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活活活活動動動動のののの成成成成果果果果ををををととととりりりりままままととととめめめめたもたもたもたもののののでででで、、、、金金金金融融融融市市市市場場場場参参参参加者加者加者加者、研究、研究、研究、研究者者者者等等等等、、、、有有有有識識識識者者者者のののの方方方方かかかからららら幅広幅広幅広幅広くくくくココココメメメメ

ンンンントトトトをををを頂頂頂頂戴戴戴戴すすすするるるるここここととととをををを企企企企図し図し図し図してててていいいいまままますすすす。。。。たたたただだだだしししし、論、論、論、論文の内文の内文の内文の内容容容容やややや意意意意見見見見はははは、、、、執執執執筆筆筆筆者者者者個個個個人に人に人に人に属属属属しししし、、、、

日本日本日本日本銀銀銀銀行あ行あ行あ行あるるるるいいいいはははは各海各海各海各海外外外外事事事事務務務務所所所所のののの公公公公式式式式見見見見解解解解をををを示す示す示す示すももももののののででででははははあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。
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フランフランフランフランススススにおける中における中における中における中小小小小企企企企業向け公的金融制業向け公的金融制業向け公的金融制業向け公的金融制度度度度のののの特特特特徴徴徴徴

（要　（要　（要　（要　旨）旨）旨）旨）

○○○○    中中中中小小小小企企企企業業業業のののの育育育育成成成成・・・・振振振振興興興興ははははどどどどのののの国国国国ににににおおおおいいいいててててもももも経経経経済済済済政政政政策策策策上上上上重重重重要要要要なななな課課課課題題題題であであであであるるるる。。。。

一一一一般般般般に中に中に中に中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ金金金金融融融融のののの充充充充実実実実をををを図図図図るるるるううううええええででででのののの難難難難ししししささささはははは、、、、政政政政府府府府がががが政政政政策策策策的的的的にににに決決決決

定定定定すすすする公る公る公る公的的的的金金金金融融融融とととと純純純純粋粋粋粋なななな市市市市場場場場原原原原理理理理にににに基基基基づづづづくくくく民民民民間間間間金金金金融融融融ととととをををを如如如如何何何何ににににババババラララランンンンススススささささせせせせ

効率的効率的効率的効率的なななな資源配分を資源配分を資源配分を資源配分を図図図図るるるるかかかか、という点にあ、という点にあ、という点にあ、という点にあるるるるとととと考えられる考えられる考えられる考えられる。。。。

○○○○ ここここのののの点点点点、、、、フフフフラララランスンスンスンスでででではははは、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業金金金金融へ融へ融へ融へのののの公公公公的的的的関関関関与与与与自自自自体体体体はははは不不不不可欠可欠可欠可欠ととととししししつつつつつつつつ、、、、

公公公公的的的的金融金融金融金融がががが肥肥肥肥大大大大化化化化ししししてててて民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関ををををククククララララウウウウドドドドアアアアウウウウトトトトししししなななないいいいよよよようううう、、、、以以以以下下下下ののののよよよよ

うに様うに様うに様うに様々々々々な工夫がみな工夫がみな工夫がみな工夫がみらららられれれれるるるる。。。。

────────　　　　ななななおおおお、、、、公公公公的的的的関与関与関与関与のののの対対対対象象象象ととととななななるるるる「「「「中中中中小小小小企企企企業業業業」」」」金金金金融融融融をををを定定定定義義義義すすすするにるにるにるにああああたたたたりりりり、、、、
大大大大企企企企業業業業がががが一一一一定定定定比比比比率率率率以以以以上上上上出出出出資資資資ししししてててていいいいるるるる「「「「大大大大企企企企業業業業系系系系列列列列のののの中中中中小小小小企企企企業業業業」」」」をををを対対対対象象象象
外とし外とし外とし外としてててて排除してい排除してい排除してい排除しているるるる。。。。

①①①①    中小企中小企中小企中小企業業業業開発銀行開発銀行開発銀行開発銀行（（（（BBBBDDDDPPPPMMMMEEEE）による部分）による部分）による部分）による部分保保保保証証証証・協調融・協調融・協調融・協調融資資資資

（保証（保証（保証（保証・・・・融資共通の融資共通の融資共通の融資共通の特特特特徴徴徴徴点点点点））））

・ 政府系政府系政府系政府系中中中中小企業金融小企業金融小企業金融小企業金融機機機機関関関関と位置付けられと位置付けられと位置付けられと位置付けられるるるる BDPME はははは、、、、保証によ保証によ保証によ保証によりりりり民民民民間金間金間金間金

融機融機融機融機関関関関ののののリリリリススススククククをををを「「「「一一一一部」部」部」部」負負負負担担担担ししししたりたりたりたり、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関とととと同同同同条条条条件件件件でででで「「「「協協協協調調調調」」」」

融資す融資す融資す融資するるるる形形形形でででで中小企中小企中小企中小企業業業業向向向向けけけけ金融を行っ金融を行っ金融を行っ金融を行ってててておおおおりりりり、、、、BDPME ののののリリリリススススクククク分分分分担担担担比比比比率率率率

は原は原は原は原則則則則 50％％％％をををを上限上限上限上限ととととししししている。このようている。このようている。このようている。このようにににに BDPME がががが信信信信用リスク用リスク用リスク用リスクをををを 100％％％％

引受引受引受引受けけけけなななないいいいののののはははは、、、、①①①①民民民民間金間金間金間金融融融融機機機機関関関関によによによによるるるるモモモモララララルルルルハハハハザザザザーーーードドドドをををを回回回回避避避避すすすするるるる、、、、②②②②公公公公

的金的金的金的金融融融融機機機機関関関関のののの役役役役割割割割ははははああああくまくまくまくまでででで民民民民間間間間金融金融金融金融機機機機関関関関のののの「「「「補補補補完完完完」」」」でででであああありりりり民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関

とととと「「「「競競競競争争争争」」」」すすすするるるるここここととととでででではなはなはなはないいいい、、、、とととといっいっいっいったたたた考考考考ええええ方方方方にににに基基基基づづづづいいいいてててていいいいるるるる。。。。ななななおおおお、、、、最最最最

近で近で近で近ではははは、、、、協協協協調調調調融融融融資資資資よよよよりりりりもむもむもむもむししししろろろろ民民民民間金間金間金間金融融融融機機機機関関関関のののの審審審審査査査査機機機機能能能能をををを活活活活用用用用ししししたたたた保保保保証証証証業業業業

務の比務の比務の比務の比重重重重が高まる傾が高まる傾が高まる傾が高まる傾向向向向ににににあるあるあるある。。。。

（部分（部分（部分（部分保保保保証における証における証における証における特特特特徴徴徴徴点点点点））））

・ 中小中小中小中小企企企企業業業業経経経経営営営営者者者者の個の個の個の個人人人人保保保保証証証証のののの問問問問題題題題、、、、すなすなすなすなわわわわちちちち事業事業事業事業経経経経営に営に営に営に失失失失敗敗敗敗ししししたたたた場場場場合合合合ににににもももも

最低最低最低最低限限限限のののの生生生生活活活活をををを保保保保証証証証しししし再起再起再起再起ののののチチチチャャャャンスンスンスンスをををを与与与与ええええるるるる仕仕仕仕組組組組みみみみををををどどどどののののよよよよううううにににに整整整整ええええるるるる

か、とか、とか、とか、といいいいう点についう点についう点についう点についててててもももも工夫が工夫が工夫が工夫がみみみみられる。られる。られる。られる。すすすすななななわちわちわちわち、、、、BDPME がががが部部部部分分分分保保保保証証証証

を行を行を行を行うううう条条条条件件件件ととととししししてててて、、、、当当当当該融該融該融該融資資資資案案案案件件件件におにおにおにおいいいいてててて民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関がががが中中中中小小小小企企企企業業業業経経経経営営営営者者者者

に求に求に求に求めめめめるるるる個個個個人人人人保保保保証証証証をををを一一一一定限定限定限定限度度度度にににに制制制制限し限し限し限してててていいいいるるるる（（（（民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関にににによよよよるるるる融融融融資資資資総総総総

額額額額のののの 50%ままままででででに制に制に制に制限限限限、、、、経営者の自宅不動産経営者の自宅不動産経営者の自宅不動産経営者の自宅不動産をををを担担担担保とすることを禁保とすることを禁保とすることを禁保とすることを禁止止止止等等等等））））。。。。
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・ 審査コ審査コ審査コ審査コススススト軽減ト軽減ト軽減ト軽減ののののたたたためめめめ、、、、BDPME によによによによるるるる保保保保証証証証のののの際に民際に民際に民際に民間間間間金融機関金融機関金融機関金融機関のののの審審審審査査査査結結結結

果を果を果を果を受受受受入入入入れれれれるるるるここここととととをををを許許許許容す容す容す容するるるる一一一一方方方方、債、債、債、債務務務務不不不不履履履履行行行行のののの場場場場合合合合ににににはははは、、、、民民民民間間間間銀銀銀銀行行行行にににによよよよ

る審る審る審る審査査査査ががががききききちちちちんんんんとととと行行行行わわわわれたれたれたれたかかかか否否否否かかかかを一を一を一を一定定定定のののの基基基基準準準準にににに照照照照ららららしししし事事事事後後後後的的的的ににににチチチチェェェェッッッックククク

し、不し、不し、不し、不十十十十分と判断さ分と判断さ分と判断さ分と判断されれれれたたたた場合に場合に場合に場合にはははは BDPME はははは保保保保証証証証履行義務を負わ履行義務を負わ履行義務を負わ履行義務を負わなななないいいい仕組仕組仕組仕組

みとしみとしみとしみとしてててているいるいるいる。。。。

・ BDPME にににによよよよるるるる保証保証保証保証はははは、、、、そそそそのののの子会子会子会子会社社社社 SOFARIS 内内内内にににに設設設設置された保証置された保証置された保証置された保証基基基基金金金金をををを

通じ通じ通じ通じてててて行行行行わわわわれれれれるるるる。。。。保保保保証証証証基金基金基金基金自自自自体体体体はははは全額全額全額全額政政政政府府府府出出出出資資資資でででであああありりりり、、、、そそそそれれれれがががが毀毀毀毀損損損損ししししたたたた場場場場

合も合も合も合も、、、、ままままずずずずはははは政政政政府府府府支支支支出出出出によによによによりりりり補補補補填填填填されされされされるるるる筋筋筋筋合合合合いいいいににににああああるるるる。。。。ししししかかかかししししななななががががらららら、、、、ここここ

れで不れで不れで不れで不十十十十分な場合、分な場合、分な場合、分な場合、最最最最終終終終的には民間銀行的には民間銀行的には民間銀行的には民間銀行もももも 42％％％％出出出出資してい資してい資してい資しているるるる SOFARIS自自自自

身身身身のののの資資資資本本本本金金金金がががが取取取取りりりり崩崩崩崩さささされれれれるるるるここここととととととととななななるるるる。。。。ここここのののの意意意意味味味味でででで、、、、SOFARIS にににによよよよるるるる保保保保

証は民証は民証は民証は民間間間間銀行自身に銀行自身に銀行自身に銀行自身によよよよるるるる「互助」といった「互助」といった「互助」といった「互助」といった側側側側面面面面も併せ持っているも併せ持っているも併せ持っているも併せ持っている。。。。

・ またまたまたまた、、、、フフフフラララランンンンススススの将の将の将の将来来来来をををを担担担担うううう先先先先端端端端産産産産業分業分業分業分野野野野ののののスタスタスタスターーーートアトアトアトアッッッッププププ企企企企業業業業向向向向けけけけ出出出出資資資資

