞ 

危機からの脱出を成功させるための４つの要因 

１．セーフティ・ネット 

⇒ ＮＹ連銀がＣＰの割引を実行。セーフティ・ネットは充実。 

２．資金注入 

⇒ 大手金融機関など着実に実行。 

３．資産価格の透明性（厳格な査定） 

⇒ 時価会計ではなく、モデル会計をせざるを得ないが、当該モデルは各金融

機関に委ねられた。 

⇒ ただし、これでは投資家は信じないだろう。連銀又は財務省が基準を示さ

ない限り厳格化はできないが、それには時間がかかる。 

４．国民の支持 

⇒ 何とかできあがっている。新しい大統領とは蜜月期間があるので、支持は

得られやすいだろう。 

 

＜Ｇ２０について＞ 
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声明は評価できる。行わなければならないことがきちんと網羅されているところ

が良い。 

・ 声明に含まれなくても良いこと 

財政出動の実行及び金融緩和の実行 ⇒ 各国独自に実行すればよい 

・ 行わなければならないこと（５つの項目が網羅） 

① 制度改革 

② 誰が悪かったのか（市場参加者、監督官庁、マクロ政策） 

③ 監督構造（金融安定フォーラム）について 

⇒ 今後のルール作りはここで行う。 

④ ＩＭＦによるルールの実行状況のチェック 

⑤ ミクロ的な問題認識 

⇒ 格付機関の問題など７項目を各国に対し来年３月末までにレポート提出

を義務付けた。 

 

＜ビック３問題について＞ 

・ 米国国民のほうが安易な助けを認めないと考えているのは面白い。 

・ 商務エネルギー小委員会にこれまで１８年間務めており、自動車業界寄りの座

長 ディンゲル氏が退任し、代わりに環境や燃費を重視するワックスマン氏が就任

した。 

⇒ 自動車業界の再生に繋がる。 

 

＜日本の問題点について＞ 

・ 米国とは事情が違うと思う。 

・ 米国はルール作りさえうまくいけば何とかなりそうだが、日本の場合は、構造

改革の速度が遅くなっていることが問題。 

・ 改革をやるべき項目の中で、一番金融改革に繋がるものは農業だと思う。地方

金融機関にとって農地法改正はものすごくプラスであり地方活性化が進むと考え

られる。もしもできれば日本の金融改革を大きく推し進める効果があるのではな

いか。 

 

 

２．自由討議 

稲野座長より前回欠席した勝間委員の紹介があり、勝間委員より挨拶が行われた後、

フリーディスカッションが行われた。 

 

主な意見は次のとおり。 

 

・ 自分もフェルドマン氏の、特にアメリカの現状について割とオプティミスティ

ックな見方については非常に同感する。 

フェルドマン氏は日本の問題点を色々挙げてくださり、一つ一つは、色々議論
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があると思うが、非常に共感するところも多い。市場そのものの制度について、

日本政府がいわゆる株価が下がっているということに対して神経過敏になって、

株価を上げるために市場を殺してもかまわないという政策を取り始めているので

はないかというのを懸念している。 

1990 年ごろに、「先物悪玉論」があり、日経平均先物取引をやめさせれば、現

物が上がるという、全く意味不明の議論があったが、それと同じように、今回は

空売りを槍玉に挙げて、米国や英国でもやっていないような厳しい規制を入れて、

空売りを事実上やめさせれば株価が上がるという信仰が生まれてしまっていると

私は思うが、この点についてフェルドマン氏のご意見を伺いたい。 

 

