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研究成果の概要（和文）： 
本研究では、(i)中小企業金融の状況の把握、(ii)信用保証制度に関する評価、(iii)金融過

疎への対応としての郵政問題の検討、の３点に取り組んできた。とくに、(i)と(ii)の両方の課
題に取り組むために、愛知県信用保証協会の協力を得て、2009 年に愛知県の中小企業 12070 社
に質問票を送る大規模なアンケート調査を実施し、家森信善編『地域の中小企業と信用保証制
度』（中央経済社 2010 年）として成果を出版することができた。 
 
研究成果の概要（英文）： 
  This research project consists of three sub-projects, such as (1) issues on finance of 
small and medium sized firms, (2) issues on public guarantee scheme, and (3) issues on 
postal savings system. One of main contributions is a publication of a book, “Small and 
Medium Sized Firms and Public Guarantees in the Regional Economy” 
(ChuoKeizai-sha), which is based on an extensive questionnaire study regarding SMEs 
in Aichi conducted in 2009.  
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2008 年度 4,500,000 1,350,000 5,850,000 

2009 年度 6,100,000 1,830,000 7,930,000 

2010 年度 4,600,000 1,380,000 5,980,000 

総 計 15,200,000 4,560,000 19,760,000 

 
 
研究分野：金融論 
科研費の分科・細目：経済学・経済政策 
キーワード：中小企業金融 / 信用保証制度 / 個人金融 / 公的金融 / 地域金融 / 地方自治体 / 
郵便貯金 
 
１．研究開始当初の背景 
 日本の金融システムの特徴の一つとして、
金融部門における公的機関のウエイトの大
きさがしばしば指摘されてきた。そして、日
本の金融システムを再生するには、民間金融
部門の改革だけでは十分ではなく、公的金融
部門の改革が不可欠であり、金融仲介サービ
スの提供者としての政府の役割を見直す必
要性があることは多くの研究で指摘されて
きた。 

実際、2001 年４月には財政投融資制度の
大改革が実施され、①郵便貯金・年金積立金
の預託義務の全廃と自主運用（ただし、７年
間の激変緩和措置がある）、②財投機関の資
金調達への市場原理の導入（財投機関債の発
行）、③政策コスト分析の導入、などが実現
した。また、郵政事業の担い手が、郵政省か
ら郵政事業庁へ、さらに 2003 年４月から日
本郵政公社に変わり、2005 年には郵政民営
化関連法が成立し、遅くとも 2017 年 10 月ま
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でに完全民営化することが決まっていた。一
方、政府は 2005 年 12 月に、「行政改革の重
要方針」を閣議決定し、2006 年 5 月には、
その基本方針を具体化した「簡素で効率的な
政府を実現するための行政改革の推進に関
する法律（行政改革推進法）」を成立させた。 
 
２．研究の目的 

本研究プロジェクトの中心的な目的は、金
融分野での公と私の役割分担について幅広
い観点から冷静に再検討を行い、２１世紀の
わが国の経済社会の活性化・発展に役立つよ
うな金融システムのあり方を提言すること
である。 

 
３．研究の方法 

研究チームを３つのサブテーマに対応し
て組織することで、分担者の役割を明確にし、
個々の研究を深めるとともに、研究代表者が
すべてのサブチームに加わり、全体の連携を
図ることとした。具体的には、(i)中小企業
金融の状況の把握、(ii)信用保証制度に関す
る評価、(iii)金融過疎への対応としての郵
政問題の検討、の 3 つのサブテーマである。 
 当初から、アンケート調査による実態把握
を行うことを目指していたが、愛知県信用保
証協会の協力を得ることができたので、同協
会の内部データを使った実証分析に加えて、
同協会の利用者先への大規模なアンケート
調査を実施することとした。 
 さらに、内外の研究者を招いた研究会を随
時開催することで最新の研究成果を吸収す
るとともに、本プロジェクトの研究成果を発
信するために、積極的に論文の執筆を行った。 
 
