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資産運用素材抜粋集 

 
 

 

 厚生年金基金の資産運用に取り組むことになった昭和５０年(1975)

当時、中学野球・夜間電気科・哲学科出身の当方(35 歳)にとって資産

運用などというものは全くの別世界でした。 

 年金資産が積み上がりつつある中で、効率的な資産運用をして収益

を出さなければならない事情が高まりましたが、あいにく企業には資

産運用のノウハウも人材もおりませんでした。 

 そこで、資産運用ド素人が以下のような試行錯誤の切磋琢磨に取り

掛かりました。 

 

 金融本読書報告(140 回) 

 系列・お任せ運用からの脱却 

 戦略アセット・ミックスの構築 

 外資系運用機関の調査・採用 

 資産運用機関の勝手格付け 

資産運用委員会の設定・運営 

 資産運用方針の策定 

 欧州資産運用状況調査旅行等 

 

 こうした厚生年金基金事務所における２５年間の資産運用実務経験

のなかで、折に触れ読みこんだ金融本からこれはと思う文章、感動し

た章句、教えられたフレーズ等の抜粋を「素材抜粋」として集めてみ

ました。 

 

 はてさて、このような資料が皆さんの参考になるかどうかは定かで

はありませんが、資産運用に関してなんらかのヒント・閃きを提供で

きるかもしれないと考えました。 

  

 ご覧いただいて、お楽しみいただけましたら幸いです。 

 

 

2011.12.30 

年金カウンセラー 高野 義博 
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素材抜粋                      2000/12/5 

 

不完備制度の完備化 
 

刈谷武昭著『金融工学とは何か』－リスクから考える 

岩波新書 ２０００年 

 
 

 

高度に蓄積された資本がみずからの効率的利用（リスクとコストを小さく、収益を大きくする無駄の

ない利用）を求めてその投資先を国際規模に拡大したいという欲求に情報技術革命が反応し､世界の資本

市場の統合化あるいはグローバル化を急速に進めている｡ 

その中で金融は､この資本の効率的利用の欲求にもとづいて、情報技術の大きな利用者・需要者として情

報技術革命を促進していく役割を果たしている｡さらに､金融は、情報技術と融合をして、互いに反応し

ながら､お金の流れや資本の利用あるいは経済自体を効率化していくと同時に、金融自体のあり方あるい

は制度､システムも大きく変革していく｡一言でいうなら「制度から機能へ」と。 

 

日本の金融システムに関わる問題点は､当局が金融は重要な産業に資金を配分するという「産業金融」

の歴史的経験から、「金融は制度である」と錯覚したことによる点が極めて大きい｡ 

 

……伝統的金融の視点では､金融の見方（概念的枠組み）としては銀行、証券、保険といった業態を中

心としたインスティチューショナル（業態的、制度）アプローチによる見方を最近までしていた。これ

が個人金融資産で１３００兆円を超える「金融資産ストック時代」の、進化した金融の見方としてはな

じまなくなってきたことは指摘したとおりであるが、それに変わる見方（概念的枠組み）が金融の機能

によるファンクショナル（機能的）アプローチである。 

 

機能的金融は、金融商品を媒介にして世界の中でのリスクの最適配分をするだけでなく、その最適性

が十分でないときには商品の発生や制度の変更を促す｡これを「不完備制度の完備化」プロセスとみる。

さらにベンチャー企業の資本市場の創設などもこのプロセスの例であると見る。 

 

広義の金融技術は､資本市場の機能・金融の機能を促進させる手段であり､経済社会の中でのリスクシ

ェアリングの機会の拡大や取引コストの低下､情報コストやエージェンシー（代理人）コストの減少によ

る効率性の改善を促す｡そして金融技術は資本サービス業としての金融業にとっての付加価値を生産する

手段である｡ 

 

さらにまた各国の金融システムのあり方も、この資本市場の機能の効率化のためにあるべきであり、

当局の制御可能性や金融政策のためでない。……。世界の高度に蓄積された資本は資本市場の機能の効

率化を要求し、市場システムとして空間的（場所的）、時間的同質性を促し、ゲームのルールが共通なシ

ステムを作ろうとしている。その例が、2００1 年３月の決算期からスタートする時価会計と国際会計基

準に基づく情報開示である｡ 

 

機能的視点からの資本主義経済システムは完成形のないオープンシステムであり、従ってシステムの

設計・開発において重要な点は、時間と共に変更可能性をもつオープンかつ動的なシステムとなること

であろう。 

 

日本の当局は新しいシステム設計能力が弱かった｡当局のレベルアップ、専門的官僚の中途採用やイン

センティブシステムの導入が必要であるだけでなく、日常化したルーティン的業者行政から脱却し､知的

ベースの拡大が必要である｡ 

 

高度に蓄積された資本は､みずからの価値増殖の基本的要求（資本の論理）に基づいて世界の経済をグ

ローバル化し、世界の市場の更なる効率化を要求し続けるように宿命付けられている。その宿命を与え
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ているのは、いい意味でも悪い意味でも人間の進歩、富､権力等への限りない欲望であろう｡この欲望に

支えられた資本の要求は、より豊かな経済社会を作るための原動力である｡ 

さらに重要なことは、資本の投資を通じた生産力拡大機能は、現在と将来を結ぶ経済発展の基本的原動

力として働くということである｡その意味で､資本は将来世代の生産性と価値（福祉､雇用､豊かさ）を創

造する重要な生産要素であり､その効率的利用は現世代の使命でもある｡すなわち、人間の過去と未来を

つなぐのが現世代であるのに対して､その人間を養う経済生産性の過去と未来を結ぶのが過去から蓄積さ

れてきた現時点での資本である｡子供たちのために将来の「メシの種」として資本を有効に利用すること

は私たちの使命である｡ 

 

金融工学の価格理論のもっとも重要な基本概念は、無裁定性概念である。その概念は、マクロ的にも

ミクロ的にも金融の機能を促進する上で概念生産､概念展開､概念の洗練化のための基礎であり､実際のシ

ステム設計、商品開発などを助ける｡その概念を一言で言うのなら「ノーフリーランチ（ただメシの機会

はない）」、あるいは「ノーリスク、ノーリターン（リスクを取らないとリターンもない）」であり、資本

主義の基本概念である｡ 

 

新しい商品の出現は、市場が不完備な状況にあるためにそれを埋める「不完備制度の完備化」プロセ

スと見ることができる。 

 

市場でリスクの価格が無裁定性概念によって一意的に決定できないとき、市場は狭い意味で不完備で

あるといい､その場合一つの理由が、リスクの要因の数に比べて現存している金融商品の数が少ないこと

である｡したがって、そのリスク要因がなんであれ、それが不利益､不都合である限り、市場はそのリス

クを制御可能にする新しい商品で埋めようとする｡また、リスクが複合的であれば、それを識別し､分化

させようとする。それが無裁定性理論の中に意味されており､制度裁定のデリバティブの発生はその結果

であるとも見ることができる。 

さらに理論はリスクの識別とその価格付けをとおして、複雑なものを分解し再び結合することで、概念

展開力や商品設計のあり方に洞察を与える｡さらにまた、複製するための取引コストや税が高すぎる場合､

理論的に完備であっても新しい金融商品を生み出す｡ 

 

無裁定性概念は、経済学の基礎概念である均衡概念を包摂する｡実際裁定機会がある状況は､均衡では

なく､人々は行動を変えてそのフリーランチにあずかろうとするからである。すなわち均衡ならば無裁定

である｡主体的均衡概念に理論的基礎をおく経済学は、需要者､供給者の主体概念を設定し､それぞれの目

的関数を最大にするように需要曲線と供給曲線を導き、市場で需要量と供給量が等しくなる水準に均衡

価格と均衡量が決定されるという分析的枠組みを取る｡ 

しかしこの枠組みが機能しないのが金融市場の価格である｡ 

 

日本の金融業が国際競争力を持つためには、情報収集・変換・分析能力の向上や経営者の経営能力の

拡大・専門性の重視等､機能的視点へのビジネスアプローチの転換､独自な戦略の開発､国際法務も含めた

広範な知識ベースの拡大が必要である｡金融業ではイノベーションなしにはサバイバルできず、金融の機

能的視点からイノベーションのリスクを見極める経営能力こそ、日本の金融業が国際市場で勝ち抜くた

めの唯一の道であろう｡……。金融ビッグバンの中での最大のリスクはイノベーションをしないことであ

り、オポチュニティコスト（機会費用）を累積していくことである。その累積は将来世代に対する債務

であり､リスクの転嫁である｡ 
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素材抜粋                                     2001/03/26 

 

ベンチャーキャピタルの実態と戦略 

 

出典：Ｗ．Ｄ．バイグレイブ、Ｊ．Ａ．ティモンズ著 

日本合同ファイナンス（株）訳・東洋経済新報社 

 

 

 

 ＡＲＤ（ハイテク新設企業への純投資）を研究したパトリック・ライルズによると、ベンチャーキャ

ピタルは、当時のボストン連銀総裁ラルフ・Ｆ・フランダースの構想であった。新規企業の設立件数の

減少と、保険会社や委託基金などの機関投資家に集積されつつあった資金が利用できないことを懸念し

たフランダースは、1945 年 11 月 16 日、シカゴで開催された全米証券業協会の総会で画期的な提案を

発表した。創業企業に資金を提供できる公的な機関が存在しない時代に、フランダースは 1940 年投資

会社法の規程を一部緩和して、機関投資家資産の 5％を新しい会社の株式購入資金に充てることができ

るようにすべきだと提案したのである。 

 

「アメリカのビジネス、アメリカの雇用、アメリカ国民の繁栄は、自由な企業体制のもとで新しい企

業が続々と生まれてくることで保証される。将来にわたって既存大企業の成長だけに依存することはで

きない。新しい力、エネルギー、才能を吸収しなければならない。支援を求める新しいアイディアのた

めに、莫大な機関投資家資金の一部を投資するための仕組みを作らねばならない。」 

                               ラルフ・Ｆ・フランダース 

  

 ドリオ（ハーバード・ビジネススクールの教授）、フランダース、その同僚は、第二次世界大戦中に

ＭＩＴで開発された技術の企業家の可能性を信じていた。金融機関の資金さえ導入できれば、政府の援

助がなくとも民間の独立した機関を設立し、技術的な研究成果を企業化できると確信していた。 

  

 しかし 1980 年になって、「正常」な投資サイクルは短縮された。時間をかけ、しっかりした審査

（デューディリジェンス＝ベンチャーキャピタルが投資に際して対象企業の調査・分析を行い、判断を

下す審査プロセスを指す。）は、思わぬ結果を生んだ。つまり、慎重な審査をしようとすればするほ

ど、なり振り構わぬ新設ファンドに最後のところで競り負けてしまうのであった。 
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 通商委員会の調査によると、第二次世界大戦後に行われた画期的な全イノベーションの 95％は、大企

業ではなく、むしろ設立間もない中小企業が起こしたものであった。新規参入者なくしては、いかなる

経済も長期的下降を避けられない運命にある。 

  

 彼ら（マーチャントキャピタル）の好むのは、ＭＢＯやＭＢＩ（マネジメント・バイイン）、そして

エクスパンションステージ（発展期）にある成熟企業である。スタートアップ企業に対してはほとんど

興味を失いつつあり、またスタートアップ企業投資のノウハウもほとんど持ち合わせていない。この種

の投資が、世界各国のベンチャーキャピタルの 85％以上を占めている。イギリス最大手のベンチャーキ

ャピタル 3ｉですら、スタートアップ企業投資から撤退し、1991 年には自らを「ディベロップメントキ

ャピタル」と名付けている。 

  

 しかし知識社会においては、これこそがリーダーシップを発揮し得る唯一の処方箋なのである。ここ

では、特化（focus）、迅速（fast）、柔軟（flexible）、そしてフラット（flat）の 4Ｆを持った企業が

求められている。すなわち、将来性のあるニッチな市場に特化していること、変化する技術や市場にす

ばやく対応できること、物事の処理が柔軟であること、できるかぎりヒエラルキー階層の少ないフラッ

トな組織を持っていることである。レジス・マッケンナが述べているように、今後は「『その他』の時

代」になるであろう。すなわち、産業分類では「その他」に分類されるような新しい産業分野での成長

企業群の時代が来る、というのである。新しい時代には、有名な大企業ではなく、起業家に率いられた

若い企業が中心的存在となろう。 

  

 だが彼（アマー・ボーズ、ＭＩＴ教授でオーディオ機器メーカー設立者）は、世界経済の中にあって

筆頭の競争相手である日本とドイツの教育システムにもはや追いつけないほど、アメリカの教育水準が

低下していると懸念する。 

  

 先進国で経済を変革しつつある知識社会への挑戦において、より適応力の労働力を有するのは、アメ

リカであろうか、それとも日本であろうか。……。 

 日本メーカーの素晴らしい製造技術に当惑しているフォーチュン 500 社を見て、アメリカのビジネス

スクールは、経営効率の改善を教える講座を増やしてきた。しかし、こうすることによってビジネスス

クールは、ＭＢＡの学生に改良主義、言い換えればプロダクトイノベーションよりもプロセスイノベー

ションを重視する考え方を植え付けてしまう危険を冒している。もちろん、現在の経営をできるだけ効

率的で合理的にするために微調整は必要である。そうすれば、日本の魔法のような製造方法にも追いつ

けるかもしれない。 

  

 しかし、左脳の理論的分析力だけでは、アメリカ産業を海外との競争で勝利に導くことはできないで

あろう。創造力をもっと駆使することが大事である。残念ながらＭＢＡの講座では、洞察力と創造力を

犠牲にして、分析力を強調しがちである。ドリオが以前指摘したように、ＭＢＡ出身者に分析できない

ものはない、彼らは、もうこれ以上分析しても意味がなくなるまで、何でも分析してしまうのである。 
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 つまり、1980 年代半ばのハーバードは、科学者とエンジニアを金融業者と不動産業者に育て直してい

たことになる。 

  

 「教えるべきでないことを教え、教えるべきことを教えてこなかった」のではないだろうか。ＭＢＡ

の学生は、ボウスキー、アイカーン、ミルケン、クラビス、ピッケンズ、トランプのことを大変よく知

っている。しかし、フレミング、ショックレー、バーディーン、ワトソン、クリック、フェルミ、タウ

ンズのことはほとんど知らないであろう。これらのノーベル賞受賞者の発明が現代人の生活そのものを

大きく変革したにもかかわらず、多くの学生は、彼らハイテクの生みの親たちについてまともに答えら

れないのである。 

  

 ハイテク分野の起業家の偉大な業績を軽視する一方で、金融業界の派手な「偉業」を、あたかも魔術

のように喧伝し、起業家や学生の欲望を過剰に刺激してしまったのではなかろうか。失業を生み出す金

融業者より雇用を増やす起業家に憧れる学生を育てねばならなかったのである。 

  

 世界的な起業家である故本田宗一郎は、官僚は「新しいことを始めようとすると何かと障害になる」

と述べている。 
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素材抜粋                                   2002／11／04 

 

僕はこうやって１１回転職に成功した 

 

山崎 元『僕はこうやって１１回転職に成功した』 

文芸春秋 ２００２年 

 

 

 
 野村投信に限らず、日本の運用会社の多くが金融機関の子会社としてスタートしており、会社の経営

と人事を親会社が握る構造になっている。この点は、運用会社の経営のあり方として大きな問題であり、

日本の運用会社の決定的な欠点だ。運用経験のない経営者に経営される運用会社は、その顧客と共に不

幸だ。そして、永続的に被支配者側に立つ社員にはどことなく投げやりな無力感が漂うのである。「俺

は仕事は分からないけれども、人間は使える」というサラリーマン経営者の無根拠な自信を矯正するこ

とは実に難しい。 

 

 当時、転職を決めて気負い気味の筆者は、親会社で一度人生の全盛期を終えてきた転籍者の気分にも

同化できなかったし、どことなく覇気のない、いわば電圧が低いような感じのプロパー社員にも同化で

きなかった。 

 

 また、こんな会社ならば辞めても惜しくないという印象的な仕事が一つあった。筆者の担当地域であ

るカナダの製鉄メーカーへの製鉄設備の入札案件であった。当時ドルの金利は高く、円金利が相対的に

低かったのだが、それは、三菱商事が円を調達して相手に円とドルの金利の間くらいで、ドルで貸して、

為替リスクを負担するという仕組みの案件だった。後で分かったことだが、日本企業の為替への無知に

つけ込んで、米国の投資銀行がこうした仕組みを北米の製鉄メーカーに勧めていたのだった。 

 

 筆者は、為替レートがそれほど円高にならずに推移するのであれば、米国の国債でも買う方が、利回

りが高くかつ信用リスクもなしに、十数億円余計に儲けることができる、という計算を示して「この十

数億円は、寄付ですか、広告費ですか」と反対した。しかし、ライバル商社との争いに負けたくない営

業部門、営業部門に嫌われたくない上司といった構図の下に、この案件は「已む無し」で通さざるを得

なかった。上司にも縷々説明されたが、理屈になっていないことが分かってしまったので、心が離れる

ばかりだった。 

 

 まずは＜抜粋者注／野村投信に転職して１９８６年にバランス型投資信託の担当に着任したころ＞、

株式投資に関する入門書を手当たり次第に買ってきて、雑な読み方だが二、三十冊読んだ。「･･･････入

門」とか「･･･････必勝法」といったタイトルが付いた類のものを含めて、たくさん読んだ。これは、か

って競馬を始める時に使った方法だ。まず、ある程度の量の基本的な概念を具体的なイメージとともに

獲得してしまうと、後の理解がはかどることが多い。またこれと並行して、なるべく専門の論文を読ん

だ。アメリカのアナリスト協会が出している「フィナンシャル・アナリスト・ジャーナル」という英文

の雑誌が会社にあったので、ポツリ、ポツリと興味の持てそうな論文を読んだ。レベルでいうと、上下

から挟み撃ちにする感覚である。 

 

 他の仕事でも、二年間くらい必死に努力すれば「何とか他人の役に立つ」、つまりプロとしての最低

限くらいのレベルに達することができるのではないかと思う。 

 

 また、余計なことかも知れないが、こうした扱いが理不尽なレベルに及んだ時には当事者である上司

に「あなたは、たかだか会社の上司だというだけで、そんな振る舞いをしていて恥ずかしくないか」と、

はっきり軽蔑の意を表すべきだと思う。転職する立場で威張ってはいけないが、基本的に「対等」であ

ることはきちんと伝えるべきだ。転職者はこんなところで妥協する必要はない。気分よく朗らかに会社

を去ることは、残りの一生の気分の上でも大切だ。 
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 しかし、たとえば＜生命保険会社の＞証券会社に対する態度は情けなかった。筆者が野村投信にいる

ときに、少しも役に立つと思わなかった野村證券の機関投資家向けの投資情報を奪い合うようにありが

たがっている。野村以外の証券会社に対しても、投資情報は証券会社から取るのが当然といった雰囲気

だ。しかも、オフィスの中まで証券会社の担当者が入り込み、ファンドマネージャーの隣に腰を下ろし

て雑談している。また、ファンドマネージャーの何人かは証券会社の接待付けになっていた。これでは、

餌付けされた猿も同然である。機関投資家とは名ばかりの「お客さん」たちがそこにいた。 

 

 三菱商事時代の為替予約チームでの決算操作もそうだったが、運用の場で結果を恣意的に操作する行

為は我慢がならなかった。別に、筆者自身は高潔な人間ではないのだが、我慢できない。しかし、この

種の不正を筆者は今後、何度も目にすることになる。 

 

 １９８０年代の半ばくらい（昭和の終わり頃）から、日本の運用実務の世界で「モダンポートフォリ

オ理論」と呼ばれるような一群の理論的研究への関心とともに、ファイナンスの理論的な研究に関心が

集まるようになった。 

 

 また、仕事の内容が専門化するほど経営者層や企画部門、あるいは人事部門の人材や仕事に対する評

価が不正確になっていくので、制度の公平な運用が難しくなる。 

 

また、筆者にしたところで、この数ヵ月後に先物のディーリング的な日計り商い（一日のうちに売り

買い両方を行って儲けようとするトレード）をやりながら、儲かった取引を、たとえば厚生年金基金連

合会といった重要顧客のファンドに入れて、損した取引を合同口で引き取る、といったことを何度か

（累計二、三億円だろうか）行ったことがある。良くないことをした、と反省している。自分だけが悪

いことをしていないなどと言うつもりはない。ともかく、悪いことは悪いのである。 

 

 しかし、素朴に考えて、これ＜信託銀行のファンドトラスト利益操作＞は他人（ファンドＢ）から盗

んだお金で、別の他人（ファンドＡ）に対して損失補填しているのと同じことだから、証券会社の損失

補填よりもさらに悪いといえる。 

 

 さて、９１年に証券会社の損失補填問題が大問題として取り上げられたとき、筆者は信託銀行のファ

ンドトラストも問題になればいいと思った。そう思う背景には、会社にとってのリスクの問題や、損益

操作に伴う倫理的な怒りということもあったが、より素直に言えば、マーケットで運用してフェアに決

まるはずの運用利回りを操作する人間がいることの不愉快さ、こうした操作を当然のこととして振舞う

人間への不快感、つまりマーケットを汚す人たち（と筆者には思えた）への怒りがあった。 

 

 「事実は事実としても、ファンド間の益移動は他人のためにする窃盗行為であり、一段罪が重い。

『よくあること』とか『しかたがない』と当事者は言うが、倫理感覚が腐っていると言われてもしかた

があるまい」 

                              ＜金融関係雑誌の匿名コラム＞ 

 

 まず、一度転職したことがなければ、会社と自分を基本的に対等の存在と位置づけること、つまり会

社の相対化ができなかった可能性が大きい。 

 

 あくまで理想だが、３５歳くらいまでに、たとえば同業他社が機会があったら是非雇ってみたいと思

うような職業スキルとそれを証明できる仕事の実績が欲しい。 

 

 たとえば、ディーラーがマーケットから離れたり、セールスマンが顧客から離れたりという状態はキ

ャリアの断絶を意味する。こうした場合、会社と心中するつもりで異動を受け入れてその会社特有のキ

ャリアを積むか、職業の方を選んで早々に転職するか、方向を選択しなければならない。 
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 ……筆者の運用のやり方は、どちらかというと“トップダウン型”、つまりポートフォリオ（複数の

銘柄を組み入れた運用資産全体を「ポートフォリオ」と称する）全体をまとめてコントロールしようと

するスタイルで、たとえばコンピューターを使ってリスクやリターンを計算するようなやり方だ。理論

指向、数量分析指向といってもいい。 

 

 ９２年の２月にロンドンの本社（シュローダー）に約３週間、シュローダーの香港法人に５日という

日程で出張に出た。 

 

 日本の運用会社の最大の弱点は、技術や人材ではなくて、＜運用を知らない＞経営者とその取り巻き

なのである。 

 

一般に、自分で自分の身の上をコントロールできないということのストレスは大きいから、不満な状

況のまま会社にどうにかされるのを待つというよりは、自分で身の振り方を決めようとするのだ。これ

は転職者が、しばしば転職を繰り返す心理的な理由の一つだ。 

 

 筆者たちの仕事＜メリルリンチ証券での＞はいわゆる「クオンツ」の、すなわちバーラ的なマーケッ

ト分析や運用に関するアイディアの提供を顧客である機関投資家に行って、機関投資家から売買注文を

もらって儲けるというスタイルのビジネスだった。 

 

 この商品は売れなかったが、あまりにひどい商品だったので、帰り道でセールスマンと喧嘩になった。

一般に複雑に工夫された金融商品は、売り手側の儲けの大きさを隠して、かつ顧客をその気にさせるよ

うに開発されており、売り手側が計算間違いでもしなければ、顧客にとって有利なものとはなり得ない。

アタマでは分かっていたが、現実にインチキ臭い商品を多数目の当りにして、よく分かった。 

 こうした経験は、後年個人向けの投資のガイドブックを書く時に役に立った。投資家は「自分でよく

分かったもの以外投資してはいけない」、「特に、売り手の儲けの幅が完全に分からない商品は買って

はいけない」、「購入を見送っても、儲け損なって損をするのは売り手のほうだ」といった少数の原則

を心得ておけば理不尽な損を避けることができる。大機関投資家から個人にいたるまで共通の原則だ。 

 

 また、当時の外資系証券会社の大きな収益源であった、デリバティブやオプションのファンドを使っ

た日本企業用の決算対策の商品をメリルリンチ証券も扱っていた。証券ビジネスは慈善事業ではないし、

特に外資系の証券会社では個人が儲けに応じた報酬を得ることができるので、法的にギリギリのところ

まで商売をする。決算対策商品は当時はっきり「クロ」と認定されていたわけではないが（日本の監督

当局がだらしなかっただけのことだが）明らかに反社会的でかつ投資として非本質的だった。自分が直

接やっているわけではないが、同僚がこうしたビジネスに手を染めているというのはあまり気分のよい

ものではなかった。 

 

 もっとも、二、三年おきに退職金をもらい歩く日本の天下り官僚のケースほど効率よくこのメリット

＜退職金の課税が低いこと＞を享受したわけではない。 

 

 しかし、給与やボーナスと退職金が、もらい方によってはこんなに税率が違うことに合理性はない。

終身雇用・年功序列に加えて退職金と年金で報酬支払いが完了する「延べ払い型」の報酬システムは、

人材の再配置の機会費用を高めて、今日、日本の経済にとって大きなマイナスの要因となっているよう

に思うが、退職金の税制上の優遇はこうした制度を強くサポートとしている。正しくは、退職金への課

税をもっと強化すべきだと思う。本当は、給与に対する課税と同じでいいのではないだろうか。 

 

 特に証券ビジネスは、稼げるビジネスの場所が頻繁に移動する狩猟型のビジネスだ、これを、年貢を

納める農民を管理する江戸時代の藩のようにマネージメントしてもだめだ。 

 

 本を出してみたいとお考えのビジネスマンは少なくないと思うが、テーマと書くべき内容があるとす

れば、（1）誰を読者対象にして何を伝える本で、なぜ売れると思うか、（2）本の内容のなるべく詳し

い構成案、（3）文章に関する何らかの実績、といったものをまとめて売り込みに行けば十分にチャンス
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は得られるものと思う。必要なものは、企画書と文章のサンプルとプレゼンテーションの準備だ。もち

ろん、出版社も商売なのだから、（1）を説得的に伝えることが肝心である。 

 

 『ファンドマネージメント』は幸い地味ながら読者を得て、何度か増刷されたし、韓国語訳が出たり

もした。ファンドマネージャー向けの定番テキストの一冊として推薦してもらえるケースもあるし、そ

の後の世渡りの上で名刺代わり的な効力を発揮したことが何度かあった。 

 

 年金の運用は、日本で９６年当時にはすでに大きなビジネスであったが、今後も運用資産の拡大が期

待できた。また、投信や個人の資産運用と較べた場合に一番プロセスが厳格なので、年金運用を理解し

ておくと他の運用分野に応用が利く。実際に、その後、確定拠出年金とか投資信託といった分野では、

確定給付型のこれまでの企業年金での手続きや考え方が大いに生きている。 

 

 証券会社の仕事上の関わりだけではなかなか厚生年金基金の担当者などと関係を深めることはできな

かったが、企業年金研究所という年金関係の独立のサービス会社のＭ社長と親しくなって、同社を通じ

て年金スポンサー向けのセミナーの講師をすることなどを通じて、年金運用関係の知識と、年金関係者

との人的関係を徐々に増やしていった。 

 

 具体的な成果としては、企業年金研究所でのセミナーをもとにして、年金スポンサー向けの年金運用

の解説書を一冊書くことができた。『年金運用の実際知識』という本で東洋経済新報社から出版した。

単独での著書の二作目だ。思い通りにのびのび書けた本なので、著者とはしては割合気に入っている本

なのだが、出版時期がちょうど山一證券の自主廃業騒動にぶつかったことと、想定が地味であったこと

もあってか、あまり売れていない（現在三刷りで止まっている）のは少々残念なところだ。 

 

 余談だが、日本の年金は信用できないので、自分の老後資金は年金に頼らずに自分でためるしかない、

という話を特に若い人からよく聞く。確かに、年金の将来には不安があり、たとえば国の年金で将来は、

現在の年金受給者が得ているような実質的な価値を得られなくなる可能性は小さくない。支給開始も遅

れるし、実質的な額も将来は減るだろうし、近年の運用難から年金の財政状態は公的年金、企業年金と

もに良くない。それでは、年金の掛金を支払わない方がいいのか、という話はそれほど単純ではない。

それは、老後の資金は結局自分で準備するしかないが、この貯蓄を、税引き後の手取り所得の中から積

み立てて、しかも運用益に課税されながら運用することは、国の年金や企業年金と比較して著しく不利

だからだ。また、これから確定拠出年金が広まると多くの人が実感するところとなるだろうが、自分で

運用する方が、国や企業よりうまいという保証はまったくない。結局、「自分で考える」という覚悟は

持つべきだが、そうした上で、年金制度を手段として利用するかしないか冷静に損得を考えるというこ

とが、今後の経済的サバイバル術の要点の一つになる。もちろん、最適なやり方は人によって違う。 

 

 転職には、快感があります。 
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素材抜粋                                   2003／01／25 

 

2004年公的年金改革 

避けられない「報酬比例部分の個人口座化」 

 

野村総合研究所著 

野村総合研究所 ２００２年 

 

 

 
 今後の年金改革についての全体像は以下のようなものとなろう。 

＜公的年金改革＞ 

(1)２００４年の公的年金改革のポイントはまず給付の削減である。 

(2)これに加えて自己積立口の導入も必要である。 

 

＜企業年金改革＞ 

(1)確定拠出年金においては、①特別法人税の撤廃、②企業拠出枠の拡大、③途中現金化条項の整備、④

個人拠出用件の厳格化、である。 

(2)確定給付型年金では、①PBGC を日本に導入する必要はなく、②年金財政の健全説チェック指標とし

て、清算基準を導入する、ことで十分である。 

(3)ノンレバレッジドESOPの導入を目指すべきである。金庫株とノンレバレッジド ESOPの組合せによ

り、「従業員の株主化」「新たなる株主の創造」は十分可能である。 

 

＜年金税制改革＞ 

(略) 

 

 第一に、日本において法律的に年金受給権は定まっているのだろうか。PBGC が保証するのは、ABO

マイナス年金資産の部分である。ABO の計算の根拠は、年金は賃金の後払いであり、一回定まった金額

は決して修正することができないということにある。日本の労働法では、退職金は賃金の後払いと規定

しているだろうか。……。つまり、日本の退職金は完全に賃金の後払いとは規定されていない。 

 

問題の所在は、日本において法律上、年金受給権が定まっていないことである。現状での企業倒産が

生じたときの年金資産の配分は、まず OB 優先、財産に残りがあった場合は現役従業員の合意によって

配分となる。これはおかしい。 

 

 しかし、現在の企業年金制度は「ゆるいしばり」の中で運営されている。また、退職給与引当金だけ

の企業がきわめて多いことも事実である。これら企業が倒産した場合の従業員の退職債権の保全は、き

わめて困難な状況にある。したがって、中小企業ではいかに社外に退職給付のための財産を確保するか、

すなわち企業年金を導入するかが課題なのである。 

 

 先進国における公的年金改革のポイントは、まさに高齢化が進行するなかで、自国のシステムの耐久

力を上昇させるために、確定拠出年金を組み込んでいく流れである。このことは自己責任による老後の

準備のウェートを引き上げていくことを意味しており、個々人に生き様の変更迫るものである。構造改

革とは、あるがままの現実を直視し、このままではやっていけないと悟り、生き様を修正していくこと

ではなかろうか。 

 

 私的年金においても状況は同じだった。１９９０年代、日本企業は巨額の年金積立不足を計上した。

バブル崩壊後の減速経済が続くなかで、企業収益は大きく低下しており、従業員に対する退職給付制度

をすべて確定給付型年金制度で運営することは、あまりにリスクが高いものであることが認識されたの

である。 
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 日本企業の収益力を素直に直視し、労働市場の流動化の現実を直視するならば、企業年金の分野にお

いて確定給付だけでなく確定拠出型年金制度を準備して、ポータビリティがあるが自己責任での運用と

いう年金の選択肢を加えておいたほうが、この国にとって民間部門の活性化につながる公算が大きかっ

た。 

 

 公的年金の一部民営化は必要である。ここで定義する民営化とは厚生年金の報酬比例部分を個人型確

定拠出年金に切り替えるものである。基礎年金は現行と同じく世代間扶養（「親への仕送りの社会化」)

で運営する。移行期間(現役世代のすべての人が新制度に切り替わるまでの期間)として４０年を想定す

る。 

 

 少子高齢化の進行している日本で、公的年金のすべてを世代間扶養の原則で運営することは事実上不

可能であり、人口動態の変動から中立である積立口座を公的年金の一部に導入する必要がある。個人口

座は公的年金における世代間不平等を是正する手段である。 

 

 前述のように、現行の厚生年金制度は様々な制度上の問題が存在しているだけでなく、制度改革のプ

ロセスも不透明な点が多いため、年金制度への誤解や心理的な年金不信と年金不安を招いている。 

 

 「修正」賦課方式との説明や巨額の積立金が存在しているため、しばしば次のような誤解を招いてい

る。すなわち、毎月われわれの給与の１７．３５%(正しくは事業主と本人の折半負担であるから８．６

７５%)を保険料として支払うと、国のどこかのポケット入れられ、将来このお金が必ず返ってくるのだ

との認識である。これは間違いである。厚生年金制度は、あくまでも世代間扶養の制度であり、支払っ

た保険料は現在 OB の年金給付に充て、自分自身の年金額は将来の現役世代に負担してもらう仕組みと

なっている。 

 

 これまでの民営化論は言葉が先行し、内容についての検討が遅れているが、ここでは、個人口座を準

備した上で、自らの所得の一定比率を所得控除で拠出し、自己責任で老後の準備をすることを、報酬比

例部分の民営化と考える。つまり、世代間扶養で運営される公的年金制度の一部に個人型確定拠出年金

が加わるようなもので、現実的には、国民年金基金連合会に自営業者が年８２万円の所得控除で拠出で

きる個人型確定拠出年金をすべてのサラリーマンにまで拡大するというイメージである。 
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素材抜粋 

 

実践ＩＲ 

 

三ツ谷 誠『実践ＩＲー自社株マーケティング戦略』  

ＮＴＴ出版 ２０００年 

 

 

 
この出張を契機として、単なる技術論ではなく、「思想としてＩＲを把握する」必要を強く感じたこ

とを思い出す。 

 

つまり、ＩＲ活動を突き詰めれば、それは「企業にまつわる情報の生産」と、「その情報の流通戦略

の策定・実行・評価」の活動となる。 

 

ＩＲ活動の二つの頭文字は、「“Investor Revolution”(投資家革命)のＩＲでもある」という議論（投

資家革命論）である。 

 

高度に発展した資本主義は、いまや企業自身をも「株式という商品」として資本市場で売買される

状況を作り出した。このことが意味するのは、「商品」の需要者である「投資家」が、その影響力を行

使し、自らが望む方向に「商品」である企業自身をも変革させることができる、という認識である。一

方で企業の側にも、「商品」としての永続性を考えた時に、需要者である「投資家」の声に耳を傾け、

常に良い「商品」として存在するように、自己革新を図ろうとする誘因が存在する。 

そして、その「投資家」とは年金などの回路を通じた「機関化」の流れを前提に考えれば、すでに「大

衆」そのものなのである。 

 

「国際会計基準」の求めるものは、グローバル化する経済のなかで「市場＝価格機構」を資源配分の

機構として正しく機能させるための、「国際間で比較可能な共通の土俵の設定」そのものなのだ。 

 

