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1

・はじめに
日本の中小企業は、全企業数の 99.7 パーセントを占めており、雇用の 約 70
パーセント を担う など 、新産業の 創出や 地域 の活性化な どの 様 々な 役割を果た
しており、 我が国 の経 済的基盤 を 形成す る 上 で重要な存 在であ る。 しかし、 こ
5

れらの中小 企業 に は解 決すべき課 題 もま た多 くあるのが 現状で ある 。その中で
もよく挙げ られる のは 、中小企業 が必要 とす る資金を円 滑に調 達す ることが難
しいということである。
近年の経済は、サブプライムローン問題、リーマン・ショックの余波で 100
年に 1 度の大不況と呼ばれることもあるほどである。これらの世界的金融危機
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の影響や我 が国で 起こ った東日本 大震災 の影 響などによ り、最 も難 航している
のは、中小 企業で ある ことは言う までも ない 。 その結果 、 中小 企業 の 業況・資
金繰りは大幅に悪化してしまったのが現状である。この状況の対策として 2009
年に金融庁 は、中 小企 業者等に対 する金 融の 円滑化を図 るため の臨 時処置に関
する法律として、中小企業支援円滑化法を施行した。しかし、2012 年度末にこ
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の法律が期 限切れ とな った ことで 、今後 、中 小企業の資 金調達 への 影響が懸念
されており、より効果的な中小企業の資金調達の方策が必要とされている。
では、こ のよう な経 済状況の中 で中小 企業 が資金調達 を行う には どうすれば
よいのだろ うか。 そこ で本稿では 、中小 企業 金融の定義 と現状 を見 た上で、現
在行われて いる支 援政 策や貸付体 制など の資 金調達方法 ではで は十 分な資金調

20

達を行うこ とが難 しい ことを指摘 する。 そこ で、クラウ ドファ ンデ ィングと各
付け制度の考え方をもとに新たな資金調達方法を提案する。
具体的には第 1 章から第 5 章の第 1 節にかけて、それぞれ、政府の行ってい
る支援政策 、リレ ーシ ョンシップ バンキ ング 、トランザ クショ ンバ ンキング、
クラウドフ ァンデ ィン グ、格付制 度の概 要と 問題点を指 摘する 。最 後に、新た

25

な資金調達 方法と して クラウドフ ァンデ ィン グを応用し た格付 制度 を提案し、
それに伴う課題と解決策も述べる。

2

・第 1 章
第1節

中小企業の意義
中小企業の定義

中小企業とは、以下の図（図 1）のように中小企業基本法第 2 条で定められて
いる。この 中小企 業基 本法上の中 小企業 の定 義は、中小 企業政 策に おける基本
5

的な政策対 象の範 囲を 定めた原則 であり 、法 律や制度 に よって 中小 企業 として
扱われている範囲が異なることがある。
また、1999 年の中小企業基本法改正によって中小企業の定義が改正されただ
けでなく、 中小企 業政 策の理念も 大幅に 変更 された。そ れまで は、 大企業と中
小企業との 間に あ る生 産性や賃金 等の格 差を 訂正すると いう理 念を 掲げていた

10

が、現在で は、 独 立し た中小企業 の多様 で活 力のある成 長 発展 へと 方向性を 転
換した。

図1
業種分類

中小企業基本法の定義

製造業

資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社

その他

常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社
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卸売業

小売業

サービス業
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資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社
常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社
資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社

20

常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社
資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社
常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社

（注）株式 会社日 本セ 作金融公庫 法等の 中小 企業関連立 法にお いて は、政令 に
よりゴム製品製造業は、資本金 3 億円以下または従業員 900 人以下、旅館業は、
資本金 5 円万円以下または従業員 200 人以下、ソフトウエア業・情報処理サー
ビス業は、資本金 3 億円以下または従業員 300 人以下を中小企業としている。
（注）上記の業種分類は第 10 回改訂版日本標準分類に基づく。
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出所「中小企業庁」より筆者作成
3

第2節

中小企業の資金調達方法

一般的に企業が資金調達を行う場合には、大きく 2 つに分類される。1 つは、
企業が事業活動を通じて調達した資金である内部資金で、もう 1 つは、外部か
ら調達した 資金で ある 外部資金で ある。 内部 資金は、さ らに内 部留 保や減価償
5

却費に分けられる。これらの内部資金は、最も安定した資金調達先だと言える 。
しかし、内 部資金 は企 業活動の結 果とし て発 生する資金 である ため 、多くの中
小企業では 不足し てい る場合が多 い。そ のた め、外部資 金に頼 らな ければなら
ない。その 外部資 金は 、直接金融 と間接 金融 、企業間信 用、助 成金 などに分け
られる。直 接金融 は、 株式や社債 、コマ ーシ ャル・ペー パーな どを 使って金融

10

市場から直 接資金 を調 達する方法 だ。間 接金 融は、企業 が金融 機関 を通じて資
金調達をす る方 法 であ る。その相 手は、 主に 銀行であり 、他に は信 用金庫や信
用組合が挙げられる。そして企業間信用は、上記 2 つとは異なって、資金の融
資を受ける もので はな く、商業取 引上で 支払 の猶予を受 けるこ とだ 。買掛金や
支払手形などがある。次のページの図（図 2）を見てもらえばわかるだろう。
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4

図2

出所「中小企業金融入門第 2 版」より筆者作成

5

これらの 外部資 金の中 で も中小 企業の 資金調 達 は、間 接金融 に多く を依存し
ている。そ の原因 とし て は、株式 や社債 の発 行などによ り市場 から 直 接資金を
調達する手 段 であ る直 接金融 が中 小企業 には 利用しにく いから であ る 。 なぜな
ら、直接金 融の場 合は 、不特定多 数の投 資家 が資金提供 者にな る の だが、 投資
10

家は配当や 利子、 値上 がり益を期 待して 投資 を行う ため 、投資 家の 利益につな
がると期待 される 選ば れた企業で なけれ ば直 接金融で資 金を調 達す ることが難
しい。実際 、中小 企業 は 労働市場 におい て 平 均値よりも 劣った 企業 が数の上で
は多く、そ のよう な 企 業のイメー ジが中 小企 業全体のイ メージ を下 げているの
である。ま た、投 資家 にとっても コスト や時 間のことを 考える と、 質の 良い中
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小企業を見つけるのは難しいというのも理由に挙げられる。
さらに、 直接金 融の場 合には企 業財務 情報開 示のため の資料 作成や 株式公開
のために専 門的な 知識 やこれらを 実施す るた めの人材が 必要と なる のだ が、中
小企業では その よ うな 余裕 はない 。 その ため 、 直接金融 で資金 を調 達できるの
5

