
財務省では、常に国民の視点に立って、高い価値を
国民に提供できる組織風土をつくり上げていくため、

「財務省再生プロジェクト」を進めています。その一
環として、部局横断的な議論の活性化や職員の政策立
案能力の向上を図るため、若手補佐を中心とした有志
勉強会を開催しており、今事務年度は「コロナ後の
様々な政策課題」をテーマとして活動しています。

コロナの拡大は、日本各地の地域経済に深刻な影響
を及ぼしています。今回は、有志メンバーで、地域経済
を支えるファイナンス機能のあり方について、2名の有
識者と意見交換させていただいた模様をご紹介します。

1多胡秀人先生（地域の魅力研究所代表
理事）

プロフィール
1974年、一橋大学商学部卒業後、東京銀行に入行。外資系銀
行、コンサルティング会社を経て、現在に至る。金融庁参与、
商工組合中央金庫、山陰合同銀行の社外取締役も務める。著書
に『地域発! 日本再生』、『地域金融ビッグバン』、『地域金融 
最後の戦い』、『地域金融リテール新戦略』など。

―日本の各地域は、人口減少が継続する中、コロナ
禍で急激な需要減少に見舞われています。地域経済を
支えるファイナンス機能の充実は重要な論点です。多
胡先生は、事業者の業況が悪くなっても「逃げない姿
勢」、特に「リレーショナルシップ・バンキング」（リ
レバン）の重要性について、様々な場面で訴えてい
らっしゃいます。先日も財務局（岡山財務事務所）主
催のセミナーにご登壇いただき、ありがとうございま
した。今日はまず、コロナ下でのリレバンの現状につ
いて概括的に伺えればと思います。

多胡　コロナとDXで、リレバン以外の銀行の機能の
淘汰は加速すると思います。DXが拡大すると、異業
種やネット系の新たな金融機関が決済業務やマスの個
人向けの業務を席捲します。定量的なデータに基づく
判断を、大量・低コストで処理することは、DXの真
骨頂です。既存の金融機関は新興勢力に対して、コス
ト構造からとても太刀打ちできません。初のネット専
業銀行が誕生して既に20年近くが経ちますが、いま
だリレバンの分野に参入してこないのは、非対面に終
始したデジタルではトランザクション・バンキングは
できてもリレバンは困難なためです（図1）。地域金
融機関にとっての持続可能なビジネスモデルは、参入
障壁が存在しているリレバン以外に選択肢はありませ
ん。我々は「レイジーバンク」と呼んでいますが、地
域金融機関の中には、「雨の日に傘を取り上げる」、業
況が悪化した際に融資を引き揚げるようなところがあ
ります。短期的には収益が上がりますが、収益基盤が
毀損してしまいます。長期的な視点があればそのよう
なことはしないはずですが、現実にはリレバンが広く
浸透したとは言えません。業況悪化に苦しむ地域企業
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の中には金融機関への不満を募らせているところがあ
ります。

持続可能な開発目標（SDGs）の8.10にある「すべ
ての人々に金融取引へのアクセス拡大を促進する」こ
ととは、金融排除を無くすことで、リレバンとも同じ
考え方と言えます（図2）。金融機関にとって、SDGs
は環境私募債や冠付きの金融商品を販売するといった
矮小な話ではなく、本業に通じるもののはずです。

図2：SDGsの目標8.10（全ての人々の金融サービスへのアクセス）
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⑨ 地域金融機関にとってのSDGs/ESG （1/3）
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 年々注目が高まってきているSDGs（持続可能な開発目標）では17の目標が掲げられているが、地域金融機関に
おいて環境私募債や冠付きの金融商品を販売するという矮小な話ではない。地域金融機関におけるSDGsとは
目標８のターゲット10に尽きる！

 『ESG金融は社会貢献活動ではなく、本業に通じるものである。SDGsの中では目標8.10「国内の金融機関の
能力を強化し、すべての人々の金融取引、保険及び金融サービスへのアクセス拡大を促進する」に最もよく当てはまり、
リレーションシップバンキングとも同じ考え方である。』とは、ESG金融懇談会（2018年5月）における京都信用
金庫の増田理事長（当時）の発言。

 「すべての人々に金融取引へのアクセス拡大を促進する」こととは、金融排除を無くすことに他ならない。将にリレバンに
拠って成し得るものであり、それをビジネスモデルの根幹に据えている地域金融機関にとっては生き様そのものと言える。