ＩＲとは、“Investor Relations”の頭文字を取ったものであり、わが国では「投資家向け広報」と訳

され紹介されることが多い。ちなみにこれによく似た言葉にＰＲ（Public Relations）があり、日本語で

はそのまま「広報」と訳されている。 

 

しかし資金調達の回路がメインバンクを中心とする銀行団から市場にシフトし始めた昨今、現実はそ

のような配慮はしてくれない。そこには日本的なヒエラルキーなど存在せず、純粋な資金の委託者と受

託者の関係があるだけである。資金の受託者がその委託者の質問に対して（それがどれほど耳の痛い質

問であろうと）誠実に答えるのは単なる義務でしかない。いわゆる「説明者責任」（accountability）で

ある。 

当然のことながら、「自発的」決算説明会が企業の一方的な説明の場になるはずがない。それは委託

者と受託者の対話の場、まごうことなき「第二の株主総会」なのだ。 

 

しかし単純に巨大なＧＤＰを誇るわが国企業の株式の約８％が、この 10 年間に文化も慣習も異なる外

国人投資家の手に渡ったことの意味合いは、想像以上に大きい。単純にその「日本買い」の総額の巨大

さわれわれを圧倒するし、それ以上に海を渡ったそれら株式が外国人投資家に与える巨大な権限が、わ

が国を「市場主義の普遍性」の流れのなかに染め上げてゆくことが恐ろしい。「大袈裟な話だな、たか

が株の話じゃないか」と思われる方もいるかもしれない。しかし高度資本主義社会においては生産の主

役は事実上「株式会社」であり、株式とは社会変革の原動力それ自体、あらゆる運動の根本主体なのだ。 

 

「攘夷か、開国か」という議論は再び決着を見ようとしている。「株式持ち合い」により達成された

かにみえた攘夷は敗れ去り、株式市場が海外に開かれたことによってわが国は再び、そして永劫に｢市場

主義｣の世界に開かれたのでないだろうか。 
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インベスター・リレーションズは、企業の財務機能とコミュニケーション機能とを統合して行われる

「戦略的かつ全社的なマーケティング活動」であり、投資家に対して企業の業績やその将来性に関する

正確な姿を提供するものである。そして、その活動は、究極的に企業の資本コストを下げる効果を持つ

可能性を持つ。 

                            （全米ＩＲ協会のＩＲ活動定義） 

 

多くの日本人は太平洋戦争までは国家という幻想の「イエ」に所属することで、自身のアイディンテ

ィティを確認してきた。戦後、その幻想の「イエ」は企業になったといわれている。このような感覚か

らはほど遠い社会が、現実にわれわれの社会として根付きつつある。 

 

彼ら（鋭敏な経営者）は「共同体の長」から「機能集団の長」へ転進を遂げつつある。 

 

資本による労働の簒奪、搾取の存在を問題にしたマルクスでさえ、資本が自らをも「商品化」させる

世界は想像できなかったのではないだろうか。 

 

そもそも会計とはそれ自体が「言語」の体系なのであり、企業活動、経済活動という極めて複雑な人

間行動の集積を、貨幣を単位として、「企業会計原則」のような共通のルールに基づき、抽象化して財

務諸表にまとめ上げたものにほかならない。 

 

むしろこれからの資本市場の主役は、基礎的な企業分析の力と、機関投資家が株価形成の主役となる

なかで必須の知識となる「現代投資理論」の理論的なフレームワークを押さえられる人材となる。 

 

商品が流通する市場や、その商品の価値を決定する要素がわからないで、その商品のマーケティング

などできるはずがない。多くの日本企業が全く理解できていない「ＩＲ活動の急所」がここにある。残

念ながら、この領域をフォローできる人材は限りなく乏しい。それは、ＩＲの領域に人材を提供するべ

き当の金融界、証券会社が「日本特殊的な株式流通の現実」に熟知した人材は育成できても、真の意味

での「投資銀行家」は全く育成できていないからだ。 

 

この議論で重要なのは、個々のイベントを「ただ単に遂行すること」だけではあまり意味がなく、確

立された目的があって、その目的を達成させるための「仮説」をもって、意識的に活動内容を組み合わ

せていかなければならない、という点であろう。 

 

重要なのは「伝えるべきメッセージ」そのものが光っているかどうかである。 

 

あらゆる職務が専門性を帯びたアメリカ系企業と、いまなお「従業員共同体」の要素を色濃く残すわ

が国企業とを同列に論ずるのは意味がないことではあるが…… 

 

ＩＲセクションに求められるのは「共同体」を新しい世界に適応させるための「感覚器官」としての

役割である。 

 

「フォーディズム」の「黄金回路」は生産性の上昇が賃金に反映し、それがまた潤沢な消費を担保す

る形で機能したが、「カルパーシズム」の「黄金回路」は企業経営そのものに対する年金基金の積極的

関与が企業を成長させ、その果実が「株価」の上昇（正確には企業価値の増大）という形で、「株主」

である「大衆」の資産を増大させ、それが潤沢な消費を担保するという形で機能する。 

 

     ＜カルパースの投資したい企業の六条件＞ 

①株主（パフォーマンス、株価）に対する経営責任を認識している。 

②透明性（グローバル・スタンダードに基づくディスクロージャー）。 

③公平性（全ての株主を公平に扱う）。 

④株主総会議決権行使に関する十分な情報と制度上の配慮。 

⑤ベストプラクティス（会社の行動規範）の開示と遵守。 
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⑥長期経営戦略を持っている。 

 

 そもそも「会計」は遠くローマの時代から主には「受託者責任の解除」という機能を負って発展・継

承されてきた「言語」である。 

 

 シュマーレンバッハは新古典派経済学の強い影響の下で、一九一九年『動的貸借対照表論』を著し、

それまでの貸借対照表を中心とし企業関係者のために当該年度の解散価値を計測するための「会計」を、

会計年度ごとの「実現収益」と｢発生費用｣を対応させる損益計算書を中心とする「利益」中心の｢会計｣

へと変更すべきことを主張した。 

 

 ケインズはアメリカの大暴落の背後に「市場機構」そのものの脆弱性を感じ、「市場機構」を超えた

「叡智ある政府」による「経済の管理」を主張した。 

 

 逆にアメリカの会計学者や会計士たちは、「市場機構」を作動させる前提条件の不備こそが、大暴落

の原因となった、と考え、「会計原則運動」をさらに発展させ、「情報」の相互比較が可能な枠組みの

形成や、｢監査｣制度の導入などに意を尽くした。 

 

 そしてケインズの「叡智ある政府」の前提に対し、「多元的な勢力の拮抗から運営される『民主主義

的政府』にそのような叡智など期待できるはずがない」という財政学者ブキャナンの本質的な批判が、

ケインズの「市場の失敗」を｢政府｣が補正する、とする経済思想を過去の思想にさせようとしているの

が、現在のわれわれの世界である。 

 

 1966 年にアメリカの会計学者から提示されたＡＳＯＢＡＴ（A Statement OF Basic Accounting 

Theory：基礎的会計理論）は会計目的として「投資意思決定有用性概念」を強く打ち出し、損益計算目

的の｢会計｣から、情報提供目的の｢会計｣へと、さらに資本市場よりにその｢会計｣観を変更させた。 

      

     ＜ＡＳＯＢＡＴの会計規定＞ 

（会計とは）情報の利用者が事情に精通して判断や意思決定をすることが可能なように経済的情報を識

別し、測定し、伝達するプロセスである。 
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素材抜粋 

 

国家の役割 
 

Ｒ．Ｂ．ライシュ『２１世紀資本主義のイメージ』 

中谷巌訳 ダイヤモンド社 1991 年 

 

 

 

 均質で、ルーティン的に生産される標準的な製品－地球上のほとんどどこでも大量に生産でき、再生

産でき、手に入れることができる－を収益源とする大量生産型企業の間で競争が続く一方、先進工業国

において成功している企業は、特別仕様の製品やサービスに基づいた事業へとその基盤を移行しつつあ

る。新たに出来た参入障壁は、量でも価格でもない。それは特定の市場に見合った特定の技術を探し出

す技能である。中核企業はもはや、製品それ自体には注目していない。中核企業の企業戦略は、ますま

す個別情報に基づいて立案されるようになっているのである。 

 

 このような高付加価値事業をより厳密に見てみると、事業を推進している三つの、互いに異なっては

いるが関連を持つ技能が見出せる。第一は、物事を独自な方法で組み立てることが要求される
ﾌﾟﾛﾌﾞﾚﾑ･ｿﾙﾋﾞﾝｸﾞ

問題解決

の技能である（合金、新しい分子構造、半導体チップ、ソフトウェアの言語、映画のシナリオ、年金の

ポートフォリオ、情報）。……。第二は、顧客が自らのニーズを理解するのを助け、ニーズに合致した商

品を供給するためには、どのように製品の仕様を変更すればよいのかを決定できる技能である。……。 

第三は、問題解決者と
ﾌﾟﾛﾌﾟﾚﾑ･ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾌｧｲﾔー

問題発見者を結びつけるために必要とされる技能である。……。つまり、彼らは
ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾌﾞﾛーｶー

戦略的媒介者の役割を果たしているのである。 

 

 商人には国家がない。 

                            １８０６ トマス・ジェファーソン 

 

 企業の国籍を議論するのは無意味だ。 

                            １９９０ Ｒ．Ｂ．ライシュ 

 

 政策決定者はまだまだ、国家の本当のテクノロジーの資産が将来の複雑な問題を解決するその市民の

能力であり、それが現在の問題と過去の問題を解決した経験から生まれるものだ、ということを理解す

るには至っていない。 

 

 グローバル・ウェブ「クモの巣」状の企業組織網がますます一般的になり、グローバル企業の組織形

態は今や地球大に拡がっている。本社部門が米国に置かれ、そこから資金調達の大部分は受けるが、研

究、設計、生産設備は日本、欧州、北米に、さらに生産設備は東南アジアや南米に、販売および物流部

門はそれぞれの大陸に配置され、さらに台湾、日本、ドイツは米国同様、資金の出し手、投資家として

の役割を担うという具合に。このようなグローバルな拡がりを持つ企業は、他の国に本拠を置く同種の

企業と競争しているのであって、国境はもはや意味がなくなっている。 

 

 したがって、地球経済における本当のアメリカ人の競争力の違いを知るには、新しい分類法を編み出

す必要がある。 

 

 本質的な観点から見て、競争的な立場の異なる職業に対応した、三つの大まかな職種区分が生まれつ

つある。この三つとは、「ルーティン・プロダクション（生産）・サービス」、「インパースン（対人）・サ

ービス」、「シンボリック・アナリティック（シンボル分析的）・サービス」である。こうした区分は、今

や米国以外の先進国にも当てはまりつつある。 

 

 市場は、神の手によって天地創造の六日間にできたわけではなく（最初からあったのではない）、神の
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意志によって営まれているわけでもない。それは人々の創意によるものであり、個人の権利と責任に関

する多くの判断を重ねたすえの集大成なのである。……。国家がこれらの問題に対する解答を成文化し

ていけば、市場に関する国家の方針は形成される。 

 そうした問題に対する解答は、論理や分析だけで見つかるものではない。国家によって、また時代に

よって、その解答はまったく異なる。その解答は、その社会の信奉する価値観、すなわち連帯、繁栄、

伝統、敬虔など、その社会が何を重視するかによって決まる。 

 

 より重要なことは、これらの恵まれた子供たちが、いかにして問題とその解決を頭の中で概念化する

かを学習するという点にある。そこで、初歩段階のシンボリック・アナリスト向けの正式の教育では、

四つの基礎的技能の習得が課される。その四つとは、
ｱﾌﾞｽﾄﾗｸｼｮﾝ

抽象化、
ｼｽﾃﾑ･ｼﾝｷﾝｸﾞ

体系的思考、
ｴｸｽﾍﾟﾘﾒﾝﾃーｼｮﾝ

実験 、そして
ｺﾗﾎﾞﾚーｼｮﾝ

共同作業で

ある。 

 

 まず、抽象化について考えてみよう。現実の世界は、さまざまな音、形、色、匂い、組織からなる巨

大なごたまぜである－基本的には、人間の精神によって何らかの秩序が確立されるまでは意味のない世

界である。抽象化の能力－この無秩序にパターンと意味を発見する－は、シンボル分析のまさにエッセ

ンスのなかのエッセンスであり、ごたまぜの現実が単純化されることによって、新しい形で理解され操

作されことが可能となるのである。 

 

 シンボリック・アナリストは、方程式、公式、アナロジー、モデル、製図、分類、メタファーを駆使

しながら、我々を取り巻いている混沌としたデータを、どうしたら再解釈し再配列できるかの可能性を

見つけだすのである。 

 

 この結果、乱雑な情報の巨大な渦が統合、同化され、新しい解決策、問題点、そして選択肢が目の前

に現れる。すべての革新的な科学者、法律家、技術者、デザイナー、経営コンサルタント、脚本家、さ

らには広告専門家は、絶えず現実を表す表現方法として、これまでにないより魅力的な、あるいは説得

力のある方法を発見するのに余念がない。用いる技術はそれぞれ異なるが、生のデータを操作可能な形

に、ときには独創的なパターンに抽象化するという過程は、きわめてよく似ている。 

 シンボリック・アナリストの卵ではない多くの子供たちが受ける正式な教育は、米国でも他の国で

も、これとはまったく逆である。自分で意味を組み立てていくのではなく、意味は最初から与えられる

のである。学ぶべき事柄は、学習計画や授業、教科書に前もって定められている。現実は前もって単純

化されている。すなわち、生徒はひたすら従順に記憶すればいいのである。効率的な教育課程とは、効

率のよい工場の組み立てラインに部品が次々と付け加えられていくように、生徒に知識が付け加えられ

ていくことだとされている。教えられる内容はともかくとして、この種の学習では、我々の周りにある

データや、目の前に起こる事件や感動の渦に意味を与えたり、解釈したりするのは、自分ではなく誰か

他人のやる仕事なのである。この学習では、新しい発見の可能性に満ちたこの世界で、生徒たちが成功

する芽を摘み取るだけである。 

 

 人間は大人になると、現実を一連のスナップ・ショットとしてとらえるようになる。……。すなわ

ち、そうした数々の現象は、その間に相互関係がないのである。 

 

 ……新しい機会を発見するためには、人間は全体を見渡す能力と、現実を構成する要素が互いに関連

し合っている過程を理解する能力が必要である。現実の世界では、物事が前もって意味付けられ、整然

と分割できるように立ち現れることはめったにない。 
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素材抜粋 

 

企業分析と資本市場 
 

出典：北川 哲雄『アナリストのための企業分析と資本市場』 

 

 

 

ＦＡＳＢはまさに時代の法的要請を受けて発足以来、１９９８年までの２５年間で１３４もの新

たな基準書を生み出してきた。これをもって、フィードバック制御が良く働き、法の変革機能が順

調に果たされてきた、という評価を与えることも可能であろう。 

 

……資本市場においては「自生」的な制御の仕組みがアメリカでは長年の歴史からできあがって

いるという仮説を筆者はもっている。 

 

法的規制下にある情報開示はミニマム（最低限）のものとなりつつある。フォーマルに対してイ

ンフォーマルな、強制的に対し自主的な、インボランタリーに対してボランタリーな情報開示の分

析が、今や避けて通れないものとなってきた。 

 

それでは、このインフォーマルな情報開示、情報交換におけるフィードバック制御はいかにして

なされるのか。ここでは、公認会計士のような「法的強制力をもつ安定装置」、ＦＡＳＢ、ＳＥＣ

のような「安定機能と変動に対応する機能」をあわせもつ「半公的（セミパブリック）機関」ある

いは「公的（パブリック）機関」はない。しかし、現実には精妙なフィードバック制御が働いてい

る。その要因の一つは、個々の構成者の行為に対し常にその機構の外部に「評価者」が存在してい

るからである。 

 

Institutional Investor 誌は、純粋な私企業が経営する一雑誌にすぎないが、資本市場システムにお

ける重要なフィードバック制御機能の一翼を担っているのである。 

 

 インフォーマルな情報発信、それを受けてのアナリストによる「予想収益の算定」、さらに、それをも

とにする機関投資家の投資決定等それらの「行為」が、資本市場システム目標を叶えるのにきわめて重

要なものであるということになる。そこにみられる各構成者を他の構成者が適切に「評価」する仕組み

が存在することが重要である点も指摘した。 

 そして、その評価の仕組みが「自生」的に－強制的監督機関によりできあがったわけではなく、いわ

ば自然発生的に、しかし必然性の結果としてできあがったという意味－形成されてきている点も指摘し

た。そして「自生」的なるゆえに、この制御機構は「非常に時代の変化に敏感に対応できるシステム」

ということができよう。そして、この社会的背景として考えなければならないのは「サブスタンス・オ

ーバー・フォーム」という哲学であろう。これは通常、アメリカ会計理論でよく使われる概念である。

連結会計による財務諸表作成の正当性をいうとき、「法的形式よりも経済活動上の実質を優先して考え

る」といったときの説明概念である。しかし、この哲学はもっと広範なものを示している。「法的形式」

自体が悪いわけではない。社会・経済構造は常に変動する。刑法上の「法的形式」はともかく、経済活

動に絡まる「法的形式」は、社会の変動に対応する形で、自主的、自生的に一定の合意の上で可能な範

囲内で「実態」にあわせていこうという哲学とみてよいだろう。 

 

 戦後（日本）の企業会計制度（証取法会計）における確定決算制度の首尾一貫した容認によって、投

資家のための財務情報提供は歪められてきたが、「法的」には有効なため、抵抗する動きもなく今日まで

きてしまったという苦い経験がある。もし日本人の関係者の間に、「サブスタンス・オーバー・フォー

ム」という哲学が少しでもあれば、とっくに解決できていた問題であろう。 

 

 つまり、本来の「企業利益算定」にあたり、「会計理論」に沿った適用を企業の経営者が行わない、あ
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るいは考えることすらしないという「風土」を日本の上場企業の一部（大部分？）に醸成してしまっ

た。 

 

 昨今の話題では、日本においても「年金の会計基準」が変更され、新しい基準に基づく会計処理が２

０００年度決算よりなされることになり、企業によっては大きな「利益変動要因」となると予想され

る。おそらくは今後も、大きな利益変動要因になることは十分考えられる。年金会計の仕組みを完璧に

理解するのは、会計士でも専門分野が異なれば難解なものとされる。 

 

 これらの点は社会システム理論の中でもホメオスタシス理論を援用して説明することが最も適合する

と思われる。 

 

 …… なぜアメリカでそのようなシステム運営ができ、日本はアメリカに及ばないと思われているか

ということである。 

 …… 。 

 第３は、やや抽象的ないい方ではあるが、「記憶」あるいは「経験」の欠如である。第１番目の資本市

場システムの「非オリジン性」「遅行性」と第２番目の「形式的存在性」、これらの要因が相まって起こ

るものが、資本市場システムの運営に携わる人々、あるいは参画する構成者の、さまざまな資本市場シ

ステムにからまる「課題」への「対処」の遅さ、感覚の鈍さといったようなものである。これは「記

憶」が生かされないことを意味する。換言すれば、起こった問題に対する森有正氏が述べたところの

「経験」を積む力に欠けているのかもしれない。 

 

 …… 細胞は作り出して他の細胞に働きかけ、増殖や文化、運動、成長、分泌などの新しい働きを呼

び覚ます生物活性分子群を、ひとまとめにしてサイトカインと呼ぶ。サイトカインは細胞と細胞の間の

情報伝達をしている分子である。真にアナリストの役割は資本市場という一つの生体システムにおい

て、他のシステム構成者（細胞）に「何らかの新しい働きを呼び覚ます」役割をもつサイトカインと呼

ぶことができる。 

 

 プライベートな自生的な組織 

 

 しかし、時代は大きく変わりつつある。これら日本特有の金融構造は瓦解しつつある。いつまでもピ

ントのずれた意識をもっている企業に未来はないといえるだろう。 

 

 この年、ＩＣＦＡ（公認財務アナリスト協会）が設立され、その翌年第１回のＣＦＡ公認財務アナリ

スト試験が実施され２６８名が合格し、晴れてアメリカに新たなプロフェッションが誕生した。しかし

ここに至るまでの道は平坦なものではなかった。 

 日本と異なり、もともとお手本がどこかの国にあり、官民が一体となって制度の整備を進めてゆくの

ではなく、いわばプライベート・セクターに属する人々が自らの職業集団の社会的意義を高く掲げ、組

織化し維持するためには、その職業人であるための知識、経験があるだけでなく、法律家に要求される

のと同じような高い職業倫理が必要となる。ＣＦＡの誕生にあたってもその点の十分な議論があったと

みることができよう。 

 

 その「スピードののろさ」の要因はさらに、「主体的に新たな経済環境に対応することの能力が関係者

に欠如」しているためという仮説を筆者はもっている。 

 

 「税効果会計」の本格適用は、なんとアメリカの３３年遅れである。この基準の適用が遅れたのは、

アナリストの立場からすればまったく理解のできないものであろう。ついでに言えば、「確定決算主義」

にもとづく「税法基準優位性」も、アメリカのアナリストから見ればまったく理解不能の事項である。 
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素材抜粋 

 

国際会計の教室 
 

ＩＡＳがビジネスを変える 

出典：山本 昌弘『国際会計の教室』ＰＨＰ新書 

 

 

 

 ＥＲＰ（enterprise resource pianning＝調達、生産、販売、物流、会計、人事など企業業務の一

元管理が可能なソフト）のシステムは、ドイツのＳＡＰ社など世界のソフトウェア･ハウスによってパッ

ケージ商品として開発されている。 

 

 近年では、国際会計基準を中心にキャッシュフロー計算書が貸借対照表や損益計算書に続く第三の財

務表として世界的に定着している。 

 

 操業開始期のベンチャー企業は、創業経営者が一人で会社を引っ張るマイ・カンパニーであるが、急

成長して社員数が増えると我々の会社すなわちアワ・カンパニーに変化する。ウチの会社とか我が社と

かの表現が頻繁になされるのが、それである。けれども、そのようなアワ・カンパニーは株式上場によ

って、ユアー・カンパニーに変化しなければならない。 

 

 ｢英語・パソコン・国際会計｣を駆使できるアカウンタントには、世界レベルで活躍の場が用意され

る。 

 

 したがって、日本に国際会計基準そのものが導入されるのではなく、日本の会計基準が国際会計基準

と調和化されると表現することが最も厳密である。 

 

 現在、世界的に進展しているのは、一方で各国の会計基準が国際会計基準と調和化されていき、他方

で国際会計基準が各国の証券取引所や投資家によって受容されていくという二重の標準化プロセスであ

る。そして先進国の中でこのルールの標準化の流れから一番はずれていたのが、実は日本である。 

 

 先進国の会計制度は、英米型と大陸型に区分することが出来る。英米型の会計制度は、英国、米国を

始め、アイルランド、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、インド、マレーシア、フィリピン

など歴史的に英米両国と関係の深い国々で採用されている制度である。これらの諸国では、法律的には

英米法が採用されている。英米法は、慣習法を特徴とし、成文化された条文は法体系の一部分に過ぎな

いとするものである。それゆえ会計制度についても、実務や慣習を重視し、商法や会社法などによって

詳細に条文規定するという方向性を採らなかった。 

 

 そこで英米型の会計制度において重要な役割を果たすのが、公認会計士（米国）や勅許会計士（英

国）とよばれる会計のプロフェッションである。彼らは、法律に依存することなく、自主規制として自

ら会計基準を作成してきたのである。 

 

 英米型の制度上のメリットは、会計基準が法律から独立して設定されるため、国家の枠組みに囚われ

ずに適用されることである。 

 

 日本の法制度は、ドイツの影響を非常に強く受けてきた。商法がその典型であるが、会計制度も同様

である。この大陸型会計制度は、他にもフランス、オーストリア、スペイン、スイスなど、主としてヨ

ーロッパ大陸諸国で採用されている。これらの諸国は、大陸法を採用している。その特徴は、実定法で

あり、慣習よりも成文化された法体系を重視することにある。それゆえ会計基準についても、様々な法

律に具体的に規定されることになる。なかでも会計と密接な関係を持っているのが商法で、大陸法諸国

の商法には会計の計算規定が具体的に条文化されているケースが多い。 
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 大陸型会計制度を採用する国々では、法律家や官僚の役割が大きくなるため、公認会計士などの職業

会計士の数が英米型会計制度諸国と比べ極めて少なくなる。 

 

 大陸型会計制度では、広く第三者に情報開示するという考え方は根付かない。それゆえ、自分は何も

悪いことをしていないのに、何故痛くもない腹を探られなければならないのかという論理になってしま

う。ましてや、公認会計士のような会社と何の関係もない人間に入ってこられて、自社の帳簿をひっく

り返されるのではたまったものではないと企業経営者は考える。そのため、日本だけではなくドイツや

フランスを含む大陸型の会計制度は保守的で秘密主義であると、英米の研究者からしばしば批判されて

きたのである。 

 

 国際会計基準を生み出した英米型会計制度では、会計は会計として専門職の自主規制で実施されてい

る。それゆえ国単位で法律や他の経済制度が異なったとしても、各国の会計プロフェッションが了承す

れば、それぞれの国の法律に煩わされずに新しい会計問題に迅速に対処することが出来るため、非常に

グローバル化に向いていることがわかる。 

 

 各基準は、まず公開草案として世界中に提示され、インターネットなどを通じてさまざまな意見を受

け入れたのち、執行機関である理事会によって承認され、正式に公表されるというプロセスを採ってい

る。 

 

 英米法は、条文化された成文法と実際に行われている慣習の統一体として成立しており、慣習部分に

ついては、政府が直接コミットするのではなく、それぞれの領域の専門家すなわちプロフェッションの

判断に委ねられる。会計に関していえば、それが資格を有する職業会計士である。それゆえ英米法の

国々では、職業会計士を中心とする民間の会計基準設定団体によって会計基準が作成されることが一般

的となっており、政府当局もその活動を尊重している。そのような民間団体への権限委譲が、世界政府

の存在しない状況において、逆にうまく機能しているといえる。 

 

 連結経営では、業績の悪い子会社をいかに連結対象から外すかという連結外しがよく話題になるが、

後見優位の理論からすれば、業績が好調な子会社にとって役に立たない親会社が存在することは、連結

グループ全体で自社の創出する価値を搾取されてしまうことを意味する。そのようなケースでは、連結

外れという戦略が浮上する。親会社とは別の株主を探し出して、グループから独立するのである。これ

をＭＢＯとよんでいる。Ｍ＆Ａの一種である。 

 

 ともあれ、日本企業の経営目標は計数化されないことが多かったし、さらには文書化すらされないケ

ースも少なくなかった。 

 

 ちなみに、ヨーロッパ連合における統一通貨ユーロの導入によって、ＥＵ域内での外貨換算問題がな

くなり、ＥＵ企業の為替リスクが大幅に低減している。またアメリカ企業は、世界中の取引きを出来る

限りドル建てで行っている。今日、主要先進国において最も外国為替リスクの大きいのが、日本企業で

あり、まさにグローバル財務戦略の構築が火急の要件となっている。 
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素材抜粋                                     2002/02/17 

 

ニューヨーク流 たった５人の「大きな会社」 
 

神谷秀樹『ニューヨーク流 たった５人の「大きな会社」』 

亜紀書房 ２００１年６月 

 

 

 

 ニユーヨークを拠点に、大西洋や太平洋を跨ぎ推進している、技術を主体とした投資銀行業務を我々

は「グローバル・テクノロジー・アービトラジー」（技術の国家間裁定取引）と呼んでいる。発明された

技術が、発明家自身の所在国に囚われずに、その技術に相応しい事業家の場を求め、国境を越えて移動

するようになったのである。 

 

 それでは知的資産を持つ個人と大企業がいれば事足りるのであろうか。もう一つ大事な要素が必要で

ある。それは、知的資産を持つ個人と大企業とをオーガナイズするプロデューサーである。 

 

 なぜなら当社は「他人に雇われたくない人」、裏返せば、「自分が自分の雇い主」でありたい人が、気

持ち良く働ける場として経営しているからである。 

 

 そこで私が考えたのは、現金で頂戴する手数料は抑制し、その代わりにワラント（株式を一定の価格

で購入する権利。従業員のストック・オプションと同様）であるとか、将来ライセンス先が支払ってく

れるロイヤリティー（特許料など）の一部を「出世払い手数料」として頂戴するシステムである。 

 ワラントから出てくる利益は資本市場がもたらすものであり、ロイヤリティーは消費者への売上げか

ら出てくるものである。いずれも「市場」が支払ってくれるものであり、ベンチャー企業の懐のなけな

しの財布から支払って貰うものではない。 

 

 このように規制の改正とｽいうのは、常に実態の後追いである。言い換えるならば、市場の改革とは政

府が与えてくれるものではなく、自ら生み出すべきものなのである。ウォール街の者は常にそういう気

概を持って生きている。 

 

 私は今、大量失業時代を迎える日本で解雇されるサラリーマンや、定職を持たないフリーターが小さ

いながらも一国一城の主として自立することを支援する金融、自営業者の日々の資金繰りを手伝える金

融、老後の年金づくりなどのサービスを必要とする人々の役に立つ金融など、「需要家起点」の金融サー

ビスの構築を、趣旨に賛同してくれる経営者を見出し、実行に移してみたいと考えている。 

 

 今までの日本の教育サービスは完全に供給者起点で国民に提供されてきた。誰もが文部科学省検定の

教科書を使い、同じく同省の指導要領に則って公立･私立にかかわらず画一的な教育がなされた。丸暗記

が中心のこのような教育は、全員一緒に並んで田植えをする農民、一緒に行進して鉄砲を撃つ兵隊、ベ

ルトコンベアーの横に一線にならんで自動車を作る工員を、均一に大量生産するのには向いていたので

あろう。 

 

 そしてツイン・ピークスという丘の上に案内し、サンフランシスコの夜景を楽しんだ後に、彼の家へ

向かった。朝が来て、その窓から見たティプロンの景色は、この世のものとは思えない、それは美しい

ものだった。こんな豊かな環境に住める人がこの地上にいるのだ、と正直感激した。 

 

 「僕にはエゴもあるし、金持ちになりたいという欲もある。僕のエゴとは、我々の経営哲学を貫いた

上で、結果大金持ちになることではじめて満たされるもので、経営哲学を曲げて金持ちになってもまっ

たく満たされない。だいたい我々の今日までの成功は小さいながらもこの経営哲学に従って仕事をして

きたから生まれたもので、経営哲学を捨てるということは自殺に等しい。韓国の仕事で言えば、ゴール

ドマン・サックスもメリルリンチもみんなサムソンやＬＧで商売を獲得するのに必死だ。彼らは２００
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０ドルのスーツを着たＭＢＡ（経営学修士号を持った人々）を１０人連れてプレゼンテーションに来

る。それに対して僕が一人で行ってどうして無競争で仕事を貰ってこれるのか。これはここ６年間、当

社の経営哲学を宣教師のように語り続けてきたからだ。我々が大手投資銀行のように、長期的な関係作

りより目先の取引を起こすことに重きを置き、単にお金儲け走って同じことをするならば、勝ち目はな

い。我々は戦い方が違う。だから勝てる。我々にとっての最高の武器は我々の経営哲学だ」というのが

ジェフリーの弁である。 

 

 日本の投資担当者の多くは、「実績を作るのは自分、損を出すのは自分が転勤した後の誰か」、もしく

は「今日の出世の方が１０年後に得る評価よりも大事」というサラリーマン根性丸出しで仕事をしてい

た。ゴールドマン・サックスなどは、この日本人気質を常に大いに利用して仕事をしている。 

 

 

 アメリカのマンモス投資銀行は、顧客がどうなろうとも次々に儲かる仕組みを作り上げている。バブ

ルに乗って高値で物件を買い込んだ顧客は必ずそれを吐き出すようになる。すると今度は自己勘定で買

うか、または売却の斡旋をする。もし投資が成功していれば、今度はそれを担保に借金を膨らますこと

を勧める。株価が上がると思えば株をしこたま自己勘定で買い込む。株価が上がり過ぎていると思えば

今度は大量に空売りをかける。投資銀行業務で手数料を稼げる顧客からは手数料で稼ぐし、投資銀行業

務のない会社については市場での株式の売買で稼ぐ。また一番いい投資の機会は顧客には見せず、自己

勘定で買ってしまう。これがマンモス投資銀行を偉大なるマネー・メーキング・マシーンにしている仕

組みである。好況でも不況でも、アドバイザリー業務か、証券売買業務か自己勘定での投資業務か、ど

れかが収益を上げるという体制を作っているのである。彼らにとって顧客とは、自己の収益を追求する

ための素材に過ぎない。 

 

 「自分の信じる投資銀行業務」の本質とは、「顧客と投資銀行家と投資家の利害の一致」である。この

目標を達成するための仕組みとして、私の手数料のうち大きな部分を取引を斡旋することで手にするの

ではなく、斡旋した取引が将来生み出す利益から頂戴する体系を作り出した。現金の手数料を抑制し、

斡旋した事業の持分や、将来の売上げまたは利益への参加権という部分を多くした。だから斡旋した事

業そのものが所期の目的を達成しないことには、私にも大きな報酬はもたらされないという仕組みだ。 

 

 アメリカという国の特徴を表わすのに、もっとも相応しい形容は「リインベントするための国」とい

うことだと思うが、いつも困るのはこの「リインベント」という言葉をどう日本語に翻訳したらいいか

ということである。「インベント」とは「発明する」「こしらえる」ということであり、その前にある

「リ」とは「再び」という意味である。この二つの言葉が一体となった時、さてどう訳すのかというこ

となのだが、私は「生まれ変わる」とするのが、一番良くニュアンスを表わしているように思う。 

 

（抜粋者がここで使用しているパソコンは米国のヒユーレッド・パッカード社製で、電源を入れ立ち上

げるとデスクトップの画面に、ＨＰのロゴの下「ｉｎｖｅｎｔ」という文字が現れる） 

 

 変化することを拒んだ時に成長は止まる。成長するとは、絶えることなく変化し、誤りを正し、改善

する努力をすることである。言い換えるならば、絶えず生まれ変わろうとして行くことである。生まれ

変わろうとするエネルギーは人の内から湧いてくるものであり、他人に強制されるものではない。また

回りの環境の変化に、受け身ではなく、能動的に自らの意思をもって対応することである。 

 

 誤りを認め、その誤りを一つ一つ直し、新しい自分に生まれ変わろうと努力を続けることにこそ、活

き活きと生きるコツがあり、意味があるように思う。アメリカという国は、そんな考えを持って人生を

送ろうとする人々に相応しい国であると感じる。 

 

 ……最終的にやりたい事業の姿はおぼろげながら見え始めている。 

 それはもっと教育に参加することと、「非営利目的投資銀行」を設立することである。 

 

 起点はいつも一個人なのである。政府がリーダーシップを取り、上から下りてくる改革などありえな
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いと考えたほうがいい。政府が行う改革とは起こってしまった変化を追認する程度のことである。これ

はアメリカでも同様である。まず市場で何かが起きてから、政府はそれを承認するのである。違うだろ

うか。 

 

 日本の景気の低迷など、余りに小さな問題だ。やるべき対策や処方箋はすべて分かっている。ただこ

の国民たちはなぜかその処方箋を実行しない。そんな国民が世界の進歩の潮流に乗り遅れ、経済的な地

位が下落したとしても、それは何の同情にも値しない愚行であったとしか人類史には記録されないであ

ろう。日本の改革など勇気と呼ぶにもおよばない、ほんの少しの覚悟さえすればできるはずだ。アメリ

カ人がよく言う「ノー・ペイン、ノーゲイン」すなわち痛みなくしては、何にも得ることはできない。

極めて単純な原則だ。その覚悟をせずに、たかだかバブルの後遺症に未だ悩んでいるなど、世界からは

笑い者にされてしまう。 

 