はごく一部 の企業 に限 られ るのが 実情で ある 。近年では 、マザ ーズ や ヘ ラクレ
スなどの新 興市場 が創 設される な ど、中 小 企 業の資金調 達環境 が整 備されてき
てはいるが、それでも直接金融で資金を調達できる中小企業は ごく一部である。
しかし、直 接金融 で資 金調達がで きなく と も 、間接金融 におけ る資 金 調達が円
5

滑に行うこ とがで きれ ばまだよい 。だが 現実 としては、 中小企 業は 間接金融に
おいても資金調達は難しいところがある。
その大き な原因 として まず情報 の非対 称性の 問題があ る。 こ れは、 貸し手 で
ある金融機 関が借 り手 である中小 企業の 情報 を借り手と 同レベ ルに 把握するこ
とが難しい という こと である。大 企業の 場合 だと、企業 情報を 広く 開示してい
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るため、金 融機関 が融 資判断する に際し て情 報が入手し やすく 、し かも、会計
監査が会社 法上義 務付 けられてい ること から 、財務状況 の把握 が比 較的容易で
ある。しかし、中小企業の場合、一般的に企業情報があまり開示 されておらず、
また、財務 データ を整 備 していな い企業 もあ り、企業の 状態が 不透 明でリスク
が高いとみなされがちである。 その結果、金融機関がリスクを恐れ融資に消極
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的になってしまうのである。
第 2 の原因として、担保の問題が ある。金融機関では情報の非対称性が強く、
借り手に関 する情 報が 入手できな い場合 や将 来的な事業 動向を 不透 明とみなす
場合に、こ れらの リス ク の埋め合 わせの ため に担保提供 を要求 する 。中小企業
は金融機関 から融 資を 受ける際、 不動産 を担 保とするこ とが一 般的 である。し

20

かし、中小 企業に は不 動産を十分 に保有 して いない企業 も少な くな い。また、
担保とする 不動産 を保 有している 場合で あっ ても、地価 が地方 圏を 中心に低迷
している中で中小企業が十分に資金を調達することは難しくなっている。
また、中 小企業 におい ては資金 調達を 銀行な どの金融 機関か らの借 入金に大
きく依存し ている ため 、銀行の不 良債権 問題 は中小企業 に対す る「 貸し渋り」
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や「貸し剥がし」と呼ばれるような社会問題も引き起こしたのだ。

6

第3節

中小企業の支援政策について

そこで注目したいのが、政府が行っている支援政策だ。現在(平成 26 年度)、
厚生労働省 が行っ てい る中小企業 支援政 策に は様々なも のがあ り、 重点施策、
経営サポー ト、金 融サ ポート、財 務サポ ート 、商業・地 域サポ ート といった面
5

から行われ ている 。特 に重点施策 では、 東日 本大震災復 興特別 貸付 など、被害
にあった人 々を対 象に 行っている ものが 目立 った。 例え ば、事 業復 旧に取り組
む方への支 援や復 興・ 復旧や設備 投資な ど新 陳代謝を促 進する 投資 を支援する
ものなどがあり、多岐にわたって様々な支援を行っている 。
震災以外 のもの として は、 事細 かく 対 象が決 められて おり 、 条件が 多く設け
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られている。ここで 1 つ例を挙げると、「創業又は経営多角化・事業転換等に
よる新たな 事業活 動へ の 挑戦を行 いたい 」方 への支援 が ある。 これ は、中小企
業経営力強 化資金 融資 事業である 。その 内容 は、経営革 新又は 異分 野の中小企
業と連携し た新事 業分 野の開拓等 によ り 市場 の創出・開 拓（新 規開 業を行う場
合を含む） を行お うと する者 で、 経営革 新等 支援機関 の 経営支 援を 受けている
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者を対象に 日本政 策金 融公庫が低 利融資 を行 うというも のであ る 。 ここで言う
経営革新等 支援機 関 の 認定制度と は、税 務、 金融及び企 業財務 に関 する専門的
知識や支援 に係る 実務 経験が一定 レベル 以上 の個人、法 人、中 小企 業支援機関
等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門
性の高い支 援を行 うた めの体制を 整備す るも の のことで ある 。 これ に認定され
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ている機関は、日本全国で平成 26 年 10 月 3 日の段階で 22,746 機関とされてお
り、日々様々な機関が認定されつつある。ここで経済産業省が 2012 年に公表し
た中小企業 ・小規 模事 業者 の日本 全体に 占め る企業数を みてみ たい 。次のペー
ジの図（図 3）で見てわかるように中小企業・小規模事業者は全国で 385 万者で
あるのに対し、経営革新等支援機関は日本全国で 22,746 機関しかなく、まだま
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だ少ないのが現状である。

7

図3

中小企業・小規模
事業者(全産業）
うち小規模事業者
（全産業）

2009 年 （企業全

2012 年 （企業全

体に占める割合）

体に占める割合）

420 万者 （99.7％） 385 万者 （99.7％）

366 万者 (87.0％）

344 万者(86.5％）

421 万者

386 万者

増減率（率）
▲35 万者
（▲8.3％）
▲32 万者
（▲8.8％）

全規模（大企業と
中小企業・小規模
事業者の合計、全

▲35 万者
（▲8.3％）

産業）
（注）公表する企業数は、2012 年 2 月時点のもの。
出所「経済産業省

中小企業・小規模事業者の数」より筆者作成

5

また、他 の支援 政策 でも同じよ うなこ とが 言える 。支 援政策 の対 象としての
必要条件と してそ の他 に挙げられ ている もの は、経済産 業大臣 の認 定を受けた
方や経営革 新等支 援機 関 の確認を 受けて いる 方など、実 際に支 援を 受けられる
企業はごく わずか であ り、まず対 象とし てあ てはまる企 業すら も少 ないのであ
10

る。これでは、日本の中小企業全体の支援政策と呼ぶことはできない。しかし、
対象が限ら れてい るも のだけでは ないの も事 実である。 対象が 中小 企業者等 な
どいったよ うに非 常に 広く設けて ある 政 策も 存在する。 だが、 これ についての
支援は、相 談窓口 を設 けて相談に 乗る、 セミ ナーを開催 するっ とい ったような
対策である 。これ では 、効果が全 くない こと はないだろ うが、 目に 見える形で
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の支援政策 に比べ ると 明らかに影 響力が 小さ い のだ。窓 口を大 きく 設けるとそ
れだけ、支援される者、社会への影響力が小さくなっている現状だ。
以上のことからわかるように、厚生労働省が行っている中小企業支援政策 は、
様々な方面 から支 援を 行っている が 、影 響力 を持つ支援 政策は 、 実 際の中小企
業数と比較 して考 える と 支援を受 けてい る 企 業は ごくわ ずかで 、対 象にも当て
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はまること のでき ない 場合も多い 。影響 力が 小さい支援 政策で は、 多くの中小
8

企業が対象 になる こと ができるの だが、 それ ほど大きな 成果は 上げ られないの
が現状だと 言える 。 よ って、現在 行われ てい る 支援政策 では、 まだ まだ不十分
であると言える。

