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1.課題の限定

農業金融の分野は,主に農協金融と農林漁業金

融公庫のような政策推進のための手段としての第

一義的なプライオリティをもつ金融があげられる。

金融の革新は, これらのいずれの金融においても

今後大きな影響を与えるものと考えられる。さら

に,近年の増加の著 しい電子機器をいかに巧妙に

活用 していくかが大きなポイントになる, ともい

われている。

金融の革新は,経済の構造的な変化のもとで ,

すでに大変な勢いで進みつつある。典型的なもの

は, さまざまな金融商品の出現であり,そ れを可

能にしたものが機械化と情報通信網の整備であっ

た。加えて,前者の出現によって,市場の開拓を

より容易にした。さらに,後者によって,同一金

融業態間のネットヮークだけではなく,異種金融

業態間のネットヮークもすでに形成されている。

この金融革新は J.A.シ ュムペーターのいう新結

合の遂行 (Durchsetzung neuer KOmbinationen)

の「五つの場合」
1)に

あてはまる程のイノベーシ

ョンである。

しかし,農協金融の革新に関 してそれをみると

き,その対応は,少なくても現在までの段階では,

消極的なものであった。だから,た しかに農協は,

J.A.シ ュムペーターのいう「企業者」― 新結合

の遂行をみずからの機能とし, その逐行に当たって

能動的要素となるような経済主体のこと
2)_と

し

ての性格を必ず しももちあわせていない。金融の

革新は,特に都市銀行に多大なインセンティブを

与えた。都市銀行は,全国に多 くの支店を張 り巡
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らしている。そして,本店の命令にしたがって業

務が徹底されて行われるシステムであるから,そ
の対応は先行 していた。それに対 して農協は,市
町村段階にある個々の農協 (理事会)が経営の責

任をもち,かつ組合員の意思に基づいて運営され

るシステムである。 こうしたシステムの相違が金

融革新への対応を慎重にさせ,かつ遅 らせた基本

的な要因であるものと考えられる。 しかし,そ う

はいっても,農協 も他の金融業態との競争関係の

なかで態勢を整え,そのうえで農協金融としての

特色をうちだしていかざるをえなくなっていて,

実際さまざまな対応を行いつっある。

一方,金融革新と農協金融の対応に関する研究

も行われていて,そ の成果 も発表されている。そ

して,そ の視点は,今まで金融機関論的なものが

多かった。たしかに金融業態間の資本蓄積の格差

を与件とした金融の自由化が「強者の論理」を一

層促進するものである
3た とぃぅ_般的な主張は

,

理解できる。ただ,金融の自由化は,小規模な金

融機関においても収益機会の拡大が与えられ
4ぅ

かつ,金融機関の利用者にとってそのメリットが

大きい, ともいわれていて議論の余地が残されて

いる。

さらに,金融の自由化の問題は,検討すべき範

囲が広い。たとえば,そ の一つに,大変関心をも

っている農協金融革新とエコノミーズ・ オブ・ ス

コウプとの関係する領域についての検討課題があ

る5し
さらに,農業情勢の変化と農協の金融自由

化 との関係
6)も

ある。同時に組合員の資格要件の

問題 も関係する。また,農協合併,農協事業部門

の独立採算制との関係 もある。これらのすべての
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ことを本稿で考察の対象にしているわけではない。