の保証の保証の保証の保証をををを行う制度も行う制度も行う制度も行う制度もああああるるるる。。。。

（協調（協調（協調（協調融融融融資における資における資における資における特特特特徴徴徴徴点点点点））））

・ BDPME がががが協協協協調調調調融資融資融資融資をををを行う際の金利、行う際の金利、行う際の金利、行う際の金利、返返返返済済済済条条条条件件件件、担保、担保、担保、担保順順順順位等は、位等は、位等は、位等は、民民民民間間間間金金金金融融融融

機関と機関と機関と機関と全全全全く同等に設く同等に設く同等に設く同等に設定定定定さささされているれているれているれている。。。。

②②②②    産業振産業振産業振産業振興興興興向け預金向け預金向け預金向け預金口口口口座座座座（（（（CCCCOOOODDDDEVEVEVEVIIII））））

・ 貸出貸出貸出貸出面面面面ででででははははななななくくくく預金預金預金預金面面面面ににににおおおおいいいいてててて、、、、税税税税制上制上制上制上のののの優優優優遇措遇措遇措遇措置置置置を実を実を実を実施施施施ししししたたたたもももものののの。。。。当当当当制制制制

度に度に度に度によよよよりりりり集集集集めめめめらららられれれれたたたた原原原原資は資は資は資は、、、、すすすすべべべべて中て中て中て中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ融融融融資資資資にににに充充充充ててててらららられれれれるるるるこここことととととととと

なっなっなっなってててておおおおりりりり、、、、ししししかかかかももももそそそその大の大の大の大部部部部分分分分（（（（８割８割８割８割））））がががが、、、、預預預預金金金金をををを受受受受けけけけたたたた当当当当該該該該民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機

関自身関自身関自身関自身ににににより中小企より中小企より中小企より中小企業業業業向向向向けに直接貸出されけに直接貸出されけに直接貸出されけに直接貸出されてててていいいいるるるる。。。。

③③③③    利子補利子補利子補利子補給給給給制制制制度度度度

・ 民間民間民間民間金金金金融融融融機機機機関関関関のののの行う行う行う行う中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ貸貸貸貸出に出に出に出につつつついいいいて、て、て、て、政政政政府が府が府が府が利利利利子子子子補補補補給給給給をををを行行行行ううううここここ

とにとにとにとによよよよりりりり、、、、市市市市場場場場原原原原理理理理をををを尊重尊重尊重尊重ししししつつつつつつつつ中小中小中小中小企企企企業業業業向向向向けけけけ貸貸貸貸出出出出総総総総量量量量のののの増増増増加加加加をををを狙狙狙狙っっっったたたたもももも

の。の。の。の。すすすすななななわわわわちちちち、、、、具具具具体体体体的的的的な貸な貸な貸な貸出出出出先先先先、、、、金利金利金利金利、、、、貸貸貸貸出出出出額額額額等等等等のののの判判判判断断断断はははは民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関自自自自

身に身に身に身に委委委委ねねねねつつつつつつつつ、、、、政政政政府府府府がががが利子利子利子利子補補補補給給給給ををををするするするするここここととととにににによよよよりりりり銀銀銀銀行行行行のののの貸貸貸貸出出出出ススススタタタタンンンンススススをををを積積積積

極化さ極化さ極化さ極化させせせせる筋合いる筋合いる筋合いる筋合い。。。。

────────　　　　ももももっっっっとととともももも、、、、当当当当制制制制度は度は度は度は、、、、欧欧欧欧州州州州委員委員委員委員会会会会規規規規則則則則等等等等によによによによりりりり民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関へへへへのののの政政政政
府府府府補補補補助助助助金金金金がががが原原原原則則則則禁禁禁禁止止止止さささされれれれたたたたこここことととと等等等等かかかからららら、、、、現現現現在在在在でででではははは制制制制度度度度縮縮縮縮小小小小のののの方方方方向向向向にににに
あるあるあるある。。。。
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1. はじめはじめはじめはじめにににに

○ 中中中中小小小小企企企企業業業業1のののの育育育育成成成成・・・・振振振振興興興興はははは、、、、どどどどのののの国国国国ににににおおおおいいいいててててもももも経経経経済済済済政政政政策策策策上上上上重重重重要要要要なななな課課課課題題題題ででででああああるるるる。。。。

フフフフラララランンンンススススででででもももも、、、、産産産産業業業業振振振振興興興興やややや経経経経済済済済構構構構造造造造改改改改革革革革のののの観観観観点点点点かかかからららら、、、、仏仏仏仏研研研研究究究究開開開開発発発発促促促促進進進進庁庁庁庁

（（（（ANVAR））））にににによよよよるるるる中中中中小小小小企企企企業業業業向け投向け投向け投向け投資資資資助成助成助成助成金金金金制制制制度度度度など、など、など、など、従従従従来から来から来から来から様様様様々々々々なななな取取取取組組組組みがみがみがみが

行われ行われ行われ行われててててきたきたきたきた。。。。

　　　　一一一一般般般般ににににフフフフラララランンンンススススでででではははは、、、、政政政政府府府府にににによよよよるるるる民民民民間間間間経経経経済済済済活活活活動動動動へへへへのののの関関関関与与与与がががが強強強強くくくく、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業振振振振

興興興興にににについてついてついてついてもももも行行行行政政政政のののの果果果果たたたたすすすす役役役役割割割割がががが大大大大ききききいいいいよよよよううううにににに思思思思わわわわれれれれががががちちちちででででああああるるるる。。。。ししししかかかかししししなななながががが

らららら、、、、中小企中小企中小企中小企業業業業向向向向けけけけ金金金金融融融融にににに関関関関ししししててててはははは、、、、政政政政府府府府にににによよよよるるるる関関関関与与与与をををを最最最最小小小小限限限限度度度度ににににととととどどどどめめめめ、、、、市市市市場場場場

原原原原理理理理に基づに基づに基づに基づくくくく民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関活活活活力力力力をををを最最最最大大大大限限限限にににに活活活活かかかかすすすすよよよよううううにににに公公公公的的的的金金金金融融融融制制制制度度度度がががが整整整整備備備備ささささ

れてきれてきれてきれてきたたたたように窺わように窺わように窺わように窺われれれれるるるる2。。。。

──　──　──　──　フフフフランスではランスではランスではランスでは、、、、従従従従業業業業員員員員 10人未満の人未満の人未満の人未満の零零零零細細細細企企企企業業業業3がががが企企企企業全体に占業全体に占業全体に占業全体に占めめめめるるるる割合は割合は割合は割合は、、、、
企業数企業数企業数企業数ベベベベーーーースでみスでみスでみスでみてててて 93.1%に達に達に達に達ししししている。ている。ている。ている。フフフフラララランスンスンスンスのののの中小企中小企中小企中小企業業業業金金金金融融融融ににににおおおおいいいい
ては、ては、ては、ては、付付付付加価値額ベ加価値額ベ加価値額ベ加価値額ベーーーーススススでは全体では全体では全体では全体のののの 19％程％程％程％程度度度度をををを占めるこれら零細占めるこれら零細占めるこれら零細占めるこれら零細企企企企業業業業向け向け向け向け
の円滑の円滑の円滑の円滑なななな資金調達ル資金調達ル資金調達ル資金調達ルーーーートトトトの確保も重要とみの確保も重要とみの確保も重要とみの確保も重要とみらららられれれれているているているている。。。。

（（（（図表１図表１図表１図表１））））フフフフランスランスランスランス企企企企業業業業のののの従従従従業業業業員規模別員規模別員規模別員規模別構構構構成成成成

企業数ベー企業数ベー企業数ベー企業数ベースススス（国立（国立（国立（国立統統統統計計計計経経経経済済済済研研研研究究究究所所所所<INSEE>調調調調べ）べ）べ）べ）
500人以上 0.1 %
500人未満 99.9 %
うち 10人未満 93.1 %

付加価値額付加価値額付加価値額付加価値額ベベベベースースースース（（（（仏仏仏仏経経経経済済済済財財財財政政政政産業省調産業省調産業省調産業省調べべべべ））））
250人以上 49 %
50～249人 15 %
20～49人 11 %
10～19人 6 %
0～9人 19 %

                                                  
1 フランスでは、一般に、従業員 500人以下、資本金 7.6百万ユーロ以下の企業が「中小企業
（petites et moyennes enterprises<PME>）」と定義されている（図表１にみるように統計区
分とは合致しない）。この定義による中小企業が、国内企業数全体に占める割合はおよそ 99.9%
に達している。また、これら中小企業による設備投資額は、民間設備投資総額のおよそ 45％を
占めている。
2 民間経済活動に対する政府の関与が大きいと一般的に考えられているフランスにおいても、
例えば、中小企業向け貸出の数値目標を設定するなどの形で、政府が民間金融機関の業務戦略
（特に与信ポートフォリオの決定）や業務運営方針の決定に直接干渉することは従来から行わ
れていない。例えば、80年代のミッテラン政権下で銀行国有化法により主要行が国有化された
際も、政府が株主として行ったことは経営トップ（頭取）の任命にとどまり、具体的な経営戦
略策定・実行は全てこの頭取の判断で行われ、政府が直接口を出すことはなかった。
3 フランスにおける「零細企業（très petites entreprises<TPE>）」の正確な定義は、「従業員
10名以下の企業」（脚注 1同様、統計区分とは合致しない）。
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○ 一一一一般般般般にににに、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ金金金金融融融融のののの充充充充実実実実をををを図図図図るるるるううううええええででででのののの難難難難ししししささささはははは、、、、政政政政府府府府がががが政策政策政策政策的的的的にににに

決決決決定定定定する公する公する公する公的的的的金金金金融融融融とととと純純純純粋粋粋粋なななな市市市市場場場場原原原原理理理理にににに基基基基づづづづくくくく民民民民間間間間金金金金融融融融をををを如如如如何何何何ににににババババラララランンンンススススささささせせせせ、、、、

効率的効率的効率的効率的なななな資源配分を資源配分を資源配分を資源配分を図図図図るるるるか、という点にあか、という点にあか、という点にあか、という点にあるるるるとととと考えられる考えられる考えられる考えられる。。。。

○ ここここのののの点点点点、、、、フフフフラララランンンンススススににににおおおおいいいいててててはははは、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ金金金金融融融融へへへへのののの公公公公的的的的関関関関与与与与はははは不不不不可可可可欠欠欠欠ととととしししし

つつつつつつつつ、公的、公的、公的、公的金金金金融融融融がががが肥肥肥肥大大大大化化化化しししし民民民民間間間間金金金金融融融融ををををククククララララウウウウドドドドアアアアウウウウトトトトししししなななないいいいよよよようううう、、、、様様様様々々々々なななな工工工工夫夫夫夫

ををををここここらしてらしてらしてらしていいいいるるるる。。。。そそそそのののの特特特特徴徴徴徴はははは、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融とととと「「「「競競競競争争争争」」」」すすすするるるるののののででででははははななななくくくく、、、、公公公公的的的的金金金金融融融融

が民間が民間が民間が民間金金金金融を融を融を融を「補完「補完「補完「補完」」」」すすすする形に徹しているる形に徹しているる形に徹しているる形に徹している点点点点でででであるあるあるある。。。。

　　　　そそそそのののの最最最最大大大大ののののポポポポイイイインンンントトトトはははは、、、、公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関がががが単単単単独独独独でででで中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけにににに 100％％％％融融融融資資資資なななな

いいいいしししし 100％％％％保保保保証する証する証する証するここここととととはないということはないということはないということはないということででででああああるるるる（原（原（原（原則則則則上上上上限限限限 50％％％％））））。。。。すすすすななななわわわわち、ち、ち、ち、