 地域金融機関の中には「金融サービスへのアクセスを促進」を単なる利便性の向上と曲解し、以下のようなアピールを
しているところも少なからず見受けられるが以っての外。上述の増田理事長の高い志とは雲泥の差。

10 国内の金融機関の能力を強化し、
全ての人々の銀行取引、保険及び
金融サービスへのアクセスを促進・
拡大する。

当行は新たなキャッシュレス決済に参画しました！
当行はオープンAPIを使ったアプリを開発しました！
当行はSDGsの目標8.10に取り組んでいます！

もはや意味不明・・・

―リレバンこそがSDGsであるとのご説明は印象に
残るのですが、他方で、金融機関によるリレバンの取
組は、PBR（株価純資産比率）などの投資家による企
業価値の評価に結び付いていないのが現状でもありま
す。ESG投資への注目が高まっている中、リレバン
の重要性を投資家にも訴求していくには、どういった
試みが考えられますか。リレバンの取組状況について
何らかの方法で、定量的に評価することは考えられな
いでしょうか。

多胡　年金や保険等の機関投資家も、原資は各地方の
企業や個人です。地域の個々の法人や個人がなくなっ
たら年金も保険も成り立たないという意識が残念なが
らほとんどの機関投資家には希薄です。多くの機関投
資家はスチュワードシップコードを遵守しています
が、同様の精神でリレバンとそうでない銀行の株価を
分けて考えて欲しいと思います。他方で、機関投資家

側もどこがリレバンをやっているかもわからず、調べ
る時間もありません。第三者機関のようなものを設立
するという議論は必ずしも進んでいません。

―従来から中小企業を中心に現預金や内部留保の増
加傾向が指摘されてきましたが、コロナ禍で、貸し出
し増に加えて、企業の現預金の増加が加速しています

（4-6月法人企業統計では、短期借入金：前年比＋
20.8％（1995 年以降最大の伸び）、現金・預金：＋
11.2％）。企業は手元流動性を増加させていることに
ついては、どのように考えますか。地域の金融機能の
観点から課題はあるのでしょうか。

多胡　本来、現預金保有には適正なレベルがありま
す。過剰な現預金の積み増しは企業の金融機関への不
信感の表れととることができます。融資先の内部留保
率はリレバンの取組の指標になるかもしれませんね。

―地域金融機関の経営方針が、地域社会に与える影
響は大きいものがあると思います。先生は、以前のご
著書（『地域金融 最後の戦い』）のなかで、地域金融
機関は地元の経済界向けに積極的にIRをして、地元
企業を株主にすることを提言されていました。また、
識者の中には、地銀を信用金庫・信用組合のような非
上場の形態にすることも選択肢に挙げられる方もい
らっしゃいます。地域金融機関の所有形態については
どのように考えますか。

多胡　地元企業に対するIRは積極的に進めるべきで
す。さらに進んで、非上場の方が良いとも考えていま
す。信用金庫の資本構造は、基本的には地元企業によ
る出資と内部留保です。地銀は基本的に上場していま

図1：「リレーショナルシップ・バンキング」と「トランザクション・バンキング」（多胡先生提供）
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 2003年6月30日には、預金取扱金融機関の事務ガイドラインが一部変更。

「金融機関が、リレーションシップバンキングの機能の一環として行うコンサルティング業務等取引先への支援
業務が付随業務に該当することを明確化するとともに、その際、中小企業等顧客保護や法令等遵守の観点から
図るべき態勢整備の内容を規定した」

リレーションシップバンキング（リレバン）

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
また、資金の用立てすることに留まらず、ヒト、情報、
ネットワークを駆使することで事業そのものを支援し、
事業者の価値向上を目指すビジネスモデル

トランザクションバンキング（トラバン）

個々の取引ごとの採算性を重視する銀行経営手法
であり、貸出に当たっては財務諸表や客観的に算出
されるクレジットスコアといった定量的な指標を重視
するもの

一般に、資金の貸し手は借り手の信用リスクに関する情報を当初十分に有していない（情報の非対称性）ことから、貸出にあたっては継続的な
モニタリング等のコスト（エージェンシーコスト）を要するが、リレーションシップバンキングにおいては、貸し手は長期的に継続する関係に基づき借り手
の経営能力や事業の成長性など定量化が困難な信用情報を蓄積することが可能であり、加えて、借り手は親密な信頼関係を有する貸し手に
対しては一般に開示したくない情報についても提供しやすいと考えられる。
この結果、リレーションシップバンキングにおいては、借り手の信用情報がより多く得られ、エージェンシーコストの軽減が可能となるものとされる。