本稿では,農協金融の革新が国民経済,農協組

合員,農協金融に与える影響と役割 とについて考

察を加えようとするものである。とくに,農協金

融の革新によって,農協と組合員 との取引費用の

低下がいかなる条件のもとで可能であるのか,そ

の点を中心にして考察 してみたい。

2.金融革新と農協金融の摩擦

(1)金融革新と金融自由化の概念

金融革新とは,「金融取引について新たな手段

が創設されたり新たな供給者が現われること」で,

さらにこの文中にある金融取引の手段とは,「取

引の対象である金融商品,取引の場である金融市

場,取引に関する情報伝達の媒体のこと」と一般

的に定義づけられている7ゝ

さらに,金融 自由化 とは,「 プライスメカニズ

ムを活用して資源の適正な配分をはかろうとする

もので……国民経済的な新たなニーズにかみあう

システム形成の場を容易にするものである」と定

義づけられている
8ゝ

だから,それらの相互関係をみるとき,新たな

金融商品,金融市場,情報伝達の媒体と新たなそ

れ らの供給者が現われること一 すなわち金融革

新一 がまずあって,そ のうえで,価格メカニズ

ムを通した資源の適正配分が行われることになる。

したがって,金融革新の展開過程そのものが「金

融自由化」に対応する概念であると理解すること

ができる。

(2)金融革新と規制金利へのインパク ト

金融革新の展開過程について, ここで詳細に展

開することを避けたい。 しか し,そ の要点に関 し

ては,必要なかぎりにおいてふれておくことにす

る。

金融の自由化は,イ ギリス, ドイツ等のヨーロ

ッパ諸国,ア メリカ, 日本の順に発生 してきた。

わが国において, 自由化の大きな契機になったも

のをあげれば,以下のようである。

第 1に ,経済構造の変化,す なわち変動相場

制への移行 (昭和48年),第 1次オイルショック後

の経済の低成長のもとで法人部門は,一方では設

備投資を抑制 しながら,他方では経営の安定化を

促すために自己資本を蓄積 してきた。その結果,

設備投資が必要な場合においても,自 己資金によ

って対応したり,あ るいは証券市場を通 して,よ

り低い調達コストで資金を調達するような傾向を

強めてきた。さらに「財テク」のことばに象徴

されるように,企業の自己資金を高利回りで運用

するように変化してきた。こうして法人部門では,

一方では低コストで資金を調達し,他方では高い

収益をねらって資金を運用するように変化しつつ

ある。

第 2に ,国債の大量発行があげられる。経済

の安定成長によって,一方では,景気の下支えの

ために歳出が増加し,他方では税収の伸びが緩慢

になったことから,資金の不足部門が法人部門か

ら公共部門へと変化した。国債の大量発行にとも

なって長期の国債市場が拡大してきた。加えて,

国債流通市場の拡大とともに,短期の公開金融市

場である現先市場も一層拡大 した。経済の低成長

の段階で金利選好を強めた企業の余剰資金は,3

か月,6か月の定期預金から現先ヘシフトする動

きを強めた。それに対抗する形で譲渡性預金市場

も創設 (昭和 54年)さ れるようになる。こうした

長期,短期のオープン市場の拡大が既存の規制金

利に大きな影響を与えてくる。

第 3に ,金融の国際化があげられる。わが国

のGNPが 自由世界第 2位の規模になるとともに,

世界のなかでのグローバルな金融取引のウエイト

も高まっている状況の下で,海外からの参入障壁

を放置しておくと,国際取引一般の発展の障害に

なる。さらに,相互主義的な立場から規制を緩和

していかなければならなくなった。その結果,金

利裁定取引が国内間だけではなく国際間において

も活発化するようになる。

第 4に ,家計部門の金利選好意識の高まりが

あげられる。家計部門は,(1)経済の低成長によ

る所得の伸び率の低下のもとで貯蓄形成に注意を

払ったことから生じた金融資産の高まりと,(2)

金融市場の拡大によって生じたより収益性の高い



金融商品の増加につれて,利回りの動向に敏感に

なるようになった。

(3)金融革新と機械化

金融の革新は,さ きにふれたように,最終的に

は,「金融 システムの形成の場」を創造 。再編 し

ていくことになるのであるから, このシステム形

成が最終的なポイントになる。 しかし,金融革新

から生じるシステム形成と同時に注目されること

は,機械化の進展である。 コンピュータおよび通

信技術の発展が金融の革新を支えると同時に,金
融の革新がこれらの技術の応用を促した, といえ

よう。また, もし仮に, このような技術革新がと

もなわなければ,複雑な金利計算を必要とする新

しい金融商品の開発やネットヮークのもとでの為

替,資金決済等の金融の革新は大幅に遅れたこと

になる。

そこで,金融の機械化の過程についてまず整理

しておこう。

金融の機械化について,オ ンラインの発展段階

として分けると二つに時期区分される。

第 1は ,昭和 40年代に行われた第 1次 オンラ

イン・ システムである。このシステムは,同一銀

行業態間の預金引き出しと預金,為替等の勘定科

目ごとのオンライン化であった。 しかし, オンラ

イン回線をつうじた自由な記帳検索を可能とする

ことによって,各種振込金の自動回座入金や公共

料金等の自動口座引き落 しが一般化する。

第 2は ,昭和 50年代に拡大 した第 2次オンラ

イン・ システムである。
′
コンピュータの技術革新

は,本体のコストダウンと機能拡大によって,金
融の技術革新が今までよりも広範囲の業務を一括

して処理することを可能とした。たとえば,そ れ

は勘定科日間の資金の移動を容易にし,総合口座

サービス,財形貯蓄等の複合商品の提供も可能に

なった。また,金融業態ごとのオンライン・ ネッ

トヮークを結合させることによって,金融業態の

共同システムの稼働を可能にした。このことによ

って,業務提携 した金融業態間の為替,資金決済

業務を広域的にかつ円滑にする。加えて,業態間

のネットワークによって,CD,ATM等 の自動化
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機器の大量導入を促進する。これは,大幅な人件

