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コロナショックへの政策対応を考える
－中小企業の資金繰り対策には民間金融機関の活用を－
 コロナショックに対し、主要国では個人への給付金と企業の資金繰り対策を含む緊急経済対策を発表
 FRB は 3 月中旬以降、金融市場安定化策に加え、中小企業の資金繰り対策など積極的な信用政策を展開

KEY
POINT

 新たな枠組みでは、FRB が流動性を供給し、米国政府が信用リスクを負担するという役割分担が明確化
 FRB のバランスシート急拡大と民間金融機関の貸出急増から市場の信用リスクは低下
 日本でも緊急経済対策で中小企業の資金繰り策が発表されたが、既存の枠組みでの対応
 スピード重視の観点から、中小企業資金繰り対策に民間金融機関の積極的活用が望まれる
 コロナ危機は、産業転換を促すとともに、働き方改革を加速し、生産性を高めるチャンスでもある

1．世界経済は戦後最悪の景気後退へ

が予想されるほか、一旦感染が収束に向かった国で

新型コロナウイルスの感染者数は、引き続き世界的に

のペースは緩やかにならざるを得ないだろう。

も第 2 波・第 3 波の可能性があることから、経済回復
増加傾向にあり、収束の目途はたっていない。感染が
早い段階で拡大した中国、韓国に加え、イタリア、ドイ

3 月の経済指標が発表されるにつれ、都市封鎖（ロッ

ツなどでは感染者数は頭打ちとなっている（ファースト

クダウン）などの緊急措置が経済に与える影響の大き

イン、ファーストアウト）一方、米国での拡大は止まら

さが明らかになってきた。米国の 3 月失業率は 4.4％

ず、最近ではロシア、インドさらにはアフリカなどの新

へ上昇したが、4 月に入ってからの新規失業保険申

興国への波及が目立っている。新型コロナ終息のた

請件数が 400 万人/週を超える高水準を続けているこ

めには一日も早いワクチンや治療薬の開発が待たれ

とから失業率は早晩 2 桁に上昇し、戦後の最高値

るが、これまでのところ、感染拡大を阻止するための

（10.0％、2009 年 10 月）を超えるのは時間の問題と

対策としては都市封鎖を含む社会的距離政策（social

なっている。また、今回の失業者はサービス業、特に

distancing）が主流であり、その有効性はある程度確

飲食・宿泊・娯楽関連業に集中している点が特徴だ。

認されたかたちだ。

ただし、経済の回復が遅れると、製造業を含む他の産
業にも波及する可能性がある。また、2020 年米国企

しかし、その代償は大きい。経済活動の強制停止によ

業収益についても大幅減益は不可避の状況だ。

り、中国では 2 月、その他の国々では 3 月（さらには

4 月も）の経済指標はこれまでに例を見ない悪化を示
している。IMF が 4 月に発表した世界経済見通しに

ここで明らかになったのは、コロナ感染拡大阻止を企
図した都市封鎖などの公衆衛生対策と経済のトレード

よると、2020 年の世界 GDP 予測は-3.0％と 1 月時

オフだ。このため、各国とも人々の接触を極力減らす

点での予測（+3.3％）から大幅に下方修正され、リー

ことにより新型肺炎による死亡者数を減らすことを目

マンショックによる金融危機が発生した前回景気後退

的としつつも、同時に経済対策でそのショックをできる

局面（2008-09 年）を上回る戦後最悪の景気後退とな

限り緩和しようとする政策がとられている。ただし、欧

る可能性が高まってきた。

米の場合には、感染者数の拡大があまりに急だったこ
とから、両者のトレードオフを議論する間もなく都市封

実質 GDP を四半期別にみると、中国では本年 1-3

鎖の宣言を余儀なくされ、その痛み止めとして（あるい

月期に前年比‐6.8％（前期比年率‐33.8％）と初のマ

は都市封鎖の実効性を上げるために）経済対策が決

イナス成長になったほか、主要先進国では 4-6 月期

定された、という側面が強いように見える。なお、この

に前期比年率‐20～‐40％程度の大幅な落ち込みとな

点は、都市封鎖の解除の時期・方法とも密接に関係

る見込みだ。なお、7-9 月期からは各国で外出制限・

することとなる。

自粛措置の緩和から経済活動が徐々に回復すると見
込まれるものの、新興国では新型コロナの感染拡大
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2．主要国の緊急経済対策

