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第二章 地域活性化の観点からみた国内資金供給構造の課題と方向性 
 
 
                       赤井厚雄（早稲田大学研究院客員教授） 
 
 
 
 
 一 日本型金融システムの特徴と課題 
 
（1）間接金融と公債への高い依存 
日本型金融システムの特徴をひとことで言うならば、それは預金の受け入れによる資金

調達とローンの貸出しによる資金供給を中心にした間接金融の仕組みへの過度ともいえる

依存の構造にあるといえる。歴史的にみて、わが国の間接金融部門（銀行）を経由した民

間資金媒介は、株式や債券の発行・流通を通じたもう一つの部門である資本市場における

資金媒介を圧倒しており、これはわが国の金融システムにおける資金循環面での際立った

特徴となっている。二〇〇八年に起きた世界金融危機の際には、この特徴こそが日本の金

融システムにおける安定性の土台であるとの評価も一部で聞かれた。ところが、その後間

もなくして、間接金融に大きく依存した日本型金融システムの｢実体経済を支える機能｣す

なわち資金媒介機能面での低迷が顕在化し、今日ではそのことが日本経済における金融の

課題として認識されている。その背景にはこれまで一〇余年の間に進行した以下のような

国内金融システムを取り巻く状況の変化があったといえる。 
その一つは、間接金融システムを支えるプレーヤーの変化である。二〇〇〇年代前半に

進められた不良債権処理政策の推進の過程で行われた金融制度改革のもとで長期信用銀行

制度は消滅し、｢官から民へ｣のかけ声の下で進められた公的金融機関改革により、日本開

発銀行（政策投資銀行に転換）などの政府系金融機関の活動には一定の制約が課されるこ

とになった。これらはいずれも金融債の発行や財投借り入れなどの長期資金の調達を裏付

けとして貸付を行うという役割を担っていた間接金融機関であり、そうしたプレーヤーの

消滅や活動の縮小は、既存の間接金融システムにおける長期資金媒介能力の低下を招いて

いた。しかしながら、そのことが直ちにわが国金融システムにおける資金のアベイラビリ

ティ面での課題として認識されなかったのは、同じく二〇〇〇年代に入って、世界的な過

剰流動性を背景に、国内の銀行が短期の資金を切れ目なく供給し続け、既存の間接金融シ

ステムの外からは欧米の投資銀行が国内の様々な投資対象に向けてリスクマネーや比較的

長期の資金を供給し始めたことによっている。 
この間、国内の間接金融システムの実体は、二〇〇〇年代前半に、公的金融や長信銀な
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どのプレーヤーを含む｢重層的な金融システム｣から、メガバンクや地方銀行など、預金の

受け入れによる資金調達に圧倒的に依存する商業銀行中心の｢単線的な金融システム｣へと

確実に変貌を遂げていたのである。そしてその後の二〇〇〇年代後半に発生した世界的金

融危機を経て起こった内外投資銀行の活動縮小や銀行に対する国際的な規制の強化などに

より、その国内システムの質的変化に起因する資金媒介能力の低下を覆い隠す役割を演じ

ていた、外部からの資金供給が減少したことで、潮が引いた後の中洲のような形で国内に

とり残されてしまった商業銀行が提供することが可能な貸付資金の期間やリスク許容度に

よっては国内に存在する様々な資金需要に充分に対応することができないという事実が明

らかとなり、それが資金の供給サイドと重要サイドの間に存在するミスマッチ問題という

形になって一気に顕在化したということができる。 
もう一つの背景は、国債などの公債発行を通じた｢公的資金媒介｣の限界が明らかになっ

たことである。わが国には、すでに述べた間接金融や直接金融などの本来の民間資金媒介

に加えて、国債や地方債などの公債発行を通じて資金を調達し、その資金を財政投融資な

どの公的チャネルを通じて供給する公的な資金媒介のシステムが存在し、それが国、地方

公共団体、特殊法人への融資を行うことで公共事業などへの資金供給源となるとともに、

その時々の景気対策や資源再配分の役割を実質的に担ってきた。公債の発行は長期債の形

態をとることが多いことから、結果としてそれは国内経済システムに長期資金を供給する

仕組みとして機能してきた。また、公債は政府などの公的主体がその支払を保証している

事から、これによって調達された資金は、そのリスク管理の是非についての評価はさてお

き、わが国においては実質的にリスクマネーに代替する性質をもった資金として供給され

てきたという側面がある。換言すれば、公債発行を通じた｢公的資金媒介｣は国内間接金融

システムの外で長期のリスクマネーを供給することで、間接金融システムの資金供給機能

を補完するという事実上の役割を果たして来たということができる。 
しかしながら、二〇〇〇年代に入って国債を中心にその発行残高は急増し、近年の欧州

各国の債務危機の経験から、わが国の国債発行残高が日本経済にとっての大きなリスク要

因として認識されるに至っている。公債発行という手段を用いた公的資金媒介は、単に資

金の媒介を進めるという利点だけでなく、同時に公的債務の累積を加速してしまうという

副作用をもたらすものであり、将来に向けての国民経済における資金調達・媒介の代替的

手段としてこれに依存することには限界があるという見方が急速に広まっている。 
図表 2-１は、一九九九年から二〇〇九年にかけての、わが国の名目 GDPと全国銀行の総
貸出平残を見たものである。この期間を通じて名目GDPがほぼ横這いで推移する中、貸出
し残高は二〇〇五年まで一貫して低下し、その後大きく増加には転じていないことが見て

