
第１章 中小企業 (マイクロビジネス等) に

対する資金調達

１. 日本における中小企業の現状

2003年 (平成15年) ２月より ｢中小企業挑

戦支援法 (中小企業等が行う新たな事業活動

の促進のための中小企業等協同組合法等の一

部を改正する法律)｣ が施行され, 開業・創

業については中井 (2005) が指摘するように

｢会社設立時点での資本金の確保といった資

金集めが創業の障害になっていた点を大幅に

緩和し, また, 設立に係る手続を簡素化する

ことによって, 一般のサラリーマンや主婦な

どがアイディアや新しい発想などによるビジ

ネス・モデルでも容易に創業することができ

るように法的に整備｣ (p184) がなされてい

る｡ 実際, 日本でもイノベーションの担い手

である創業・開業が頻繁に起っていることが,

2007年の中小企業白書から窺える (図表１)｡

しかし, 日本の起業は, 図表２の通り, 欧

米に比べればかなり見劣りするのが現状であ

る｡ このような中においては ｢労働力の減少

というチャネルを通じて日本の潜在的な成長

力にも少なからず影響を与える可能性があり,

一人当たり所得を維持していくためには技術

革新による生産性の向上が不可欠とするとと

もに, 人口要因が国内マーケットを縮小させ

ていく中で, 各企業は付加価値の高い技術創

造により競争力を伸ばしていくことが求めら

れる｣１ と2005年経済財政白書でも指摘して

いる｡ そのためには, 今後さらに多くの創業・
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(図表１) 有雇用事業所数による開廃業率の推移

(注) 中小企業白書 ｢第1-2-4図 有雇用事業所数による開廃業率の推移｣ より抜粋



起業が必要であり, 逆に, 小林／久武

(2007) がいうように ｢起業によって, 新企

業が誕生し, 多くの場合, 新しい成長機会が

創出される｣ (p30) はずなので, 創業・起

業のさらなる促進が求められる２｡ けれども,

創業・起業においては非常に少人数の, いわ

ゆる ｢マイクロビジネス３｣ が, 新しい市場

のパイオニアやイノベーションの担い手にな

るということを意味する｡

しかしこの場合, 斉藤 (2006) が指摘す

るように ｢資金面の制約が大きい場合には,

その能力を十分に発揮することができない｣

(p194) のであり, ｢新規開業企業にとって

資金調達は重要な意味をもつ｡最低限必要な

初期資本がなければそもそも開業することは

できないし, 仮に開業できたとしても, 軌道

に乗るまでの資金が不足すれば経営は行き詰

まる｣ (p195) ことになろう｡ 村本 (2005a)

でも ｢いかなる事業であってもその実現には

資金的な裏付けを必要とする｣ と指摘し, そ

のためには ｢金融機関の資金仲介能力に期待

されるところは大きい｣ ものの, ｢創業ない

しベンチャー企業の抱える種々のリスクは,

金融仲介機関のリスク・テイク能力を超える

可能性が大きいので, 通常は資本市場の活用,

あるいはインフォーマルな投資家(エンジェ

ル) の役割が重要となる｣ (p4) と論じてい

る｡

実際, ｢経済の情報化やサービス化が進む

なか, これまでなかった製品やサービスの開

発に取り組むマイクロビジネスが少なくない

ことを考慮すると, マイクロビジネスと金融

機関との間に存在する情報の非対称性は, む

しろ拡大している可能性すらある｣４ ので,
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(図表２) 起業活動の世界比較

(注) 中小企業白書 ｢第1-2-29図 OECD加盟国のEEA比較｣ より抜粋

１ 2005年 『経済財政白書』 第３章第４節を村本 (2005a) がまとめたもの (p1)｡

２ けれども, 安田 (2004) が指摘するように日本の創業・開業に対する取組みは, ｢創業について様々な観

点から研究が行われそれが政策に結びつき､ さらにその政策が実証研究の対象となるプロセスを通じて開業

率の上昇に繋がった1980年代以降の英国とは対照的である｡ そして創業について詳細な研究が行われ政策に

繁栄される米国等の先進国とも異なるものである｣ (p2)｡

３ 斉藤 (2006) の定義を引用すれば ｢中小企業のうち従業員が５名以下｣ の企業を指す｡

４ 斉藤 (2006) p21引用



マイクロビジネスを中心とする中小企業に対

する資金調達は, 今後一層, 資本市場に委ね

る必要性が高まっていると思われる｡ただ,

｢日本の現状では, 資本市場にそこまでの厚

みがあるとはいえない｣ ので, ｢あくまで,

金融機関経由の資金が基本｣５ にして, 中小

企業に対する資金調達を考える必要があろう｡

２. 銀行等と情報の非対称性

以下では情報の非対称性について考察し,

その後, 預金取扱金融機関 (以下, ｢銀行等｣)