民民民民間間間間金融機金融機金融機金融機関関関関ののののリリリリススススククククをををを保保保保証証証証のののの形形形形でででで「「「「一一一一部部部部」」」」負負負負担担担担ししししたたたたりりりり、、、、公公公公的的的的金金金金融融融融がががが民民民民間間間間とととと同同同同

じじじじ条条条条件で件で件で件で「「「「協協協協調調調調」」」」融融融融資資資資すすすするるるるここここととととにににによよよよりりりり、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関ののののリリリリススススククククをををを軽軽軽軽減減減減ししししつつつつつつつつ、、、、

中小企中小企中小企中小企業業業業向け金融の向け金融の向け金融の向け金融の円円円円滑滑滑滑化を図る仕組みに化を図る仕組みに化を図る仕組みに化を図る仕組みにななななっっっっているているているている。。。。

────────　また　また　また　また、、、、公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関がががが対対対対象象象象ととととすすすするるるる「「「「中中中中小小小小企企企企業業業業金金金金融融融融」」」」のののの定定定定義義義義ににににつつつついいいいててててもももも工工工工
夫夫夫夫ががががみみみみらららられれれれるるるる。。。。すすすすなわなわなわなわちちちち、、、、公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関が貸が貸が貸が貸出出出出・・・・保保保保証証証証のののの対対対対象象象象ととととするするするする「「「「中中中中小小小小
企企企企業業業業」」」」のののの定定定定義義義義上上上上、、、、「「「「大大大大企企企企業業業業のののの完完完完全全全全子子子子会会会会社社社社」」」」ののののみならみならみならみならずずずず、、、、大大大大企企企企業業業業かかかからららら資資資資本本本本のののの
一定比率一定比率一定比率一定比率4以以以以上の出資上の出資上の出資上の出資をををを受受受受けているけているけているけている「「「「大企業大企業大企業大企業系系系系列列列列の中小企業」も対の中小企業」も対の中小企業」も対の中小企業」も対象象象象外外外外ととととしししし
ているているているている5。。。。

○ 具具具具体体体体的的的的なななな中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけのののの公公公公的的的的金金金金融融融融制制制制度度度度ととととししししててててはははは、、、、①①①①中中中中小小小小企企企企業業業業開開開開発発発発銀銀銀銀行行行行

（（（（BBBBDDDDPPPPMMMMEEEE））））によるによるによるによる部部部部分分分分保証保証保証保証・・・・協調融資協調融資協調融資協調融資、、、、②②②②産産産産業振興向け預金口業振興向け預金口業振興向け預金口業振興向け預金口座座座座（（（（CCCCOOOODDDDEEEEVVVVIIII））））、、、、

③③③③利利利利子補給子補給子補給子補給制制制制度度度度、、、、のののの３３３３つつつつがががが存存存存在在在在すすすするるるるがががが、、、、国国国国内内内内金金金金融融融融全全全全体体体体のののの中中中中ででででははははいいいいずずずずれれれれもももも小小小小規規規規模模模模

にとどにとどにとどにとどままままっているっているっているっている（（（（図図図図表表表表２２２２））））。。。。

　　　　ななななおおおお、、、、フフフフラララランンンンススススでででではははは、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ貸貸貸貸出出出出残残残残高高高高統統統統計計計計がががが存存存存在在在在ししししなななないいいいたたたためめめめ、、、、中中中中小小小小企企企企

業金融業金融業金融業金融にににに占め占め占め占めるるるるこれこれこれこれらららら公公公公的金的金的金的金融融融融の割合は不の割合は不の割合は不の割合は不明明明明である。もっとである。もっとである。もっとである。もっともももも、、、、80 年年年年代代代代後後後後半半半半以以以以

降国有降国有降国有降国有銀銀銀銀行の行の行の行の民民民民営化営化営化営化進進進進展展展展に加に加に加に加ええええ、、、、90 年代央年代央年代央年代央以以以以降はＥＵレベル降はＥＵレベル降はＥＵレベル降はＥＵレベルににににおおおおけけけけるるるる補助補助補助補助金金金金規規規規

                                                  
4 BDPMEの場合、25％以上大企業から出資を受けている企業は、「大企業系列の中小企業」と
みなされ、貸出・保証の対象外となる（CODEVIの場合、同 50％以上）。
5 これは、欧州委員会による「中小企業」の定義である、①従業員 250人以下、②年間売上高
40百万ﾕｰﾛ以下、③総資産 27百万ﾕｰﾛ以下、④大企業系列ではなく独立企業（具体的には、他
の大企業から資本の 25％以上の出資を受けていない企業）に基づくもの。すなわちフランスで
は、前掲脚注１で述べたとおり、「中小企業」を従業員数および資本金のみで定義しているが、
欧州レベルにおける補助金規制ルールに従う必要から、公的関与の許容される「中小企業」金
融の定義としては、フランスにおいても、欧州委員会に合わせる格好となっている。
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制制制制のののの存在か存在か存在か存在からららら、、、、公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関ののののううううちちちち民民民民間間間間とととと競競競競争争争争的的的的関関関関係係係係ににににああああるるるる業業業業務務務務のののの民民民民営営営営化化化化がががが進進進進

めめめめらららられれれれたたたたここここととととももももああああり、り、り、り、国内国内国内国内金金金金融融融融全全全全体体体体にににに占占占占めめめめるるるる公公公公的的的的金金金金融融融融6のののの割割割割合合合合はははは徐徐徐徐々々々々にににに低低低低下下下下ししししてててて

きておきておきておきておりりりり、現在では、現在では、現在では、現在では国国国国内内内内金融全体金融全体金融全体金融全体のののの 10％％％％強強強強7ととととななななっっっっている。なおている。なおている。なおている。なお、、、、ここここれれれれらららら公公公公的的的的金金金金

融のう融のう融のう融のうちちちち大部分が大部分が大部分が大部分が預預預預金金金金供供供供託公庫託公庫託公庫託公庫（（（（CCCCDDDDCCCC））））にににによよよよるるるる住住住住宅建設向け貸付宅建設向け貸付宅建設向け貸付宅建設向け貸付ででででああああるるるる。。。。

（（（（図表２図表２図表２図表２））））中中中中小企業小企業小企業小企業向向向向けけけけ公公公公的的的的金金金金融の規模融の規模融の規模融の規模（（（（2222000000000000年年年年末末末末））））

単位：億ユーロ

中小企業開発銀行（BDPME）

135
うち保証    51
うち貸出    58
うちリース  24
うち出資     2

産業振興口座（CODEVI） 359

政府による利子補給
利子補給対象貸出残高 8.8

(2000年中利子補給額 19.4百万ﾕｰﾛ)

<参考>民間部門向け国内総信用8 11,655

（資料）フランス中銀等。利子補給貸出残高の計数は 2001年末時点。

○ 以以以以下下下下でででではははは、、、、ここここれれれれらららら中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ公公公公的的的的金金金金融融融融制制制制度度度度ににににつつつついいいいててててやややややややや詳詳詳詳ししししくくくくみみみみてててていいいいくくくくここここ

ととしととしととしととしたたたたいいいい。。。。

2. 中小企中小企中小企中小企業業業業開発銀行開発銀行開発銀行開発銀行（（（（BDPME）を）を）を）を通通通通じたフじたフじたフじたファァァァイイイイナンナンナンナンスススス

○ 　　　　政政政政府府府府系系系系中中中中小小小小企企企企業業業業金金金金融融融融機機機機関関関関とととと位位位位置置置置付付付付けけけけらららられれれれるるるる中中中中小小小小企企企企業業業業開開開開発発発発銀銀銀銀行行行行（（（（Banque de

Développement pour Petites et Moyennes Entreprises、、、、以以以以下下下下 BDPME9））））はははは、、、、中中中中小小小小

企企企企業業業業向け各向け各向け各向け各種種種種金金金金融融融融業業業業務務務務をををを行行行行うううう総総総総合合合合的的的的政政政政策策策策金金金金融融融融機機機機関関関関のののの役役役役割割割割をををを担担担担っっっってててておおおおりりりり、、、、中中中中小小小小企企企企

                                                  
6 現在、フランスにおける公的金融機関は、預金供託公庫（CDC、わが国の財投改革前の資金
運用部や住宅金融公庫に類似する業務を実施）、中小企業開発銀行（BDPME）、仏開発庁（AFD、
わが国の国際協力銀行に相当する ODA執行機関）の３つに実質的に集約されている。
7 これら公的金融機関による与信等総額は、CDC 1,097億ﾕｰﾛ、BDPME 135億ﾕｰﾛ、AFD 115
億ﾕｰﾛとなっている（2000年末時点）。これらのうち、海外向け ODA融資である AFD分を除
き、CDCと BDPMEによる与信等総額が国内民間部門向け総信用に占める割合を計算すると、
10.6％（＝<1,097+135>／11,655）との試算。なお、このほか、90年代に民営化された金融機
関の中には、民営化以前の公的金融残高がわずかながら未だ残っている先も存在するようであ
るが（例えば旧フランス貿易銀行を継承した Natexis）、当試算にあたってはこれは割愛した。
8 大企業向けを含む国内民間部門向け信用の合計額。
9 日本における中小企業金融公庫、国民金融公庫、および商工中央金庫の一部に相当する業務
を行っている。
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業向け業向け業向け業向け保保保保証業務や協証業務や協証業務や協証業務や協調調調調融融融融資業務を行ってい資業務を行ってい資業務を行ってい資業務を行っているるるる。。。。

────────　　　　BDPMEはははは、、、、既既既既にににに公的金融機関とし公的金融機関とし公的金融機関とし公的金融機関としてててて存存存存在してい在してい在してい在していたたたたSOFARIS10ややややCEPME11

を統合を統合を統合を統合すすすする持株会社る持株会社る持株会社る持株会社ととととししししてててて 1997年に発足年に発足年に発足年に発足ししししたたたた。。。。BDPME はははは政政政政府府府府がががが 54.5%

出出出出資資資資すすすするるるる公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関でででであああありりりり（（（（そそそそのののの他他他他のののの株株株株主主主主はははは、、、、預預預預金金金金供供供供託託託託公公公公庫庫庫庫<CDC>、、、、
Banque Populaires等等等等））））、傘下子会社の取締、傘下子会社の取締、傘下子会社の取締、傘下子会社の取締役役役役会会会会にも政府代表が多にも政府代表が多にも政府代表が多にも政府代表が多数数数数参参参参加加加加しししし
てててていいいいるるるる12。。。。1980年年年年代代代代後後後後半半半半以以以以降降降降、、、、フフフフラララランンンンススススのののの公的公的公的公的金金金金融融融融機機機機関関関関のののの多多多多くくくくがががが民営民営民営民営化化化化ささささ
れる中れる中れる中れる中でででで、、、、BDPME はははは、預金供託公庫、預金供託公庫、預金供託公庫、預金供託公庫（（（（CDC））））やややや仏仏仏仏開発庁開発庁開発庁開発庁（（（（AFD））））とととと並並並並んんんん
でででで数数数数少少少少なななないいいい公公公公的的的的金金金金融機融機融機融機関関関関ののののひひひひととととつつつつととととししししてててて存存存存続続続続してしてしてしていいいいる。る。る。る。BDPME はははは、、、、フフフフララララ
ンスンスンスンスのののの 10万万万万先先先先以上以上以上以上のののの中中中中小企業の融資小企業の融資小企業の融資小企業の融資・出・出・出・出資資資資案案案案件に関わっている件に関わっている件に関わっている件に関わっている。。。。

○ 　　　　BDPME のののの特特特特徴徴徴徴はははは、、、、①①①①民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関がががが抱抱抱抱ええええるるるる中中中中小小小小企企企企業業業業のののの信信信信用用用用リリリリススススククククをををを部部部部分分分分的的的的

