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要約
最近問題視される所得格差だが、その低所得層には生活資金を金融機関に頼る者も多い。
そこで小口融資の変革期である今、そのような低所得者への貸付を探る。

第1章

サブプライム層

サブプライム層とは低所得者や事故歴等により、借入を行う際の信用力の低い層である。
サブプライム層に貸付を行っている機関をとして、セーフティネット貸付・銀行・消費者金
融が挙げられる。政府主体のセーフティネット貸付はサブプライム層の中でも更に最下層に
しか貸付を行っていない。消費者金融は、他の金融機関と比較して高金利である代わりに、
銀行等よりも幅広い層に貸付を行うことができるため、サブプライム層も金銭の貸付を受け
ることが可能である。従って、サブプライム層にとって消費者金融は必要不可欠であると言
える。
消費者金融の必要性をマクロ的にみると、消費者金融は、総需要のうち消費支出の部分を
促進する手段であるため、消費者金融を通した消費支出の増大は、総需要、国内総生産の増
大をもたらす。またミクロ的に見ると、消費者金融は個人の消費における時間軸上の選択範
囲を拡大させる効果を持つため、合理的消費者にとっては経済厚生の向上をもたらす。
しかし、消費者金融各社は、従来グレーゾーン金利での貸付によって莫大な利益を得てい
ため、今回のグレーゾーン金利の撤廃、そして同時に定められた年収の３分の１を越える過
剰融資の禁止によって多大な影響を受けた。その上、利用者が払いすぎた利息の返還を求め
て訴訟を起こすケースが増え、消費者金融各社は苦しい企業経営を強いられている。
従って、消費者金融各社は経営状況をこれ以上悪化させないため、貸倒れのリスクを少な
くすると考えられる。その結果、信用リスクが高いために消費者金融からもセーフティネッ
トからも貸付を受けられない層を生みだしてしまう。この層が、我々が問題視しているサブ
プライム層である。
サブプライム層は生活費の補填のためにやむなく借入を行う者と、自身の楽しみのために
借入を行う者の二種類に大別できる。前者には、借入の必要に迫られた者が迅速に貸付を受
けるために「貸付上限金利の撤廃」が、目先の楽しみを求めて無計画な借入を行い、多重債
務に陥ってしまう後者には「消費者教育」が必要であると考えた。

第2章

貸付上限金利撤廃

上限金利が 20％まで引き下げられることが決定したが、このことは利用者にとってメリ
ットばかりをもたらすものではない。それは貸倒れを恐れた企業が貸付審査を厳格化し、信
用リスクの高い利用者は思うように貸付を受けられないという事態を招くからである。政府
が行うセーフティネット貸付も十分にその機能を果たしていないと言える現在、
どこからも
貸付を受けられなくなったサブプライム層は結局ヤミ金融に流れるしかなくなるからであ
る。そうなると上限金利引き下げは多重債務者の救済とは決していえない。
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また、上限金利の引き下げが企業の経営を圧迫するのは明らかであるが、そういった経営
状況の悪化は、消費者金融のサービス面にも影響を与える可能性がある。現在の消費者金融
サービスは、ATM や自動契約機などが利用でき、金利についても両落としや前落としとい
ったプランの商品があり利便性が高い。しかし、上限金利引き下げによって経営状況が苦し
くなると企業はさまざまなコスト削減をはかり、そのことでこれらのサービスの質が低下す
る恐れがある。このことは、消費者金融の最大の長所である利便性の低下に他ならない。
さらに、上限金利 20％にはもう一つ忘れてはならない問題点は、中小企業が消費者金融
市場から排除されてしまう恐れがあることである。中小企業は今回定められた金利帯ではコ
スト高をカバーして安定した営業利益を挙げることが困難だからである。このことは競争原
理の抑制に他ならず、また、大手の審査を通らなかった信用リスク中程度の顧客が借入を行
う場を失ってしまうことになる。
続いて 1974 年以降上限金利規制をしていないイギリスと上限金利規制をしているフラン
ス、ドイツを比較することによって、本論分の焦点でもある日本の上限金利撤廃に有効性を
与える。英国貿易産業省（DTI）の調査によると、上限金利がある国では、クレジット商品
の多様性がより少ない（サブプライム層向けなどの商品がない）ことが分かった。供給側と
しても、高リスクの借り手に対してアクセスのハードルを高めるという形で上限金利に対処
する。その結果、サブプライム層向け貸付業者は発展できないか、市場から撤退するしかな
くなるのだ。次に需要側から見ると、上限金利で金利が抑えられても、その他のクレジット・
コストが比較的高いことや、高リスク者が市場から排除されることによって債務不履行にな
る者が増えてしまう。この結果人々は違法な貸付業者に流れて行ってしまう。以上よりイギ
リス政府が出した答えは、上限金利だけで社会的な弱者を保護することはできないし、唯一
の方法でもないということである。
上限金利の問題点については以上で述べた通りだが、それでは消費者にとって適切な金利
とはどの程度のものであるのだろうか。そこで数式を用いてサブプライム層への適切な貸付
金利を計算した結果、貸倒率 10％の層では約 30％、貸倒率 20％だと約 46.5％もの金利が
最低でも必要であった。
サブプライム層の信用リスクは平均値よりも高く、貸倒率も比例して高くなる。そのため、
その信用リスクに見合った貸付を行うには必然的に貸付金利は高くなる。現在の上限金利
29.2％でも貸倒率は 9.52%である。この平均値以上の貸倒リスクを持つサブプライム層への
貸付は、少なくとも 30%以上の金利が必要になる。
以上から、様々な信用リスクを有する顧客に対して企業の利益を維持しつつ貸出を行うに
は、幅広い金利設定が不可欠であることがわかる。
次に現在定められている上限金利規制が撤廃されたときの総貸付残高と利益の変化につ
いて現状と比較して分析する。ここでは消費者金融大手４社（武富士・アコム・アイフル・
プロミス）の 2006 年 3 月期の財務データに基づいて分析を行う。先程と同様の数式を用い
て計算すると、上限金利撤廃によって大手 4 社の総貸付残高は合計で 3 兆 8880 億円増加し、
利益は 1601 億円増加するという結果が出た。そして、この増加した利益の一部を消費者金
融機関は消費者教育に当てるべきだと我々は考える。

第3章

消費者教育

消費者金融への借入件数のうち、延滞率は 3.28％、貸倒れ率は 9.52％であり、消費者金
融への返済が苦しくなる理由として、最も多いのが無計画な借り入れである。このことから
消費者金融の利用者が自分自身の返済計画を合理的に行えていないことが分かる。そこで、
我々は返済計画を合理的に行えず、多重債務に陥ってしまう人を減らすためには、消費者教
育が必要であると考えた。その中でも、学校における消費者教育について言及する。
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学校における消費者教育の現状を見てみると、数々の消費者教育が計画、実施されている
にもかかわらず、全体的に時間量が少なく、各学校によって質の不均一が見られ、適切に行
われていないことが分かる。
そこで、我々は消費者教育の量と質の両方の強化が必要であると考えた。そのための方策
として、まず一つ目は、小学校から子供の発達段階に応じて内容を高度化・複雑化した体系
的なカリキュラムを作成し、それに沿って学習要領の改訂と時間数の確保をすることであ
る。そして二つ目は、上限金利撤廃によって利益を得た消費者金融各社に、利益の一部を社
会に還元する目的で、講師として学校に人材を派遣し、無償で消費者教育を行う要請をする
ことである。