における情報の非対称性への対処などを観察

した上で, 中小企業に対する資金調達への可

能性についてみていくことにする｡

そもそも金融取引は現時点と将来時点の取

引 (異時点間取引) なので, 現時点の資金の

授受だけでなく, 将来時点での決済に伴う資

金の授受がなされる必要がある｡ ここで資金

需要者 (借り手) は自ら実行しようとするプ

ロジェクトに対して専門的な知識・情報を保

有していると考えられる｡ 他方, 資金供給者

(貸し手) は資金需要者 (借り手) に比べれ

ば, 当然, そのプロジェクトに直接関与して

いないので, 知識・情報が少ないと考えられ

る｡ このように金融取引当初から, 資金需要

者 (借り手) は当該プロジェクトにおいて情

報優位者であり, 資金供給者 (貸し手) は情

報劣位者になるのである｡ しかも, 金融取引

は借り手が期限満了時に資金を約定通りに貸

し手へ返済することで完済されることになる

が, 資金の返済はあくまでも借り手が行うの

であり, 返済時点 (つまり, 将来時点) の借

り手における情報についても, 借り手 (つま

り, 本人) は情報優位者であり, 貸し手は情

報劣位者となる｡

以上より, 金融取引においては情報劣位者

である資金供給者 (貸し手) が情報優位者で

ある資金需要者 (借り手) に資金を融通する

が, その金融取引が将来において決済 (つま

り, 金融取引の終了) がされるか否かは資金

需要者の将来時点における状態に起因すると

いうことになる６｡� モラルハザード

一般に ｢モラルハザード (moral hazard)｣

とは, 情報劣位者が情報優位者の行動を監視

できない等の状態にあることを利用して, 本

来すべき行動や注意を怠ることで他人 (情報

劣位者) の利益を害するなど, 自己の利益を

はかる行動のことをいうが, このようなモラ

ルハザードは金融取引において深刻な問題に

なる｡ なぜなら, 情報の非対称性が存在して

いる場合, 企業 (資金需要者, 情報優位者)

が金融取引で得た資金を ｢どのように使用し

ているか｣ について, 資金の貸し手 (資金供

給者, 情報劣位者) はすべてを監視すること

が困難だからである｡ このような場合, 本来

企業経営者は, その資金を事業のために使用

すべきところ, 社長室を豪華にしたり, 自ら

の飲食に使ってしまったとしても, 資金提供

者に対しては, 事業が失敗したと報告をする

ことも可能である｡ また, 企業経営者が管理

を怠り, 借入当初に資金提供者に提示した以

上にリスクを取ってしまったために, 事業が

失敗し, 資金の返済ができなくなる等の可能

性もある｡� 逆選択

他方, 金融取引のように情報の非対称性が

存在している場合には, モラルハザード以外
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５ 村本 (2005) p10引用

６ 当然, 法的には借り手は返済を強制されるのは当然であるが, 現在社会においては ｢破産｣ という手続き

があり, 経済的な意味において返済が不能になる可能性がある｡



にも ｢逆選択 (adverse selection)｣ と呼ば

れる現象が起こる７｡

例えば, ２つのタイプの企業 (資金需要者)

が存在するとする｡� 安定的な収益をもたらすが, その収益

が低いプロジェクトを持つ企業A� 高収入をもたらす可能があるが, 収益

の変動 (リスク) が激しく, 収益がマイ

ナスになる可能性もあるプロジェクトを

持つ企業B

そして, 貸し手 (資金供給者) は貸出対象

の企業がAのタイプかBのタイプかは判断で

きないとする８｡ ここで貸し手は, 貸出金利

が高いほど, 貸し手の効用が高まるので, 貸

出金利が高ければ高いだけ ｢貸出を増加させ

る｣ はずである｡ しかし, 企業Aの収入は,

安定しているが低位であるため, 借入金利

(つまり費用) が高くなれば, 利潤 (収入―

費用) が減少し, 借入を諦め, プロジェクト

の実行もなされなくなる可能性がある｡ 他方,

企業Bが銀行借入のような負債契約により資

金調達をすると, プロジェクトの成功時でも

元利金のみの返済であり, 失敗した場合には

返済原資がなくなり倒産すればいいと考えて

いるかもしれない｡ そうすると, 借入金利が

高くなっても企業Ｂが想定している期待収益

率よりも低ければ (大抵, 貸し手の金利は企

業が想定している期待収益率よりも低い),

借入を行い, プロジェクトを実施しようとす

ると考えられる｡

以上より, 貸出金利を高くすればするほど,

Aのタイプの企業は市場から退出し, Bのタ

イプの企業のみ市場に残る (悪貨が良貨を駆

逐する) ことになろう｡� 情報の非対称性の抑制

このようにモラルハザードも逆選択もとも

に情報の非対称性に関する現象ではあるが,

モラルハザードは借り手の ｢隠された行動｣

によって起こるので, 締結された後に何らか

の対処が必要となる｡ それに対して, 逆選択

はある契約 (ここでは金融取引) における

｢隠された知識｣ によって起こる契約であり,

締結前に何らかの対処をする必要がある｡ そ

のため, このような問題を抑制するためには,

以下のようなことが考えられる｡

①シグナル

まず, 金融取引において貸し手は, 借り

手が ｢安全な借り手｣ なのか ｢危険な借り

手｣ なのかを容易には判断できないので,

そのままでは資金を提供できないことにな

る｡ そのため借り手は自ら, 貸し手に対し

て決済の確実性を示す必要があり, 借り手

は資金供給者に対してある種の合図を送る

ことになる｡ この合図のことを ｢シグナル｣

という｡

この典型的なシグナルが ｢担保｣ である｡

つまり, 担保を提供することで, もし, 事

業が失敗して資金が返せなくなった場合に
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７ 逆選択は金融取引のみに特有のものではなく, 情報の非対称性が存在する場合に起こる現象であり, 有名