の緊急 FOMC（3/15）にて 100bp の追加利下げ（こ

の結果、FF レートは事実上のゼロ金利に）と 7000 億
各国政府は緊急経済対策を発表しているが、その内

ドルの資産買い入れを決めた。同時に主要 6 中央銀

容は、個人への所得補償、企業への資金繰り対策・中

行とのドルスワップ取極めも発表した。金融市場で加

小企業向け給付金の支給が中心だ。

速した「ドルの現金化（全ての金融資産を売ってドルキ
ャッシュに替える）」というパニック的な動きが広まった

まず、個人への所得補償についてみると、米国では
CARES 法（コロナウイルス支援・救済・経済保障法、
3 月 27 日成立、総額 2.2 兆ドル）により、大人 1200

ことへの対応であった。
FRB が次に行ったのは、金融システム、特に短期金

ドル/人、子供 500 ドル/人の給付（総額 3010 億ドル、

融市場の安定化策だった。具体的には、①CPFF

保険の支払額引き上げ（週 600 ドル）と保険適用範囲

定化策）、②PDCF（Primary Dealer Credit

世帯年収上限 75000 ドル）が決定されたほか、失業

（Commercial Paper Funding Facility：CP 市場安

拡大（自営業者などへ）、給付期間長期化（39 週へ）

Facility:プライマリーディーラーへの流動性供給策）、

などの失業者対策（総額 2500 億ドル）も実施されるこ
ととなった。

③MMMLF（Money Market Mutual Fund

Liquidity Facility：MMMF 市場安定化策）というス
キームを緊急 FOMC の直後に立て続けに発表した

欧州をみると、英国では全事業者に対し、休業を余儀
なくされる従業員給与の 80％、月額 2500 ポンド/人を
上限に当面 3 か月相当額を支給（延長の可能性あ

（3/16～17）。このほか、3/23 には TALF（Term

Asset‐Backed Security Loan Facility：ABS 市場
安定化策）も追加した。これらは、リーマンショック後に

り）。予算の総額は設定していない。このほか、低所得

金融市場が不安定化した際にも実施されたスキーム

者向けに社会保障費の上乗せ（1500 ポンド/年）も併

だが、今回は金融市場が大崩れする前に発表された

せて実施。ドイツでは、既存の短時間労働給付金制度

点が特徴だ。リーマンショックの教訓が活かされた形

を拡充して、労働時間の短縮（ワークシェアリングが前

だ。

提）によって生じる賃金喪失分の 60％を政府が負担
する、としている。このほか、フランスでは休業となった

FRB の政策は、金融市場安定策に止まらず、今回は

商店等の従業員に対し、またスペインでは一時解雇と

さらに一歩踏み込んだ政策が打ち出された。FRB