取れる。これは一面では銀行の不良債権処理プロセスを経て、一九八〇～九〇年代のバブ

ル期のような過剰な貸出しが抑制されていることの結果、すなわちリスク管理体制強化の

成果と見ることもできるが、名目 GDPの横這い推移と、全国銀行の預金残高が一貫して増
えていること、この間に進行した前述のような銀行システムにおける長期資金やリスクマ
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ネー供給能力の低下傾向という背景を考えあわせると、経済成長に貢献する新たな産業分

野への間接金融システムからの資金供給が上手く進んでいないということの証左であると

見ることも不自然とはいえないだろう。 
また、図表 2-2は、二〇〇一年から二〇一一年にかけての間接金融以外の民間資本市場部
門すなわち株式、社債、証券化商品の新規発行推移を示したものである。市場部門を代表

する三つのセクターを通じた資金供給は二〇〇六年までの増加トレンドから、その後は横

這いないし減少トレンドに入っており、とくに株式や証券化商品などを通じたリスク許容

度の高い資金供給は一〇年前の水準に逆戻りしているということができる。このように、

市場部門を通じた間接金融システムに対する機能補完も期待したほどには進んでいないと

いうのが現状である。 
 
（2）複線的金融システム構築の必要性 
前項では、日本型金融システムの資金供給面での特徴を概観したが、このような背景認

識の下、これまでも｢銀行部門と市場部門が補完的に機能することで、持続的な経済成長に

資するとともに、外的なショックに対する耐性を持つシステム｣1、すなわち｢複線的金融シ

ステム｣を構築することの重要性がしばしば指摘され、それを受けた対応の検討が繰り返さ

れてきた。 
その重要性についての政府の認識が明確に示された比較的初期のものとして、金融庁・

日本型金融システムと行政の将来ビジョン懇話会による｢金融と行政の将来ビジョン｣(二〇
〇二年)などが挙げられるが、その後の金融商品取引法の導入（二〇〇六年）やそれに続く｢金
融庁・市場強化プラン｣(二〇〇七年)においても、｢貯蓄から投資へ｣の基本ビジョンに基き、
金融の複線化に向けて様々な取り組みが企図されたことはいうまでもない。また、二〇〇

八年の｢国際金融拠点機能強化プラン｣などもそうした考え方に基く金融市場活性化に向け

た政府のイニシアティブと位置付けられよう。 
ところが、二〇〇八年秋のリーマン・ブラザーズの破綻に端を発する世界的な金融危機

を受け、国内でのそうした取り組みは困難に直面している。金融危機後の国際的な規制対

応に強化の流れを受け、わが国でも金融システムの規制強化による安定化という方向に金

融市場行政の軸足が移る中で、図表 2-2(前述)のようにわが国の国内資本市場部門の活動も
実質的な足踏み状態が続いている。とりわけ、伝統的な市場部門である株式や社債市場を

補完すべき証券化商品市場も、長期にわたる市場取引の低迷などを背景に、その活動は半

ば休止状態といってもよい状態が続いており、その再開に向けての根本的な打開の方向性

はいまだに見出されていない。 
そうした中、二〇〇九年の政権交代を跨いで取りまとめられた｢今次の金融危機を踏まえ

たわが国金融システムの構築（金融審・基本問題懇談会報告書）｣において、これまでの経

緯をふまえて｢複線的な金融システムの構築に向けたビジョンが示されてから一〇余年が

                                                   
1 金融審議会金融分科会基本問題懇談会報告（二〇〇九年一二月） 
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経過したにもかかわらず、その構築は必ずしも期待されたとおりには進んでいない｣との指

摘がなされた。さらに、二〇一二年に公表された、金融審｢わが国金融業の中長期的なあり

方について(現状と展望)｣においても、｢直接・間接金融の両部門を総動員した新たな成長資
金供給の態勢づくり｣の必要性が改めて指摘されている。 
間接金融の単線化と公的金融の縮小が進む中にあって、複線的金融システムの構築に取

り組むことは、金融システムの実体経済を支える機能を強化するという観点からも、わが

国にとってもはや先送りが許されないテーマになっている。 
その際、一四〇〇兆円を超える国内の個人金融資産の活性化を図ることや、国内資金循

環の中からは必ずしも充分な供給が期待できるとはいえない長期のデット資金について海

外投資家からの導入を促すことが、これからの複線的金融システム構築における重要な検

討課題といえるであろう。 
特に、個人金融資産の活用に関しては、図表 2-3及び図表 2-4に見られる米国と比較した
わが国の際立った特徴から得られる示唆は大きい。図表 2-3に見られるように、米国では一
九八〇年代後半からほぼ一貫して家計セクターに債務が累積し、その水準（セクター別の

債務残高をその時点の GDP で除したもの）は世界恐慌時のそれを超えている。すなわち、
米国においては当分の間家計セクターにある何がしかの金融資産は｢見せ金｣として、その