第4章

政策提言

政策提言の一つ目は、貸付上限金利の撤廃である。上限金利が引き下げられると、多くの
サブプライム層が必要なお金を借りられなくなると予想される。そこで、上限金利自体を排
除してしまい、個々人の信用リスクに応じた金利設定で貸付を行うことを提言する。
二つ目は、消費者教育の拡充である。多重債務者の多くは金銭感覚が欠如しているからだ
と考えられる。そこで、学習指導要領の改訂と消費者金融各社からの講師派遣により、消費
者教育を拡充することを提言する。
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序章
周知のように、現在のわが国では所得格差の拡大が叫ばれるようになって久しい。問題と
なっている低所得層の中には、日々の生活を金融機関からの借入に頼る者も少なくないが、
消費者金融業界が変革期の只中にある今、生活費の借入すらも満足に行えない層が着実に増
えているのが現状である。そこで本論文では、そういった日本の低所得者層の救済を目的と
し、民間小口融資という観点から新たな政策提言への考察を進める。考察を進める上での中
心に据える考え方は、「貸付上限金利の撤廃」と「消費者教育」である。以下、序章ではこ
の二つのキーワードについて補足する。
今回この論文を製作した背景には、
金融機関からの借入を行う際の高信用リスク層（以下、
サブプライム層と定義する）が地方自治体・民間金融機関のどちらからも借入を行うことが
できないという現状を問題視したことがある。そしてその解決の為には、やはり消費者金融
業という産業に目を向けることが不可欠であるだろう。これは、従来わが国の小口融資を支
えてきた消費者金融市場が、昨今の一連の改革により大きな変革期を迎えていることが、サ
ブプライム層に満足に貸付が行われないという現状を招いている根源であると考えたため
である。従って本論文では、低所得者がどこからも借りられないというこの問題を解決すべ
く、「企業が利用者に対して、個々人の信用リスクに見合った金利での貸付を可能にする」
という新たな仕組みの構築に向けた政策の方向性を探る。
その実現に向けて中心となる考え
が、一つ目のキーワードである「貸付上限金利の撤廃」である。
また、二つ目のキーワードとして「消費者教育」を挙げた。これの意図する所は、多重債
務に陥る者はその多くが金銭感覚を欠く｢非合理的｣な消費者であるという現状を受け、貸金
業に対する種々の消費者教育が多重債務者の減少に直結するはずであると考えたことであ
る。すなわち我々は、消費者金融利用者の金銭感覚の欠如、そして貸金業の基本的システム
に対する認知不足が多くの多重債務者を生み出す根源的な原因の一つであると考えるので
ある。以上を踏まえて、消費者金融業の「上限金利撤廃」と「消費者教育」を同時に実現す
る為の政策を考察していく。
本論文の構成は以下の通りである。まず第１章では、消費者金融業に関する種々のデータ
を用いて業界全体を概観しつつ、サブプライム層の特徴や彼らを取り巻く現状について明ら
かにする。また、グレーゾーン金利の撤廃が企業に与えた影響と、それによりサブプライム
層が民間金融機関からの借入を行うことが難しくなったこと、更に、地方自治体による低所
得者向けのセーフティネット貸付が年々縮小傾向にあることを述べ、
サブプライム層がどの
金融機関からも思うように貸付を受けられなくなったという問題点を明らかにする。
この問題を解決するべく第４章で政策提言を行うわけだが、その上で必要な分析を第２章
から第３章で行う。第２章では、グレーゾーン金利撤廃は本当に正しかったのか、現在の上
限金利設定が持つ問題点を認識する。また、上限金利撤廃前後の企業の業績変化にも目を向
け、その上で適切な貸付金利について考察する。続いて第３章では、サブプライム層の多く
に金銭感覚の欠如が見られるという先行研究を受け、海外との比較も行いながら、今後必要
となるであろう消費者教育のあるべき姿に向けて分析を行っていく。
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第1章 サブプライム層について
本章では、企業・利用者の観点から変革期の只中にある消費者金融業界を概観し、我が国
におけるサブプライム層の現状・問題点を明らかにする。序章でも述べたように、我々が考
える問題点はサブプライム層が借入を行うことができない点と、非合理的な行動に基づく多
重債務者の出現である。
まず第１節において、サブプライム層の定義付けを行い、現在彼らに貸付を行っている機
関について大まかに述べる。続いて第２節では、幅広いリスク層に貸付を行う消費者金融業
界の社会的必要性について、主に経済学の観点から認識する。そして第３節では、貸金業に
おける貸付上限金利の引き下げ（グレーゾーン金利の撤廃）によって、「サブプライム層が
民間金融機関からも公的な機関からも借入を行うことが出来なくなるのではないか」とい
う、我々が着目した問題点を明確にする。

第1節 サブプライム層と貸付機関
まずはサブプライム層の定義から行う。最も広義の定義としては、低所得者や事故歴等に
より、借入を行う際の信用力の低い層であると言える。また、この層は貸倒れリスクが高い
ため、銀行等の民間金融機関からの借入を行うことが容易ではない。アメリカにおいては、
概ね年収 2.5 万ドル以下、アメリカの収入分位で下位 50％（貸付できない最貧困層を除くと
人口の約 25％と言われる）の層という理解が一般的であり、より具体的には、「過去 2 年間
に抵当差押さえ、ローン不払いがある」「過去５年に自己破産がある」「所得に対する債務返
済負担の比率が 5 割以上」などの条件が挙げられる。図 1-1-１は、わが国における消費者
金融利用者の平均年収を示したものである。図からもわかる様に、新規契約者の 41,5％は
年収 300 万円以下である。従って、上記の理解に即して考えれば、消費者金融利用者の約
４割はアメリカでいうサブプライム層に相当することになる。
続いてサブプライム層への貸付を行っている主な二機関について詳しく見ていく。
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年収利用者人数

（出所）消費者金融連絡会（2006 年 3 月期）

１．セーフティネット貸付
サブプライム層に貸付を行っている機関として、まずはセーフティネット貸付と呼ばれる
ものが挙げられる。セーフティネット貸付は、国や地方自治体が行っている融資であり、中
小零細企業の事業者向けに貸付を行う「国民生活金融公庫」
「中小企業金融公庫」「商工組合
中央金庫」と、個人向けに貸付を行う「生活福祉資金貸付制度」
「緊急小口資金」「自治体提
携社会福祉資金貸付制度」がある。これらの機関の現状であるが、国民生活金融公庫の貸付
額を例に取ると、1998 年度には貸付金額が 3 兆 6549 億であったものが年々減少していき、
2006 年度には 1 兆 9398 億まで落ち込んでいる（国民生活金融公庫ＨＰ）。次に、厚生労働
省の管轄で各都道府県社会福祉協議会が実施主体であり、
低所得世帯を主な貸付対象として
いる「生活福祉資金貸付制度」を例に取る。この制度は、3％の年利と保証人を必要とする。
年利 3％は破格だが、その分審査基準は厳しく、サブプライム層の中でも更に最下層のみに
しか貸付が受けられないと予想される。また、貸付件数に目を向けると、1995 年には 1 万
5402 件であったのが 2004 年には 1 万 2582 件と、年々減少傾向である（「自治体の多重債
務対策に関する全国調査」行政の多重債務対策の充実を求める全国会議）。
この事実が示す様に、セーフティネット貸付は機関としては様々なものが存在している
が、実際の所その規模は縮小傾向にあり、またサブプライム層に適切な金利帯で貸付を行う
機関としては不十分であると言えるであろう。

２． 消費者金融
次に考えられるのは、消費者金融である。広義での消費者金融とは、消費者の信用を担保
にして金銭を直接貸付けることを指し、消費者の信用を担保とし物上担保などをとらない無
担保の「消費者ローン」
、定期預金や郵便貯金を担保とした消費者向けの金銭の貸付である
「定期預金担保貸付」と「郵便貯金担保貸付」、さらに質屋営業法に基づく物品を担保とする
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金銭の貸付である「動産担保貸付」に分けられる。そして一般的には消費者ローンのことを
消費者金融と呼ぶ。
消費者ローンを担う主体は、提携する業種、業態から細かく区分され、そのうち消費者金
融会社は無担保、無保証で消費者向けの小口のローンを主力業務として行うことから消費者
金融専業者とも呼ぶ。消費者金融会社は、他の貸金業者と比較して、無担保で貸付けている
割合が高い。従って、本論文においては、消費者金融会社の取り扱う無担保貸付を主とする
消費者ローンのことを消費者金融であると定義づける。ただし一般的に消費者金融会社とい
う場合でも事業者向けのローンを取り扱っており、又、有担保で貸付をしている場合もある。
消費者金融は、他の金融機関よりも比較的高い金利で貸付を行う代わりに、銀行などより
も多くの層に貸付を行うことができる。そのため、貸倒れリスクが高く、銀行からの借入を
行うことが困難なサブプライム層であっても金銭の貸付を受けることが可能である。従っ
て、低所得や事故歴などにより信用度の低い層が借入を行う為には、消費者金融は必要不可
欠であると言える。

第2節 貸付機関としての消費者金融市場
前節で触れた様に、幅広いリスク層に貸付を行う仕組みとして、消費者金融は必要不可欠
である。しかし周知の様に、この業界を巡っては、多重債務者の増加や過酷な取立てといっ
た問題が古くから取り沙汰されてきた。高金利を背景に莫大な利益を挙げ続けてきた各企業
に対しては、
「低所得者を食い物にしている」といった厳しい批判が行われることも珍しく
ない。しかし、経済学的に見ても一利用者にとっても、消費者金融市場の必要性は明白であ
り、マイナス面を補って余りある経済的価値が存在するのである。従って本節では、消費者
金融市場の持つ役割を整理し、その必要性について深く認識する。

１．マクロ経済学の観点から見た必要性
まずは、マクロ経済における消費者金融の働きについて、ごく簡単に触れる。
マクロ経済学的に捉えた場合、消費者金融は、経済活動水準の主要な決定要因である総需
要のうち、消費支出の部分を促進する手段として考えることができる。我が国の消費者信用
産業（クレジット・キャッシングマーケット）の規模は「信用供与額」という数字によって
示されるが、2004 年の信用供与額は、実に約 74.1 兆円（住宅ローンを除く）に達してい
る。内訳は、消費者金融 33.9 兆円、販売信用 40.1 兆円で、消費者金融のうちの消費者ロ
ーンは 23.7 兆円、消費者ローンのうち消費者金融会社は 10.2 兆円である。（図 1-2-1 参
照）この規模は 2004 年の GDP（約 500 兆円）に占める民間最終消費支出 284.9 兆円の実
に４分の１に相当し（図 1-2-2 参照）、消費者金融を含めた消費者信用産業は、我が国の国
民生活の中で極めて大きな役割を担っていることがわかる。消費者金融を通した消費支出の
増大は、総需要の増大、そして国内総生産の増大をもたらすのである。実際、消費者信用供
与額（あるいは残高）が消費水準にどのような影響を与えているかについての実証研究が行
われており、マクロ消費関数の実証研究の重要なテーマの一つになっている。例としては、
Olney(1999)は、消費者信用の収縮が 1930 年代初期のアメリカの大恐慌を一層悪化させた
という仮説を実証的に検証している他、伊藤隆敏・川本卓司・谷口文一(1999)では、1980 年
におけるクレジットカードに対するカーター政権の抑制政策が見事なほどに民間消費の落
ち込みを引き起こした例を図示している。
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図 1-2-1
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2004 年信用供与額

