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はじめに

日本経済が直面している喫緊の課題は、一方で社会保障制度、財政問題を克服しながら、
他方で IT 化、グローバル化等の環境変化に対応して中長期的な経済成長力を引き上げる
ことにある。後者の経済力の引き上げを実現するためには、企業等が新たな成長分野や成
長事業を大きなビジネスチャンスとして捉え、高度な技術や新たな発想などのイノベーシ
ョンを通じて、潜在的な需要を現実の需要に転換するよう果敢に取り組んでいくことが重
要である。日本経済の成長率は活力ある新たな産業を生み出せないまま、旧来型の産業が
衰退するにつれて趨勢的に低下傾向にある。特に、地方では公共事業が削減されているこ
ともあって停滞が深刻で、新たな産業の創出が求められている。
経済を巡る外部環境はリーマンショックを経て落ち着いてきた。アジア等の新興国需要
の取り組み、高齢化・環境対応ニーズ等が強まっており、商品開発力に取り組むチャンス
が増えている。新しい事業を創出し積極的に事業展開する企業が数多く出てくることが将
来にわたる経済活性化の鍵となる。しかし、わが国の貸出金/預金比率は 0.72（2010 年）1
と依然大きく低迷しており、資金が有効に活用されているとはいえない。成長が期待され
る企業へのリスクマネーの供給手段は、典型的には初期のベンチャー企業向けのベンチャ
ーファイナンスを通じた投資が期待されるが、米国と違って間接金融が主流のわが国では
ベンチャー企業への投資額が年間千億円程度と米国の 1 割以下の規模2にとどまっており、
新興企業の資金アクセスはかなりの制約を受けている。成長機会を失しているケースもあ
ろう。新規のリスクマネー供給という点では、わが国では金融仲介に主要な役割を果たし
ている銀行の役割が大きい。というのも各金融機関には貸出対象の企業について将来の収
益性や成長力を見極めながら貸出の可否や条件を決めていく極めて重要な役割があるため
である。
日本銀行は量的緩和政策に加えて、民間金融機関がよりリスクに基づいた貸出を行なえ
るよう金融面から支援するため、2010 年 6 月「成長基盤強化を支援するための資金供給
策」を導入した。そして、2011 年 3 月までに 132 金融機関に対し、2 兆 1,615 億円の資金
を供給している。また、本措置に伴って、金融機関からは 2010 年 4～12 月の９か月間で
1日本銀行「金融経済統計」による。
2財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（VEC）によれば、ベンチャーキャピタル等によるわが
国ベンチャー企業への投融資額は 2009 年度が 900 億円（過去 3 年平均 1,400 億円）と米国 1 兆 5,900
億円（2 兆 2,833 億円）に比べて 1 割以下である。
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2 兆 3,156 億円の貸出・投資が企業の成長分野向けに資金供給された。
本稿では、日本銀行の新たな資金供給措置が既存の貸出やベンチャーファンドとどのよ
うな関係にあるのか、ベンチャー活動の呼び水の効果があるのか、特に地域活性化に期待
される地域ベンチャー企業にどのような影響を及ぼすかについて、新制度がスタートした
9 か月間のデータと関係先へのインタビューを織り交ぜて考察することとする。
以下では、第 1 章で日本銀行の新たな成長基盤強化に向けた支援策の狙い・仕組みにつ
いて、地域やベンチャーとの関係に視点を置きながら整理する。第 2 章では新方式の下で
の貸出・投資の滑り出し状況について、マクロデータや金融・企業等関係者のミクロイン
タビューの結果から判断する。第 3 章は地域ベンチャーの現状と成長資金の関係を考え、
最後に課題と今後に向けた提言を述べることとしたい。
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第1章 日本銀行の新たな成長基盤強化支援策
（狙い）
リーマンショック後の景気悪化を受けて、日本銀行は 2008 年 10 月以降政策金利を 2 度
に亘り引き下げ、現在は 0.1％と実質ゼロ金利政策に踏み切っている。また、資産買い入
れ等の基金を創出3し、国債に加えて CP、社債、指数連動型上場投資信託（ETF）、不動
産投資信託（REIT）など幅広い金融資産を買い取るなど、異例の措置を講じて大胆かつ
革新的な金融緩和政策に乗り出している。
日本銀行では、こうした短期的な景気対策に加えて、中長期的にも持続的な形でデフレ
を克服し、物価安定の下で持続的な成長に復帰することが極めて重要との認識を示し、
2010年春先以降、対応策を検討してきた4。そして、2010年6月の金融政策決定会合で「成
長基盤強化を支援する資金供給」の導入が決められた。白川総裁は会議後の記者会見で「政
策当局も民間経済主体の革新的な経済活動を促す環境整備の観点から役割を果たすことが
必要です。本資金供給の狙いは、民間金融機関が成長基盤強化に向けた取り組みを進める
上での「呼び水」となることであり、金融機関が自らの判断で行う多種多様な取り組みを
できるだけ幅広く後押しすることにあります。また、日本銀行自身が個別の企業や業種へ
の資金配分に直接関与しないことや、資金供給の規模や期間の点で、金利政策や金融調節
の円滑な遂行に支障を来たさないことに留意しました」と述べている5。
（スキーム）
本資金供給のスキームは、金融機関が成長基盤強化に資するような貸出・投資を実行す
ることに応じる形で、日本銀行が金融機関に低利かつ長期の資金供給を行う。具体的には、
金融機関が本措置を通じた資金の供給を日本銀行から得るためには、
① まず、金融機関が成長基盤強化に向けた投融資に関する「取り組み方針」を策定し、
その方針の下で新規に貸出・投資を実行する。
② その実績を基に日本銀行に同行の定める要件を満たすかどうか確認を受けつつ借
入申請を行う。
③ その上で日本銀行が資金供給の要件を満たしたと確認した金額を上限に資金が供
給される、
というプロセスを経ることになる（図表 1-1）。