5

・第 2 章
第1節

トランザクションバンキングによる資金調達
トランザクションバンキングの現状

通常、銀行の貸出形態を大きく 2 つに分類すると、1 つはリレーションシップ
バンキングであり、もう 1 つはトランザクションバンキングである。トランザ
クションバ ンキン グは リレーショ ンシッ プバ ンキングが 長期継 続的 な取引に基
10

づく定性情報を重視して融資するのに対して、財務諸表等の定量情報に基づき、
一時点かつ 個々の 取引 の採算性を 重視し て融 資する手法 のこと であ る。本章で
はトランザ クショ ンバ ンキングの 活用方 法に ついて上げ た後に トラ ンザクショ
ンバンキングの問題点について見ていく。
トランザ クショ ンバ ンキングは 短期間 で融 資審査がで き、実 行件 数、実行残

15

高ともに順 調に推 移し ている。ト ランザ クシ ョンバンキ ングの 具体 的な形態は
大きく分けて 3 つに分けられる。1 つ財務諸表をみて融資を判断する財務諸表貸
出である。2 つ目が固定資産を担保として金融機関が融資を行う資産担保貸出で
ある。3 つ目がクレジットスコアリングを利用した融資である。クレジットスコ
アリングモデルを利用した融資は 1990 年代にアメリカの大手銀行による小企業
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向け融資の中心的な手法として定着したものであり、日本では 1998 年には東京
都民銀行が 取り扱 いを 開始して以 降、大 手銀 行に導入さ れ急速 に浸 透していっ
た。このクレジットスコアリングモデルの特徴として 1 つは母集団となるデー
タから統計的に算出した倒産確率等によって融資審査を行うことである。2 つ目
に貸出案件 ごとに リス ク管理する のでは なく 大数の法則 に基づ き貸 出債権をポ

25

ートフォリオ全体でリスク管理することである。3 つ目が短期間で融資審査を行
えること。4 つ目が貸出額に限度制限があること。最後が審査の大部分が自動化
されるため 、審査 のコ ストの削減 が図れ る等 があり金融 機関側 もそ のような特
徴に関心を持っているようである。また、日本のスコアリングモデル型融資は、
原則無担保、第 3 者保証が不要な商品スキームとなっていて、担保不足等のた

30

めに融資を受けられなかった企業でも融資を受けられる可能性がある。
9

では、ク レジッ トスコ アリング モデル を利用 した貸出 商品、 いわゆ る短期間
での融資で ある「 クイ ックローン 」を実 際に 使っている 企業は どの ような企業
であるのだ ろうか 。こ こからは実 際にク イッ クローンを 使って いる 企業の特徴
について検証する。
5

ま ず 、 ク イ ッ ク ロ ー ン を 使 っ て い る 理 由 と し て は 、「 借 入 手 続 き が 簡 便 」
（58.1％）、「審査期間が短い」（48.9％）という割合が高く、企業には必要なと
きにすぐに 借入れ がで きることが 大きな メリ ットとして 認識さ れて いるようで
ある。図 4 から、手元流動性別の利用状況を見ても、手元流動性が低く短期的
な資金が不 安定な 企業 ほどクイッ クロー ンを 使っている ことが 分か る。逆にク

10

イックロー ンを使 って いない理由 として は「 通常の借入 れで十 分で あるから」
という理由が 1 番多く、実際に使用していない企業には通常の借入れとは違っ
た種類の貸出商品であると認識されているようである。

15

図4

クイックローンを現在使っている理由
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図5

クイックローンを使っている企業の割合
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次に、従 業員規 模別に クイック ローン を使っ ている企 業の割 合を見 てみると
従業員規模 が小さ い企 業ほど使っ ている 割合 が高くなっ ており 、中 小企業向け
融資の促進 に一定 の役 割を果たし ている こと が分かる。 これは 、担 保となる不
動産がない ために 金融 機関から借 入れが でき なかった中 小企業 でも 、金利は高
5

いが、無担 保での 融資 を前提とし たクイ ック ローンによ り資金 調達 が行えてい
ることや、 金融機 関の 中にはクイ ックロ ーン で情報の非 対称性 のた め審査コス
トのかかる 新規取 引を 始め、その 後リレ ーシ ョンの構築 がされ た後 で、通常の
融資に切り替えている金融機関があること等が要因として考えられる。
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図7

クイックローンを使っている企業の割合
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第2節

クレジットスコアリングモデルについて

クレジッ トスコ アリン グモデル は、低 コスト かつ迅速 である こと、 ならびに
中小企業特 有の情 報の 不透明性リ スクを 回避 することが 可能で ある こと等、中
小企業金融 の拡充 にお いて一定の 意義が 認め られる。ま た、ク レジ ットスコア
5

リングから 得られ る情 報を定性情 報とと もに 活用するこ とによ って 、リレーシ
ョンシップバンキングの補完的な役割を担いうる。
しかしながら、過去の実績の表れである財務諸表に基づき審査をする、1 件あ
たりの貸出 金額が 少額 であるとい う特徴 上、 中小企業の すべて の資 金ニーズに
必ずしも対 応でき ない 。特に中小 企業が 新し い事業活動 を行う 際の 設備資金ニ

10

ーズや過去 の実績 のな い創業期の 企業の 資金 ニーズへの 対応は 困難 であること
が推測される。
イノベー ション に優位 性を持つ と考え られて いる小規 模の企 業は、 企業とし
ての質的な 差異が 大き い上に、そ の事業 や財 務状況の情 報開示 が進 んでない傾
向があり、 どうし ても 資金の貸し 手が持 ち得 るそれらの 借り手 企業 に関する情

15

報量、具体 的には 債務 不履行やモ ラルハ ザー ドに走る可 能性が どの くらいある
のかに関す る情報 量は 限定的とな る。よ って 、資金の貸 し手が これ らの情報を
集めるには 、貸出 審査 を行い、借 り手の 信用 リスクをし っかり と検 討・分析す
るとともに 、貸出 後に は借り手が 適切に 事業 を進めてい るかな どを 監視（モニ
タリング） する必 要が ある。当然 ながら それ には金銭的 ないし 時間 的コストが

20

かかり、特 に貸出 額が 比較的小さ い小規 模企 業に対して は，そ の単 位当たりの
コストは高 くなり 、貸 出実行が困 難にな る。 しかし、ク レジッ トス コアリング
などの金融 技術が 発達 してきた こ とによ り、 事情が大き く変わ りつ つある。上
でも言及し たが、 クレ ジットスコ アリン グと は、単位当 たりの 貸出 額が小さい
小規模企業 に対し て、 たとえば企 業属性 や財 務状況等の 「ハー ド」 情報をもと