なものとしては ｢中古車市場｣ などがよく例にあげられるが, ここでは金融取引のみを解説する｡

８ 貸出対象の企業がAのタイプかBのタイプかはわからないものの, 割合だけはわかっているものとする｡

＜図表３＞ 情報の非対称性の抑制

借り手 貸し手

逆選択 シグナル 選別 (信用割当)

モラルハザード 開示 (ディスクロージャー) モニタリング



は, 借り手は提供した担保を確実に失うこ

とになる｡ したがって, 借り手が想定して

いるプロジェクトの危険性が高い場合には,

当該借り手は担保の提供を拒む可能性が高

いことになろう｡ 反対に借り手が想定して

いるプロジェクトの危険性が低い場合には,

当該借り手は担保の提供に対して問題にし

ないはずである｡ このように借り手は自ら

｢担保を供出する｣ というシグナルを送る

ことで, 貸し手に対して決済の確実性を示

すことができる９｡

②信用割当

一方, 本来貸し手は, 高い貸出金利を取

れば取るほど利益が多くなるため, なるべ

く高い金利を要求したいのであるが, 高い

金利を要求すれば, それだけ逆選択により,

安全な貸出先が減少することになる｡

そこで貸し手は, 敢えて貸出金利を低く

設定し, 安全な借り手を多く募ろうとする

ことがある｡ 当然, 金利が低くても危険な

借り手は存在するものの, 安全な借り手を

集めることもできるので, 募集に集まった

借り手のプロジェクトをじっくりと調査・

吟味して貸出先を絞り込むことで危険な借

り手を排除することが可能になる｡ このよ

うな方法により逆選択をなるべく排除しよ

うとする方法を ｢信用割当｣ という｡

③モニタリング

このような事前審査と担保等によって,

貸出時点では安全な借り手であっても, 実

際に資金を提供した後, 返済まで期間に借

り手がどのように行動するかを把握しなけ

れば, 本当に返済されるかどうかはわから

ない｡ 返済されなければ債務が不履行にな

り, 金融取引は完済されないことになる｡

これに対しては, 最も単純にして, 最も難

しい手段であるモニタリング (監視) を行

うことになる｡ つまり, 支払いまで相手の

行動を逐一観察・監視し, しかも, モラル

ハザードを起こしそうな場合には, 直ぐに

返済を求める等の行動を取れば, モラルハ

ザードは起こらない｡ しかし, 現実的には

常に相手に張り付いていることは非常に困

難である｡

④ディスクロージャー

一方, 例えば, 借り手としても貸し手か

ら資金の使途に対して疑惑を持たれ, プロ

ジェクトの途中で返済を要求されることに

なると, プロジェクトの継続ができず, ロ

スが発生することになろう｡ このような状

態を避けるためには, 借り手が貸し手のモ

ニタリングに対して協力するとともに, 借

り手自らがプロジェクト状況を積極的にディ

スクローズする行動を取ることによって,

貸し手のモニタリングが円滑に行われるよ

うになれば, 不幸なことが起こりにくくな

ると考えられる｡� 情報の非対称性を軽減する仕組み
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９ 担保を受け入れる理由として, 返済が滞ったりした場合, 担保を売却することにより, 未回収貸出金額を