2010 年 10 月 5 日の金融政策決定会合で、基金の規模は、買入資産（5 兆円程度）と固定金利方式・共
通担保資金供給オペレーション（30 兆円程度）を合わせ、35 兆円程度とすることを軸に検討すると公
表されている。
4 成長基盤強化策については、2010 年 4 月の金融政策決定会合で執行部に検討を指示している。
5 白川総裁定例記者会見（2010 年 6 月 16 日）参照。なお、狙いの基本的な考え方について詳しくは白川
方明「日本経済とイノベーション」を参照のこと。
3
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図表 1-1 資金供給のスキームとベンチャー投資の関係

（出所）日本銀行

（資金使途とベンチャー投資との関係）
本貸出制度の資金使途としては、政府の新成長戦略、各種経済団体の提言を参考に、幅
広く「医療介護」、「環境・エネルギー」など成長基盤強化に資する 18 分野6を例示してい
る。また、この 18 分野に当てはまらなくても、金融機関が成長分野に資すると判断した
場合、その分野を含めて明示することが可能となっている。このように、本措置は補助金
と異なって分野を特定化せず、金融機関の自主的な取り組みを尊重し、自由度を高めてい
る点で特徴的である。また、1 件毎の貸出の最低金額は 1 千万円となっている。
ベンチャー投資との関係で言えば、資金使途の 18 分野の中に「起業」、
「研究開発」、
「大
学・研究機関における科学・技術研究」、「コンテンツ・クリエイティブ」と４つの関連分
野が含まれている（図表 1-2）。また、貸出だけでなく、投資も対象となっている。このた
め、ベンチャーキャピタル向け投資や、企業発展段階別にみれば、アーリー段階のベンチ
ャー企業への先行投資はリスクが高いため銀行では難しいとしても、レーター段階以降で
のベンチャー企業の運転資金や設備投資資金は対象となる可能性がある。さらに、資金対
象先については、
「国内居住者または外国法人のうち国内に事業所を有しかつ国内において
成長基盤強化に資する事業を行うもの」と記している。これは外資系の金融機関がわが国
で起業や事業再編に出資・投資する場合も含まれる可能性があり、興味深い。

6

具体的には、①研究開発、②起業、③事業再編、④アジア諸国における投資・事業展開、⑤大学・研究
機関における科学・技術研究、⑥社会インフラ整備・高度化、⑦環境・エネルギー事業、⑧資源確保・開
発事業、⑨医療・介護・健康関連事業、⑩高齢者向け事業、⑪コンテンツ・クリエイティブ事業、⑫観光
事業、⑬地域再生・都市再生事業、⑭農林水産業・農商工連携事業、⑮住宅ストック化支援事業、⑯防災
対策事業、⑰雇用支援・人材育成事業、⑱保育・育児事業の 18 分野。詳しくは日本銀行「成長基盤強化
を支援するための資金供給基本要領の制定等について」（2010 年 6 月）参照。
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図表 1-2

新スキームとベンチャー投資の関係（概念図）

（出所）筆者作成

（具体的な資金供給の内容）
日本銀行の資金供給額は残高の上限を 3 兆円（2011 年 3 月残高で 2 兆 1,615 億円）と
している。また、対象金融機関は共通担保オペ先の金融機関7であるが、対象金融機関毎の
上限を 1,500 億円としている。これは幅広い金融機関が利用できるよう配慮したものとみ
られる。
金利は政策金利と同水準（2011 年 3 月現在 0.1％）となっており、東京銀行間取引金利
（TIBOR）1 年もの金利（2011 年 2 月 0.47％、全国銀行協会調べ）など他の金融市場か
らの資金調達コストに比べてかなり低い。貸出期間は 1 年以上である。日本銀行から金融
機関への資金供給の期間は原則 1 年であるが、3 回まで借り換えでき、最長 4 年となって
いる。このように長期となっているのは、研究開発に典型的にみられるように、資金活用
の成果が実現するには相応の時間を要するためと考えられる。
また、本措置は金融機関が成長に向けた貸出を行うきっかけとなるよう支援し、その後
は金融機関が自ら貸出を行う、いわば「呼び水」となることを目的としている。したがっ
て、永続的な措置でなく、受付期限は 2012 年 3 月末（日本銀行から金融機関への貸出の
最終実行期限は 2012 年 6 月末）と 2 年間の時限措置になっている。日本銀行からの資金
の供給は 2010 年 9 月以降開始され、3 か月毎に 8 回行われる予定である。
（本資金供給策の特徴点）
今回の資金供給策は中央銀行の政策としては極めて異例の措置であるが、通常の金融政
策、信用リスク、中小機構の公的ベンチャーファンドや補助金との違い、という 3 点から
具体的に整理したい。
第１に、通常の金融政策では、中央銀行は短期金融市場を通じる流動性の供給を通じて