25

に、一定の 方法（ 統計 モデル）の 下でそ れら 企業の信用 リスク をス コアリング
化し、貸出 実行の 可否 を迅速にか つ中立 的に 判断する手 法であ る。 これはもと
もと米国の 消費者 ロー ン審査のた めに開 発さ れたのだが 、その 後の 技術発達を
受けて、小規模企業向けの貸出にも幅広く活用されるようになった。
このクレ ジット スコア リングの 主要な メリッ トは貸出 審査の 大部分 を自動化

30

するために審査を効率化できることである。Allen, Delong, and Saunders(2004)
13

によれば、の手法を導入した Hibernia 銀行では、融資申請の処理件数が 10 倍
以上に跳ね上がり、事業向け貸出額も 2 年間で 6 倍まで増加したという。そし
て 1997 年には約 70％以上の銀行などが中小企業向け貸出にクレジットスコアリ
ングの手法を活用していることが報告されている。
5

日本においても金融庁が 2003 年に「リレーションシップバンキング強化に向
けたアクシ ョンプ ログ ラム」の中 におい て、 不動産担保 ・保証 に過 度に依存し
ない形での クレジ ット スコアリン グの活 用を 呼び掛けて 以降、 融機 関に幅広く
普及してき た。し かし ながら、審 査の効 率化 ・コスト削 減を主 な狙 いとし、借
り手の外形 的・定 量的 なハード情 報に基 づい て信用リス ク評価 をお こなうクレ

10

ジットスコ アリン グは 、リレバン という より もトラバン の一形 態以 外の何もの
でもない。 また無 担保 ・無保証（ 第三者 保証 ）を代名詞 にして いる ようだが、
2005 年に行ったアンケートでは、クレジットスコア リングを活用している銀行
の 90％以上が代表者保証を求めていると報告されている。

15

第3節

トランザクションバンキングの問題点

日本にお けるク レジッ トスコア リング の手法 を用いた 貸出額 の上限 を数千万
円程度に設 定して いる 金融機関が 多いこ とか ら考えても 、この 代表 者保証でも
かなりの程 度の担 保と なり、不動 産担保 ・保 証から脱却 した融 資と は到底いえ
るものでは ない。 そし て何よりも 、外形 的・ 定量的なハ ード情 報を 基に信用リ
20

スク評価す る以上 、日 本の小規模 企業向 け貸 出において 最も基 本的 な手法であ
る財務諸表 貸出と そう 変わりある ものに は な らず、むし ろクレ ジッ トスコアリ
ングを補完 的に活 用し て信用リス ク評価 をお こなわれる と考え るほ うが自然で
ある。よっ て、バ ブル が崩壊し、 土地を 始め とした不動 産の価 格の 持続的な下
落に伴い、 動産担 保貸 出は減 少し てはい るも のの、金融 技術が より 進歩し、ク

25

レジットス コアリ ング のような効 率化を 目的 とした貸出 審査の 自動 化が進めら
れていくと 、ハー ド情 報として組 み込ま れた 不動産の価 格が上 昇基 調に乗った
場合には、 以前に も増 して不動産 担保に 依存 した貸出が おこな われ る危険性が
あり、クレ ジット スコ アリングの ような 手法 は、こうし た動き を助 長する可能
性がある。

30

クレジッ トスコ アモデ ルにより 貸出審 査が行 われた場 合、収 益力が 低い借り
14

手ほど、より担保力（不動産や動産といった資産）が要求される。当然ながら、
借り手企業 が実行 する 投資が社会 的に有 益な ものである か否か は、 保有資産な
どの担保力 には依 存せ ず、収益力 を測る 能力 で決まるは ずであ る。 このクレジ
ットスコア モデル によ る貸出は、 借り手 のハ ード情報を もとに 貸出 実行の可否
5

を決めるトラバンの 1 形態である。そもそも借り手のソフト情報（経営者能力
や投資の将 来的な 可能 性など）は 考慮に 入れ られない。 例えば 担保 力の無い 、
また実績が ないた めハ ード情報上 では収 益力 を低く評価 されて しま う傾向にあ
る新企業や 小規模 企業 が将来性の ある投 資計 画を持って いたと して も、それが
日の出を見 ないも のに なってしま う可能 性が 常につきま とう。 その 一方で、貸

10

し手が社会 的に無 意味 な投資計画 しか持 たな い質の悪い 借り手 に対 しても、担
保力さえ持 ってい れば 資金を提供 し、本 来な らば見送る べきは ずの 投資を実行
させてしま うこと を示 している。 つまり 、こ の手法によ る貸出 は、 貸し手にと
っては利益 になる が社 会的 には損 失を生 むよ うな資金供 給がな され る可能性が
高まることになる。
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・第３章
第1節

リレーションシップバンキング の資金調達
リレーションシップバンキング の現状

第 1 章の第中小企業がかかえる資金調達においての課題の要因の 1 つとして
情報の非対 称性が あげ られている 。この 課題 を緩和した のがリ レー ションシッ
20

プバンキン グであ る。 リレーショ ンバン キン グは金融機 関が借 り手 との間で親
密な関係を 長く維 持す ることによ り、借 り手 に関する情 報を蓄 積し 、その定性
情報をもと に融資 等の 金融取引を 行うこ とで 展開するビ ジネス モデ ルである。
つまり、金 融機関 は企 業と長期継 続的な 関係 であるので 借り手 の経 営能力や事
業の成長性 など具 体的 な量や数値 で表す こと が困難な信 用情報 を蓄 積すること

25

が可能であ るとと もに 、借り手は 親密な 信頼 関係を有す る金融 機関 に対しては
開示したく ない情 報に ついても提 供しや すい ということ がある ため 、情報の非
対称性が緩 和でき るの である。ま た、金 融庁 がリレーシ ョンシ ップ バンキング
を定着させるために行った取り組みとして 2003 年に「リレーションシップバン
キングの機能強化に関するアクションプログラム」と 2005 年に「地域密着型金

30

融の機能強 化の推 進に 関するアク ション プロ グラム」が あり、 これ らによりリ
15

レーションシップバンキングの機能の強化を行っている。

第2節

リレーションシップバンキングの問題点

リレーシ ョンシ ップ の問題点と してホ ール ドアップ問 題とソ フト バジェット
5

問題とコミットメントコスト問題がある。
まずホー ルドア ップ問 題とは契 約の不 完備性 により取 引相手 である 金融機関
が自己に有 利な行 動を とるという ことで あり 、金融機関 の借り 手情 報の独占に
関わるもの である 。例 えば、取引 金融機 関が 独占的地位 にある こと を利用して
不当な価格 を設定 する 条件を付け ること や、 金融機関に 情報の 独占 を許してい

10

るため他の 金融機 関か らの借入を しにく くな り、新規投 資によ る収 益機会を逃
すという問 題があ る。 このような 問題の 原因 が貸し手に よる 独 占で あるのなら
ば、借り手 は多数 の金 融機関と取 引し関 係を 築いていけ ばこの ホー ルドアップ
問題が解決 できる 。だ が、多数の 銀行と 取引 することに よって 、借 入額の縮小
を示してい るとい う問 題が生まれ る。多 数の 金融機関と 取引し てい るというこ