多くは債務返済によるデレバレッジに向かわざるを得ないと考えるのが自然であろう。 
これに対して、図表 2-4に見られるように、わが国の家計セクター及び企業セクターの債
務累積状況は、政府セクターのそれと大きく異なり、相対的に健全といっても良い状態に

あり、家計セクターの金融資産は活性化することによって経済の資金循環の中に還流させ

うる｢真水｣としての実体を伴ったものといえる。 
 
（3）地域活性化の視点に立った官民連携の取り組み 
これまで述べてきたように、わが国の国内金融システムは、その機能に限界が見えつつ

ある間接金融部門への過度の依存にあり、これまで一〇年余にわたって、官民の様々な場

面で繰り返し議論が行われてきたにも関わらず、残念ながらその基本的な構造自体は大き

く変わっていない。しかしながら、二〇〇八年におきた国際的金融危機への対応として、

特に地域経済を支える観点から官民連携によるいくつか興味深い取り組みが行われている。 
その一つは、二〇〇九年度に政府の金融危機対策の一環として国土交通省において行わ

れた｢地方のまちづくりに役立つノンリコースローン供給促進事業｣である。これは地域金

融機関を活用したまちづくり資金の地産地消に向けての取り組みであり、その後の｢成長フ

ァイナンス｣における様々なイニシアティブにも結びつく先行的な取り組みの例というこ

とができる。 
もう一つは、現在内閣官房の地域活性化統合事務局を中心に検討が進められている｢ふる

さと投資（地域活性化小口投資）プラットフォーム｣である。これは家計金融資産に眠る個

人の志を呼び起こして活用することができる全国の小口事業投資の促進に向けての取り組
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みであるということができる。 
次節以降では、新たな資金循環の創出にむけてのそうした取り組みの具体的な事例を紹

介し、今後のわが国資金供給構造のあり方についてそのあるべき方向性を検討する。 
 
 二 不動産・インフラ分野における取り組みと方向性 

 
（1）背景 
不動産投資市場は、本来わが国最大の資産市場である不動産市場と内外金融市場を効果

的につなぐ「場」として、わが国の経済社会において大きな役割を担っているといってよ

い。 
不動産投資市場が「不動産と金融」を効果的に結び付けてその本来の役割を果たすこと

で、民間資金を効率的に活用し、戦後・高度成長期を通じて今日までに蓄積されてきた官

民の不動産ストック・インフラの更新を促したり、その官民インフラの集合体としての都

市の再生を通じて、わが国の未来に向けての国内産業構造の転換や、とりわけアジアの成

長を取り込む様々な企てを資金供給面から支援し、住生活環境の向上を図るなど実体経済

を支える様々な取り組みを後押しすることが可能となる。そのことは一方で、一四〇〇兆

円ともいわれる国民の金融資産に対する安定的な投資機会を提供することにもなり、これ

は国内金融ビジネスにとっての活力と国民生活の豊かさを生み出す源泉ともなるべきもの

と考えられる。 
ところが、わが国の不動産投資市場は、その導入期から約一〇年の間にゼロから大きく

成長したとはいえ、図表 2-5からわかるようにその規模においては広義の証券化ともいえる
信託受益権化されたものまで含めても三三兆円（うち J－REITによって保有されている不
動産は約八兆円）にとどまるなど、金融市場・不動産市場のいかなる基準に照らしても十

分な大きさに成長したとはいえず、その機能面においても、二三〇〇兆円の不動産ストッ

クを有するわが国の様々な可能性を生かし、不動産やストック市場がかかえる多くの課題

に対応できる広がりと奥行きを備えた市場となりえていない。 
不動産と金融は、いずれも国民経済のほとんどすべてと言ってもよい広範な分野と密接

に結びついており、わが国経済における両者の関係は「相互に依存する双子の兄弟」とも

呼ぶべきものである。企業金融や個人金融の約八割は直接間接に担保としての不動産の価

値に依拠し、結果として不動産価格が急激に下落すれば、それは金融システムの不安定要

因ともなる。他方で不動産や都市の価値を維持し、機能を更新するためには金融システム

からの安定的な資金供給が不可欠であることはいうまでもなく、これを欠いては都市の競

争力は維持するための取り組みを推進することは不可能である。そして、老朽化したまま

放置された不動産や都市インフラはわが国経済にとっての「重荷」になりかねない。 
特に、図表 2-6に示されているように、わが国大都市におけるインフラの三～四割が、わ
が国経済が高度成長期にあった昭和三〇年代から五〇年代にかけて供給されたものである



第2章 地域活性化の観点からみた国内資金供給構の課題と方向性 赤井厚雄 

6 

ことや、そもそも現行の新耐震基準がその後の昭和五六年に導入されたものであることを

考え合わせると、この認識は重要である。 
しかしながら、すでに述べたように、この当たり前の事実が、わが国経済の高度成長期、

バブル期、その後二〇年に及んだ経済の低迷期を通じ、国民の間で広く共有されることは

なかった。 
ところが、二〇〇八年に起きた世界金融危機を経て、外資系金融機関のバランスシート

縮小や国内メガバンク等大手銀行の活動の停滞により、金融市場から不動産市場への資金

流入が目に見えて減少する中で（図表 2-7参照）、資金フロー面ではとりわけ長期資金やメ
ザニン資金などのリスクマネーの供給不足が一気に顕在化し、あわせて金融機能面では特