 それはインターネットがあらゆる産業における財やサービスの供給システム（サプライ・チェーン）

を、供給者起点のものから、需要家起点のものへと転換し、経済を次のレベルに押し上げるうえで、決

定的に重要な役割を果たすからである。私は、供給者起点のサプライ・チェーンを「オールド・エコノ

ミー」、需要家起点のサプライ・チェーンを「ニュー・エコノミー」と呼ぶのが相応しいのではないかと

考えている。 

 

 これまでのインターネット・ビジネスのほとんどはコンテンツ（テレビで言えば番組）を企業が作

り、そのコンテンツを消費者に落して行くという形態であった。上記で私が議論しているものは、その

ような一方通行ではなく、患者が自らの医療データを蓄積するとか、生徒や先生、両親という需要家が

自らネットワークを作るとか、すべてコンテンツが需要家側にある需要家起点のモデルである。このよ

うに需要家がコンテンツの発信者になるビジネスであれば、需要家は十分お金を払うであろう。インタ

ーネット・ビジネスの採算性を伴った成功の鍵はそこにあるように思う。 

 

 我々は彼らを見習い、みな「革命家」になろうではないか。ＩＴ革命は政府や企業といった「上」か

ら下ろして来るべきものではなく、日本人一人ひとりが「下」から起こして牽引してゆくべきものだと

確信する。 

 

「是々非々の判断、信念を日本の組織の中で表明することは、まだ個人にとって非常に勇気がいるこ

とです。少なくとも、現実の日本の組織は、まだそうした議論を許容するだけの度量の広さと、組織構

造を持っていないと思います。大組織を単に組織として維持する上で、一番簡単な形態が、官僚組織だ

からだと思います。自分の意見を持たない、上司の感情だけを忖度することに長けた人たちが経営層を

構成する。（後略）」 

                              著者の友人・五十嵐 雅博氏 

 

 彼（ジョージ・ソロス）の投資は、物とか会社とかに投資することではなく、変化を起こす可能性の

ある「人」に投資することを特徴としているが、ロシアや東欧で成功したこの「人に対する投資」が中

国では惨めに失敗したという。 

 その理由を彼は儒教にあると分析している。 

 

 ジョージによると、儒教の文化圏では、人に何かして上げた場合、そこにできる関係は、「してあげた

人」と「してもらった人」の二者の間の閉鎖的なものになるという。……。これが、ユダヤ教、キリス

ト教の世界と著しく異なる価値観だという。ユダヤ教、キリスト教の世界では、人に「してもらった親

切」は、「してくれた人」に対して返すべきものではなく、誰かにしてあげればいいので、言わば親切の

連鎖が起こって行く。すなわちここに「開放社会」が築かれて行く。 

 

 「自分の人生は自分で切り開かないことには、誰も切り開いてはくれないのだよ」 

 

 この授業（ポンゼショセ大学国際経営大学院）に参加するための必読書は、ジェームス・コリンズ、

ジェリー・ポーラス共著の『ビジョナリー・カンパニー』、レジナ・ヘルツリンガー著『医療サービス市
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場の勝者』、そしてレスター・サロー著『資本主義の未来』（本の名は翻訳版のタイトルである）の三冊

である。 

 

 このアクション･プランというのを、私はとても大事に考えている。もし何かを学んでも、ただ学んだ

だけでは、頭に残るかも知れないが、「腑に落ちない」。学んだことが、どう自分の人生、行動に結びつ

くのかを考えて、初めて学んだことが「腑に落ちる」。私はそんな風に考えている。 

 

 教師を怠けさせないためには、学生が教師を評価するというのは極めて重要だ。 

 

 日本からもたくさんの技術が生まれ、そして世界に普及しない理由がない。若い読者には特に強調し

たい。「グッド・アイデア」を考えてください。あなたが考えたアイディアが本当にいいものなら、世界

はあなたを手放さない。 

 

 次にビジネス・モデルを綿密に研究した。彼ら（MarketPlayer.com）は消費者に対してどの株を選

ぶのかという「選択肢」（「チョイス･ボード」という）を提供するだけでなく、その選択肢の中から自分

の希望に合致するものを見つけ出す方法（「ナビケータ機能」という）も教える。参加者それぞれが投資

方針を築き、かつ運用成績を競う「投資ゲーム」を行うことにより、自身の運用技術の巧拙を測る機会

が提供されるのだ。かつそれは「ゲーム」形式をとっており、楽しみながら勉強できる。 

 

 よく話を聞いてみると、立派な技術者は日本にも数多くいる。問題は、それらの技術を企業として育

て、商業ベースに乗せることのできるマネージメントがいないことの方にある。科学者よりも圧倒的に

不足しているのは、これらの技術を商業化できるビジネスマンなのである。 

 

 しかし、日本で今後終身雇用という制度を維持できないことは余りに明白である。 

 

 アメリカと日本の雇用システムの最大の違いは「受け身の人生か」「能動的な人生か」ということにあ

るように思う。 

 

 一体何に恵まれているのか。それを突き詰めれば、自己実現を図る機会に恵まれているということで

はないだろうか。その機会を単に受け身で受け止めるのではなく、積極的に活かして生きようとすると

き、より豊かな人生を過ごすことができるのではないだろうか。 
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素材抜粋                                   2003／03／02 

 

市場の役割 国家の役割 

 

青木昌彦＋奥野正寛＋岡崎哲二編著 

東洋経済新報社 １９９９年 

 
 

 

第１章 官僚制多元主義国家と産業組織の共振化 

                                青木 昌彦 

 

 すなわち、高生産性の製造業が、その領域を超えた包括的な官僚制多元主義の運営コストを負担した

わけである。そのもとで、世界経済の中でも、もっとも先端的な所得分配の平等性と職の保証が実現さ

れた。しかし、現在日本が直面しつつある問題は、包括的な官僚制多元主義の運営を通じてそうしたパ

フォーマンスを維持するには、無理が生じつつあるということではないだろうか。 

 

 つまり、ヒエラルキー型の組織のように、企業家の先見的な知恵でシステムをデザインするのではな

く、また日本型組織におけるようにモジュール同士が互いに干渉しあいながら全体としてシームレスな

システムを構成しようと一致して努力するのでもなく、独立的な企業化の実験を事後的に、試行錯誤的

に結合することによって、新しいシステムを進化的に創造していくことができる。 

 

 こうしたことは、従来の官僚制多元主義の枠組みのもとで産業ごとに仕切って行われる裁量的な行政

の有効性を減少させると思われる。 

 反面、過渡期におけるカプセル化や新結合の仲介機関の実験の障害となっている、既存の税制や法制

の仕組みを体系的に再検討し、日本の産業組織の競争力を再強化するための整合的なルールの体系を定

式化することが、経済官庁の重要な任務としてクローズアップされていくことになる。 

 

第３章 情報化と新しい経済システムの可能性 

                          奥野(藤原)正寛 

 

 むしろ日本企業は、権利や義務という形で合意が履行されているというよりは、企業の利益や成長が

高まれば、株主は配当やキャピタルゲインが増え、従業員は報酬も昇進の可能性も増えるなど、関係者

すべてが利益を受けるために、「企業の成長を目標とする」というメンバー間の合意が成立しそれがイ

ンプリメントされると考えるほうがわかりやすい。 

 

第４章 市場と政府の補完的関係－市場機能拡張的政策の必要性 

                       一柳 良雄・細谷 祐二 

 

 市場と政府の望ましい関係をデザインするのは制度設計にほかならない。しかし、比較制度分析によ

れば、制度は体系として歴史的経路依存性をもって進化するものであり、制度的補完性を無視して政策

的に自由に変更することはけっして好ましいことではないし、また可能でもない。比較制度分析は制度

の変更を行う政策の「実行可能性」を示す一つの尺度を提供してくれるものと考える。また、制度補完

性に発する慣性(inertia)の存在から、改革は斬新的に進めることが適当と考えられ、数多くの制度につ

いて改革の優先順位を設ける必要が生じる。その意味で、比較制度分析は改革のプロセスについて多く

の示唆を与えてくれるものと考えられる。 

 

 この章の結論（スティグリッツ）では、「経済への公的介入のコストと便益のバランスを注意深く検

討することによって、市場と政府を必ずしも代替物であるとみる必要はなく、むしろ非常に効果的な補

完物としてみるべきであることをわれわれはすでに観察してきた。 

……（中略）公共政策は、市場がよりうまく働く助けとなりうる」と指摘している。 
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 金融抑制とは、市場機能に依拠しつつ政府の介入によって金融機関にレントを発生させることで金融

機関に情報収集とモニタリングを行うインセンティブを与えるという政策である。これは資金の借り手

と貸し手の間の情報の非対称性から生じるコーディネーションの失敗を回避する仕組みを政府が支援し

ている、市場機能拡張的政策の例と考えられる。 

 

 「比較制度分析」では、制度は歴史的経路依存性を有しており、経済社会を取り巻く環境という初期

条件の違いにより複数均衡が成立する可能性があるという形で、こうした国ごとの制度の多様性を説明

する。 

 

 慣性があるため、環境変化に応じた制度の進化は徐々にもたらされることが多い。また、それが強い

制度的補完性によっている場合、制度のある部分だけを取り出してそれを政策的に一気に変革しようと

してもうまくいかない可能性が高い。特に慣性が大きい場合にはなおさらである。しかし、制度は不変

ではありえず、要石に相当する制度が変化すると補完的関係にある制度の変化も加速される可能性があ

る。 

 

 以上の議論から、市場機能拡張的な政策を新しい政策体系として日本に導入するにあたっては、新た

な視点として「多様な選択肢の確保」という目標を掲げることが不可欠である。なぜなら、さまざまな

可能な選択肢が存在し、他者が行ったことのない選択を進んで行う革新性と意欲を持った個人が多数存

在することが、イノベーションを生み出しやすくするために最も重要であり、現在の日本に相対的に最

も不足しているからである。いいかえれば、企業、個人といった経済主体が試行錯誤、あるいは実験を

繰り返すなかからイノベーションが生み出されていくというのが市場が提供するダイナミックな資源配

分機能であって、そのために経済主体の自由度をより大きくする、すなわち選択肢を多様なものにして

おくことが不可欠であるという考え方である。 

 

参考：http://通商産業研究所 

  

http://www.meti.go.jp/topic/mitilab/mitiri.html
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素材抜粋                     2001/07/01 

 

通貨が堕落するとき 
 

木村剛『通貨が堕落するとき』 講談社 ２０００年 

 

 

 

まともな会話になっていない。平行線はいつまで経っても平行線のままだ。これでは茶番劇にもなら

ない。もっとも、これはマスコミに対する想定問答の基本中の基本である。 

 「回答にならないような回答がいちばんいい。そうすれば何も答えなかったことと同じになる」 

 先輩たちから厳しく教え込まれたことを思い出す。 

 

 日本では、信託という金融の器は不十分なまま整備されずに放置されてきた。普通、信託という器は

受託者責任という重大な責務を背負っている。受託者は、委託者の財産を守る義務があり、財産を管理

する者として慎重に投資行為・管理行為を行わなければならない。だから本来であれば、信用力に問題

があり破綻のリスクがある金融機関などに資金を融通してはならない。欧米では、このようなスタンス

のことをプルーデントマン・ルールというが、日本ではプルーデント（慎重な）という言葉が笑い話に

なるほど、受託者としての責務は無視されてきた。かくして厳密な意味での受託者責任が課せられない

日本では、信託の器が好きなように悪用された。 

 

 山三證券系列の山三投信には、投信販売で集めた巨額のカネが蓄えられている。本当は他人のカネだ

が、受託者責任の希薄な日本では、自分のカネのように自由に使える。山三證券は山三投信のカネを横

取りして、自分の資金繰りを行うようになった。 

 ここでとばっちりを受けたのが東北拓殖銀行だ。 

 

 「それは違う。瑕疵担保理論はロスシェアリングじゃない。ロスシェアリングは、値段が下がれば、

一定割合とはいえ、買い手はけがを負う。だから売り浴びせるというインセンティブはない。しかし、

瑕疵担保理論は別だ。値段が下がれば買い手はロスを抱えなくてよくなる。だから、売り浴びせるイン

センティブがある。ロスシェアリングと瑕疵担保理論は似て非なるものなんだ。モールスサットン証券

のインベストメント・バンカーに騙されちゃいけないんだ。 

 

 「そう、そのいい加減な金利を付けるお役目を担ったのが、北嶋證券だったわけだ。公的資金を申請

した銀行は一行につき３０００万円はとったらしいから、少なく見積もっても三億円ぐらいは懐に入れ

てるだろう。ジェイソンは５０００万円くらいボーナスをもらったんじゃないか」 

 

 「たしかにそうだが、アメリカの金融当局に入る奴には三通りいるんだ」 

 ロバーツは咳払いを一つした。 

 「まずは、本当にパブリック・ポリシー（国家の政策）を担いたくて志望する奴、これが５％。この

層は本当に優秀で出世も早い。俺もその一人だ。次に来るのが、カネが目当てで履歴書をきれいにする

ために入ってくる奴だ。だいたい１５％かな。経歴に当局でも経済分析をやっていましたと書くために

役所を利用する奴だ。ジェイソンはこの輩（ＮＹ連銀で１年ほどエコノミスト見習いを経験）だよ。本

当にトップ層なら、俺みたいに官僚の組織の中で順調にエリートコースを辿ってるはずさ」 

 

 実際、そのような劣悪生保の一つの帰結が、１９９７年に破綻した産日生命の破綻であったと言って

いいだろう。決算数字を作るために、外資系証券会社の言うがままに取引を拡大させ、含み損を膨張さ

せていった。その結果が破綻である。粉飾決算は、産日生命を再生させることなく、財務内容をさらに

一層痛ませるだけに終わった。たった一つの中小生保を処理するために、生保業界は２０００億円を拠

出した。 

 

 「銀行もひでぇが、生保もひでぇ。これじゃ、公的資金なんぞ、いくらあっても足りねぇぜ」 
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 「どんな生保の商品でも９０％までは保護しようって言うんだからね。めちゃくちゃだよ。決済シス

テムに係わっている銀行であればともかく、生保に公的資金を突っ込んで幅広く保護するというのは日

本だけだよ」 

 

 米国や英国では破綻処理への業界拠出は、破綻が起こってから出す事後拠出の仕組みを取っている。

米国では１９７０年代から９０年代初めにかけて約３００社の破綻があった。 

しかし、その多くは新設の小規模な会社で、業界負担は約７００億円で済んでいる。英国も同様の状況

で三社に対して合計三億円で終わっている。日本とは比較にならない。 

 

 「返す言葉がありません。日本銀行は、みずからのすべてを賭けて、通貨の堕落－インフレーション

を止めなければならなかった。その気概を持っていなかったと批判されても仕方ないと思います」 

－しかも、その失敗に対する厳しい反省が見られないような気がします。 

 「インフレーションは天災ではありません。統治機構に絡む人間たちの決定によって引き起こされる

人災です。……。」 

 

 「だから、どんな為政者であってもその誘惑を断ち切れません。その結果、通貨を堕落させる為政者

の誘惑はしばしば人々の暮らしを困窮化させてきました。その歴史的な反省に立ち、為政者の誘惑を完

全に断ち切るために設立されたのが中央銀行という存在なのです－中央銀行の存在こそが近代と現代を

分ける人類の進歩の証だったのでいから」－なるほど、そういう歴史的な経緯があるのですか。それ

で、中央銀行の独立性が重視されるのですね。 

 「そうなのです。中央銀行には、通貨を堕落させる為政者の魔の手から人々の生活を守るという重要

な義務が課せられているのです。中央銀行の設立を人類の叡智と呼ぶのはこうした背景があるからなん

です」 

 

 日本の企業っていうのは、景気がいいときは政府には頼らないと大見得を切ってみせるくせに、少し

悪くなるとすぐにお上に頼ろうとする。財政資金はなあ、財政資金はなあ……、国民全体のカネなんだ

よ。自分で会社の業績を改善できないような自堕落な経営者を救うためにあるカネじゃないんだ。とこ

ろが自分には何の痛みもないものだから、すぐ俺にもくれという話になる。そんな戯言を一つ一つ聞い

ていたらどうなる。そういうモラルハザードを防ぐためには厳しい財政規律が必要になるのだ。そうだ

ろう、石崎くん」 

 

 「そう、正論だった。財政構造改革法は必要だったのだ」 

 再び鹿島は仰向けになって、天井を見詰め始めた。 

 「……・しかし、日本の国民はそこまで成熟していなかった。財政再建が必要であることを受け入れ

るだけの心の準備がなかった。政治家として、国民の成熟度を見誤ったのは致命的なわたしの落ち度

だ。いかに政策が正しくとも、それを貫き通すだけの支持が得られなければ、その政策はないも同然

だ。国としてもたないのだよ。……。」 

 

 「……。カネがじゃぶじゃぶ余ってインフレの危険が増しているというのに、識者と称する愚か者ど

もが、目先のデフレに気を取られて、量的緩和論や調整インフレ論を喜んで担ぐありさまだ。日本国民

には知性が育っていないということが証明された。民主主義は、国民のレベルを超えることはできない

ということを痛感させられたよ」 
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素材抜粋                                   2003／04／22 

 

アメリカ年金事情 

エリサ法（従業員退職所得保障法）制定２０年後の真実 

 

Ｄ・Ｌ・ソールズベリー編 

鈴木旭監修 大川洋三訳 

新水社 ２００２年 

 

 

 

 年金資産の運用成果を最大化すべく努力することと、アメリカ経済を強化すべく年金試算を運用して

いくという二つの目的は矛盾しないと思います。 

 

 年金基金は、かつて資本市場や経済に影響を与えることなく個別に運用決定をすることもできました

が、今やそういったことはありえないと言ったほうがいいかもしれません。４兆６０００臆ドル（１ド

ル１２０円で、５５２兆円）という金額からして、年金基金はアメリカの資本市場そのものであると言

うべきだと思います。 

 

 私がお願いしたいことは、年金基金の受託機関ならびに投資運用会社の方々が、自分達のところが永

続的に経済的な健全性を保っていけるのも、ひとえに国全体の経済が健全であればこそということを認

識され、力強いアメリカ経済を構築すべく、創造的な運用戦略・戦術の構築に専念していただくことで

す。 

 

 「個人責任」とは、自らの退職後の生活状況を十分に理解しているということを意味しています。例

えば、労働者の方がある年金に加入した場合、それがどんな制度の年金か、 

あるいはその年金の条項、さらにはその制度を揺るぎなきものにするためにはどんな対策が必要かを知

る必要があります。 

 

 社会のあらゆる層で、社会の安全ネットが、擦り切れていっている状況です。 

 

 ……私としては、経済的に保障してあげるという考え方がいいのか、経済的には個人が責任を取るべ

きだという考え方がいいのかという、根本的な論争が、年金の分野でこそ徹底されるべきだと考えてい

ます。 

 

 この企業は年金の支出面でのこうした激動に対処できるほどの体力は持っていません。結局は、年金

制度をやめてしまうことになるのでしょう。 

 

 結局行き着く先は？ アメリカには、主要な競合国と比較しても、はるかに大きな所得格差がありま

す。退職後の所得面においても、恵まれている人と恵まれていない人とのギャップは他国以上に深刻で

す。そして、その格差はさらに拡大しつつあります。その主たる原因は、年金制度にあります。年金所

得のある人に対し、まったくない人という図式です。４０１（ｋ）の出現で、所得の不公平さが一層悪

化していると思います。 

 

 退職に備える負担を、自らの手で構築させるべく従業員に転嫁するということでは、解決策になりま

せん。解決策は伝統的な旧来式の企業年金制度を次のような制度に再構築することです。すなわち、公

平かつシンプルなルール、自らの資金の投資方法に対する発言権、そしておそらく最も大切なことでし

ょうが、仕事を変わったとき、あるいは新しい年金口座に変わるとき、積立資金の移動が可能な制度で

す。 
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 強制的なものが、全国民をカバーしうる唯一の方法です。……最低統一年金制度（ＭＵＰＳ）のよう

な強制的普遍的な年金制度こそが、年金による保障範囲の課題を解決し、将来の社会発展に必要な資本

の確保につながるものなのです。 

 ……。 

 最後に、強制的制度によって複雑さから逃れることが出来ます。われわれは変化を好み、多様性を好

みます。また皆さん方には個別の要望を満足させられるものを提供したいとは思っています。しかし、

制度が複雑だと、管理上破綻に近い状態になったり、制度上のコストが受け入れがたいレベルにまで上

昇してしまうなど、厄介な問題が出てきます。 

 強制的な最低統一年金制度ですと、単純明快さはもとより退職後の所得保障あるいは経済の将来の発

展が勝ち取れるのです。 

 

 年金基金と年金基金マネージャーのなし得たことで最も評価すべきは、おそらく株主の伝統的な役割

に復帰したことではないでしょうか。１９６０年代、１９７０年代、株主は眠りこけていたも同然でし

た。大企業のＣＥＯ達は、企業帝国を作り上げていました。いわゆるコングロマリットです。……。 

 １９８０年代になると、株主は企業所有者としての役割を放棄、乗っ取り専門家に仕事を任せてしま

ったのです。乗っ取り専門家もよい仕事を残してはいます。彼らが手を貸しコングロマリットを解体し

たケースもあります。悪い側面としては、行き過ぎたレバレッジ手段を使い、様々な課題を引き起こし

たことがあげられます。１９９０年代になると、企業の業績説明責任を全うさせる制度を構築する義務

があるということを、株主が意識し始めました。年金制度がこの運動の先鋒となっています。 

 

 肝心なことは、貯蓄率や税制にかかわらず、年金を受領する定年退職者にとって究極の価値基準は、

年金基金が投資する企業の成長力です。年金基金は、多数の企業に多額の資金を投資しています。しか

し、企業がグローバル市場で勝ってくれなければ、資産価値は下がってしまいます。 
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素材抜粋                                   2003／10／2６ 

 

デイ・トレーダー 

 

馬渕 一著  

角川書店 １９９９年 

 

 

 

 デイ・トレーディング（ＤＴ）はその名の通り、１日で売買を完結する超短期の投資法だ。１日どこ

ろか、実際の売買では買った株を５～１０秒後に売ってしまうこともある。ロング Long（買いから入っ

て、保有する株式を売却して決済する通常の取引）だけでなく、私はあまりやらないが、売りから入っ

て買い戻すショート Short もできる。 

 

 こうした超短期売買は、日本でも「日計り」と呼ばれ、以前から行われていた。アメリカでも日本で

も、株式投資の王道は長期投資とされており、日計りは典型的なギャンブル投資法でマトモな人間は手

を出さないとされてきた。今でもＤＴをギャンブルの一種だとして、眉をひそめる人たちが、たくさん

いる。 

 

 私はこの本で、ＤＴはギャンブルではなく、ハイテクとネットワークの急速な進化の中で新しく生ま

れた資産運用の有効なツールであるとともに、人生の新たな可能性を開くものであることを伝えたいと

考えているが…… 

 

 まず、株式売買手数料が違う。……(日本の手数料は)Ａll Tech のざっと３０倍だ。当然、利益を確保

するためのハードルも、３０倍高くなる。このようにＤＴは、売買手数料の劇的なディスカウントによ

って可能になった。 

 

 ＤＴと「日計り」のもうひとつの違いは、売買システムだ。 

 従来の株式投資では、証券会社に電話して売買注文を出すくらいしか、個人投資家の取引方法はなか

った。リアルタイムの株価を知るためには、こまめに証券会社に電話するか、証券会社の店頭にある株

価ボートにかぶりついているしかなかった。こんな原始的な方法では、プロの機関投資家と対等に渡り

合えるはずがない。 

 それに対してＤＴでは、個人投資家がプロのディーラーと比べてもまったく遜色のない、優れたシス

テムを安価に利用することができる。 

 こうした条件を満たすことによって、ＤＴは「日計り」のようなギャンブル的手段から、リスク分散

のための優れたトレード方法へと進化を遂げたのだ。 

 

 ＤＴとディスカウント・オンライン・ブローカーを使ったトレーディングの違いは、使用する機材と

システムを見れば一目瞭然だ。ディスカウント・オンライン・ブローカーでは、インターネット・エク

スプローラ Internet Explorer やネットスケープ・ナビゲータ Netscape Navigator などの無料ブラウザ

を使って株式売買するが、これでは決定的に速度が遅い。また、ディスカウント・オンライン・ブロー

カーの売買執行の信頼性が低いという問題もある。 

 こうした環境に比べると、Ａll Tech で使っている PC Quote (ソフトウエア)とＡＴＴＡＩＮ(システ

ム)は素晴らしいものだ。少なくともこのクラスの機能と応答性がないと、ＤＴで利益を出すのは難し

い。 

 

 Ａll Tech で使っている PC Quote は、１日、数日、数ヶ月、数年のチャートを、日足・週足で自由に

表示させる性能を持っている。もちろんすべてリアルタイムで、サイズや数の制限もない。マーケット

の今という瞬間が、そのまま目の前の画面に表示されるのだ。 
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 さらに、ＤＴで使う売買システムとディスカウント・オンライン・ブローカーとの決定的な違いは、

売買に要する時間だ。……。仮に個人で使える専用線で接続していたとしても、売買高が急激に増える

とオンライン証券会社のサーバーがビジーになったり、最悪の場合にはダウンしたりする恐れもある。

肝心な時に売買が執行できないのは、ＤＴにとって致命的だ。 

 それに対して、Ａll Tech の高速システムでは、サテライト（衛星）回線でＮＡＳＤＡＱのメインフレ

ームに直結し、マーケット・メーカーと直接売買することができる。簡単に言えば、ディスカウント・

オンライン・ブローカーを使うトレーダーが、渋滞している一般道をのろのろと進んでいるのを横目

に、デイ・トレーダは高速ハイウェイを一瞬にして走り抜けていくわけだ。 

 逆に言えば、これくらいのソフトやシステムがないと、ＤＴで勝ち抜くことはできないとも言えるだ

ろう。 

 

 ＤＴのシステムやソフトについて文章で説明しても未体験の人には分かりづらいと思うので、実際の

売買画面を使って、ＤＴに必要な基本機能を図解しておこう。（以下、カラー写真で、図１：Ａll Tech 

Investment で使っているソフトＰＣ Quote ６．０、図 3：ＰＣ Quote によるマイクロソフトのレベル

２ウインドウ、図５：Ticker Window、図 6：Trend Lines、図７：Gann Lines で描いたグラフ、図

９：チャート 3 種 等々が表示・説明されている。詳細は原書にあたってください。） 

 

 要（『The Warren Buffett Portfolio』の言っていること）は、分散投資より厳選した優良銘柄に絞り

込んで長期保有をしなさい、ということのようだ。確かにヘタなＤＴをするんだったら、こういう投資

のほうが確実だ。 

 

 ＤＴは基本的に、１日で取引を終了させる。今までの株式投資とは、株式を保有する時間が違う。先

にも述べたように、ポジションを持つ（株式を保有する）リスクを軽減するためだ。 

 

 スウィング・トレード Swing Trade は２～５日ぐらいの取引、ポジション・トレード Position Trade

は１週間から、さらに長期にわたって保有するトレードのことだ。こうした取引には、「時間のリス

ク」がある。 

 

 選択する銘柄を間違わなければ、株式を１日以上保有する従来のトレードをＤＴとミックスすること

で、大きな利益を生み出すことができる。成功しているアメリカのデイ・トレーダーたちの多くは、Ｄ

Ｔとポジション・トレードやスウィング・トレードを組み合わせて、効率的に資産を運用しているの

だ。 

 

 考えてみれば、今までの株式取引は、すべてオーバー・ナイトを積み重ねた手法だということができ

る。 

 

 ところが今では、この「５分間ルール」は廃止され、そのかわりに、株価が下落している途中の空売

りが禁止された。要するに、株価が上昇しているときしかショートはできないわけで、これを「アップ

ティック・ルール」という。だから、株価が下落中にショートをしても、システムがこのオーダーを受

け付けない。 

 

 たぶんそう遠くない将来に、日本でもＤＴ専用システムを使って、株式市場に投資できる日が来るは

ずだ。 

 

 米国株ファンドでも１９９８年の平均の運用成績は１４．５２％。過去１５年間の年率平均運用成績

は１４．４９％。プロのファンド・マネージャーは、デイ・トレーダのように頻繁な売買はしない。そ

れでも、ダウの１６％上昇や、Ｓ＆Ｐ500 の２８％上昇には及ばないという結果が出ている。 

 １９９７年と１９９８年のヘッジ・ファンドの運用成績などは、マイナス２桁の運用成績という惨憺

たる結果だ。 
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 このような不利な条件を考えれば、日本から短期投資を行う場合、ＤＴではなく、数日で利益を出す

スウィング・トレードの方がはるかに安全だ。 

 

 ＤＴを成功させるためには、いくつかの条件がある。 

 まず、専用回線に近い通信速度と安定性か必要だ。通常のダイアル・アップ接続では、肝心のときに

回線が途切れたり、つながらなかったりしたときには、お手上げである。 

 ＮＡＳＤＡＱの高速なワークステーションでさえ、システム不良が起こることがある。 

こういう状況では、日本側のプロバイダの不具合なのか、それともＮＡＳＤＡＱを含むアメリカ側の問

題なのかを判断してそれを解決するような悠長なことをやっている時間はない。株価が急に下がり始め

て、みんながパニックになっているときなど、秒を争って脱出しなければならないのだから。………。

こういう状況で、脱出に失敗して損をしても、どこにも文句を言うことはできない。自己責任の世界

だ。 

 

 なぜ長短のトレードを組み合わせると有利かの答えは、このあたりにあるのではないだろうか。長期

の株式投資と短期のトレードは、未来が不確定な株式投資においては、お互いが保険のような役割をす

るのだ。 

 

 どこかのニュースサイトの記事にもあったが、プロトレーダーの運用する投資信託の平均上昇率は、

Ｓ＆Ｐ５００を 6 年連続で下回っているという。証券会社のプロトレーダーの方法論自体が、時代の流

れに会わなくなってきている。株式市場でのＤＴの比重が大きくなることで、株価の動きや傾向が変わ

ってきているということもあるだろう。これはＤＴが始まってからしばらくして起こり始めた現象だ。

ＤＴの及ぼす影響は、私たちが想像するよりはるかに大きいのかもしれない。 

 

 ネットを使った個人の株式投資家は、今やＮＡＳＤＡＱの売買高の１２％を取引するようになり、機

関投資家向けのオンライン証券会社ＩＴＧの調査によると、インターネット関連株の中でも人気のある

YHOO やアマゾン AMZN の売買高の７５％がこれら小口投資家によるコンピューターを使った売買だ

という。 

ということは、会社の利益の何倍が適正株価に相当するという、ＰＥＲのような機関投資家の常識や

セオリーを知らない投資家が株式市場に数多く参入するわけだから、株価が今までの基準では推し量る

ことのできない水準まで高騰したとしても、けっして不思議ではないと思う。 

 

 成功も人を選ぶ。というより、成功は意思というあなたのパワーに呼び寄せられて、少しずつ実現し

ていくものなのだ。成功すると強く信じて、全力投球。これは、失敗がいちばん嫌う姿勢だ。 

 

だから、右肩上がりのチャート銘柄でトレードするというのは、リスクを減らすための基本になる。 

 

 「下降基調ではショート（売り）、買うなら上昇基調で」というのがセオリー。 

 

オルタブックス・ホームページ 

http://www.mediaworks.co.jp/alt/ 

海外投資を楽しむ会ホームページ 

http://www.altーinvest.com/ 

Daytradenet ホームページ 

http://www.daytradenet.com/ 

  

http://www.mediaworks.co.jp/alt/
http://www.alt-invest.com/
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素材抜粋                                    2003／09／21 

 

時価会計不況 

 

田中 弘著 

新潮新書 ２００３年 

 

 

 
 会計の世界で「悪者」とされたのが、商法の個別決算(会社ごとに行う決算)であり、原価会計です。

どちらも、利益操作の元凶とされ、しかも、国際的な流れに遅れたものとされました。 

 国際的な流れとは、連結決算(親会社と子会社を一つにまとめた決算)であり、時価会計(資産を時価で

評価する会計)です。その流れに追いつくために導入された会計ビッグバンの三本柱が、「連結財務諸

表」「金融資産の時価評価」「退職給付債務の計上」です。後の二つは、「資産の時価評価」と「負債

の時価評価」と言い換えることができます。 

 

 新しい連結決算では関連会社に債務や損失を「飛ばす」ことができなくなる、時価会計によって含み

益を使った益出しや原価法による損失隠しができなくなる、新しい退職給付債務の基準により隠れ債務

が明らかになるなど、多くの効果が期待されています。 

 

 連結財務諸表というのは、企業集団の決算書ではなく、「企業集団の概要や全体像を伝えるための情

報」に過ぎません。連結財務諸表に計上される利益に対して、どこかの株主が配当を受ける権利を持つ

わけでもないのです。 

 

 本当に、時価会計にすることで、企業の「丸はだかの姿」が明らかになるのであれば、時価会計はす

ばらしいものです。 

 しかし、時価会計は企業の実態を正しく映し出すのでしょうか。 

 実は、この“期末の時価で評価し直す”というのが、曲者なのです。これは、実際には有価証券を売

っていないけれども、「売ったことにして」財産と利益を計算するということなのです。 

 

 時価会計の基準は、こうした１社が保有する株を考えても夢物語に過ぎないのに、日本の企業がこぞ

って有価証券を売りに出しても「すべて時価で売れる」ことを前提にして財産と利益を計算するので

す。 

 

 時価会計で丸はだかにするのではなく、どのくらいの「含み」があるか、情報開示を十分にすれば、

投資家も、企業の益出し行為の意味を正しく評価することができるはずです。 

 

 社債や国債のように満期がある債券の場合は、それを満期まで所有する意図があるかどうかで含み損

益の扱いが違います。「満期まで保有する目的の債券（有価証券）」は、満期日に額面額で償還される

ので、満期までの間に生じる価格変動があっても、とりあえず無視することができます。そのために、

満期保有目的の債券は、原価（買値）をもってバランス・シート（貸借対照表）に記載することになっ

ています。 

 

 売買目的以外の目的で所有する有価証券（主に、持ち合い株式）は「その他有価証券」と呼ばれ、そ

の含み益は、原則として、バランス・シートの「資本の部」に記載されます。なぜ、当期の損益としな

いのかといいますと、「その他有価証券」の含み益はいつ実現（実際に売却することによって、本物の

利益になること）できるかわからないからだというのです。 

 

 時価会計基準を読みますと、暗黙のうちに、次の三段階の「実現」を想定しているようです。第一の

段階は、「有価証券の含み益は売却によってすでに『実現』している」というレベル。第二の段階は
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「売買目的有価証券の含み益は『いつでも実現可能』だ」というレベル。第三の段階は、「その他有価

証券の含み益は『いつ実現するか不明』である」というレベルです。 

 商法はこのうち、第一のレベルに達した利益（実際の売却益）だけを配当可能な利益とし、第二と第

三の段階にある含み益は配当できないとしているのです。 

 

 売買目的であれ持ち合い株であれ、どれも売らなければ配当可能利益にならず、売ればその期の配当

可能利益となるのです。利益を出したいときに含みのある有価証券を売れば配当可能利益を出せるとい

うのですから、これぞまさしく「含み経営」です。 

 

 時価会計基準の導入は、透明性を高め、含み経営を排除することが目的でした。しかし、実際に設定

された基準と商法を組み合わせて見ますと、もくろみとは逆に、含み経営を温存するものになってしま

っているのです。 

 

 商法では、会計基準が指示する評価損益の扱いに対して、二つの点で自己主張しました。一点は、会

計基準が評価損益の計上を「強制」したのに対して、商法は「任意」としたことです。もう一点は、持

ち合い株の評価益だけでなく、時価会計支持者が１００％利益であると主張してきた「売買目的有価証

券の評価益」も、それを配当の原資とすることを認めなかったことです（商法第２９０条第一項第四

号）。 

 