にににに肩肩肩肩代わり代わり代わり代わりししししつつつつつつつつ、、、、②②②②市市市市場場場場原原原原理理理理にににに基基基基づづづづきききき民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関とととと同同同同等等等等のののの条条条条件件件件でででで中中中中小小小小企企企企業業業業

向向向向けけけけ金融を金融を金融を金融を行行行行っっっってててていいいいるるるる点点点点ににににああああるるるる。。。。すすすすななななわわわわちちちち、、、、保保保保証証証証業業業業務務務務とととと民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関ととととのののの協協協協調調調調

融資の融資の融資の融資のいいいいずれの場合ずれの場合ずれの場合ずれの場合ででででもももも BDPME の信用リの信用リの信用リの信用リススススクククク分担比率は原分担比率は原分担比率は原分担比率は原則則則則 50％％％％をををを上上上上限限限限ととととしししし

ているているているている13。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、BDPME は保証は保証は保証は保証やややや融資に融資に融資に融資に際際際際ししししてててて借借借借りりりり手である中手である中手である中手である中小小小小企企企企業の信用業の信用業の信用業の信用

リリリリススススクを部クを部クを部クを部分分分分的的的的にににに引引引引受受受受けけけけ、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関にににによよよよるるるる中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ金金金金融融融融のののの「「「「呼呼呼呼びびびび水水水水」」」」

としてとしてとしてとしてのののの役割を果た役割を果た役割を果た役割を果たししししてててているといえよういるといえよういるといえよういるといえよう。。。。

　　　　ここここののののよよよよううううに、に、に、に、BDPME がががが信信信信用用用用リリリリススススククククをををを 100％％％％引受引受引受引受けけけけなななないいいいののののはははは、、、、①①①①民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機

関関関関にににによるモよるモよるモよるモララララルルルルハハハハザザザザーーーードドドドをををを回回回回避避避避すすすするるるる、、、、②②②②公公公公的的的的金金金金融融融融機機機機関関関関のののの役役役役割割割割ははははああああくくくくままままでででで民民民民間間間間金金金金

融融融融機機機機関の関の関の関の「「「「補補補補完完完完」」」」でででであああありりりり民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関とととと「「「「競競競競争争争争」」」」すすすするるるるここここととととででででははははなななないいいい、、、、とととといいいいっっっったたたた

考考考考ええええ方に基方に基方に基方に基づづづづいいいいてててていいいいるるるる。。。。従従従従っっっってててて、、、、例例例例ええええばばばば、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関ととととのののの協協協協調調調調融融融融資資資資にににに際際際際しししし、、、、

金金金金利利利利等の返等の返等の返等の返済済済済条条条条件件件件やややや担担担担保保保保順順順順位位位位はははは民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関とととと全全全全くくくく同同同同等等等等ととととすすすするるるるここここととととととととななななっっっってててておおおお

りりりり、、、、BDPME はははは民民民民間間間間金金金金融融融融機関に比べ何ら優機関に比べ何ら優機関に比べ何ら優機関に比べ何ら優位位位位的的的的な立場には置かれな立場には置かれな立場には置かれな立場には置かれてててていいいいないないないない。。。。

──　──　──　──　すすすすなわち、例なわち、例なわち、例なわち、例ええええばばばばある保証ある保証ある保証ある保証（協調融（協調融（協調融（協調融資資資資））））案件におけ案件におけ案件におけ案件におけるるるる BDPME にににによよよよるるるる保保保保
証比率証比率証比率証比率（（（（協調融資比協調融資比協調融資比協調融資比率率率率））））がががが 50％であった場％であった場％であった場％であった場合合合合ににににおいて、貸出元本おいて、貸出元本おいて、貸出元本おいて、貸出元本のののの一一一一部の部の部の部の
みが返みが返みが返みが返済済済済された場合された場合された場合された場合ににににはははは、債務不履行分の、債務不履行分の、債務不履行分の、債務不履行分の損損損損失失失失はははは BDPME とととと民民民民間間間間金金金金融融融融機関機関機関機関

                                                  
10 正式名称は Société française de garantie des financements des petites et moyennes
entreprises（定訳はないが、直訳すると「仏中小企業向け保証会社」）。なお、通称としては、
旧名称 Société française d’assurance de risque des petites et moyennes entreprises（直訳す
ると「仏中小企業リスク保証会社」）の略称である”SOFARIS”を使用。1982年設立。
11 Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprisesの略称（定訳はないが、直訳す
ると「中小企業設備金融公庫」）。1990年設立。
12 例えば SOFARISの取締役会は 15名で構成され、内訳は、政府代表 3名（国庫局次長 1名、
政務長官 2名）、BDPME2名、仏銀行連盟 1名、仏開発庁 1名、民間金融機関代表 5名、従業
員代表 3名、となっている。
13 一定の条件を満たす場合にはリスク負担比率を 70％にまで引上げることが可能（後述）。
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ととととがががが 50％％％％ずずずずつ負担つ負担つ負担つ負担すすすするるるることとされていることとされていることとされていることとされている（（（（pari passu条条条条項項項項14））））。。。。
（（（（図表３図表３図表３図表３））））BBBBDDDDPPPPMMMMEEEEググググルルルルーーーーププププのののの資資資資本本本本関関関関係係係係

                庶民銀行庶民銀行庶民銀行庶民銀行    　　　　　　　　　　　　　　　　        仏政仏政仏政仏政府府府府　　　　　　　　　　　　        預預預預金金金金供供供供託託託託公公公公庫　庫　庫　庫　　　　　        仏仏仏仏開開開開発発発発庁庁庁庁
((((BBBBaaaannnnqqqquuuue e e e PPPPooooppppuuuullllaaaaiiiirrrreeee))))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（CCCCDDDDCCCC））））　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（AAAAFFFFDDDD））））

7777....2 2 2 2 % % % %                                                     55554444....5 5 5 5 %  %  %  %                                          33336666....5 5 5 5 % % % %                                     1111....8 8 8 8 %%%%

中小企業開中小企業開中小企業開中小企業開発発発発銀銀銀銀行行行行

（（（（BBBBDDDDPPPPMMMMEEEE））））

44448888....3 3 3 3 %  %  %  %                                                                      96969696....6 6 6 6 %%%%

民間銀行民間銀行民間銀行民間銀行・・・・保保保保険会険会険会険会社社社社

                                                        SSSSOOOOFFFFAAAARRRRIIIIS S S S                     9999....0000%%%%                CECECECEPPPPMMMMEEEE
                                                41414141....7 7 7 7 %%%%                        　　　　（（（（中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ                                                （（（（中中中中小企業向小企業向小企業向小企業向けけけけ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    保保保保証業証業証業証業務務務務））））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    協協協協調調調調融融融融資業務資業務資業務資業務））））
                                                                                                                                                                                        

    77777777....0 0 0 0 % % % %                                             97979797....1 1 1 1 %%%%

AAAAvvvveeeennnniiiir r r r EEEEnnnnttttrrrreeeepppprrrriiiisssseeeessss15151515                    PPPPrrrrooooccccrrrrééééddddiiiitttt----PPPPrrrroooobabababailililil16161616

                                                                                                                                                （（（（中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向け出資業け出資業け出資業け出資業務務務務））））    （（（（中中中中小小小小企業企業企業企業向向向向けリース業けリース業けリース業けリース業務務務務））））

○ 　　　　ままままたたたた、、、、BDPME でででではははは、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業経経経経営営営営者者者者のののの個個個個人人人人保保保保証証証証のののの問問問問題題題題、、、、すすすすななななわわわわちちちち事事事事業業業業経経経経営営営営

にににに失失失失敗した敗した敗した敗した場場場場合合合合ににににもももも最最最最低低低低限限限限のののの生生生生活活活活をををを保保保保証証証証しししし、、、、再再再再起起起起ののののチチチチャャャャンンンンススススをををを与与与与ええええるるるる仕仕仕仕組組組組みみみみをををを

どどどどののののよよよよううううにににに整整整整ええええるるるるかかかかとととといいいいうううう点点点点ににににつつつついいいいててててもももも工工工工夫夫夫夫ががががみみみみらららられれれれるるるる。。。。すすすすななななわわわわちちちち、、、、BDPME

がががが部部部部分保証分保証分保証分保証をををを行行行行いいいい民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関のののの負負負負ううううべべべべきききき信信信信用用用用リリリリススススククククをををを一一一一部部部部肩肩肩肩代代代代わわわわりりりりすすすするるるる条条条条件件件件

ととととしししして、当て、当て、当て、当該該該該融融融融資資資資案案案案件件件件ににににおおおおいいいいてててて民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関がががが中中中中小小小小企企企企業業業業経経経経営営営営者者者者にににに求求求求めめめめるるるる個個個個人人人人保保保保

証証証証をををを一一一一定定定定限限限限度度度度にににに制制制制限し限し限し限してててていいいいるるるる点点点点がががが特特特特徴徴徴徴的的的的ででででああああるるるる。。。。具具具具体体体体的的的的にににには、は、は、は、BDPME がががが保保保保証証証証

参参参参加加加加する場する場する場する場合合合合、、、、経経経経営営営営者者者者（（（（債債債債務務務務者者者者））））にににに対対対対ししししてててて求求求求めめめめううううるるるる個個個個人人人人保保保保証証証証のののの額額額額はははは民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機

関関関関にににによよよよるるるる融融融融資資資資総総総総額額額額のののの 50％％％％がががが上上上上限限限限17ととととさささされれれれるるるるほほほほかかかか、、、、経経経経営営営営者者者者（（（（債債債債務務務務者者者者）の）の）の）の自自自自宅宅宅宅不不不不動動動動

                                                  
14 「pari passu条項」とは、債務の返済や不履行が発生した場合に、その返済・損失を複数の
貸し手の間で当初に定めたリスク負担率（当初の貸出残高）に従って平等に分担するルール。
15 社名の”Avenir enterprises”は、直訳すると「将来性ある企業」の意。
16 ”bail”は「リース」の意。
17 同上限は BDPMEによる保証比率の如何に関わらず一定。

（（（（資資資資料料料料））））BBBBDDDDPPPPMMMMEEEE

BBBBDDDDPPPPMMMMEEEE

グルグルグルグルーーーーププププ
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産に担産に担産に担産に担保保保保権を設定す権を設定す権を設定す権を設定するるるるここここととととは禁止されていは禁止されていは禁止されていは禁止されている。る。る。る。

○ 　　　　BDPME のののの具具具具体体体体的的的的なななな業業業業務務務務はははは、、、、①①①①部部部部分分分分保保保保証証証証業業業業務務務務、、、、②②②②協協協協調調調調融融融融資資資資業業業業務務務務、、、、③③③③出出出出資資資資業業業業務務務務

のののの３３３３つつつつにににに大大大大別別別別さささされれれれるるるる18。。。。ここここれれれれららららののののううううちちちち、、、、最最最最近近近近でででではははは、、、、協協協協調調調調融融融融資資資資業業業業務務務務にににに比比比比べべべべ、、、、民民民民間間間間

金金金金融融融融機関の機関の機関の機関の審審審審査査査査機機機機能能能能をををを活活活活用用用用ししししたたたた保保保保証証証証業業業業務務務務のののの比比比比重重重重がががが高高高高ままままるるるる傾傾傾傾向向向向ににににああああるるるる。。。。ななななおおおお、、、、大大大大

企業系企業系企業系企業系列列列列の中小企業の中小企業の中小企業の中小企業（（（（大大大大企業企業企業企業がががが 25％以上出％以上出％以上出％以上出資資資資ししししている企業）ている企業）ている企業）ている企業）はははは BDPME にににによよよよるるるる