費の抑制をもたらし,かつ銀行等の窓口を閉じた

後であっても資金の引き出しを容易にして顧客の

利便性を高めた。また,すべての科目をオンライ

ンにのせる総合オンライン化は, さまざまな金融

商品を利用・購入している顧客ごとの情報を管理

できることによって,営業推進の大きな戦力にな

っている。これらの機械化の進展は,ネ ットワー

クの拡大とともに,すべての金融業態が参加して

いかなければ,多 くの国民に不便を与えるまでに

至っている9ゝ

このように,金融の機械化は,昭和 40年代の

「個別金融業態の機械化」,昭和 50年代の「金融

業態相互間の機械化」を終えて,現在「金融業態

と企業・ 家庭等をネットワークでむすぶ」第 3

段階にあるといわれている。

(4)農協の対応

農協の金融革新について,第 2次オンライン

ー 金融業態相互間の機械化一 のテンポをみて

みよう。なぜなら, もし,農協がこのオンライン

化によって,全銀内為替制度に加盟していないと

すれば,他行からの給与振込みの送金相手先とし

て選択されないことや,市町村の指定金融機関と

しての公金取扱いに十分対応できないこと等 ,

決済業務面で著しい遅れをとらぎるをえないから

である。農協は,都市銀行に比べると金融革新に

10年程の遅れをとっている, ともいわれている。

全銀内為替制度は,昭和 48年に都市銀行,地方

銀行の参加によってスタートした。しかし,農協

は,同 59年 に全国でオンライン集中処理体制を

しいていてこの制度に加盟することができた。ち

なみに,信用組合,郵便局のそれは,そ れぞれ昭

和 54,59年である。

また,農協の全国貯金ネットサービスは,昭和

60年 に可能となった。信用金庫のオンライン・

ネットサービスは,昭和 58年である。

このような農協金融における金融革新の対応の

遅れた要因は,い くつか考えられる。

第 1に ,農協の場合,銀行と比べて意思を伝

達する組織の流れが逆であって,そ れを統一する

農協金融の革新に関する考察
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ために多くの時間を必要とすることである。すな

わち,農協の経営の責任は,個々の農協にあり,

かつ組合員の意思に基づいて運営されるシステム

であるから,全体の合意形成に時間を必要とする

のである。

それに対 して,都市銀行の場合,本店で決めた

ことは,全国に張り巡 らされている支店へ業務命

令として短時間で伝わり,実行されていく仕組み

である。

第 2に ,農協金融の機械化 は,専門的な金融

経済の動向,金融及びコンピュータの知識を必要

とするから農協の経営者層にとってなじみにくい

性格のものであって,かつ理解されにくい側面を

もっている。

第 3に ,第 2の ことは,同様に農協職員につ

いてもいえることである。農協の職員は,必ず し

も農協金融の専門家ではなく,各種の事業部門を

担当してきたジェネラリス トである。

第 4に ,特に農村,山村 における農協の店舗

の規模,取引件数の過少性から機械化による省力

化のメリットを十分に享受できていなかったこと

もあげられる。

農協の金融革新への対応は,後追い的なもの

であったが ,そ れは,そ れなりの理由のあるも

のであった。 しかし,金融革新は,主に間接金融

主体の設備投資主導型による経済の高度成長期が

終わりを告げ,そ の後の低成長期における国債の

大量増発によって引き起こされたものである。そ

の過程からみれば,金融革新は,国際化の進展 ,

金融の機械化 も手伝った抗 しがたい金融経済的な

変化であった。それだからこそ,農協金融におい

ても金融革新への対応を行 っていかざるをえなか

ったのである。 しかし,そ れだからといって,都

市銀行,地方銀行の後追い的な姿勢でよいものと

は思われない。確かに,第 2次 オンライン・ ネ

ットヮークの整備までの段階において,「銀行業

態間のネットワーク」の形成のために農協は,他
の金融業態と足並みをそろえなければならなかっ

た。だが現在では,それをこえて「金融業態と企

業・家庭等をネットワークで結ぶ」段階にある。

その場合,農協金融の独自性,創造性を発揮でき

るシステム開発と実行が必要になる。そのために

は,金融自由化の金融経済的な意味についてより

堀り下げた考察を必要とするものと思われる。

金融の自由化は,金融業態間の競争を通 して,

一方では預貯金金利の引き上げが進み,他方では貸

出金利の引き下げが進む, といわれている。実際,

金融業態間の競争によって,様々な自由金利の金

融商品がでまわっている。同時に,資金の貸出競

争から貸出金利の引き下げ圧力が強まっている。

第 1図 は,そ のプロセスを図式化 したものであ

る。

(1)預貯金市場への影響

預貯金市場において,資金の需要者である金融

業態は,預貯金の金利と預貯金額との関係におい

て,金利が低 くなればなるほど預貯金を多 く確保

したいというインセンティブが働くことから,需

要曲線は,右下りのものとなる。一方,預貯金者

(個人,法人等の国民)の それ らの関係は,逆に預

貯金金利が高ければ高いほどより多 く貯金 しよう

とするインセンティブが働 くことから,供給曲線

は右上 りのものとなる。

さて,い ま,規制金利が OMで あるとする。

そのとき,預貯金者は,資金量 OAし か預貯金

をしない。 均衡金利 OI以下のところの OMに

(貸出金市場 )

金
不可 (預 貯金市場 )