に東京などの首都圏以外で顕著となった外資金融機関やメガバンクの戦線縮小による資金

供給の減少を補うという立場におかれた地域金融機関の対応力に限界があることが次第に

明らかとなってきた。 
 
（2）都市の成長戦略をめぐる取り組み 
二〇〇九年の政権交代後に打ち出された政府の｢大都市の成長戦略｣において、｢大都市は、

これまでは国の成長の牽引役としての役割を果たしてきたが、ソウル、シンガポール、上

海、天津等の他のアジア都市は国を挙げて競争力向上のための取組を推進しており、国と

しての国際的、広域的視点を踏まえた都市戦略がなければ、少子高齢化もあいまって東京

ですら活力が失われ、国の成長の足を引っ張ることになりかねない。このため、成長の足

がかりとなる、投資効果の高い大都市圏の空港、港湾、道路等の真に必要なインフラの重

点投資と魅力向上のための拠点整備を戦略的に進め、世界、アジアのヒト・モノの交流の

拠点を目指す必要がある｣2との問題意識が示された。 
これを受けて二〇一一年に行われた政府の｢都市再生基本方針｣全面改訂において、わが

国経済の国際競争力強化にむけての都市戦略構築、それに必要な都市再生施策にむけて、

PPP(Public Private Partnership)、PFI(Private Finance Initiative)、｢新しい公共（New 
Public Commons）｣との連携により民間の知恵と資金を有効活用することや、都市再生に
必要な資金を安定的に供給することができるファイナンス環境整備に政府一体となって取

り組む方針が示された3。 
これまで都市のハード面に重点を置いてきた｢都市再生基本方針｣に、金融環境の整備に

ついてのまとまった記述が組み込まれたのは、これが初めてのことであり、すでに述べた

ようなファイナンス環境面での認識が、そうした新たな動きの背景にあった。 
 また、都市再生基本方針の改訂についての議論が行われている最中、タイミング的には

それに先立って公表された金融庁｢金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクシ

                                                   
2 ｢新成長戦略｣(二〇一〇年六月) 
3 ｢都市再生基本方針｣(二〇一一年二月四日全面改訂版)｢安定的な民間都市開発推進のため
のファイナンス環境整備等｣ 



第2章 地域活性化の観点からみた国内資金供給構の課題と方向性 赤井厚雄 

7 

ョンプラン｣（二〇一〇年）においても、｢都市再生基本方針の改訂作業を踏まえ、不動産

の｢取得・再生・開発等｣を促し、不動産投資市場の活性化を図っていく｣とする金融当局と

しての従来になく踏み込んだ方向性が示された。 
さらに、国土交通省においても不動産投資市場戦略会議（国土交通大臣の私的諮問機関）

が設置され、二〇一一年に公表された最終報告書4において、不動産市場と金融市場を適正

に結びつけ、都市の再生やインフラ更新を進めるための｢場｣としての不動産投資市場活性

化策について、①デット市場、②J リート市場、③私募ファンド市場、④不動産現物市場、
⑤不動産投資市場と金融の循環システムなどの分野毎に具体策が提示された。 
こうした関係府省庁の動きは、不動産・インフラに関わるわが国金融システムの諸課題

についての共通認識に基くものとよってよく、二〇〇九～二〇一〇年にかけ各省庁の会議

体などを通じてその構造的課題についての論点抽出が行われ、公式非公式な様々な場面を

通じ従来の縦割りを越えた意見交換が行われ、各省庁での動きに結びついたことが、今日

の官民連携の具体的取り組みに繋がっているといえる。 
 
（3）地域金融機関による不動産ノンリコースローン供給 
先に述べたように、二〇〇八年から二〇〇九年にかけて、不動産ノンリコースローン供

給分野において、金融危機の影響を受けた不動産ノンリコースローン証券化商品（CMBS）
市場の低迷(取引スプレッドの急激な拡大や流動性の低下)を背景に外資系金融機関の撤退
や、メガバンクなどの戦線縮小の傾向が顕著になった。また、そうした環境の中でも限定

的にノンリコースローン供給を続けていた一部の内外金融機関でも、その担保対象とする

不動産の範囲を東京など大都市圏に所在する評価が容易な大型のオフィスビルなどに集中

することによって証券化市場のさらなる環境悪化にそなえる傾向が顕著となった。 
その影響を大きくこうむったのは、政令市などの比較的大きな地方都市や、新幹線沿線

の駅前など中心市街地に位置する商業ビルに代表される地方の不動産であった。これらの

不動産は、大手銀行の支店などがテナントとして入居するいわゆる地方の一等地にあり、

相対的にみて安定した地域圏のテナント需要等を背景にキャッシュフローの見込める優良

な不動産という評価を受け、東京などの大都市圏におけるノンリコースローン貸し出し競

争が激化する中で、相対的にリスクリターンのバランスがとれた条件での貸出しが可能な

対象として、二〇〇五年ごろから外資系金融機関やメガバンクなどからの注目を集め、こ

うした地方の収益不動産を裏付けにしたノンリコースローンが証券化の対象資産として認

知され始めるとともに、こうした不動産の取引に携わる地方の不動産事業者の間でもノン

リコースローンによる新たな資金調達が拡がっていった。 
ところが、こうした金融機関から供給されたノンリコースローンの多くは期間三年程度

の短期のものであったため、金融危機の影響がピークに達した二〇〇八年以降に借り換え

の期限が到来するものが多く、こうしたローンの担保となっていた不動産の中には、当面

                                                   
4 国土交通省 ｢不動産投資市場戦略会議 最終報告｣(二〇一〇年一二月) 
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のテナント収入などのキャッシュフローが安定しているにも関わらず、ローンの期限の到