7

具体的には金融機関、証券会社、日本政策投資銀行など約 160 先である。
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金利やマネーサプライの流通量を変化させ、間接的に経済活動に影響を与える。これに対
し、今回の資金供給策は、政府の新成長戦略と歩調を合わせて、成長分野に絞って貸出を
行う銀行に対して日本銀行が直接資金を供給する。いわば、資金配分問題や民間金融機関
の貸出戦略に大きな影響を及ぼす政策金融の色彩が強い。したがって、日本銀行は特定の
産業・企業に資金が誘導されることのないよう、資金使途は金融機関の自主性を尊重して
いる。また、政策の効果が表れるまでの時間も、通常の金融政策は 1 年程度要するとみら
れているのに対し、今回の貸出は四半期毎の実績に応じて日本銀行から資金が供給される
ため、スピードが速い。
第 2 に、資金供給は成長基盤の強化が目的であるため、金融機関による貸出は長期的な
視野で行う必要があり、その分信用リスクが高まる。したがって、金融機関は貸出の審査
に当たっては企業の経営動向や商品・サービスの成長の可能性をつぶさに分析し、貸出の
返済可能性を見極める高い情報生産能力、いわゆる「目利きの力」が求められてくる。リ
スク管理が甘いまま貸出を行うと将来不良債権が増加する副作用が伴うためである。
第 3 に、中小機構の地域ベンチャーファンドと比べると、両者とも「呼び水」効果を持
つ点では同じであるが、その性格はかなり異なる。すなわち、中小機構のファンドの場合、
成長初期段階にあるベンチャー企業に対して投資する民間ファンドに対して最大半額まで
直接出資する8意味で「呼び水」となる。一方、本スキームでは中央銀行が期限を限って低
利資金を供給し、民間金融機関による成長分野への貸出を促す意味で「呼び水」になって
いる。また、中小機構のファンドの場合はベンチャーキャピタルが与えられた資金の中で
投資先を探すため、投資の実行までに通常数年程度の期間を要するが、本スキームは政策
効果のスピードが速い。
また、補助金と比べると、低金利であるため優遇措置を受ける効果があること、期間が
限定されていることでは同じである。しかし、補助金の場合、制約が大きい、規模が小さ
い、申請準備の負担が大きいのに対し、本スキームは自由度が高く、対象範囲も広いなど
企業の使いやすさで異なっている。

8

1999 年に施行された「新事業創出促進法」に基づく。
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第2章 本スキームを用いた貸出・投資の現状
（金融機関の取り組み姿勢）
日本銀行が本資金供給策を発表した後、メガバンクから地方銀行に至るまで民間銀行は、
大企業や零細企業を問わず、事業成長のための貸出に総じて前向きに応じる姿勢を鮮明に
している9。
メガバンクについては、日本銀行が本スキームを発表した翌月に新貸出制度に対応した
ファンドの創設を相次いで打ち上げたほか、秋には日本銀行からの資金に上乗せして独自
のファンドを立ち上げる動きが広がっている。例えば、三菱東京 UFJ 銀行は 2010 年 7 月
総額 1,500 億円（貸出の受付期間は 7 月末から 9 月末まで）と枠一杯の「成長基盤強化融
資プログラム」を設置したのに続き、３か月後の 10 月には新たに「BTMU 成長戦略サポ
ートファンド」（5,000 億円、貸出受付期間は 10 月 12 日から 12 月 15 日まで）を追加し
た。また、三井住友銀行は、環境、中国取引に重点を置いたファンドとしている。さらに、
日本政策投資銀行も日本銀行の資金を一部活用して 7 月に貸出枠 3,000 億円の「DBJ 成長
支援プログラム（日本元気プログラム）」を設定したが、9 月には貸出枠を 4,000 億円に拡
大させている。
地方銀行、第二地方銀行、信用金庫といった地域金融機関でも、当初は様子見姿勢にあ
る先が多かった10。しかし、大手の地方銀行がファンドを設定したのを皮切りに、秋頃ま
でにはファンド設立の動きが全体に広がっている。ファンドも自らの顧客基盤や地域の特
性に応じて多種多様に取り組んでいる。例えば各行の公表資料からみると、阿波銀行（徳
島）では発光ダイオード（LED）関連産業、七十七銀行（宮城県）や十六銀行（岐阜県）
は周辺地域に集積する自動車産業を支援対象のひとつに挙げている。また、北海道銀行は
農産物の生産から加工、流通まで一体化したビジネスを展開する農商工連携を支援してい
る。さらに京都銀行や温泉の多い豊和銀行（大分）、熊本ファミリー銀行は観光分野の支援
を掲げている。
こうした取り組みの活発化は日本銀行の資金供給額や供給先実績から確かめられる。
2010 年末までに資金供給の対象となる金融機関の約 9 割に相当する 143 金融機関から日
本銀行に取り組み方針が提出され、すでに 132 の先が日本銀行から確認を得ている。そし
て１回目（2010 年 9 月）は 47 金融機関に、2 回目（12 月）は 106 金融機関に、さらに 3
回目（2011 年 2 月末）には 112 金融機関に資金が供給されている。特に、地域金融機関
は 1 回目の段階では 33 先であったが、12 月 90 先、2011 年 3 月 103 先と大きく増えてい
る。なお、地域銀行の内訳については、2010 年 12 月の西村副総裁講演資料によると、地
方銀行は 2010 年 8 月段階では 63 行中まだ 33 行に止まっていたが、3 か月後には 60 行と
9 全国銀行協会会長（奥三井住友銀行頭取）は 2010 年 6 月 22 日の定例記者会見で「日本銀行もある意
味、非伝統的な分野に踏み込んでデフレ脱却からの強い意思表示をしている。こういうなかで我々はそう
いった国全体のまたは、政府・日銀を含めた動きというものに呼応していかなければならない」と述べて
いる。
10 地方銀行の参加が当初様子見となった理由のひとつとして、貸出額が１件当り 1,000 万円以上の条件
があるため、取引先に中小零細企業の多い下位業態では該当が少ないとの見方があった。
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ほとんどが参加するまでになった。また第二地方銀行も 8 月は 42 行中 8 行であったが 11
月には 29 行増えて 37 行へ、さらに信用金庫も 6 庫から 25 庫へと増えている。