、D'
Dl

R〕

G

BI Al 0 AB

第 1図 金融自由化のメカニズム

資金額

3.金融革新の金融経済的な意味



金利が規制されているとすれば,LG分 の資金の

超過需要が発生する。また, この規制金利のもと

で,需要者余剰 (金融業態の余剰)は面積 MLHR
である。一方,供給者余剰 (預貯金者の余剰)は ,

面積 OLMで ある。

つぎに, このような規制金利が作用 しないで
,

金利の自由化が進んで金融業態間の競争によって

金利が均衡金利 01に定まったとき,超過需要は

発生 しない。そのときの資金の供給額は,OAか
ら OBへ AB分増加する。そ して,金融業態の

余剰は,面積 IERと なり,預貯金者の余剰は面

積 OEIに なる。そして,そ れ らを合せた社会的

な余剰は面積 OERになって,規制金利のときの

それ (面積 OLHR)に 比べて面積 LEH分増加す

る。規制金利のときは, この面積 LEH分を得る

ことができなかった。そのことをウエルフェアー・

ロスといわれているけれども,金利の自由化は,

このウエルフェアー 。ロスの解消を図ることができ

る, というメ リットをもつ。また,第 1図 のよ

うに, この余剰の増加分は,資金の需要者,供給

者共にえることができるのである。 したがって ,

その限りにおいて金融の自由化は,国民経済的に

みて好ましいことになる。

しかし,預貯金市場において,資金の需要者で

ある金融業態間の競争力に著 しい格差がある場合 ,

それは問題を引き起こす。いま,平均よりも競争

力のある金融業態と,逆に平均よりも競争力に劣

る業態があるケースを考えてみよう。前者の場合 ,

金融業態の技術革新に伴うコス トダウンが進んで

いるか,ま たは調達 した資金の運用収益が相対的

に高いこと等から,平均的な金融業態と比べて,

より高い預貯金金利であってもなお利益をうむこ

とができることによって,一層強い預貯金獲得の

誘因が働 く。そのような金融機関の需要曲線は,

需要曲線 D′ のように,平均の需要曲線 Dよ り

もさらに右上にシフトしたものとしてえがかれる。

また,逆に平均よりも競争力の劣る金融業態の場

合,需要曲線 は,D″ のように平均のそれよりも

左下ヘシフトした需要曲線になる。このことから,

より競争力のある金融業態の需要者余剰は,平均
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より競争力の劣る金融業態の需要者余剰を上回る

ことは明らかである。そこに競争力の劣った金融

業態の競争力を引き上げる工夫と努力が必然化さ

れてくるものと考えられる。農協金融の場合にお

いても, コス トダウンとより高い資金の運用収益

をあげることによって,平均的な金融業態に比べ

て同じ程度の貯金金利であっても,そ れを吸収 し

て一定の経営成果をあげられることによって,貯

金獲得に強いインセンティブが働 くようなノウハ

ウの開発と実行が望まれる。

預貯金市場の資金供給者 (預貯金者)の場合 ,

預貯金へまわす資金の源泉である経済活動におい

て,(1)大変資本の限界効率の高い法人,個人と,

(2)そ うではない法人,個人とを想定 してみると,

後者は前者よりも預貯金のより高い金利に関して

より強いインセンティブをもつのかもしれない。

たとえば,あ る法人が実物経済サイ ドの経営成果

が悪いとき,すなわち資本の限界効率の低いとき

にハイリスク・ ハイリターンの「財テク」に力を

注いでいるケースもみられる。 しかし,預貯金市

場の参加者の総体としてみたとき,資金余剰部門

である「個人」,特 にそのなかで多 くの金額をしめ

る勤労者の預貯金市場への参加は,今までの教育

・ 自己研修に関する投資によって形成された人的

資本の限界効率を考えて対応 していること,換言

すれば,よ り多 くの教育を受けたり,自 己研修を

行った人々がより強い金利選好をもつということ

よりも,勤労者全体として,金利選好の意識を持

ちながら,同時に預貯金の安全性・流動性 0収益

性のバランスを考えて参加 しているものと思われ

る。 したがって,預貯金者の金利と預貯金額との

関係,すなわち預貯金市場の資金の供給曲線につ

いて総体的にみたとき,預貯金の源泉となる資金

の単位当リコス トのことを考えたいくつかのケー

スを想定 した検討はあまり必要ではない。「個人」

は,金利選好を強めながら市場に参加 しているも

のとみていい。

(2)貸出金市場への影響

貸出金市場においては,預金市場とは逆に,資

金の需要者 (資 金の借り手)が法人,個人等 の

農協金融の革新に関する考察
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「国民」であり,一方,資金の供給者 (資金の貸