回収することができるからであると考えられている｡ 実際にもこの理由のウェートが高くなることが多く,

最終的な貸出の価値を保全するために担保を取ることになる｡

しかし, 銀行等では担保価値に対して貸し付けているのではない｡ 担保に基づいて貸出をするのであれば,

これは ｢質屋金融｣ であり, 銀行はこのような金融を中心にしているのではない｡

銀行等では念入りに借り手のプロジェクトを審査した後で, 将来的な確実性を考慮して貸出を行うのであ

り, 担保はあくまでも, 当該借り手が ｢安全な借り手｣ なのか, そうでないのかを見極めるためのシグナル

に過ぎないのである｡



以上のように情報の非対称性に対しては,

それぞれ抑制策があるものの, これを一般の

経済主体 (民間非金融機関) が行うのはかな

り困難である｡ 特に, 信用割当やモニタリン

グについては, 物理的な問題もあり, 難しい

と思われる｡

①信用割当

審査にはそれなりの能力と費用がかかる｡

貸し手が ｢個人｣, 借り手が ｢企業｣ の場

合, そもそも審査を行うことができない｡

②モニタリング

いつモラルハザードを起こすかわからな

いので, 常に監視をする必要があり, 事実

上難しい上に, かなりのコストが必要とな

る｡

他方, 銀行等の場合には, 預金により貸出

や振替業務を行っている上に, 借り手の預金

口座を管理しているので, 当該借り手の資金

状況については“常に”監視することができ

る｡ 特にメインとなって当該借り手の資金繰

りを一手に引き受けているような場合には,

取引関係の状況についても資金の入出金を通

じて観察することで, 通常業務を行いながら,

かなり精緻なモニタリングをすることが可能

であるといえる｡

さらに, 実際にモニタリングをすることに

よって得た情報に基づいて, 当該借り手の危

険性の度合いを推定することができるため,

審査をする場合のデータも集まりやすい｡ ま

た, 銀行等はさまざまな業種に貸出をしてい

るので, 当該プロジェクトに対しても, ある

程度の基礎的な情報を保有していることにな

る｡ このような状態で信用割当の審査をする

ので, 他の主体が行うよりも精度が高まると

考えられる｡

しかも, 貸出を業として行っているので,

審査のみの専門家を養成していることから,

低コストで良質な審査が可能である｡ また,

銀行等の貸出は相対取引であり, 借り手が公

開したくない情報であっても, 当該銀行以外

には漏れないので, 安心してディスクローズ

できるのである｡ そのため, 資金状態以外の

ソフト情報も入手しやすいというメリットも

ある｡

以上より, 金融取引における情報の非対称

性を軽減する仕組みが, 銀行等に備わってい

ることがわかる｡

３. リレーションシップ・バンキング

このように銀行等は, 逆選択やモラルハザー

ドといった ｢情報の非対称性に伴う金融取引

上の困難を解消することに存在意義があ

る｣10 といえる｡ この場合, 斉藤 (2006) が

いうように情報の非対称性とは ｢借り手の返

済能力や返済意思などに関する情報を, 貸し

手が正確に把握できないことを指す｣ のだか

ら, 大企業と金融機関との間にも存在するこ

とになる｡けれども, ｢金融機関が借り手の返

済能力を判断する際に活用できる材料が, 小

規模な企業と大企業とでは大きく異な｣

(p20) り, 特にマイクロビジネスのような

中小企業では判断材料が限られるので, 深刻

な問題になる｡

このような場合には金融審議会金融分科会

第二部会報告 (2003) にある ｢金融機関が顧

客との間で親密な関係を長く維持することに

より顧客に関する情報を蓄積し, この情報を

基に貸出等の金融サービスの提供を行うこと

で展開するビジネスモデル｣ (p3) が有効と

されている｡ このようなビジネスモデルのこ

とを, 一般に ｢リレーションシップ・バンキ
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10 益田／小野 (2005) p5引用｡



ング｣ という11｡ ここでリレーションシップ・

バンキングにおいては, ｢顧客固有の私的情

報を独占的に利用することで, 情報生産 (審

査・モニタリング) に関するフリーライダー

問題を回避しようとするもの｣12 なので, い

わゆる ｢ホールドアップ問題｣ や ｢ソフト・

バジェット問題｣ を引き起こす可能性がある｡

ここで ｢ホールドアップ問題｣ とは, 例え

ばリレーションシップをとっている銀行が１

社しかない企業が存在した場合, 当該銀行が

｢借り手企業の情報を独占し, その独占的地

位を利用して不当な価格を設定する, あるい

は当該金融機関が取引企業からの新たな貸出

に応じない場合, 企業が他の金融機関から同

一条件で借入ができないような状況が生ず

る｣13 可能性がある｡ このような問題のこと

を ｢ホールドアップ問題｣ という｡ この場合,

貸し手企業は金融機関との取引を１社だけに

絞るのではなく, 複数の金融機関と取引をす

ることで, この問題を解決することができる｡

実際, 日本では中小企業であっても複数の金

融機関との取引が一般的である｡ そのため,

平成不況のときのように金融機関が一斉に融

資の引き上げに動くような場合を除けば, 日

本においては ｢ホールドアップ問題｣ 自体は,

それほど大きな問題にはならないと考えられ

る｡ しかしながら, それゆえに金融機関サイ

ドでの融資獲得競争が激しくなると考えられ

るため, もう一つの問題である ｢ソフト・バ

ジェット｣ が問題になることが多い｡

つまり, ｢ソフト・バジェット問題｣ とは

｢金融機関側が法的整理等を行った場合に予

想される損失の表面化や悪い噂がたつことを

回避する, あるいは少しでも融資を回収した

いというインセンティブが働き, そのため融

資を継続せざるを得なくなる｣14 という問題

のことであり, これを実行してしまうと, 借

り手がモラルハザードを起こしやすくなる｡

これに対しては ｢担保｣ が有効な手段であ

ると考えられている｡ つまり, 島袋 (2005)

が指摘するように ｢一つはスクリーニング､

もう一つはデフォルト時の補完である｡ 前者

はすなわち､ 担保の提供が借り手は良質 (貸

出債権からの期待収益が高い) であるという

シグナルとなる｣ ことからスクリーニングの

補完になると同時に, ｢担保の徴収によりデ

フォルト時に発生する資金の回収コストを削

減できる､ 換言すれば担保がデフォルト時に

銀行の損失に対するバッファーとなる｣ (p8)

ことからデフォルト時の補完ともなると考え

られる15｡ つまり, 小野／西川 (2004) が論

じているように ｢リレーションシップを築い

ている金融機関の貸出が担保や保証によって

部分的に保全されていれば, 企業価値が低下

しても債権価値の劣化度合いは相対的に軽微

であるため, 貸し手は, 更なる 『深手』 を負

うことのないよう厳しいスタンスで追加支援

の是非を検討することができる｣ (p22) と

いうことになる｡ これについては, 実際,

｢米国の中小企業向け貸出においても, 担保
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11 リレーションシップバンキングについての先行研究では, 村本 (2005) 第２章や滝川 (2007) 第５章, 池