来とともに新たな貸し手の不在という状況の悪化に直面して、リファイナンスが不可能と

なり、当初の貸し手によるローン資金の回収のため競売の対象となるものも出始めた。 
このようなファイナンス環境悪化を背景に、そうした不動産が所在するエリアで活動す

る地銀など地域金融機関による、新たな貸し手としての不動産ノンリコースローンの供給

能力を強化することが課題となった。 
ところが、地銀などの地域金融機関の中には、CMBS 市場の創成期から証券化商品の投
資家として市場に参加するものも少なくなかったが、みずから体制を整備して不動産ノン

リコースローンの貸し出しを積極的に行ったり、そのノンリコースローンを集めて証券化

商品として市場で他の投資家に販売するなどの経験ノウハウを有するものは殆どなかった

といってよかった。 
証券化を前提としたノンリコースローン貸し出し業務を行う際には、大規模なローンの

ポートフォリオを形成して地域や物件タイプの分散を図るなどにより、出口商品としての

CMBS により高い格付けを得たり、より大きな証券化プールを組成することで様々な固定
コストの負担を軽減することが競争上有利であり、自行の域内で対象となる不動産物件の

規模や件数など地域金融機関をとりまく環境を考えると、地域金融機関にとってノンリコ

ースローンのレンダーとなることよりも、第三者である大手金融機関や外資系金融機関が

組成したノンリコースローンの証券化商品であるCMBSの一部のクラスに対する投資家と
して市場に参加することのほうにビジネス上の合理性があったことがその背景であると考

えられる。 
他方で、同じ金融危機を受け、金融規制当局サイドの取り組みとして、証券化商品の裏

付け資産に関わる｢追跡可能性(Traceability)｣を確保することが重要であるとの観点から、
G7 からの要請をうけた FSF（Financial Stability Forum）や IOSCO(International 
Organization of Securities Commissions)のサブプライム・タスクフォースで議論が進めら
れ、わが国においてもそうした議論をふまえて金融庁の金融商品取引業者向けの総合的な

監督指針が改正(二〇〇八年四月)され、これを受けた日本証券業協会のワーキンググループ
5での検討を経て、証券化商品の｢原資産の内容やリスクに関する情報｣を定型化・標準化す

るための共通の目線としての｢標準情報レポーティング・フォーマット(SIRP)｣が、｢原資産
の追跡可能性を確保するための体勢整備に関する自主規制規則｣とともに、公表されていた。 
この SIRPは、証券化商品の投資家における確りとしたリスク把握と管理を念頭に作成さ
れたものであったが、その枠組みが証券化の対象となるノンリコースローンの貸し出しに

おけるリスク把握や審査にも応用できると考えられたことから、このフォーマットを活用

して、上のような背景のもとこれまで不動産ノンリコースローンの証券化商品に対する投

資家として間接的・限定的な関わりしか担ってこなかった地域金融機関が、外資金融機関

                                                   
5  日本証券業協会｢証券化商品の販売に関するワーキンググループ｣中間報告（二〇〇八年
7月）および最終報告（二〇〇九年三月） 
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やメガバンクの代わりに、域内顧客からの安定的な預金による資金調達力を背景に、地域

内の不動産に対するノンリコースローンに対する資金の出し手として、より積極的な関与

を行うことを後押ししようとする取り組みが行われた。 
これが、国土交通省による｢地方のまちづくりに役立つノンリコースローン供給促進事

業｣6であり、図表 2-8に示されているように、複数の地域金融機関が SIRPに準拠した統一
の枠組みで貸し出しを行った不動産ノンリコースローンを、｢街なか居住再生ファンド（the 
Fund for Increasing the Residential Population of City Centers）｣(国交省)の劣後出資を
受けて設置される SPCを通じて一つに束ね、これを一つの金融商品（CMBS）化すること
で、地域金融機関7をはじめとする機関投資家に販売することにより、資金調達を行おうと

するものであった。 
同事業においては、すでに公表されていた SIRPに加え、ノンリコースローン審査におけ
る条件や各種契約に関わる手続き等の標準化を進めることで、ノンリコースローンの貸し

出し業務に新たに取り組もうとする個々の地域金融機関における事務・管理負担の最小化

を図ろうとする工夫がみられ、これは住宅ローン分野における住宅金融支援機構のフラッ

ト 35 などをベースにした RMBS 事業の商業不動産版とも言ってよいものであり、標準的
な枠組みに基いて組成された個々のローンを大きなまとまり(プール化)にして金融商品化
し機関投資家に販売するという考え方は、欧州で広く活用され、日本国内でもその後に具