図表 2-1 業態別貸出額と貸出先数（カッコ内）
1 回目
大手行
地域金融機関＊
その他

＊

3 回目

合 計

3,204

5,987

2,627

11,644

（10 先）

（12 先）

（12 先）

（12 先）

1,166

3,607

4,052

8,786

（33 先）

（90 先）

（103 先）

（113 先）

255

389

542

1,186

（4 先）

（4 先）

（7 先）

（7 先）

4,625

9,983

7,221

21,615

（47 先）

（106 先）

（122 先）

（132 先）

＊＊

合計

2 回目

（億円）

2010 年 12 月現在、地域金融機関のうち、地方銀行 63 行中 60 行、第二地方銀行 42 行中 37

行、信用金庫 263 庫中 25 庫。
＊＊

その他は外国金融機関、証券会社、系統上位金融機関、政府系金融機関等

（資料）

日本銀行

（貸出の特徴）
日本銀行は金融機関に対し 1 回目に 4,625 億円、2 回目に 9,983 億円、3 回目に 7,221
億円、合計で 2 兆 1,615 億円11の資金を供給し、残高はすでに予定枠の 7 割強に相当する
規模となっている。供給先の金融機関を業態的に分けると、大手行12が 11,644 億円と全体
の 53％を占めている。地域金融機関も 1 回目 1,166 億円に止まっていたが、2 回目は 3,607
億円、3 回目 4,052 億円と 3 倍に増えており、件数、金額とも広がりをみせている。特に
3 回目は大手銀行を上回り、全体の過半数（56％）を占めている。
貸出金利については公表データの記載が少ないが、金融機関の調達コストが低いため、
通常の貸出に比べて大きくディスカウントされた低金利が適用されており、固定金利でな
く変動金利が多いようである。各行公表資料からファンドの条件をみると、
「弾力的な金利
設定で提供」、「ベースレートは融資実行時の無担保コールレート誘導目標水準」等と謳わ
れている。なお、日本銀行からの低利の資金供給は 4 年限定であり、期限後の期間の金利
については、ヒアリングでは優遇レートを予め提示する先とそのときに応じる先と様々に
なっているようである。
また、金利については、地方銀行の貸出金利は大手銀行に比べて資金調達コストが嵩む
ために通常は高めとなっている。しかし、今回は各金融機関とも同じ政策金利で資金調達
できるため、貸出金利も業態を問わず同じ金利条件となっているところが従来と異なる。
期日前返済があるため、貸付残高は 1 回目～３回目の貸付額の合計と一致しない。
大手行は、みずほ、三菱東京 UFJ、三井住友、りそな、みずほコーポレート、埼玉りそな、三菱 UFJ
信託、みずほ信託、中央三井信託、住友信託、新生、あおぞらの 12 行となっている。
11
12
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貸出期間については、20 年を越える貸出も一部にみられるが、全体の 6 割強が 4 年～
10 年、25％が 1 年～4 年と 10 年以内が多く、貸出平均期間は 6.3 年である（図表 2-2）。
これは貸出条件が 1 年以上となっていること、日本銀行からの資金調達が最長 4 年となっ
ていることが影響しているように見受けられる。
図表 2-2 個別貸出・投資の期間別分布
2010 年