尾 (2006) 第７章などがある｡

12 益田／小野 (2005) p8引用

13 堀江 (2005) p192引用

14 堀江 (2005) pp192-193引用

15 但し, この場合には土地などが担保になっていると ｢土地などの資産価格は一定ではなく､ 担保有無のみ

ではデフォルト時のバッファーとしての機能を評価できないので､ 担保の時価を考慮しなければならない｡

担保価値が上昇すればよりバッファー機能が増し､ 逆は逆となる｣ と島袋 (2005) は論じている｡



や保証は広範に用いられている｣ (p38) の

であり, リレーションシップ・バンキングに

対しては担保・保証が重要な補完となるもの

と思われる｡

現在, 日本では金融審議会金融分科会第二

部会報告 (2003) を軸に, 土地などの担保に

過度に頼った貸出ではなく, リレーションシッ

プにより得たソフト情報を元に, 銀行等の

“目利き能力”を最大限に高め, 健全な融資

活動を行うことで効率的で健全な融資活動を

行っていこうということになっている｡ しか

し上述の通り, リレーションシップ・バンキ

ングにおいては担保を活用することが必要で

あろう｡ 当然, 過度に頼るのは問題であるも

のの, 補完としては使うべきであろう｡ 担保

や保証をなくして, 目利き能力だけで中小企

業金融を行うことは非常に困難であるといわ

ざるを得ない｡

とはいえ, 実際にはシーズ段階にあるマイ

クロビジネスの経営者が, 適当な担保を保有

しているほうが少ないのも事実であり, その

ため, シーズ段階やスタートアップ起業であっ

ても, トラック・レコードのない段階では,

銀行等からの資金調達は困難なので, 村本

(2005a) がいうように ｢エンジェルのような

インフォーマル・インベスターの存在が不可

欠｣ (p8) ということになる｡

第２章 中小企業金融における協同組織金融

機関の働き

１. トランズアクションバンキング16 化と中

小企業金融

ところで, 現状において自己資本比率規制

に係る新たな基準 (バーゼルⅡ) の導入をに

らんだ動きや日本全体の景気の回復傾向を背

景にして, 中小企業向けの金融機関の貸出態

度が前向きになり, 当該貸出を巡る金融機関

同士の競争が激化している模様である｡ 但し,

この場合の競争は, 地域金融機関と都市銀行

(メガバンク等) との間よりも, 地域金融機

関間の競争が激化しているようである17｡ し

かも, このような競争により, 中小企業は複

数の金融機関と取引をする傾向が強まる中,

中小企業白書 (2007) によると ｢10年前, 20

年前と比較すると, 中小企業と金融機関との

接触頻度は低下の傾向にある｣ ことがわかっ

た｡ 特に, 小規模企業の接触頻度の低下が大

きいようである18｡

これについては, 小佐野 (2001) がブート

とタッカーのモデルで指摘するように, ｢銀

行間競争が激しくなると, 市場性貸出が生み

出す貸出レントの部分は減少｣ する一方,
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16 ｢トランザクション・バンキング｣ とは, ｢各々の取引毎の採算等を重視し, 顧客との間には一定の距離を