４．研究成果 
 ３つのサブテーマに分けて、それぞれの主
要な成果を整理したい。 
(1)中小企業金融 
 ここでは、主要な成果として、家森信善・
冨村圭・播磨谷浩三「信用金庫におけるリレ
バン成果の公表姿勢の相異」（『金融財政事
情』2009 年 8 月 3日）を紹介したい。 
 金融庁は、地域金融機関の機能を向上させ
るために、2003 年度からリレーションシップ
バンキングの機能強化を重要な政策課題と
してきた。その強化プログラムの中で、ＣＬ
Ｏなどの新しい金融商品への取組が推奨さ
れた。しかし、強制的に個別の金融機関に取
り組むように求めたわけでなく、各金融機関
が自主的な判断によって取り組んできた。そ
の結果、取組状況には大きなばらつきが見ら
れる。 

そこで、本稿では、どのような信用金庫が
積極的に新しい金融商品の取り扱いを増や
してきたかを分析した。その結果、貸出シェ
アや経営規模が大きい信用金庫ほど、また、

経営状況が改善している金融機関ほど、積極
的であることが確かめられた。日本では金融
機関と企業の関係が固定的であることを考
えると、取引金融機関の状況によって、利用
できる金融商品に制約があるということに
なる。したがって、中小企業金融機関の経営
力の強化は中小企業にとっても重要な問題
である。 
 
(2)信用保証制度 
 ここでは、主要な成果として、家森信善編
『地域の中小企業と信用保証制度-金融危機
からの愛知経済復活への道』（中央経済社 
2010 年）を紹介したい。 
 同書は、第１章 グローバル金融に直撃さ
れた愛知経済、第２章 アンケート実施前後
の信用保証制度および愛知県の信用保証の
状況、第３章 信用プログラムの理論―信用
保証制度の基本機能を理解するために、第４
章 愛知県の中小企業金融と信用保証制度
に関する企業意識調査―愛知県信用保証協
会アンケート調査結果、第５章 グローバル
金融危機下の信用保証制度の役割―愛知県
信用保証協会アンケートの分析、第６章 債
務超過企業における信用保証制度の利用状
況からみた課題、第７章 グローバル金融危
機下のメインバンクとの取引―アンケート
調査からわかること、第８章 愛知県の中小
企業融資における金利設定行動―信用保証
利用企業のデータを用いた分析、第９章 地
域金融機関のプレゼンスと信用保証制度―
愛知県の市町村データを用いた分析、終章 
グローバル金融危機下の愛知県の信用保証
制度―むすびにかえて、という構成になって
いる。 
 第１章では、本書が分析対象としている愛
知県経済の構造的な特徴を簡単に整理した
後、グローバル金融危機によって愛知県経済
がどのような影響を受けたかを、実態経済面
および金融面から概観している。リーマンシ
ョックまでは日本でもっとも「元気」だった
愛知県経済は、自動車輸出への依存の高さゆ
えに、グローバル金融危機の直撃を受けた。
その結果、県内の中小企業の業績は大幅に悪
化した。 
しかし、詳細にデータをみると、信用リス

クが上昇したにもかかわらず、県内の貸出金
利は上昇せず、企業倒産が増えない一方で、
中小企業の資金繰り感が厳しくなったこと
がわかる。これは、愛知県の金融機関が貸出
先を優良先に限定して、リスクの上昇した企
業（典型的には、中小企業）に対してプロパ
ーでは貸し出さなくなる一方で、信用保証の
付いた貸出を積極的に実行するという形で
対応したためだと考えられる。 
本章での推計によると、県内の中小企業貸

出の２割以上が信用保証制度によって信用



 

 

補完されており、グローバル金融危機に見舞
われた愛知県経済において、信用保証制度の
拡大によって支えられた金融機関の貸出増
加が企業倒産を抑制し、地域経済の底割れを
防いできたと考えられる。 