4 月～6 月
7 月～9 月
10 月～12 月
4 月～12 月

（件数、カッコ内構成比）

1 年以上

4 年以上

10 年以上

20 年超

4 年以下

10 年以下

20 年以下

206

804

274

58

1,342

（15％）

（60％）

（20％）

（4％）

＜8.2 年＞

1,224

2,658

344

87

4,313

（28％）

（62％）

（8％）

（2％）

＜5.8 年＞

1,166

2,979

446

114

4,705

（25％）

（63％）

（10％）

（2％）

＜6.3 年＞

2,596

6,441

1,064

259

10,360

（25％）

（62％）

（10％）

（3％）

＜6.3 年＞

合

計

＜平均＞

（資料）日本銀行

（貸出の対象分野）
貸出の対象分野をみると、金融機関の取り組み方針では「医療介護・健康関連」（147
先中 143 先）、
「環境エネルギー」
（同 133 先）、
「高齢者向け」
（128 先）、
「農林水産業、農
商工連携事業」（120 先）が目立っている（図表 2-3）。
また、取り組み方針の下で実施した個別投融資を（図表 2-4）でみると、
「環境エネルギ
ー」
（省エネ設備資金、廃棄物のリサイクル施設建設資金、エコカー等環境配慮型自動車へ
の切り替え等 6,719 億円）が最も多く、全体の 3 割を占めている。また、「介護・医療・
健康関連」
（医療福祉施設の新設、高度医療機器＜CT、MRI 等＞の購入等 3,002 億円）、
「社
会インフラ整備」
（通信ケーブルの設置や通信サービスの提供エリア拡大、ガス等の供給設
備の改修・設備等 2,429 億円）、などの事業を対象とするプログラムが上位に並んでいる。
また、第 2 回以降では「アジア投資・事業」（生産設備の新増設、子会社等販路拡大を目
的とした事業、1,928 億円）も増えている。
1 件当りの貸出額（件数ベース）については、全体の 7 割が 0.1 億円以上 1 億円未満と
小口が多い。次に 1 億以上 5 億円未満が 23％を占めており、50 億円以上の大口貸出は少
なくなっている。また、回を追う毎に地域銀行の参加を反映してやや小口化している（第
1 回目 3.6 億円→第 2 回目 2.4 億円→第 3 回目 1.7 億円）のも特徴的である。（図表 2-5）
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図表 2-3 取り組み方針における投融資対象分野
成長基盤強化分野