置くといった関係を基本とする｣ 貸出といえる｡ その特徴について堀江 (2005) は ｢財務諸表等を基にした

指標 (比率) や担保価値, 評点等による定量情報ないしハード情報を基に貸出を行い, 対象期間は相対的に

短期的と考えられる｡ この方法は, 企業数が多い場合に相応しい貸出手法とされ, 銀行の規模と同様に借り

手である企業も大規模とされているが, 比較的小口・多数との取引の場合にも適用されている｡ 具体的な手

法としては, ①貸借対照表や損益計算書の内容をチェックして融資を決定する方法 (Financial Statement

Lending), ②保有資産の担保評価を重視して貸し出す方法 (Asset Based Lending), ③消費者信用の判定

手法を基に事業主の財産あるいは経歴等も加味して評価し, 倒産確率を基に貸出を決定する方法 (Credit

Scoring) がある｡ これらは, 長い眼でみた企業の成長性等よりも, 担保あるいはリスクを織り込んだ金利

設定等によってリスクを回避する方法と言える｣ と論じている｡

17 中小企業白書 (2007) 第２部第３章第１節参照｡

18 中小企業白書 (2007) 第２部第３章第２節および第４節参照｡



｢関係特殊的貸出についていえば, 借り手は

銀行のモニタリングに関する評判に関心｣ が

あるため, ｢関係特殊的貸出の市場は, 不完

全競争的な状況となって貸出レントの減少は

少｣ なくなり, その結果, ｢銀行の市場性貸

出は減少するのに対し, 銀行の関係特殊的貸

出はかえって増加｣ することが考えられる19｡

ここで現在の日本においては, 中小企業に

おける債権の市場化は困難である上に, 証券

市場そのものが未発達であることから ｢市場

性貸出 (つまり, 市場型間接金融などを含む

トランズアクションバンキング20)｣ は少ない

ものの, 競争自体が激化してくれば, ｢関係

特殊的貸出｣ を強化することになるため, 情

報収集費用がかかる, 規模の小さく, 情報の

非対称性の大きいような小規模企業への接触

頻度を低下させる行動に出ることは容易に理

解できる21｡

今後, ｢市場型間接金融｣ が発展してくれ

ば, この傾向はますます顕著になってくるこ

とも考えられる22｡ このように金融機関サイ

ドの経済性のみを追求すれば, 市場の失敗を

引き起こすことになる｡ そのため, ｢ 『人縁・

地縁のネットワーク』 を基盤とする比較的小

さい規模の金融サービスを提供する｣ 協同組

織金融機関が必要になると思われる23｡

２. 協同組織金融機関と規模の経済性

ここで協同組織金融機関とは協同組合とし

ての組織形態を持った金融機関を指す｡ しか

し, 協同組合の場合であっても, 資本主義社

会における経営体なので, 株式会社の場合同

様に, ｢継続的に経済活動をおこなうために

は, すなわち協同組合経営の一応順調な再生

産 (拡大再生産も含む) が継続されるために

は, 得られた 『成果』 の一部を内部に留保す

ることも必要｣ となろう｡ したがって, 協同

組合であっても継続企業として必要となる部

分については ｢成果｣ から差し引くことにな

る｡ しかし, その内部留保を差し引き残余の

｢成果｣ の配分については, 資本主義的配分

原則を採用せず, ｢組合員の出資額 (株式会

社でいえば株に相当するもの) に対する配当

については一定枠内 (例えば５％以内) にお

さえて, その残余の 『成果』 については組合

員が協同組合のおこなう経済活動＝各種事業
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19 小佐野 (2001) p154引用｡ なお, ここで ｢関係特殊的貸出｣ とは, ｢銀行が企業と長期的な関係を保ちな

がら貸出関係を築いているようなタイプの貸出形態｣ (pp151～152) を指し, ｢市場性貸出｣ とは ｢銀行が自

己の貸出債権を証券化して市場で売却することにより, 公開市場における社債を通じたファイナンスとよく

似た機能を果たす貸出形態｣ (ｐ152) を指す｡

20 トランズアクションバンキングについては村本 (2005b) 第2章を参照｡

21 この点について斉藤 (2006) は ｢借り手と頻繁に接触しなければならないことから､リレバンを行うには

通常よりも高い情報生産コストがかかる｡そのコストを金融機関がすべて負担するのは難しいため､一部は融

資金利として借り手に転嫁される｡そうなると､借り手の金利負担が重くなり､経営が圧迫されかねない｡そこ

で､リレバンでは金融機関がコンサルティング機能を発揮して借り手の収益を改善させ､金利負担能力を高め

るといった工夫が求められる｡ただ､必ずしも成長の見込めない市場で活動していることの多いマイクロビジ

ネスについては､コンサルティングによって収益を改善させられる余地は小さい｣ と論じている｡

22 銀行間の競争が激しい中, 市場型間接金融の発展により, ｢小規模企業への接触頻度が低下する｣ 傾向が

強まるか否かについての分析はここでは行っていないため, 今後の課題としたい｡ 市場型間接金融について

は池尾 (2006) が詳しい｡

23 市場の失敗に関しては他に村本 (1994) pp356～367がある｡



に具体的に参加した, その参加応分＝利用高

に応じて配分する, という方法を採用｣ して

いる24｡

このような協同組合持分に対する剰余金配

分の制限の目的について, john.A.C. (1996)