保証保証保証保証・・・・融融融融資の対象外資の対象外資の対象外資の対象外ででででああああるるるる19。。。。

（（（（図表４図表４図表４図表４））））BBBBDDDDPPPPMMMMEEEEににににおおおおけけけけるるるる主主主主要要要要業務の業務の業務の業務の推推推推移移移移（（（（各各各各年年年年中中中中実行額実行額実行額実行額））））

0

5

10

15

20

25

30

（億ユーロ）

1998 1999 2000

保証業務

協調融資

出資業務（僅少）

（（（（1）中）中）中）中小小小小企業向け企業向け企業向け企業向け保保保保証証証証基基基基金金金金

・・・・　　　　BDPME のののの子子子子会会会会社社社社ででででああああるるるる SOFARIS内内内内にににに設立された保証基金を設立された保証基金を設立された保証基金を設立された保証基金を通通通通じじじじ、民間、民間、民間、民間

金融機金融機金融機金融機関関関関が行う中が行う中が行う中が行う中小小小小企企企企業業業業向け融資に向け融資に向け融資に向け融資に対対対対してしてしてして保保保保証証証証業務を業務を業務を業務を行行行行う。保証う。保証う。保証う。保証基基基基金金金金自自自自体体体体はははは

全額政全額政全額政全額政府府府府出資であ出資であ出資であ出資でありりりり、、、、ししししかも政府はかも政府はかも政府はかも政府は毎毎毎毎年保年保年保年保証証証証基基基基金に対金に対金に対金に対しししし予算から予算から予算から予算から新新新新規規規規出出出出資資資資をををを

行って行って行って行っていいいいるので、るので、るので、るので、特特特特定定定定のののの企業が支払企業が支払企業が支払企業が支払不不不不能に能に能に能に陥陥陥陥りりりり基金の基金の基金の基金の一一一一部が毀損部が毀損部が毀損部が毀損さささされれれれたたたた場場場場合合合合

には、には、には、には、基基基基本的に政本的に政本的に政本的に政府府府府出出出出資資資資により補填により補填により補填により補填さささされるれるれるれる筋筋筋筋合合合合いにあいにあいにあいにあるるるる。しかし。しかし。しかし。しかしななななががががらららら、、、、仮仮仮仮

にににに保保保保証証証証基基基基金金金金のののの毀毀毀毀損損損損がががが大大大大ききききくくくく保保保保証証証証基基基基金金金金がががが不不不不足足足足ししししたたたた場場場場合合合合ににににはははは、、、、SOFARIS 自自自自体体体体のののの

資本金資本金資本金資本金でででで補填せざる補填せざる補填せざる補填せざるをををを得得得得ないないないない。。。。SOFARIS にににに対対対対ししししては民間金融機関ては民間金融機関ては民間金融機関ては民間金融機関がががが 41.7％％％％

出出出出資資資資ししししてててていいいいるるるるののののでででで、こ、こ、こ、こううううししししたたたた観観観観点点点点かかかかららららみみみみるとるとるとると、、、、SOFARIS にににによるよるよるよる保保保保証証証証はははは民民民民間間間間

                                                  
18 このほか、BDPMEは、傘下子会社の Procrédit-Probailを通じて、中小企業向け動産・不
動産のリース業務も行っているが規模は比較的小さい。
19 実際には、BDPMEが保証・融資する中小企業のうち 85％が、従業員 50名以下、売上高 7.6
百万ﾕｰﾛ以下の小規模企業となっている。

（（（（資資資資料料料料））））BBBBDDDDPPPPMMMMEEEE
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金融機金融機金融機金融機関関関関自身による自身による自身による自身による「「「「互互互互助助助助」といった側面」といった側面」といった側面」といった側面もももも併併併併せ持っていることせ持っていることせ持っていることせ持っていることににににななななるるるる。。。。

・・・・　　　　SOFARIS 自自自自身身身身はははは同同同同基基基基金の管理金の管理金の管理金の管理・運・運・運・運営営営営ののののほほほほか、保証案か、保証案か、保証案か、保証案件件件件・企業・企業・企業・企業のののの選選選選定定定定、、、、貸貸貸貸

しししし手手手手金金金金融融融融機機機機関関関関ととととのののの交交交交渉渉渉渉等を担等を担等を担等を担うううう20。。。。SOFARIS にににによよよよる保証る保証る保証る保証業業業業務務務務はははは融融融融資資資資目目目目的的的的別別別別

に、①に、①に、①に、①起起起起業資金、業資金、業資金、業資金、②②②②企企企企業業業業買収資金、買収資金、買収資金、買収資金、③③③③設備設備設備設備投投投投資資資資資金、資金、資金、資金、④④④④ストラクストラクストラクストラクチチチチャャャャーーーードドドド・・・・

ファイファイファイファイナナナナンス向け、ンス向け、ンス向け、ンス向け、のののの 4種類に大別される種類に大別される種類に大別される種類に大別される。。。。保保保保証基金はこれら融証基金はこれら融証基金はこれら融証基金はこれら融資資資資目目目目的別に的別に的別に的別に

細分化細分化細分化細分化さささされ、各基金れ、各基金れ、各基金れ、各基金毎毎毎毎にににに分別管理分別管理分別管理分別管理・運営さ・運営さ・運営さ・運営されれれれるるるる。。。。

────────　　　　保保保保証証証証基基基基金金金金にににによよよよるるるる保保保保証証証証上上上上限限限限はははは、、、、原原原原則則則則ととととししししてててて貸貸貸貸出出出出額額額額のののの 50％％％％。但。但。但。但しししし、、、、仏仏仏仏研研研研
究開発究開発究開発究開発促促促促進進進進庁庁庁庁(AAAANNNNVVVVAAAARRRR))))かかかからのらのらのらの投投投投資助成金資助成金資助成金資助成金をををを受受受受けけけけていていていているるるる場合に場合に場合に場合にはははは 66660000%%%%まままま
でででで保保保保証証証証上上上上限限限限がががが引引引引上上上上げげげげらららられれれれるるるる。。。。ままままたたたた、、、、SSSSOOOOFFFFARARARARIIIISSSS にににによよよよるるるる保保保保証証証証とととと CCCCEEEEPPPPMMMMEEEE
にににによよよよる協調る協調る協調る協調融融融融資資資資ととととをををを併併併併用用用用すすすするるるる場場場場合合合合ににににはははは、、、、融融融融資資資資とととと保保保保証証証証のののの合合合合計計計計でででで BBBBDDDDPPPPMMMMEEEE
グルーグルーグルーグループプププ全体の信用全体の信用全体の信用全体の信用リリリリススススク負担上限ク負担上限ク負担上限ク負担上限はははは 77770000%%%%ままままでででで引引引引上げられる上げられる上げられる上げられる。。。。

・・・・　　　　ままままたたたた、、、、同同同同保保保保証証証証基金基金基金基金ではではではでは、、、、ババババイイイイオ、オ、オ、オ、IT 関関関関連連連連とととといいいいっっっったたたたフフフフラララランンンンススススのののの将将将将来来来来をををを担担担担うううう

先先先先端端端端産産産産業業業業分分分分野野野野21ににににおおおおけけけけるるるるススススタタタターーーートトトトアアアアッッッッププププ企企企企業業業業向向向向けけけけ出出出出資資資資にににに対対対対すすすするるるる保保保保証証証証もももも行行行行っっっってててて

いる。いる。いる。いる。ススススタートアタートアタートアタートアッッッッププププ企企企企業向け出資業向け出資業向け出資業向け出資のののの保証保証保証保証対対対対象象象象は、金は、金は、金は、金融融融融セクターセクターセクターセクターをををを除除除除くくくく非非非非上上上上

場場場場企企企企業で業で業で業で、、、、年年年年間間間間売売売売上上上上高高高高がががが 88880000 百百百百万万万万ﾕｰﾕｰﾕｰﾕｰﾛﾛﾛﾛ以以以以下下下下のののの企企企企業業業業ととととさささされれれれてててていいいいるるるる。。。。保保保保証証証証比比比比率率率率はははは

原原原原則則則則 55550000％が上限％が上限％が上限％が上限（（（（起起起起業の場合の業の場合の業の場合の業の場合のみみみみ 77770000％％％％がががが上上上上限限限限））））。。。。

────────　　　　ななななおおおお、、、、保保保保証証証証開始開始開始開始後後後後５５５５年年年年経経経経過過過過以以以以降降降降はははは、保、保、保、保証証証証額額額額をををを当当当当初初初初保保保保証証証証額額額額のののの 77770000％％％％以以以以下下下下
に引下に引下に引下に引下げげげげることとなることとなることとなることとなっっっってててている。また、保証いる。また、保証いる。また、保証いる。また、保証額額額額はははは 1111....6666 百百百百万万万万ﾕﾕﾕﾕｰーーーﾛﾛﾛﾛを上限を上限を上限を上限、、、、保保保保
証料率証料率証料率証料率はははは年年年年率率率率 0000....45454545%%%%をををを上上上上限としている限としている限としている限としている。。。。

・・・・　　　　SOFARIS ににににおおおおけけけけるるるる審審審審査コスト軽減査コスト軽減査コスト軽減査コスト軽減のののの仕仕仕仕組組組組みも特徴的みも特徴的みも特徴的みも特徴的でででである。ある。ある。ある。保保保保証証証証をををを行行行行うううう

際、際、際、際、SOFARIS はははは、、、、貸貸貸貸しししし手手手手ででででああああるるるる民民民民間間間間金金金金融機融機融機融機関関関関のののの審審審審査査査査判判判判断断断断ををををそそそそののののまままままままま受受受受入入入入れれれれ

るるるるこここことととともももも自自自自らららら審審審審査査査査すすすするるるることもこともこともこともででででききききるるるるがががが22、、、、SOFARIS がががが金金金金融融融融機機機機関関関関のののの審審審審査査査査ををををそそそそ

のままのままのままのまま受受受受け入れるけ入れるけ入れるけ入れる場場場場合合合合ににににおいては、おいては、おいては、おいては、借借借借り手り手り手り手にににに債債債債務不履務不履務不履務不履行行行行が発生しが発生しが発生しが発生したたたた段段段段階階階階でででで、、、、

事事事事後後後後的に的に的に的に民民民民間間間間銀銀銀銀行行行行のののの審審審審査査査査がががが BDPME のののの定定定定めめめめるるるる審審審審査査査査条条条条件件件件ををををききききちちちちんんんんとととと満満満満たたたたししししてててて

                                                  
20 企業は、保証基金利用に際し保証料（年率 0.45%～0.6%）を支払う（保証料は貸し手金融
機関が負担する場合もある）。同保証料収入のうち 50％は国庫に納付され、残り 50％は
SOFARIS自身の収入に計上される。
21 具体的な対象産業セクターは、政府が決定する仕組みになっている模様であるが、詳細につ
いては公表されていない。
22 BDPMEが保証を行う場合に、借り手の審査を BDPME自身と貸し手である民間金融機関の
いずれが行うかの決定は BDPME自身にオプションがある。実際には、比較的少額の案件につ
いては民間金融機関の審査判断を受入れ、大型案件については BDPME自身が審査を行うこと
が多い。なお、協調融資の場合には、民間金融機関の情報提供を受けることはあるが、常に
BDPME自身が審査を実施、与信判断を行っている。
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いたかいたかいたかいたか否否否否かをチェッかをチェッかをチェッかをチェッククククしししし、不十分と判断さ、不十分と判断さ、不十分と判断さ、不十分と判断されれれれたたたた場合に場合に場合に場合にはははは SOFARIS はははは保保保保証証証証履履履履

行行行行をををを拒拒拒拒否否否否すすすするるるるここここととととがでがでがでができきききるるるる23。。。。ここここののののよよよよううううにににに、、、、いいいいわわわわばばばば民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関にににに与与与与信信信信審審審審査査査査