し手)が金融機関である。貸出金市場の需要曲線

は,金利と借入金額との関係において,資金の借

り手にとって一般に金利が低下すればするほど借

り入れようとするインセンティブが働 くから,右

下がりの曲線になる。

また,資金の貸 し手である金融業態の資金供給

曲線は,貸出金利と金額との関係において一般に

その金利が高ければ高いほど貸 し出しのインセン

ティブが働 くことから,右上がりの曲線になる。

さらに, これ らの曲線の水準 (高 さ)は ,預貯

金市場における預貯金者の資金供給曲線および,

被預貯金者 (金融業態)の需要曲線とに関係 して

いる。すなわち,貸出金市場における需要曲線は,

資金の借入者が資金を借 り入れるとき,特別な場

合を除いて自らの預金金利を上回る貸出金利水準

で資金を借り入れるものとする。その理由は,借

り手が資金を借りる場合において,通常のケース

では資金を借 りる手前,借り手が貸 し手側のいう

貸出条件 (金融コスト)を受け入れなければなら

ないと考えるからである。一方,貸出金市場にお

ける被預金者の貸出資金の供給曲線は,資金調達

コストに内部的な金融コス ト (人件費,物件費)を

加えたものを考慮 した水準になる。 このようなこ

とがらを念頭にいれた貸出金市場における需要曲

線 と供給曲線は第 2図の Dl,Slの ようにえがく

ことができる。

さて,以上のような条件のもとで,い ま規制金

利が OMlであるとする。そのときの貸出金額は,

OAlである。この場合,規制金利が均衡金利 O11

を上回っているから,超過供給 Hl Glを 生ずる。

そ して,資金の貸 し手の余剰は,面積 TLlHl Ml

であり,借り手の余剰は,面積 Ml HlRlになる。

そして,社会的余剰は, これらの合計の面積 TLl

Hl Rlに なる。この場合も預貯金市場と同様に
,

規制金利のもとで, ウエルフェアー・ ロス面積

Ll El Hlを 生 じる。

つぎに,金融の自由化が進展 して規制金利の機

能が弱まっくると,貸出金利 は,第 2図 のよう

に,均衡金利 O11へ と低下 していく。そのとき,

Gl

0 Al Bl 資金額

第 2図 貸出金市場における金融自由化のメカニズム

貸出金額 は,規制金利のときに比べて Al Bl増

加 し,かつ超過供給も解消する。その結果,ウ エ

ルフェアー 0ロ スもなくなる。 しかし,金融業態

の余剰 は,そ の限りでは,面積 TLl Hl Mlか ら

TLl El11へ 減少する。逆 に,借 り手の余剰は,

面積 Rl MlHlか ら Rl1l Elへ と増加する。そし

て,両者を加えた社会的余剰は,面積 TLl El Rl

となって,規制金利のときにくらべてウエルフェ

アー・ ロスの解消した分増加する。金融の自由化

によって,社会的には, ウエルフェアー・ ロスが

なくなった分だけ余剰が増加するけれども,資金

の貸 し手にとって,貸出金利の低下が激 しければ
,

貸 し手の余剰を減少させる, という問題 もでてく

る。

資金調達コストが高まっている段階であっても,

なお資金の貸 し出しに関するコストダウンを図る

ことは必要であるが,大変その余地を狭いものに

している。 とくに,競争力の劣る金融業態の場合,

貸出金市場における供給曲線は,第 2図の Sl′

のように,平均のそれよりも左上にシフトしてい

るわけであるから,貸 し手の余剰分は大変少ない

ものとなる。現在その問題を解消するために,一

方では,預貯金額を増加させながら,他方では貸

金
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出金も含めた運用額を増加させた「薄利多売」的

な対応に追われている。この結果,周知のように,

金融業態間のシェアー争いを激化させている。加

えて,資金決済の手数料収入を見込んで収入を高

めようとしている。 しかし,そ れは,経過措置と

して必要であっても,問題の根本的な解決にはな

らない。基本的には,資金の貸 し手の貸 し出しに

関する単位当リコス トを引き下げていくことが必

要である
10)11)。

さらに農協の場合,貯貸率が年々

低下 して,余裕金を県信連,農林中金で運用 して

補われている。 しかし, これも根本的な解決には

ならない。信農連,農林中金が農協の余裕金を運

用していて,かつこれらの金融機関における資金

の貸 し出しの規制 も緩和されている。 しかし, そ

の貸 し出しのコス トが一般金融業態に比べて割高

であるといわれている。だから,無制限にこの余

剰資金をこれらの系統金融機関に運用することは,

限界的金融市場対応を一層強めることになり問題

である
12)。

加えて,金融の自由化が進展 しているなかで,

農協の貸出金利引き下げのテンポが遅いとき, も

し農協の貸出金利が他の金融業態のそれに比べて

割高であることが組合員にわかれば,た とえ組合

員であっても他の金融業態から資金を借 りること

ができる。そして,そ のことは,組合員のなかで

も金利選好のとくに強いメンバーの農協ばなれを

引き起こす契機になるかもしれない。

一方,資金の借 り手は,金利負担能力の高い層

と平均の層と金利負担能力の劣っている層とが存

在する。金融の自由化は,前 2者にとって,貸

出金利が低下 して均衡金利に定まれば,そ れだけ

多くの借り手の余剰を得ることができる。加えて
,

金利負担能力の平均よりも劣っている層であって

も,第 2図の Dl′ をみれば明 らかなように,借

り手余剰をえることができるか ら,前 2者 ほど

ではないにしても金融自由化のメリットを受ける

ことになる。

このように,預貯金市場,貸出金市場の金融自

由化の影響を検討 してきたけれども,両市場を通

して最 も金融自由化のマイナスのインパクトを受
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けるのは,競争力の劣る金融業態であった。農協金