15

とは、1 つ 1 つの企業との信頼関係が薄いということであり、借り入れの申し込
みを受けた 金融機 関は 、貸出に消 極的に なる 可能性が高 い。こ れは 、リレーシ
ョンシップバンキングの価値の低下につながる。
次にソフ トバジ ェッ ト問題とは 金融機 関と 借り手企業 の関係 にお いて、借り
手企業に問 題が起 こっ た時に追 加 融資を する という追い 貸しが 行わ れる問題で

20

ある。つま り、借 り手 企業が業績 悪化に 陥っ ても金融機 関が将 来の 業績向上を
信じて融資 を行う ので ある。この 問題の 対応 には、金融 機関が 借り 手企業に多
くの担保を 要求す るな ど優位性の 確保が 必要 である。だ が、そ れは 借り手企業
に圧力をか け、す ぐれ た技術を持 ちなが ら破 綻させる可 能性が ある 。本来なら
退出すべき 企業に 対し て、追加融 資をし 、存 続させると 、とい わ ゆ る「ゾンビ

25

企業 1 」が発生するのである。ゾンビ企業が発生すると経済活動に与える影響と

1

ゾンビ企業とは経営が破綻しているが、銀行などの支援を受けて存続する企業

のこと
星（2006）によればゾンビ企業は収益性が低い、負債比率とメインバンク依
存度がともに高い、大都市圏以外に多い、非製造業に多い、という 4 つの特徴
16

して、将来 高い生 産性 を見込むこ とがで きる 新規企業 の 参入の 妨げ になること
により、産 業の新 陳代 謝を低下さ せるこ とで ある。また 、生き なが らえるため
に採算を度 外視し た価 格をつける ことに より 同じ産業内 の他の 優良 企業のシェ
アを奪ってしまうことや、製品の市場価格が下落することなどが生じる。
5

ゾンビ企 業の存 在その ものに加 えて、 金融機 関が行う 金融支 援の経 済への悪
影響になる支援政策として、上でも述べた追い貸しと金利減免 2 がある。金利減
免は通常な らば市 場か ら退出する ことを 選択 する企業が 市場に 停滞 するのを助
けることに なり、 新陳 代謝の効果 を減退 させ ることへと つなが って いくのであ
る。

10

最後にコ ミット メン トコスト問 題であ る。 コミットメ ントと は「 他に良い利
益を与えて くれる 相手 に簡単に乗 り換え るの ではなく、 その他 の相 手から得ら
れる利益を犠牲にしてもこれまでの相手との関係を続けること 3 」であり、この
コミットメ ントの コス ト負担が大 きくな って きているの ではな いか いう問題が
ある。具体的に次の 3 つが問題である。

15

1 つ目は金利水準からは正当化できない信用リスクの負担である。これには貸
出の実行に あたっ ては 信用リスク に応じ た適 正金利より も低い 金利 での貸出し
かなすべき 方法が なか ったり、経 営状況 が悪 化した企 業 に対し て従 来の金利水
準のままで 追加的 な資 金供給を引 き続き 実施 することが 求めら れた りするよう
なことがある。

20

2 つ目は地域における悪評（レピュテーショナルリスク）を恐れた問題の先送
りである。 このこ とは 、地域によ るガバ ナン スが働くと いった メリ ットが期待
できる反面 、地域 での 評判を気に するあ まり 、過大なリ スク負 担を 行ったり、
再生が困難 な企業 との 取引を継続 したり 、不 採算店舗で あって も撤 退すること
なく営業を提供するといったことにつながる可能性がある。

25

3 つ目は採算性を離れたサービスの提供である。地域社会からの期待は、長期
的に見ても 地域社 会に とってはプ ラスで ある が、金融機 関にと って はマイナス

を持つことを明らかにした
2 金利減免とは銀行などの債権者が、経営難の企業など返済困難な債務者に対し

て、貸付金の金利を契約時より軽減したり免除したりすることをいう
3 山岸俊男「信頼の構造」
（1998）
17

となる取引 を金融 機関 に求めるこ とにつ なが りかねない 。さら に、 金融機関で
も自らにと って長 期的 にプラスと なる取 引と なるか否か の峻別 が十 分に行われ
てこなかったことで、そうした傾向が助長されてきた可能性がある。
こうした コミッ トメン トコスト の負担 は、避 けること が困難 なこと があるの
5

は否定でき ないが 、健 全性の確保 が求め られ るのは当然 なこと であ り、金融機
関の経営に 対する 適正 で有効な規 律付け によ り、適正な 金利や 手数 料を確保し
つつコミットメントコストの発生を抑制していく必要がある。

10

・第 4 章

クラウドファンディングによる資金調達

クラウド ファン ディン グの明確 な定義 はなく 、法律上 初めて クラウ ドファン
ディングについて規定した米国 JOBS 法(Jumpstart Our Business Startups Act)
でも定義はいない。しかし JOBS 法でクラウドファンディングについて規定した
第 3 章では詐欺および非論理的な情報開示を抑止しつつ行われるオンラインで
15

の資金調達に関する法律とあり、その中で投資額の制約を設けている。
更に、実 態とし て個人 投資家に 分散投 資の機 会を提供 するの ではな く、多数
個別・小規 模事業 につ いてウェブ ・ポー タル を通じて個 人から 小額 資金を調達
するものと 言える だろ う。なお、 投資信 託と の違いとし ては、 投資 家がファン
ドマネージ ャーに 個別 銘柄の選定 をゆだ ねる のではなく 、自ら 個別 事業を選択

20

して投資することにある。

18

第1節

クラウドファンディングの現状

クラウド ファン ディン グには金 銭的な リター ンを伴わ ない非 投資型 クラウド
ファンディ ングと 金銭 的なリター ンを伴 う投 資型クラウ ドファ ンデ ィングに分
けられる。 さらに 非投 資型は、寄 付型ク ラウ ドファンデ ィング 拠出 対事業の成
5

果物を資金 拠出の 見返 りに入手で きる財 ・サ ービス型ク ラウド ファ ンディング
に分けられ 、投資 型は 株式投資に よるエ クイ ティ投資型 クラウ ドフ ァンディン
グと債権や融資によるデット投資型クラウドファンディングに分けられる。

10

図8

クラウドファンディングの分類

寄付型
非投資型

財・サービス
型

クラウドファ
ンディング

エクイティ投
資型
投資型

デット投資型
出所「米国におけるクラウド・ファンディングの現状 と課題」より筆者作成
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図９