のののの善善善善管管管管注注注注意意意意義義義義務務務務をををを負わ負わ負わ負わせせせせるるるる形形形形でででで、、、、審審審審査査査査ココココストストストストをををを軽軽軽軽減減減減すすすするるるる24とととと同同同同時時時時に、に、に、に、民民民民間間間間金金金金

融機関融機関融機関融機関ののののモラルハザモラルハザモラルハザモラルハザーーーードドドドを回避を回避を回避を回避25する仕組みする仕組みする仕組みする仕組みととととななななっているっているっているっている。。。。

（（（（2）中）中）中）中小小小小企業向け企業向け企業向け企業向け協協協協調調調調融融融融資資資資

・・・・　　　　BDPME のののの子子子子会会会会社社社社ででででああああるるるる CEPME がががが、他、他、他、他のののの民民民民間間間間金融機金融機金融機金融機関関関関と協と協と協と協調調調調ししししてててて中中中中小小小小

企業向企業向企業向企業向けけけけ融資業務を融資業務を融資業務を融資業務を行行行行うううう。。。。

　具体　具体　具体　具体的的的的にはにはにはには、、、、CEPME は、単数は、単数は、単数は、単数ままままたは複たは複たは複たは複数数数数のののの民間金融機関と共民間金融機関と共民間金融機関と共民間金融機関と共同同同同でででで個別中個別中個別中個別中

小企業小企業小企業小企業向向向向け融資にけ融資にけ融資にけ融資に参参参参加加加加すすすするるるる。。。。金利金利金利金利・・・・返返返返済順済順済順済順位位位位・・・・担保権担保権担保権担保権等等等等の貸出条の貸出条の貸出条の貸出条件件件件はははは民民民民間間間間金金金金

融機関融機関融機関融機関とととと横並びとす横並びとす横並びとす横並びとするるるるこここことになっておりとになっておりとになっておりとになっており、、、、CEPME がががが貸貸貸貸し手としし手としし手としし手としてててて特特特特段有利段有利段有利段有利

に取りに取りに取りに取り扱扱扱扱われることわれることわれることわれることははははなななないいいい。。。。

────────　　　　CEPME にににによよよよるるるる協協協協調融資の対象企業調融資の対象企業調融資の対象企業調融資の対象企業はははは、、、、原則、営業開始原則、営業開始原則、営業開始原則、営業開始後後後後 2 年年年年以以以以上上上上
経過し経過し経過し経過したたたた先とし、貸先とし、貸先とし、貸先とし、貸出出出出期期期期間間間間はははは 2～～～～12 年とさ年とさ年とさ年とされれれれてててている。またいる。またいる。またいる。また、、、、CEPME

によるによるによるによる融融融融資額は、原資額は、原資額は、原資額は、原則則則則、、、、総額総額総額総額のののの 50％を上限％を上限％を上限％を上限ととととすすすするるるる26。。。。

（（（（3）中）中）中）中小小小小企業向け企業向け企業向け企業向け出出出出資資資資

・・・・CEPME とととと預預預預金供金供金供金供託託託託公公公公庫庫庫庫（（（（CDC））））ググググルールールーループプププのののの子会子会子会子会社社社社であであであであるるるる CDC PME（（（（中中中中

小企業小企業小企業小企業ベベベベンチャーンチャーンチャーンチャーキキキキャャャャピピピピタル向け出タル向け出タル向け出タル向け出資資資資子会子会子会子会社社社社））））との合との合との合との合弁弁弁弁により設により設により設により設立立立立さささされれれれたたたた投投投投

資会資会資会資会社社社社 Avenir Entreprises を通じを通じを通じを通じてててて、中小、中小、中小、中小企企企企業業業業向け出資向け出資向け出資向け出資（リスクキ（リスクキ（リスクキ（リスクキャャャャピピピピタルタルタルタル

供給）供給）供給）供給）をををを行う行う行う行う。。。。

────────　　　　Avenir Entreprisesが出資対が出資対が出資対が出資対象象象象とするとするとするとするののののはははは、売上、売上、売上、売上高高高高 3～～～～76百百百百万万万万ﾕﾕﾕﾕｰーーーﾛﾛﾛﾛ（（（（＝＝＝＝
20～～～～500百百百百万万万万仏仏仏仏フラフラフラフランンンン））））の中小企業でありの中小企業でありの中小企業でありの中小企業であり、、、、出出出出資目的は企業の起資目的は企業の起資目的は企業の起資目的は企業の起業業業業支支支支援援援援、、、、
設設設設備備備備投投投投資資資資資資資資金金金金、、、、企企企企業買業買業買業買収収収収資資資資金金金金等等等等様様様様々々々々でででであああある。る。る。る。出出出出資資資資期期期期間間間間はははは 7～～～～10 年年年年間間間間、、、、
出資額出資額出資額出資額はははは一件当た一件当た一件当た一件当たりりりり 152～～～～1,520千ﾕｰﾛ千ﾕｰﾛ千ﾕｰﾛ千ﾕｰﾛ（（（（＝＝＝＝1～～～～10 百百百百万万万万仏仏仏仏ﾌﾌﾌﾌﾗﾗﾗﾗﾝﾝﾝﾝ）程）程）程）程度で度で度で度で、、、、
投投投投資資資資収収収収益益益益率率率率がががが最最最最低低低低 20％％％％ととととななななるるるる事事事事業業業業計計計計画画画画をををを有し有し有し有してててていいいいるるるるここここととととをををを出出出出資資資資先選先選先選先選定定定定

                                                  
23 具体的には保証契約に際し、BDPMEと民間金融機関の間で取り交わす契約書上に、借り手
の与信審査において満たすべき基準が予め明示されており、この基準に照らし当該民間金融機
関の審査がきちんと行われていたか否かを BDPMEが判断することになっている。
24 これは生命保険の審査システムに類似した考え方といえよう。すなわち、生命保険において
は、契約締結段階では加入者に健康状態を自己申告させ（無審査）、実際に保険金請求があっ
た段階で、契約時の申告に虚偽が無かったか否かを事後的に検証するケースが多く、これによ
って大量の審査コストを大幅に軽減している。
25 民間金融機関がリスクの高い劣悪案件ばかりを保証対象として BDPMEに持込むことを回
避。
26 SOFARISによる保証を併行的に利用している場合には、融資と保証を合わせたリスク負担
率の上限は 70％となる。
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の目安の目安の目安の目安ととととしているしているしているしている。。。。

3. 産業振産業振産業振産業振興興興興向け預金口向け預金口向け預金口向け預金口座座座座（（（（CODEVI））））をををを通通通通じじじじたたたたフフフファイナンァイナンァイナンァイナンスススス

○ 　産業　産業　産業　産業振振振振興向け預金興向け預金興向け預金興向け預金口口口口座座座座（（（（Compte pour le développement industriel<CODEVI>））））

はははは、、、、預金預金預金預金面面面面ににににおおおおいいいいてててて税税税税制制制制上上上上のののの優優優優遇遇遇遇措措措措置置置置をををを施施施施すすすすここここととととにににによよよよりりりり、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関にににによよよよるるるる

中小企中小企中小企中小企業業業業向け貸出の向け貸出の向け貸出の向け貸出の原原原原資資資資を確保する仕組みを確保する仕組みを確保する仕組みを確保する仕組みででででああああるるるる。。。。

　具体　具体　具体　具体的的的的にはにはにはには、、、、CODEVI は運用先は運用先は運用先は運用先をををを中小企中小企中小企中小企業業業業向向向向けけけけ貸出に紐付貸出に紐付貸出に紐付貸出に紐付けけけけさささされれれれたたたた利子利子利子利子非非非非課課課課

税の預税の預税の預税の預金金金金商品商品商品商品ででででありありありあり、、、、CODEVI にににによよよより預金り預金り預金り預金者者者者かかかからららら集められた集められた集められた集められた原原原原資資資資はははは全全全全て中て中て中て中小小小小企企企企

業業業業金金金金融に融に融に融に充充充充ててててらららられれれれるるるるここここととととととととななななっっっってててていいいいるるるる。。。。同同同同制制制制度度度度はははは、、、、国国国国内内内内産産産産業業業業のののの近近近近代代代代化化化化促促促促進進進進をををを目目目目

的的的的にににに 1983年年年年にににに創設創設創設創設さささされれれれた。制度た。制度た。制度た。制度のののの概要は概要は概要は概要は以以以以下下下下のとおりのとおりのとおりのとおり。。。。

○ 　まず　まず　まず　まず、、、、預金預金預金預金吸吸吸吸収面収面収面収面ををををみみみみるるるるとととと、、、、CODEVI はははは国国国国内内内内のののの全預金取扱全預金取扱全預金取扱全預金取扱金金金金融融融融機機機機関関関関で取で取で取で取りりりり扱扱扱扱

われてわれてわれてわれておおおおりりりり（預入限（預入限（預入限（預入限度度度度額額額額はははは 4,600ユーロ＜ユーロ＜ユーロ＜ユーロ＜除除除除くくくく利子分＞利子分＞利子分＞利子分＞））））、利子非、利子非、利子非、利子非課課課課税税税税と手軽さと手軽さと手軽さと手軽さ

を魅力を魅力を魅力を魅力にににに国内預金者国内預金者国内預金者国内預金者にににに幅幅幅幅広く利用されている広く利用されている広く利用されている広く利用されている27。。。。

────────　　　　CODEVI は預は預は預は預金金金金保険の保険の保険の保険の対対対対象となっ象となっ象となっ象となってててておおおおりりりり、預、預、預、預金金金金者にとっ者にとっ者にとっ者にとっててててはははは元元元元本が本が本が本が保保保保証証証証
さささされれれれてててていいいいるるるるううううええええ、、、、通常通常通常通常のののの銀銀銀銀行行行行口口口口座座座座にににに比比比比較較較較してしてしてして高高高高利利利利回回回回りりりりがががが得得得得らららられれれれるたるたるたるためめめめ有有有有利利利利
な貯蓄な貯蓄な貯蓄な貯蓄商商商商品とみなさ品とみなさ品とみなさ品とみなされれれれ、、、、残高も安定的に推残高も安定的に推残高も安定的に推残高も安定的に推移移移移ししししているているているている。。。。

（（（（図表５図表５図表５図表５））））フフフフランスランスランスランスににににおおおおけけけけるるるる家家家家計部門資計部門資計部門資計部門資産産産産の内の内の内の内訳訳訳訳（（（（2222000000001111年年年年末末末末））））

1.2%3.4%

41.3%

25.9%26.1%

2.1%

CODEVI

その他現預金

株式以外
の証券

株式・投資信託

保険・年金準備金

その他

                                                  
27 CODEVIによるファイナンスは、貸出を受ける中小企業経営者にとっても魅力的な制度のよ
うであり、現在、このルートによる貸出総量の増加を期待する中小零細業者等のロビーイング
を受け、預入限度額を 6,000ユーロまで引上げる案が議会等の場で議論されている。

（（（（資資資資料料料料））））フフフフランランランランスススス銀銀銀銀行行行行
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○ 　また　また　また　また、、、、貸出面をみ貸出面をみ貸出面をみ貸出面をみるるるるとととと、、、、原資の大原資の大原資の大原資の大部部部部分分分分（（（（約約約約 8 割割割割））））はははは預金を受入預金を受入預金を受入預金を受入れれれれたたたた各金各金各金各金融融融融機機機機