 これが、時価会計基準の実態です。今の時価会計では、財務諸表の上だけの時価評価であって、評価

益を計上しても配当可能利益は増えませんし、持ち合い株（その他有価証券）の評価益には税金も課さ

れないのです。つまり、商法や税法は、会計の時価評価を否認しているのです。 

 

 以上のように、期末に保有する有価証券の時価としては、①取引所の終値、②専門市場の大口取引価

格、③大口クロス取引の価格、④市場外の相対取引価格、⑤取引量・保有量を考慮して求める売却可能

価格など、いくつも存在するのです。 

 

 ある価格の下での需給一致は、断念と怨念を引きずっている分だけ次の価格での不均衡を生み出し、

その不均衡は新しい価格での断念と怨念を生み出さなければ、市場での需給の一致はもたらさない。 

                              岸本重陳 教授 

 

 時価会計では、何と、「売れた１%の時価＝１０００円」を使って、「売れ残った９９％ 

を時価評価する」のです。売れる価格は７００円かもしれないし、５００円かもしれない株が、バラン

ス・シートに１０００円とかかれるのです。 

 

 「金融商品(有価証券及びデリバティブ取引の他、営業債権、貸付金、営業債務、借入金等を含む)

は、証券・金融市場の発達が一定の段階に達している状況の下では、一般的には、取引市場が存在する

ことにより時価を把握し、かつ、換金・決済等により評価差額を損益として確定することが可能である

（価格の客観性の保証、売買の自由の保証）」 

 

                １９９７年 6 月大蔵省企業会計審議会 

「金融商品に係る会計処理基準に関する論点整理 

 

 この論点整理では、上場している有価証券なら「時価で売れる」と言っているのです。これを基に、

有価証券の含み益はいつでも実現（換金）できるのだから、期末に保有する上場証券は時価評価して、

含み益を利益として認識しようというのです。これが「時価会計」です。 

 

 全員が実現できないような「含み益」を、各社が利益として計上するなんて、最後には自分がババを

引いて負けるかもしれないのに、ゲームの途中で祝勝会を開くようなものです。 
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 わが国の有価証券時価評価論は、交換しただけの紙切れを、それを発行した企業がクロスという仮想

の取引（自分で売った株を自分で買い取るもの）でつけたり、政府がＰＫＯ( 

株価維持策)やＰＬＯ(株価騰貴策)でつり上げたりした価格で再評価することを主張しています。株式の

含み益が「ペーパー・プロフィット(紙の上の利益)」であることを理解していないのです。これらを時

価で評価し直せば、含み益が多いとされている会社ほど、後になってからの株価の下落が脅威になるで

しょう。 

 要するに、①上場株は時価では売れない、それどころか、②持ち合い株は紙切れ同然だということを

いいたかったのです。 

 

 東証の関係者によりますと、所有比率を区分する場合、日本の企業が外資系証券会社(例えば、メリ

ル・リンチなど)で買うものも、ロンドンやニュウーヨークなどの外国市場で買うのも、すべて外国投資

家として区分されるのです。 

 

 つまり、時価会計によれば、「売れば損失(売却損)が出て、売らずにいれば利益(評価益)が出る」ので

す。売らずにいたほうが利益が大きいなんて、経済法則をまるで無視しています。原価会計は含み益や

含み損を塩漬けにするとして批判されてきましたが、時価会計は評価益を計上しながら、実は含み損を

作る会計なのです。ちょっと考えただけで詐欺的としか言いようがないでしょう。 

 

 期末に時価評価するということは、「次期になってから少しずつ売れば実現できる利益」を、前期末

に前倒しで計上することになります。毎期の利益を計算する会計では、その年に稼いだ利益を計算する

のであって、次の年に稼ぐ利益まで計上するようなことはしません。 

 

第 4章           錬金術に毒されたアメリカ型資本主義 

 

 アメリカの会計がここまで腐敗したのは、「ギャンブラー会計」のせいだけではありません。私に

は、より根本的な原因があると思うのです。ベトナム戦争あたりを境にしてでしょうか、この国が順法

精神と倫理観を失い始めたような気がするのです。高邁な理想とか世界観を見失ったのかもしれませ

ん。 

 

 ……、最後にアメリカの会計を評するならば、今のアメリカ会計は、決して、健全な投資家、中・長

期的な株式保有者のための用具とはなっていません。グローバル・スタンダードの実態は、「ギャンブ

ラーのための会計」だったのです。 

 

 もう一つ、なんとも不思議なことがあります。実は、わが国の時価会計は「１日限りの時価会計」で

あり、残りの３６４日は、「原価会計」だということです。いったいこれは、どういうことなのでしょ

うか。 

 

 わが国の銀行や事業会社が保有する有価証券は、ほとんどが「その他有価証券（長期保有）」に分類

されています。その多くが、昔から所有している株式(持ち合い株)か、バブル期に取得したものです。

昔から所有している株には巨額の含み益があり、バブル期に取得したものには巨額の含み損がありま

す。 

 「その他有価証券」は、時価評価された後、「洗い替え」という処理が行われます。「洗い替え」と

いうのは、３月３１日に時価評価して計上した評価損益を、翌日の４月１日に取り消す処理をいいま

す。 

 

 洗い替え処理（洗い替え法）は「売買目的有価証券」には適用されず、「その他有価証券」だけに適

用されます。「その他有価証券」を期末（３月３１日）に時価評価して含み損益をバランス・シートの

資本の部に計上しても、次期の期首（４月１日）にそれを取り消して、バランス・シートを元の原価に

戻して作成するのです。 
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 シンデレラは夜中の 12 時に、「ガラスの靴」を落としていきましたが、時価会計は夜の 12 時に、債

務超過やＢＩＳ基準不達成といった「恐怖の落し物」を残したまま原価会計に戻るのです。 

 

 なぜ、「その他有価証券」の含み損益を「いったん計上させておいて、すぐに取り消す」ような妙な

処理（洗い替え法）を使うことにしたのでしょうか。また、どうして評価「損益」といいながら、損益

計算書に出さずに、バランス・シートに計上するのでしょうか。 

 おそらく、企業会計審議会で時価会計基準を設定した人たちは、日本の銀行や事業会社が持つ有価証

券を時価評価したときに、日本経済に与える影響が余りにも大きく、まともに時価評価することが「危

険極まりないことだ」と認識していたのでしょう。 

 

 実は、国として時価会計の基準を持っているのは、先進国では日本とアメリカだけなのです（向伊知

郎著『連結財務諸表の比較可能性』中央経済社、２００３年、２１１ページ参照）。しかも、……、ア

メリカには時価会計の基準あっても、会社や銀行は有価証券をほとんど保有しません。対象となる有価

証券がない以上、基準がないのと同じです。このままでは、日本だけが時価会計の被爆国になりかねま

せん。 

 

 （厚生年金基金の時価会計はどうなっているのだろう。基金解散や代行返上は人為ミスか？ 資産運

用の失敗ではないのか。） 

 

 嫌われることを覚悟して言えば、会計理論を担う学者も、その理論を実践するはずの経営者も、理論

や基準が遵守されているかどうかを監査する会計士も、ネガティブにかポジティブにかの差はあるでし

ょうが、何らかの形で、直接間接に利益操作に荷担してきたといってもよいのかもしれません。 

 例えば、株価が低迷して売れないとき、国を挙げてＰＬＯ（株価騰貴策）とかＰＫＯ（株価維持策）

をやり、そうしてつり上げた価格で、各社がクロス取引という架空の取引をでっち上げて含み益を実現

させてきました。そうして計上した利益が実質を伴わないものであることは、多くの会計関係者は承知

していたはずです。それにもかかわらず、学界からも会計士業界からも、批判らしい批判の声は挙がら

なかったのです。それどころか、株価操作を公認するかのように、学界や会計士業界からは怒涛のごと

く時価会計を主張する声が高まったのです。 

 

 時価会計は、こうした国を挙げての株価操作や経済界ぐるみの利益操作を公認して、みんなでつり上

げた株価で時価評価しようとするのです。株価操作や利益操作を公認するような会計基準を作って、い

ったいどうする気なのでしょうか。 

 

 原価会計では「たられば」を認めません。期末までに売却していない商品・株式・土地などは、売っ

ていないのですから、売ったかのように利益を出すことはしないのです。 

 一方、時価会計は「たられば」の世界です。たとえ売るタイミングを逃がしたとしても、「期末に売

っていたら」とか、「あの時、売れたとすれば」と考えて、利益を計上するのです。 

 

 私は今まで、商売の常道は「高値で売る」ことかと思っていましたが、時価会計では、「高値で買

う」ことが利益を出す手になるのです。そんな時価会計を信じられますか。 

 

 なぜアメリカ会計は静態化したのか 

  原因①ギャンブルを加速させた四半期報告 

  原因②「監督会計」は時価が好き 

  原因③ＦＡＳＢの資産・負債アプローチ 

 

 ＦＡＳＢは、ＳＥＣの「了解」の下に、「資産・負債アプローチ」を軸とした概念フレームワークを

作り、会計基準が客観的・理論的に形成されるものであり、いずれかの団体や利害関係者集団の利益に

よって誘導されるものではないことを示そうとしました。 
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 破綻したとされる金融機関や生保の中には、本当は泳げるところがいくつもあったのではないでしょ

うか。 

 

 時価会計基準の適用を見合わせることが第一のデフレかつ傑作であろうと考えます。この解決策な

ら、税金を１円も使わずに済みます。 

 

  



- 43 - 

 

素材抜粋                                 平成１６年５月１日 

 

 

市場対国家 
世界を作り変える歴史的攻防 

 

ダニエル・ヤーギン：ジョゼフ・スタニスロー著 

山岡 洋一訳 

日本経済新聞社 １９９８年 

 

 
 

 

日本の読者へ 

 

 『市場対国家』は、「考え方」の変化が極めて大きな力をもちうると論じている。 

 

 そのような世界では、日本の旧来の体制は、これまでどれほど効率的ではあったとしても、うまくは

機能しないだろう。政府が経済を指導する体制では、世界市場の現実には対応できない。意思決定を分

散しなければならない。 

 

はじめに――フロンティアにて 

 

 ハーバード大学のケインズ流「新経済学」は１９６０年代、ケネディ政権とジョンソン政権で圧倒的

な力を持っていたが、９０年代に世界的に影響力を誇っているのは、シカゴ大学の自由市場派である。 

 

 アメリカではリベラル派
リ ベ ラ リ ズ ム

とは、政府が経済に介入して積極的な役割を果たすべきであり、経済での政

府の関与と責任を拡大するべきだとする立場を意味する。ところが、アメリカ以外の各国では、

「自由主義
リ ベ ラ リ ズ ム

」はほぼ正反対の立場を意味している。 

 

 世界を支配しているのは、考え方以外にないといえるほどである。 

                                  ケインズ    

 

 「自由主義」は国の役割を減らし、個人の自由、経済面の自由を最大限に認め、市場を最大限に活用

し、意思決定の分散を図るよう主張している。ジョン・ロック、アダム・スミス、ジョン・スチュアー

ト・ミルらの思想家の流れをくむ考え方である。 

 

第１章 栄光の３０年間――ヨーロッパの混合経済 

 

 第二次世界大戦が終わったとき、ヨーロッパでも世界の大部分の地域でも、今日では創造が難しいほ

ど、資本主義は信頼を失っていた。 

 

 第二次大戦の直後、労働党は官制高地を制圧するために、当時、国内のエネルギーの９０パ－セント

をまかない、多数の中小企業に分かれていた石炭産業を国有化した。 

 

第２章       巨大さという問題――アメリカの規制型資本主義 

 

 有名な著書のタイトル、（ルイス・ブランダイスの）『他人のカネ－銀行はそれをいかに使うか』が

すべてを物語っている。 
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 ブランダイスの著書『他人のカネ』にしたがって、ロ－ズベルト大統領は、「他人のカネを扱うもの

は、他人のためにつくす受託者であるべき」だという原則を打ち立てた。 

 

第３章       神がかりの修道士――イギリスの市場革命 

 

 マーガレット・サッチャーとキース・ジョセフが追求していてたのは、合意に基づく政治ではなく、

信念に基づく政治である。 

 

 本人によれば、集産主義の「流れを逆転させる」キャンペインである。混合経済を支えている合意の

すべてに兆戦しはじめたのだ。ケインズ流の需要管理によって完全雇用を目指すのではなく、通貨供給

量を安定させてインフレを抑制することに焦点をあてるべきだという点が、主張の中心であった。 

 

 考え方を変えた点で決定的だったのは、完全雇用というケインズ主義の目標を基本的な誤りだとして

拒否したことである。 

 

 ゆりかごから墓場までの「甘やかし」を特徴とする「乳母国家」を捨て、リスクと報酬という「自由

企業」の文化の厳しさを取り入れることを望んでいた。政治とは「哲学を行動に移したものだ」という

エドマンド・バークの言葉を好んで引用した。 

 

 何年にもわたって、サッチャリズムはほとんどあらゆるところで、疫病神のように思われていた。し

かし１９９０年代には、サッチャーの影響で、世界各国の新しい経済政策が確立されるようになってい

った。 

 

 「いまでは、法のもとでの自由と企業活動の方が、産業と国民に対する政府の大がかりな介入より良

いことが理解されている。新しい労働党は、社会主義がなんであり、どのように失敗したかを理解して

おり、まず富を創造しなければ再配分もできないことを理解している。社会主義は、富の創造の前に、

再配分からはじめる」 

                                     サッチャー 

 

 「そう、出発点は考え方、信念だった」。しばらく間をおいて、（サッチャーは）こう続けた。「そ

う、信念を出発点にしなければならない。すべては信念からはじまるのだ」 

 

第４章       信認の危機――世界的な批判 

 

 モデルと呼ぶこともできるし、偶像と呼ぶこともできる。２０世紀を魅了した魔法だともいえる。２

０世紀の歴史のかなりの部分は、マルクス主義によって形作られ、マルクス主義に魅了された人たちと

それを拒否した人たちの間の戦いによって、そして、選択の余地もなくこの戦いに巻き込まれた人たち

によって形作られてきたからである。 

 

 わたしが学生に強調したのは、見えざる手が隠れた手よりはるかに強力なことだ。命令や管理や計画

がなくても、ものごとは見事に組織化されて進んでいく。これが経済学者の間で共通した見方になって

いる。ハイエクが残した教訓だ。 

 

第５章       奇跡を越えて――アジアの勃興 

 

 ５５年体制によって、日本はおそるべき競争力をつけてきたし、当初には考えられもしなかったほど

生活水準が高まった。しかし、国が市場を「指導」した時代、通産省が「管制高地」そのものであった

時代はあきらかに、はるか以前に終わっている。将来はどうなるのだろうか。国と市場の戦いが、今後

何年かにわたって、日本の社会にとって中心的な課題になるだろう。この戦いは、政治の場で繰り広げ

られるだけにとどまらず、国民の心をめぐっても繰り広げられることになるだろう。 

 

第 8 章 許認可支配の後に――インドの覚醒 
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 インド政府は、ソ連型の中央計画経済にならって重工業に資源を集中させようとした。決定的に誤っ

ていたのは、投資の生産性や製品の質や価値ではなく、投資そのものを重視した点である。 

 

 この結果できあがった経済体制には、自滅をもたらす三つの特徴があった。第一の特徴は、「許認可

による支配」であり、生産、投資、貿易のすべての段階を複雑で非合理的、ほとんど不可解といえるほ

どの管理と認可で支配する制度である。……。 

 第二の特徴は、企業の国有を強力に志向した点である。……。 

 自滅をもたらす第三の特徴は、貿易を拒否したことである。 

 

 インディラ・ガンディーは、父、ネルーがしいた経済政策路線をほとんど変えようとしなかった。 

 

 何十年もの間、インドは、最初は日本で起こり、その後、虎と呼ばれるようになったアジアの諸国で

起こった「経済の奇跡」を無視してきた。 

 

 チダムバラムは言う。「サッチャ－政権の動きには仰天し、目を開かされた。」 

 

第９章 ルールにのっとったゲーム――中南米の新しい潮流 

 

 ３０年近く後の１９８０年代半ばになって、ゴニは別のシナリオを書くことになる。いわゆる「ショ

ック療法」のシナリオである。ただし映画のためではない。国家主導型経済から市場経済への大規模で

急激な（ほとんど一夜といえるほどの）移行計画のシナリオである。ショック療法は、いまでは世界各

国で実施されてきたが、その発祥の地は中南米であり、ゴニは原作者と呼ぶにふさわしい。しかも、き

わめて短期間のうちに書いている。締め切りを課したのは映画会社ではない。迫り来る危機だった。 

 

 １９９０年代後半、こうしたモデルは崩壊しつつある。代わりとなるシステムが確立したとはいえ、

基本的な方向は明白になっている。市場を自由化し、政府の役割を縮小して見直す。民営化によって生

産から撤退し、政府支出を削減してインフレを抑制し、関税を引き下げ、政府はこれまでの活動を手放

す。この過程で、かっては軍事独裁が当たり前だと思われていたこの地域の大部分の国で、民主化がめ

ざましく進展している。 

 

 中南米諸国に広まっていた国家統制主義政策は、「ディペンデンシア」、すなわち従属理論から多大

な影響を受けている。従属理論は輸入障壁の構築、閉鎖経済、市場の軽視など、国による支配を根拠づ

ける理論である。１９４０年代末から８０年代まで、この従属理論が中南米の常識となっていた。 

 

 ショック療法を実施する決意を固めたカバロ経済相は、さまざまな領域で、ただちに行動を開始し

た。第一に、貿易障壁を取り払い、改革を導入し、競争と輸出を促進した。第二に、アルゼンチン通貨

をアメリカ・ドルに連動させた。通貨兌換法によって、中央銀行がアウストラルを固定レートでアメリ

カ・ドルに交換することを義務付けている。これによって、通常の国家主権の一部が明確に放棄され

た。 

 

 カルドゾ大統領の行動は、中南米諸国の新自由主義の旗手のようにみえるが、大統領の発言には、そ

うした面はみられない。その主張は、いまだに社会民主主義者のもので、貧困の撲滅と平等の実現を政

策目標としている。しかし現在、モデルとして掲げているのは、「規制された自由市場」と西欧型の混

合経済である。従属理論は、世界経済の変化や技術進歩、競争の中で廃れていった。政府は、自信過剰

になり、非効率になり、介入しすぎて、経済の問題を解決するのではなく、原因そのものになってい

た。 

 

 １０年以上も前にショック療法を生み出したボリビアでは、最近、市場経済への移行に対する国民の

支持を強めるために、最新の手法を開発した。１９９３年から９７年までボリビアの大統領をつとめた

ゴンサロ・サンチェス・ロサダと改革チームは、各国の民営化の方式を検討し、違う方式をとることを
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決めた。エネルギーや通信などの主要な国有企業を売却するのはおなじだが、その方式が独特だ。アン

デス山中の先住民が地主と小作人の間で作物を分配する際に使っている方法に注目し、民営化にその手

法を取り入れたのだ。国有企業を売却する際、政府が入札方式で、戦略的パートナー（典型的には、そ

の分野で経験豊富な外国企業のコンソーシアム）を選ぶ。パートナーは、５０％の株式を所有し、経営

権を握る。 

 ボリビアが開発した手法では、残りの５０％の株式を年金基金に譲渡し、その経営も民営化する。年

金基金は、毎年度末に、民営化された企業からの収益を使って、６５歳以上のボリビア国民すべてに配

当を支払う。配当は、一人当たり２５０ドルという少額から始まったが、これは一人当たり国民所得の

１０％以上に相当する額だ。 

 

 大統領は、この計画を民営化とは呼んでいない。民営化という言葉はあいまいで、政治面で否定的な

意味合いが強いと考えたからだ。代わりに、サッチャ－首相や世界各国で民営化を推進した人びとが避

けてきた言葉、「資本化」を採用した。この言葉は、市場の自由化と福祉の著しい向上が両立すること

をあらわそうとしている。年金基金を活用するのは、ふたつの基本目標を達成するためだ。第一は、経

済成長の成果を幅広い国民に分配することだ。国民が企業の株を保有し、その業績から直接、利益を得

るのである。第二は正統性の問題だ。この方式では、企業のかなりの部分が「国民」の手に残る。 

 

 市場が立て直されれば、政府の再発見が課題になるだろう。経済を管理し、国民を苦しめる政府では

なく、公正な規制者として適切な役割を果たし、国民の二ーズに応える能力のある政府だ。このシナリ

オは、まだ完成していない。 

 

第１０章 市場行きの切符――共産主義後の旅路 

 

 １９９１年１１月、ガイダルは副首相兼経済財政相に就任した。就任の以前にも、きわめて重要な任

務を果たしている。９１年１０月、エリツィン大統領が大規模で急速な経済改革を進める基本的な意思

を表明した演説を起草したのだ。「小さな段階を踏んでいく時期は終わった。改革を一気に進める突破

口が必要になっている」。そして、8 月のクーデター未遂事件をこう総括した。「われわれは政治の自

由を守った。つぎは経済に自由を与えなければならない。官僚制度の圧力を取り払い、事業活動と企業

活動の自由に対するすべての障壁を取り除き、国民が労働の成果を受け取れるようにしなければならな

い」 

 

 ガイダル、チュバイスらにとって、民営化には中心的な目標がひとつあった。チュバイスはこれを

「幅広い民間所有者層」を作り出すことだと表現している。言い換えれば、改革路線と共産主義体制の

終焉を「逆戻りできないものにする」ことである。要するに、資産を所有する人たちを大量に作り出

し、これらの人たちが市場経済に利害関係を持つようにして、経営管理者、官僚、旧共産党幹部、怒れ

る民族主義者、将兵、懐古派らの対抗勢力になるようにすることが目標であった。この目標が民営化の

過程全体の原動力になり、反対や障害を乗り越える粘り強さを改革派に与える力になった。 

 

 ロシアは民営化にあたって、欧米型の慎重な方法をとることはできない。一件づつ慎重に評価し、事

業再編を進めた後に民営化するような時間はない。慎重に進めていけば、２２世紀になってもまだ民営

化が終わっておらず、官僚の支配が続き、経済は停滞から抜け出せていないだろう。それまでの間、共

産主義への逆戻りをこころみる余地がいくらでもあることになろう。 

 

 連帯(ポーランド)は経済顧問として、中南米での活躍で国際的に高い評価を得ているハーバード大学

のジェフリー・サックス教授を迎えていた。……。数時間にわたる白熱した議論のすえ、教授は単純明

快にこう勧めた。やるしかない、権力を握るべきだと、連帯の指導者は大きなため息をついた。「今日

の議論には、心から落胆している。教授の言われることは正しいと思うからだ」 

 

 連帯の指導部はサックス教授と同僚のデービッド・リプトン教授に、経済を一気に変革する総合的な

計画の概要を書くよう依頼した。「概要は、『この計画で、ポーランドは市場経済に飛躍する』という

言葉からはじめてほしい。改革は急速に進めたい。それが唯一の道だからだ」。アメリカに帰って、リ
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プトン教授とふたりで計画を書き上げようとサックス教授は答えた。いや、そんな時間はない、明日の

朝までに必要なのだと、連帯の指導部はいう。ふたりはその夜、徹夜で概要を書きあげ、翌日、グダニ

スクに行って連帯の幹部に会い、説明した。 

 

 １９８９年８月、タデウシュ・マゾビエツキが非共産勢力からのはじめての首相に選任された。首相

はどのような経済政策をとるべきかはわかっていなかったが、急速に動くことを望んでいた。サックス

とリプトンのふたりの教授が示したような計画を実行できる人材を求めていた。そして、「ポーランド

のルードビッヒ・エアハルト」を探したと、首相は語る。 

 マゾビエツキ首相は、ポーランドのエアハルトになる人物として、経済学者のレシェク・バルツェロ

ビッチを選び出した。 

 

 バルツェロビッチはこのときのために、２０年にわたって準備を続けてきた。ニューヨーク市のセン

トジョーンズ大学で２年間、経済学を学んだ後、韓国と台湾の高度経済成長をもたらした要因を研究し

た。一時期、西ドイツに行って１９４８年のエアハルトの経済改革を研究している。……。中南米各国

の安定化政策についても根気強く研究し、どのような政策が成功し、どのような政策が失敗したかを検

討してきている。 

 

 １９７８年からはワルシャワで、「バルツェロビッチ・グループ」と呼ばれるようになる研究グルー

プを主宰し、社会主義の「問題」、ポーランド経済の改革の方法を長期にわたって研究してきた。財産

権、経済における国の適切な役割、インフレーション、社会主義のほんとうの意味での特徴として浮か

び上がってきた「不足」の問題など、基本的な問題に焦点を合わせてきた。 

 

こうした研究の積み重ねで、バルツェロビッチは「斬新的な改革」はかならず失敗すると確信するよ

うになる。広範囲な改革を急速に実施しなければ、経済の方向を変えられる「臨界量」には達しない。

経済学者にはめずらしく、バルツェロビッチは社会心理学にも関心を持っていた。とくに、認知的不協

和の理論に強く引かれている。経済改革にあたって認知的不協和が重要な要因になると説明している。

「改革が段階的に実施される場合より、経済環境を抜本的に変化させるような改革が実施され、後戻り

がきかないとみられた場合の方が、人びとが態度と行動を変える可能性が高くなる」 

 

 第１２章 遅れて起こった革命――アメリカの新たな均衡 

 

 全米レベルで、政府が福祉に果たすべき役割がとくに重要な問題になるのは、高齢者福祉に対する責

任の分野だと思える。今後、６～１０年以内に、おそらく２００５年ころには、社会保障基金は、破綻

につながりかねない重大な危機に直面すると予想されている。この対策として、社会保障信託基金の一

部を株式に投資すべきだという主張や、民営化し個人が管理する年金基金に振り返るべきだという主張

が出され、議論されている。しかし、問題ははるかに深刻かもしれない。問題は財政の動向だけでな

く、人口動態にかかわる根本的なトレンドにあるからだ。全人口に占める高齢者の比率が急速に上昇し

ていくので、現行の賦課方式のもとでは、少ない労働人口で、多くの高齢者を支えなければならない。 

 

第１３章 信認の均衡――改革後の世界 

 

 世界の各地域にはそれぞれ独自の課題があるとはいえ、国から市場への移行に関して共通の疑問があ

る。この移行は永続するものなのか、それとも一時的なものにとどまり、国と市場の境界を見直し、再

調整する動きが起こって、政府の役割と責任がふたたび拡大するのだろうか。これはまさに、本書の締

めくくりにふさわしい問題である。しかし、こうはいえる。人びとが信じるものと世界を解釈する方

法、つまり人びとが受け入れる考え方と拒否する考え方が、今後、この問いへの答えがどうなるかを決

める大きな要因になるだろう。 

 

 市場の重視は、一部の人たちにとって信仰に近いものになっている。しかし、こういう人たちは少数

派であり、現実を見つめて、いくつもの選択肢を比較検討した結果として、市場を重視する人の方がは

るかに多い。シンガポ－ルの現代化の父というるリー・クアンユー上級相が、この点をうまくまとめて
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いる。市場を重視するようになったのはなぜかとの質問に、「共産主義は崩壊した。混合経済は失敗し

た。ほかになにがあるのか」と単純明快に答えているのだ。結果が重要である。市場重視の新しい合意

は、それが生み出す結果によって判断されるだろう。 

 

 以下にあげる五つの点が、市場に関する人びとの見方と判断を左右する要因になると思われる。 

  成果を挙げているか 

  公正さが保たれるか 

  国のアイディンティティを維持できるか 

  環境を保護できるか 

  人口動態の問題を克服できるか 

 

 しかし、民営化を支える要因には、別の強力なトレンドがある。世界的に、資本市場で根本からの変

化が起こっており、所有権が分散してきているので、民営化がもっとも受け入れられやすくなるだろ

う。年金制度が変化しており、政府が勤労者から社会保障税を集めて高齢者に分配する賦課方式から、

貯蓄を年金基金に積み立てていく積み立て方式に移行している。このため、民営化された企業は大部

分、巨額の富を持つ一族や大物実業家によってではなく、老後に備えて蓄積された貯蓄によって所有さ

れることになろう。年金基金が株式市場を通じて、あるいは直接に、民営化された企業に投資するよう

になる。したがって、民営化の正当性を支える根拠が、四半世紀前にはなかった点にまで拡大してい

る。 
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素材抜粋                                    2003／11／05 

 
 

グローバリズムの終焉 

アジア危機と再生を読み解く三つの時間軸 

 

原 洋之助著  

ＮＴＴ出版 １９９９年 

 

 

 
 １９７０年代はじめ以来アジア経済を観察してきた私には、決してそうは思えない。むしろ、多数の

きびしい条件保設定して一般均衡の存在可能性を探る数理モデルを操作しているうちに、新古典派エコ

ノミストは、自らの抽象モデルが現実そのものであると信じ込むようになってしまったのではないかと

すら思うのだ。 

 

 しかし、どんな社会の経済構造にも、変更が非常に困難な深層があるのだ。市場経済を深く学問せ

ず、また歴史の研究など時間の無駄であると言い切る新古典派のエコノミストに、こういう立体的構造

認識を期待することはそもそもはじめからできない相談なのだろう。 

 

 新古典派経済学は、歴史論としてみると、効率的な市場経済のための条件整備だけに着目して、多様

な地域の経済史を輪切りにして時代区分してみせる単線的な進歩史観の枠内にある。 

 

 すなわち、歴史の一番表層にある出来事という時間軸で通貨・金融危機の展開を、ついで出来事を深

くつつみこんでいる循環の時間軸で世界経済の長期波動を、そしてその底にある長期持続の時間軸で東

アジア経済システムの個性を、それぞれ解明してみようというのが本書での私の試みである。 

 

 新古典派の経済理論の下では、制度や規制は、人びとの最適化行動や市場の均衡化への動きを妨げる

制約としてしか認識されていない。国ごとの事情や生活習慣などはまったく考慮せずに、規制緩和さえ

すれば、どこでも「神の見えざる手」という力が働いて、経済が活性化するという考えが公理のごとく

まかり通っている（塩沢）。それは、人間はよりよい社会を設計し実現できるという人間能力・理性へ

の過信を前提としたユートピア的設計主義でしかない。 

 

 市場経済とは、私的欲望の追求という平凡な要素の上に作り上げられた、こわれやすい構造物にすぎ

ない。各個人は、他者の存在を前提とし、その行動を想定して自分の行動を決める。私たちは、こうい

う戦略的意思決定にもとづいて経済活動を展開せざるをえない。そうなると、各個人が決定する変数の

間に非線形で複雑な関係が発生してしまい。諸個人の活動が結果として作り出す経済のパフォーマンス

は、不安定なふるまいを示す。市場経済とは、まさに複雑系でしかありえない（塩沢）。 

 

 ワルラスのモデルは「市場社会主義のモデル」としては有効であるにしても、現実の「市場経済のモ

デル」としては全然有効なものではない。 

 

 ＩＭＦ型グローバリズムからの訣別 

 

 経済学の問題としても、自由貿易の効率的命題はさておき、「資本移動の自由化が、世界的レベルで

の資金利用の効率性を増大させる」という命題が、ひとつの神話にすぎないことは、もはや誰の目にも

明らかであろう。それはまさに「ウォール・ストリート－財務省複合体」が自己の利益のために流布さ

せている神話にすぎない（パグワティ）。投機資金は、まさに為替レートの変動そのものから利益を得

ようとする。為替レートの変動こそが、利益の源泉なのである。ある国民国家の貨幣そのものを、投機

の対象とする、これ以上ない拝金主義こそが資本自由化神話の本質なのだ。 
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 「観念や知識や芸術や情誼や旅行といったものは、その本姓からして国際的であるべきである。しか

し、財に関しては、それが妥当であり便宜にかなう限り国内生産を旨とすべきである。なかんずく金融

は原則として国内的であるべきである」（Keynes）。 

１９３３「国民的自給自足経済」 

 

 グローバリゼーションが過剰化している現代、ケインズのこの大胆な主張を素直に受け入れるべき

だ。東アジア経済の回復にとっては、短期資金の移動の規制をもうけること、つまり通貨管理という劇

薬（クルーグマン）を投じることが必須の課題である。グローバル資本主義は、その本姓からして荒々

しいものだ。知恵をだしてそれを飼い慣らす方策を考えねばならないのだ。 

 

 多数の個人が自己利益を追求して活動する制度としての市場経済は、単に成文法による規律だけでは

なく、社会構成員が内面に持っている相互信頼による支えがなくては、不効率で不公平な、マフィア経

済になってしまうことが多い。新古典派のユートピア的設計主義のヴィジョンは、ロシアでマフィア経

済しか生み出せず、見事に失敗してしまっていることは誰の目にも明らかであろう。 

 

 いまこそ、世界中の国・地域を経済効率性という基準だけで「つなぐ論理」に局部的に焦点をあてた

世界的なルールづくりではなく、各地域には個性的な社会形成の原理があることを認める「わける論

理」を正当な価値前提とした上で、諸国家間を「つなぐ論理」を確立させていくことが必要なのだ。 

 

 日本は、世界の秩序構成の問題は他国におまかせという態度を次世紀にも続けるべきでない。自らの

アイデンティティ確立のためにも、そして世界と東アジア地域との共存のためにも、私たちはアメリカ

流グローバリズムに対して論戦を挑まなければならないのだ。 
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素材抜粋                                   2001/10/21 

 

新しい科学をつくる 

 

ジェイムズ・グリック『カオス』 

上田睆亮監修 大貫昌子訳 新潮文庫 平成 3 年 

 

 

 

 思えば初期のカオス論者たち、つまりこの分野を軌道に乗せた人たちは、ある共通の感性を持ってい

たようだ。それは特にパターンというもの、ことに同時に異なったスケールで現れるパターンを見抜く

鋭い目である。しかも不規則(ランダム)なもの、複雑さ、ギザギザの縁、急な跳躍などに気付く特別な

勘をもっていたのではないか。カオスを信じる人々、時には信者とか転向者とか、伝道者などと自称し

ている学者たちは、決定論や自由意志、進化、そして自覚を持った知能の本質などについて、あれこれ

考えをめぐらしている人たちなのだ。 

 

 この新しい科学の最も熱心な支持者たちは、二十世紀の科学が、一に相対論、二に量子力学論、そし

て三にカオスというこの三つの発見によって人類の記憶に残るだろうとまで言っている。つまりカオス

こそは物理学上今世紀に起こった第三番目の大革命だということになるが、最初の二つ同様カオスもま

た、ニュートン物理学の教義に立ち向かうものである。ある物理学者に言わせると、相対論は絶対空間

と絶対時間というニュートンの錯覚を一掃してしまったし、量子論はコントロールできる測定の過程な

どというニュートンの夢を打ち消すことになった。またカオスは決定論的な予測が可能だとするラプラ

ス風の幻想を根こそぎくつがえしたのである。 

 

 もしローレンツがバタフライ効果－つまり予測可能なものが、全く混沌としたものに変わってしまう

姿(イメージ)－の発見だけに止まっていたとしたら、彼はただ単にたいへん悪いニュースをもたらした

というだけのことになる。だが彼は天候模型の中に、ただの偶然性以上のものが埋まっているのを見た

のだ。それは「でたらめさという仮面をかぶった秩序」という、微細な幾何学的構造だったのである。 

 

 そのバタフライ効果は、「初期値に対する鋭敏な依存性」という専門的な名前をもらうことになった

が、…… 

 