選択した
金融機関数

医療・介護・健康関連事業

143

環境・エネルギー事業

133

高齢者向け事業

128

農林水産業、農商工連携事業

120

研究開発

114

保育・育児事業

114

地域再生・都市再生事業

110

事業再編

109

アジア諸国等における投資・事業展開

109

社会インフラ整備・高度化

107

観光事業

107

起業

102

資源確保・開発事業

92

雇用支援・人材育成事業

92

防災対策事業

90

住宅ストック化支援事業

88

大学・研究開発における科学・技術研究

87

コンテンツ・クリエイティブ事業

82

その他

38

（資料）日本銀行
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図表 2-4

個別投融資の分野別金額
成長基盤強化分野

金額（億円）

構成比

環境・エネルギー事業

6,719

29％

医療・介護・健康関連事業

3,002

13％

社会インフラ整備・高度化

2,429

11％

アジア諸国等における投資・事業展開

1,928

8％

地域再生・都市再生事業

1,607

7％

研究開発

1,343

6％

事業再編

1,258

5％

農林水産業、農商工連携事業

783

3％

住宅ストック化支援事業

549

2％

資源確保・開発事業

488

2％

高齢者向け事業

375

2％

雇用支援・人材育成事業

357

2％

観光事業

317

1％

コンテンツ・クリエイティブ事業

163

1％

防災対策事業

87

0％

保育・育児事業

80

0％

大学・研究開発における科学・技術研究

51

0％

起業

49

0％

1,570

7％

その他
（資料）日本銀行

図表 2-5 個別投融資の金額別分布（件数、カッコ内構成比）
2010 年

4 月～6 月
7 月～9 月
10 月～12 月
4 月～12 月

0.1 億円以上

1 億円以上

5 億円以上

50 億円以上

1 億円未満

5 億円未満

50 億円未満

935

273

118

16

1,342

（70％）

（20％）

（9％）

（1％）

＜3.6 億円＞

2,898

1,047

329

39

4,313

（67％）

（24％）

（8％）

（1％）

＜2.4 億円＞

3,297

1,121

263

24

4,705

（70％）

（24％）

（6％）

（1％）

＜1.7 億円＞

7,130

2,441

710

79

10,360

（69％）

（24％）

（7％）

（1％）

＜2.2 億円＞

合

計

（資料）日本銀行

（ベンチャー関連）
ベンチャー関連の貸出については、取り組み方針で「研究開発」
（147 先中 114 先）、
「起
業」（同 102 先）、「大学・研究機関における投資・事業展開」（同 87 先）、「コンテンツ・
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クリエイティブ事業」（同 82 先）と多くの先が対象に掲げている。しかし、2010 年 4 月
～12 月の貸出実績をみると、研究開発の 1,343 億円を除けば、「コンテンツ・クリエイテ
ィブ事業」163 億円、「大学・研究機関における科学・技術研究」51 億円、「起業」49 億
円と少なく、ベンチャー関連への資金供給額は合わせて 1,606 億円である。全体のシェア
は 7％程度に止まる。それでも、ベンチャーキャピタル等によるわが国ベンチャー企業へ
の投融資額が年間 1,000 億円程度である点と比較すると、規模はそれほど小さくない。
もっとも、具体的な貸出内容をみると、各種の研究開発やベンチャーキャピタルを活用
した創業支援が含まれるとはいえ、多くは旅館・飲食業の新規開業資金、運輸関連の製造
業参入や新商品投入に資する資金、地域振興に資するものづくりの支援に止まっている13。
特に地方では高い技術力を伴う製造分野への支援は少ないように見受けられる。
（地域金融機関内部の取り組み姿勢の変化）
今回の新貸出に関して地域金融機関のヒアリングを行った結果、金融機関サイドでも、
融資姿勢、リスク管理など内部の取り組み姿勢に若干の変化がみられはじめていることが
窺われた。
まず、貸出については、地域銀行は資金調達コストが高いため、通常メガバンクに比べ
て不利な金利を提示することとなるが、今回は資金調達コストがメガバンクと対等な条件
にあることから、企業に対し魅力的な金利を提示して貸出を売り込むことができる。この
ため銀行内の士気も上がっているようである。また、これまで必ずしも十分でなかった成
長分野や成長企業に関する情報の収集・蓄積を進めるきっかけにもなっている。さらに、
地域金融機関の中には地域ベンチャーに出資している先も少なくなく、これをきっかけに
将来はベンチャー投資との相乗効果を想定する先もある。
この間、成長基盤向けの貸出は対象となる事業等が未知の分野であることが少なくなく、
期間も長めとなる。このため、審査面では事業リスクについて従来以上に専門家の意見を
求めたり、先行き見通しに種々のストレスをかけたシミュレーションを行うなど、新たな
管理手法を試行している先もみられる。ただ、あくまでも試行的な段階であり、先端的な
ベンチャー企業の評価までは踏み切れないでいる。その理由として、
「銀行は預金で資金調
達しており過剰なリスクは取れない」との回答が殆どであった。
新規貸出先も少なくないが、現状では従来から預金取引等何らかの貸出以外の情報を持
つ優良顧客に限られている。これまで銀行との取引が全く無い新興企業向けの貸出はリス
クが大きく馴染まないとして慎重な姿勢を示す銀行が多かった。貸出で求められるのは確
実な返済であり、まだ優良企業への成長資金の供給にとどまっている。
（企業の見方）
日本銀行が新しい貸出を発表した直後の 2010 年 6 月下旬、帝国データバンクが企業意
識調査（実施）を行った14。この中で新しい貸出制度が日本経済の成長にどの程度つなが
ると思うか尋ねているが、企業の見方が二分されるという結果になっている。すなわち、
13

具体例は西村清彦「成長基盤強化に向けた金融機関の取り組み」、日本銀行「さくらレポート」（2011
年 1 月）を参照されたい。
14 詳しくは帝国データバンク「TDB 景気動向調査：環境問題に対する起業の意識調査」
（2010 年 7 月 5
日）を参照のこと。
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調査対象 1 万 1,257 社中約 4 割に相当する 4,505 の企業が新貸出制度を肯定的に捉えてい
た（「成長に大きくつながる」が 374 社、3％、「成長にややつながる」）4,131 社 37％）。
一方で、
「成長にはつながらない」
（「成長には余りつながらない」が 3,342 社、30％と「成
長には全くつながらない」が 461 社、4％の合計）も同 34％となっており、3 社に 1 社は
否定的に捉えていた。
このように企業サイドで肯定的な見方が多かった背景について、企業インタビューから
伺うと、
「日本銀行が低利の資金を供給している」、
「日本銀行が意思表示を明確にした」点
を評価する意見が多かった。もっとも、今回の新貸出に伴って金融機関が新たに設定した
ファンドで、起業や研究開発等が対象になっているため、ベンチャー関連企業などでは、
補助金との認識を持ち期待した先が少なくない。実態的には今回のスキームは投資ファン
ドではなく融資枠に近く、新規貸出に結びつく例は殆どない。その意味では、少なくとも
ベンチャー企業の本スキームへの評価は楽観的とも考えられる。また、成長期にある企業
からは、
「事業拡大の運転資金には銀行借り入れが必要であり、地域銀行に相談したが、担
保や実績がないと門前払いされビジネスチャンスを逃がした」、「金融機関は財務諸表だけ
でなく技術力もしっかり評価してほしい」、「できれば地元の金融機関と取引したいが、政
府系やメガバンクに比べて対応が極めて慎重である」との不満が少なくなかった。
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第3章 地域ベンチャーの現状
（地域ファンドの経緯）
地域ベンチャーファンドとは、地域に密着した比較的小規模な中小企業へ投資するファ
ンドをいう。具体的には、単独または複数の隣接県内に所在する企業（本社のみならず主
力工場、営業所、研究所を含む）、企業経営者が当該県の出身者である企業への投資を行う
ファンドを指す。
わが国ではバブル崩壊後に経済の低迷が長期化する中で、1990 年代後半、経済を活性化
させる新たな担い手としてベンチャービジネスへの期待が高まり、政府主導の不況打開策
として進められてきた15。こうした流れの中で地方圏でも独立系や地銀によるベンチャー
企業への投資が各地でみられるようになった。また、1998 年の「中小企業等投資事業有限
責任組合契約に関する法律」の施行で出資者の有限責任が担保されたほか、情報開示ルー
ルが明確になるなど、法的な透明性が高まり、一般の投資家からも出資を募ることが容易
になった。さらに、1999 年に施行された「新事業創出促進法」によって、中小機構による
半額までの出資によるベンチャーファンドの創出が可能となり、地域ファンドが相次いで
創設された。例えば中小機構が 2010 年までに関与した 83 ファンドのうち、地域密着型は
23 ファンドと全体の 3 割弱、総金額では 190 億円となっている。設立時期をみると、中
小機構がファンド事業を開始した 1998 年以降 2 年間は実績がなく、2000 年に第 1 号が北
海道で誕生し、2001 年以降も年１～2 件であった。多くのファンドが設立されたのは 2004
年から 2007 年にかけてである（図表 3-1）。
また、地域ベンチャーの運営は、90 年代に独立系の進出もみられたが、現在は組成にお
いては公的機関、地方自治体、地元企業などが企画立案し、地元の金融機関系の主体に委
託するといった地域に根差した対応を行うケースが多い。地方銀行も 2003 年度からはじ
められた「リレーションシップバンキングの機構強化計画」実施の一環として、銀行の得
る情報を活かしつつ出資する事例も増えてきている。