関関関関自自自自身身身身にににによよよよりりりり中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ貸貸貸貸出出出出（（（（ Prêts CODEVI<Prêts bancaires aux

entreprise>））））のののの形で形で形で形で運運運運用用用用さささされれれれるるるる点点点点が特が特が特が特徴徴徴徴的的的的でででであるあるあるある。。。。残り残り残り残りのののの原資原資原資原資（（（（CODEVI 全全全全体体体体

のののの約約約約 2 割割割割））））ににににつつつついいいいててててはははは、預、預、預、預金金金金供託供託供託供託公公公公庫庫庫庫（（（（CDC））））にににに一一一一旦旦旦旦預預預預託託託託さささされれれれ、、、、CDC をををを通通通通じじじじ

てててて BDPME 向向向向けけけけに貸に貸に貸に貸出出出出さささされているれているれているれている（（（（BDPME にににによよよよる中小企業金融る中小企業金融る中小企業金融る中小企業金融ををををリリリリファイナファイナファイナファイナ

ンスすンスすンスすンスするるるる形形形形））））。貸出。貸出。貸出。貸出条条条条件件件件等は以下のとおり等は以下のとおり等は以下のとおり等は以下のとおり。。。。

──　──　──　──　ななななおおおお、、、、CODEVI によりによりによりにより集集集集められためられためられためられた資資資資金金金金ががががきちきちきちきちんんんんと中小企と中小企と中小企と中小企業業業業向向向向けけけけ貸出貸出貸出貸出にににに運運運運
用用用用さささされれれれてててていいいいるるるるかかかかどどどどうかうかうかうかににににつつつついいいいてててては仏は仏は仏は仏経経経経済済済済財財財財政政政政省省省省がががが監監監監督督督督ししししてててておおおおりりりり、各、各、各、各金金金金融融融融機機機機
関関関関はははは CODEVI をををを原原原原資資資資ととととすすすするるるる貸貸貸貸出出出出等等等等のののの運運運運用実用実用実用実績績績績状状状状況況況況等等等等ににににつつつついいいいてててて、、、、同省同省同省同省にににに対対対対
し定期し定期し定期し定期的的的的に報告を行に報告を行に報告を行に報告を行っっっってててているいるいるいる。。。。

（（（（1111））））適用対適用対適用対適用対象象象象
CODEVI にににによよよよるるるる貸貸貸貸出出出出のののの対象企業は、年間売対象企業は、年間売対象企業は、年間売対象企業は、年間売上上上上高高高高がががが 76.2百百百百万万万万ﾕﾕﾕﾕｰーーーﾛﾛﾛﾛ（（（（＝＝＝＝5 億億億億仏仏仏仏フフフフ
ランランランラン））））以以以以下の中小企下の中小企下の中小企下の中小企業業業業ででででああああるるるる。。。。ままままたたたた、、、、大大大大企企企企業業業業系系系系列の中小企業列の中小企業列の中小企業列の中小企業（（（（CODEVI のののの場場場場合合合合、、、、
「年間「年間「年間「年間売売売売上高上高上高上高がががが 76.2百万ﾕｰ百万ﾕｰ百万ﾕｰ百万ﾕｰﾛﾛﾛﾛをををを上上上上回回回回るるるる大大大大企企企企業業業業がががが 50％％％％以以以以上上上上出出出出資して資して資して資していいいいる企業」とる企業」とる企業」とる企業」と
定義さ定義さ定義さ定義されれれれる）は貸出る）は貸出る）は貸出る）は貸出のののの対対対対象外となっている象外となっている象外となっている象外となっている28。。。。

（（（（2222））））金金金金　　　　額額額額
制制制制度度度度のののの適適適適用用用用対対対対象象象象ととととななななるるるる金金金金融融融融機機機機関関関関かかかかららららのののの融融融融資資資資金金金金額額額額はははは、、、、企企企企業業業業のののの設設設設備備備備投投投投資資資資案案案案件件件件のののの金金金金
額額額額のののの 77770000％を上限と％を上限と％を上限と％を上限とすすすする。なお、一部を経常る。なお、一部を経常る。なお、一部を経常る。なお、一部を経常運運運運転転転転資金のファイナン資金のファイナン資金のファイナン資金のファイナンススススにににに利用する利用する利用する利用する
こともこともこともことも許許許許容される容される容される容される。。。。

（（（（3333））））期期期期　　　　間間間間
期期期期間間間間にににに特特特特段段段段のののの制制制制限限限限ははははなななないいいいがががが、、、、貸貸貸貸出出出出期期期期間間間間がががが明明明明確確確確にににに限限限限定定定定さささされれれれてててていいいいるるるるここここととととがががが必必必必要要要要でででで
あり、あり、あり、あり、ククククレジットレジットレジットレジット・・・・リリリリボボボボルビング型貸出はルビング型貸出はルビング型貸出はルビング型貸出は対対対対象象象象外外外外。。。。

（（（（4444））））金金金金　　　　利利利利
貸出上貸出上貸出上貸出上限限限限金利金利金利金利（現行（現行（現行（現行、、、、期期期期間７年以下は年間７年以下は年間７年以下は年間７年以下は年利利利利 6666....25 25 25 25 %%%%、、、、期期期期間間間間７年超は７年超は７年超は７年超は年年年年利利利利 6666....55550 0 0 0 %%%%））））
が存在が存在が存在が存在しししし、これ、これ、これ、これはははは CCCCOOOODDDDEVEVEVEVIIII のののの預金金利預金金利預金金利預金金利（（（（現現現現行行行行年年年年利利利利 3 3 3 3 ％％％％））））のののの変更変更変更変更にににに応応応応じて見直じて見直じて見直じて見直
されるされるされるされる。。。。

4.4.4.4.    金融機金融機金融機金融機関関関関向け利子補向け利子補向け利子補向け利子補給給給給制制制制度度度度

○ 　　　　フフフフランスランスランスランスににににおおおおいいいいててててはははは、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関のののの中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ貸貸貸貸出出出出ににににつつつついいいいてててて政政政政府府府府がががが一一一一部部部部

                                                  
28 なお、CODEVIによる貸出に SOFARISによる保証を付すことも可能（融資額の 50％を上
限）。
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利利利利子子子子補給を補給を補給を補給を行行行行ううううここここととととにににによよよよりりりり、、、、市市市市場場場場原原原原理理理理をををを尊尊尊尊重重重重ししししつつつつつつつつ中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ貸貸貸貸出出出出総総総総量量量量のののの増増増増

加を狙加を狙加を狙加を狙っっっったたたた「金融機「金融機「金融機「金融機関関関関利利利利子補給制度子補給制度子補給制度子補給制度29」が存」が存」が存」が存在在在在すすすするるるる（（（（1983年年年年創創創創設設設設））））。。。。

────────　なお　なお　なお　なお、、、、同同同同利利利利子子子子補補補補給給給給制制制制度度度度はははは、、、、欧欧欧欧州州州州委委委委員員員員会会会会規規規規則則則則等等等等にににによよよよりりりり民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関へへへへのののの補補補補
助助助助金金金金がががが原原原原則則則則禁禁禁禁止止止止さささされたれたれたれたここここととととにににに加加加加ええええ、、、、そそそそももももそもそもそもそも中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ金金金金融融融融におにおにおにおいいいいててててはははは
金金金金利利利利メメメメカカカカニニニニズズズズムムムムをををを通じ通じ通じ通じたたたたルルルルーーーートトトトだだだだけけけけでででではははは融資融資融資融資をををを量量量量的的的的にににに確確確確保保保保すすすするるるることことことことがががが難難難難しししし
いいいいここここととととももももああああっっっってててて、、、、現現現現在在在在でででではははは制制制制度度度度縮縮縮縮小小小小のののの方方方方向向向向ににににああああるるるる30。。。。ももももっっっっとととともももも、、、、利利利利子子子子補補補補給給給給
のののの基基基基本本本本的的的的なななな仕仕仕仕組組組組みみみみやそやそやそやそのののの経経経経済済済済理理理理論論論論的的的的考考考考ええええ方に方に方に方につつつついいいいててててはははは参参参参考考考考ににににななななる点る点る点る点がががが少少少少なななな
くないくないくないくないとととと思われるた思われるた思われるた思われるためめめめ、、、、あえて紹介するあえて紹介するあえて紹介するあえて紹介する。。。。

[[[[BBBBooooxxxx] ] ] ] 利子補給に利子補給に利子補給に利子補給によよよよりりりり貸貸貸貸出出出出総総総総量量量量が増加が増加が増加が増加すすすする理論る理論る理論る理論的的的的メメメメカカカカニニニニズズズズムムムム

・・・・上上上上図図図図ににににおおおおいいいいてててて、、、、政政政政府府府府がががが一一一一定定定定率率率率のののの利利利利子子子子補補補補給給給給をををを行う行う行う行うことことことことにににによよよよりりりり、、、、借借借借りりりり手手手手からからからからみみみみ

たたたた見見見見かかかかけけけけ上上上上のののの貸貸貸貸出出出出供供供供給給給給曲曲曲曲線線線線がががが利利利利子子子子補補補補給給給給分分分分だだだだけけけけ下方下方下方下方にシにシにシにシフフフフトトトトすすすするるるるたたたためめめめ、、、、マクマクマクマクロロロロ
的な均衡点的な均衡点的な均衡点的な均衡点がががが右下に右下に右下に右下に移移移移行行行行しししし、、、、結結結結果的に貸果的に貸果的に貸果的に貸出出出出額が額が額が額が増増増増加加加加すすすする仕る仕る仕る仕組組組組みみみみ。。。。

○ 　　　　同同同同制度の制度の制度の制度の最最最最大大大大のののの特特特特徴徴徴徴はははは、、、、具具具具体体体体的的的的なななな貸貸貸貸出出出出先先先先、、、、金金金金利利利利、、、、貸貸貸貸出出出出額額額額等等等等のののの判判判判断断断断はははは民民民民間間間間金金金金融融融融

機機機機関関関関に委ねに委ねに委ねに委ねつつつつつつつつ、、、、政政政政府府府府がががが利利利利子子子子補補補補給給給給ををををすすすするるるるここここととととにににによよよよりりりり貸貸貸貸出出出出供供供供給給給給曲曲曲曲線線線線をををを事事事事実実実実上上上上右右右右下下下下

方方方方ににににシシシシフフフフトトトトささささせせせせ、、、、マクマクマクマクロロロロ的的的的なななな中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ貸貸貸貸出出出出総総総総量量量量のののの増増増増加加加加をををを企企企企図図図図ししししてててていいいいるるるる点点点点でででで

あるあるあるある。。。。

                                                  
29 同制度が適用された民間金融機関による貸出は Prêts Bonifiés（優遇貸出）と呼ばれている。
30 利子補給制度には、①中小企業向け、②手工業職人向け、③農業従事者向けの３種類が存在
していたが、現在、新規に同制度による利子補給が行われているのは、農業従事者向けのみと
なっている。これは、EUレベルの補助金規制ルールにより、農業向けの一部を除き、公的補
助が禁止されたことによるものとみられる。

貸出額

利子補給

当初の均衡利子率

利子補給後の均衡利子率

金利

資金需要曲線 貸出供給曲線
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　　　　すすすすななななわわわわちちちち、、、、同同同同制制制制度度度度はははは、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ与与与与信信信信割割割割合合合合ををををどどどどのののの程程程程度度度度にににに設設設設定定定定すすすするるるるかかかかとととといいいいっっっっ

たたたたポポポポートフートフートフートフォォォォリリリリオオオオのののの構構構構成成成成比比比比率率率率ににににつつつついいいいててててはははは、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関のののの判判判判断断断断ををををああああくくくくままままでででで尊尊尊尊重重重重

ししししつつつつつ、利つ、利つ、利つ、利子子子子補補補補給給給給にににによよよよりりりり民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関のののの貸貸貸貸出出出出余余余余力力力力をををを創創創創出出出出すすすするるるる格格格格好好好好でででで、、、、市市市市場場場場機機機機能能能能