 さてマンデブロルのもう一つの強みだが、それは綿の値段や電子伝達ノイズ、川の洪水などの問題に

ぶつかっているうち、次第に頭の中に形をとり始めた現実の姿である。そして今やその姿にいよいよ焦

点が合ってはっきり見えはじめたのだ。今まで取り組んできた自然界の過程に現れる不規則なパターン

の研究や、無限に複雑な形の探求が、ついに「自己相似性」という一つの知的焦点に絞られてきたのだ

った。フラクタルとは、すなわち自己相似性を意味するのである。 
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 自己相似性とは、スケール全体にわたるシンメトリのことで、パターンのなかのパターン、つまり

「回帰」を意味している。 

 

 一方日本では上田睆亮という学者が、機械的バネのふるまいに似ているが、もっとずっと高速の電子

回路を研究しているうち、一連の無類に美しいストレンジ・アトラクタを発見していた。 

 

 物理学者同様、数学者もどこへなりと実験が導く方へ、どしどし進んで行けばよい。計算上の数の力

と、直感にじかに訴えてくる目印こそ、数学者が袋小路に迷い込むことのないよう、有望な方向を示し

てくれるのではないか。かくて新しい道が見つかり、新しい対照を隔離したところで、標準的な証明に

戻ればいいではないか。 

 

 それにしても偶然というものは、果たして必要なのだろうか? ハバードもまたマンデルブロ集合と、

生物の情報の記号化との間の類似を考えてはいたものの、そのような過程が確率によるものだなどとい

う意見を聞くと大いに憤慨する。「マンデルブロ集合に偶然性など一切ないよ」と彼は言い切った。 

 

 革命的な境界を越えた会話というものは、必然的に偏(かたよ)ったものである。 

                                トーマス・クーン 

 

 クラッチフィールドに言わせると、「とにかく現在通用している枠組には、どうしても当てはまらな

い、物理的経験の広い領域があるんだという発見ですよ。いったいなぜ僕らの教わったことの中にそれ

が入っていないのか?  ここで僕らは自分の住んでいるこの世界を、改めて見直す機会を与えられたわけ

です。ありふれすぎていて、しかもすばらしいこの世界を見て、何かを理解するという機会をね」 

 

 彼らは夢中になり、決定論や知性の本質、生物進化の方向など飛躍した質問をどしどし浴びせ、教授

たちを困らせた。 

 

 「生物学の上では、平衡状態に達するということはこれすなわち死ぬということだよ」と彼（マンデ

ル）は言い切るのだ。 

 

 彼（マンデル）の見るところ問題はむしろ概念的なものなのだ。脳というこの「最も不安定でダイナ

ミックであり、しかも無限の次元を持つ機械」を治療する従来の方法は、いとも線形的、還元主義的だ

った。彼に言わせればつまりその「根本にある考えの規範は、そもそも遺伝子一個→プチペド一個→一

酵素→神経伝達物質一つ→受容体一個→生物の振る舞い一種→臨床的症状一つ→薬一つ→臨床的評価ス

ケール一つという旧式な形のまま、ちっとも変わっていはしない。そしてこの規範が神経薬理学研究や

治療のほとんど全部を支配しているんだ。ところが実際には五十以上もの伝達物質があり、細胞の種類

は数千、複雑な電磁現象と、蛋白質から脳波にいたるまで、全レベルにわたって不安定さに基づく自立

運動が絶えず続いている。それなのに脳はいまだに点から点への化学的電話交換台みたいなものと考え
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られているんだからな」いったん非線形力学の世界に触れた者は、このような現状に対し「いやはや何

と幼稚なことか」と呆れるばかりである。 

 

 彼のほかにもカオスの形式を人工知能の研究に適用し始めた学者たちが大勢いる。たとえば引力圏の

間をさまよう系の力学は、記号や記憶をモデル化する方法を探している研究者の心を大いに惹くものが

あった。「アイデア」というものを定義するにあたって、離れていながら重なり合い、磁石のように引き

合いながらも互いを自由に泳がせるような、境界のぼやけた領域と考える物理学者なら、「引力圏」をも

つ位相空間のイメージに心を向けるのは当然のことである。 

 

 エルヴィン・シュレーディンガーは、四十年も前に次のようなことを言っている。「生物というものは

自分自身に『秩序の流れ』を集中するという、驚くべき力を持っている。その力があるからこそ、原始

的混沌へとおちいって亡びるという運命を逃れているのだ」と。 

 

 全体から部分だけを切り離して研究することの無益さを感じる者もまた増え始めたが、彼らにとって

カオスこそは、科学の還元的な研究制度に終止符を打つものとなったのである。 

 

 生態学で今まで基本的だとされていた概念は、怒り狂う嵐の前の霧のようなものだ。その嵐とは、こ

の場合全面的な非線形的嵐のことだが」と。 
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素材抜粋 

 

複雑系科学者、市場予測に 

挑む 

 

]トマス・パス『マネーゲームの予言者たち』  

栗原百代訳 徳間書店 2001 年 

 

 

 

 ジョーンズのロビン・フッド基金は、ウォール街の富者から奪い取った数百万ドルという大金を二ュ

ーヨークの恵まれない人々に与えている。 

 

 「成功したのは、エリオット波動論のおかげだ」と、ジョーンズ。太陰周期やフィボナッチ数列な

ど、テクニカル分析と呼ばれる魔術師の鞄から取り出される秘法は、おおかた信じているという。 

 

 ウォール街の投資家は二つの陣営に分かれる。ファンダメンタルズ派対テクニカル派。ファンダメン

タルズ派は経済データーや企業レポートをじっくり研究し、″価値 ″を見きわめようとする。価値思考

の投資は流行に反し、保守的で、プロテスタント的な厳格さをもつ。長期的なリターンを求める、地道

で手堅い商売である。一方、テクニカル派は、どちらかといえば、神の介在を信じやすい人たちだ。市

場の不可思議な動きは、前触れもなく運命を逆転させ、底辺であえぐ株が天から報いられることもあ

る。テクニカル派のトレーダーは、オフィスの壁に図表を貼りまくり、有効とおぼしきトレーディング

手法はなんでも試す包容力をもつ。 

 

 「父は金儲けはいつも二の次にしてたわ。他人のお金をいじるのではなしに、仕事を創造すること

が、起業家としての父の生きがいだった」 

 

 ワインバーガーの世界観によれば、金融市場を支配する根本原則は、その数学的な空間がどんどん抽

象化する傾向にあるということだ。まずは一次的市場（発行市場）。ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は株

式を一般に売りに出し、この株式公開から得た資金を使って工場を建て、自動車を製造した。それから

二次的市場（流通市場）。投機家、おばあちゃんたち、年金基金ーーあらゆる売買希望者によって、ＧＭ

の株がやりとりされる証券取引所がそれだ。……。株式市場に寄食する投機という行為は、有効に機能

すればこそ正当化される。投機は、資本主義の資本を円滑に流している。それゆえ、株式市場はホーチ

ミンシティーからモスクワまで、世界各地に整備されつつあるのだ。 
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 １９７２年から８２年にかけての十年間に、通貨先物、オプション、株価指数といったデリバティブ

が登場し、三次的市場ともいうべきものが生まれ、資本主義の数学的空間は一層抽象的になった。 

 

 株価指数のみに賭けられた金は、株式市場には直接入ってこないし、株式市場で賭けられた金は、企

業の直接の財源とはならないという事実が、デリバティブ市場の寄食性を倍加させている。 

 

 しかし、いよいよ抽象化し難解になった三次的市場での賭けは、資本主義を円滑に進める役割を果た

している。だから、どこかの新任財務大臣が、この事実を知らずに人民のデリバティブ売買を禁じよう

としたら、目も当てられない。「金は望まれるところに行き、これを重んじるところにとどまる。それだ

けのことだ」とシティコープの元会長、ウォルター・リストンの言である。いまや世界の投資資本の大

部分は「国境なきマネー」であり、かって金融市場の貨幣の移動を統制していた各国の財務省や中央銀

行の力は、もはやそこにおよぶものではない、とリストンは言う。 

 

 「二次的市場は、一次的市場が適性に機能するのに不可欠だ。そして三次的市場は、二次的市場が適

性に機能するのに不可欠になった」 

 

 ワインバーガーの見方では、これらの市場は不確定なものに過ぎないが、補完しあうことにより、投

資家が金利リスクや市場変動リスクをヘッジする助けになる。キーワードはーー流動性。ゲームが手早

くすめば、そのぶん大量のマネーがテーブルに載る。「流通市場は派生商品の流動性を高める」たたし、

ワインバーガーは断りを入れた。「とはいえ、請合ってもいいが、“おい、ずいぶん経済に貢献してる

ぞ”なんて自賛するトレーダーはいない。目的が違うんだ」 

 

 市場のアイロニーというべきか、数字脅迫症で変動依存症の強突張りどもが、ともかく資本の流れを

作っており、その金でＧＭが工場を建設し、雇用を創出する。このプロセスを動かすのが、アダム・ス

ミスのいう“見えざる手”だ。こうした経済の基本的な力ーー今日では複雑適応系と呼ばれるものーー

が、どうにかこうにか私欲を公益に変換する。市場は数学的空間を満たしつづけるから、この基本的な

力はすでに四次的市場を生み出そうとしている。それはオプションのオプション、グローバルな指数の

指数に賭ける、二重のデリバティブ市場である。 

 

 ブラック・ショールズ・モデルをオプション市場に適用した当初から、オコナー社は、めざましい成

長曲線を描いていた。１９７０年代には、ラサール通りの数学天才軍団ほどにこれらの価値を知る者は

なかったので、儲かる一方だった。オプション算出式が認知されだすと、オコナー社は、また別の面で

進化した。まずはリスク中立的な投資を設計した。株とオプションを組み合わせたバランス運用によ

り、分野間のリスクを相殺するものだ。その後は、リスク裁定にも進出して、株の買占めや企業乗っ取

りで生じる株価の激しい変動から利益をあげていった。 

 

 プレディクション社に送られるデータは、流れてやまぬ滝のようだった。始値、終値、売り値、買い

値、売り呼び値、買い呼び値……。しかし、この数字の川に見えない大小の渦があって、不意に進路を

変えた先に、予測する男たちが、“制度的移行”と呼ぶことになるものが潜んでいるとしたら？ この突
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然の方向転換―上向きか下向きかバラバラに動いていた市場が、やにわに反対に動き出す―すなわち、

制度的移行の背後には、非線形力学と群集心理がある。グローバル市場は、世界のあちこちで時々刻々

行われる世論調査だ。市場は見解をぐらつかせ、噂や新しいアイディアに驚きながら、不意にヒステリ

ーや高揚感に襲われることもある。 

 

 日本のバブル経済やアジア市場の破綻は、制度的移行であった。ジョージ・ソロスが成功を収めた英

ポンドへの攻撃も、リチャード・ニクソンの金・ドル本位制廃止の決断も、オプションやデリバティブ

の発明も、ソビエト連邦の崩壊も、なんにせよ、市場を動かす世界情勢はそうである。大きな変化なら

説明がつきそうだが、小さな動きや理由が定かでない動きは？ 市場は変動しつづけるか、一定のアト

ラクター（誘引）に収束するのか？ 「陰でスイッチをいじられてるって感じだ」ドアンが愚痴をこぼ

す。「狙う的が絶えず動いているんで、統計的な平均には意味がない。実際、そんなものは存在しないん

だから」 

 

 分析の結果、自然の事象の多くはランダムではないことを、ハースト（イギリスの水文学者）は知っ

た。自然は過去の記憶を保ち、過去を模倣しているように見える。未曾有の大洪水や旱魃は、まとまっ

て起きる傾向がある。「洪水は、概して水位が高いときは長期間にわたり、低いときはそうでもない」ハ

ーストは述べた。市場にも同じことが言える。大きな動きがあった翌日には、また大きな動きが起こり

がちだ。変動性には傾向があるのだ。 

 

 しかし、ハーストのグラフは正規分布にならなかった。グラフの尾が太く、データの塊が端のほうに

集まっていて、そこで旱魃や洪水など、異常な事象が起きたのだ。ハーストは、こうした太い尾のグラ

フと正規分布のグラフとの偏差を測定する方法を考案した。それは今ではハースト指数と呼ばれ、ある

異常な事象につづいて同様の事象が起きる可能性を測るものだ。ハースト指数が大きければ、その過程

が連続する傾向があることを示している。ハーストの数式は、カオスなどの非線形現象の測定に挑んで

いる研究者や、市場データが太い尾のグラフを描くことに気付いたアナリストたちから、高く評価され

ている。 

 

 「非定常性は、単一の動物ではなく、むしろ雑多な動物が集まった動物園である」多数の研究論文の

中でも社外秘とされたものに、ドアンは記している。結論としては、この問題を切り抜けるための最善

の道は、「モデル集合」を構築して非定常的なターゲットを柔軟にとらえることである。たとえば、プレ

ディクション社の為替モデルでは、じつに三十二のサブシステムを組み合わせている。「並行予測」の原

則どおりに働き、「投票」したものを踏まえて、買いや売りの判断を下すのだ。 

 

 「市場に関する根源的な真理の一つに、市場の力学は非定常的だということがある」ノーマンが説明

する。「安定した統計的性質を持つアトラクターの存在を示す証拠は、見当たらない。それがカオスの特

徴なのだから。僕らが見ているのはカオスじゃない。なにかほかのものだ。ストレンジ・アトラクター

よりさらにストレンジなアトラクター、とでも言おうか。実のところ、アトラクターでもなんでもない

のかもしれない。 
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 市場には、構造としてのまとまりや、統計上は定常的なパターンを示す時期もある。だけどそれは、

いつかは消滅してしまう。構造という雲は、浮かんでは消える。プレディクション社の仕事は、こうし

た構造のかけらを―なるだけ強力なシグナルを発し、長持ちするやつを―見つけることなんだ。この構

造がいつ現れ、いつ消えるかが知りたい―消えてしまうものに賭けたくないから。 

 いまあるのは、この凝縮する構造の曖昧なイメージだけだ。統計学、モデルリング、力学系といった

分野で研究が確立したものじゃない。まだ名前もない―ストレンジ・アトラクターよりさらにストレン

ジなアトラクター、という以外は。“移行または消滅するカオス”も悪くないけど、この呼び方は矛盾し

てるね。カオスについての根源的な真理の一つが、不変測度というものがあること。安定した統計学的

特性で、カオス的なアトラクターを特徴付けるものだ。だから、この、よりストレンジな系と、カオス

のようによく知られた数学的特性とを結び付けないほうがいい。この系には、まだ定理もモデルもな

い。数学的には未知の領域なんだ」 

 

 「予測可能な構造を見つけて、それによる売買行うことは、市場をより効率的にする。こうした売買

が市場全体の変動性を減じ、したがって市場参加者のリスクが減じられる。成功した予測者にもたらさ

れる利益は、市場の効率性を増してリスクを減じた働きにたいする市場からの報酬のようなものだ」 

 ノーマン 

 

 ノーマンの主張によれば、金融予測業者は、他社の労働にたかる寄食者どころか、資本主義の善玉

だ。市場の深さと流動性と透明性を保つ－これらの経済用語にしても物理学からの借用－ことに役立っ

ている。 

 

 “深さ”があるとは、市場がマネーで満たされていること。“流動性”があるとは、マネーがあちこち

に流れていること。“透明性”があるとは、インサイダー取引や独占や価格操作といった不正で流れが阻

害されないこと。いずれにせよ、プレディクション社が開発した金融予測モデルは、現在利用できる最

高の不正探知機だ。世界経済の鼓動を捕らえて、ある種、うそ発見器のような働きを示す。金融の流れ

や変動をきわめて敏感に察知し、市場の異常をまたたく間に突き止める。証券取引委員会がこの技術を

手に入れたら、それこそ秩序を保つ者にとって夢のような話だろう。 

 

 ドアンは、プレディクション社の事業の倫理性を擁護するため、べつの方針をとった。「ビットに立つ

トレーダーは、人類の叡智を結集した意思決定機関の一部だ。商品が取引される価格は、農家がもっと

小麦や大豆を作るかどうかを左右する。株が取引される価格は、資本投下が自動車やコンピューターの

製造に向けられるか否かを左右する。トレーダー相互のやりとりが価格を決定し、社会全体に資源を配

分する。これは民主主義と同様、あまり機能的でない非効率なシステムである。しかし、他の知られて

いるシステム、たとえば中央集権的な経済よりは勝っているようだ。 

 

 ドアンがこのテーマに下した結論は、警告めいていた。「金融取引の倫理性について云々したところ

で、どれも見当違いのような気がする。金融市場は自己組織系であって、その創発特性はよくわかって

いない。投機家は暴落を起こしたとか、国家経済を破綻させたとか、ほかにも悪行のかどで非難されて

きた。だが投機家がいなかったら、市場は機能しないだろう。たしかにもつとよい方法があるとは思う



- 59 - 

 

が、それがどんなものなのかは、まったくわからない。そして、それがどんなものかわかっていると言

う連中には、注意するようにしている」 

 

 二十世紀最大の研究所として三つを挙げる。トランジスターを発明した、ベル研究所。コンピュター

のマウスとウィンドウ・システムを生んだ、ゼロックス社のバロアルト研究センター。原爆を開発し、

近年では複雑系研究に取り組んでいる、ロスアラモス国立研究所の理論部門。 

 

 １９９９年には、デリバティブの名目元本ベースの取引高（年間）は、九十兆ドルにものぼってい

る。 

 

 「市場は未来を見越すものではなく、これを正確に捉えるはずもない。むしろ、未来を築くように動

くのです。一定の状況では、いわゆるファンダメンタルズ、市場を反映するものに悪影響をおよぼしま

す。そういう場合、市場は動的不均衡の状態に陥って、効率的市場仮説では説明できないようなふるま

いを見せるのです」 

                        ソロス・下院銀行委員会公聴会宣誓証言 

 

 目標管理（ディヴィッド・パッカード自伝『ＨＰウェイ』）は、統制管理の対極にあるものだ。軍隊の

ようなトップダウン方式で仕事をすべて割り振ることはしない。企業の目標に、監督者も労働者も関係

者すべてが同意するシステムである。目標がどう達成されるのかは、任された社員しだい。「それはマネ

ジメントにおける分権化の理念であり、まさに自由企業の本質である」と、パッカードは書いている。 

 

 金融自由化のつぎなるステップは、すべてのコンピューター利用者に開かれたトレディング・ネット

ワークの開発だろう。これは中間業者を排除し、注文の執行時間と手数料をゼロにまで切り下げること

になる。「この種のことでは、機械のほうが人間よりずっと手際がいいし効率的だ」ニューヨークの投資

銀行家ディヴィッド・ショーが言う。ショーをはじめ金融界の起業家たちは、電子取引ネットワークの

構築を急いでいる。いつの日かニューヨーク証券取引所は閉鎖に追い込まれる、とショーは予想する。 

 

（ 情報をシャッフルする 高野 義博 ） 

 

 金融市場には、従来の数学的手法は通用しない－それがドアンたちの出発点だ。線形原理を前提とし

た単純な還元論を拒み、複雑なものを複雑なまま、全体としてとらえ、その系自らにパターンを描かせ

る非線形の予測テクノロジーを構築しようとする。だが理論から実践に向かうとき、跳び越えなければ

ならない障害は、思いのほか高いものだ。質が悪い（ノイズが多い）うえに入手困難なデータ。気が遠

くなるほど込み入った、膨大な数のプログラミング。完璧と思われたモデルをいとも簡単に破壊する、

ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）の市場介入などの外的ショック。 

                              栗原百代「訳者あとがき」 
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素材抜粋 

 

外資の常識 

 

藤巻健史著 『外資の常識』 日経 BP社 ２００１年 

 

 

 

 何しろ日本では「出る杭は打たれる」のである。しかし、「出すぎた杭は打たれない」のも事実であ

る。 

 

 ちなみに米銀ではリターン・オン・アセット－資産を使うことで何%ぐらいの利益が上がるのか、すな

わち利益の絶対額ではなく資産の利用効率に注目すること－の考え方が重要でバランス・シートを使っ

て、このような薄利のビジネスを行うことは御法度であった。 

 

 ついでに言えば、日本がなぜバブル崩壊以降の１０年間、景気対策に四苦八苦したか。私の持論で

は、ファンダメンタルズに比し、円が強すぎたからである。１９９８年に巻き起こったアジア危機直前

のアジア諸国と同じである。 

 

アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 

 

ロバート・キヨサキ、公認会計士シャロン・レクター『金持ち父さん貧乏父さん』  

白根美保子訳 筑摩書房 2000年 

  

 ロバートが説明してくれた違いは、雇用する側とされる側の違いだけでなく、自分の運命を自分でコ

ントロールすることと、その操縦をだれかにゆだねてしまうことの違いでもあった。 

 

 きみたちにはものの見方を広げて、それが見えるようになってほしいんだよ。たいていの人はものの

見方がせまくてそれを見ることができない。みんな、自分がはまっている罠が見えないんだよ。 

 

 うん、そうだと思うよ。みんな自分の本当の気持ちを見つめず、お金がなくなったらどうしょうと心

配ばかりしている。そして、その恐怖に真正面から立ち向かおうとしないんだ。つまり、考えもせずに

反応だけしている。頭を使うかわりに感情にまかせて反応だけしているんだ。 
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 いまお話したのは、どうやったら少ない資金から大金を作ることができるかという例の一つだ。ここ

でも、その鍵は財務諸表を理解する能力、投資戦略、市場の動向を読む能力、法律の知識の四つだ。こ

のような知識が豊富でない人は、昔ながらの定石に従うしかない。つまり、安全策をとること、投資を

分散し、安全な投資だけをするという方法だ。この「安全な投資」というのが問題なのは、「消毒されす

ぎている」場合が多いということだ。つまり、安全にばかり重点がおかれているため、儲けが少ない。 

 

 私はコンピューターを組み立てることはできないが、ばらばらになっているチャンスを組み合わせる

ことはできる。 

 

 私が最初の著書 ”If You What to Be Rich and Happy, Don’t Go to School?” を書き上げたと

き、出版社は書名を “The Economics of Education”（教育の経済学）に変えたほうがいいと言った。

私は出版社に、「そんなタイトルをつけたら、売れるのはたった二冊、私の家族と親友に売るのがやっと

だ」と答えた。 

 

 「広く浅く知る」というのが金持ち父さんのアドバイスだった。 

 

 私は父とよく議論したが、過度な専門化こそが組合による保護の必要性を生み出した原因であるとい

う考えに、父は絶対に同意しなかった。専門性を高めれば高めるほど動きが取れなくなり、その専門的

技能に頼りきりになるということが、父にはどうしても理解できなかったのだ。 

 

 もし金持ちになりたいという気が少しでもあるのなら、焦点を絞らなければだめだ。たくさんの卵を

ごく少ない数の籠に入れる。これが秘訣だ。いつもお金に困っている中産階級の人間がやるようなこと

をしていてはだめだ。つまり、わずかな卵をいくつもの籠に分けて入れるというのではだめなのだ。 

 

 「根拠のない疑いや恐怖が臆病な人間を作る。臆病な人間は批判をし、勝利を収める人間は分析をす

る」 

 

 分析をする勝者には、批判ばかりしている人間に見えないものが見え、また、ほとんどの人が見逃し

てしまうチャンスが目に入る。人が見逃してしまうものを見つけること、それこそが、どんなことにお

いても成功の秘訣だ。 

 

 （ラットレースにはまり込んでいる）チキン・リトルは分析をしないで心の扉を閉める。株式投資に

際して「逆指値」というのがどのように働くかが世の中にもっと知れ渡っていれば、損をしないことば

かり考えながら投資するのではなく、儲けるために投資する人がもっと多いはずだが、残念ながらこの

ことはあまり知られていない。「逆指値」というのは単純なコンピューターのコマンドで、株価が下がり

はじめたら自動的に株を売り払うことを指示するものだ。こうすれば損は最小限に押さえられ、もうけ

を最大にすることができる。「損をするのは絶対にいやだ」という人には絶好の手段ではないだろうか。 
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 これらの偉大な投資家たちの大いなる頭脳に近づく唯一の方法は、おごらずたかぶらず、謙虚に彼ら

の言葉を読んだり、耳を傾けたりすることだ。自尊心が高くて人の話を謙虚に聞けない人、批判ばかり

している人は、本当は自分に自信がなくて危険を冒すことが出来ない人間である場合がよくある。その

理由は明らかだ。何か新しいことを学ぶとき、それを完全に理解するためには失敗を冒す必要がある。

自信がある人でなければそんなことはできない。 

 

 傲慢な人は本を読んだり、講義のテープを買ったりはしない。「なんでそんなことを私がしなければい

けないのだ？」－世界が自分を中心に回っていると思っている人はそんなふうに考えている。 

 

 世の中には、新しい考えが自分の考えと合わないと、あれこれ理屈をこね回したり必死で自説を弁護

しようとする「知的な」人たちがたくさんいる。このような人の頭の中にあるいわゆる「知性」は、傲

慢さといっしょになって「無知」とまったく変わらないものになっている。高い教育を受けている、あ

るいは自分は頭がいいと思っている人の家計の内情が、まったくその知性を反映していないというのは

よくあることだ。 

 本当の意味で知的な人たちは新しい考え方を喜んで受け入れる。なぜなら、そういう人は新しい考え

方がこれまでに蓄積された考え方といっしょになって強力な武器となることを知っているからだ。人の

話に耳を傾けることは自分が話すことよりも大切だ。 

 

 もう一つ大切なことを教えよう。すべてがどんどん変わっていく現代においては、あなたが何を知っ

ているかはもうあまり意味を持たなくなっている。なぜなら、あなたが知っていることがもう時代遅れ

になっている場合が多いからだ。問題なのはいかに早く学ぶことができるかだ。この技術を身につける

ことはひじょうに大切だ。 

 

 私が「教えれば見返りがある」と言うのは、こういうわけなのだ。何かを学びたいという人に誠意を

持って教えれば教えるほど、あなたは多くを学ぶことができる。お金について学びたければ、だれかに

それを教えてあげることだ。そうすれば、新しいアイディアやもっとするどく物事を見分ける方法が、

あなたのもとにどっと流れ込んでくる。 

 

 物事を複雑にして、シリアスに考えすぎる人が世の中には多すぎる。 

 

 スーパーマーケットが値上げをするとそっぽを向いてほかで買い物をする消費者が、株式市場が値上

がりをすると買いに走る。これではお金が貯まらなくても当然だ。 

 

 ここでの教訓は、「パイはまるごと買って分けろ」ということだ。たいていの人は自分の持っているお

金で買える範囲のものしかさがさない。だから小さいパイしか見つからないのだ。そして、結局一切れ

のパイしか買わないから、割高になる。物事を小さくしか考えられない人は大きなチャンスをものにで
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きない。もっと金持ちになりたいと思っている人は、まず物事を大きく考えるようにしなくてはいけな

い。 

 

 「小さい人」は小さくしか考えられないから、あるいは一人で行動しようとするから、小さいままで

いる。あるいはまったく行動しないからという場合もあるだろう。 

 

 いま私たちはただ毎日を生き延びるためだけにでも、以前よりも多くのフィナンシャル・インテリジ

ェンスを必要としている。 

 

 繰り返して言うが、お金は一つのアイディアにすぎない。 
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素材抜粋 

 

賢明な投資家への道 

 

蔵元 康雄(経験３０年のポートフォリオ・マネージャー)著『賢明な投資家への道』 

経済法令研究会 １９９９年 

 

 

 

株式を公開する以前は、その会社は限られた株主による「マイ・カンパニー」でした。公開後は、「ユ

アー・カンパニー」、つまり「市場で株を買ってくれた不特定多数の株主の会社」になるのです。したが

って経営者は、集めた株主資本を効率よく使って会社を成長させ、投資してくれた株主に利益を還元す

る義務を負います。もし、それが不十分であれば、株主が経営者をクビにする。欧米ならこれが常識で

す。 
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素材抜粋 

 

投機バブルー根拠なき熱狂 

 

ロバート・J・シラー著  

『投機バブルー根拠なき熱狂－アメリカ株式市場、暴落の必然』 

訳 ダイヤモンド社 ２００１年 

 

 

 

 彼ら(ウォール街のプロ)が発言する機会は、推薦広告やメディアでの短い引用に限定されているから

だ。物事を整理するには、本を丸ごと書かねば足りない－たとえば、本書のような。 

 

 市場評論家として有名なジェームス・グラントは次のように話している。 

「ウォール街では、正直さがカネになったことなど一度もないが、それでもブローカーたちは、表向

きは正直そうな顔を取り繕っていたものだ。だが今や彼らはうわべを飾るのをやめてしまった。『証券調

査』と称する部署は、これまで以上に単なる販売部門に従属するものになってしまった。投資家は注意

したほうがいい。」 

 

 米国の年金基金における最も革命的な変化は、確定給付型年金プランが減少し、代わりに確定拠出型

年金プランが拡大したことである。その重要な節目になったのが、初めて４０１Kプランが誕生した１

９８１年である。その後４０１(k)は、内国歳入庁の画期的な採決によって追認された。 

 

 １９８２年に市場が底を打って以来、さまざまな要因によって、確定拠出型年金プランの成長が促さ

れてきた。労働組合は伝統的に、組合員の定年退職後の福祉を保障するため、確定給付型年金プランを

要求してきた。その組合が衰退してきたということは、このタイブのプランに対する支持が減ったこと

を意味する。長年にわたって労働組合と確定給付型年金プランの根城となっていた製造部門の重要性も

弱まってきた。また、経営サイドでも、確定給付型年金プランの人気は落ちていた。いわゆる資金過剰

プランのせいで、企業が乗っ取られやすくなるケースが見られたからである。確定拠出型年金プランの

ほうが、確定給付型年金プランよりも管理者にとってコストが低いと考えられている。さらに、確定拠

出型年金プランは、自分の投資を監視していたいと考える従業員のあいだで人気が高まっており、企業

がすべての従業員に対してこの種のプランを提供する傾向が生じている。 

 

 株式市場に対する関心が、年金プランというレンズを通して向けられる場合、それは長期的にものを

見る考え方を促進する可能性がある。……。こうした長期志向の考え方は、株式市場の水準を押し上げ

る可能性がある。投資家が短期的な変動ばかりを気にする状況が避けられるからだ。  
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素材抜粋 

 

ネット・トレーディングのいかさま師たち 

 

ジョン・Ｒ・エムシュウィラー『東京ジョー』 

栗原百代訳 角川書店 2000年 

 

 

 

 これをきっかけにガードナー兄弟は、ＡＯＬの会員特典を利用して自分たちの株式討論サイトを開設

しようと考えた。サイト名はもちろん、＜モトリー・フール＞だ。ほどなくＡＯＬの会員が大挙して押

し寄せ、株について議論するようになる。ＡＯＬは＜モトリー・フール＞を公認サイトとして、その事

業の 20％を買い取った。 

 

 サイバースペースでは、悪意に満ちた言葉、大人げない言葉、侮辱的で残酷でさえある言葉で、他人

を評しがちである。たしかに、書き手たちを大胆にしているのは、インターネットの株式チャットの世

界が提供する、匿名性という隠れ蓑だろう。 

 

 もちろん、＜ソシエテ・アノニム＞に入会を希望する人のためのページもある。一般会員は、会費が

月に百ドル。毎日パクからメールが届き、＜ソシエテ・アノニム＞の非公開ページの大半にアクセスが

可能となる。特別会員は、月額二百ドルで、リアルタイムの株式チャットルームに参加できる。 

 

 １９９９年の秋には、＜ソシエテ・アノニム＞の会員数は、三千人を超えていた。一人につき百ドル

以上だから、月に三十万ドルを超える額の会費が入ってくる。 

 

 ＤＤ／DＵＥ ＤＥＬＩＧＥＮＣＥ [詳細調査]  

 ある会社の事業内容、成長性、犯罪歴のある役員の有無を調べること。掘り出し物を買う前にしてお

くに越したことはない－自分のお金に、バイバイしたくないなら。「その株をＤＤした」のような動詞の

用法もある。ＤＤは不徹底だと、「だめ・だめ」の略ということにもなりかねない。 

 

 ＥＭＯＴＩＣＯＮ  

 ：－）うれしい   ％*＠：－ 二日酔い  ：－Ｐ べぇ～ 
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素材抜粋                                   2001/11/11 

 

サルになれなかった僕たち 

 

ジョン・ロルフ/ピーター・トゥルーブ『ウォールストリート投資銀行残酷日記』 

三川基好訳 主婦の友社 ２００１年 

 

 

 

日米銀行役職対応表 <アメリカ>     ⇔     <日本> 

チェアマン  ⇔  会長 

バイスチェアマン  ⇔  副会長 

CEO   ⇔  最高経営責任者 

CFO    ⇔  最高財務責任者 

シニア･マネージングディレクター   ⇔   本部長 

マネージングディレクター    ⇔   部長 

ディレクター    ⇔   次長 

シニア・バイスプレジデント   ⇔   課長 

バイスプレジデント   ⇔   課長代理 

アソシエイト   ⇔   主任 

アナリスト   ⇔   一般行員 

 

 ステーキを売るんじゃない。ジュージューという音を売るんだ。 

エルマー・ウィーラー 

 

 プレゼンテーション資料にはオリジナリティは無縁だ。使用済みの五種類の資料の中身をごちゃまぜ

にした三つのセクションの前に、新しい全体説明をつけただけのものだ。全体の構成はみな同じで、全

部で四つのセクションからなっている－全体説明、資本市場の近況、評価、提言である。 

 

 実績対比一覧表を読み替えるというのは、表の中から“妥当な”取引ではないと称して項目を少しず

つ削っていって、自分の投資銀行が一位になるようにもっていくことだ。それには１００万種類も手が

ある。まず、対象を一定限度額内の取引に絞り込む。次に特定の業種に関する取引だけに限定する。そ
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れでもまだナンバーワンになれない？ だったら外国企業相手の取引を全部除外してみろ。あるいは別

の取引と同時進行で行われたものは除外してもいいかもしれない。可能性はほとんど無限だ。必要なだ

け整形手術をほどこせば、どんながに股のへちゃむくれだってスーパーモデル並に仕立て上げられるの

だ。 

 

 みずからの倫理観に第二抵当を設定する覚悟があれば、すべてノープロブレムだ。 

 

 創意工夫に富んだバンカーのもうひとつの重要な武器が、割引(ディスカウント)キャッシュフロー

（ＤＣＦ）分析だ。ＤＣＦはあらゆる汚い手口の父祖でもある。これを使えばポルノ映画の女王リン

ダ・ラブレースをカトリック系の学校の女生徒のように、リチャード・ニクソンをエイブラハム・リン

カーンのように見せることができる。ＤＣＦ分析では、企業のキャッシュフローを何年分かを予測して

将来の値を割り出し、それを現在の値ということにする。 

 

 この方法は、ほとんど活動実績がない企業に対して特に友好だ。他社比較分析では、少なくとも評価

される企業にある程度の年間収入やキャッシュ・フロー、あるいは現在の収入がなければ評価のしよう

がない。ＤＣＦにはその必要がない。その問題を、企業が将来どのような収益をあげるかを予測し、そ

れに基づいて企業価値を算出するという巧妙な方法でクリアーしているのだ。 

 

 アソシエイトはまず最初にＤＣＦを試してみる。それによっておおざっぱな数字をつかむのだ－実態

は関係ない。予測では必ず年間収入は増加し、経費は減少することになっている。その結果、ＤＣＦの

試算によれば企業には莫大な価値があることになる。莫大な価値があると言われればＣＥＯは大満足

だ。 

 