なった労働者にそれぞれ賃金の 70％を支払うなどの

は、経済支援策第 2 弾として、企業金融を直接支援

措置が取られている。

するスキームである PMCCF（Primary Market

Corporate Credit Facility）と SMCCF（Secondary
一方、企業に対する支援は国によって異なる。北米

Market Corporate Credit Facility）を発表した

（米国、カナダ）では中小企業向けを含み資金繰り支

（3/23）。前者は FRB（ニューヨーク連銀）が新発社債

援策が中心である（米国については事項参照）のに対

の買い入れを行う（5000 億ドル）、後者は既発社債の

し、欧州の英国、ドイツ、フランスでは資金繰り支援に

買い入れを行う（2500 億ドル）スキームである。FRB

加え、小（零細）企業・自営業者向けの給付金支給も

は CP や MMMF など FRB の「お膝元」である短期

併せて実施される。なお、小（零細）企業向け給付金

金融市場については、リーマンショック直後など市場

（上限）の金額をみると、英国 1 万ポンド（133 万円）、

が不安定化した場合に安定化策を実施してきたが、大

フランス 1500 ユーロ（17 万円）、ドイツ 9000～15000

企業の中長期資金調達市場である社債市場の安定

ユーロ（104～174 万円）と様々だが、対象は従業員

化に踏み込んだのは今回が初めてであった。なお、余

10 名以下（ドイツ）など主に小規模な企業を対象とし

談となるが、アルファベットの頭文字を組み合わせたこ

ている例が多い。一定規模以上の中小企業対策とし

れら一連のスキームは米国人にとっても馴染みが薄

ては政府系金融機関による資金繰り対策（政府保証

かったとみえ、「alphabet soup（元の意味はアルファ

の拡充を含む）が中心だ。

ベットの形をしたビスケットが入ったスープ）」と形容さ
れた。

3．FRB は信用政策に軸足を移す
FRB（米国連邦準備理事会）は、新型コロナウイルス
感染拡大阻止を企図した対策（主要都市のロックダウ
ンを含む）に伴う経済活動の落ち込みと金融市場の動
揺に対して、緊急 FOMC（連邦公開市場委員会）を開

催（3/5）し利下げ（50bp）を決定した後、続けて 2 回目

FRB の経済支援策はこれに止まることなく、4 月 9 日

には第 3 弾として中小企業の資金繰り支援策が発表
された。その中で、特に注目されるのは Paycheck

Protection Program Loan Facility だ。これは、金
融機関が一定の要件を満たす中小企業向け貸し出し
を行った場合に、当該貸出を担保として FRB（地区連
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銀）が流動性を供給するスキームだ。上記の「一定の