15

1995 年には「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」が施行された。
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図表 3-1 中小機構のベンチャーファンド出資額の推移

（資料）中小機構

（地域ファンドの効果）
地域ファンドは雇用創出の効果が期待される16。中小機構のベンチャー企業への投資先
1,250 先について、投資直後（第一期）での従業員数と 2008 年度決算での従業員を比較す
ると、①約 2 割の従業員数の増加、つまり雇用機会の創造がみられていること、②特に高
い雇用効果がみられるのは、従業員 30 名以上の中規模企業や、業種別には、農業／林業
／漁業（2.2 倍）、医療・ヘルスケア（61％）、バイオテクノロジー（43％）で高いこと、
との結果が得られている。
もっとも、ファンドのパフォーマンスは総じて捗々しくない。例えば IPO 数は 2000 年
代前半に年間 140 件あったが、リーマンショック後は毎年数十件程度と大きく減少してお
り、つれて投資資金の回収が不調に終わっている（図表 3-2）17。その理由として、設立
後投資の経過期間が短い、リーマンショックの影響で上場環境が厳しい点が指摘される。
しかし投資を完了し企業の育成段階にある地域ベンチャーファンドでも厳しい状況にある。
こうした中で、アジアの成長性を見込んで、地方でも 2010 年後半から徐々にアジアとの
事業を見据えた取り組みが徐々に見られ始めている。

16

詳しくは西久保浩二「ベンチャー企業の成長と雇用創造」参照。

詳しくは「ベンチャーエンタープライズセンター（Venture Enterprise Center、VEC）
「2010 年ベン
チャービジネスの回顧と展望」参照のこと。

17
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図表 3-2 IPO 数の推移

（資料）VEC
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第4章 課題と展望
今回の日本銀行の新しい資金供給策は、理想的には日本銀行の意思が呼び水になって金
融機関から成長事業分野への資金供給が活発化し、生産性が上昇して経済成長率が高まる
ことが期待される。特に、預貸率が 7 割と低く、国債による運用が多くなっている地方銀
行では金利リスクが高まっており、民間部門でのより一層の資金の有効活用が求められる
ところである。
本スキームはまだ、スタートして 1 年も経過していないため、総合的な評価を行うには
まだ期が熟していないかもしれない。しかし、今回の新貸出政策は試行錯誤的な意味合い
も強いため、効果を高めるには資金供給枠の拡大や期間延長などの追加策や途中段階での
評価も必要であろう。そこで、本節では現段階で得られる情報・データから、ここまでの
評価、課題と、今後に向けた提言を行うこととしたい。
（ここまでの評価）
まず、資金供給の規模、金融機関貸出の変化、ベンチャー企業への影響といった 3 つの
観点から考察したい。
第 1 に、日本銀行の供給する資金の大きさを考えたい。検討の前提として、日本銀行か
らの資金供給は開始 9 か月で総枠の 7 割強の 2 兆 1,000 億円に達していることから、最終
的には枠全額 3 兆円が資金供給されると仮定する。また、資金の多くは設備資金に当てら
れるという前提を置く。日本政策投資銀行の調査（2010 年 6 月）によれば、2009 年度大
企業設備投資 16 兆円のうち、新製品・高度化投資と研究開発を合わせた金額が 1.6 兆円
となっている。今回の資金供給はこのほぼ倍の規模である。また、個人・不動産を除いた
国内銀行による新規の設備投資貸出18は 14 兆円（2009 年度）でこの 2 割強、また残高ベ
ースでみても 47 兆円（2010 年 3 月末）の７％に相当する。このように、規模的には今回
の資金供給は決して小さくないと判断され、一定の効果があると考えられる。
第 2 に、銀行貸出の変化について考察したい。民間銀行貸出（総貸出平残）は 2010 年
を通じて前年を 2％程度下回って推移しており、ここにきて増加した形跡は無い。もちろ
ん貸出は金融経済情勢に応じて変化するためこのデータをもって判断できないが、民間銀
行のヒアリングでも「今回の措置に伴って全体の貸出が純増した感触はない」との回答が
多かった。また、資金使途の質的な変化についても、
「今回の貸出をきっかけに省エネ投資
に踏み切る」などの例はみられたが、限界的な変化に止まる。これらの情報から判断する
と、まだ 1 年弱とはいえ、日本銀行の期待する成長資金はごく一部に供給されているにす
ぎずないとみられる。
第 3 にいわゆるベンチャー企業への支援について、日本銀行は４つの分野を例示した。
しかし現在は資金供給全体の 1 割以下であり、研究開発を除けば極めて少ない。この背景
としては、リーマンショックの影響で金融機関がリスク評価に慎重になっているというよ
りも、そもそも金融機関サイドでのノウハウや人材の制約によるものが大きように見受け
られる。
18