 窓口で客の相手をする係（テラー）をはじめ、秘書その他は“バンク・クラーク”と呼ばれる。それ

に対し“バンカー”とは、はじめから管理職として採用された幹部候補生だ。少なくとも、建前上はそ

うなっている。そして給料は破格だ。大学卒業後、広告関係の会社に就職した著者の一人の年収は二万

ドル足らずだった。それが投資銀行一年目にして、二〇万ドルを超える年収を得る。ＭＢＡの称号を取

得し、世界経済の中心地ウォールストリートの投資銀行のバンカーとなった著者らは、すでにアメリカ

金融界の大物になった気分でいた。ところが、若手バンカーの彼らに与えられたのは、果てしのない単

純労働であった。おまけに上役には家畜のようにこき使われ、趣味もプライベートも一切捨てた、週に

１００時間労働という生活を強いられることになる。プレゼンテーション用の資料に使う空疎な文章を

次々に書かされ、書いた文章をめちゃめちゃに直され、直されたあげくに元の文章とほとんど変わらな

いものになったりする。できた文章をワープロで清書し、ＤＴＰで体裁のいい冊子の形に仕上げるに

は、バンカーであるはずの彼らが下働きの職員たちに必死で頭を下げなければならないのだ。 

                              三川基好「訳者あとがき」    
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素材抜粋 

 

ブルーチップ市場創設のすすめ 

 

出典：平成１３年２月２０日付日本経済新聞「十字路」－井出 正介 

 

 

 

株式投資を柱に豊かな年金社会を築いていくためには、一般投資家が安心して投資できる「ブルーチ

ップ（優良銘柄）」の存在が不可欠。 

  

といっても、いきなり欧米並みの１５％を目指すのは至難の業。そこで最近３ー５年間の平均連結Ｒ

ＯＥが１０％を上回ることを「ブルーチップ」の条件にし、それを満たした銘柄だけを上場する「ブル

ーチップ市場」を東証に創設してはどうだろうか。 

  

決算が発表されて、平均ＲＯＥが１０％を切った銘柄は自動的に一般市場に格下げし、また一般市場

銘柄には国を挙げて「１０パーセント・クラブ」への昇格を奨励するのである。 
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素材抜粋 

 

隠された官の聖域 

 

出典：北沢 栄著『公益法人』－隠された官の聖域 岩波新書 

 

 

 

 それ（民法第３４条公益法人の設立）は「公益」の定義がないことである。設立許可権限を持つ主務

官庁が「公益性のある非営利事業である」と判断して認定さえすれば許可できるわけである。肝心の

「どういう事業が公益性があるのか」を判定する「公益」の定義はないから、結局、客観的な基準によ

ってではなく、主務官庁の官僚の裁量次第で、「公益事業かどうか」が決まってしまうわけである。 

 

 国際的にみてベラボウに高い日本の物価高の要因の一つは、こういう「見えない政府」が作り上げて

いる仕組みによるものだ。 

 

 局長通達は、局長の一存で主務大臣をも素通りして出せる。法的根拠はなく、不透明きわまりない行

政の支配ツールだ。日本の行政で透明なのは、法律（議会が決める）、政令（閣議で決める）、省令（大

臣が決める）、告示（大臣が決める）まで。……。ところが、官僚は「通達」を勝手に出して、自分たち

の利益に利用できる。 

 

 そこで、官庁はあることを決め、広く世に知らせようと考えるなら告示することになる。なるほど告

示は形式的には大臣の名で出されるが、事務局が発案し大臣に代行して大臣のハンコを事務方が押せ

ば、それで一件落着だからである。実態は、官僚が自分の裁量で必要に応じて難なく出せるのである。 

 

 「非公開の金融情報」を限定した企業に提供する、とのうたい文句で会員に誘い、会員の金融機関か

ら１社当たりなんと年間３００万円もの寄付金を会費として納めさせてきた。このような超高額の寄付

金を要求できたのも、同基金（大蔵省の社団法人「研究情報基金」）が監督権を持つ大蔵省によってつく

られ、歴代大蔵トップが天下る法人だったためだ。 

 

 会員の三分の二を占める銀行・証券・保険など金融機関側は、大蔵省の機嫌を損ねないよう、泣く泣

く会員になって高すぎる寄付金も納め、なかには同社団に協力するため社員を研究目的などとして、給

与は自己負担で派遣した銀行もあった。 

 

 結果、公益性の定義がないため、設立権限を握る主務官庁は、自分たちの裁量で公益性の有無を考

え、公益法人の設立を許可することができる。 
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 公益法人ならぬ官僚の利益のための「官益法人」が数多く生み出された背景には、こうした制度的欠

陥があった。 

 

 １７世紀以来の伝統を持つ英国のチャリティ委員会が重要なモデルとなる。 

 

 当時（１７世紀英国）、協会の権威の没落を穴埋めするように、民間のボランティア協会が誕生してい

る。旧教徒（カトリック）の責任に、新教徒（プロテスタント）と市民の責任がとって代わりつつあっ

たといわれる。 

 

 このような定義から出発した英国のチャリティ活動をモデルに、現状の問題多い主務官庁制を柱とす

る公益法人制度に代わる日本版チャリティ委員会を考案すべきである。 

 

 英国チャリティ委員会のホームページ 

http://www.charityーcommission.gov.uk/ccfacts.htm 

 

北沢 栄のホームページ 

   http://www.theーnaguri.com 
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素材抜粋                                   2001/11/22 

 

１００万人を破滅させた大銀行の犯罪 

 

椎名麻紗枝（弁護士･「銀行の貸し手責任を問う会」事務局長）著 

『１００万人を破滅させた大銀行の犯罪』 

講談社 ２００１年 

 

 

 

 バブル期に、金余り現象の中で融資先獲得に躍起となった銀行から、相続税対策を名目に、変額保

険、不動産投資などの提案融資を押し付けられた多数の個人が、その後のバブル崩壊で銀行の提案した

返済スキームが破綻するや、銀行に彼らが長年働いて取得した自宅をはじめ、すべての財産を根こそぎ

奪い取られようとしているのに、国は何ら救済しようとはしていない。自らバブルを煽り、バブルに狂

奔して経営危機を招いた銀行に対しては、国民の血税で経営危機を救っているのに、だ。 

 

 この銀行の提案融資に利用されたのが、８０年代後半より大手都銀から売り出された不動産担保の

「大型フリーローン」であった。大型フリーローンは、従来、銀行の融資の鉄則とされていた「融資使

途の確認」「過剰融資の排除」が取り払われ、不動産の担保さえあれば、資金使途も年収も問わないとい

うものである。銀行は、大型フリーローンにより株投資、不動産共同投資、ゴルフ会員権など、投機目

的にみさかいない融資を行った。 

 

 サラ金では、貸金業規制法第１３条で過剰融資が禁止されているのに、銀行にはこれを規制する法律

がない。 

 

 ８７年１２月発行の『情報活用による融資渉外』（金融財政事情研究会編）は、大手都市銀行の融資渉

外担当者の執筆によるものであるが、この冊子には、リテールバンキング（小口金融）業務拡充のため

のさまざまな提案融資の実践マニュアルが書かれている。 

 

 まず巻頭には、＜今求められているのは、〔融資創造の仕掛け人〕とも呼ぶべき〔提案型融資セール

ス〕を展開できる渉外担当者だろう＞と書かれている。そのうえで、提案融資が成功するためには相続

税対策が有効であるとして、融資渉外担当者は税についての知識を習得することが大事であると書かれ

ている。 
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 このように、銀行は、庶民の相続税に対する不安感につけ入り、大型フリーローンを相続税対策、あ

るいは節税対策を売り物にした変額保険や不動産共同投資などとセットにして大量に販売しようという

意図を、当初から持っていたのである。 

 

 野中さんから相談を受けた９１年当時は、わが国では、「貸し手責任」という言葉自体なじみのない、

いやそんな言葉自体あるという認識すらない状態であった。「お金を融資したら、借りた側にのみ返す義

務が残るだけで、銀行には何一つ責任はない」という論理が少しも疑いをもたれていなかった。しか

し、アメリカを例に取れば、銀行の貸し手責任（レンダーライアビリティ）は、自明のこととして社会

的に認知されていて、ある金融商品について、高度の金融知識を持っておらずその商品について理解で

きない人には売ってはいけないことになっている。 

 

 過剰融資については、ノンバンクについてであるが、９４年３月１６日に釧路簡易裁判所が、「過剰与

信と認められる債務についてその返済請求を認めない」とする注目すべき判決を出している。 

 

 楠本くに代『金融機関の貸し手責任と消費者保護－レンダー・ライアビリティ』（東洋経済新報社） 

 

 銀行被害者の多くは、大手銀行から、リスクの説明はいっさいないまま、相続税対策に最適であると

だまされ、融資を受けて、株式の売買をはじめ、変額保険や不動産小口化商品などを購入させられたの

だ。返済できない銀行被害者の多くは、銀行から担保に取られた自宅を売却して返済するか、もし任意

に売却しないのであれば競売すると脅され、住む家をとられたら自殺するしかない、という状態に追い

込まれている。銀行被害の恐るべき実態はほとんど知られておらず、私たちの味方はあまりに少なく、

敵はあまりにも強大だった。 

 

 今回の予備的調査は、憲法第６２条に定められた議院の国政調査権にもとづくものであり、金融監督

庁、大蔵省の行政機関は、国権の最高機関の行う国政調査に対しては、最大限応えなければならない憲

法上の義務があるのに、回答を事実上拒否しているばかりか、嘘の回答をしているのである。 

 

 この予備的調査への回答で、金融監督庁が、金融機関の協力が得られなければ検査ができないとした

態度に、はしなくも金融監督庁の金融検査に対する姿勢が現れていた。 

 

実際の相続税額を何倍も上回る数字を言って、相続税の不安を煽るのは、銀行・生保の常套手段だ。 

 

 （湖東）教授は、有効かつ明確な相続税対策は、土地評価額の引き下げ、基礎控除の引き上げ、税率

構造の見直し等の法改正しかなく、個人的な対策、個人的な決め手等はほとんど祖家財しないと、指摘

している。 
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 （変額保険裁判で自殺した事例が出たのを機に、自殺問題についての緊急アンケート。用紙の余白に

寄せられた憤懣やるかたない思い） 

 「三権分立などウソッパチ。裁判を含め、この世はすべて資本家のためにある」 

 「裁判官は現状を知らなすぎる。銀行も反省がまったくない。この悔しさと恨みは忘れません」 

 「裁判官は官僚的で事なかれ主義。日本の裁判は成熟していないような気がしてなりませんでした」 

 「味方をしてくれると思った裁判所が大生保と大銀行の味方だったことを知り、悔しくてなりませ

ん」 

 「（裁判官は）被害者の心の痛みより、自分の立身出世と退官後のことしか念頭にないのでしょうか」 

 「裁判所は被告の経歴や地位を重視して（被害者の）主張を斥け、生保レディのウソの主張を見抜け

ず、判決を下した。裁判はまったく信頼できない」 被告を恫喝する裁判官 

『裁判官は訴える！ 私たちの大疑問』（講談社） 

 

裁判所は、書類に押されている印鑑が本人のものでさえあれば、特段の反証のない限り、その文書は

本人の意思にもとづいて作成されたものと推認されるという立場をとっている。 

 これは、一般人の生活感覚に合うだろうか。 

 

 最高裁が印影について推定を認める根拠は、「本人の印章を他人が勝手に使用することは通常ありえな

い」という日常生活上の経験則を基礎としているにすぎない。 

 

 判決の多くは４０年近くも前の最高裁判決を、いまだに踏襲しているのだ。 

 

 したがって、イギリスのように、オンブズマンが提案した調停案に対して債務者の側が同意した場合

には、金融機関のほうでそれを拒否できないという制度を導入するしかない。そうでない限り、大手ゼ

ネコンや関連企業に対しては債権放棄をしながら、個人債務者に対しては身ぐるみはぐという、銀行の

理不尽なやり方がまかりとおってしまうのだ。 

 

 事件処理数で裁判官が評価され、昇給も決まるからだ。裁判官はおのずと、時間のかかる面倒な裁判

は引き受けたがらなくなる。できるだけ時間をかけずに一件落着したがるのだ。 

 

 （併合審理を裁判所が拒んだことに対して） 

 方法は、一つしかなかった。私たち代理人が全部の事件から辞任して本人訴訟にすることだ。本人が

代理人を依頼しないで自分で法廷に出て訴訟活動をすることになれば、いちばん困るのは裁判所だ。 
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 銀行との裁判での借り手の勝訴率は極端に低い。なぜ銀行だけが独り勝ちしているのか。その原因

は、裁判所の体質と裁判の仕組みの問題とがある。 

 

 最高裁による管理統制だ。 

 

 この最高裁の態度自体、政治的である。今、銀行の不良債権の処理が国策とされる中で、最高裁も競

売手続きの迅速化を援護しているのだ。 

 

 銀行は、裁判官にとって、いわば天下り先の一つになっているというのだ。 

 

 東京地裁の裁判官には、最高裁ばかり向いている上昇志向の強い裁判官が多いというのは、かねてか

ら弁護士の間で言われていたことだ。 

 

 同教授（松元恒雄一橋大学教授）は、先物取引、証券取引、銀行取引の金融被害のうち、裁判所が課

する業者への注意義務は先物取引にいちばん厳しく、次に証券取引で、銀行取引に関しては非常に甘い

ことが特徴であると分析している。 

 

 銀行員の証言をさしたる根拠もなく採用して、被害者本人の証言は「にわかに措信しがたい」という

言葉で斥ける判決が多い。人間の嘘をつく心理がわからない裁判官は多いのである。証人の肩書きなど

に幻惑されてしまうのだ。いくら社会的には立派に見える人でも、会社のためであれば、嘘をつくのも

やむを得ないと考える者がいくらでもいることが分からないのだ。何のために裁判官になったのだろ

う、と考えてしまう。 

 

 「認識がなかったことについては過失がない」 

                    （最高裁２０００年７月７日判決） 

 

 大蔵省の上層部は腐っていても、若い人たちは、大蔵省がこのままでよいと考えているわけではない

のではないか。 

 

 その第一歩が、金融紛争処理解決機構の立法化だ。 

 

 その方法の一つとして考えているのが、国家賠償訴訟である。    
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素材抜粋                                     2001/12/17 

 

誰が日本経済を崩壊させたのか 

 

リチャード・A・ヴェルナー著『円の支配者』吉田利子訳 

草思社 ２００１年 

 

 

 

近代日本の歴史の中で、経済・社会・政治システムに根本的な変化が起こったことが二度だけある。

十九世紀末の明治時代、そして六十年前の戦争と敗戦の時だ。どちらの場合も、危機が変化の引き金に

なった。外国による植民地化という脅威が明治時代の改革を推し進め、大恐慌と太平洋戦争、その結果

としての敗戦が第二の大規模な変革を引き起こした。  

 

 日本を変えたのは、日本研究ではなおざりにされることが多かった出来事である。その出来事は戦前

と戦後のあいだに起こった。つまり戦争そのものだ。日本の経済体制は、第二次世界大戦中につくられ

た。要するに産出高の最大化をめざす戦時経済なのである。 

 

日本の政府介入は、計画経済国家と違ってミクロの経済運営というかたちではおこなわれてこなかっ

た。戦時下日本の官僚は、高度成長に最適なインセンティブのある構造を目的として制度的構図をつく

りあげ、明らかな介入をおこなった。 

 

 ヨロッパでは、経済システムが大きく遅れていたために貨幣経済の発展が阻まれていた。中国の皇帝

は九世紀にすでに紙幣を発行し、帝国全体の支配のために利用していたが、ヨーロッパの統治者はなお

も貴金属だけが通貨になりうると考えていた。……。彼ら(ヨーロッパの最初の銀行家・金細工師)の営

み対する誤解のせいで、何世代ものエコノミスト、政治家、有識者は勘違いしつづけ、銀行が「お金を

創造する」という事実がどれほど大きな意味を持つかを理解できなかった。この事実に対する認識の欠

如のせいで、日本経済をあやつる秘密の操縦桿は長いあいだ知られずにきた。いっぽう、戦時下の官僚

たちは銀行の役割を理解し、お金こそ経済の血液であることを認識していた。 

 

 戦時下の官僚による信用統制は、事実上何の変化もなく戦後まで生き延びた。戦後のそれは、法的根

拠のない日本銀行の密かな「窓口指導」(１９６０年代までは「窓口規制」と呼ばれた)というかたちを

とった。「指導」とは中央銀行が厳しく強制する信用の直接的配分であり、日本の戦後経済成功の核心は

ここにあった。さらに、韓国や台湾の成功もこれで説明できる。日本が戦時中に導入したシステムを、

戦後の指導者が引き続き活用したのである。 
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 １９５０年代から６０年代、強大な大蔵省と法的には大蔵省に従属する日本銀行の覇権争いが始ま

り、窓口指導によるコントロールが戦いの道具になった。大蔵省は最初の政治闘争に勝利し、(１９３９

年のヒトラー・ドイツのライヒスバンク法をもとにした日本銀行法の改正を阻止したが、窓口指導はあ

いかわらず日本銀行が握っていた。日銀は金利政策決定権を大蔵省に渡して誤った安心感を抱かせ、量

的政策の重要性に煙幕を張った。金融政策に何の役割も認めず、ひどい場合には通貨は存在しないと想

定する伝統的な新古典派む経済学にのっとった一連の日本銀行研究は、信用統制による量的政策が効果

的ではないことを「証明」してみせた。そこで日本銀行は信用政策は廃止したと声明した。強力なコン

トロールの記憶は年とともに薄れ、１９７０年代になると、君臨するのは大蔵省でも支配しているのは

日本銀行であることに気づく識者はほとんどいなくなっていた。 

 

 銀行が充分なお金を創造しないから物価が下落し、需要が落ち込み、失業が増加するのだから、要す

るに経済に必要なのはマネーである。これほど簡単なことはない。日本銀行が印刷機のスイッチを入れ

ればよかったのだ。 

 

 それでは１９９０年代、日本銀行はどれだけのお金を印刷していたのか？ ほとんどゼロである。大

蔵省が必死になって景気を回復させようとしているころ、日本銀行は少しもあせっていないようだっ

た。日銀は大蔵省に命じられるままに金利を引き下げたが、同時に通貨の流通量を減少させていた。金

利が幾らであれ企業（中小企業）の大半がお金を借りられないのなら、ゼロ金利は何の役にも立たな

い。そして大蔵省が財政支出を増やしても、中央銀行は新しいお金でそれをまかなってやらなかった。 

 

 戦後日本には２６人の首相がいたが、実際的な支配者は５人しかいない。「円のプリンス」たちであ

る。学者もメディアも一般大衆も知らないところで、彼らは政府への報告もなしに日本の運命をコント

ロールしてきた。 

 

 民主主義を回復するためには、プリンスを僭称する秘密集団に暮らしを支配されていることに一般市

民が気づかなければならない。彼ら秘密集団が自分たちの目的のために好不況の波をあやつっているこ

とを、一般市民が知るべきである。中央銀行の行き過ぎた権力に国民が気づけば、日本もその他の国々

の議会もふたたび法を改正し、通貨の創造と配分をおこなう者に説明責任を負わせるだろう。そのとき

はじめて、マモン（富の邪神）のプリンスたちから独裁権力を剥奪することができる。 

 

 クラッシュがいつ起こるかは、信用創造のデータを綿密に観察しつづけることによってのみ予測でき

るだろう。 

 

 現在の「サラリーマン」は会社を「うち」と考え、株主の所有物だとは思っていないから、株主への

説明なしに自分たちの考えどおりに経営して当然だと感じている。 

 

 日本では軍部と、大量失業時代に入省して地方の飢餓を目の当たりにした経験を持つ「革新官僚」が

先頭に立って、自由市場経済からの離脱が進んだ。彼らは高橋亀吉等、当時の指導的な経済評論家の論

文を読んでいた。高橋は、株主という太ったネコの利潤追求を許して失業をはびこらせるものだと自由
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市場システムを批判した。資本家株主は配当引き上げだけを目的に企業を絞り上げることが多い。資金

が流出すれば企業には再投資する資本がなくなる。そのため経営者は長期的利益と企業存続を目的とし

た行動が取れなくなる。いっぽう大株主は乱暴な投機に走り、株価を吊り上げて売却してキャピタル・

ゲインを得たりするから、株式市場はインチキ賭博場も同然になってしまう。日本で利潤追求行動の悪

名が高くなったのはこのころだった。 

 

 革新官僚は、アダム・スミスの言う「見えざる手」を待ってはいられなかった。目に見える自分たち

の手で日本経済を強化しなければならないと感じたのである。 

 

 彼らの考えは、ヨーロッパやソ連から入ってきた反資本主義、共産主義、それに全体主義に強く影響

されていた。しかし、彼らはソ連流の計画経済のようなミクロの経済運営ではなく、インセンティブの

構造を改めることに介入の重点を置いた。 

 

 １９４５年に日本が降伏するころには、戦後経済構造に不可欠な要素のすべてが確立されており、日

本は２０年代の自由市場資本主義から、統制された戦後の「日本型」資本主義へと移行していた。…

…。 

 

 １９３７年から４５年までという短期間にとつぜん戦時経済システムができあがったことは、エコノ

ミストや歴史家を驚嘆させるはずだ。第一に、このシステムは驚くほど一貫していて論理的に整合性が

あり、きわめて効率的だった。このシステムは単独では機能しなかっただろう。全体がまとまって実行

されたからこそ、諸外国の自由市場システムを徹底的に打ち負かし、戦時中の急成長だけでなく、戦後

日本の「奇跡の経済成長」まで実現することができたのだ。 

 

 戦時中の立案者は、どうやってこの一貫した効率的なシステムを短期間に考案したのか。彼らがこの

システムを樹立し、運営したときには、１９３１年以来軍部の直接支配下にあった満州でその原型を実

験した貴重な体験があった。満州での体験を持つ官僚が帰国して母国で同じことを実践したのだ。さら

に満州の立案者たちも、一からつくりあげる必要はなかった。彼らはアイデアの大半をヨーロッパの思

想家やエコノミストから借りてきた。 

 

 近代日本は、昭和という時代全体を見通したときのほうが、ずっとよく理解できる。戦後日本の経済

的、社会的、そして政治的システムの真の原点をつきとめようと思うなら、昭和天皇が即位した１９２

０年代から始めるべきなのだ。 

 

 官僚の見える手が、目的を持って、銀行融資を戦時経済の中心に据えたのである。彼らは銀行融資の

ほうがいろいろな点で好ましいと考え、株式市場や債券市場からの資金調達を押さえ込んだ。そして、

戦時経済体制のなかで資源の配分をおこなう主要な手段として銀行融資を利用した。 
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 だからこそ、中央銀行の幹部はよく「通貨供給」をコントロールすることはできないと言う。しか

し、銀行が創造する購買力の量をコントロールする方法はある。貸出高の伸びの目標値を銀行に示すだ

けでよい。 

 

 日本では、戦時の官僚がライヒスバンクの方式を研究し、銀行システムに対する中央銀行の信用統制

には非常に大きな可能性が存在することに気づいた。彼らはベルリンの日本大使館やライヒスバンクに

直接、人員を派遣した。その一人は次章で登場する一万田尚登である。 

 

 戦時の統制経済の始まりを画した最初の法律は、外国への資金の移動を防止することを目的とし、同

時に輸入を規制するものだった（１９３９年の資本逃避防止法）。１９３７年、中国とのあいだで戦火が

開かれると同時に権力を握った革新官僚は、臨時資金調整法を制定して、通貨の配分の統制に動いた。

この法律で、銀行とその投融資決定は、中央銀行と大蔵省の厳しい統制下に置かれることになった。株

式市場を通じた資金調達は雀の涙ほどになり、資源の配分は銀行システムを頼りにおこなわれた。１９

４２年、戦時の指導者はヒトラーの１９３９年新ライヒスバンク法を翻訳して（ヒトラーは１９３３年

にシャハトを再任命し、四年後にまた追い出して、中央銀行への支配を強めた）新しい日本銀行法を成

立させ、中央銀行を直接、政府と大蔵省の支配下に入れた。資本の流れと外貨を規制する法律とあわせ

て、金融支配のシステムが完成した。 

 

 戦後日本の経済発展は主として金融統制のおかげであり、それは戦時経済体制を最も効率よく動かし

たものだった。金融部門は「高度成長という第二の『総力戦』において、'陰'の参謀本部」だったので

ある。 

 

産業界の多くの指導者にとって、これは屈辱的な事態であった。信用配分は法的根拠のない「非公

式」のものだったが、彼らは一万田とその部下たちの顔色をうかがうしかなかった。委員会もなければ

議論もなく、苦情申し立ての権利もなかった。すべては日銀総裁の一存で決まり、彼は融資拒否をため

らわなかった。 

 

 時代とともに変化する優先部門の決定には通産省が力を貸した。最初は繊維産業、つぎに造船業と鉄

鋼業、その後は自動車産業とエレクトロニクス産業が優先的に購買力の配分を受けた。窓口指導はコン

トロール・センターで、経済に通貨という弾薬を供給した。その結果、日本は１９６０年代、１０％以

上の実質成長率を達成し、識者はこの「奇跡」をめぐって論議するようになった。 

 

 一万田は、大蔵省に金利をコントロールさせればおとなしくなるかもしれないと踏んだ。しぶしぶな

がら、彼は大蔵省に金利の裁量権をゆだねた。大蔵省はとびついた。大蔵省が日銀に信用の量あるいは

配分に関する政策について尋ねると、一万田もその部下も専門用語を並べ立てて、しろうとには分から

ないプロセスだと印象付けようとした。 

 

 １９６５年十一月、最初の国債が市場に出回った。これで、大蔵省と日本銀行の勢力バランスは、日

本銀行に有利に変化した。……。 
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政府は景気刺激のための財政政策を国債発行による借金で実施しなければならなくなり、経済への負担

が増すことになった。紙幣を印刷するのはただだが、国債を発行すれば数世代にわたって、金利が金利

を生むという福利のくびきにつながれることになる。したがって、新財政法はほころびの始まりだっ

た。 

 

法律上はともかく、少なくとも実際には金融政策を自分たちの手に握って、独立して運用するため、

日銀は世間に金融政策の主役は金利のコントロールだと思わせる以外のこともした。日本銀行の刊行物

は、一見、金融政策の決定要因かと思わせる枠組みを説明、周知する舞台でもあった。マネタリズムで

ある。１９７５年に日本銀行が発表した記事は、適切な水準のマネーサプライの重要性を強調した。 

 

彼ら（日銀）の小さな秘密は、彼らの政策はマネタリズムと何の関係もないということだった。窓口

指導を通じて信用創造を正確にコントロールする副産物として、Ｍ(2)+CDのような預金量の目標値も達

成されたのである。 

 

中央銀行の独立を侵食する種々の政治的圧力に対する自衛策として、セントラル・バンカーがマネタ

リズムを掲げることには何の不思議もない。日銀幹部がマネタリズムに真剣な関心を寄せているのは、

この理論が正しいと信じているからではなく、通貨コントロールの独立を冒そうとする外部の圧力をか

わすのに役立つかもしれないからである。要するに、日銀のマネタリズムは政治的策略だ。 

 

急激な高齢化が進んでいるというのに、賦課方式の年金システムの基金は経済を刺激しようという空

しい試みに浪費されていた。 

 

１９７７年、質の高さで定評があった「中央公論」８月号の記事（「大蔵省・日銀王朝の分析」）のな

かで、日本の経済システムの真の性格をはっきりと指摘した最初の、そして唯一の著名人が野口と榊原

だった。彼らは「戦時総力戦経済体制」であると言い切った。 

 

名目国内総生産の伸びは、国内総生産に含まれる取引に使われる信用創造とだけ関連していると考え

るべきだ。 

 

財政支出で需要を押し上げることはできない。購買力が、例えば大規模な公共事業を受注する建設業

に移転するだけだ。ほとんどのエコノミストは単純に経済対策費足し合わせ、その分、国内総生産が増

加すると信じていた。ここでも合成の誤謬が生じる。重要なのは財政支出が何によってまかなわれる

か、ということだ。１９９０年代に圧倒的だったように、純粋な財政政策の場合、大蔵省が国債を発行

して資金を調達する。したがって、民間部門を刺激するための財政政策資金は、まず民間部門から吸い

上げられる。国債を買う投資家は、その前に他の投資先から資金を引き上げなければならない。財政政

策は新たな購買力を創造しない。単に既に存在する購買力を再配分するだけだ。つまり、純粋な財政政

策だけでは経済成長を高めることはできない。財政政策は経済成長に対して中立なのである。 
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信用創造は経済のパイの大きさを決める。財政政策は与えられたパイを民間部門と政府部門でどう分

けるかを決定する。信用創造の額が変わらなければ、財政支出の増加はその分だけ民間部門の購買力を

減らす。したがって、国民所得のなかの民間の取り分は減少する。 

 

 経済の生産能力が１００パーセント稼動していれば、余分な紙幣の印刷はインフレにつながる。だか

らこそ、デフレのもとで生産資源が有り余っているときには、紙幣を印刷すれば需要が増大して、デフ

レから脱却できる。インフレになるのは、経済が拡大してあらゆる生産要素が全部使われているとき、

失業率が最低限まで下がり、すべての工場がフル稼働し、投資が盛んで、それ以上は供給を増やせない

ときだ。そこで景気が充分に上昇すれば、中央銀行は印刷機の回転を遅くしなければならないだろう。 

 

 お金は銀行自身によっても、中央銀行によっても、簡単に創造できる。したがって、最も単純な解決

策は、日銀が通貨を印刷して銀行に与えることだ。 

 

 事実、最も単純で最も効果的な方法は、国債の発行を完全に中止することだ。かわりに、政府は必要

な資金を銀行から借り入れる。債券市場と違って、銀行の信用創造なら新しい購買力が生まれる。中央

銀行が国債を買い入れて財政支出の資金を提供するのを拒否しているときには、この方法がとくに有効

だ。 

 

価格ではなく量が結果を決める。同じことは為替レートにもあてはまるはずだ。金利格差ではなく、

信用創造量の格差が決定要因でなければならない。 

 

日銀の純信用創造量は政策変数で、日銀が意のままに変えられるのだから、１９９５年４月１９日に

１ドル７９円７５銭という記録的な円高をもたらした直接の責任者は日銀であることは明白だ。 

 

 いっぽう、信用創造量が増加すれば必要なかった低金利政策で、富は預金者から銀行へと移転した。

こうして移転された購買力の総額は百兆円を超えたとみられる。イギリスの年間国内総生産より大きな

数字だ。 

 

 バブルの原因は（日銀の）窓口指導の貸出枠だ。 

 

 「金融当局の政策には大いに疑問があった……彼らが窓口指導においてもう少しきつめの政策を取っ

ていたら、こんなバブルという状況は回避できただろう……日銀が引き締めようと思えば、充分にでき

たはずなのに」（日銀担 2） 

 

 われわれは、日本のバブル経済を生み出し、戦後最長の不況と１９３０年代以来という記録的な失業

増加をもたらした責任者をつきとめた。それは日銀内部の少数グループで、彼らは日銀スタッフによる

チェックもコントロールも及ばないところで行動していた。円のプリンスたちである。日本をコントロ
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ールしてきたのは彼らだった。彼らの名は三重野康、福井俊彦、そしてバブル生成の初期には彼らの師

である前川春雄も加わっていた。だが、もうひとつの謎は依然として残る。彼らは高い教育を受け、経

験を積んだ人々である。それなのに、なぜ、そのような行動をとったのか？ 

 

 三重野は、金融政策の目標は迅速な景気回復ではなく、長期的な目標だと語っている。 

「（構造調整を完成させるには）金融政策を運営するにあたっても、このような中長期的な課題を十分に

念頭に置いておくことが重要であることを重ねて申し上げたい次第である。この点、もう少し具体的に

申し上げれば、私どもがこの調整過程のなかで、政策運営の最大のよりどころとしてきた判断基準は、

単に目前の景気を良くするという短期的な物差しではなく、やや長い物差しでみて、日本経済をインフ

レなき、バブルなき、長続きする成長過程に、いかにしてつないでいくかということであった」 

 

 日銀のバトンをプリンス前川に渡した佐々木は、経済同友会代表幹事に就任し、１９８３年１月に

「世界国家への自覚と行動」と題する日本経済の改革と自由化のための５ｹ年計画をさくせいした。 

 

 個の計画は、日本は世界に向けて早急に市場を開放すべきであると呼びかけ、日本経済は「目先の国

益援護型から、世界共通の利益増進型へ転換しなければならない」と述べている。 

 

日銀総裁として前川は、大蔵省が外国との競争から金融部門を保護していることを、「いわゆる護送船

団方式行政のようにすべての金融機関を手厚く世話するというわけにはいかない」と批判した。 

 

歴史家なら、こうした困難を以外とは思うまい。一国が基本的な変革を遂げうる環境はたった一つし

かない。それが歴史の法則だ。じじつ、経済的、社会的、政治的システムの大きな変革を遂げた国は世

界にひとつもない。危機に見舞われた場合をのぞけば、である。どんなシステムにも既得権益があり、

国家全体を揺るがし、エスタブリッシュメントの権力を侵食するほどの危機が起こった場合にだけ、変

革が可能なのだ。そのときこそ、セントラル・バンカーの出番である。 

 

１９９０年代の長期不況と危機の結果、日本銀行のプリンスたちは、大蔵省との闘いに決定的な勝利

をおさめた。……。古い経済のシンボルとも言うべき大蔵省は、失われた１０年の責任、財政危機の悪

化、バブル生成の罪を追及された。大蔵省は無能だ。それどころか腐敗しているという非難が渦巻い

た。 

 

言い換えれば、戦時経済は利害関係者グループのすべてを満足させておくために高度成長を必要とし

ていた。 

 

日本の年金システムは賦課方式を採用しているから、現役労働者の肩にのしかかる負担がとてつもな

く大きくなる。いまでは２人の現役労働者が１人強の年金受給者を支えなければならない。年金受給者

の数が急増するために、年金額を大幅に引き下げ掛金を大幅に引き上げても、まだ資金が不足するだろ

う。ひとつの解決策は、公的年金制度を確定拠出によるエクィティ投資基金を基盤とする民間年金シス
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テムに移行させることだ。だが高齢化社会を養うには、日本の経済成長率を上げるしかない。多くの富

が生み出されれば、老人に分かち合う分も増える。 

 

原注 第１５章 3） 

指導者に、年金問題は人口動態の問題だと言わせておくべきではない。そうではなくて、資金の横領

の問題なのだ。 

 

また、戦時システムは個人の自由をあまり認めなかった。集団的目標の迅速な実現の邪魔になるから

だ。開かれた議論や自由な表現も、仕事の面でも公的生活の面でも戦時経済体制の活力にはならなかっ

た。そのために多くの領域で創造性が押しつぶされてきた。 

 

戦時経済体制は、日本が自由市場方式の資本主義につきものの欠点と膨大な人的コスト、つまり所得

と富の不平等と高失業率、高い犯罪発生率などさまざまな社会的不公正を回避するのに役立ってきた。

システムを維持しつつ、時代に合わせて調整すれば、これらの利点を存続させることができる。 

 

簡単に言えば、名目成長率が潜在成長率より低ければ、インフレどころかデフレ圧力が存在する。…

…。そこでインフレ抑制の見地から、セントラル・バンカーは潜在成長率に大きな関心を寄せるし、潜

在成長率を引き上げる方策を支持するのが一般的である。 

 

１９９８年３月３１日、日本銀行は劇的な政策転換を実施した。とつぜんすべての印刷機のスイッチ

が入り、この四半世紀で最高のスピードで通貨を創造しはじめたのである。 

 

日銀の信用創造量を測るためには、銀行への貸出、金融市場政策、長期債権市場操作、外為市場介

入、すべての不胎化など、その取引のすべてを足し合わせていけばいい。 

 

１９９７年５月２１日、半世紀で初めての日銀法改正案が衆議院を通過した。６月には参議院でも可

決された。施行は９８年４月１日から。……。半世紀にわたる大蔵省や政治家との密かな戦いののち、

プリンスたちは目的を遂げた。戦後の時代を通じて内密に享受してきた強大な権力は、完璧に合法的、

公的なものとなった。彼らは舞台裏の黒幕から、日本の堂々たる支配者になった。この歴史的な法改正

後まもなく、政治家たちは自分たちが何をしてしまったのかをやっと認識した。 

 