を活かを活かを活かを活かしししした中小企業た中小企業た中小企業た中小企業向向向向けけけけファイナンス支援ファイナンス支援ファイナンス支援ファイナンス支援をををを行行行行っているっているっているっている。。。。

────────　金融　金融　金融　金融機機機機関関関関ササササイイイイドドドドかかかかららららみみみみるるるるとととと、、、、自自自自ららららのののの与与与与信信信信判判判判断断断断をををを維維維維持持持持ししししつつつつつつつつ、、、、与与与与信信信信決決決決定定定定にににに
当当当当っっっっててててはははは利利利利子子子子補補補補給給給給の存の存の存の存在在在在をををを考考考考慮慮慮慮にににに入入入入れれれれたたたたうえうえうえうえでででで中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ貸貸貸貸出量出量出量出量をををを決決決決定定定定
すすすするるるる結結結結果果果果、、、、事事事事実実実実上上上上、産、産、産、産業業業業振振振振興興興興政政政政策策策策的的的的観観観観点点点点からからからからののののフフフファァァァイイイイナナナナンンンンスススス実実実実現を現を現を現をササササポポポポーーーー
トしてトしてトしてトしていいいいることになることになることになることになるるるる。。。。

（（（（1111））））適用対適用対適用対適用対象象象象
同制度同制度同制度同制度のののの適用対象と適用対象と適用対象と適用対象とななななるるるる中小企業は中小企業は中小企業は中小企業は、、、、「設「設「設「設立立立立後後後後 3 年年年年以以以以内内内内、、、、従業従業従業従業員員員員 10名名名名以以以以下下下下」」」」
のののの企企企企業。ま業。ま業。ま業。またたたた、、、、対対対対象象象象ととととななななるるるる金金金金融融融融機機機機関関関関かかかかららららのののの貸貸貸貸出出出出額額額額はははは、、、、企企企企業業業業のののの設設設設備備備備投投投投資資資資案案案案件件件件のののの金金金金
額額額額のののの 80％％％％をををを上限と上限と上限と上限とすすすするるるる31。。。。

（（（（2222））））優遇貸優遇貸優遇貸優遇貸出出出出金利金利金利金利・・・・各各各各金融機関毎の利子金融機関毎の利子金融機関毎の利子金融機関毎の利子補補補補給給給給額の決額の決額の決額の決定定定定
同同同同制制制制度度度度にににによよよよるるるる優優優優遇遇遇遇貸貸貸貸出出出出金金金金利利利利・・・・利利利利子子子子補補補補給給給給額額額額はははは金金金金融融融融機機機機関関関関にににによよよよるるるる入入入入札札札札をををを通通通通じじじじてててて決決決決定定定定
さささされれれれる点にる点にる点にる点に特特特特色色色色ががががああああるるるる。。。。すすすすななななわわわわちちちち、、、、政政政政府府府府はははは、、、、毎毎毎毎年年年年１１１１回回回回、、、、金金金金融融融融機機機機関関関関にににに対対対対しししし、、、、当当当当該該該該
年年年年度度度度中に実中に実中に実中に実行行行行すすすするるるる予予予予定定定定のののの、、、、①①①①中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ融融融融資資資資にににに適適適適用用用用予予予予定定定定のののの貸貸貸貸出出出出金金金金利利利利とととと、、、、②②②②そそそそ
のののの金金金金利の下利の下利の下利の下でででで実実実実際際際際にににに実実実実行行行行すすすするるるる融融融融資資資資予予予予定定定定額額額額、、、、のののの組組組組合合合合せせせせをををを入入入入札札札札ささささせせせせ、、、、金金金金利利利利のののの低低低低いいいい申申申申
請請請請かかかから順にら順にら順にら順に補補補補助助助助金金金金総総総総額額額額がががが政政政政府府府府予予予予算算算算にににに達達達達すすすするるるるままままででででのののの融融融融資資資資予予予予定定定定額額額額をををを落落落落札札札札すすすするるるる。。。。金金金金融融融融
機関の機関の機関の機関の落落落落札し札し札し札したたたた貸出貸出貸出貸出予予予予定定定定金利金利金利金利かかかから政府によら政府によら政府によら政府によりりりり補給される利子補給される利子補給される利子補給される利子率率率率（（（（通通通通常常常常 2％％％％程程程程度度度度））））
をををを差差差差し引いし引いし引いし引いたたたたももももののののがががが、、、、実実実実際際際際のののの貸貸貸貸出出出出ににににおおおおいいいいてててて適適適適用用用用さささされれれれるるるる優優優優遇遇遇遇貸貸貸貸出出出出金金金金利利利利ととととななななるるるる（（（（具具具具
体的な体的な体的な体的な貸貸貸貸出先出先出先出先はははは対象対象対象対象年年年年度度度度中に中に中に中に金金金金融機関独自融機関独自融機関独自融機関独自のののの判断で決定して判断で決定して判断で決定して判断で決定して実実実実行行行行））））。なお、。なお、。なお、。なお、利利利利子子子子
補給率補給率補給率補給率、、、、毎年の利子毎年の利子毎年の利子毎年の利子補補補補給給給給総額、入札手続き総額、入札手続き総額、入札手続き総額、入札手続きのののの詳詳詳詳細等は全て政府が細等は全て政府が細等は全て政府が細等は全て政府が決決決決定定定定するするするする32。。。。

（（（（図表６図表６図表６図表６））））利利利利子補給子補給子補給子補給制制制制度度度度のののの仕仕仕仕組組組組みみみみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政　府　　政　府　　政　府　　政　府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金金金金融融融融機関　　機関　　機関　　機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      中中中中小小小小企企企企業業業業

                                                  
31 この利子補給制度と BDPMEによる保証・融資は併用が可能。但し、BDPMEによる融資
部分については利子補給は行われない。
32 経済学的にみると、このように中小企業向け融資に適用予定の貸出金利（図表６の Y%）を
入札の対象とするよりも、政府に求める利子補給率（同 X%）を入札の対象とした方が、Xを
圧縮する観点からはより効率的と考えられる。しかしながら、そのような仕組みを採用した場
合、実際の融資実行において金融機関が利子補給分を控除した優遇貸出金利（同 Z%）をきち
んと提示せずに、（提示金利を引続き Y%として）利子補給分を実質的に自行の懐に入れてしま
うリスクが存在することから、これを回避する観点からも、利子補給率（X%）自体は政府が
一律に定めたうえで、貸出金利（Y%）を金融機関に入札させることとしている模様。
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利子補給　利子補給　利子補給　利子補給　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  融融融融　　　　資資資資

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    X %                 優優優優遇遇遇遇貸貸貸貸出金出金出金出金利利利利 Z (=Y－－－－X)％％％％

産業振興産業振興産業振興産業振興・・・・中中中中小企業小企業小企業小企業育育育育成成成成

（（（（3333））））貸出実貸出実貸出実貸出実行行行行と利と利と利と利子子子子補補補補給の適給の適給の適給の適用用用用
上上上上記記記記入札の入札の入札の入札の対対対対象象象象はははは、、、、「「「「（（（（前前前前述述述述のののの））））適適適適用用用用対対対対象象象象ととととななななるるるる中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ貸貸貸貸出出出出」」」」とととといいいいうううう点点点点
だだだだけけけけでありでありでありであり、、、、実実実実際際際際ににににどどどどのののの中中中中小小小小企企企企業業業業にににに当当当当該該該該補補補補助助助助金金金金付付付付きききき融融融融資資資資をををを実実実実行行行行すすすするるるるかかかかはははは、、、、当当当当該該該該
金金金金融融融融機関自機関自機関自機関自身身身身がががが実実実実際際際際のののの貸貸貸貸出出出出のののの際際際際にににに自自自自らららら決決決決定定定定すすすすれれれればばばばよよよよいいいい仕仕仕仕組組組組みみみみににににななななっっっってててていいいいるるるる。。。。すすすす
なわちなわちなわちなわち、、、、利子補給の利子補給の利子補給の利子補給の適適適適用用用用は金融機関自身のは金融機関自身のは金融機関自身のは金融機関自身のオオオオププププションに委ねられションに委ねられションに委ねられションに委ねられてててていいいいるるるる。。。。

────────　　　　借借借借手手手手企企企企業業業業自自自自身身身身はははは、、、、利利利利子子子子補補補補給給給給制制制制度度度度のののの利利利利用用用用のののの有有有有無無無無等等等等ににににつつつついいいいてててて金金金金融融融融機機機機関関関関かかかからららら
通通通通知知知知さささされれれれるるるるここここととととははははななななくくくく、、、、企企企企業業業業自自自自身身身身がががが同同同同制制制制度度度度のののの利利利利用用用用手手手手続続続続にににに関関関関与与与与すすすするるるるここここととととはははは
ないないないない。。。。ままままたたたた、、、、利子補利子補利子補利子補給給給給額額額額決定のための入札決定のための入札決定のための入札決定のための入札のののの結結結結果も非公表とされ果も非公表とされ果も非公表とされ果も非公表とされてててていいいいるるるる。。。。

（（（（4444））））期　期　期　期　間間間間
利子補利子補利子補利子補給給給給の対象となの対象となの対象となの対象となるるるる貸貸貸貸出期間は最短２年出期間は最短２年出期間は最短２年出期間は最短２年、、、、最最最最長７年とされてい長７年とされてい長７年とされてい長７年とされているるるる。。。。

5. おわりおわりおわりおわりにににに

○ 　　　　公公公公的金的金的金的金融融融融制制制制度度度度ののののあああありりりり方方方方はははは国国国国にににによよよよっっっってててて区区区区々々々々でででであああありりりり、、、、歴歴歴歴史史史史的的的的経経経経緯緯緯緯ももももそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ異異異異なななな

るるるるこここことかとかとかとからららら、、、、他他他他国国国国のののの例例例例ををををそそそそののののまままままままま自自自自国国国国のののの制制制制度度度度とととと比比比比較較較較すすすするるるるここここととととはははは困困困困難難難難ででででああああるるるる。。。。しししし

かかかかししししながながながながらららら以以以以上上上上ででででみみみみたたたたよよよよううううにににに、、、、フフフフラララランンンンススススににににおおおおいいいいててててはははは、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業向向向向けけけけ金金金金融融融融ににににつつつついいいい

てててて、、、、公的公的公的公的金金金金融融融融機機機機関関関関にににによよよよるるるる単単単単独独独独のののの直直直直接接接接融融融融資資資資はははは行行行行わわわわれれれれてててておおおおららららずずずず、、、、民民民民間間間間金金金金融融融融機機機機関関関関のののの補補補補

完完完完にににに徹す徹す徹す徹するるるる観観観観点点点点かかかからららら、、、、部部部部分分分分保保保保証証証証・・・・協協協協調調調調融融融融資資資資、、、、産産産産業業業業振振振振興興興興向向向向けけけけ非非非非課課課課税税税税預預預預金金金金、、、、利利利利子子子子補補補補

給給給給等等等等、多、多、多、多様様様様なななな手手手手法法法法ががががととととらららられれれれてててておおおおりりりり、、、、ここここれれれれららららをををを通通通通じじじじてててて公公公公的的的的金金金金融融融融がががが本本本本来来来来のののの「「「「補補補補完完完完」」」」

の役割の役割の役割の役割をををを円滑に果た円滑に果た円滑に果た円滑に果たすすすすよよよよう工夫が図られてう工夫が図られてう工夫が図られてう工夫が図られていいいいるるるる点は注目に値する点は注目に値する点は注目に値する点は注目に値するとととといいいいえようえようえようえよう。。。。
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