クラウドファンディング内訳（2011年）

エクイ
ティ投
資型,
18%
寄付型, 49%
デット投資型,
22%

財・サービス型,
22%

エクイティ投資型

デット投資型

財・サービス型

寄付型

出所「米国におけるクラウド・ファンディングの現状と課題」より筆者作成

5

クラウド ファン ディン グという 用語は ビデオ ブログ関 連プロ ジェク トの資金
調達を目的 とした ファ ンダブログ をマイ ケル ・サリバン 氏がフ ァン ダブログを
群集からの資金調達として形容するために、2006 年 8 月にブログで用いたのが
最初とされる。
10

インター ネット を通 じて、ロッ クバン ドの ツアー費を 賄うこ とや 、映画の製
作費用を賄 うとい った 事例は従来 からあ った 。また、政 治家が イン ターネット
を通じて選 挙資金 を募 るのも、群 集から のイ ンターネッ トを通 じた 資金調達で
はある。しかしそれらは単一の事業や個人のための資金を調達するものであり、
多数の事業を紹介するクラウドファンディングのウェブ・ポータルとは異なる。

15

複数の主 体の小 額資 金調達をウ ェブ・ ポー タルで紹介 した最 初の ものは、歌
手や俳優な どのア ーテ ィストにフ ァンが 資金 支援を行う アーテ ィス トシェアと
される。そ の後、 キッ クスターや インデ ィー ゴーゴーな ど、次 々と 同様のウェ
ブサイトが立ち上がった。2011 年に入り、インディーゴーゴーやクラウドファ
ンダー、ロ ケット ハブ といった群 集とプ ロジ ェクト主唱 者を引 き合 わせる組織
20

であるクラ ウドフ ァン ディング・ プラッ トフ ォームの運 営者な どに よるロビイ
ング活動が活発化し、新法を求めて議会公聴会で証言することもあった。

第2節
5

米国データによるクラウドファンディングの考察

日本では あまり クラウ ドファン ディン グの実 証データ がない ため米 国のデー
タを考察し ていく 。下 の表のデー タから 財・ サービス型 ク ラウ ドフ ァンディン
グが最も人 気を博 して いることが わかる 。ク ラウドファ ンディ ング は従来、非
投資型を中 心に拡 大し てきた。資 金拠出 者か らすると自 分が応 援し たいと思え
る事業を直 接支援 でき ること、そ うした 事業 の成果物を 入手で きる こと、小額

10

をオンライ ンで拠 出で きる気軽さ などが その 理由に挙げ られる 。一 方、資金調
達者からす ると銀 行融 資やベンチ ャーキ ャピ タルの投融 資対象 とな らないほど
小規模な事 業でも 資金 調達が可能 である こと 、自らの事 業がど れだ け世間に受
け入れられるかを試すことができることなどが理由に挙げられる。

15

図 10

ウェブ・トラフィック数上位のクラウドファンディング・プラットフォ

ーム
名称

創設

類型

対象事業

１

Kickstarter

2009 年

財・サービス型

各種プロジェクト

２

Indiegogo

2008 年

財・サービス型

各種プロジェクト

３

GoFundMe

2010 年

寄付型

事故・疾病、冠婚葬祭、
学業等の支援

４

ChipIn

―

―

InMobi Technologies によ
る買収後、閉鎖

５

RockerHub

2010 年

財・サービス型

各種プロジェクト

６

GiveFoward

2008 年

寄付型

医療費支援

７

Fundable

2012 年

財・サービス型

各種プロジェクト

出所「米国におけるクラウド・ファンディングの現状と課題」より筆者作成
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非投資型 クラウ ドファ ンディン グでは 、資金 拠出者は 寄付金 となる か、見返
りとして映画の上映前鑑賞券や CD、ライブの年間指定席などの財もしくはサー
ビスを受け 取るこ とと なる。クラ ウドフ ァン ディングは 音楽や 映画 の分野でフ
ァンから活 動費を 募る ものであっ たこと もあ り、認知度 や普及 度に おいては上
5

の図にある ように 財・ サービス型 が主 流 だと 言える。な お非投 資型 では金銭的
なリターン が伴わ ない ため、ブロ ーカー ・デ ィーラー登 録等の 金融 仲介業者と
してのライ センス は原 則不要であ る。し かし 一般商行為 や消費 者保 護に関する
法規制は適 用され る。 資金調達の 手法と して は目標額に 達さな くて も資金調達
者に資金が 渡され るモ デル、目標 額に達 さな くとも資金 調達者 に資 金が渡るモ

10

デルがある。
投資型クラウドファンディングについては証券法の適用除外を設けた JOBS 法
の制定を受 けて注 目が 高まってい る。エ クイ ティ投資型 、デッ ト投 資型がある
が特に JOBS 法を受けて関心が高まってい るのはエクイティ投資型である。JOBS
法のクラウドファンディング関連規定を施行する SEC 規則が策定されていない

15

ため、投資 型クラ ウド ファンディ ングは まだ 米国には存 在しな いと 言える。米
国においてインターネットを通じて非公開の証券の募集を行うにはブローカ
ー・ディー ラー登 録を するか、証 券法の 適用 除外を受け る必要 があ る。ブロー
カー・ディ ーラー 登録 は、元々ク ラウド ファ ンディング プラッ トフ ォームの運
営会社は小 規模の 資金 調達をオン ライン 上に 低コストで 実現し たい ため避けた

20

いところである。

第3節

クラウドファンディングの問題点

では日本 におけ るクラ ウドファ ンディ ングに ついて考 察して いく。 特徴とし
て初めに、寄付や、メールマガジンなどのサービスの購入等、金融ではないが、
25

資金調達す るため のイ ンターネッ トサー ビス として語ら れるこ とが 多い。たと
えばクラウ ドファ ンデ ィングを用 いて寄 付を 募るように 日本に おい てクラウド
ファンディ ングと いう と、資金調 達手法 と資 金の性質の 両方の 概念 を含んでい
るイメージ がある 。次 にマイクロ 投資に 似た 方法での資 金調達 であ る。匿名組
合を使った 資金調 達が 行われてい て、個 人の 小口投資に よる匿 名 組 合により資

30

本性借入金 を供給 して いる。そし て株式 形態 での資本調 達は取 り扱 われていな
22

いという 3 つの点が日本のクラウドファンディングの特徴である。
寄付型・購 入型に よる クラウドフ ァンデ ィン グのメリッ トは運 営会 社にとって
規制がなく 参入し やす い、調達側 にとっ ては インターネ ットで 気軽 に申請がで
き審査など がない 場合 が多く取組 みやす い、 資金の出し 手はク レジ ットカード
5

で簡単に資 金拠出 が可 能でソーシ ャルメ ディ アを通じて 拡散し やす い、第三者
によるデュ ーデリ ジェ ンスやバリ ュエー ショ ンが必要な いとい う点 である。デ
メリットは調達した資金が課税対象になる、手数料が 15～20％かかる、資金の
出し手にと って規 制が ないので分 別管理 や情 報開示が適 正に行 われ ているかわ
からないという点である。