体的な検討が進みつつあるカバードボンドなどの議論とも共通するものといえる。 
この事業自体は、金融危機対策の一環として単年度の事業となったが、ここにおける基

本的な発想は、今後の地域活性化を念頭に置いた地域金融機関の｢資金の地産地消｣に向け

た積極的な活動を後押しする枠組みにつながるものとして評価されるべきと考えられる。 
 
（4）公共インフラ分野における新たな取り組み 
 二〇一一年三月におきた東日本大震災からの復興をめぐる検討のなかで、不動産・イン

フラの復旧や今後の整備に関する様々な議論が進んでいる。その内で、金融システムの複

線化という観点からみて重要なものに、PFIに関わる制度の見直しとレベニュー債という新
しいコンセプトに基く金融商品の導入検討がある。 
 PFIについては、特に学校や病院、空港や道路など公共インフラ分野における民間資金活
用の拡大を図る観点から、これまで主として様々な手続き面での参加者の利便性向上にむ

けての取り組みが進められてきた。ところが、その実施状況をみると、二〇〇八年をピー

クに実施件数は大幅に減少し、PFIの事業費累計は二〇〇九年度末で約三・二兆円にとどま
るなど、必ずしも期待されたとおりには進捗していない。そして、その背景には、既存の

                                                   
6 ｢地方のまちづくりに役立つノンリコースローン供給促進事業の実施及びアレンジャー

募集について｣（二〇〇九年四月 国土交通省報道発表資料） 
7 多数の地域金融機関がオリジネーターとなって組成したノンリコースローンをまとめた
CMBSとして地域金融機関が投資することで、地域金融機関のノンリコースローンポート
フォリオにおける地震リスクなどの地域偏在リスクを分散化する効果も期待された。 
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間接金融機関からの長期資金供給能力に限界があるとの指摘があり、PFI債権の譲渡促進な
どを通じて外部からの長期資金導入に道を開くことにむけての検討が行われている。 
具体的には、図表 2-9 に示されているように、長期にわたる PFI ローンの全期間を同一
の金融機関(銀行)からのシンジケートローンを通じた資金調達に依存する従来のやり方に
代えて、開発段階と事業安定化後の二つの段階に分けて、銀行はプロジェクトの開発段階

における比較的複雑なリスクを伴う部分のファイナンス組成を担当し、残存期間の長い後

半部分を生命保険会社や内外の年金投資家にアセットファイナンスの手法などを活用して

譲渡することで、回収を図り、資金回収の効率化を進めることができるような環境整備が

検討されており、そのためのガイドラインの改正が二〇一二年度末までに行われる見込み

となっている。 
レベニュー債については、東日本大震災の被災地復興に関わるインフラ事業等に対し、

地方自治体が一〇〇％の持分を有する公社ないし SPCが発行する利益連動債の発行が「東
日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」によって新たに認め

られ、有料道路や公営住宅など公共インフラ事業の収益性に着目した市場からの資金調達

の取り組みが始まっている8。この分野で先行する米国では、ヤンキー・スタジアムの建設

資金の調達をはじめとして、地方債の六六%でレベニュー債が活用されているなどしており、
こうした分野での投資経験を積んだ海外公的年金やインフラファンドからの資金流入とそ

うした新たな投資活動に誘発される国内の長期投資家や地域金融機関などの動きが期待さ

れている。もとより、わが国におけるレベニュー債は、東日本大震災の被災地を対象とし

た特例的な試みとしてスタートしているが、これが全国に拡大されれば、自治体のインフ

ラに関わる資金調達と国内の地域金融機関の資金運用の双方をつなぐ手法として活用の余

地が大きいと同時に、民間投資という枠組みを通じてインフラ事業の健全性をチェックし、

民が担うことができるリスクがとこまでであり公的支援がどこから必要であるかについて

の正確な状況把握にもとづく、官民の役割分担を明確にした効率的な資金供給を進める効

果があると考えられる。 
 
（5）今後の検討課題 
これまでの項で、わが国の不動産・インフラ分野における資金循環構造面の課題と取り

組みを見てきたが、不動産・インフラ市場と金融市場を適正に結びつけるための官民一体

となった構造転換にむけての戦略的な取り組みが今後とも必要であることは、議論の余地

がないといえるだろう。そうした取り組みの中でも、地域金融機関の枠組みを活用して地

方都市の活性化に向けた｢資金の地産地消｣を後押しする｢地方のまちづくりに役立つノン

リコースローン供給促進事業｣は今後の官民連携の枠組み作りにおけるあり方を示す先行

事例であると考えられる。 
また、サブプライム問題に端を発する金融危機への経済対策や、東日本大震災からの復

                                                   
8 金融庁｢レベニュー債に係る税制措置のＱ＆Ａの公表について｣（二〇一二年五月） 
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興対策として検討が始まった、新たな街づくりにむけた民間資金供給促進への様々な取り