は ｢本質的に借入資本である協同組合持分に

対する配当を 『合理的』 な率に制限し, もっ

て業務運営上の純利益または 『差益』 を組合

員の利用高に応じて配分できるようにするこ

とにある｣ とし, さらに ｢業務活動より生ず

る純利益の相当部分が, 現在利用高に基づく

割戻しとしてではなくむしろ持分配当として

支払われた場合, 当該協同組合は, その限り

で, 現存利用者による協同組合利用から生じ

た持分所有者に対する利益配当のために使用

する私企業と化すであろう｣25 と指摘してい

る｡ つまり, 協同組合は人格的結合を重視す

べきであり, ウォルフ26 がいうように ｢株式

会社の如き資本結合のような状態に協同組合

が陥ってしまい同化してしまうのであれば,

協同組合銀行の特質は失われ, 株式会社との

差異は消滅してしまうであろう｣ と警告して

いる27｡

３. 協同組合の利潤

以上のようにみてくると, 協同組合の場合,

剰余金が発生した時にそれを制限なく配分す

ると ｢株式会社との差異が消滅｣ するので,

｢剰余金の配分を制限すべきである｣ という

ことになろう｡ しかし, 近藤 (1962) が指摘

したように, 協同組合では ｢組合員が主人で

あって, 組合はその 『施設』 にすぎないとい

う基本的関係｣ があるということについて発

展させ, 社会的な総利潤を考慮した場合には,

適切な ｢剰余金の配分｣ を行わないと, 協同

組合としての存続が危うくなることがわか

る28｡

近藤 (1962) においては ｢協同組合は企業

体ではあるが, いわば一つの 『施設』｣ なの

で, 企業自体としては利潤の追求を目的とし

ていないことになろう29｡ このように考えた

場合には, ｢協同組合は剰余価値や資本主義

利潤を廃絶するものではなく, 総利潤のうち

商業利潤に割かれる部分を節約するに役立つ

ところの制度とみるべき｣ (p20) というこ

とになる｡ また, 武内／生田 (1976) がいう

ように ｢経済活動を行えば当然なんらかの

『成果』 が発生する｣ のであり, ｢それはマイ

ナスの 『成果』 である場合もプラスの 『成果』

である場合もあろうが, もっとも結果的にい

えば, 常にマイナスの 『成果』 しか生み出さ

ず, プラスの 『成果』 がまったく期待しえな

いとすれば, というよりも協同組合の経済活

動が, 組合員に対してなんらプラスの 『成果』

を生みださないと仮定すれば, 現状の資本主

義的な市場競争関係のもとでは経営体として

存続しえない｣30 (p156) ことになる｡

以上から, 協同組合が ｢総利潤のうち商業

利潤に割かれる部分を節約するに役立つとこ

ろの制度｣ とすると, 協同組合はその仕組み
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24 武内/生田 (1976) pp156～157参考

25 john.A.C. (1996) p166引用

26 ヘンリー・ウォルフ (Henry W. Wolf 1840-1930) については長谷川 (2000) p97～を参照｡

27 長谷川 (2000) pp110～111引用

28 但し､ この場合 ｢剰余金の配分｣ といっても ｢社会的な総利潤｣ ということになるので､ 名目的な金額を

言っているわけではない｡

29 近藤 (1962) では ｢企業自体としての利潤を追求しないところから, 飛躍して, それは利潤なき社会を目

的とする運動であるという理解である｣ (p25) と述べられている｡



において ｢総利潤のうち商業利潤に割かれる

部分を節約する｣ ことが可能であるというこ

とになる｡ そして, ｢商業利潤に割かれる部

分を節約｣ しても, 経常的に ｢プラスの 『成

果』 を期待できる｣ 主体であるということに

なろう31｡ それゆえ, ｢協同組合は, 節約され

た利潤の社会的再分配をうけつつ, 原価供給

の形をつうじてそれを組合員に分配してい

る｣32 ということになる｡

つまり, 例えば, 組合員が出資金を ｢配当

すくなくとも利子をえる形で一般的にもちい｣,

商品の購入については, 協同組合の仕組みよ

りも, ｢よりすぐれた 『機能』 のはたし方を

する 『普通の企業形態の商業資本』｣ を使用

したほうが有利な状況があった場合, 当該

｢普通の企業形態の商業資本｣ は, ｢協同組合

の原価水準まで供給価格を引き下げながら,

組合員がそうすることを誘導し, 協同組合が

『機能』 をはたすことをやめるのをまつ｣ と

いうことになろう33｡

４. 協同組織金融機関の ｢機能｣

そもそも協同組織金融機関も ｢協同組合｣

の一つなので, このような協同組合の ｢機能｣

は協同組織金融機関においても観測すること

ができよう34｡

協同組織金融機関について日本銀行信用機

構局 (2004) は ｢協同組織金融機関の主たる

利用者は, 地域・業域など 『共通の繋がり』

を有する一定範囲に限られている｣ ため,

｢協同組織金融機関においては, 業務に付随

する最大のリスクである信用リスク面の審査

について情報入手等が比較的容易｣ であり,

｢会員の多くが同一コミュニティに帰属する

ため, 他の会員からの評価・評判が意識され

るといったことから, 会員間の相互牽制が働

きやすいことがリスク管理上の強みとされて

いる｣ (p9) と指摘する35｡ 実際にも, この

｢強み｣ により ｢リレーションシップ・バン

キング｣ が可能になり, ソフト情報を活用し

た形で, ｢情報の非対称性が高い｣ とされる
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30 この点に関して三輪 (1969) も ｢｢普通の企業形態の商業資本｣ の場合, … ｢利潤を求め｣ る, さらにい