② 雇用維持を企図

要件を満たす中小企業向け貸し出し」とは、CARES
法に盛り込まれた Paycheck Protection Program

(PPP：雇用者 500 人以下の中小企業が支払う賃金、

今回の景気後退局面での失業率の大幅上昇は避け
られない状況下、FRB が企業の雇用維持を企図した

独立契約労働者への支払、家賃、光熱費などの使途

スキーム（前記 PPP：給与保護プログラム）に積極的

のために借り入れたローンに米国中小企業庁（SBA）

に関与したことは特筆すべきことだ。もっとも、FRB の

が 100％信用保証する制度、3490 億ドル)に基づく銀

使命は物価の安定と雇用の最大化なので、他の主要

行融資のことだ。この仕組みの下では、融資額の

中銀以上に雇用へ配慮するのは当然なのかもしれな

75％以上が人件費支払に充当され、かつ雇用維持、

い。

賃金カットの抑制という条件が満たされれば、満期の
返済が免除となる。これは、明らかに中小企業の雇用

③ FRB の役割は流動性の供給、政府との連携

維持を企図したもので、これまで企業の雇用には基本
的に干渉しないという米国政府（とくに共和党政権）の

今回新設されたスキームの多くは、新たに設立された

雇用政策の大きな転換である。なお、PPP ローンは、

特別目的会社（SPV）に対し、FRB が流動性（資金）

自己資本規制上のリスクウェイトはゼロで計算される

を供給する一方、米国財務省が為替安定化基金から

ようになっている。

資本出資し、SPV に発生する損失は第一義的には財
務省が負担する、というものである。例えば、前記の

このほか、同時に Main Street Lending Program

PMCCP（新発社債市場安定化スキーム）では、ファシ

金融機関が実施した「雇用者数 1 万人以下あるいは

財務省が 500 億ドル出資し、残りは FRB の資金供

も併せて発表した。これは、2020 年 4 月 8 日以降に

2019 年の総収入 25 億ドル以下の中堅・中小企業向

け貸出」の 95％を FRB（地区連銀）が一定の条件（借

リティの総額が 5000 億ドルとなっているが、そのうち
給で賄うかたちになっている（レバレッジ比率は 10

倍）。すなわち、FRB は金融システムの安定を維持す

入企業は既存債務の返済に充当しないなど）の下で

るために流動性の供給を行うものの、仮に SPV 経由

買い取るスキームだ。なお、当該プログラムの下に

での融資先が返済困難となり融資の回収が出来なく

MSNLF（Main Street New Loan Facility:新規融

なった場合の損失の埋め合わせは国民の税金が用い

資が FRB の買入対象）と MSELF（Main Street

Expanded Loan Facility:追加融資が FRB の買入

対象）という 2 つのスキームが設置されている。さらに

られることとなる。税金の投入に対し責任を負えるの
は政府であって中央銀行ではない。このように、FRB
の役割は中央銀行としてあくまで流動性の供給に止

は、3 月 22 日までは投資適格（BBB 以上）に格付け

め、信用リスクは財務省が負担する、という両者間の

されていた債券が格下げされた場合（Fallen

役割分担がうかがえる。

Angels）、BB 以上であれば前記の PMCCF や

SMCCF の買い入れ対象とした。いわゆる「ジャンク

④ 議会・世論対策への気遣いも

実に表している。

リーマンショックの際には、米国政府・FRB は金融シス

債」まで買入対象に加えたことは FRB の危機感を如
テム救済のために公的資金を金融機関に注入した

4．FRB の新たな政策の枠組みの特徴

が、議会・世論は「（高額な所得を有する）金融機関経
営者を救済するもの」として強く批判した。Occupy Wall

① FRB が企業にとっての最後の貸し手に

Street（ウォール街を占拠せよ）運動（2011 年）は記憶
に新しい。この時、Wall Street と対比して使われたの

FRB の金融市場における従来からの基本的役割は、

が Main Street（市井あるいは庶民）という言葉だ。今

健全な金融システムを維持するために必要な「（金融

回 FRB が発表した重要なスキームの一つは Main

機関に対する）最後の貸し手」であった。現在も「最後

Street Lending Program だが、この命名には「FRB は

の貸し手（lender of last resort）」機能は変わらない

Main Street である一般企業とくに中小企業を救済す

ものの、今回 FRB はさらに踏み込んで「企業に対す

る」との想いが込められているようだ。リーマンショック

る最後の貸し手」機能を明示的に有することとなった。

からの教訓が活かされている。また、金融システム安

しかも、CP や社債を発行する大企業のみならず、中

定化の観点からも、企業が債務を弁済できずに不良

堅・中小企業向け貸出のバックファイナンスも大規模

債権となる案件は、金融機関の負担にせず、国が直

に行う、という企業金融全般に対し直接関与するとい

接引き受けることで、金融システムの安定維持に寄与

う積極的な姿勢を示している。

するという意味合いも込められているようだ。
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思っても構わない」と答えているが、これは敢えて否定

⑤ 迅速な対応

すると緩和効果が弱まる可能性があるとパウエル議
FRB が一連のスキームをいつ頃から検討し始めたの

長が考えた結果と推測される。

かは明らかでないが、FRB の最初の利下げが 3 月 5
日、金融市場がパニック症状を示し始めたのが 3 月 9
日である点を勘案すると、その後 2 週間以内に第 1