残高ベースでは 47 兆円（2010 年 3 月末）となっている。詳しくは日本銀行業種別貸出を参照のこと。
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（今後に向けての提案）
以上みたように、日本銀行による新しい資金供給のスキームの効果は、少なくとも地方
を見る限り、盛り上がりに欠けるように見受けられる。そこで、最後に地方を念頭に置い
た課題と今後に向けての提案を行うこととしたい。
まず第 1 に、企業は 2010 年度収益が回復しており、資金的に余裕のある先が少なくな
い。それにもかかわらず設備投資を行わない理由をアンケート調査からみると、製造業・
非製造業ともに「先行きの売上が不透明」や「生産能力に余裕」が上位に並び、
「投資採算
に乗らない」は後順位にある19。また、環境関連投資についても、検討している先は少な
くないとみられるものの、技術開発力の見極めや政府の政策対応の方向性が不透明で投資
に踏み切れないとする企業が少なくない。イノベーションを通じた成長に向けた貸出を増
加させるためには、金利面の優遇だけでなく、長期的な国としての経済戦略が伴わないと
効果が出にくいように見受けられる。したがって、日銀の今回の資金供給効果を高めるた
めには、政府サイドでも成長の方向性や環境対応への中長期的な戦略を示すことが重要で
ある。需要サイドと低金利の供給要因が揃ってはじめて効果が発揮される可能性が高い。
具体的には、新しい技術開発への支援など他の政策との相乗効果を高める施策の検討や、
ファンドサイドのアーリーステージ企業への投資支援、金融機関サイドの拡大期での運転
資金に向けた貸出といった棲み分けとバトンタッチが必要であろう。現状では銀行内、地
域内での成長企業に関する情報の集積が不足しており、開示の増加と情報の活用が望まれ
る20。
第 2 に、成長企業の発掘にはアイデアの見極めと事業化など民間金融機関の目利き能力
と適切なハンズオンなどが求められる。しかし、現状では政府系やメガバンクはともかく
地方では将来性のある成長企業を判断できる人材が絶対数、経験とも揃っていない。また、
政府系金融機関やメガバンクが想定しているのは国レベルの産業育成であり、地方におけ
る優れたニッチ的な中小企業の個別の特殊技術、成長性については、地域サイドでの専門
的な目利き力が不可欠である。この点で、銀行からベンチャーファンドへ出向が行われて
おり、その経験を活かすことが期待されるが、ヒアリングした限りでは、現在はそうした
人材は連続性に配慮したキャリアパスを辿っているように見受けられない。貸出と投資は
大きく性格が異なるため、ファンド経験者が貸出との連携を考える業務を担当するなど有
効的な人材活用を望みたい。
第 3 に、企業サイドの問題として、地方では保守的で新しい技術の導入やアジア進出に
対する抵抗感が根強い。金融機関サイドもコストダウンや成長に向けた事業について保守
的な意見に同調するのではなく、情報収集や技術などのサポートや調査協力も必要となろ
う。
最後に、新しい資金供給策は、公的な性質を帯びた資金が結果的に各企業への貸出の裏
付けになるため、補助金の意味合いがある。その効果を見極める意味で、日本銀行、金融
機関には開示責任があろう。日本銀行は 3 か月毎に貸付額や金融機関の取り組み状況につ
いて情報を開示しているが、資金供給を受けた民間金融機関サイドでも透明性を確保でき

19
20

埼玉県企業 572 社を対象にしたぶぎん地域経済研究所「2010 年度設備投資調査」による。
欧州のベンチャーファンドでは EVCA が情報を収集し開示している。
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るよう、今後適切なかたちでの情報開示を行うよう求めたい。
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