えば, 可及的最大の ｢利益を求め｣ る｡ しかし, そうしたいわば主観的な意思をもっているからといって,

個々の ｢普通の企業形態の商業資本｣ は, かならず利潤をえられるわけではない｡ また, 主観的な意思が強

いからといって, より多くの利潤がえられるわけでもない｡ 利潤をえられるかどうかは, そうした個々の資

本の主観的な意思のあり方をこえている｣ (p13) と指摘している｡

31 但し､ ここにおいても ｢プラスの 『成果』｣ は ｢社会的な総利潤｣ ということになるので､ 名目的な金額

を言っているわけではない｡

32 三輪 (1969) p34引用

33 三輪 (1969) p35参考

34 この点について近藤 (1962) は ｢一つは貨幣はいろいろな面をもっているが, 資本主義社会では一つの商

品にすぎず, 価格をもって取引されるという点である｡ 金融機関は銀行も信用組合も, 貨幣という商品を取

り扱うところの商業資本である, という一面を持っている｣ (p40) と説明している｡

35 その他､ 日本銀行信用機構局 (2004) では ｢協同組織金融機関は､ 典型的には､ 出資者である会員が同時

に利用者となっており､ 会員間には地域や業域などに基づく ｢共通の繋がり｣ が存在する｡ また､ 協同組織

金融機関の経営理念は､ 株式会社のように投資主体としての株主の利益を追求することではなく､ 個人や中

小企業などの会員間の相互扶助にあるとされる｡ このため､ 不特定多数の顧客と取引する銀行と比較して業

容が小規模な先が多く､ 反面その機関数が相対的に多いのが各国共通の大きな特徴である｣ (p2) と述べて

いる｡



主体 (つまり, 中小企業や個人など) に対す

る貸出を行うことが可能になると考えられる｡

つまり, 協同組織金融機関における ｢節約

された利潤の社会的再分配｣ とは, 会員の多

くが同一コミュニティに帰属するため会員企

業のソフト情報の入手を容易にうけることが

できるということであり, 株式会社金融機関

であれば実現不可能な ｢低い貸出金利 (リス

ク調整後)｣ を提示することができるという

意味で, 会員企業である ｢組合員に分配して

いる｣ ことになろう｡

５. 協同組織金融機関ゆえの問題点とその対

応

しかし, 協同組織金融機関の場合にはその

主たる利用者は ｢同一のコミュニティの構成

員に限られている｣ ため, ｢貸出の内容が地

域や業域などの景気動向の影響を受けやすく,

信用リスクの分散が図りにくい構造｣36 となっ

ている｡ そうすると貸出資産のポートフォリ

オの分散が小さいため, 収益の変動が大きく

なる可能性が高くなり, 不安定な経営状態に

なるという問題が生じることになる｡

また, 協同組織金融機関が協同組合である

ことから, ｢株式会社とは異なって, その組

織体, 経営体の性格上 『規模の経済』 を追求

していくにはおのずからひとつの限界をもた

ざるをえない｣ と武内／生田 (1976) は指摘

する｡ つまり, 協同組合は ｢①その構成員す

なわち組織主体としての組合員の員数, ②そ

の組合員を包含するところの地域の範囲, ③

出資金の額, ④各種の事業の種類と事業量,

⑤組合の経営内部組織のあり方｣37 の５つの

基本的なものが, 適当な範囲内においてバラ

ンスが保たれていることが重要であり, ｢そ

こに協同組合として一応適正な規模が成立し

うる｣ といえる｡ そのため, ｢単位協同組合

の場合には, その構成員＝組織主体である組

合員の員数をふやしていき, 組合員が存在す

る地域の範囲も拡大させることによって出資

金を増大し, 事業の種類や量ともふやしてい

くという方法で協同組合の経営内容を充実・

強化していくという方向には, その性格上ひ

とつの限界が存在｣38 することになる｡ この

問題を解消するための ｢利潤配分についての

明記｣ は現実的な対応として十分に理解でき

ることであろう｡ 但し, ｢拡大路線｣ を取る

場合には, 協同組織金融機関としてのメリッ

トを活かせないことになり, ｢地域社会への

社会的責任｣ という観点からは問題が多い選

択といわざるを得ない｡ その反対に, ｢組合

員の数も少なく, 地域の範囲も拡げずフェイ

ス・ツ・フェイス (face to face) の関係を

保ちつつ協同組合と組合員間の組織的な緊張

関係を強める方向をとって, 出資金を充実さ

せ, 事業の種類や量を拡大し, 経営体として

の発展をもくろむということはある程度の壁

が存在している｣39 といわれている｡ しかし

この場合においても, 市場型間接金融ルート

を活かす方法や中央組織との連携を強めるこ

とにより, 対応が可能であると考えられるこ

とから, この方向における経営戦略を取るべ

きであると思われる｡
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36 日本銀行信用機構局 (2004) p9引用

37 武内/生田 (1976) p152引用

38 武内/生田 (1976) p152引用

39 武内/生田 (1976) p152引用



６. 民間非営利組織の活用

以上から, 協同組織金融機関は ｢非営利｣,

つまり, 営利のみを目的としないという性格

に基づいて, ｢節約された利潤の社会的再分

配｣ を計ることが目的であり, それに向けて

活動を行っていることがわかった｡ しかし,

その特性を活かして活動するためには, 市場

型間接金融ルートを活かす方法や中央組織と

の連携を強めることにより, 対応すべきであ

ることもみえてきた｡

とはいえ, 協同組織金融機関は預金取扱金

融機関であるため, 預金保護の観点からもリ

スクの高い中小企業金融に対しては慎重さを

求められるのは当然である｡ それゆえ, 地域

経済に対して ｢資金の媒介｣ という機能をもっ

て社会的責任を果たそうとするのであれば､

預金金融機関ではない協同組織の金融機関

(つまり, 民間非営利貸金業) の創設が必要

であると思われる｡

その点に関してフランスでは ｢リスクが高

くて民間金融機関が取り扱いに消極的な創業

資金を, 民間非営利組織を通じて供給｣ して

いる｡ 現在, ｢全国ネットワークが四つ存在｣

し, いずれの組織も失業者等が自己雇用の場

を創出することを目的として活動｣40 してい

る｡ これに対して現状日本では, ｢NPOバン

ク｣ というノンバンクによる活動である｡ こ

の ｢NPOバンク｣ とは ｢市民金融の趣旨に

賛同した市民・団体の出資により組合を作り,

融資を行う｣ ものであり, ｢原則無担保で低

金利, 融資を受けるには融資を受ける市民・

団体自身が出資していることが条件となるこ

とが多い｣ というものである｡ 今のところ

フランスにおける民間非営利組織に比べれば,

非常に小さいものの, 今後の活動には注目す

べきであると考えている｡
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