（出所）（社）日本クレジット産業協会発刊「日本の消費者信用統計 18 年度版」より著者作成

図 1-2-2

民間最終消費支出と消費者信用供給額の推移

（出所）（社）日本クレジット産業協会発刊「日本の消費者信用統計 18 年度版」

２．ミクロ経済学の観点から見た必要性
続いて、ミクロ経済学の立場から消費者金融の基本的機能を考察する。ミクロ経済学は市
場のメカニズムを研究する分野であるが、そこでは、企業や消費者などの経済主体は、自己
の利益を最大化するように合理的に計算をして行動すると仮定されている。すなわち、ミク
ロ経済学では、自己利益最大化と合理的思考という二つの基本的仮定をベースにして議論が
進められる。
人々の消費行動を説明する標準理論として、現在と将来からなる「消費の２期間モデル」
という理論がある。消費者は与えられた現在および将来の所得をやりくりして、一番望まし
い消費の時間的なパターンを決めるという理論である。その際大前提となっているのは、
「現在、所得がなくても、消費が必要であればその資金を借りられる」消費者金融という市
場が成立していることである。この前提のもとで２期間モデルを適用すると、消費者が望む
ならば、現在所得を超えた現在消費も可能になる。（図1-2-3参照。図１の個人B は、初期

11

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００７発表論文

1st ‐2nd Dec.2007

の所得パターン（Q）で示される現在所得Y１B を超える消費（C1B）を行っている。）
現在および将来所得額が確定していても、消費における時間軸上の選択範囲が拡大するこ
とは、現在のミクロ経済学においては、経済厚生の明らかな向上を意味する。一例としては、
1960 年頃からの国民の所得増大と共に国民の生活水準も著しく向上し、家電製品や自動車
などの耐久消費財が本格普及していった際、こうした経済的背景をもとにサービスの先取り
として百貨店、信販などによる販売信用が急増したことが挙げられる。この「サービスの先
取り」を可能にしているのが、消費者金融に他ならない。その意味では、消費者金融が担っ
ている経済的機能は極めて基本的かつ重要な機能なのである。さらに、将来所得も確実にわ
かっている完全予見の世界では、消費者金融市場の存在を通して、パレート最適（あるいは、
パレート効率）と呼ばれる、経済学的には望むべき最高の資源（この場合には、消費の）配
分状態が達成されることも分かっている。
図 1-2-3

2 期間モデルにおける消費のパレート最適配分（完全予見ケース）

・2 主体、A,B の確定所得流列（点 Q）：（Y1A,Y2A）、（Y1B,Y2B）
・UA、UB は個人 A,B の点 Q を通る無差別曲線
・最適消費流列（点 E）：（C1A,C2A）、（C1B,C2B）
・点 E の両者の効用水準は点 Q のそれより高いことが図から明らか。
・個人 B か借り手となる。借入額：C1B－Y1B、返済合計額：Y2B－C2B
・粗利子率（1＋r）：（Y2B－C2B）／（C1B－Y1B）：直線 L の傾き
（出所）晝間文彦「消費者金融の経済的意義」消費者金融サービス研究所
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３．利便性・ヤミ金融への流出防止効果
次に、実際に借入を行う利用者の視点に立って、消費者金融の必要性について考察する。
一般的に、個人が小口の借入を行おうとした場合、比較的審査の厳しい銀行を通してでは思
うように借入を行うことは難しい。また、審査を通っても実際に借入を受けるまでにはある
程度の時間を要する。それに対して、消費者金融は銀行や信販と比べ、貸出金利が高いと言
うリスクは存在するが、審査基準が低く、また短時間で貸付を受けられるという点で利便性
が高いと言える。また、担保無しで即日融資を受けることができることも利便性を高める要
因の１つでもある。そのため、生活費の補填等で短期的に借入が必要な個人や、また銀行か
らの借入を行うのが難しい中小企業が、銀行や信販を通さず貸付を受けることができる。こ
れらの点が消費者金融の持つ利便性の特徴である。
また、ヤミ金融への流出防止効果も消費者金融の持つ重要な存在意義である。便宜的に消
費者金融市場が存在しないと仮定すると、銀行からの借入・自治体からの生活援助金である
セーフティネット貸付を行えなかった個人は借入の場を失うことになり、結局暴利であるヤ
ミ金融へ流れることとなる。消費者金融は銀行・自治体が行う貸付とヤミ金融との正に中間
に位置しており、借入希望者がヤミ金融に流れることを防止している。つまり、ある程度利
用者の信用リスクに応じた金利帯で貸付を行う土壌が整っていればこそ、先程示したような
個人・中小企業経営者は高い利便性のもとで貸付を受けられるのである。

第3節 グレーゾーン金利撤廃とその影響
本節では、消費者金融市場におけるいわゆるグレーゾーン金利の撤廃と、それが市場に対
してもたらした影響、また、そこから考えられるサブプライム層への影響について述べる。
まずは、グレーゾーンと呼ばれる金利帯について確認する。我が国では、貸主と借主が金
銭契約をする際に適用する利率は当事者間で自由に定めることが出来る。しかし、その利率
は法律に基づいた上限金利の範囲内で設定されなければならず、それを超えた場合、利息分
の無効や罰則などが科せられる。上限金利を定める法律として、我が国では利息制限法と出
資法という二つの法律が存在している。出資法の上限金利を超えて契約した場合、「5 年以
内の懲役もしくは 1000 万円以下の罰金」が科せられるが、利息制限法を超えて契約をして
も利息分が無効になるだけで、罰則や罰金の対象にはならない。このため、多くの消費者金
融は出資法で定める上限金利を目安に金利を定めていたのである。この利息制限法と出資法
の上限金利の差を、いわゆるグレーゾーン金利帯という。
続いて、先に挙げた二法の具体的な上限金利を見ていく。まず、利息制限法が定める上限
金利は元本によって変動する。元本が 10 万円未満の場合は年利 20％、元本が 10 万円以上
100 万円未満の場合は年利 18％、元本が 100 万円以上の場合は年利 15％、という具合であ
る。そして先程も述べたように、これを超える利息分については無効となる。また、出資法
の上限金利については、1954 年の年利 109.5％から段階的な改正が行われ、2000 年には
29.2％まで引き下げられた。そして 2006 年の改正によって、2009 年までに出資法の上限
金利を利息制限法と同じ 20.0％まで引き下げるという改正法案が可決されたのである。こ
れにより、出資法と利息制限法の上限金利の差はなくなり、グレーゾーン金利帯は事実上消
滅した。（図 1-3-1 参照。）
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グレーゾーン金利撤廃の概要

（出所）金財総研 2006 年 10 月 3 日 掲載分
続いてグレーゾーン金利の撤廃が消費者金融市場に与えた影響について述べる。消費者金
融各社は、従来グレーゾーン金利での貸付によって莫大な利益を得ていた。そのため、今回
のグレーゾーン金利の撤廃、そして同時に定められた年収の３分の１を越える過剰融資の禁
止は、中小消費者金融会社にはもちろん、アイフル・アコム・武富士・プロミス・三洋信販
の大手五社にも多大な影響を与えた。その上、いままでグレーゾーン金利で融資してきた消
費者金融に対して、利用者が払いすぎた利息の返還を求めて訴訟を起こすケースが増え、消
費者金融各社は苦しい企業経営を強いられているのが現状である。
図 1-3-2 企業別売上高【単位：百万円】
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企業別当期利益【単位：百万円】
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（出所）図 1-3-2、1-3-3 共に

消費者金融各社有価証券報告書より筆者作成

実際に 2007 年 3 月期決算では、消費者金融大手 5 社は、貸倒れ損失引当金、過払い利息
の返還金の計上により、軒並み大きな赤字になっている。
（図 1-3-2、1-3-3 参照）
図 1-3-2 の売上高がほとんど変化していないのは、まだグレーゾーン金利帯での貸付を行
っているからである。しかし、図 1-3-3 で示した当期利益に目を向けると、三洋信販を除く
大手 4 社がそれぞれ 4000 億円あまりの赤字になっていることが分かる。これは、貸倒れ損
失引当金、過払い利息の返還金を今までの過剰な利益を掃き出す形で計上したためともいえ
るが、これからの利益の低下は必至である。
従って、グレーゾーン金利の撤廃によって上限金利の引き下げを余儀なくされた消費者金
融は、経営状況をこれ以上悪化させないため、貸倒れのリスクを少なくすると考えられる。
このことは、
信用リスクが高いために消費者金融からもセーフティネットからも貸付を受け
られない層を生みだしてしまうことを意味する。この層が、我々が問題視しているサブプラ
イム層に他ならないのである。