5．市場の信用リスクは低下

弾と第 2 弾の政策パッケージを発表し、第 3 弾も 1 か
月後の 4 月 9 日に発表したのは極めてスピーディな

こうした米国政府・FRB の対策を市場はどのように評

対応と評価できる。その中には財務省との連携も含ま

価したのだろうか。株式市場は新型コロナウイルスの

れていることから、（パンデミックへの対応かどうかは

感染の終息が引き続き不透明ことから、政府・FRB の

別にして）危機対応策としてはかなり前から準備され

対策である程度下げ止まり感がうかがえるものの二番

ていたのではないか、と推測される。

底懸念を払拭するに至っていない。VIX 指数も一時 80
超とリーマンショック当時並みまで上昇（3/16）したあと

ちなみに、前記 PPP（給与保護プログラム）は、

低下に転じたが、足下では原油価格急落に伴う先行

CARES 法の下で 4 月 3 日から実施されたが、約 2 週

き不透明感の台頭もあって 40 前後で高止まりしてい

間で原資（3490 億ドル）が底をついてしまった。この

る（図表 2）。

間、申請した中小企業の中には融資の承認が遅れ資
金が手元に届かない、などの不満の声もメディアに寄

一方、信用スプレッド（ハイイールド債の平均利回りと

せられているが、米国政府は、早速議会に対し 32１0

米国 10 年国債利回りの差）も、3 月上中旬には急上

億ドルの追加中小企業融資の承認を求めた。この点

昇したが、FRB が 3 月 23 日に社債買い入れスキーム

については民主党も賛成し、4 月 21 日には上院で可

を発表するとこれを好感してピークアウトし低下トレン

決された。近日中に下院でも承認される見通しだ。こう

ドに転じた（図表 2）。足下では原油価格急落で米国エ

した政府・議会の対応をみても、スピード重視の姿勢

ネルギー開発関連企業の信用度が低下し、これら企

が読み取れる。

業のウェイトが高いハイイールド債市場では信用スプ
レッドが再び拡大したが、これまでのところ上昇幅は限

FRB の積極的な資産買入および信用補完政策を通じ

定的だ。先行きについては、原油価格次第ではエネル

て FRB のバランスシートは 2 月末の 4.2 兆ドルから直

ギー開発企業の破綻が増え、これら企業の信用スプ

近（4/8）は 6.4 兆ドルへと急拡大している（図表 1）。今

レッドがさらに拡大する可能性はあるが、FRB の信用

後さらに 2‐3 兆ドル増加する可能性が高い。

政策に対する信頼からこれがその他の業種の企業全
般に波及する可能性は低い。この点は金融機関や企

（図表 1）FRB のバランスシート

業間での金融取引のカウンターパーティリスクが上昇
し、お互い疑心暗鬼となるなかで信用コストが急上昇
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（図表 2）VIX 指数と信用スプレッド
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果という側面）ので、量的緩和政策と位置付けるのは
疑問だ。パウエル議長は記者会見の席上、「これは量

この間、米国での銀行貸出は足下で急増している（図

的緩和政策か」との質問に対しては「そう思いたいなら

表 3、次ページ、直近データは 4 月 8 日時点）。リーマ
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ンショックの時に見られた信用収縮（2008 年 12 月か

能性が高い点だ。中小企業の平均的な手元流動性は

ら 2010 年 10 月にかけて銀行貸出は 25％減少）では

売上の 1 か月分と言われている。3 月後半から売上

なく、信用拡大がみられている。銀行貸出が急増した

が急減した中小企業が多いことを考えると、資金繰り

のは 3 月中旬であり、まさに資産の投げ売りが始まり

対策は急を要するが、果たして従来の枠組みで十分

現金への需要が高まった時だ。これは、以前から企業

か、という疑問が生じる。実際、上記経済対策に沿っ

と銀行との間で締結してあったコミットメントラインが発

て融資を申し込んでも、窓口が混雑してなかなか受け

動された結果と考えられ、上記の FRB の新たな政策

付けてもらえない、融資実行までに時間がかかる、な

発動による資金需要の増加はほとんど反映されてい

どの声がメディアでは報道されている。確かに、上記

ない。PPP（給与保護プログラム）による銀行融資の受

経済対策では、民間金融機関の役割について「金融

付が始まったのは 4 月 3 日なので、銀行貸出は今後

機関による迅速かつ柔軟な既往債務の条件変更や新

さらなる増加が見込まれる。

規融資の実施等を要請し」とあるが、中小企業が最も
必要とする運転資金の民間金融機関による追加融資

（図表 3）米国：銀行貸出残高
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電話をしてもつながらない、などの苦情も多い。厚労
省では「支給までの期間をできる限り短縮したい」との