第２章では、アンケート実施前後の信用保
証制度の制度的な変遷および、愛知県信用保
証協会の保証実績の説明が行われている。
2006 年から進められてきた信用保証制度の
改革（一律保証料率からリスクに応じた保証
料率体系への保証料率の弾力化、銀行が貸し
倒れの損失を一部負担する責任共有制度の
導入）の経緯が説明された後、2008 年秋に創
設された緊急保証制度についての性格が、保
証業務に精通している実務家の視点から論
じられている。 

後半部分は、愛知県信用保証協会の保証実
績からグローバル金融危機に際して信用保
証制度がどのように活用されたかを論じて
いる。たとえば、1 件あたりの保証金額が高
額化したこと、危機後に製造業の利用比率が
急上昇していたこと（平時が 30％程度だった
のに対して、ピーク時には 40％強に）、緊急
保証で融資された資金は借換資金ではなく
追加融資（いわゆる真水）の資金であったこ
と、保証期間が著しく長期化していること
（ピーク時には 90 ヶ月を超えた）、などが指
摘されている。特に、この保証期間の長期化
は、単なる月々の返済額の削減という効果を
超えて、保証付き融資が中小企業への疑似資
本の提供に変質してしまった可能性を指摘
している。 

第３章では、信用保証制度の役割を経済学
の簡単なフレームワークの中で説明してい
る。政府が直接にせよ間接にせよ税金を投入
しながら信用保証制度を運営していること
で、中小企業の資金調達コストは下がってい
る。この点から、信用保証制度はしばしば中
小企業に対する補助金としてのみとらえら
れることがある。 

しかし、逆淘汰問題が発生するような状況
（深刻な場合には、金利が高くて優良企業が
借り入れなくなり、不良企業ばかりが借入を
申し込むために貸出市場が破綻してしまう）
を考えると、弱者である中小企業を支援する
という「社会政策的な」補助金とは別の観点
から、信用保証制度の役割が議論できる。す
なわち、信用保証制度による貸出金利の引き
下げが優良企業の借り入れ（投資の実行）を
促すので、貸出市場が機能することになる。
こうして、社会に便益をもたらすが、信用保
証がなければ不可能であった投資が可能に
なる。 

このように考えると、グローバル金融危機
の発生時のように、情報の非対称性が急拡大
するのを放置しておくと、企業の借入金利が
上昇し、デフォルト確率の低い企業の借入が

困難になるという逆淘汰問題が深刻化する。
それが一層の貸し渋りを招き、経済低迷を加
速化させる。こうした問題を防ぐ方策として、
信用保証制度をとらえることができるとい
うことになる。ただし、どのように保証料を
設定するかといった点でかなりの工夫をし
ないと、銀行のモラルハザードを招き、不良
企業による投資が増えてしまうという心配
も残る。 
第４章では、愛知県信用保証協会の保証を

得て金融機関から借り入れている約 12000社
に対して 2009 年９月に実施したアンケート
調査の回答結果を、企業規模やメインバンク
の業態による回答結果の違いにも注意しな
がら分析した。既存のアンケート調査に比べ
て、零細企業の実態を反映した調査結果とな
っており、リーマンショックの直撃を受けた
愛知県の中小企業に対して地元の金融機関
がどのような対応をとっているか、また、信
用保証制度がどのような役割を果たしたか
を明らかにしている。 
 リーマンショックによって愛知県の中小
企業の業績は急激に悪化し、多くの企業が資
金繰りのために運転資金の借入を必要とし
た。アンケート調査によると、多くの企業が
借り入れの増額や期間の長期化（つまり、目
先の返済金額の削減）を実現できたが、それ
は、民間金融機関が自らリスクをとった結果
ではなく、公的な信用保証によって可能とな
ったのである。 
県内の金融機関（とくに、信用金庫と県内

地銀）において、一時的に苦しい企業を支援
するというリレーションシップバンキング
的な対応もみられるが、必ずしもすべての企
業において十分な支援が与えられているわ
けではない。たとえば、「黒字から赤字に転
落」という企業に対して、信用金庫と県内地
銀では、支援のために金利引き下げが増える
傾向が見られるが、都市銀行ではそうした傾
向は弱く、むしろトランザクションバンキン
グが志向されているようである。また、リレ
ーションシップバンキングによる支援を試
みている金融機関にとっては、金融機関間で
の厳しい競争から、企業業績が回復したとき
に、支援のコストを回収することが難しく、
リレーションシップバンキング的な支援に
は限界がある。 
企業の収益性を高めていくことしか、こう