第4節 サブプライム層の種類
ここで、我々が定義付けたサブプライム層が借入を行う目的について知るために、消費者
金融からの借入金の使用用途について見てみる。平成 18 年度消費者金融白書によると、生
活費の補填など必要に迫られた用途も存在する一方で、旅行・レジャー費用等自分自身の楽
しみの為の利用も多数存在することがわかる。
（図 1-4-1）
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図 1-4-1
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（出所）平成 18 年度消費者金融白書より筆者作成
図より、消費者金融の借入目的としては、生活費の補填のためにやむなく借入を行う者も
もちろん多いが、一方で物品購入・旅行・レジャー・ギャンブルなど一時の欲望のために借
入を行う者も多数いることがわかる。先ほど述べたミクロ経済学の観点から見ると、後者の
目的は現在所得を越えた現在消費を可能にするという意味では合理的であるといえる。しか
し実際には、将来所得を見越した適切な借入を行っているわけではなく、返済の計画性もな
いという人が多いため、非合理的な消費者なのである。前者の生活費の補填のために借入を
行う層は低所得層、つまりサブプライム層であると推定できる。また後者は自分自身の消費
の欲求を満たすために利用しているため、プライム層からサブプライム層まで幅広い顧客層
であるといえる。しかし後者のプライム層も計画的な借入を行わずに返済が困難になり、信
用力の低いサブプライム層へなってしまうことも少なくない。このことが、我々がサブプラ
イム層の救済を目指すにあたり「貸付上限金利の撤廃」と「消費者教育」の二つの考え方を
必要とした由来でもある。つまり、
「貸付上限金利の撤廃」は、借入の必要に迫られた者が
迅速に貸付を受ける上で必要であるだろうし、
「消費者教育」は目先の楽しみを求めて借入
を行い、多重債務に陥ってしまう者を減らすために必要であるだろうと考えたのである。
以降、「上限金利の撤廃」に関する分析を第３章で、「消費者教育」に関する分析を第４章
でそれぞれ行う。
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問題意識と政策提言の方向性
第１章では、企業・利用者の視点から消費者金融業界の全体を概観し、そこから見えてき
た業界の問題点を指摘した。その問題を解決する為に第２章から第３章で更なる分析を、そ
して第４章で政策提言を行う訳だが、第２章に入る前に、なぜ我々が後述の分析を行うに至
ったか、考えの経緯を簡単に整理しておく。
まず、我々の政策提言を要約すると、「貸付上限金利の撤廃により、顧客の信用リスクに
応じた金利設定を可能にする。それにより収益が増大した企業に対して、利益の上がり幅を
用いて消費者教育を行うことを義務付ける」とまとめられる。我々は、この提言を行うにあ
たり以下の４点の分析が必要であると考えた。
１．上限金利を定めることの問題点
２．顧客の信用リスクに見合った金利設定方法
３．（現状と上限金利撤廃後を比較して）企業の総貸出額や利益はどの程度変化するか
４．消費者教育の必要性と、その具体像
よって、第２章の第１節では上限金利 20.0％への引き下げに伴って生じた問題点を整理
し、上限金利の存在しないイギリスとの比較を通して、上限金利撤廃の有益性について説明
する。第２節では顧客一人ひとりの信用リスクに応じた金利設定はどのようになされるかに
ついて探る。また、第３節では上限金利撤廃後の企業の総貸付残高と営業利益の変化を捉え
る。続いて第３章では、金銭感覚の欠如が見られる利用者の借入額や用途などを詳しく分析
し、消費者教育の必要性を主張する。その後、他国との比較を通して、日本の消費者教育の
あるべき姿を探り、以上を踏まえて第４章で政策提言を行う。
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第2章 貸付上限金利の撤廃

第1節 上限金利 20.0％の問題点
1.日本における問題点
29.2％という高利な貸付利息が多重債務者を生み出す原因である、という弁護士団体等の
主張を受け、2006 年に上限金利を 20.0％まで引き下げるという出資法の改正法案が可決さ
れたというのは第 1 章で触れた通りである。しかし、上限金利の引き下げは利用者にとっ
てメリットばかりをもたらすものではない。上限金利が引き下げられるということは、貸し
倒れを恐れた企業が貸付審査を厳格化し、信用リスクの高い利用者は思ったように貸付を受
けられないという事態を招くからである。つまり、今回の金利引き下げは利用者の中でもプ
ライム層にとっては有利に働くが、
サブプライム層にとってはむしろ不利なものであるとも
言えるであろう。政府が行うセーフティネット貸付も十分にその機能を果たしていないと言
える現在、どこからも貸付を受けられなくなったサブプライム層は結局ヤミ金融に流れるし
かなくなるからである。
また、上限金利の引き下げが企業の経営を圧迫するのは明らかであるが、そういった経営
状況の悪化は、消費者金融のサービス面にも影響を与える可能性がある。現在の消費者金融
サービスは、ATM や自動契約機の利用時間が無料で利用でき、利用時間も長い。中には 24
時間利用できるものもあり、非常に便利である。金利についても両落としもしくは前落とし
といったプランの商品で非常に利便性が高い。しかし、グレーゾーン金利の撤廃によって経
営状況が苦しくなると、企業はさまざまなコスト削減をはかり、そのことで ATM・自動契
約機といったサービスの質が低下する恐れがあるのである。このことは、消費者金融の最大
の長所である利便性の低下に他ならないであろう。
さらに、上限金利 20.0％にはもう一つ忘れてはならない問題点がある。それは、中小企
業が消費者金融市場から排除されてしまう恐れがあることである。今回の法改正を受け、経
営状態の悪化した三洋信販がプロミスと経営統合したのは記憶に新しいが、中小企業にとっ
て今回の改正はさらに深刻である。というのも、無人契約機等の設備や十分に蓄積された顧
客情報、貸付ノウハウを持たない中小企業にとっては、今回定められた金利帯ではコスト高
をカバーして安定した営業利益を挙げることが困難だからである。日本消費者金融協会の行
った平成 17 年版「消費者金融業の経営実態把握調査」によれば、上限金利が 20.0％程度に
引き下げられた場合、資本金 50 億円未満の中小零細企業の実に 40％以上が「消費者金融業
から撤退」すると回答している。これは競争原理の抑制に他ならず、また、大手の審査を通
らなかった信用リスク中程度の顧客が借入を行う場を失ってしまうことになる。
これらの推測を裏付けるものとして、「平成 18 年度消費者金融白書」に掲載されていた
「上限金利が下がった場合の経営内容の変更の可能性」という問いに対しての消費者金融会
社の回答がある。（図 2-1-1 参照）
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図 2-1-1 上限金利が下がった場合の経営内容変更の可能性
上限金利が下がった場合の経営内容変更の可能性（Ｎ＝72）「複数回答」

経営コストを削減
72.2
顧客への融資基準を強化

54.2

消費者金融事業を縮小

26.4
18.1

消費者金融事業を撤退

5.6

顧客サービスの水準引き
下げ
その他

2.8
12.5

現状のまま
0

20

40
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80
（％）

（出所）「平成 18 年度消費者金融白書」より筆者作成
このグラフより、我々が先ほど述べたような状況に陥る可能性は十分に考えられることが
わかる。また、グラフでは表されていないが、実に 87.5%の企業が経営内容の変更を考え
ていると回答したのである。
続いて、上限金利引き下げ後の企業の経営状況について詳しく推察する。ここに「TAPALS
白書 2006」より引用の「貸付残高に対する営業収入、経費、営業利益の比率」、
「消費者向
無担保貸付金の貸付金利別の件数、残高」の図表をそれぞれ示す。
図 2-1-2 消費者無担保貸付金の貸付金利別の件数、残高（単位：件、百万円）

（出所）金融庁

「2005 年度分事業報告書集計、該当業者規模別」
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図 2－1－3 貸付残高に対する営業収入、経費、営業利益の比率
平成 17 年 4 月～平成 18 年 3 月の 1 年間の経営実態調査