融もそのなかに属するのであるが,貸出金市場への

対応については,資金貸 し出しのための単位当り

コス トの引き下げによって,供給曲線を Sl′ から

Slヘ シフ トさせなければならない。 もし,こ の

ような改善ができないな らば,第 2図 に示 した

ように,金融自由化のもとで貸出金利が規制金利

から均衡金利へ低下 しつつあるのであるから,貸

し手としての農協の余剰は,大幅に減少すること

になる。

また,そ のことは,農協貯金にも影響を与えて

いく。すなわち,農協の貸出金市場における余剰

が大幅に減少すれば,農協が貯金を獲得 したとし

ても,そ の資金を用いて貸出金としての平均的な

運用益をえることが困難になる。そのことは,そ

れだけ貯金を集める誘因を低下させる。そのよう

な状況下にあって, さらに規制預金金利から自由

均衡金利へと貯金金利が上昇すれば,ま ます貯金

獲得のためのインセンティブが失なわれる。また,

貸出金の金利引き下げを怠ると,金利選好の強い

組合員は,よ り低い金利で貸 し出す金融業態から

資金を借りるであろう。信農連,農林中金へ余剰

資金の運用を増加させればさせるほどより限界的

な金融市場の対応を条件づけられるから, これら

の金融機関の貸し出しのコス トを一層増加させる。

だから,結局,農協は,資金の貸 し出しおよび貯

金獲得に要する単位当り費用を削減させていかな

ければならないのである。

4.金融費用低下の可能性

金融自由化が進んでいるけれども,そ れを支え

ているものに機械化と情報通信網の整備および金

融業態間の業務提携があった。また,金融の自由

化は,規制金利から均衡金利へのプロセスでもあ

る。また,そ のことによって金融業態の利ザヤは

縮小 していく。このような状況下で, とくに競争

力の劣位にある農協は,貯金,貸 し出し共にそれ

らに関するコス トを削減 しなければならない, と

いう根本的な問題をかかえていた。さて,そ の場

合,農協金融のコス トとは,貯金調達ためのコス

農協金融の革新に関する考察
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卜と資金運用 (貸 し出し)の ためのコス トおよび

農協金融の貯金および貸 し出しに関する共通的な

コストがある。加えて,農協金融との関係で貯金

者および資金借入者のそれぞれのコストも考慮に

いれなければならない。それらの諸関係をあらわし

たものが第 3図である。そこでこの図を参考にし

ながら,ま ず農協,貯金者,借入者それぞれの主

な金融費用をあげてみて,そ のうえで農協金融の

コス ト削減の可能性について検討 しておこう。

まず,農協の金融費用は,第 3図の (C)に 該

当する貯金者との関係では,そ の主なものとして

(1)貯金集めのための労働費用,(2)貯金金利の負

担費用,(3)貯金出し入れのための人件費,(4)CD,

ATM等 の リース料または所有 している場合それ

らの減価償却費,付帯施設の減価償却費と金利 ,

(5)必要なパ ンフレットの製作 コスト,景品のコ

ス ト等を必要とする。

一方,農協が資金を貸 し出す場合,すなわち
,

第 3図の (B)に 該当するコス トの主なものとし

ては,(1)貸 出先の調査および審査のための労働

費用,(2)借 り手か ら借 り入れの趣旨説明を聞い

たり,助言するための労働費用,(3)貸出金の種

類,条件等の PR資料の製作 と PRの ための費

用等である
13)。

また,農協の金融のための共通的

な費用 もある。それは,第 3図において (A)に

該当するものであって,(1)建物の減価償却費お

よび,(2)オ ンライン端末機の リース料または所

有の場合,減価償却費,そ の付帯施設設備の減価

償却費 と金利,(3)光熱水費,(4)信用事業の共通

(G) 貯金者 借入者

(F) (D)

農  協

(E)

(C) (B)

(A)