10

マイクロ 投資に よる 匿名組合の メリッ トは 一定条件を 満たせ ば資 本性借入金
とみなせる 、すで に多 くの投資家 と事業 者が 利用してい る、売 上に 連動した分
配が行われているので投資家が顧客になりやすいという点である。しかし、WEB
システム利 用料や 監査 費用などマ イクロ 投資 プラットフ ォーム を利 用するイニ
シャルコス トがか かる ことや投資 家は他 の金 融商品と税 制上損 益の 通算ができ

15

ないといったデメリットも挙げられる。
そこでマ イクロ 投資 を活用し発 展形と して のクラウド ファン ディ ングの手法
を用いたク ラウド ファ ンディング を用い たエ クイティフ ァイナ ンス が注目され
つつある。 メリッ トと して資本金 になる 、株 主として経 営に関 与す る、大きな
金額の資金 調達が 期待 できること が挙げ られ る。デメリ ットと して は株主とし

20

て経営に関 与する こと や、未上場 の企業 にと って見知ら ぬ個人 が株 式になるこ
とに不安感 がある とい うこ と、ま た情報 を開 示してない ことに よる 株主側の不
安感が挙げられる。

23

・第 5 章
第1節

新たな資金調達の方法
企業の格付制度とは

企業の資金調達の方法の 1 つとして、第 3 者である企業に自らを評価しても
らうことで 投資家 との 間に生じる 情報の 非対 称性をなく し、融 資を 受けやすい
5

環境を整える格付制度というものがある。
格付性度 とは格 付会社 が発行体 からの 依頼に より、ま たは依 頼を受 けずに、
経営陣との ミーテ ィン グ、財務分 析、業 界分 析などを行 い、金 融商 品または企
業・政府な どの信 用力 をある一定 の基準 に基 づいて、「 Aa3」「AA-」 などの記号
や数字を用 いて表 示し た等級で評 価する 制度 のことであ る。こ の「 Aa3」「AA-」

10

などと付け られた 評価 を 信用格付 といい 、投 資家が債券 などの 金融 商品への投
資を行なう際の参考データとなるほか、株価などに大きな影響力を持っている。
また、日本では金融庁に登録を受けた格付会社は 信用格付業者と呼ばれ、2013
年 1 月 31 日現在、7 社存在する。その中でも、特に中小企業向けであると言え
るのが、日本スタンダード＆プアーズ株式会社が行っている日本 SME 格付 4 であ

15

る。日本 SME 格付けは、日本の中堅・中小企業に付与するナショナル・スケー
ルの信用格 付けで あり 、中堅・中 小企業 、お よびその信 用力に 関心 のある貸出
機関、取引 先など に向 けて提供す るもの であ り、中堅・ 中小企 業が 金融債務を
期日通りに履行する総合的な能力（信用力）に関するスタンダード&プアーズの
意見を日本 の中小 企業 間の比較に おいて 示し たものであ る。ま た、 その他の企

20

業が行う格 付 けの 規準 とは大きく 異なり 、個 々の企業に 対する アナ リストの主
観的な評価や判断は勘案されないのが特徴である。
しかし、この制度には、売上が 5 億から 100 億の間でなければならない、最
低でも 5 期分の財務データが必要などの前提条件や、金融債務を期日通りに履
行できるの かを重 視し 、その企業 の持つ 将来 性を考慮し ないな どの 特徴も 存在

25

する。その ため、 企業 の持つ真価 が財務 デー タに反映さ れにく いだ けでなく、
財務データ の整備 すら 行っていな い企業 すら 存在する中 小企業 にと ってはあま
り使い勝手が良いものであるとは言えないことがわかる。

SME(Small & Medium Sized Enterprise)格付けは、スタンダード＆プアーズと
日本リスク・データ･バンクが共同開発を行ったものである。
4

24

第2節

クラウドファンディングを応用した格付制度

これまで の内容 より 、現在行わ れてい る中 小企業向け 支援政 策や 金融機関に
よる貸付制 度及び その 他の資金調 達の方 策に は様々な問 題点や 制約 があり、中
小企業のか かえる 資金 調達におい ての課 題を 解決できて いると は言 い難いこと
5

がわかる。 しかし 、現 在行われて いる中 小企 業向け支援 政策や 金融 機関による
貸付制度及びその他の資金調達の方策にももちろんメリットは存在する。では、
それぞれの メリッ トを うまく取り 入れた 新た な資金調達 の方策 はな いのであろ
うか。そこ で私た ちは 、それぞれ のメリ ット を生かしつ つ、現 在中 小企業が抱
える資金調達においての課題を解決するには、第 4 章で紹介したクラウドファ

10

ンディングを応用した中小企業の格付制度が有効であると考える。
この制度 では、 まず 銀 行と中小 機構 が 主体と なって 会 社を立 ち上げ 、その会
社がインタ ーネッ ト上 にサイトを 立ち上 げる 。 そこで、 登録を 行っ た企業の財
務状況や企 業概要 及び アピールポ イント を同 じく登録を 行った 投資 家に 対して
紹介する。 そこで 、銀 行や投資家 たちは その 情報を元に 投資を 行う か判断をす

15

る。その後 、融資 を受 けた企業に は銀行 や投 資家たちに 利益還 元を 行ってもら
う。そして 、銀行 や投 資家たちは その還 元の 内容を考慮 して、 それ ぞれの企業
を評価する ために レビ ューを書い てもら う。 さらに、起 業した ばか りの企業や
実力はある が資金 調達 を十分に行 えてい ない 企業への救 済策と して 数ヶ月に 1
度、各々の 今後の 事業 計画をテー マにプ レゼ ン大会を行 い、そ の結 果を公表す

20

ることでそのような企業でも融資を受けやすくなる環境を整える。
このサイ クルを 繰り返 すことで 、企業 と投資 家たちと の間に ある情 報の非対
称性を緩和 するこ とが でき、投資 家たち はこ れまでのよ うに時 間と コストをか
けることな く投資 に値 する企業を 見つ け 出す ことが可能 になる 。加 えて、中小
企業にとっ てもこ れま でのように 、実力 はあ っても自身 の規模 や創 業年数のせ

25

いでうまく 信頼を 勝ち 取ることが できず 、十 分な資金を 調達す るこ とができな
いというような状況に陥ることを防ぐことができるようになる。
また、投 資家た ちはこ のサイト を通じ てプレ ゼン大会 の結果 や他の 投資家た
ちのこれま でのレ ビュ ーを参考に するこ とで 、これまで は銀行 がリ レーション
シップバン キング を長 い時間をか けて行 うこ とで手に入 れてき た各 中小企業の