（出所）JCFA・NIC 会発行「平成 18 年版

消費者金融白書」

図 2－1－2 から、消費者金融会社全体として、貸付件数で見ても貸付残高で見ても 20％
以上の金利帯での貸付が 70％以上を占めていることがわかる。アコムやアイフルなど既に
新規顧客に対する貸付金利を 20％以内に定めている企業もあるが既存の顧客には未だにグ
レーゾーン金利の範囲で貸付を行っているという現状もある。また、図２－1－３では、貸
付残高に対するコスト（貸倒償却費も含めた）が全体で 22.2％となっている。消費者金融
会社の利益は貸出金利とこのコストの差によるものだけであるので、上限金利が 20％に引
き下げられることでコストが収入を上回ってしまうということになる。貸付残高 5000 億円
以上のいわゆる大手消費者金融はそのノウハウを生かして人件費や資金調達費を低く抑え
ているためコストが 17.6％で何とか利益は上げられるが、それでも利益低下は必至である。
しかし比較的コストが高い中小の消費者金融は、大幅なコストの削減、もしくは事業の撤退
を迫られているのである。
つまり上限金利 20％に対応しつつ利益を上げるためには、消費者金融業界は大幅なコス
トの削減を余儀なくされているのである。コスト削減の方法としては ATM・自動契約機、
有人店舗の縮小などによる人件費の削減、審査を厳しくして貸倒れリスクの高い顧客に対し
ては貸し渋るなどの貸倒償却費の削減などが考えられる。しかし前述のように、これらの方
法では消費者金融がこれまで多くの人に利用されてきた最大の長所である利便性が失われ
る高信用リスクのサブプライム層は、ヤミ金融に流れるしかなくなるということも懸念され
ている。そうなると多重債務者の救済とは決して言えない。
東京情報大学の堂下浩の先行研究によると、上限金利が 20.0％に引き下げられることに
よって貸し剥がしや貸し渋りによる信用収縮額は 8 兆円にも上り、それによる被害を受け
る消費者の人数は 870 万人にも上るという推計が出ている。
以上より、今回の上限金利引き下げでは真に利用者救済がなされたとは言い難いであろ
う。事実、早稲田大学消費者金融サービス研究所（2006 年設立）の研究を始めとして、元
通産・大蔵官僚の石川・野尻両氏が『銀行とノンバンクの融合―上限金利規制統一法の設計』
において借入額別に 35～45％という高金利を提案するなど、高金利正当化論は大きな広が
りを見せている。

2.イギリスとの比較
上限金利による規制（日本におけるグレーゾーン金利の撤廃）において、問題点がでてく
ることは先に述べたとおりである。そこで本章では、上限金利による規制を行っていないイ
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ギリスと上限金利の規制を行っているフランス、ドイツとの比較を通して、日本における上
限金利撤廃の優位性を論証する。
イギリスでは、1974 年消費者信用法の施行以来、上限金利を設けられていない。しかし
ながら、EU 諸国の多くやアメリカの州の一部では、上限金利が規制手段として用いられて
いる。そのために、貿易産業省（DTI）は、イギリスで上限金利を導入した場合に起こりう
る影響を理解しようと考えて、他の国々において金利統制がどのように機能しているかに関
して調べた。
この調査の目的としては、ⅰ.上限金利が市場全体にどのような影響を及ぼしてきたか。
ⅱ.上限金利が低所得者層、地位を証明できない借り手（所得や雇用の証明ができない借り
手、あるいは信用履歴のない者）および信用履歴に傷のある者に対するクレジットのアベイ
ラビリティ（利用可能性）にどのような影響を及ぼしてきたか。ⅲ,上限金利が低所得およ
び高リスクの借り手に対するクレジットのコストにどのような影響を及ぼしてきたかなど
である。
この調査の結果明らかになったことの１つ目は需要に関することであり、借り手は規制ま
たは文化的文脈に関係なく一定であり、特に低所得者世帯はクレジットの必要性を減らすこ
とはできないということである。また、サブプライム層の消費者選択の動きおよび貸付モデ
ルの選択でトレード・オフが行われる方法もまたどの国でも一貫しており、これは家計逼迫
に対処する際の経験の普遍性を反映しているように思われる。低所得の借り手が少なくとも
２つ以上のクレジットの選択肢をもつ場合、貸付モデルに関する消費者選択は、コストと効
用の双方において合理的である方を選択する。そして借り手は、上限金利の規制がない国で
は、古いタイプで主流な長期ローンよりも、新しい、高利でも短期のサブプライムローンを
選択する傾向がある。
次に供給側に目を向けると次のことが分かった。下の図からも分かるように、上限金利の
ある市場では商品の多様性がより少ない。
図 2-1-4

イギリス・アメリカ・フランス・ドイツにおけるクレジット商品の多様性
アメリカ

イギリス

フランス

ドイツ

主流
企業によるタームローン
クレジット

銀行

現金引出し枠付のクレ
ジットカード
より制限された現金融資
枠付のクレジットカード

サブプライム
カード
（現金預金による完全担保）
有担保ローン
先日付小切手による担保
無担保ローン

サブ・サブプライム

（現金預金担保の融資枠
および手数料）

公営質屋

（自動車担保）

（出所）DTI 2004
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また、貸付業者は、高リスクの借り手に対してアクセスのハードルを高めるという形で上
限金利に対処する。その結果、サブプライム層向け貸付業者は発展できないか、市場から撤
退するしかなくなるのだ。
また、クレジット・コストの面からも上限金利の規制がある市場とない市場を比較するこ
とができる。クレジットの価格は、フロントエンドの金利からバックエンドの手数料に実質
的に移行している。高リスク者は、貯蓄を有していない可能性が高いので必然的に返還が不
規則になってしまい、遅延損害金や違約金を課せられ、結果的に金利よりもクレジット・コ
ストが高くなることが往々にして見受けられる。ここで、上限金利によって規制されている
市場では、低利だが長期の借入れを行っているので、高リスク者の特徴である、返還の不規
則性が起こりやすく、また一度起こると長期に渡って続き、クレジット・コストがかさみ、
ついには債務不履行になってしまう。よって、規制がある国では、下の図からも分かるよう
に、金利が低いからといって、返還する総額が安いとは限らない。
図

2-1-5 各国の名目上限金利とクレジット・コスト

（出所）Policis:Economic and Consumer Risks of Consumer Credit-ケーススタディの例
Morrison ＆ Foerster法律事務所等

また、上限金利のコスト以外の影響では、上限金利が高金利の貸付業者を排除することに
よって高リスク者を市場から排除してしまうということである。需要の一貫性に関する明確
な証拠を考えると、これはクレジットのアベイラビリティに対する制限、すなわち最低所得
者層がある程度クレジットから排除されることを示している。
そして上記のようなプロセスで債務不履行になってしまうのだが、
フランスおよびドイツ
の債務不履行にともなう制裁の自動的な性質および厳格な適用、ならびに債権者が利用可能
な財産権利回復メカニズムの範囲がより大きいことによって（たとえば、口座、賃金および
社会給付への自動的な直接アクセス権）、債務不履行を起こした者が追求される可能性がは
るかに高く、社会・経済生活においてより厳しい制裁を受ける。
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2-1-6 債務不履行による社会・経済的被害

（出所）DTI 2004

また、フランスおよびドイツでは、信用履歴に傷のある者を消費者信用市場から排除され
るので、そのような債務者に対して合法的なクレジットが存在するイギリスにおけるより
も、違法な貸付業者を利用する可能性は高くなる。
図

2-1-7

私か家族の誰かが違法な貸付業者を利用したことがある（％）

（出所）DTI 2004

以上の調査結果を踏まえて、イギリス政府は改正消費者信用法において上限金利を導入し
ないことを決定した。上限金利の設定は、高リスク者層のクレジット市場からの排除、違法
な貸付業者の増加など、上であげたような別の問題を生み出してしまうからである。
むしろ、イギリス政府は、クレジット契約の透明性向上、不当クレジット（強圧的な販売
方法、不公正な契約条件、高額な手数料、保険の押付け販売）に対する取締り強化、クレジ
ット紛争に関するADR（裁判外紛争解決手続）の導入、クレジット免許保有者に対する公
正取引庁（OFT）の権限強化などの代替的な政策によって、高コストのクレジットに関す
る問題に取り組むことが望ましいと考えた。要するに、上限金利だけで社会的な弱者を保護
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することもできないし、唯一の方法でもないということである。
日本でも、出資法の上限金利は、1954年の法律施行時に109.5%あったものが、1983年の
改正で40.004%に引き下げられ、2000年には29.2%にまで低下した。にもかかわらず、自己
破産者と多重債務者は、逆に増加の一途をたどった。このことは、上限金利の引き下げのみ
では社会的な弱者の保護はできないことを意味している。