した問題を解決する方法はない。そのために
は、コンサルティング機能を強化して、企業
の体質改善を支援することが地域金融機関
の共通の課題になっている。しかし、今回の
アンケート調査からは、金融機関のコンサル
ティング能力が十分ではないことが明らか
になっている。 
 第５章では、アンケート調査の内、信用保
証に関する質問項目を利用して、グローバル



 

 

金融危機のもとで、愛知県の中小企業にとっ
て信用保証がどのような役割を果たしてき
たかを分析している。信用保証制度は、愛知
県経済の柱である自動車関連企業を支える
ことに大いに寄与したことが確認できた。ま
た、社齢や規模、自己資本比率を見ると、伝
統のある比較的規模の大きな、自己資本比率
も高い企業の窮状を救うことに貢献したこ
とも確認できる。 
 信用保証協会の代位弁済が増えていくこ
とが心配されているが、こうしたアンケート
結果から考えると、緊急保証時に新たに借り
入れた企業群に関してはもともと力のある
企業が多いので、景気がある程度落ち着けば、
不良債権化の心配は少ないであろう。もし信
用保証協会が代位弁済の増加に苦しむとす
れば、穏やかな景気回復期にも信用保証に依
存せざるを得なかった企業群が緊急保証に
よって認められた借入枠の拡大を利用した
ためである。 

アンケート回答結果によると、信用保証が
得られなかったら廃業を考えたという企業
が緊急保証利用企業の 12％もあった。こうし
た数値を使って試算すると、2009 年７月まで
に愛知県内で実際に増加した失業者 8万 9千
人にほぼ匹敵する失業者の発生を、信用保証
制度によって食い止めたことになる。逆に言
えば、信用保証制度が拡充されていなければ、
現実の失業者の増加は倍になっていたと推
計されるのである。 

また、本章では、緊急保証といった「緊急」
の対応ではなく、信用保証制度が企業の長期
的な資金調達能力を高めているのかという
観点でも分析を行った。企業に対する信用補
完の本来のあり方からすれば、企業の成長と
ともに信用保証への依存度が下がっていく
ことが健全である。しかし、今回のアンケー
トからはそうした傾向が見られず、社齢にか
かわらず高率の依存度となっていた。これは、
これまでの 100％保証の弊害なのか、単にわ
れわれのデータセットの問題（信用保証利用
企業のみを対象にしている）なのかは、結論
できず、重要な分析上の課題が残されたこと
になる。 

第６章では、信用保証制度が、退出すべき
企業の延命につながっているのではないか
という批判に対して、アンケート調査結果を
使って検討している。そこでは、債務超過イ
コール退出すべき企業というわけではない
が、債務超過企業にはそうした企業が多いで
あろうと考えて分析を行っている。 

本章の分析によると、債務超過企業は、今
回のグローバル金融危機によって債務超過
に陥って、緊急避難的に信用保証制度を利用
しているというよりは、前々から慢性的に経
営状態が良くなく、信用保証に依存している
企業が多い。債務超過企業では緊急保証と一

般保証の両方を利用している例が全体より
も多く、今回の危機で一般保証に上乗せする
形で、緊急保証も利用しているようである。
こうした債務超過企業に対して民間金融機
関がプロパーで貸したがらないのは当然で、
その結果、借入の大半に信用保証が付いてい
る。第５章で指摘したように、こうした企業
のデフォルトが信用保証制度の持続性にと
って大きな悪影響を及ぼす恐れがある。 
 第７章では、愛知県の中小企業が、2000 年
前後の貸し渋り問題などの過去の経験を踏
まえて、資金調達先を多様化したり、手元資
金を確保したりしている様子を、金融機関に
勤める実務家の感覚を踏まえながら、アンケ
ート結果を使って明らかにしている。また、
支店長の企業訪問が全くないという企業が
40％ある現状に対して、担当者と企業の不祥
事などの温床になりやすいといった実務家
としての懸念を表明している。 
 第８章では、愛知県信用保証協会の保証デ
ータに基づき、愛知県の中小企業に対する貸
出金利の特徴を分析している。愛知県では、
名古屋金利と呼ばれるように全国に比べて
企業向けの貸出金利が低いことが知られて
いるが、企業の信用リスクに応じた貸出金利
になっているのかは愛知県の中小企業金融
や金融機関行動を考える上で興味深い問題
である。 
その分析によると、一般に有担保貸出の方