⇒ 私も原則として、空売り規制等には当然反対である。火事がドンと広がってい

るときに、それがいいかどうか。もし制限をかけるなら、どれだけの期間にする

か、安全弁をどうするかといった問題が相変わらずある。米国が１度規制をかけ

たが、３週間だけということは失敗だと思う。もしもやるならば、６カ月とか１

年やれば効果が出ると思う。外すなら、外すで、構造改革とかルール改革をする

ことを契機として外す方法が正しいと思う。 

 もう一つは税制である。税制を考えずに株価の下がることを止めようというこ

ともおかしい。配当の二重課税をやめる 大の絶好のチャンスである。相続税は

大したお金は入らないので、相続税を外すから、株を買ってくださいというよう

なことができれば非常にいいのではないかと思う。 

 反面、株主の責任をどうするかというすごく大事な問題があると思う。これは

異論があると思うが、議決権を行使しない株主には配当金を払わなくてもいいと

いうルールを作ってもいいと思う。なぜオーナーにさせるかというとガバナンス

のためである。議決権を行使しなければ単なる預金である。本当に株式市場を活

性化させたいということであれば、株式を保有する人達は議決権を行使するよう

にしないといけない。これは、むしろ株式市場を活性化させる一番いい方法では

ないかと思う。（フェルドマン氏） 

 

・ お話に関連して非常に興味を持ったので、いくつか質問させていただきたい。

これから米国の制度が大きく変わるだろうと考える人が非常に多いと思う。それ
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から、例えばグリーディー・キャピタリズム（greedy capitalism：強欲な資本主

義）が非常に変わってくるのではないかとか、政府のインターベンション

（intervention：介入）が非常に強くなってくるのではないかというような人が

多いと思うが、これからの米国の制度がどのように変わるのか。例えばモルガン・

スタンレーも、ゴールドマンサックスも銀行持株会社になったが、これからの証

券会社や、証券業がどのように変わるとお考えになっているか、もしお聞かせて

いただけたらありがたいと思う。 

 もう一点は、この懇談会では日本では「貯蓄から投資へ」という政策が取られ、

色々な施策も取られてきているが、必ずしもそれが進んでいない。この政策その

ものについて、どうお考えになるか。また、それが成果として、あまり進んでい

ないことについて、どのように考えているか。もしもご意見があれば、ぜひお聞

かせいただきたいと思う。 

 

⇒ 米政府のやり方が変わるかというと、もちろん変わるが、むしろ正常化してく

ると思う。例えば、私もすごく怒っているが、米国のトップの給料は誰が見ても

貰いすぎと思うだろう。昔からトップの給料は高いと、よく言われていたが、こ

こ 10 年間ぐらいは、とんでもない数字になっている。キャンペーンの中でオバマ

さんもマケインさんも全く同じことを言っていたが、所得格差の話があった。 

 しかし、米国の所得格差と日本・欧州の所得格差の話は、内容が完全に違う。

日本や欧州は「この人が 100、この人は 1,000 もらっているから格差があってよ

くない」というものだが、米国の場合は、マケインもオバマもそうだったが、「こ

の人は 100 働いて、10 をもらっている。もうひとりは 100 働いて 1,000 をもらっ

ている。この格差はおかしい。働いている分をもらえばいいので、この格差をオ

ープンにしよう」という話である。だから、グリーディー・キャピタリズムとい

ったことももちろんあり、アメリカ人として非常に恥ずかしいと思うが、こんな

のはダメだということを国民全体が思っているから、たぶん普通に戻ると思う。

だから正常化だと私は思う。 

 インターベンションはどうかということだが、ある意味で市場対規制という議

論がおかしいと思う。規制と市場がうまくかみ合うようにする必要があると思う。 

 例えばＣＤＳ。理論的に考えるとＣＤＳというのはそんなに悪いものではない。
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損をしたら保険金をもらう、というそんなに悪いアイディアではないが、ルール