第2節 信用リスクに応じた金利設定
経済学における財の価格は、市場において需要と供給が一致する点で決定される。消費者
の需要は価格が低いほど多くなると仮定すると、価格と需要は反比例する。これに対し、企
業による供給は価格が高いほど生産数を伸ばすと考えられるので、価格と供給量は比例関係
にある。この需要曲線と供給曲線の交差する点で価格は決定される。市場において均衡価格
が達成されている場合には、その価格での需要量と供給量が一致しているため、超過需要・
超過供給は発生しない。消費者金融市場における金利も、同じ枠組みで考えるとすると、数
量にあたるものが貸付であり、価格にあたるものが金利となる。
この市場メカニズムが働く条件下で超過需要が発生しているのであれば、本来価格である
金利が上昇することになる。これを前提条件に分析を進めていく。数多くの先行研究がなさ
れている分野だが、早稲田大学消費者金融サービス研究所（2006）がこの前提条件を述べ
ている。即ち、需要者の間で貸出をめぐって、より高い金利を設定することになる。しかし
ながら、金利の上限が設定されている場合ではこのような金利の上昇メカニズムは機能しな
い。借入を希望しながら借入を行えない消費者が発生することより厚生損失が発生する。
厚生損失の影響を最も受けるのは信用リスクの高いサブプライム層である。どの利用者に
対しても金利が同じである場合、消費者金融はより信用リスクの低い層に貸付を行うと考え
られる。グレーゾーン金利撤廃により、企業の利益が低下した場合、上述のような厚生損失
が発生することは第１章で述べた通りである。即ち、金利の上限規制の結果、効率的な水準
と比べて貸し出し量は減少し、超過需要が発生し、その結果、厚生損失が発生する。そのと
きに信用リスクの高いサブプライム層ほど借入を拒否されるのである。
本節では、この問題点を解決すべく消費者金融市場における金利の決定要因を検証し、適
切な金利の姿を探る。
ここでは消費者金融会社は借り手全員に同じ貸付額・金利で貸付するものとする。
貸付額を L、貸付額に対するコスト率を c、貸倒率を d、貸出金利を r とし、
（c…人件費、広告宣伝費、資金調達費、などの経費の貸付額に対する割合の和）
貸出による収入と損失を考えると
収入＝L×r×（1－d）
損失＝コスト＋貸倒れ損失＝L×c＋L×d
とおける。収入≧損失のときに事業は成り立ち、収入＝損失となる点が損益分岐点となる。
その時の金利が貸付を行う際の最低条件になると言える。
損益分岐点では、収入=損失となるので
L×r×（1－d）＝L×c＋L×d
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貸付金利 r について整理すると

r =

c + d
1− d

…【＊】

となる。
この式【＊】における r は上限金利規制や、企業が選択する金利によって変化する値であ
る。d もまた貸付の対象者によって変化する。さらに、企業は利用者の信用リスクに応じて
金利 r を定めるとすると仮定すると、貸付金利 r と貸倒率 d の間には正の相関関係が認めら
れる。しかし、c は貸付額に対する経費の割合なので、r、d が変化しても変化することのな
い定数とする。従って分析を行う上にあたり c の値を求めることから始める。
図(2－1－3)より、消費者金融会社の貸付残高に対する平均経費率は 22.2%である。この
値から、貸倒償却費を引いた値が式【＊】における、コスト率 c である。ここで貸倒償却費
を引いたのは、式【＊】では貸倒率 d を用いて、貸倒損失を L×d と別に定義したからであ
る。

c=

経費率計－貸倒償却費率

＝ 22.2－5.0

＝17.2
（%）

ここで r と d に関する分析を始める前に、この分析手法である式【＊】の整合性を確認
するため、r を現行の上限金利 29,2%とした時にこの式で求められる d と、実際の貸倒率と
を比較する。
式【＊】に r＝0.292、c＝0.172 を代入すると、

0 . 292 =

0 . 172 + d
1− d

⇔ d ≒ 0.0929＝9.29%
となる。
続いて実際の貸倒率を求める。日本消費者金融協会は貸倒率を以下の式で定義している。
その結果は【貸倒率＝9.52%】と我々の分析に近い値であった（図 2－2－1。）この結果に
より、我々の示した式の整合性は認められる。

貸倒率

=

2005 年 3 月末までの貸倒件数
2005 年 3 月までの貸付総件数
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2－2－1 借入件数で見た貸倒率と延滞率

借入件数で見た貸倒率と延滞率

9.52

貸倒率

延滞率
0

3.28

2

4

6

8

10

％
（出所）平成 17 年度消費者金融白書より筆者作成

続いて、グレーゾーン金利撤廃後の上限金利 20.0%ではどこまでの信用リスク層に対し
て貸付を行うことが出来るのか分析を行う。
これも同様に式【＊】に r＝20.0、c＝0.172

20 . 0 =

0 . 172 + d
1− d

d≒0.023%＝2.3%
これより、上限金利を 29.2％から 20.0%に引き下げると貸付を行うことが出来る信用リ
スク層が極端に狭まり（利益を挙げる為には、企業は貸倒率を 2.3％まで下げる必要があ
る）、サブプライム層には貸付を行えないことがわかる。この結果は、今日消費者金融会社
がメガバンクと提携し信用リスクの低いプライム層を対象とした mobit．などの銀行系消費
者金融サービスを立ち上げていることの数値的証明であると言えるであろう。これらのサー
ビスの貸付金利は 18%～20％と、グレーゾーン撤廃後の上限金利すれすれである。
では、サブプライム層に貸付を行う為には、どれほどの金利が必要となるのだろうか。そ
れを上記の式【＊】を用いて分析する。コスト率 c は先と同じ値の 0.172 を用い、貸倒率 d
の値によって場合分けを行う。結果は以下の表の通りである。

ｄ
貸倒率
0.01
0.1
0.2
0.3

ｃ
コスト率
0.172
0.172
0.172
0.172

c+d
0.182
0.272
0.372
0.472

1-d
0.99
0.9
0.8
0.7

ｒ
貸付金利
0.183838
0.302222
0.465
0.674286

この金利は損益分岐点における貸付金利であるので、利益を上げるためにはこの値以上の
金利を設定する必要がある。サブプライム層の信用リスクは平均値よりも高く、貸倒率も比
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例して高くなる。そのため、その信用リスクに見合った貸付を行うには必然的に貸付金利は
高くなる。現在の上限金利 29.2％でも貸倒率は 9.52%である。この平均値以上の貸倒れリ
スクを持つサブプライム層への貸付は、少なくとも 30%以上の金利が必要になる。
また、忘れてはならないのがここでの c は貸金業者全体の平均コスト率であるということ
である。表（2－1－3）を用いて貸出の際の審査コストなどを考慮すると、事業規模の小さ
い中小零細企業ほど c の値が相対的に大きいと考えられる。つまり貸倒率が等しい借り手で
も、事業規模の小さい企業ほど、コスト高をカバーする為に高い金利で貸付けなければなら
なくなるのである。
以上から、様々な信用リスクを有する顧客に対して企業の利益を維持しつつ貸出を行うに
は、幅広い金利設定が不可欠であることがわかる。つまり、信用リスクが高い利用者にその
固有リスクに応じて貸出しを行うためには、これからいっそうの引き下げが決定している上
限金利の存在がまさに障害となっているのである。
ただ、この分析手法は多くの仮説の上に成り立っており、課題が存在している。まず前提
条件である。金利規制が存在しない場合、需要＝供給となるという均衡価格メカニズムが金
融市場においては必ずしも働かないということだ。静岡大学・鳥畑（2006）は消費者金融
市場を均衡価格メカニズムが働く完全市場と見なすことは無理であると述べている。その理
由は、上記のようにサブプライム層を含んだ消費者金融の利用者の中にはグレーゾーン金利
の存在さえ知らなく、借入計画も持たない非合理的利用者を数多く含んでいるからである。
これに基づくと、各々の利用者が自己の将来所得を予想しアベイラビリティの最大化を目指
すことと、自己の貸倒れリスクに基づいた適切な金利より市場に存在する金利の中から借入
金利を選択することが需要と供給の均衡点を導く、という関係性は発生しない。
更にはサブプライム層の多くが生活資金の補足を補うために借入も少なくないこと、借り
手と貸し手の間に存在する交渉力と情報の格差もその原因として挙げられる。仮に上限金利
を撤廃したとして消費者金融が利用者各々に対する適切な金利を設定することがなされな
ければ、上限金利撤廃は意味の無いものになってしまう。これは市場原理が働くことによっ
て解決されるのだが、上記の理由により市場原理が働かない場合は適切な金利は選択されな
い。リスクの高い利用者は高い金利で借入を行い、リスクの低い利用者は低い金利で借入を
行うという状況が正常な市場原理の結果だが、
リスクの低い利用者が低い金利で借入を行お
うとしても適切な金利に商品が存在しない場合や、返済能力の無い利用者が生活難に直面し
自己の返済応力を大きく逸した金利で借入を行ってしまうことがこれにあたる。
このような前提の下での分析だが、強調したいのは、上限金利が引き下げられた場合多く
の利用者が借入を出来なくなるという点である。貸出金利と利用者の貸倒れリスクの間には
正の相関があり、上限金利が 20.0％まで引き下げられた場合には借入を行うことが出来る
利用者は今以上に狭められる。
この分析を受け、第 3 節では上限金利撤廃後の企業の総貸付残高と利益の変化について
分析する。

第3節 企業の総貸付残高と利益
第 1 節では上限金利 20.0％の問題点について分析し、第 2 節では様々な信用リスク層に
見合った幅広い金利設定の必要性について分析してきた。これらの分析を通して、我々はサ
ブプライム層への積極的な貸付の障害になっている上限金利規制を撤廃するべきだという
結論に達した。本節では現在定められている上限金利規制が撤廃されたときの総貸付残高と
利益の変化について現状と比較して分析する。
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ここでは消費者金融大手４社（武富士・アコム・アイフル・プロミス）の 2006 年 3 月期
の財務データに基づいて分析を行う。
まず、現在の総貸付残高と営業利益について考察する。図表 2－3－1 は消費者金融会社
の貸付金の残高をランキングで示したものである。この図表より大手 4 社の貸付金残高の
合計は 5 兆 9443 億 5500 万円であることがわかる。
図