がリスクが小さいはずであるが、実際には、
無担保貸出の金利の方が低いという直感に
反する結果が得られる。有担保貸出であって
も債権保全や担保の回収の手間を考えると、
リスクが高いと認識されているのであろう。
担保に頼らない融資が求められているが、金
融機関側からみると、担保の提供を受けても
高い金利を要求してきた企業に対して、担保
に頼らないで、かつ金利をあげないで貸し出
すのは難しいことであろう。 
もう一点、本章で分析されているのは、信

用保証制度がもたらす銀行のモラルハザー
ドに関してである。中小企業融資において、
信用保証制度によるセーフティーネットが
整備されているために、金融機関が信用リス
クを反映した金利設定を行うインセンティ
ブを失っているかもしれない。これは、金融
機関の選別機能が働かず、リスクの高い企業
の投資を促すことになってしまい、社会的に
望ましくない。 
この章の分析によると、信用保証付き貸出

において、信用リスクの高い企業に対して、
概ね高い貸出金利が要求されており、企業の
信用リスクの相違を考慮した金利設定が行
われている。ただ、詳細な回帰分析の結果に
よると、無担保融資において、責任共有制度
の対象となっている案件（デフォルトの損失
の一部を金融機関が負担する）については、



 

 

自己資本比率で評価した財務の健全性が、金
利に反映されているものの、デフォルトリス
クを金融機関が負わなくてもすむ同制度の
対象外の案件（つまり 100％保証）について
は、自己資本比率が、リスクプレミアムに十
分に反映されていないことも明らかにされ
た。したがって、信用保証制度の 100％保証
に伴うモラルハザードの発生の可能性は否
定できず、責任共有制度への移行はモラルハ
ザードの抑制という意味でも適切であった
ことになる。 
 第９章では、愛知県の市町村データを用い
て、地域金融機関や信用保証制度が地域経済
の活動水準の向上に寄与しているかどうか
を分析している。その分析結果によると、信
用金庫の店舗シェアが高い地域ほど、製造業
の活動が促進されている。また、信用保証制
度の伸びが地域経済の活動水準の向上に寄
与していることも見いだしている。各自治体
が、地元経済の振興策として、信用保証制度
付きの様々な制度融資を用意していること
が理解できる結果でもある。 
  
(3)郵政問題 
 ここでは、主要な成果として、家森信善・
西垣鳴人「ニュージーランド・キウィ銀行の
市場競争への影響－わが国郵政金融事業民
営化後への示唆－」（『生活経済学研究』 
No.30 2009 年 9 月）を紹介する。 
 日本では、2007 年 10 月に郵政事業の民営
化が実施され、今後、郵政金融事業（ゆうち
ょ銀行とかんぽ生命）の株式売却が予定され
ている。本稿では、郵政金融事業が民営化さ
れた後にどのような問題が発生し、それにど
のように対応していったらよいかという問
題意識から、民営化先進国であるニュージー
ランドのキウィ銀行の事例について分析を
行った。 
キウィ銀行自身についてのみを分析して

いる先行研究とは違って、本稿では、国有企
業として誕生したニュージーランド・キウィ
銀行が民間金融機関とのかかわりの中でい
かなる影響を持ったかを検証した。その結果、
キウィ銀行が、独占的な利益を享受していた
オーストラリア籍の大手外資銀行に対する
競争圧力を与え、手数料等の引き下げを実現
したことを見いだした。 
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