がダメだったから、おかしく、怪物になってしまったということである。 

 この前の私の論文にちょっと載せたが、日本の場合は一つの大きな監督局があ

り、すべての業界に、すべての機能が備わっている。すなわち、金融庁にルール

作り、ルールの実行、裁判とすべて入っている。英国の場合は、一つはルール作

り、もう一つは実行、もう一つは裁判という三権分立であるが、すべての業界を

またがる形式である。米国の場合はある業界すべてをやることになっている。例

えば連銀は銀行、ＳＥＣは資本市場、保険は各種ごととバラバラである。このこ

とが米国の規制当局の大きな問題だと考えている。 

 「貯蓄から投資へ」ということだが、仰るとおり、もうちょっと早く進めてほ

しいという感じがする。なぜ進んでいないのかというと、たぶん愚民主義がどこ

かに残っていると思う。当局が投資家のために何から何までやってあげるという

姿勢が見られる。投資家側もそれに甘えて悪くなったときに、当局のせいにして、

投資家の声を受けた政治家が動くいうことがまだ多いという感じがする。 

 消費者金融は典型的な例である。何で、そういう業界がああいう形になってい

るのかというと、結局警察がダメだと思う。警察がなぜちゃんとルールを実行し

なかったのかというと、色々理由がある。だけど、全体像を見て直そうというこ

とになっていないのは、貯蓄と投資のバランスがまだいいところまで行っていな

いというのがポイントではないかと思う。 

 もっと大きな話になると、結局日本はこれから生活水準が下がってしまう可能

性が非常に高い。それはなぜかと言うと、貯蓄が多くて、投資が足りないからで

ある。投資とは何かと言うと、やはりリスクキャピタルで、生産性を上げるよう

なお金の使い方であると私は定義している。だから、資料にいくつか入っている

が、リスクテイクできるような、すなわち効率的な資本形成に繋がるような投資

を促す。特にガバナンスをしっかりするようなお金の入れ方、あるいは仲介者が

いても、仲介者がちゃんとガバナンスをさせるというような貯蓄構造を作ったら

いいと思う。 

 だから、さっき申し上げた議決権の行使であるが、これも資産保有会社にも当

てはめてもいいと思うし、自己責任をはっきりさせるため、投資家免許制をつく

ってもいいのではないか。 
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 これに加え、道徳教育も大事だと思う。プリンストン大学の先生がどういう状

況で人間は正直になるのか調べた研究結果がある。また、一定期間にトレーニン

グを行い、マネーロンダリングや、インサイダー取引等のルールについて注意喚

起することも免許の再確認として「貯蓄から投資へ」という投資家保護の一つで

はないかと思う。 

 

⇒ 投資家免許制をつくってはというフェルドマン氏の意見に対し、「英国にもチ

ャイルド・トラスト・ファンドという制度があり、親から子に財産を相続すると

きに、免許制のような制度がある」との意見や、「発想として面白い」という意見

が寄せられた。 

 

・ 一点目としては、日本の指導層で金融に関わっていない人達が、あまりにフィ

ナンシャル・リテラシーがないことである。そもそも新聞記者の方と話すと会話

にならないことが非常に多い。これは非常に悩んでいる。 

 二点目としては、為替について、結局今回の株安についてかなり為替のコント

ロールを間違えたのではないかという仮説を私は持っている。明らかに協調利下

げがあったときに、どうしてあの時点で協調利下げに参加しなかったのかについ

てのコメントをいただけないか。 

 

⇒ 金融知識が足りないからメディアの責任もあるということではないかと思う。

それに関し、私はメディア改革を提案している。政府からメディアのコントロー

ルをしようということは、もちろん民主主義国家にならないので、やはりメディ

ア自身が自分で自分を管理しないといけないと思う。記者クラブの廃止、日刊新

聞法の廃止等、業界がおかしくなっているのは、この寡占状態になっているとい

うこともあると思う。ジャーナリストの友人から も出るのは４番目（民間協会

で金融記者資格）で、金融記者の資格を作ることである。外務員試験というもの

があり、外務員資格さえない人が何で金融記事を新聞に載せてもいいのか、おか

しいと思う。新聞の方に聞くと、「いやいや、我々はチェックしている」と言うが、

たぶんチェックしていないと思う。 

 加えて、これは海外のお客さんに言われたが、なぜ日本に投資するのを躊躇す
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るかというと、ある企業の決算発表は数日前から新聞に、「たぶんこういう数字に