民主主義に意義があるものなら、中央銀行の権力を抑制しなければならない。日本でも、他のアジア

諸国やヨロッパ、アメリカでも、法律を改正して、中央銀行は政策について議会に責任を持たなければ

ならないことにする。その政策とは量的金融政策である。この責任には物価安定だけではなく、景気循

環を回避し、完全雇用を達成するという明確な政策目的も含める。そのためには、名目国内総生産の目

標値を潜在成長率のあたりに設定すればいい。日本なら、名目国内総生産の成長率を４パーセントとす

ると日銀に指示する。この目標がたとえば０．３パーセント程度の誤差の範囲内で達成されればよし、

そうでなければ中央銀行の幹部のうち上から三分の一を即座に罷免する。 
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金融政策は民主的に選出された機関の手に戻さなければならない。これには、現在多くの中央銀行が

独占している情報を奪い返すことも含まれる。銀行と信用に関するデータの収集と公表の権限は、独立

した監査機関にゆだね、その機関も定期的に一新すべきである。 

 

……、関係者の責任を問うべきだろう。バブル破裂後、何十人もの銀行家や官僚が逮捕されたのに、

不況とバブルの真の責任者、したがって銀行の不良債権問題の責任者が一度も責任を問われなかったの

はおかしなことだ。 

 

プリンスたちが国を支配しているかぎり、確実なことは何もないし、自由もない。経済も人々の人生

も、プリンスたちの信用というゲームの繰り人形にすぎないからだ。 

 

彼らの論理からすれば、究極の目標は、通貨圏をつないで世界通貨同盟を創り出すことだろう。単一

の中央銀行が運営する世界の単一通貨。それが実現すれば、マネーのプリンスたちの権力は頂点に達す

る。……。危機はときには、驚くほどの効果を生むものだから……。 
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素材抜粋                                   2002/01/06 

 

競争と協調 

 

川本 明 著『規制改革』 

中公新書 １９９８年 

 

 

 

 用語の問題もある。アメリカでの１９７０年代の改革開始期の用語を踏襲し、日本でもこれまで「規

制緩和」（deregulation）という言葉が使われてきた。しかし、規制緩和という語の欠点は、規制のレベ

ルが低くなればすべて規制の「緩和」に該当し、市場競争が実現されたかどうかという肝心の点が焦点

にならないことである。規制制度の全体的な質（クオリティ）を問う、「規制改革」（regulatory 

reform）という語が現在ではＯＥＣＤ（経済協力開発機構）や欧米諸国で一般化しているのも、こうし

た事情による。 

 

 日本経済は、規制ゆえに成長できたのではなく、規制にもかかわらず成長できたのだということをい

ま一度認識しておく必要がある。 
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素材抜粋                      2001/01/06 

 

不良債権問題とビッグバン 

 

堀内 昭義 著『金融システムの未来』  

 岩波新書 １９９８年 

 

 

 

 本書が論じたのは、市場メカニズムの制約が不良債権問題に象徴されるような金融システムの非効率

性を生み出すと同時に、金融システムにおける既得権益を援護し、必要な構造変化を遅らせてきたこと

である。今やわれわれは預金者として、証券への投資家として、あるいは年金基金への参加者として、

日本の金融システムに深い不満を持っている。この不満の原因は金融の市場メカニズムにあるのではな

く、いわば多額の貯蓄資金を経済に提供してきた「声無き」貯蓄者の負担、あるいは一般納税者の負担

で、金融システムの非効率的なエスタブリッシュメントを支えるという現行の仕組みにあるのである。 

 

 また、近年の金融システムの混乱を市場メカニズムとしてとらえ、だから市場は信頼できないのだと

する「反市場主義」の議論は、まったくの事実誤認の所産である。実際には、われわれが直面している

困難の多くは、金融システムにおける有効な競争をわれわれが排除し、市場に代わって金融当局に多く

の調整を委ねてしまったことから生じているのである。 
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素材抜粋                      2001/11/10 

 

現代の徳政令 

 

北村龍行『「借金棒引き」の経済学』  

 集英社新書 ２０００年 

 

 

 

 そこで本書では、日本社会の生命力の源流を中世に求めつつ、現在の日本経済に顕著な徳政状況を現

在と中世をつなぐ糸として、これからの日本経済の生命力について考えてみたい。 

 

 そうした低金利の循環を可能にしたのは、１９４７年(昭和２２年)１２月に施行された、わずか１２

条の法律「臨時金利調整法」(臨金法)だった。……。 

 

 しかし、９８年４月に新日銀法が施行されるまで、日銀政策委員会が睡眠状態にあったことは周知の

事実である。実質的に金利決定の権利を行使したのは大蔵省だった。 

 

 これはもう、棒引きした借金を元手にまた棒引きを図るという、「やらずぶったくり」とでもいうべき

荒業である。独裁権力でなければ不可能な理不尽さといえよう。 

 

 では、ことはそれで収まったのだろうか。いや、中世の日本人はそんなにおとなしくはない。それ

に、これまでみてきたように、日本の中世は訴訟の時代であった。 

 

 御家人から凡下に至るまで、土地を守るため、あるいは中央の政策変更に乗じて土地を騙し取るため

に、訴訟が激増することになる。 

 

 現在の日本人だけをみて、日本人は訴訟が苦手とか、結局は泣き寝入りしてしまうなどというのは、

はなはだ危うい議論である。利があるとなれば、なんでもいとわずに訴訟に取り掛かるというのが中世

の日本人であり、まぎれもなく現在のわれわれにつながる人間像であったのだ。 

 

鎌倉幕府は、自立的な諸集団、諸身分、諸勢力の内部には干渉せず、それら相互の利害関係を調整す

る分権的な統治形態をとった。 
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そしてそうした集団･勢力、さらには地域それぞれに「道理」が存在して、互いに侵犯を許さなかっ

た。荘園においては、その道理が「撫民と公平」だった。 

 

 そして、中世の道理に代わって幕藩体制の統治の論理として登場したのが、「公儀」の「ご威光」であ

る。 

 

 その「公儀」が出す法令は１６１３年(慶弔 1８年)の「公家諸法度」、１６１５年(元和元年)の「武家

諸法度」に代表される「ご法度」であった。要するに「禁止令」である。道理も議論もなく、「してはい

けない」という結論のみ。学校の校則のようなものだ。 

 

 戦後の日本の徳政令は、為政者の支配を強化することが目的ではなく、敗戦からの経済復興を目指し

たものだった。また、中世のように暴力的に借金を棒引きにするという見えやすい政策ではなく、金融

システムを利用した巧緻なものだった。 

 

 こうして(大蔵省は)一切の創意工夫を禁じ、競争を制限して秩序を維持したのだった。 

 

セーフティネットは形だけの段ボールで作った救命ボート。これがバブル経済が崩壊して金融危機が

表面化するころの、日本の金融システムの実態だった。 

 

 この「銀行倒産はない」と大蔵省が言う、だから銀行倒産はありえない、ありえないことに備える必

要はない、という「ない」の三段論法は、日本は神国である、だから負けることはない、だから敗北に

備える必要はない、という論法とどこか似ていた。 

 

 この体制は、息苦しいけれども、楽でもある。 

 

 日本経済の高度成長を支えたメカニズムの一つは、欧米の金融機関や産業界には理解し難い低利融資

の存在であった。それを可能にしたのが、低預金金利政策という戦後型徳政令と、後に触れる財政投融

資制度だった。 

 

 日本人が、大蔵省の意図的な低預金金利政策の存在も知らずに営々と貯金し、そうして集めた低コス

トの資金を、銀行は産業界に低利で融資あるいは出資し、産業界は低コストの資金で設備投資が可能に

なって、国際競争力を獲得することができた。 

 

 日本人の個々人は、長期の経済成長によって毎年、賃上げを獲得してきた。しかし、給与に金利はつ

かない。運用して初めて資産となる。その運用の手段を奪われていたために、日本人個人の資産形成

は、経済成長の大きさに比べて、貧しいものにとどまった。 



- 89 - 

 

 

 一方、銀行や企業は、不動産や、出資や持合いで獲得した株式を、ほとんど売買しなかった。特に資

本自由化以後は、安定株主として持ち続けた。 

 

 そうした不動産や株式の価格は長期間にわたって上昇し、銀行や企業は膨大な含み益を蓄積すること

になった。 

 

 これが戦後の日本で、長期間、巨大な規模で展開されてきた徳政令のメカニズムである。 

 

 これまで大蔵省や金融機関が、「お前のものは俺のもの」といわんばかりに無造作に扱ってきた膨大な

個人金融資産には、それぞれ持ち主があり、大切に扱わないと海外の同業者にもっていかれてしまうと

いう認識が、日本の金融機関にようやく生まれた。 

 

 大蔵省の統治原理では対応出来ない事態が、バブル経済期の金融の国際化で生まれていた。ルールが

変わり始めていたのだ。 

 

住専処理をめぐる情報の隠蔽と説明不足は、大蔵省にとっても金融界にとっても財政にとっても日本

経済全体にとっても、まことに高いものについた。 

 

 結局、失敗したのは、大蔵省の護送船団方式もさることながら、現実に即して可能な選択を追及する

のではなく、権威によって国民を依らしめるという、「公儀」以来の権威的な統治原理だった。 

 

 行政の権威が傷つけば、信頼が失われて当事者能力を失いかねないというこの仕組みでは、失敗や誤

りを行政として認めること自体が、行政の自己否定に結びつく。 

 

 そこで行政当局は、人間には不可能な「無誤謬」という神話･観念にしがみつくことになる。 

 

 行政が誤りや失敗を公認できないのであれば、国民を信頼して広範な情報を開示することなどできる

はずもない。さらに権威の失墜を恐れて不利な情報が隠蔽されるのは当然だった。 

 

 他方、「依らしめられた」国民は、権威に頼り、おもねることに慣れて、公表された情報に基づいて自

己責任で判断を下すという鍛錬を受けることはなかった。 
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断片的な、場合によっては風説に類するような情報に振り回されても、むしろそれを楽しんだ。その

判断、選択の誤りの責任を取る必要がなかったからである。社会の構成員というよりは、芝居の観客に

似た存在であった。 

 

 しかし、権威による統治に慣れた行政も政治も国民も、恐ろしく観念的であった。 

 

 現実を直視するのではなく、面子や観念が優先される仕組みでは、行政も政治も国民も相互の面子が

傷つくことを恐れて現実から目をそむけてしまう。現実を犠牲にして建前を守るという力学が働いてし

まう。 

 

 現在の日本人のある種の「幼さ」は、現実を見据える訓練の不足によるものではないかとさえ思える

のだ。 

 

 とはいえ、これは日本人の一般論ではない。現実に中世の日本には、平安時代までの呪術的な支配か

ら逃れて、しかも江戸幕府以降の官僚支配にはいまだなじまず、自己責任に基づいた行動をとる魅力的

な人々が多くいた。 

 

 少なくとも、経営の最高責任者に、直前まで不良債権の実態が知らされていなかったことは確実だっ

た。危機を管理するにはナイーブすぎる人間に、世界的な金融システム危機に結びつきかねない瀬戸際

のリスク管理が委ねられていたことも一目瞭然だった。 

 

 そして、山一證券を破綻させた当事者たちは、その時点では姿を消していた。管理者も責任者も不在

という、ありうべからざる事態が目の前で起きていた。 

 

 生贄の新社長に、記者会見の席で立ち往生させ、泣き叫ばせることが大蔵省のシナリオだったのだろ

うか。山一證券の自主廃業の背後に控える大蔵省の姿は異様であり、理解不能だった。 

 

 このため、官僚支配に依存していた分野と、銀行の公的使命に依存していた分野は大きな変化に直面

することになる。 

 

 そして、官僚に代わって統治の主体に進出してくるのは、より自立した個人しかありえない。しか

し、その役割と力量とはまだはっきり見えていない。 

 

 権威による統治には、幾つかの弊害がある。 

第一には、失敗を認めることができない。……。 
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第二に、抜本的な対策を採ることができない。……。 

第三に、ルールが変更されたときに、意外な脆さを露呈する。……。 

第四に、権威が及ばない外部には無力である。……。 

第五に、権威による統治では、統治者は保護者として振舞うから、統治される側が鍛えられることがな

いし、統治者と秘統治者が運命共同体として結びつくこともない。……。 

第六に、技術革新や変革を秩序維持の名において妨害する傾向がある。……。 

最後に、権威による統治では行政の中に専門家が育たない。……。 

 

 そして懸念するのは、日本の中央官庁、場合によっては地方官庁も、多かれ少なかれ大蔵省に似た統

治形態をとっているのではないか、ということだ。 

 

 そうだとすれば、大蔵省の失敗と退場は、今後、多くの官庁、役所、特殊法人、外郭団体などで追体

験されることになる。すでに各地の県警本部では実証されてしまったが。 

 

 しかし、日本人が最初から、お上任せの自立心の弱い人間などではないことは、中世の日本人が証明

している。 

 

 個人が自分で調べ、判断し、選択するように変わっていくとすれば、代わりの統治者の不在という最

大の問題にも、自ずから解答がもたらされることになる。個人が主役に躍り出るほかはないのだ。 

 

 官僚に依存する時代が長く続いた分だけ、隠された失敗の累積は大きく、その失敗を糊塗しように

も、財政の悪化でごまかしも先送りもできなくなっている。 

 

 そのときに、個人や諸集団が開発してきた多様な論理や価値観が、官僚に代わる調節機能を果たすこ

とができるであろうか。それだけの力と能力を備えるまでに育っているだろうか。最大の不安がここに

ある。 
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素材抜粋                      2001/11/14 

 

「複雑系の知」から 

経営者への七つのメッセージ 
 

田坂 広志『複雑系の経営』  

東洋経済新報社 １９９７年 

 

 

 

 言葉を換えれば、これまで、経済学や経営学の領域において、肯定的に用いられ、有効性を発揮して

きた、「分析」「設計」「集中」「集積」「規模」「法則」「予測」などのキーワード群が、根本的な発想転換

を求められているのである。 

 

「七つの知」 

（1） 全体性の知／「複雑化」すると「新しい性質」を獲得する。 

（2） 創発性の知／「個の自発性」が「全体の秩序」を生み出す。 

（3） 共鳴場の知／「共鳴」が「自己組織化」を促す。 

（4） 共鳴力の知／「ミクロ」のゆらぎが「マクロ」の大勢を支配する。 

（5） 共進化の知／「部分と全体」は「共進化」する。 

（6） 超進化の知／「進化のプロセス」も「進化」する。 

（7） 一回性の知／「進化の未来」は「予測」できない。 

 

「七つのメッセージ」 

（1） 全体性の知／「分析」はできない、全体を「洞察」せよ。 

（2） 創発性の知／「設計・管理」をするな、「自己組織化」を促せ。 

（3） 共鳴場の知／「情報共有」ではない、「情報共鳴」を生み出せ。 

（4） 共鳴力の知／「組織の総合力」ではない、「個人の共鳴力」である。 

（5） 共進化の知／「トップダウン」でもなく、「ボトムアップ」でもない。 

（6） 超進化の知／ 法則は「変わる」、そして「変えられる」。 

（7） 一回性の知／ 未来を「予測」するな、未来を「創造」せよ。 

 

 従って、いま我々が直面している「分析」という手法の限界は、必然的に、近代科学の「要素還元主

義」の限界を意味しており、さらには、「デカルト的パラダイム」の限界を意味している。そして、当然

のことながら、それは「分析」を前提として成立する「総合」という手法の限界をも意味しているので

ある。 
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そして、これから、我が国に「複雑系の知」の広大な原野を開拓していく研究者が現われるとするな

らば、それは単なる「頭脳の知」を備えた研究者ではなく、「身体性の知」（somatic knowing）を有した

研究者であろう。なぜならば、「複雑系の知」の本質は、「身体性の知」によってしか理解できないもの

だからである。 

 

 すなわち、「複雑系の知」による認識の手法は、対象を「部分」に切り刻むことなく、その「ありのま

まの全体」を「洞察」によって把握する手法となっていく。 

 

 中村雄二郎「臨床の知」 

 マイケル・ポランニー「暗黙の知」 

 「非言語の知」の三つの伝達方法「否定法」「隠喩法」「指示法」 

 

 「設計」という発想は、まず「全体」のあるべき姿に関する詳細な「設計図」を作成し、この設計図

に合わせて「個」を「全体」の中に位置づけ、配置していくことによって「秩序」や「構造」を創り出

すという発想である。 

 

 これからの時代に、企業が消費者に対して共有するべき最も大切な情報は、何よりも、その企業が、

いかなる社会的価値をめざしているかという「企業理念」であり、どのような企業像をめざしているか

という「企業ビジョン」である。 

 

 この相違は、究極、世界を「構造」と見るか、「プロセス」と見るかの世界観の相違である。 

 

     哲学者たちは、これまで「世界」を「解釈」してきたに過ぎない。 

     大切なことは、それを「変革」することである。 

                                    カール・マルクス 

 

 「共生の戦略」としてのインターオペラビリティ（相互運用性） 

 

 すべては、「１回限り」なのである。「繰り返し」など無い。 

 

     未来を「予測」する最良の方法は、それを「発明」することである。 

                                      アラン・ケイ 
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｢イデオロギー原理｣とは、「堅い原理」である。基本的には、ある価値観を中心として他の価値観を許

容せず、排除する原理である。これに対して、「コスモロジー原理」とは、「柔らかい原理」である。多

様な価値観を、その違いがゆえに排除せず、その中に包み込み、多様な価値観同士の豊かな相互作用な

かで、さらに新しい価値観が生まれてくることを大切にする原理である。 

 

 このコスモロジー原理にもとづく「ビジョン」を語るときに重要なことは、言霊である。「言霊」と

は、生命力を持った言葉である。その言葉を聞くことによって、想像力が高められ、新しい価値の創造

が促されるような言葉である。……。 

 それは、あまりに厳密かつ具体的な言葉で語られるべきではなく、また、あまりに難解かつ抽象的な

言葉で語られるべきでもない。 

 

 経営者が日々の経営の実践の中で、「体得」している智恵は、まさに「身体性の知」と呼ぶべきものに

他ならない。 

 

 それは、単なる制度的な対策だけでは解決できない問題であり、これまでの「機械的世界観」の手法

によっては「解」が見出せない問題である。 

 

 しかし、知の諸領域において、いま、注目すべき潮流が生まれつつある。近年、さまざまな領域にお

いて、「生命体」や「生態系」の優れた特徴に学ぶ、新しい思想と理論が創造されているのである。 

 

 例えば、社会・経済、産業・経営、科学・技術など、多くの領域において、エントロピー、ゆらぎ、

自己組織化、ホロン、シナジー（協働）、ホメオスタシス（恒常性）、メタボリズム（代謝）、進化、共

生、エコロジーなど、「生命」に特有のキーワードが用いられている。 

 

 また、複数の異質な価値観が共存する現代社会においては、これら多様な価値観の相互作用を通じ

て、積極的に「価値のゆらぎ」を生み出し、この「ゆらぎ」を通じて新しい価値の「自己組織化」を促

進してゆく方法が提唱されている。 

 

 それは、いまわれわれが直面している諸問題を解決するためには、単に新しい理論や方法を創造する

のではなく、その前提となる「物の見方の基本的枠組み」や「物の考え方の基本的発想」、すなわち「パ

ラダイム」そのものを大きく転換してゆくことが必要であることを意味している。 

 

 製作研究者と行政官、学識者とフィールドワーカー、経営コンサルタントと企業経営者など、「知」の

専門家と「行」の専門家との密接な協力である。 

 

 生命論パラダイムにおいては、「構造」よりも、むしろ、「プロセス」が重視される。なぜならば、生

命的プロセスにおいて観察される「構造」とは、本質的には、その生命的プロセスがダイナミックな運
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動を繰り広げる際に擬似的に形成する「動的構造」であり、「動的安定状態」の別称に他ならないからで

ある。 

 

 生命の本質は、こうした「静的な構造」にではなく、構造を一定に維持する「動的安定性」や、体内

の状態を一定に保つ「恒常性維持機能」（ホメオスタシス）などの「プロセス」にこそあると言える。 

 

 ＜構造から過程（渦中）＞ ＜渦中にある者は渦中にあるを知らず＞（高野 義博） 

 

 機械論パラダイムにおいては、世界を“巨大な機械”とみなすために、世界を変革するための方法と

して、「設計」と「制御」が重視される。すなわち、世界（機械）を望ましい状態へと変化させるために

は、まず、あたかも機械の構造を理解するごとく世界の構造を理解し、その理解にもとづいて望ましい

世界を「設計」し、望ましい状態へと世界を「制御」するという方法が用いられるわけである。これに

対して、生命論パラダイムにおいては、世界を生命的プロセスとみなすため、世界を変革するための方

法として、「自己組織化」が重視される。 

 

＜制度の知的限界＞ （高野 義博） 

 

この自己組織化を促進するためには、二つの方法が重要となる。ひとつの方法は、「未来ビジョン」の

創出である。生命論パラダイムにおいて「未来」は未だ決定されておらず、この「未来」を決定するの

は、まず何よりも「想像力」と「創造力」を駆使して描かれた、未来に関する「ビジョン」である。 

 

もうひとつのほうほうは、「ゆらぎ」の意識的な導入と活用である。そして、この「ゆらぎ」を導入し

活用する際に留意すべきことは、世界の進化にとって「好ましいゆらぎ」とは何かであり、これを判断

する「洞察力」と「直感力」である。 

 

想像力と創造力を尽くして豊かな「未来ビジョン」を描くとともに、現在の世界における「ゆらぎ」

を意識的に増大させ、「自己組織化」を促進するという方法を用いる必要がある。 

 

社会システムやライフスタイルを「設計」したり「制御」したりすることは極めて困難であり、むし

ろ社会システムの内部の「ゆらぎ」を増大させることにより、望ましい変化を「自己組織化」させると

いう発想が求められる。 

 

この時代に求められているのは、「リエンジニアリング」（再構築）ではなく、むしろ、「インキュベー

ション」（孵化）の発想である。すなわち、あたかも「卵から雛を孵す」ごとく、あくまでも自己組織化

のプロセスを促進することによって、「不連続な進化」を実現していく発想である。 
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従って、社会や企業の「進化」を論ずる時、我々に求められているのは、分析や予測といった「受動

的行為」ではない。求められているのは、いかなる「未来」を実現するべきかを力強く描き出すことで

あり、そのビジョンを実現するための「積極的行動」である。 

 

この方法（フィールドワーク原理）は、「世界の“真理”はフィールドに存在する」という世界観にも

とづき、「フィールド」（実際の現場）における対象の生きた姿に直接的に係わり、体験し、体感するこ

とにより、対象の本質と全体像を把握する方法である。 

 

機械論パラダイムにおいては、その認識方法である要素還元主義の本質から、対象を「要素」に分割

し、分割された対象に対して個別に焦点を当てて分析してゆくという「フォーカスの視点」が重視され

てきた。 

 

このように「主客一体の前提」は、機械論パラダイムにおける「客観的認識」という「幻想」を打ち

砕きつつある。世界が「自己」と関係の無い「他者」ではなく、あくまでも「自己」を含んだ世界であ

る限り、厳密な意味での「客観的認識」は不可能であり、「客観的予測」や「客観的評価」という言葉に

は本質的な限界がある。 

 

機械論パラダイムから生命論パラダイムへと「知のパラダイム」を転換してゆくことの重要性。それ

は、近年、知の諸領域において、ますます強い認識となってきている。 

 

現代科学における「複雑系」の研究は、いまだ、物質、生命、生態系のレベルにおける「複雑系」の

振る舞いと、その進化の様相のごく一部を理解しつつあるに過ぎない。すなわち、いま、「複雑系」の研

究者達は、進化の階梯の前段に位置する「複雑系」の性質の、ごく一部を解き明かしつつあるに過ぎな

い。 

 

そして、経営者は、「企業」という“生き物”を環境に適応させ、進化させていくために、その「精妙

なバランス」を、頭で理解するのではなく、まさに体得し続けている。それゆえ、本書は、現代科学の

最先端の「複雑系」という理論を、「経営」に応用することを試みたものではない。 
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素材抜粋                      2001/07/01 

 

新しいコミュニティ通貨の誕生 

 

ベルナルド・リエター著『マネー崩壊』小林一紀・福元初男訳 加藤敏春解説 

 日本経済評論社 2000年 

 

 

 

 本書の問題意識は、「新千年紀」を迎えるにあたり、われわれはマネーの在り方を根本から問い直さな

ければならないのではないか、ということである。この問題意識の根底には、単一化の方向に向かう貨

幣部門のマネー経済化の流れと、多様化に向かうボランティア経済の流れの相克がある。その中で「持

続可能な社会をどうやって作り上げるのか？」とリエター氏（http://www.transaction.net/money）は

問いかけている。 

      加藤敏春「本書を読むにあたって－ジョージ・ソロスのメッセージが残したもの－ 

 

 実は、この問題意識はジョージ・ソロスの『グローバル資本主義の危機』（９９年、日本経済新聞社

刊）においても同様に見られる。……。……ソロスの議論は単に問題提起にとどまっており、解決のた

め必要となる処方箋については何ら言及していない。本書は、その処方箋を大胆かつ新鮮な形でわれわ

れに提示している。その点で本書は画期的な意義を持っている。 

      加藤敏春「本書を読むにあたって－ジョージ・ソロスのメッセージが残したもの－ 

 

 私たちの頭の中で毎秒何万回も繰り返される願望と想像のプロセスこそが、私たちの文明のエンジン

である。 

                                 ジェームス・ブキャン 

 

 利子は「私たちが同じ場所に留まるためには、これだけの成長が必要である」という“必要成長量”

を決定しているのだ。私たちは、近代社会において経済が際限なく成長することを運命付けられている

と信じ込んでいるが、それが利子やマネーシステムそのものと関連しているなどとはこれまでは思いも

しなかったのである。 

 

 工業時代が終わりを告げているというのは、私たちの共通する認識になっている。私たちは新しい情

報時代の、海図のない海原に乗り出したところである。面白いことに、主要メディアや学者たちが気づ

かないうちに、世界の何十もの国々で新しいお金の実験が成功し始めている。私は、これらの革新的な

動きが、暴力や革命を経ずに現在のシステムに蔓延した行き過ぎや不均衡といったものをゆっくりと直

していく現実的な可能性があるのではないかと考えている。 
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 しかしこの、「生計を立てる」という過程のなかで、私たちはどれだけ本当の自分を、そして本当に自

分がなりたいものを犠牲にしなければならなかったのか？ 多くの人は、自分が本当にやりたいことを

見つけることすら諦めてしまっている。 

 

 これまでの伝統的な右派－左派の論争そのものが、工業時代の経済的枠組みのなごりである。その論

争の起源は、「生産手段」（工場や機械など）を私的に所有するか、公的に所有するかというところにあ

る。その「生産手段」が知識へと移行する中で、この現実を捉えるような政治・経済の言葉はいまだ生

まれていない。 

 

 日本の通産省は、日本で政府と企業の間をコーディネイトする強力な政府機関である。その課長を務

める加藤敏春は、米国における二種類のハイテク発展モデル―“ルート 128モデル”と“シリコンバレ

ーモデル”―について三年間にわたって個人的に研究した。 

 

 己の内に潜む喜びを求めよ 

                            ジョセフ・キャンベル 

 

 加藤敏春『シリコンバレーモデル－マルチメディア社会へのメッセージ』共編著  

     ＮＴＴ出版 1995 

 加藤敏春『シリコンバレーウェーブ－次世代情報都市社会の展望』  

     ＮＴＴ出版 1997  http://www.ecomoney.net 

 

 コミュニティとは一定の互恵的な交換によって養われなければ、腐ってしまうか、死に絶えてしまう

ものだ。こうした理由から、私はコミュニティは、「お互いの贈り物を敬い、いつかは何らかの方法で自

分の贈り物に対して報いが得られることを信じることの出来る人間同士のグループ・集まり」と定義し

ている。 

 

 「お母さんのつくる朝ご飯が食べたければ、お母さんが働いているマクドナルドに行きなさい」 

                                  ヘイゼル・ヘンダーソン  

 

 ただし、ラーナー市長たちは決して、補完通貨を生み出そうという考えを最初からもっていたわけで

はない。彼らは｢ホール・システムズ・アナリシス｣という手法を目の前にある主要問題に適用しただけ

である。それが結果的に、自発的に補完通貨を生み出して問題を解くことになった。加えて、ごみ循環

促進用の仕組みのほかにも、さまざまなシステムが歴史的な建造物を修復したり、緑地を育てたり、公

営住宅を建てたりすることを市の財政を圧迫せずに行うためにデザインされている。 

 

http://www.ecomoney.net/
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 １９９８年の時点では、日本には３００をこえる地域レベルの健康ケア時間貯蓄制度があり、主に民

間のイニシァティブとしてさわやか福祉財団、ＷＡＣＡＣ、日本ケアシステムなどが運営に携わってい

る。日本の健康ケア通貨は、コスト面・精神面において西洋に広がっている制度よりも優れていること

を証明している。米国と欧州が高齢化の波に乗り出すにあたり、日本の経験から学ぶことは多い。 

 

 米国ミネソタ州ミネアポリス市にあるコモンウィール社の創始者、ジョエル・ホドロフは、国家通貨

と補完通貨を一つのカードに統合した最初の例を実現した。……。 

 

 この取り組みを可能にするための条件（テクノロジーを含む）は、すでに市場に整っていたが、それ

らを一つのデザインに融合したことがこのシステムの画期的なところである。そしてデザインの秘密

は、国家通貨と補完通貨が融合した二元通貨システムにある。 

 

 偉大な革新が現れるときというのは、まず確実に不可解で、不完全で、わかりにくい姿をしている。

（中略）一見してクレイジーと思われない考えに、希望はない。 

                                フリーマン・ダイソン 

 

 なぜなら、うまく設計された補完通貨はインフレーションを導かないばかりか、国家通貨へのインフ

レーション圧力を減少させることすらできるからである。 

 

 しかしニュージランドの中央銀行総裁は、「普通ではない」契約を政府と交わしている。そこには、

「国家通貨のインフレーションが年率 2.5％を超えると総裁は自動的に解雇される」と明記されている

のだ。これはニュージランドが１０年前から取り組んでいる社会制度機関の近代化の一環である。 

 このような契約を結ぶことの利点は、総裁がその役割――インフレーションを抑えるということ――

に集中できることだ。 

 

 （日本の厚生年金基金理事長は、現行絶対基準である５．５％を達成できなかったら自動的に解雇さ

れる――という案の実現性。抜粋者） 

 

 そもそも中央銀行の主な役割とは、通貨発行権の独占を独善的に固守することではない。インフレー

ションを抑制することこそがその役割なのである。そう考えることが出来れば、ニュージランドの辿り

着いた結論と似た考えが広がっていくことだろう。 

 

 現代の問題をコミュニティ通貨を使って解決していく際に一番の脅威となるのは、中央銀行がそれを

危険な伝染的な行為と捉えることである。中央銀行はこうした補完通貨を、法的権力を動員して握りつ

ぶすことができる。 
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 それぞれの国家通貨は、単独で統治する特権的な市場（つまりその国内のこと）を持っている。一国

内に複数の通貨がある場合の古典的理論（グレシャムの法則）では「良貨」が、「悪貨」を駆逐するとし

ている。しかし、もし二つの通貨とも、相重なる市場内においては「良貨」であったとしたらどうだろ

う？ こうしたことは、現在で未知の分野の一つである。 

 

 誰か他人や組織をある行動を取るように動機付けする方法は、三つしかない。 

● 法よって規制する方法 

● 教育や道徳に訴える方法 

● 金銭的な利害関係に訴える方法 

 

 彼は問う。「船の責任者は誰であろうか？」答えは、船長ではなく、船長に出来ることの９０％を決定

した船の設計者である。私は、これと同じことがビジネスの世界にも言えるのではないかと思う。つま

り、マネーシステムの設計が、この世界で投資に関する意思決定の９０％を最初から運命付けているの

ではないだろうか。持続可能性を目指して作られる法律も、マネーシステムに組み込まれた欠陥を修正

するだけだ。さらにその努力さえも、これまでの結果を見る限りでは効果がなかったのである。 

 

 この寓話が示しているのは、「利子には未来を軽視し、近くのものしか見えない眼鏡で見た世界観を作

り出す働きがある」ということである。また、利子が高ければ高いほど、未来を軽視する傾向は一層強

まっていく。 

 

 現行のマネーシステムは、長期的思考をすれば利益を落とすだけではなく、厳しい罰を受ける仕組み

になっているのである。 

 

 プロジェクトにおける資本コストは、 

● 使用する通貨の利子率 

● 資金コスト 

● プロジェクトそのもののキャッシュフローに関する不確実性を繁栄した調整 

 

 ゲゼル（シルビオ・ゲゼルの持ち越し料金）の考えでは、お金はバスと同じように、一つの「公的サ

ービス」として考えることができ、お金の使用者には、それを保蔵する時間に対して小額の料金が課さ

れる。これは数学的にはマイナス（負）の利子と全くおなじ効果をもつことになる。 

 

 持続可能料金のかかった通貨が使用されるときは、未来の価値が高まる。これは、通常のプラスの利

子がかかった通貨で起こることと正反対のことである。 

 

 グローバル基準通貨（ＧＲＣ）とは、どの特定の国家とも結びついておらず、国際契約や貿易用に使

用できる、安定した信頼のおける基準を提供することを主な目的とした通貨を表す一般的なコンセプト

である。ＧＲＣの換算単位の一タイプとして、“物質世界と固く連係する”ことを目的とする通貨単位

「テラ（Tera）」を提案したい。 
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 テラ通貨は、国際貿易にとって特に重要な一次産品やサービスによって構成される基準バスケットで

ある。 

 

 ケインズはその主著のなかで、「未来は、マルクスよりもゲゼルから多くのことを学ぶだろう」と言っ

ている。 

 

 経済に限らず人間が会話をし、思考するとき、私たち西洋人は自分たちの近代文化、情報源、価値

観、あるいは自分自身の言葉の強い影響を受け、何ごとにも二元性を見ようとすることだ。「区別」とい

う作業をするとき、私たちは、「対抗の前提に立ち、否定の論理を使用する」。……。しかし道教を実践

するものにとって、陰陽とはそういうものではない。道教にとっては、一つの全体を形成するために陰

陽の双方は欠くことのできない部分であり、二つはお互いにつながっている。 

 

 （「陰陽和合」－歓喜天和讃） 

 

 経済学では伝統的に、二つの陽性資本（工場・設備・不動産などの物理資本と、株・債権・現金・特

許や商標を指す「知的財産」などの金融資本）の存在だけが認識されていた。 

その結果、陰性資本の二つの形態である自然資本（例：透き通った空気や水、生物の多様性など）と、

社会資本（例：家族や、集団の団結、平和、生活の質など）がどのような役割を果たしているかはほと

んど無視された。陽性資本は、陰性資本の絶えざる供給があってこそ成り立つことを考えると、これは

驚くほど不自然な考え方である。 

 

 （筆者の陰陽は逆ではなかろうか？ 初めに自然ありき、だろう。「これは驚くほど不自然な考え方で

ある。」－抜粋者） 

 

 必要とされている根本的な通貨のパラダイムシフトは、組織的な転換である。ここで提案したいの

は、命令と制御に基づく階級的な（陽の）国の通貨制度に加えて、より柔軟で、オープンで、適応性の

ある（陰の）システムを、私たちが突入したポスト工業時代の移行期に発展しなければならないという

ことである。 

 