第 3図 農協と組合員 のファイナンシャル・ コス ト

業務に要する人件費等である。

さて,つ ぎに資金の借入者の側面か ら金融費用

をみると,第 3図の (D)に 該当するものとして
,

その主なものは (1)借入金利,(2)抵 当件設定料 ,

信用保証料,(3)借入者が有利な資金を捜 したり

調べるために要 した労働費用,(4)借入資金の申

込み用紙への記入のための労働費用等である。こ

れらの労働費用は,一般にその労働によって,直

接的な費用の補狽がないけれども機会費用をとも

なうものである。前者 と関連するが,第 3図 の

(E)に 該当するものとして,保証人を必要とす

るとき,借入者は,保証人への心付けのための費

用を必要とすることもある
14)。

預金者のコスト負担は,第 3図 の (F)に 関係

する(1)貯 金の積立て,引 き下ろしに要する機会

費用である。また,第 3図の (G)に該当する

貯金者は,一般に金利選好を強めているから,安

全性・流動性・ 収益性を兼ね備えた有利な預貯金

を選ぶのに必要な調査のための労働費および資料

の収集のコス トを負担 しているものと思われる。

さて,以上のような金融費用のなかで,機械化

の過程において, コス ト削減の可能なものをあげ

てみよう。その際,農協の貯金金利に関する資金

調達コス トは,金融自由化の過程で高まるもので

あるから対象外とする。 したがって,貯金金利以

外の金融費用が検討の対象になる。その場合,ポ

イントになることは,機械化がどれだけ労働費用

を削減できるか, ということである。

農協 における CD,ATMの 普及率 は,農林中

金の内部資料によれば,近年金融の自由化の影響

を受けて急速に高まっていて,昭和 61年現在そ

れぞれ 79.8%,91.3%で ある。特別な事情のあ

る農協を除いてほとんどの農協でこれ らの機械が

導入されているとみていい。また,協同 リース

(株)か らの調査によれば,昭和 63年現在,CD,
ATM,オ ンライン端末機について,各農協が所

有 しているものの割合が全体の約 3割 で, リー

スによって導入 しているものの割合が残 りの約 7

割といわれている。 リースによる機械の導入が圧

倒的に多いのであるが,そ の年間の平均的なリー



ス料 は,昭 和 63年 度現在,CDが 120万 円,

ATM 160万 円,端末機 110万円である。また,

これらの機械は,農協の本所だけでなく,店舗に

も設置されている。1農協当りの平均店舗数は,

昭和 62年 で 3.7店舗である。計算の便宜上 4店

舗として,さ らに本所をくわえて,5か所に最低

限必要とされるこれらの機械をそれぞれ設置した

とすれば,そ の年間の リース料は,1,150万円

<(120+110)× 5>ま たは 1,350万 円 <(160+
110)× 5>に なる。一方, これらの機械の導入に

よって,金融事務的な省力化も進んだことから,

この事務的な職員の数が半減したということが多

くの農協でいわれている。金融事務的な労働を行

なっている職員が 14人 いたけれども,機械化に

よって省力化が進んだ結果 7人で間に合 うよう

になれば,7人分の人件費をうかせることができ

る。そして,金融事務にかかる 1人当り平均の

年間労働費が 200万 円であるとすれば,全体で

1,400万 円の金融事務的な労働費用を機械化によ

って代替できる。

すなわち,機械化の効果は,店舗数,機械の設

置台数と金融事務量とそれにかかわる職員の数に

よって規定される。もし,店舗数が多いことから

機械の設置台数も多いのにもかかわらず,金融事

務に要する職員の数がもともと少なければ,そ の

職員数を半減させてもその金融的な事務労働費用

のコスト削減は,機械導入コストに比べてしれて

いる。だからその場合,機械導入による経済的な

メリットはでてこない。 しかし,逆に,支店数が

少なく,かつ金融事務量が多いことから大変多く

の金融事務の職員を雇用 していた農協にあっては,

機械導入による金融的な事務労働の代替によって

その労働費用をより大幅に削減できる。その場合,

機械の導入のためのリース費用負担をうわまわる

だけの労働費用の削減を可能にする。加えて,そ
のような条件のもとで機械化を進めれば,農協と

貯金者との関係において,1の (3)の「金融革新

と機械化」のところでふれたように,機械化によ

って,農協は,貯金者の情報の蓄積がシステムと

して自動的にできることから,情報収集のための
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コス トの引き下げを可能とする。同時に,そ のこ

とは,営業推進の大きな戦力として活用できる,

という機械化の効果を生む。

さらに,農協と借入者との関係においても,機

械化による情報の蓄積は,農協にとって,借入者

の調査,審査をより容易にするからそのための労

働時間を節約する, という効果をもたらす。また
,

その情報の蓄積は,借入者の信用状況を把握でき

るのであるから,借入者の側面からみても,た と

えば,保証人を徴求されるうえにさらに,農地担

保を徴求されるといった農協の資金貸出に関する

必要以上の慎重さを不要とするであろう。そのこ

とは,借入者にとって,抵当権設定料と保証人への

心付けのための費用負担を軽減させることになる。

以上のように,金融自由化のもとで,農協金融

の機械化によるコス トダウンは,不可能なことで

はなく,逆に可能なのである。むしろ,すでにふ

れたように,一定の条件のもとで機械化を促 して

その効果を高めていかざるをえないわけであるし,

積極的に高めていくことが望まれるのである。

5.農協金融革新の特性と課題

農協金融革新の特性を検討することは,二重の

意味で重要である。一つは,金融自由化との関係

である。すなわち,現在は金融の機械化の第三段

階「金融業態と企業・ 家計等とをネットヮークで

結ぶ」時代に入っている。このことは,そ れぞれ

の金融業態が独自性を発揮 して,企業と家計をネ

ットワークで結ばなければならないことを物語っ

ている。農協の金融も同様である。他の一つは,

従来からいわれてきた「組合金融」の特性からの

検討である。

前者 について,農協は,農家の農業経営およ

びその家計と准組合員の家計を対象としたネット

ワークを結ぶ必要性が高まる。とくに,農家の農

業経営とのネットヮークがそのポイントになる。

その場合,たんなる金融業務のみのネットヮーク

であれば,すでにふれたように,金融の自由化に

よって,金融業態間の同質化が進んでいるのであ

るから,その特性の発揮は困難になると思われる。
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これは後にふれる「組合金融」の特性からの検討