組みを、一過性のものとすることなく、わが国の資金循環システムの構造変革への持続的

な取り組みに結び付けていく視点も重要である。 
そうした意味で、現在検討されている｢不動産特定共同事業法｣の見直しによって、再生

が必要な不動産・インフラ分野への民間資金流入を促進する取り組み（図表 2-10）などは、
ここでその詳細を紹介する紙面の余裕はないが、当面は被災地の復興資金調達手法として

活用されるとしても、将来にわたって全国的に対応が求められる不動産・インフラの再生

ニーズに対応する持続可能な資金媒介経路を構築するための重要な枠組み整備の取り組み

として位置づけられるものであり、そうした評価に基いて後述のように今後の活用策が検

討されるべきものであろう。 
 
 三 ふるさと投資(地域活性化小口投資)の意義と今後の方向性 
 
（1）概念と基本的な枠組み 
ふるさと投資(地域活性化小口投資)は、第一節で述べた日本型金融システムにおける間接
金融部門・市場部門の外側に新たな資金媒介経路を創り出すことにより、現在の間接金融

システムのみによっては供給し得ない新たなリスク・リターン・プロファイルをもった資

金の流れを作り出し、実体経済を支える金融のシステムとしての機能強化を図ろうとする

新しい考え方にもとづく金融スキームということができる。その基本的な概念を図表 2-11
に示した。 
ふるさと投資の特徴を具体的に示せば、①金融機関のバランスシートを経由しない小口

の金融商品として、個人の家計金融資産に存する｢銀行などの金融機関と異なるリスク許容

度特性｣と｢個人の志｣を活かすことができる新しい資金供給チャネルであると言える。 
銀行が預金として個人から資金を預かってしまうと、預金の基本的な性格(元本保証性と
有期性)から、銀行としては保守的な運用を行わざるを得ないとともに、その運用期間にお
いても預金の満期（多くの場合短期）を念頭に置いた短期のものを中心とせざるを得ない。

一方で、個人から投資対象となる事業に直接結びつけることは、取引コストが過大となる

ことで、これまでは現実的な選択肢ではなかった。これがインターネットの普及等により、

電子的手法を通じて低コストで行うことが可能となり、個人の金融資産をそのリスク特性

を変換することなく、資金ニーズのある事業に直接結びつけることが可能になり始めてい

る。ふるさと投資は、そのようなテクノロジーの進歩を背景にした金融スキームである。 
さらに、②匿名組合出資の形態を活用することで、投資先事業者の経営の自立性への配

慮がなされている、という大きな特徴がある。これは、これまでのパートナーシップへの

出資や普通株の取得を通じた出資と際立った相違点といえる。投資先となる事業を営む事

業者（法人ないし個人）の経営に参加することと同義であるこれらの出資形態（比率が高

くなければ経営を左右することができる可能性は低いが）と異なり、匿名組合出資では、
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他の証券化取引と同じく個々の事業単位での出資が可能である。このことは、出資をうけ

る事業者の観点からは、経営の自立性を確保しながら資金を調達することができる利点が

あるということになる。また、個人投資家の多くは会社員や公務員であり、こうした職業

の多くでは本業以外の兼業が認められていない。パートナーシップへの出資は、単なる投

資ではなく経営への参加とみなされるケースが多いことから、匿名組合出資という形態は、

個人投資家に受け入れられ易いハードルの低い投資の手法と考えられる。 
また、③ふるさと投資(地域活性化小口投資)では、多数の個人投資家が、事業への投資を
通じて当該事業との関係を継続することで、当該事業を支える消費者（ファン）に転化す

る場合が多いことも、他の投融資と比べた大きな特徴ということができる。これを事業者

側からみれば、ふるさと投資を通じて資本性の資金調達と潜在的な顧客を同時に獲得する

ことが可能であるということになる。 
 
（2）今後の課題 
もちろん、今後のふるさと投資（地域化活性化小口投資）の本格的普及に向けては対応

が検討されるべき課題も多い。 
それらを挙げれば、①金融商品としての認知度の向上と、他の金融商品と比較した税制

面等におけるイコールフィッティングの確保である。これには償還益・損に関する、株式

や社債など他の金融商品との損益通算を行うことができる対象への組み入れ検討などが含

まれる。 
また、②個人投資家を主たる対象とすることから、投資家保護に向けた高いレベルでの

規制環境整備の推進が必要なことは明らかである。これには、個人投資家による個々のふ

るさと投資案件のリスク把握を容易にすることを念頭に置いた仕組みの標準化、情報開示

（事業報告）に関わる体勢の整備・開示フォーマットの検討、それらに関する第二種金融

商品業協会による自主規制規則の導入検討、詐欺的取引を行おうとする悪質業者の排除・

苦情の受付に関する枠組み検討などが含まれる。また、現行の匿名組合出資の枠組みのも

とでは、直接の投資対象となる個々の事業を営む事業者本体の経営リスクと｢対象事業｣の

リスクを厳密に切り離すことが難しいことから、制度における不断の見直し、運用の工夫

をおこなうことも大切である。 
そうした投資家保護に向けての環境整備とともに、③個人投資家の利便性向上も合わせ

て検討されるべきであろう。具体的には、先に述べた損益通算の対象への組み入れの他、

高齢者や富裕層などインターネットへの馴染みの低い個人投資家に配慮した銀行など金融

機関の店頭などでのファンドの申し込み受付に向けての環境整備、地方自治体の認定する

地域活性化に役立つ特定の事業を対象とした税制面での優遇措置の導入（例えば、将来損

失が発生した場合に、損失額の一定部分を地方税からの還付で補うことのできる制度の創

出。ふるさと納税制度との連動）などが考えられる。 
他方、④ふるさと投資を利用する事業者サイドのメリットを向上させる工夫も｢ふるさと
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投資｣に優良案件をソーシングするという観点からは重要である。この点に関しては、すで