 ファイナンス　2021 Jan. 24

財務省再生プロジェクト　部局横断的勉強会（1）

Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｔ

10_P23-28_SPOT_03.indd   24 2021/01/12   9:46:22



すが、これは体面的な問題が大きく、現実的には上場
して資金調達しても投資先はありません。地銀のエク
イティは今でも厚いくらいです。他方で、既に上場し
ている地銀について、MBOを行うことには様々な現
実的な課題があります。出資者を見つけることが容易
ではないのは確かです。

―地域金融の再編が地域経済に与える影響について
は、様々なメリットやデメリットが考えられますが、
お考えをお聞かせください。

多胡　地域金融機関については、効率が悪いと思われ
がちですが、例えば信金・信組の効率は決して悪くな
く、中央機関である信金中金・全信組連がバックヤー
ド業務（システム、資金運用等）を担うことで、共通
化による効率化が図られています（図3）。地銀でも
同一のシステムを導入し有価証券の運用の統一が図ら
れている例があります。はじめから合併、すなわち資
本の統合に話がいきがちですが、何のために資本統合
を行うのかという点の議論がつくされていませんし、
資本統合の前にできることがたくさんあります。もち
ろん資本統合が必要な場面はあり、コロナ禍が長引け
ばそういった場面は増えると思いますが、今は業務段
階等で解決できる問題が多いと考えています。異なる
企業文化の間の交流も非効率を生みます。

―ポストコロナにおいては、支援先事業者によって
は、破綻処理や事業再生の必要が生じると考えられま
す。破綻処理や事業再生の局面において、地域金融機
関はどのような役割を果たすべきでしょうか。通常の
融資とは異なるノウハウが求められる事業再生につい
て、どのように人材育成をすることが可能でしょう
か。

多胡　事業再生のノウハウの蓄積は地域金融機関ごと
にばらつきがあります。地域金融機関の中には、特に
トップ地銀において、業況悪化時に回収に力点を置い
てきた機関が少なくありません。各地の温泉街を見れ
ば、当地の地域金融機関の事業再生に対する態度がわ
かり、意欲のない機関のある地域では域外資本が目立
ちます。通常融資と異なるオペレーションが必要とな
る事業再生においてはOJTによる人材育成が不可欠
かつ急務です。一部の機関では、事業再生の経験がな
いと支店長になれないところもあります。

―政府系金融機関と民間金融機関との役割分担につ
いてのご意見をお聞かせください。また、コロナ対応
におけるいわゆるゼロゼロ融資（国や地方公共団体が
当初3年間の金利と保証料を負担するため、無利子・
保証料ゼロとなる新型コロナウイルス感染症対応資
金）等が地域金融に与える影響をどのように評価され
ますか。政府系金融機関による資本性劣後ローンの提

図3： 信金・信組は地銀より ITコストの効率性が高い――地域金融機関のシステム経費
地銀全体
（104行）

信用金庫
〈推計〉

信用組合
〈推計〉

BS 預金量（平均） 3.3兆円 5,540億円 1,419億円
P/L システム経費（平均） 47億円 6.6億円 1.5億円
指標 システム経費／預金量 0.18% 0.12% 0.11%

（出所）金融庁「地域銀行における共同センターと自行のIT戦略・ITガバナンスのあり方」、2020年
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供についてはどう考えらえられますか。

多胡　コロナ禍ではゼロゼロ融資等、国の手厚い支援
が出ていますが、本来は銀行の資本のバッファーでや
るべき話です。国の金融支援は手厚すぎる印象です
が、国が支援を絞っても、本来支援すべき銀行が役割
を果たさないため、国が支援しないと企業が倒産して
しまうという議論は理解できます。コロナ以前から、
政府系金融機関の役割は民間次第であり、従属的に決
まると言えます。まずは民間金融機関が果たすべき役
割を果たしているかどうかという問題があり、果たし
ていないのであれば、政府系金融機関がやらざるをえ
ないということになります。