なるだろう」という数字がよく出る。つまり、絶対に情報が漏れている。これは

元記者の方に聞いたものだが、「当然漏れている」と、言っていたが、盗んだ情報

を使って商売している新聞記者がおかしいと思うが、規律がない企業もおかしい

と思う。そこで、メディアに信頼できる市場になるようにがんばってもらわない

といけないと思う。だが、話にならないという人だと、やはり教育しかないので、

免許制しかないと思う。 

 二点目の為替についてだが、日銀がなぜ協調しなかったのかということについ

ては、私の理解力を超えている。（フェルドマン氏） 

 

 

・ 前回の議論の中でも金融リテラシー、金融教育をどうしていくかということが

確かトピックとして挙がっていたかと思うが、今の議論を聞き、この議論の中で

取り上げていくべきということを再確認した。 

 質問させていただきたいのは、 後のところで米国人は家も車も大きすぎたの

ではないかというようなお話があった。この議論になぞらえていうと、株である

とか、投資活動にもかなり積極的だというのが我々日本と比べたときの違いだと

思う。今回のサブプライムから始まったこの危機を経て、先ほどの制度面の部分

と国民性みたいなところを、もちろん分けて議論しないといけないかもしれない

が、例えば米国の一般国民の方々のレベルを見たときに、今回何かインパクトが

あるのかどうなのか。今後、投資活動が変わってくるようなことが考えられるの

かどうか。そのあたりをお伺いしたい。 

 

⇒ 国民性は変わらないかもしれないが、ルールが変わると人間も変わるというこ

とがポイントだと思う。大きな家に住みたいとか、大きな車に乗りたいというの

は本来あったと思うが、なぜここ 10 年間、そればっかりやっていたかというと、

金融イノベーションと実体経済のイノベーションが絡み合って、そういう消費暴

食といったようなことになってしまったと思う。ルールが変われば、「いや、もっ

とまともにやらないといけない」という若い方の認識の方がグンと上がって来る

と思う。（フェルドマン氏） 
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・ 現在、毎日個人のお客様のところに支店の営業マンと一緒に頭を下げに行って

おり大変である。同じことが米国でも起きていると思うが、今回のクラッシュで

顧客が離れないよう日本のお客様に対する接し方、対応の仕方の面でも何か学ぶ

べき点が、もしかしたらあるのではないかというふうに思っており、日米の違い

等あれば、ご教授いただきたい。 

 

⇒ 私は日本にあるホールセールに勤めているので、米国のリテールのことはあま

りよく分からないが、自己責任という原則がたぶん日本より米国のほうが徹底し

ていると思う。だから、損したとなると当然怒るが、始めるときにちゃんと責任

を取るという前提でだいたいやっている。だから逃げる人達の数が少ないと思う。 

（フェルドマン氏） 

 

 

・ この危機からの回復にずいぶん時間がかかりそうだという説明があったが、今

の金融機関の自己査定に関し、部分 適を追った各金融機関が安心して、いわゆ

る金融業務を営める仕組みを、やはり政府が誘導するといった必要があると思う。

しかし、日本の市場関係者等を含めた国民的合意までやるのに２～３年かかるの

ではないかという点については、先ほどのご説明に加えて、ちょっとご意見を承

りたいと思う。 

 

⇒ いくつかあるが、一つはベンチマークの使い方が、ベンチマークのデザインか

らおかしいということだと思う。これは８年前ぐらいのことだと思うが、英国の

顧客に「ある銘柄を持っているか」と聞いたところ、「株価が下がりそうなので持

ちたくはないが、ベンチマークに入っているので上司に持っていないのはおかし

いと指摘され、仕方なく持っている」と回答があった。その株はその後暴落した

が、人のやっていることを基準にマネージャーの給料を決めるということは、そ

もそもバブルを起こすことである。だから、そういうベンチマークはやめたほう

がいいと思う。 
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 もう一つは経営者の責任だが、上司が数字を作っている部下に話をしており、