とも関係する。農協は,多 くの場合総合農協であ

るから,金融業務だけのネットヮークではなく,

それも含めた各種事業を総合化したものが求めら

れる。そのことは,農協金融革新の特性を発揮す

ることと同時に,農家に導入される情報機器の利

用率をより高めるから,信用事業単独の場合より

もそのコストを引き下げる。

後者については,「組合金融」の特性が実体と

して変化しつつあることから,そ のことを考慮し

ながらそれとの関連で農協金融の革新の特性につ

いて検討を加えていかなければならないように思

われる15)。

「組合金融」の特性は,従来 (1)相互金

融,(2)対人信用 (3)教育的指導金融である, とい

われてきた。その前提とされていた主な条件は,

組合員である農家の経済が貧困であり,かつ彼ら

の所有 している資産 (農地)の価値が農業投資の

ために資金を借りる場合の担保価値としては一般

に過少である, ということであった。 しかし,現

在このような前提条件は,周知のとおリー般的に

みて当てはまらないように思われる。

従来からいわれてきた「組合金融」の特性の主

な前提条件が現在一般的に通用しないようになっ

たのであれば,「組合金融」そのものの存在も含

めてその特性について再検討されなければならな

いであろう。とくに「相互金融」,「対人信用」に

関してはあまり大きな役割を果たしているとはい

えなくなってきた。 しかし,金融費用を引き下げ

る側面から情報の収集・加工・伝達をもとにした

コンサル COnsulting Services機 育旨を発揮 した

「指導金融」の役割は,今後一層高まるものと思

われる。ここで, このことに関して多面的に論述

することを差し控えるが,金融の自由化のもとに

おける農協の金融革新の特性とコストダウンの可

能性の側面に限定してふれておこう。

このことについて,農協の組織・事業・経営の

側面からの検討ということがいわれている16)。 そ

れは,金融自由化の進展のもとで農協経営の内容

が悪化していることから,経営改善のための戦略

的側面の強いものとなっている。この改善の必要

性については理解できる。いまや農協は多額の資

産をもち,数多 くの職員をかかえている。仮に毎

年の経営の赤字から固定負債の巨額な累積が生ず

るとするならば,そ のことは,農協経営の責任者

にとって許されるものではない。

しかし,農協において最 も重要なことは,農協

が総合的な事業をとおして組合員へ彼 らの求める

財貨とサービスを提供することである。組織はその

ために必要とされる。そうしたとき,組合員が農

協金融を必要 としているのか,あ るいは必要とし

ていないのか,前者の場合何を求めているのか,

ということを把握されなければならない。たとえ

ば,金融の自由化のもとで,組合員もまた金利選

好を強めている。新聞等で数多 くの高利回りの金

融商品を比較 しながら大変わかりやす く解説され

ているから,多 くの国民は,安全性・ 流動性 。収

益性の高い金融商品を選択することが容易にでき

る。組合員が金利選好を強めていて,かつ農協に

そのような金融商品の開発をさらに求めているの

であれば,農協はその求めに応 じていかなければ

ならない。一例をあげれば,西 ドイッの農協であ

るライファイゼン・バンクは,個々の農協が組合

員の求めに応 じて資金の国際的運用の窓口となっ

ている。それは,そ の限りではこの農協にとって

資金調達コス トを高めることになるけれども,オ

ンライン・ システムの形成 とコンピュータ等の機

械化による人件費の削減によって,そ の問題をの

りこえているのである。

また, とくに畜産地帯の農協においては一部の

畜産農家の固定負債累積問題 もある。 これは,資

金の貸 し手に (1)貸 出金利収入の減少と,(2)債権

回収のためのコス トの増加および,(3)購買未収

金の増加によって生 じた農協内部資金不足を補う

ために用いられた内部資金運用額の増加によるコ

スト負担をもたらす。一方,畜産家にとっても,

この問題は,一般的に畜産経営内容の悪化から生

じたものであるから好ましいものではない。この

問題は,金融経済と実物経済との接点の領域の問

題である。農協によっては,運転資金融通の極度

額を設け,月 々のチェックを行ったうえで,それ



をこえた場合,農家の経営部門転換を促 してこの

問題の発生を防止 しているところもある。またあ

る畜産農家は, コンピュータを導入 して家畜の個

体管理 0群管理を徹底させ, 日毎のデーターをも

とにしたチェックによって問題の早期発見に努め

ているところもある。 これらの努力は,畜産農家

の固定負債累積の問題を防ぐことから,貸 し手の

金融コス トを低下させていく一つの要因であるも

のと思われる。
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