2-3-1

消費者金融会社の営業貸付金残高ランキング（2006 年 3 月末）
（単位：百万円）

（出所）日本金融新聞 2006 年 7 月 1 日

また、営業利益について 2006 年 3 月期の大手各社の有価証券報告書より作成し、貸付残
高との割合を図 2－3－2 に示す。
図

2－3－2 貸付残高と営業利益（2006 年 3 月期）

貸付残高と営業利益（2006年3月期）
単位：百万円
2000000
1500000
1000000 1540046 1512717 1596276

1295316

貸付残高
営業利益

500000
0

87785 125116 110392 67351
武富士 アイフル アコム プロミス
（出所）各社 2006 年３月期有価証券報告書より筆者作成

それぞれの企業の貸付残高に対する営業利益の割合を計算すると、武富士約 5.7％、アイ
フル約 8.3％、アコム約 6.9％、プロミス約 5.2％となっている。4 社平均としては、約 6.5％
の営業利益率になる。

28

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００７発表論文

1st ‐2nd Dec.2007

以上の現状を基に、上限金利撤廃後の大手 4 社の貸付残高と営業利益がどのように変化
すると推測されるか分析を行う。
まず、現在の消費者金融の契約の成約率について図 2-3-3 に示す。
図 2－3－3 企業規模別成約率

（出所）JCFA・NIC 会発行「平成 18 年版

消費者金融白書」

大手 4 社はいずれも貸付残高が 5000 億円以上であるのでこの図より、成約率は 60％程
度だといえる。つまり、現在の上限金利 29.2％のもとでは借りたくても貸付を受けられな
い人が申込件数のうち 4 割も存在しているということである。しかも中小企業だとその割
合はさらに高くなっている。
我々が提言する上限金利撤廃とは、従来の上限金利規制をなくすことによって個々人の信
用リスクに見合った金利で貸付を行えるようにするものであり、信用リスクの高いいわゆる
サブプライム層も高金利ではあるが貸付を受けることができるようになる。つまり上記の成
約率が 100％となることを理想とするものである。
現在 40％の人々が借入を行えないのは、信用リスクが高いために企業側が貸倒れを恐れ
て貸し渋りを起こしているからだと考えられる。これらの人々は貸倒率などを考慮すると現
行の上限金利 29.2％の範囲では貸付を行えないと判断されたのである。しかし上限金利撤
廃によってこれらの人々も信用リスクに応じた金利で借入できるようになる。
ここで第 1 節の図 2-1-3（貸付残高に対する営業収入、経費、営業利益の比率）と第 2 節
の式【＊】を用いる。現在の上限金利は 29.2％であり、第 2 節の表より貸倒率が 10％のと
きの収入＝損失となる金利は約 30％であることから、現在借入を行えない人々は貸倒率が
10％以上の層だと推察できる。この層が借入できるようになると企業の貸付残高と営業利
益はどのように変化するか分析していく。まず、これらの 40％の人々の平均の貸倒率が 20％
と仮定する。続いてｃ（コスト率）を求める。大手 4 社貸付残高 5000 億円以上の分類に属
するので図 2-1-3 で 5000 億円以上の企業の数値により
ｃ（コスト率）＝経費率計－貸倒償却費率＝17.6－7.4＝10.2（％）
とおくことができる。式【＊】より金利ｒは、
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ｒ＝0.3775…

よって企業にとって収入=損失となる金利は平均約 38％ということになる。企業としては
利益を上げなければならないので＋5％の 43％の金利で貸すと仮定し、既存の貸付残高にプ
ラスしてこれらの貸付を行うと総貸付額はどのようになるか計算を進めていく。
「TAPALS 白書 2006」によると貸付残高 5000 億円以上の 10 業者の 1 件当たりの平均貸
付残高は 24 万 3 千円である。つまり今回取り上げた大手 4 社の１件当たりの平均貸付額も
これに近い値であると推測できる。
貸付件数は総貸付残高を１件当たりの平均貸付残高で割
れば求められるので、
大手４社の総貸付残高
5兆9943 億5500万
=
≒ 2446万（件）
大手４社の１件当たり の平均貸付残高
24万3千

となる。現在の成約率は約 60％で、上限金利撤廃により 100％となることを仮定している
のでさらに今まで借入のできなかった 40％の人々の分貸付件数が増えることになる。その
ときの総件数は約 4000 万件となる。そして新たな顧客約 1600 万件に１件当たり 24 万 3
千円の貸付額で貸付金利 43％で貸付を行ったとすると、
1600 万×24 万 3 千＝3 兆 8880 億（円）
となり、貸付残高は約３兆 8880 億円増加する。また、第 2 節で示した式、収入＝L×r×（１
－ｄ）に代入すると収入は、
3 兆 8880 億×0.43×（1-0.2）≒1 兆 3375 億（円）
となる。つまり収益率は増加分だけを見ると、約 34.4％となっている。続いて、損失＝L
×ｃ＋L×ｄに代入すると損失は、
3 兆 8880 億×0.102+3 兆 8880 億×0.2≒1 兆 1774 億（円）
となる。よって、
収入－損失＝1601 億（円）
つまり、上限金利撤廃によって大手 4 社計だけで 1601 億円も利益が増加するということ
である。これを消費者金融市場全体で考えるとかなり大きな規模の利益増加となることがわ
かる。この増加した利益の一部を消費者金融機関は消費者教育に当てるべきだと我々は考え
る。消費者教育については次章で詳しく分析する。
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第3章 消費者教育
第 3 章では、消費者教育について論じる。今回我々は、学校における消費者教育につい
て分析した。まず、第 1 節では合理的でない利用者の存在を通して消費者教育の必要性に
ついて述べる。次に、第２節では日本の消費者教育の現状をみて、問題点を明確にする。そ
して、第３節では消費者教育の望ましいあり方について言及する。

第1節 消費者教育の必要性
ここでは合理的でない利用者の存在を認識し、消費者教育の必要性について述べる。
まず、消費者金融の利用者が計画にもとづいて返済を行っているかをみる。消費者金融へ
の借入件数のうち、延滞率は 3.28％、貸倒れ率は 9.52％となっており、どちらも高い水準
であることが分かる。特に貸倒れ率は 10 人に１人の割合であり、多くの利用者は借りた当
初の計画通り返済ができないという状態である。また、金銭管理カウンセリングサービスに
よると、消費者金融への返済が苦しくなる理由として、最も多いのが無計画な借り入れであ
り、続いて返済のための借り入れであるということである。このことから消費者金融の利用
者が自分自身の返済計画を合理的に行えていないことが分かる。
このような事態を招く理由として、
金利が利用者の収入に見合わない場合が多いというの
は当然であるが、我々は利用者の金銭感覚の欠如も関係があるのではないかと考えた。金融
についての知識（例えば金利について）がない、消費者金融仕組みを理解していないなどの
理由から、自分の返済能力以上の借入をして、結果多重債務に陥ってしまうのである。
そこで、我々は返済計画を合理的に行えず、多重債務に陥ってしまう人を減らすためには、
消費者教育が必要であると考える。消費者教育を行うことによって、消費者金融利用者は合
理的な返済計画が行えるようになり、多重債務者は減少することが予想される。
また、
「消費者金融の経済的意義」において、「経済機能は、当事者が合理的に活動したと
きに最も理想的に果たされる。消費者金融においては、消費者がその仕組みを完全に理解し
ていることが重要な前提であり、啓発や教育の推進は消費者金融の経済的機能を高めるため
に不可欠である。」と述べられていることから、消費者教育は消費者金融の経済的機能を高
めるためにも有効であり、必要不可欠である。
平成 18 年度消費者金融白書によると、企業側からみても、利用者側からみても 9 割以上
が消費者教育を重要視していることがわかる。
（図 3－1－1）このことからも、消費者教育
は必要であるといえる。
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図 3-1-1
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消費者教育の重要性
消費者教育の重要性（企業）
（N=73)

消費者教育の重要性（利用者）
（N=80０)

1.3%

1.4%

とても重要
である

5.9%

重要である

41.1%
57.5%

とても重要であ
る
重要である

39.0%
53.8%

重要でない

あまり重要
でない
まったく重要
でない

（出所）「平成 18 年度消費者金融白書」より筆者作成

第2節 消費者教育の現状
前節では金銭感覚が欠如した利用者の存在から多重債務者の数を減らすために消費者教
育の必要性を示した。そして、ここでは学校における望ましい消費者教育を実現するために、
現状を分析し問題点を明確にする。
日本では小中学校で 2002 年から、高等学校で 2003 年から学習指導要領が改訂され、消
費者教育について以前より踏み込んだ内容になった。(表 3－2－1) そして、金融庁は学校
教育の段階で債務管理を含めた金融経済教育をいっそう充実させる必要があると考え、学校
指導要領における金融経済教育のいっそうの充実が図られるように文部科学省に呼びかけ
ている。
表 3－2－1 学習指導要領の改訂