30

将来性など の信用 情報 を瞬時に把 握する こと ができる。 これは 企業 にとって も
25

良いことで 、これ まで のような財 務デー タに は反映しづ らかっ た自 らの強みも
アピールす ること がで きるように なり、 その 信憑性も投 資家の 生の 声でもある
レビューを通じて証明できるようになる。
さらに、 この格 付制度 を利用す ればこ れまで はトラン ザクシ ョンバ ンキング
5

のように財 務デー タな どの会計数 値でし か判 断を行えな かった リス ク管理も企
業の将来性 や投資 家た ちのレビュ ーなど の新 たな判断材 料が加 わる ことで多角
的に行うことが可能となる。
そして、 投資家 たちに よる中小 企業の 評価件 数が増え 、格付 の精度 が増せば
増すほど不 良企業 は自 然と淘 汰さ れ、質 の良 い企業は効 率的に 銀行 や投資家た
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ちから融資を継続的に受けることができるようになるのである。

第3節

想定されうる課題

しかし、 この制 度を 実施するに は、あ らか じめ解決し ておく べき 課題がいく
つかある。
15

1 つ目は、この制度を整備するにあたっての初期費用と維持費である。まずは、
初期費用に ついて 考え ていきたい 。 この 課題 については 日本公 庫に 協力を仰ぐ
ことで解決 できる 。日 本公庫とは 、 一般 の金 融機関が 行 う金融 を補 完すること
を旨としつ つ、中 小企 業事業をは じめと する 機能を担う ことで 国民 生活の向上
に寄与する ことを 目的 とする政策 金融機 関で ある。よっ て、中 小企 業の発展を

20

目指すとい う点で はこ の制度も同 じであ るた め、初期費 用をま かな うための融
資を受けることのできる可能性は十分にあると言える。
次に、維持費について考えていきたい。この課題 については楽天市場 5 を例に
あげて説明 を行う 。通 常、メーカ ー など が楽 天市場に出 店を希 望す る際、出店
することで 得られ る広 告効果やコ ンサル タン トによるサ ポート を受 けられるよ

25

うになるた めの代 償 と して出店料 を支払 って いる。 よっ て、こ の制 度において
も各中小企 業の宣 伝及 び投資家と の仲介 を担 う などのサ ポート を行 っているこ
とから、各 中小企 業か ら代償とし て登録 料を 支払って も らうの が妥 当である。
また、投資 家たち にお いても、こ の制度 を新 たな融資先 をこれ まで のように時
5 日本国内最大級のインターネットショッピングモールのことで楽天株式会社が運

営を行っている。
26

間やコスト をかけ ずに 見つけるこ とがで きる ようになる サービ スと いうふうに
位置づけれ ば、こ ちら もその代償 として 登録 料を支払っ てもら うの が妥当であ
る。
このよう に、 日 本公庫 からの融 資 と登 録料と いう体制 を取れ ば初期 費用と維
5

持費は十分にまかなえるはずである。
2 つ目は、財務データを整備していない企業の取り扱いについての課題である。
この課題に ついて は、 経営革新等 支援機 関の 認定制度を 利用す るこ とで解決す
ることがで きる。 第１ 章の第３節 でも述 べた 経営革新等 支援機 関に は各地方銀
行をはじめ とする 金融 機関が数多 く登録 され ているため 、それ らを 通じて各中
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小企業に人 材を派 遣す るなどして 、財務 デー タの整備に 取り掛 かる ことが可能
である。ま た、財 務デ ータを整備 するこ とで 会計数値的 には不 利に なる企業が
いたとして も、企 業概 要を公表す る際に 自社 にどれだけ の強み があ るのかを明
記したり、 プレゼ ン大 会で優秀な 結果を 残す ことができ れば、 投資 家にも融資
に値すると判断され、十分に資金を調達することができるはずである。
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3 つ目は、さくらによる偽りの評価が行われてしまう可能性があるという課題
である。こ の課題 につ いては、 サ イト上 のシ ステム及び 運営方 法を 工夫すれば
解決できる 。まず 、こ のサイトに 登録を 行っ てさえいれ ば、企 業に 対して投資
を行ってい なくと も評 価を行うこ とがで きる という事態 を発生 させ ないために
も、実際に 投資を 行っ た投資家 だ けが企 業を 評価できる ように サイ トのシステ

20

ムを整備する。
さらに、 企業が 自らの 評価を上 げ るた めに投 資家を買 収した り、自 らの社員
などの関係 者にわ ざと 投資を行わ せ、実 際に 行われた利 益還元 以上 の評価をつ
けさせない ために も、 企業にはあ らかじ め利 益還元をど れだけ 行う のかという
目標と実際 にどれ だけ の利益還元 を行う こと になるのか という 報告 をサイトを

25

通じて公表 しても らう 。また、万 が一そ のよ うな不正を 行おう とし た投資家並
びに企業の 存在が 発覚 した際には 、この サイ トの利用を 停止す るな どの罰則を
設けることで事前に予防することができるはずである。
最後に、 この格 付制度 の格付に はどれ だけの 信憑性が あるの かとい う課題が
ある。この 課題に つい ては、一般 的に格 付会 社はどのよ うにし て企 業の格付を

30

行っている のかを 参考 にしながら 説明し てい きたい。 主 に、企 業の 格付けは主
27

観ではなく 公平・ 中立 なものでな ければ なら ないため、 個人で はな く複数のア
ナリストを 用意し て行 うように工 夫が施 され ている。つ まり、 評価 を行う投資
家の数が多ければ多いほど、個人の主観ではなく投資家全体の総意となるため、
情報としての質が上がり、格付の信憑性も保証されるはずである。
5
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・おわりに
中小企業は 2009 年において日本全体の事業所数の 99.7%、常用雇用者数の
62.8%を占め るなど 日 本経済に とって なくて はならな い経済 基盤と なってい る。
しかし、中 小企業 はそ の規模や力 のなさ から 満足に資金 調達を 行う ことができ
5

ずにいた。この状況を打開すべく、政府が中小企業向けの支援政策を行ったり、
銀行による リレー ショ ンシップバ ンキン グな どが行われ ていた 。し かし、今回
の考察で中 小企業 は、 政府による 支援政 策を 満足に受け 取るこ とが できておら
ず、また、 現在行 われ ている 銀行 による 貸付 制度 でもス ムーズ に資 金調達を行
うのは難しいことがわかった。
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そこで現 在行わ れてい る支援政 策や貸 付制度 のメリッ トを残 し、か つデメリ
ットを克服 するた めに はクラウド ファン ディ ングを応用 した格 付制 度が有効で
あると考え る。こ の制 度により、 現存す る企 業はもちろ んだが 、ス タートアッ
プ企業やベ ンチャ ー企 業のような 新興企 業で も実力さえ あれば 、す ぐに銀行や
投資家たちから融資を受けることが可能になる。

15

今回の考 察は、 机上の 空論であ るため どこま でうまく 機能す るかは 憶測の域
を出ないが、新たな可能性を見いだせたことに意義があると考える。
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