 私たちが済んでいる環境は予測可能で、制御できるという前提が正しい限り、情報を中央化して決断

を専門家に任せることは理にかなっていた。そのような環境下における最も秩序のとれた経営構造と

は、古典的な“命令と制御”に基づく階級構造であり、これは現在、世の中の至る所で見られる。しか

し、危機や崩壊がさまざまな領域（国際金融システム、政府、教育、環境、雇用など）に拡がるにつれ

て、－もし情報経済への移行が本当に「不確実性の時代」になるなら－いま、私たちは過去の組織的前

提を再考する絶好のときであろう。そのような環境下で、過去の、専門化中心の階級的な命令と制御に

基づいた構造に固執するようなら、必要とされている革新を確実にだめにするだろう。 
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 トニー・ジャッジ（アルビン・トフラーが「世界で最も明晰な組織論者のひとり」とした）は、未来

の組織が「誰もまとめることのないネットワーク：参加者が自分たちでまとまる」形態になるだろうと

主張している。 

 

 これまでの環境（成熟した工業時代）      これからの環境（ポスト工業時代） 

予測性と制御が前提                根本的に構造変化が前提 

知性と情報の集中                 知性と情報の拡散 

専門家を中心とした問題解決            多くのメンバーが新たなパターンを試す 

命令と制御の構造                 複雑で適応性の高い構造 

 

 その原則を実施した、現代で最初の大規模な組織は、ディー・ホックによって１９７０年代にＶＩＳ

Ａクレジットカードシステムに体現された。その後ビサは驚異的に、世界で一番大きなビジネス組織に

成長した。その売上高は年間１．２兆ドルを超え、顧客は１０億を数える。しかし、読者はその本社が

どこにあるかご存知だろうか。あるいは、どこの株式市場に行けばその株式を購入できるだろうか。驚

くべきことに、本社も株式も、どこにもない。それでも、この組織は効率的に動いており、四大陸に３

０００人の職員がいる。その構造は、２００を超える国家や領域の２００００を越える金融機関の間に

交わされる提携（アライアンス）の形をとる。それは、必要な意思決定は全てトップから下されるので

はなく、システム全体を流れるような構造になっている。ディー・ホックは、それを、最初の「カオー

ド(chaord)」（彼が考案した、カオス（混沌）の要素とオーダー（秩序）の要素を兼ね備えた組織を指す

言葉）であるとしている。 

 

 彼（ディー・ホック）はこう言う。「森林にはＣＥＯ（最高経営責任者）がいるだろうか。魚の群れに

はＣＦＯ（最高財務責任者）がいるだろうか。あるいは、脳の中にはＣＥＯのニューロンがあるだろう

か」。 

 

 実に、貨幣制度やビジネスだけではなく、サンタフェ研究所が先駆的な役割を果たした複雑適応シス

テムの研究は、ある程度の複雑性を持ったありとあらゆるシステム（物理、生物、社会、経済など）に

おいて、この原則（カオード）が成り立つことを証明した。 

 

 複雑系理論は、ニュートンの論理と反対に、複雑性は直線的に成長するのではなく、「カオスの縁をサ

ーフィンする」段階において非直線的にジャンプするように発生するものであるとする。ノーベル賞を

受賞したイリヤ・ブリゴジンによれば、この「二アー・カオス（カオスに近い）」期間が、システムが次

のレベルの複雑性へと再生・再構築するときである。 

 

 私は、人類が今まさに「カオスの縁をサーフィン」し始めたところで、近代社会のシステムが危機に

陥っていることは、人類が次のレベルの複雑系を再組織化し始めたことの兆候であると信じる。私たち

は「物語と物語の間」の移行期にいるのである。 
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☆ 現在の移行期には時に暴力や混乱、痛みが伴うが、それを避けるには社会的な試行錯誤を推奨し、

萌芽してきた取り組みに生き残りのチャンスを与え、それらが世界各地で起こった構造的変化のな

かで効果的な役割を果たしたやり方で自己増殖していくことを許さなければならない。自然はそう

やって、五十億年もの間うまくやってきたのである。 

 

 「もし金融における革新を育成したいのなら、それを疎外する規制を設けないようにしなければなら

ない」 

                                 アラン・グリースパン 

 

 運命は、機会（チャンス）の問題ではない。それは選択（チョイス）の問題なのだ。 

                                エリック・ティルグナー卿 

 

 問題は、その問題を生み出した考え方と同じ考え方をしているうちは解けない。 

                              アルバート・アインシュタイン 

 

 このことは、経済学的には「テラ」の利子率はマイナスであることを意味する。「マイナスの利子率の

貨幣」というと荒唐無稽に聞こえるかもしれないが、世界大恐慌後の三○年代に登場した地域通過で実

験されたことがあり、その後フィッシャーやケインズによって理論化させたものである。利子率がマイ

ナスであることは、貨幣を保持したままではこの価値が次第に減価していくことを意味する。したがっ

て、貨幣の保持者としては貨幣を資産として運用することは合理的な行動ではなく、地球環境保全等に

役立つ中長期的な投資や消費に貨幣を使うことになる。 

                 加藤敏春「解説――二一世紀のマネーに未来はあるか？」 

 

 そうした部分については本書のウェブサイト 

“ マネーきゃふぇ ”（ www.moneycafe.net ）を通じて提供させていただいた。 

 

本書で紹介した事例の最新情報、また各国のプロジェクトとの情報交換の場として、次のミレ二アム

にふさわしいマネーシステムとは何かについて、オープンソースでフレッシュな議論が楽しめるだろ

う。 

小林一紀「訳者あとがき」 

 

  

http://www.moneycafe.net/
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素材抜粋                      2001/08/31 

 

確定給付年金は生き残れるか？ 

 

ケン・スタイナー（米国の数理人・会計士）著「衰退の一途を辿る種族」佐々木一成訳  

米国「PLANSPONSOR」誌 07/2001 

 

 

 

衰退の一途を辿る種族 

 伝統的な年金制度は存続し得るか？ そのためには今すぐ政策担当者は行動をおこさなければならな
い。 

 

    伝統的な確定給付型年金制度は、アメリカの労働者にかってないほどの退職保障をもたらして

います。しかし、米国内で同制度を採用する企業数はこの１５年間ずっと減り続けてきており、その減

り方のスピードも着実に上がってきています。ですがこの危機的状況は、政策担当者が、今日のように

足元しか見ないような政策が長期的に一体どんな成果をもたらすのかをよく考え、そして軌道修正を自

ら進んでそこへ加えておけば決して避け得なかったとは思えません。 

 

    米国労働省の最新統計（フォーム５５００というファイル）によると、およそ米国の労働人口

の４５％が、少なくとも最低一つの退職保障プラン（適格要件を満たしている）に加入していることに

なります。加入状況は、労働省がこの統計データを収集し始めた１９７６年以来、驚くほど一定水準を

保ち続けています。その中で変わってきたことと言えば、労働者の退職所得保障のメインプランとして

確定給付型と確定拠出型のどちらを中心にするかという選択でしょう。１９７７年時点では、最低一つ

以上のプランの受給要件を満たしている労働者の８４％が確定給付型年金制度を自身のメインの制度と

して選択しており、残りの１６％が確定拠出型年金制度を選択していました。しかし１９９７年には

（労働省の統計では最も直近のデータ）、この比率は大幅に変化しており、確定給付型制度を選択してい

る労働者は４６％であるのに対して、確定拠出型制度の選択者は５４％になっています。この統計か

ら、確定給付型制度の衰退は明らかであり、この動きが目に見えて逆転することは考えにくい状況で

す。 

 

    下図（グラフ省略）は、１９７７年から１９９７年までのプランごとの増減を示しています。

当該期間中、確定給付型年金採用企業数は１／２以下になっており、一方確定拠出型年金採用企業数は

ほぼ２倍になっています。１９８５年から１９９７年にかけての１２年間で、確定給付型制度採用企業

数は約６５％も減少しているのです。 
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    １９８５年には、フォーチュン誌のトップ１００にランクする企業の９０％以上で、各企業の

メインの年金制度として確定給付型制度が採用されていました。このプランでは、一般的に従業員の勤

続年数とその最終給与の平均額（通常は退職直前の３年から５年の期間の平均値）に基づき給付額が決

まるため、通常の確定拠出型制度よりも明らかに高齢者に対する年間給付額が手厚くなっていました。

昨年（２０００年）には、メインの年金制度として確定給付型制度を採用する企業はフォーチュン誌・

トップ１００企業のうち５２％に過ぎないことが判りました。 

 

    伝統的な確定給付型年金制度が衰退した理由はたくさん指摘されてきましたが、要約すると次

のようになるでしょう。 

①管理コストの増大 

②従業員の理解不足とそれによる低い評価 

③制度を取り巻く厄介な規制の数々 

④約束した給付水準の維持 

⑤確定給付型制度年金制度は、その母体企業の事業目的とは相容れないという認識（一種の金

融子会社で、年金基金の収益が本体の収益を直撃するから） 

 

 

給付にまつわる環境（規制や金融市場に対する姿勢、職場の雰囲気など）を熟慮した結果、年

金基金の多くは「制度廃止＆制度新設」という選択肢、つまり確定給付型年金制度を廃止して、そこへ

確定拠出型年金制度を導入するといった行動を取るようになってきています。若しくは、最近の傾向と

して「（制度）改造」というアプローチを取る年金基金もあり、基金制度を確定拠出型年金制度がもたら

す給付設計に近づけようとするものです。大まかに言えば、どちらの選択肢も労働者にとって年を取れ

ば取るほど従前より手取額が減ることになります。 

 

    奇妙なことですが、政策担当者は「（制度）改造」が老年労働者に与える影響だけに関心がある

ように見えてなりません。今のところ、政策担当者は「解約＆乗換え」という選択肢がもたらす被害に

ついては殆ど関知していません。例えば、２０００年９月に刊行された政府会計事務所による２つの報

告書では、キャッシュ・バランス・プランの制度改造については若干の懸念があるとしているものの、

老年労働者にとって従来の確定給付型年金制度が廃止され確定拠出型年金制度に取って代わられた時、

さらに失うものが大きいのではないかと言った議論は見られません。同報告書では、年基金に対して、

①年金（制度）改造時、従業員がどのような影響を被るか更に詳細な開示資料を作成し、②ＩＲＳ（米

国内国歳入庁）が決定したキャッシュ・バランス・プランに関する暫定措置の文書を、共に従業員に交

付することを勧告しています。しかし、確定給付型年金制度が廃止され確定拠出型年金制度を採用した

企業の従業員が受給権保護を慎重に進めていく実際の手段については触れられていません。同様に、キ

ャッシュ・バランス・プランへの転換時に発生する利益について更なる開示を求める法案が現在審議中

ですが、その法案中にも上記①、②のような情報開示を制度終了以前の年金基金に対して求める条項も

ありません。ここからも明らかな通り、従来の確定給付型年金制度の制度変更は制限するが制度廃止に

ついては看過するといった政策は、従業員に年金制度改造を前提とした「制度廃止＆制度新設」を選択

することを本質的に強要している訳で、それゆえ確定給付型年金制度が減る結果になる訳です。 

 

確定給付型年金制度が優れている理由 

    政策担当者たちは何故、確定給付型年金制度を推奨しないのでしょうか。確定給 

付型年金制度の利点は次のように明らかです。 
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①確定給付型年金制度は、終身年金形式で年金給付を行うことを義務付けた唯一 

     の退職所得保障制度ですから、制度加入員が退職所得を失うことがありません。 

②確定給付型年金制度は配偶者を保護します。結婚していれば、配偶者の遺族は 

     終身年金以外の形式で給付金がもらえる唯一の退職所得保障制度です。 

③確定給付型年金制度は年金基金の運用パフォーマンスの如何に係わらず、給付 

     額が保証されている唯一の退職所得保障制度です。 

④確定給付型年金制度は企業にとっても税制面で有利です。 

 

 

我が国（米国）の政権内には、（税制）適格要件を持つ退職所得保障制度（年金基金）は、その

税制上の優遇措置と引換えに一定の社会的目的のために奉仕すべきだという議論があります。

先程の報告書（２０００年９月に刊行された政府会計事務所による２つの報告書）にもあった

ように、「税制上の優遇措置と引換えに、従業員は年金給付の公平な分配と確保を目指した法律

上の制限の枠内で自身の年金プランを設計することが求められている。」というものです。しか

し、データ入手が可能な直近１０年を対象とした労働省統計によると、確定給付型年金制度に

関連した税金支出額が負の値である傾向（もちろん、確定拠出型年金制度上での税金コストよ

りずっと安い金額）が見られるのです。労働省統計では、１９８８年から１９９７年にかけて

の確定給付型年金制度への拠出金の総額は３３８０億ドルであったのに対して、同制度からの

給付金総額は７８４０億ドル達しています。しかし、同じ期間で確定拠出型年金制度への拠出

金総額が９９５０億ドルであったのに対して、同制度からの給付金総額は８３３０億ドルに過

ぎませんでした。母体企業にとって、拠出分は利益から控除ができ、給付の段階で受給者に対

して課税するのですから、確定給付型年金制度は実のところ税収の増加に大きく貢献している

と言えます。 

 

    最後に、我々（数理人・会計士・法律家等）が今まで行ってきた社会保険庁との間での奮闘、

言い換えれば事前積立方式、積立率、民間部門における政府による政策投資の可能性などに関する論争

を見ると、米国の指導者たちは確定給付型年金制度の普及を鼓舞するような道を模索するだろうと思え

たりします。個人の社会保障口座と確定拠出型年金制度では、確定給付型年金制度と同レベルの給付水

準や安全性を約束することはできないのです。 

 

行動ステップ 

    確定給付型年金制度の普及を鼓舞する方法はたくさんあります。過去２０年間に発効された規

制のうち幾つかを取り除き、以下の３点を骨子とする施策を実行することです。 

①ＰＢＧＣ（年金給付保証公社）の保証金額水準を下げる。 

②母体企業に対して、年金資産の積立余剰分の引出しを認める。この際、確定給 

     付型年金制度の終了を義務付けず、また過度な財務上の罰則の適用をしない。 

③従業員・母体企業双方に対して、確定給付型年金制度のメリットを説く。 

    若し、これらの施策で、確定給付型年金制度の普及がまだ不十分であれば、議会が中心となっ

て確定給付型年金制度がより有利になるような税務対策を実施することは可能だと思います。例えば、

確定給付型年金制度を採用している母体企業に対して税額控除を認めるといったもので、具体的には、

確定給付型年金制度の受給者に対する、ある一定の金額まで（それ程高額でない金額まで）の給付額

を、その年の税額控除の対象とするという内容です。 
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    確定給付型年金制度は衰退の危機にさらされた種族と言えます。このままでは、退職という行

為は、何百万というアメリカ人労働者にとってより危険なビジネス（選択）になるでしょう。老年労働

者の確定受給権を守る努力をする中で、政策担当者は実際のところ母体企業を確定給付型年金制度から

遠ざけ、確定拠出型年金制度へと誘導しているのです。従前の確定給付型年金制度からキャッシュ・バ

ランス・プランや同様のハイブリッド型年金制度への転換には非常に面倒な制限があり、それゆえ、確

定給付型年金制度を廃止して、新たに確定拠出型年金制度を設立するといった安易な道を選択する母体

企業が増えているのです。そうなると今度は確定拠出型年金制度が、政策担当者が規制したいと思って

いる年金制度の転換政策の意味合いを持ってくることになり、以前より安全性の点でも給付水準の保証

についても不安を抱えることになる訳で、この点は間違いなく政策担当者も予想していないと思われま

す。 
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素材抜粋                                     2002/08/29 

 

クォークとジャガー 

 

マレイ・ゲルマン『クォークとジャガー』－たゆみなく進化する複雑系 

野本陽代 訳 草思社 １９９７ 

 

 

 

 量子力学そのものは、理論というより、現在のすべての物理学理論が収まる体系といっていい。よく

知られているように、この体系は、それ以前の「古典物理学」の特徴である決定論の放棄を求めてい

る。量子力学は確率を計算することしか認めていないからである。 

 

 したがって、複雑度を測るにあたってはつねに、その体系を記述するのがどのレベルまでで、それ以

上の細かい点は無視するということを、はっきりさせる必要がある。物理学者はそれを「祖視化」と呼

んでいる。 

 

 ゲーデルは数学の公理系には限界があることを発見して、１９３０年代前半に、数学者たちの度肝を

ぬいた数理論理学者である。 

 

 このことを通じて子供は、複雑適応系の第一の特徴、入ってきた情報の中の規則性をスキーマへと圧

縮する、という特徴を示した。スキーマにはルールは含まれているが、ルールが適用された個々の状況

は取り除かれている。 

 

 本書全体を貫いているのは、自然の基本法則と偶然の働きの相互作用という考えである。 
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素材抜粋                                     2002/03/20 

 

企業年金設計の多様化について 

～米国の最新事情から～ 

 

講師：オリビア・Ｓ・ミッチェル 

平成１３年３月１９日 駒場エミナース 

厚生年金基金連合会 第２３回 年金財政講座 

（http://www.pfa.or.jp/よりダウンロード） 

問合せ先：厚生年金基金連合会 数理部  

Ｅーmail suri@pfa.or.jp 

 

 

 

 米国の平均的な男子は生涯に１０の職を経験し、４０歳までには 6つの職を経験します。 

 

 受給要件として最低年齢や最低勤続年数を規定している確定給付企業年金の割合は、グラフ（略）の

ようにあまり変化しておらず、雇用流動化の障害となっています。 

 

 米国において問題なのは、年金プランの加入者自身が過去ベースのＡＢＯと将来ベースのＰＢＯとの

違いをあまりよく理解していないことです。つまり、加入者は将来にわたる給付額の増加分も加味した

ＰＢＯを保証してほしいと考えるわけですが、法律上保証されているのはＡＢＯであり、ＰＢＯではな

いわけです。このことが、加入者の期待と株主の利害との対立の元となっています。 

 

 各従業員は毎年資産額計算書を受け取ることにより、自分の年金資産とこれにかかる運用利回りに関

する情報を得ることができます。これにより、従来のプランに比べ、自分の受け取る給付額をより明確

に把握することが可能です。 

 

 米国の確定給付企業年金の規約においては、いつでも事業主が制度を修正・変更することにより将来

分の給付を変更し、または制度を終了する可能性があるという条文が必ず設けられています。 

 

 なぜ確定給付型の年間掛金額が少なくなってきているのかという理由の一つは、多くの制度におい

て、積立不足がない、つまり過剰積立の状態にあるからです。 

http://www.pfa.or.jp/
mailto:suri@pfa.or.jp
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 米国の税法である内国歳入法の４０１条（ｋ）項に規定されているように、４０１（ｋ）は税を後払

いする年金プランと捉えられます。非常に重要な点ですが、従業員からの４０１（ｋ）プランへの拠出

金は、拠出時には税金控除となり、給付時まで課税が繰り延べられます。 

 

 ところで、年金を選択した人と、一般的な国民との間には、ある違いがあります。それは、年金を選

択する人の方が長生きをする傾向があることで、アクチュアリーの世界ではこのような逆選択が存在す

ることが知られています。 

 

 第三に、ブッシュ新大統領が提唱している興味深い考え方なのですが、社会保障の一部を民営化して

個人勘定に移すことにより、個人勘定から資本市場への投資を可能とすることです。 

 

 また、確定給付型年金を一時金払いにすることによって、加入者がそれを運用していける形に変える

ことが考えられます。 
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素材抜粋                      2002/01/13 

 

ｅエコノミーの衝撃 

 

中谷 巌『ｅエコノミーの衝撃』 

東洋経済新報社 ２０００年 

 

 

 

２１世紀には、ウィンドウズのようなＯＳで顧客を囲い込もうとする「閉じた」ビジネス・モデルで

はなく、インターネット技術をベースに世界に広範なネットワークを構築し、「収穫爆発」の成果を享受

するような企業が注目されるようになるだろう。 

 

  エグゼクティブ・サマリー 

 第一 ビジネスが「個人化」する。 

 第二 中抜き現象の常態化 

 第三 複数の商品･サービスを組み合わせたソリューション・ビジネスが中心 

 

日本のインターネット元年が２０００年だとすると、アメリカのインターネット元年は１９９４～９

５年ということになる。 

 

日本企業では従来、基本的にゼネラリストが重視されてきた。つまり、特定の分野のプロフェッショ

ナルよりも、何でも器用にこなせる人材が出世するシステムでやってきた。しかし、競争がグローバル

化してくると、多くの分野ではゼネラリストでは太刀打ちできず、プロの出番となる。 

 

プライス・ラインは航空チケットをオークションで販売するという画期的な、しかしきわめてシンプ

ルなアイデアで成功を収めた。 

 

オークション・モデルでは、必ずしも一物一価の法則に従う必要はなくなる。 

 

サン・マイクロ・システムズでは、自社が作ったサーバーの一部をｅベイのオークションサイトを使

って販売している。 
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 高齢化社会になって、老後の生活設計が気になるところだが、これに関するサービスは現時点ではき

わめて貧弱である。たとえば、退職金で何千万円かの収入があったとき、これをベースにあと２０年

間、安定した生活を過ごすために資産をどう運用するのがもっとも有利か、親身になって相談に乗って

くれる人（インテグレータ……抜粋者）はなかなかいない。 

 

 もし、この老後の資産運用に対してきめ細かく、ていねいに答えてくれるネット業者がいれば、老人

はずいぶん助かるだろう。たとえば、投資信託、アメリカの国債、銀行の預金、株式、ドル預金など、

最適のポートフォリオを組んでくれ、安定した財政生活を保証するサービスを提供してもらうことがで

きれば大助かりだろう。 

 

 「商品をタダで配って、その後のサービスで収益を確保する」という考え方だ。 

 

 モノを売ったときは、そのとき一回かぎりの利益だが、継続的なサービスでチャージできれば、永続

的な利益を確保できるというわけだ。 

 

 情報革命への対応が企業戦略の方向を大きく変えるものである以上、現場で対応できないのは当然で

あって、これこそ、まさにＣＥＯマターなのである。 

 

 もし企業の効率が上がり、ＲＯＥがたとえば、アメリカ並みに１５％になれば、配当率も上昇し、金

利も上がるだろう。低金利というのは、企業がそれだけ収益性が低いからであり、経営の効率が悪いか

らである。 

 

 郵便貯金は元本保証なので、もし元金を割り込むような資産運用をしたときは、税金で補填しようと

いうのだろうか。運用責任はどうなるのか。このへんがあいまいで、担当者が代われば、誰も責任をと

らないことになってしまう。こういう素人集団に、何十兆円という巨額のおカネを預けること自体が、

本当にいいことなのだろうか。 

 

 「制度を変える力」は、けっして政治そのものの内部から生まれるものでなく、新しいマーケット・

フォースが改革の先導役になると考えているからだ。 

 

 そうなったとき、あっという間に、アンシャン・レジュームは崩れていく、というのが著者の直感で

ある。……。印象としては、５年くらいのうちに怒涛のようにｅエコノミーの波が押し寄せ、規制が強

く、制度的不備の多い日本も急速に変わっていくことになるだろう。 

 

 ……、決定的に重要なことは、日本人の意識構造である。 
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素材抜粋                      2007/01/11 

 

キャピタル・フライト 

 

木村 剛 『円が日本を見棄てる』 

実業之日本社 ２００１年 

 

 

 

 本物の重大危機が到来する前に、危機の実態や可能性を精査しなければならないのに、危機を直視し

ようとしないのだ。危機を直視するこしができなければ、その危機に対して適切な措置をとれるはずが

ない。 

 

(日本のデュ･デリィジェンス……抜粋者) 

 

 かくして問題企業の貸出債権は、メインバンクへと皺寄せされるようになってきた。金融業会で「メ

イン寄せ」と呼ばれる現象だ。……。「メイン寄せ」が加速されると、リスクの限界に近づくスピードも

加速される。そうなると、本当の突然死が増えてくる。 

 

 「もう日本はダメだ－」 

 

 日本経済に対する最期の信認が崩れ去ったとき、溢れかえったマネーの大脱走が始まる。資本逃避が

本格化する。円が投げ売られる。このとき円相場は、１ドル１３０円とか、１４０円でとどまることは

ない。マーケットはオーバーシュートする(行きすぎる)ものだ。１ドル１８０円とか、２００円になっ

ても何ら不思議ではない。 

 これがキャピタル・フライトである。 

 

 愚かな政府や官僚機構が、国民のために何か為してくれることを期待して待つ時期は過ぎた。国民に

できることは、愚かな政府や官僚機構の下でも生き抜いていくことのできる、したたかな生活の智恵を

身につけることでしかない。愚かな政府と官僚機構が行った愚かな政策の後始末は、結局のところ、国

民が生活水準の下落をもって償わなければならない。その現実を個々の国民は直視なければならないの

だ。 
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 「……。たとえばあるメガバンクの資産規模は、日本の GDPの３割にも達する。これは見逃せない集

中リスクだとわれわれ(ＦＲＢ高官)は認識している。もし日本が破綻すれば、そのメガバンクは日本破

綻のリスクを回避しようがない。要するに、そのメガバンクは、日本という途轍もないリスクを抱えて

いるのだ。そして、日本には破綻するリスクがある……」 

 

 邦銀はポートフォリオのほとんどが日本に集中しており、その少なからぬ部分が不良債権だ。加え

て、信用リスク管理ができていない。これはどう考えても危ない。 

 

特殊法人などの政府系機関が抱える「隠れ借金」を加えれば、日本の財政赤字は１０００兆円を軽く

超えると見られる。これは、GDPの２倍の水準だ。日本国の税収を５０兆円だとすれば２０年分だ。 

 

しかし、それは日銀にどんどん紙幣を印刷しろと言っているのとじつは同じである。最終的に行き着

く先は通貨価値の下落であり、いつかの時点で、期待インフレ率の大幅な上昇を招く、それによって名

目金利は大幅に上昇するだろう。 

 

銀行がマネーを流通させ、経済を拡大させる機能を信用創造機能と呼ぶが、その信用創造機能が毀損

していることが、日本経済の深部に巣食う元凶なのだ。 

 

貸倒引当金の金額は逆算で決定されてきた。まず、公表すべき利益の水準が決定され、それを実現す

るという前提の下で、償却できる不良債権の金額が弾き出される。足りない部分は保有株式の含み益で

賄ってきた。これが、わが国金融界における不良債権償却の現実である。 

 

日本の場合、会計原則は一種のデコレーション・ツールに堕している。 

 

不良債権問題の核心は、保有自体ではなく、保有している簿価(引き当てを勘案した簿価)にある。し

たがって、もともと１００の元本価値のあった貸出債権の時価が３０にまで落ちてしまった場合に、そ

の不良債権を、引当勘案後の簿価３０で保有することは何ら問題ない。 

 

時価以上の簿価で不良債権を保有していることが問題なのである。保有自身ではなく、保有の価格が

問題なのだ。つまり、十分な引当がなされていないことが問題の核心なのである。 
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素材抜粋                    2002/02/11 

 

誰も書かなかった日本銀行 

 

石井 正幸『誰も書かなかった日本銀行－エリート集団の目をおおいたくなる実態』 

あっぷる出版社 １９９６年 

 

 

 

 聖域でありすぎるから日銀マンは無菌培養になってしまう。同様に民間銀行に対する支配を強めすぎ

てしまう。あるいは、批判を受け付けなくなってしまう。独断に陥ってしまう。 

なぜ聖域になるかというと情報公開が進んでいないからだ。日銀の実態を誰も知らないから、批判の

しようもない。 

 

私は、住専問題に関しては、日銀にも大蔵省を上回る大きな責任があると思っている。 

 

日銀の最大の責任はサボタージュの責任である。役割放棄の責任といってもいい。怠慢の責任であ

る。すなわち、先の大和銀行事件でも、住専への突出した融資についても、日銀はそのすべてを把握し

ていた。間違いなく知っていた。にもかかわらず、なんら手を打たなかった。それが問題を拡大させ、

とりかえしのつかないところまで追い込んだのである。 

 

問題を先送りしたといって大蔵省が批判の矢面に立っているが、実際には大蔵省には金の流れはわか

っていない。金の流れがわかっているのは日銀だけなのである。日銀は日本の金の流れはすべて把握し

ているのだ。例外は暴力金融だけであるが、それとてもある程度の実態把握はしている。 

 

この日銀貸出が大蔵省の許認可権に匹敵する日銀の武器となっている。 

 

この準備率（準備預金制度の）も日銀の判断に委ねられており、これも公定歩合の上げ下げと同様

に、有力な金融政策の手段となっている。そうした銀行コントロールの最前線が、営業局総務課資金第

一係というセクション。実は私が２年間の松山支店勤めから本店に戻ってきて、２年間営業局の証券課

でトレーニングしたのち就いた部署がそれだ。 

 

ここは国内の金融機関の指導を一括してみるところで、第一係は国内の都銀、長信銀を担当、第二係

は地銀、第二地銀、信金などを見るほか、全国の数字をまとめる業務を行っていたから、ここは結構忙
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しかった。そして第三係は国内で営業している外国銀行、農林中央金庫、商工中金など、その他の金融

機関を担当していた。その資金第一係の担う最重要業務の「窓口指導」というのが、私の仕事であっ

た。どういう仕事かというと３ヶ月ごとに銀行が提出する業務計画の中の、四半期別貸付計画を厳しく

チェックし、日銀貸出限度額の調整を行うのがひとつ。そしてそれとつき合わせて、毎日の銀行の資金

繰りをチェックして、指導監督するというのが主な業務だった。まさに、日本の金融政策の実行部隊で

あり、日銀の中でも、花形セクションだったのである。 

 

そこで『ざぶん』と『どぼん』の出番だ。 

 

Ｔ銀行の頭取は本当に真っ青な顔をしている。実は、このときの局長は、前の日銀総裁の三重野さん

だった。 

「局長さん、なんとか貸出を」 

「そうですねぇ。Ｔ銀行さん。そういえば、ウチが送った副会長は元気ですか」 

天下りＯＢをこの銀行が冷遇していることを知っての上で、言うわけだ。 

副頭取はＯＢをきちんと扱うことをその場で約束させられる。それ以外になんの方法があろう。  
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素材抜粋                                     2002/08/26 

 

経済システムの進化と多元性 

 

青木 昌彦 『経済システムの進化と多元性』 

－比較制度分析序説－ 

東洋経済新報社 １９９５年 

 

 

 

 状態依存的ガバナンスとは、企業の財務状態が健全であるかぎり、企業のコントロール権は従業員の

内部ヒエラルキーをへて昇進・選抜された経営者（インサイダー）に完全に委ねられているが、企業の

財務状態が悪化した場合、そしてそういう場合にのみ、内部者から「特定」の外部者、すなわちメイン

バンクへ、コントロール権が自動的に移行する、そういうことが当事者のあいだで前もって了解されて

いるようなガバナンス構造である。 

 

この、事前・中間.事後のモニタリングが統合してメインバンクという一仲介機関に事実上委託されて

いたことが、他の金融制度からメインバンク制度を分かつ重要な特徴である.アングロ・アメリカンのシ

ステムでは、事前・中間.事後のモニタリングは、機能ごとに特殊化した仲介機関やその他の機関によっ

て遂行される。たとえば、事前のモニタリングは、投資銀行、商業銀行、ベンチャー・キャピタルな

ど、中間モニタリングはアナリスト、市場裁定者、基金投資マネージャーなど、事後的モニタリングは

会計監査事務所、テーク・オーバー・ビッダー、再建専門機関、破産裁判所などである。 

 

 むしろ、戦略的に重要で、政治的に実現可能な変化の糸口を見つけることが、さまざまな制度の間の

「補完性」の構造を通じて、システムの変化を芋蔓式に誘発する契機となりうるかもしれない。 

 

 それはシステム環境と個別的な職場環境の双方に目を配れる「幅の広い」ものであろう。こうした技

能を「文脈的（contextual）」技能とよぼう。それは、一定の組織の文脈で具体的に習得され、蓄積さ

れうるような技能だからである。組織の参加に先立つ教育においては、その準備として、より一般的な

問題解決とコミュニケーションの能力に投資しておくことが有効であろう。こうした準備的技能を「可

塑的 (malleable) 」技能とよぼう。つまり、不特定の組織における具体的な文脈的技能形成を予期し

た、素材の形成といった意味合いである。 

 

 

 もう一つ、理論的に歴史の制約を緩和しうるメカニズムは、最適戦略の模倣という「限定合理的」な

戦略からのゆらぎ、ないしは突然変異 (mutant) の連続的、確率的な発生である。すなわち、戦略の補

完性を無視して行動する主体の進入である。 
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 第三に、個人株主の保有率が急速に低下し、かわって年金基金、ミューチュアル・ファンドなどの機

関投資家の保有率が増大したことである。これらのファンドはリスクを軽減し、平均収益を高めるべ

く、株価指数（インデックス）に大部分の資産を投資しているため、個々の会社のマネジメントをモニ

ター(監視)するインセンティブを持たない。……。したがって、カリフォルニア州公務員年金基金や大

学教員退職株式基金など代表的な半公共的基金を除けば、多くの機関投資家は、企業モニタリングにお

いて積極的行動をとっていない。しかしながら、それらの機関投資家は、全体として上場会社の過半数

の株式を所有するに至ったとみられている。 

 

 重層的な、持株会社のヒエラルキー構造というアイデアは、単に従来の計画官僚機構を再生産するに

過ぎない、新古典派パラダイムのカリカチュアというべきであろう。 

 

 一方国際競争力が激化して、業際的・国際的な企業間連携や会社資産の買収・売却が会社戦略の策定

にとって重要性を帯びてくると、戦略的決定を担当するものは、経常的な事業からある程度の距離を持

って思考する必要が生じてくる。しかし、そうした距離を保つことは、情報共有を原理として進化して

きた組織の中ではなかなかに難しいことである。だからといって、通産省が戦略決定機能を代行しうる

時代でも、もはやない。たとえば産業規格もまだ明瞭に浮かび上がっていないマルチメディア産業など

への進出決定は、企業レベルにおける分権的、かつ多元的な戦略決定が、併存し、競争することが、シ

ステム進化論的に本来的な優越性を持つはずである。政府の一元的コントロールは、企業のあいだに不

可避的な情報同化作用をもたらし、誤りから生ずる社会的コストをひじょうに高いものにするであろ

う。かくして、企業レベルで、戦略的部門と事業部門とを、ある程度距離を持った別々の器に入れる必

要性が生じてくるのである。 

 

 だとすると、残されたオプションは既存の主要株主である機関投資家、銀行や生命保険会社、および

会計監査人に対し、これまで以上に積極的なモニタリングの義務を課すことであろう。たとえば純粋持

株会社制の解禁にあたっては、子会社の決算の開示に厳格な基準を課し、またその取締役会には三分の

一以上の外部取締役の指名を要件とし、彼らに厳しい受託義務 fiduciary duty を負わせるなどという

会社法上の改革が必要になろう。 

 

 純粋持株会社制度はたとえ解禁されたとしても、その採択は個別の企業の選択事項である。この点か

らいっても、純粋持株会社制度の解禁が、日本経済における仕切られた多元性のジレンマを解く魔法の

杖とはなりえないことは明らかである。だが、それを禁止する格別の理由もみあたらない。しかも、そ

れは、日本経済の中に組織型の多様性を内在化するための穏やかではあるが、政治的に十分に実施可能

な、改革の道筋を示しているように思われるのである。財閥復活や外国による系列強化批判を恐れて、

純粋持株会社の解禁に逡巡することは、時代錯誤と国際認識の欠如として、世の批判の俎上にのぼらさ

れてもやむをえないであろう。 
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あとがき 

 

 お楽しみいただけましたでしょうか。 

 ひとつでもあなたにとっての「ドハハな教え！」がありましたでしょうか。 

確定拠出年金資産運用の王道というのはあるのでしょうか。 

適度なリスク、適度なリターン、それが王道なのでしょう。 
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それにしても、世の中とはなんと広大無辺なのでしょう。フェンテスではないですが、たった一度の

人生ではとても足りません。 
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