に東日本大震災の被災地等を念頭に置いた金融庁による金融検査マニュアルの改訂により、

一定の条件を満たす匿名組合出資金の劣後資本への組み入れが、手当てされているが、さ

らに、特に被災地の事業者向けに組成された｢投資と寄付を組み合わせた小口ファンド｣（第

三章での被災地応援ファンドなど）における寄付金相当部分の税制上の取り扱いの見直し

（現状は事業者レベルで益金参入となり課税対象と認識）など、志を活かすきめ細かな制

度設計の工夫が検討されるべきであろう。 
また、今後の全国的な制度の普及に向けては、⑤地域金融機関などを含む優良な新規業

者参入促進にむけた取り組み、特に地域金融機関の目利き能力向上によって地域ごとの有

望な投資対象事業をふるさと投資にソーシングしていくことが重要であることから、リレ

ーションシップバンキングなどのプログラムとの連動による政策面での支援なども検討さ

れるべきであろう。 
そうした、様々な取り組みを進める中で、日本発の金融産業クラスターとしてのふるさ

と投資（地域活性化小口投資）ビジネスが拡大することが期待される。 
 
（3）小口事業投資からインフラファイナンスへの活用可能性 
これまで、匿名組合出資形式による、個人投資家による直接出資のスキームとしてのふ

るさと投資（地域活性化小口投資）について、基本的な考え方と将来に向けての検討課題

を整理してきたが、将来の展開を見渡せば、ふるさと投資は必ずしも小口の事業投資にそ

の対象を限定すべきものではないだろう。 
例えば、次章以降で紹介される様々な事業投資の事例の中で、酒蔵ファンドにおいて、

匿名組合出資で集められた資金は、原料である酒米の購入に充てられるというのがこれま

での例であった。ところが、被災地の酒蔵の状況を調べると、酒蔵の建屋が損壊した事例

などで、集められた資金を原材料の購入に振り向けるだけでは操業開始(再開)には充分とは
言えず、同時に簡易な建屋などを再建してはじめて、事業の開始ができるケースが多いこ

とが分かった。 
こうしたニーズへの取り組みとして、単純な事業への投資（出資）に加えて、｢事業と工

場設備などの施設や不動産の組み合わせ｣への投資（出資）が可能となるスキームの検討が

今後は必要であると考えられる。その際、第二節でも述べた不動産特定共同事業法の枠組

を活用していくことが有効であろう。その発展形として、不動産特定共同事業法の枠組み

が地域の小規模なインフラ・プロジェクトへの個人投資家による直接投資(出資)スキームと
して、活用されるようになれば、エクイティは地方自治体、劣後出資(メザニン)は個人投資
家、シニアデットの提供は地域金融機関が行うなどという役割分担のもと、それぞれの特

性を活かした地域内での資金循環構造の流れを創造することも可能であると考えられる。 
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 四 むすび―わが国資金供給構造の将来像 
 
ここまで、従来の日本型金融システムを補うものとして、複線的金融媒介システムを構

築することの必要性と、現在進行形のものを含めてこの一〇年余りの様々な取り組みを見

てきた。 
 わが国の不動産・インフラの分野においては、その再生や更新に長期資金やメザニン資

金の安定的な供給が欠かせないことは明らかで、この分野における銀行部門の資金媒介に

おける対応力に今後とも限界があることを考えると、銀行部門を補完する市場金融システ

ムとしての不動産投資市場を、特に長期資金・メザニン資金の供給能力の強化という視点

に立って戦略的に強化していくことは、今後とも必要なことである（図表 2-12）。 
PFIやレベニュー債、カバードボンド、ノンリコースローン市場の整備などについての議
論も、そうした一つのシステムを補強する手段としての文脈の中で検討が進められるべき

ものである。 
また、家計の金融資産を活かすことのできる｢第三の資金媒介経路｣としての｢ふるさと投

資ファンド｣は、従来の日本型金融システムの資金供給面での機能を補うことを念頭に置い

た、近年の金融イノベーションに基く日本発の小口投資スキームである、ということがで

きる。｢ふるさと投資｣を今後の地域経済の活性化に向けた資金の安定的な供給源の一つと

位置付け、今後の制度設計においてもそのような視点に立って、新たな金融産業のビジネ

ス・モデルの中に取り込んで、その面的な拡大を進めることによって金融ビジネスの成長

を促すような着実な取り組みが求められる。 
 実体経済を支える国内金融システムの資金供給面での対応力強化を図りながら、新しい

日本型金融システムの持続可能な成長モデルを構築するこうした取り組みを、官民一体と

なってこれからも進めていくべきであろう。 
 