今の民間金融機関に資本性ローンを出す余力は正直
ありません。この点、政府系金融機関が出すことは良
いことだと思います。他方で、誰がフォローアップす
るのかというのが課題です。政府系機関の一部は、決
済口座を持たないため、フォローアップが困難です。
この場合には、日々のトランザクションを追いかける
ことができる民間金融機関との協力が不可欠ですの
で、フォローアップをする意思のある民間機関と組む
ことが必要です。

―地銀に経営者を中心とする人材紹介を担わせよう
という議論についてはどのように考えられますか。

多胡　金融支援だけでは解決しないことはあり、最後
は経営人材を送りこまなければならない事態になるこ
とはありえます。人材紹介は地銀にとって必須のビジ
ネスになるものと考えています。金融庁の規制緩和も
評価します。他方で、現実には経営者クラスではなく
スタッフレベルの紹介にとどまっていることが多く、
今後経営者層にどうするのかは課題として残っている
と思います。

―本日は、多岐にわたり、大変貴重なお話を拝聴さ
せて頂き、誠に有難うございました。

（この勉強会は、令和2年10月26日に行いました。
有志メンバーは川本・足立です。）

2森俊彦先生（一般社団法人　日本金融
人材育成協会　会長）

プロフィール
1979年東京大学経済学部卒業、同年日本銀行入行。シカゴ大
学大学院留学（経済学修士）、ニューヨーク事務所次長、信用
機構局参事役（バーゼル銀行監督委員会・日本代表）、金沢支
店長、金融機構局審議役、金融高度化センター長などを経て現
在に至る。金融庁参与、商工中金アドバイザー、中小機構中小
企業応援士のほか、経済産業省・内閣府・環境省・金融庁の有
識者会議のメンバーも務める。

―森先生は、金融仲介機能の発揮を通じた「共通価
値」の創造に向けて、貸し手の金融機関のみならず、
借り手である中小企業経営者や、監督当局サイドを含
めた「金融人材」の育成に取り組まれています。財務
局の現場職員に対しても、例年、研修講師としてご指
導いただいておりまして、厚く御礼申し上げます。

11月に発刊された『地域金融の未来』も拝読しま
した。金融機関にとって「ミドルリスク先以下の借り
手こそが、ブルーオーシャン」とのメッセージが印象
に残りました。コロナの状況を踏まえて、地域金融機
関が「ブルーオーシャン」で力を発揮するにはどのよ
うな取り組みをすべきか、ご意見をいただけないかと
考えています。

森　私は全国の中小企業の稼ぐ力を、金融面からいか
に引き出すかということをやっています。雇用の7割
を中小企業が担っていることからも、中小企業の活性
化が日本の明るい未来を創るために重要であることは
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明らかです。
お金を血液に例えれば、日銀は心臓から大量の資金

供給を行っていまして、血管すなわち金融仲介機能を
担う金融機関が、血管の先にある中小企業に届ける必
要があります。しかし、残念ながら地域金融機関が金
融仲介機能を十分に果たすことができず、「地域経済
エコシステム」の好循環がうまく回っていないのが現
状です。

民間金融機関が金融仲介機能を十分に果たさない原
因の一つに、金融検査マニュアルの存在がありまし
た。金融検査マニュアルは巨額の不良債権を処理する
局面では意義がありましたが、不良債権処理局面が終
わった後においては、検査官や借り手側による杓子定
規な対応の遠因となる等の副作用が目立つようにな
り、昨年廃止となりました。マニュアルの廃止だけで
はなく、講習等を通じた検査官の意識改革が必要です
が、これについては私は金融機関のトップや中小企業
経営者を招いた実践的な講習を四半期ごとに開催して
おり、検査官の意識も少しずつ変わってきていると実
感しています。
「地域経済エコシステム」の好循環をうまく回すた

めには、金融機関だけではなく、金融機関と向き合っ
ている中小企業側のリテラシーを上げ、金融機関を選
択することができるようになることが重要です。一般
に、借り手は立場が弱いので、貸し手との関係におい
ても、ビジネスやキャッシュフローを可視化する必要
があります。従来から、企業の健康診断として経営の
現状を把握する「ローカルベンチマーク」の活用を推
進してきました。今はさらに進んで、経営者が自らの
経営理念・存在価値から未来の価値創造のメカニズム
をまずデザインし、現状をバックキャストすることで
ギャップが明らかになり、そのギャップを克服するた
めの移行戦略を具体的に構想する「経営デザインシー
ト」の普及にも注力しています。