「この数字はイヤだ。違う数字を作ってこい」という会話を耳にすることがある。

そういう経営はやはりおかしい。なぜ上司がそういうのかは、色々な人に数字を

出せと言われているから言うのだが、これも直さないといけない。 

 後に数字を作っている人間達の責任だが、そういう人たちが悪いというより

も、統計学の前提が嘘だったということがばれてしまった。その前提とは安定し

た各金融資産の価格の間、安定的な相関関係マトリクスがあるという前提でやる

というものである。だから、あるという前提を立てて、金融理論を作ってきたわ

けだから、代わりの金融理論が今ないじゃないかと、ちょっと心配している。 

 それでは別の候補があるかというと、たぶんネットワーク理論ではないかと思

うが、ネットワーク理論はまだ初段階である。だから、色々なシミュレーション

をやって、新しい部品が入ったらどうなるかとか、そういうのをやるしかないと

思う。政府の人にそういうのを作ってもらって、みんなで使うかというと、それ

も彼らだって分かっていないから駄目だろう。だから話し合いをするしかないと

思う。ベンチマーク、経営者、方法の三点かなと思う。（フェルドマン氏） 

 

 

・ フェルドマン氏の資料にある改革の具体案という項目をたいへん興味深く拝見

しているのだが、年金改革のところで、年金運用庁の設立を、そして 40 歳定年制

度という提言をされているが、なぜ 40 歳という年齢なのか。働き盛りと言えば働

き盛りで、色々な変化が起きる年ではあるが、なぜこの年齢で第１終身雇用を終

えるべきなのか、この説明をお願いしたい。 

 

⇒ 皆「何でこんなことを言うの？」という感想と思うが、これは日本の年金序列

の賃金の良いところ、悪いところを考えているときに、ふと思ったことである。

良いところは、若いときに何も知らないときに企業が訓練してくれ、社会人にさ

せてくれることである。企業が本人や、労働者に投資をし、数年間経って、その

労働者の生産性が上がってくると、賃金より高くなる時期となる。すなわち、し

ばらく経って企業が、自分が育てた人に対する収益を獲得できる。しかし、だん

だんと生産性の伸び率がピークアウトして、50 歳代に入ってからは、おそらくマ
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イナスになってしまうかと思う。それにもかかわらず、賃金がまだまだ 55 歳まで

年功序列であり、55 歳からちょっとピークアウトして、若干下がるが大したこと

はない。 

 そうすると若いときは賃金が高くて投資期間である。真ん中は生産性のほうが

高くて、たぶん 40 歳代のどこかで生産性が賃金より低くなってしまう。これは経

済合理性を欠く。40 歳代前後で労働市場に出ないといけないということが分かる

労働者になると、新しいルールを身に付けないといけないと分かるから、30 歳で

は勉強し続け、生産性の低下が避けられると思う。40 歳になって契約を終えよう

ということになると企業が長い間、賃金より低い生産性の人達を雇わなくても済

むということになる。労働者のほうは、自分で自分を守らなければならない。生

産性で自分を守る。そういう認識になっていく。だから、こういうふうにやった

らどうかというアイディアである。いかがだろうか。 

 デンマークの例で、デンマークは平均して６回ぐらい転職する。それで、仕事

を守るよりも所得を守るといって、いっぱい転職してもらう制度である。これは

すごく参考になる。 

 

３．その他 

・ 事務局より、「今後の金融・資本市場のあり方を考える懇談会」において、本

協会の活動状況について、資料に基づき説明を行った。 

 

・ 稲野座長より「次回の懇談会は、財団法人国際通貨研究所チーフエコノミスト

の竹中正治氏をお招きして、プレゼンテーションを行っていただこうと考えてい

る。開催日程は、12月18日木曜日午後１時から第７会議室で行う予定である。ま

た改めて、事務局から御案内させていただく」旨の発言があった。 

 

以  上 