(出所) タパルス白書 2006
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また金融広報中央委員会では、近年の金融商品・サービスの多様化、金融トラブルの増加
とその若年層への広がり等の環境を踏まえて、平成 17 年度を「金融教育元年」と位置付け、
積極的な活動を展開している。具体的に平成 18 年度の活動として、学校における金融教育
を効果的かつ広範に進めてもらうための「金融教育プログラム」の作成、全国の学校等への
配布、金融教育フェスティバル、金融教育公開授業、教員のための金融教育セミナー、作文・
小論文コンクール等の金融教育関連事業の実施などが行われた。
このような数々の消費者教育が計画・実施されているにもかかわらず、それに当てられる
時間は学校教育全体から見ればごくわずかであり、その限られた時間の中での授業の機会
は、教師の問題意識・取り組み姿勢によって大きく異なっているのが現状である。タパルス
白書 2006 の高校教諭に対するアンケートによると、消費者信用を扱った授業は年間 2 時間
以下と答えた教諭が約 6 割を占めており、5 時間以上と答えた教諭はわずか 1 割程度にとど
まっている。(図 3－2－2)
図 3－2－2

金銭教育の実施について

(出所) タパルス白書 2006

このことから学校における消費者教育は、全体的に時間量が少なく、各学校によって質の
不均一が見られ、適切に行われていないことが問題点だと考えられる。そのため、我々は消
費者教育の量と質の両方の強化が必要であると考える。この問題点を踏まえ、次節で日本の
消費者教育の望ましいあり方について言及する。

第3節 消費者教育のあるべき姿
前節の消費者教育の現状より、学校における消費者教育では量と質の両方の強化が必要だ
ということを認識した。それを踏まえ、ここでは日本の消費者教育のあるべき姿について言
及する。
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１、学習指導要領の改訂
前節で述べた現状より、学校における消費者教育は、2002 年からの学習指導要領の改訂
により、以前より踏み込んだ内容になったものの、あまり具体的な内容になっていないため、
それぞれの学校により、教える内容や時間が変わっていることが分かった。
イギリスにおける消費者教育についてみると、イギリスでは、金融サービス庁が中心とな
って金融に関する消費者教育を行っている。そして、学校における消費者教育において同庁
は、教育技術省と共同で、高校卒業までの体系的なガイダンスを作成し、全英の小・中・高
等学校に配付している。そこでは、ステージを 5～7 歳、7～11 歳、11～14 歳、14～16 歳
の 4 つに分け、金融能力、金融に関する実行力、金融に関する責任能力について、それぞ
れの段階に応じた学習内容が示されている。
そこで、我々は消費者教育の量と質を強化するために、イギリスのように子供の発達段階
に応じて内容を高度化・複雑化した体系的なカリキュラムを作成し、学習要領の改訂と時間
数の確保が必要であると考える。
まず、消費者教育を始める時期を考える。我々は、消費者教育を始める時期としていちば
ん有効なのは、国民のすべてが通う小学校や中学校という義務教育の時期であると考える。
実際、図 3-3-1 からも分かるように、多くの人が早い時期からの消費者教育が必要であると
考えていることからも、この時期が適当であるといえる。
図 3-3-1

消費者教育を実施すべき時期
消費者教育を実施すべき時期

40.0%
35.0%

36.4%
29.8%

30.0%
25.0%
20.0%
15.0%

22.6%

10.0%
5.0%
0.0%

6.0%

5.0%
0.3%

小学生

中学生

高校生

大学生

社会人

その他

(出所) 平成 18 年消費者金融白書より筆者作成

次に、小学校からの体系的なカリキュラムを作成するに当たって、金融広報委員会が作成
した「金融教育プログラム」が参考にしてはどうかと考える。金融教育プログラムには、表
3-3-2 のように、小学校から高等学校までの金融教育の目標と内容を示したものが掲載され
ている。
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金融教育プログラム

(出所)金融広報中央委員会「金融教育プログラム」

これをみると、各段階に応じた目標や内容についてかなり具体的に示されていることがわ
かる。小学生の低学年、中学年、高学年、中学生、高校生と段階を踏んで、消費者としての
あり方について学ぶことができる。
そこで我々は、この金融教育プログラムに沿って、学習指導要領を改訂し、学校の授業に
消費者教育を積極的に取り入れることを提言する。そして、内容の改訂だけではなく、年間
最低何時間ぐらい消費者教育に当てるべきかを定める必要がある。
このように、具体的な学習内容と年間の時間数を示すことによって、学校における消費者
教育の量と質を強化することができる。

２、講師の派遣
それに加えて、望ましい消費者教育を行うためには、金融等についての専門的な知識を擁
した講師が必要である。そのような人がいないと、教師の問題意識や知識の差によって、学
校による差ができるため、消費者教育の質の完全な強化とはいえない。
2006 年度の消費者団体における講師育成・消費リーダーの育成講座の実施状況を見てみ
ると、ほとんどの団体が講師育成や、
消費リーダー育成講座を実施していないことが分かる。
（図 3－3－3）
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図 3－3－3 消費者団体における講師育成・消費リーダーの育成講座の実施状況

(出所) 消費者教育の講師育成に関する実態調査（2006 年度）

そして、実施していない理由を見てみると、講師育成・消費リーダーの育成講座の優先度
が低い団体が多いことが分かる。（図 3-3-4）
図 3-3-4 消費者教育の講師・リーダー育成の講座の阻害要因

(出所)

消費者教育の講師育成に関する実態調査（2006 年度）

そこで、消費者金融各社に、消費者教育を行う講師として人材を無償で派遣することを国
から要請してはどうかと考える。上限金利の撤廃により、消費者金融の各社の利益が増大す
ることは、前章で述べたとおりである。そのため、利益の一部を社会に還元する目的で、講
師として学校に人材を派遣し、無償で消費者教育を行うのである。派遣する学校については、
国が指定し、事業規模が大きい企業には多くの人数を派遣してもらう。
消費者金融の社員を講師とすることによって、学校では生徒が実際の消費者金融の現状
（例えば多重債務者の数や、その人たちがどうして多重債務に陥ったのか等）を学ぶことが
できる。
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このように、
学習指導要領の改訂に加えて、消費者金融から講師を派遣することによって、
学校における消費者教育の質は強化される。
以上のふたつを行うことによって、消費者教育は充実し、多重債務者の減少につながる。
そして、前章、本章の内容をふまえ、次章で政策提言のまとめを行う。
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第4章 政策提言
ここまで繰り返し述べてきたように、消費者金融市場はグレーゾーン金利の撤廃を始めと
する諸改革によって、急速にその産業構造の変化を迫られている。これまで度々議論されて
きた多重債務者・ヤミ金融利用者の増加という問題を受けて、2006 年には貸金業に関する
上限金利の引き下げ案が可決され、2009 年までの完全実施が目指されている。
しかし、多重債務者の救済ばかりに目を向けた「上限金利引き下げ」という選択は、消費
者金融業のもたらす経済学的な効果を無視した余りにも感情論的なものであるとして、ま
た、かえって利用者の負担を増大させるものであるとして、その決定に異を唱える声も少な
くない。そのような指摘を受け、我々も単に多重債務に苦しむ人々の負担を一時的に軽減す
るようなものでなく、企業・利用者が共に有益な効果を得られるような、また、今後多重債
務に陥る人々を少しでも減らせるような政策の方向性を模索してきた。その結論として、以
下の政策提言を行う。
一つ目は、貸付上限金利の撤廃である。今回の上限金利引下げによって、貸倒れを恐れた
消費者金融会社がその貸付審査を厳格化するのは明らかである。しかしその場合、信用リス
クの高い国民は、必要なお金をどこからも借りられないという状態に陥ってしまうことにな
る。ならば、いっそ上限金利自体を排除してしまい、その人その人の信用リスクに応じた金
利設定による貸付を行うことを可能すべきだ、というものである。これにより、事実上「金
銭を必要とする人がどこからも借りられない」という事態は解消されることとなる。これに
は、高信用リスク層のヤミ金融流出を抑制する効果も期待できるであろう。
二つ目は、消費者教育の拡充・消費行動に関する教育の義務化である。これは、上限金利
の撤廃が企業にもたらす利益の運用によって行う。本文中で示したように、貸付上限金利の
撤廃が実現された場合、消費者金融市場が抱える総貸出額は大幅な増加が予想される。そこ
で、そのプラス幅の一定率を消費者教育に回すことを企業に義務付け、義務教育・社員教育
の仕組みを構築するのである。第３章でも指摘したように、多重債務に陥る人々は、金銭感
覚の欠如による無計画な借入が原因である者が多くのウェイトを占めているからである。
古くから種々の問題の絶えない消費者金融市場であるが、これらの政策が実現された場
合、企業へは高い利益水準を、利用者には更なる利便性をもたらし、また、潜在的な多重債
務者を現段階で減少させることが可能になるのである。
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