―地銀再編の地域金融に与える影響について、お考
えをお聞かせください。

森　日本銀行勤務時に、日銀考査の上席考査役とし
て、メガバンク・グループ3つのほか、北海道から鹿
児島までの地域金融機関の経営トップとも意見を交わ

してきました。各金融機関の中身を見てきた経験から
の率直な意見としては、合併については、人間の心の
部分が最も大きな障害となります。合併後の組織文化
の調整、合理化等に多大なエネルギーが割かれ、残念
ながら本来向き合うべきお客様に意識が中々向きませ
ん。ポストコロナに向けては、なおさらこの観点が重
要です。財務体力が非常に悪化した金融機関を別の金
融機関が救済する場合には、合併に伴う衝突は生じに
くいのですが、いわゆる対等合併の場合には合併後の
融和に並々ならぬ神経を要します。体力のあるうちに
合併をという議論もありますが、その場合、再編の前
にすべきことはまだいくらでもあります。例えば業務
提携です。機能をいかに顧客のために効率化かつ充実
させるか、という視点が重要です。

―政府系金融機関によるコロナ対応や、政府系金融
機関と民間金融機関との役割分担についてのご意見を
お聞かせください。コロナ対応におけるいわゆるゼロ
ゼロ融資等が地域金融に与える影響をどのように評価
されますか。また、政府系金融機関による資本性劣後
ローンの提供についてはどう考えられますか。

森　政府系と民間の役割分担ですが、金融経済危機の
強いストレス時には、政府系の危機対応融資だけでは
膨大な数の事業者に対応することができませんので、
民間金融機関も今回のように登場するのは必然的で
す。ただ、いわゆるゼロゼロ融資については、民間金
融機関にとっては、国の財政資金でリスクなく利鞘が
確定できる商品です。未曾有の危機下における対応と
して必要であったことは事実ですが、結果としては、
かなりのモラルハザードを生んだ可能性があります。
一部では、売り上げが伸びている顧客などにもゼロゼ
ロ融資をしているという話も聞きます。強度のストレ
スで生じた歪んだ状況を解消するには、企業のバラン
スシートの右側にできた多額の負債の塊を、業績連動
型資本性劣後ローンなどを活用しながら財務の再構築
をすると同時に、バランスシートの左側の稼ぐ力の回
復を支えるために金融機関は伴走支援することが不可
欠です。劣後ローンは紙切れになるリスクが高いの
で、「ローカルベンチマーク」や「経営デザインシー
ト」なども活用し、事業者が、「誠実か」、「やる気が
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あるか」、「きらっと光るものがあるか」という三条件
を満たしているかを見極めることが、いわゆる事業性
評価の勘所になります。

―ポストコロナに向けて経営改善や事業再生の必要
性が高まっています。経営改善や事業再生の局面にお
いて念頭に置いておくべきことや提言はございますか。

森　信頼関係がないと経営改善や事業再生はできませ
ん。信頼関係がなければ、事業者は、金融機関による
貸しはがしを恐れ、疑心暗鬼になり、例えば赤字等の
重要な情報を提供しません。逆に金融機関は、事業者
が粉飾決算をしているのではないかと融資や支援に及
び腰になります。既に中小企業用の「中小会計要領」
や、経営を可視化する「ローカルベンチマーク」等の
道具はそろっているため、あとはいかにそれらを活用
するかが課題です。

政府の未来投資会議の分科会「構造改革徹底推進会
合」（2017年11月14日）でも提言しましたが、中小
企業経営者と金融機関との間の信頼関係を打ち立てる
基盤となる「信頼関係構築コード」を確立することが

「負の循環」からの解放、つまり、わが国の明るい未
来創りに資するのではないでしょうか。未来創り全体
を俯瞰する財務省への期待は大変大きいです。

―本日は、長時間にわたり、大変貴重なお話を拝聴
させて頂き、誠に有難うございました。

（この勉強会は、令和2年12月11日に行いました。
有志メンバーは川本・足立・神代です。）

（注） 写真では撮影用にマスクを外していますが、意見交換の際は通
常のコロナ感染対策を行っています。意見にわたる部分は有志
メンバー個人の意見であって、所属先の見解ではありません。
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