6．日本の中小企業資金繰り対策

意向のようだが、申請から支給まで 2 か月というのは
あまりにも悠長な話だ。

日本政府は、4 月 7 日（4 月 20 日一部変更）に「新型
コロナウイルス感染症緊急経済対策」を発表した（総

以上から明らかになる既存の中小企業支援の枠組み

額 117.1 兆円（当初は 108.2 兆円））。その中の第 2 章

の問題点は、窓口の数が不十分で融資申し込みに迅

II「雇用の維持と事業継続」では、中小企業や個人事

速に対応できない、手続きが煩雑、中小企業資金繰り

業主への資金繰り対策として、①日本政策金融公庫

支援を管理する体制が複数の省庁にまたがり統一さ

等による資金繰り支援の継続（実質無利子化を含

れていない、などの点だ。

む）、②小規模事業者経営改善資金の実質無利子
化、③日本政策金融公庫等や保証付き民間融資の既

7．日本でも民間金融機関の積極的活用を

往債務の借換、④保証料減免を含む信用保証の強
化・拡充、といった政府系金融機関を通じる制度融資

米国の例をみるまでもなく、日本でも民間金融機関（メ

の拡充が示されている。このほかでは、資金繰り支援

ガバンク、地銀、信金、信組）のネットワークを有効活

の対象として、医療・福祉事業者、農林漁業者、中堅

用すべきだ。日本では政府系金融機関や制度融資が

外食事業者、中小食品流通業者が列挙されている。

整備されているので、米国のように民間金融機関に頼
る必要性は薄いという見方は、少なくとも今回のような

日本の場合、中小企業や個人事業者の資金繰り支援

広範な中小企業の資金繰り対策という観点からは当

については、政府系金融機関やその他の制度融資が

てはまらいように思える。

中心であり、今回もこの枠組みでの対策となってい
る。実際、「日本政策金融公庫への融資申し込み件数

民間金融機関を積極的に活用するメリットとしては次

は 26 万件（4 月 19 日）と 3 月末の 3 倍増となってい

のような点がある。第 1 に、民間金融機関は最新の顧

る」（時事通信、4/23）。しかし、日本には中小企業が

客情報があるので、企業の資金繰りを最も適切に把

358 万社、うち小規模事業者が 305 万者（2016 年経

握することができる。特に地域金融機関ではこの点が

済センサス）存在する。ここで考慮すべきポイントは、

重要だ。第 2 に、スピードだ。全国の金融機関の窓口

今回資金繰りが困難化する中小企業の割合は過去の

で一斉に受け付けても混雑が予想されるが、それでも

景気後退局面とは比べものにならないほど高くなる可

政府系金融機関等の窓口に比べると迅速な対応が期
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待できる。また、新型コロナ感染対策として外出の自

も進み、これまで遅れていた働き方改革が加速する可

粛が要請されているなか、本来であれば金融機関の

能性が高い。テクノロジーの重要性が格段に高まるこ

窓口に出向かなくても申請できる方法が望ましい。電

とも間違いない。このことは、マクロ的には生産性の向

子申請の普及が課題だ。第 3 に、中小企業者に対し

上につながるものだ。危機をいかにチャンスに変えら

て銀行の存在意義を認識してもらう良い機会となる。

れるかが問われている。

これまでは、企業は手元資金が豊富で、金融機関は
盛り上がりに欠ける資金需要に悩んでいた。金融機関

（菅野雅明）

は「まさかの時」に必要になることを今回改めて認識し
た中小企業経営者が少なくなかったと思われるが、金
融機関としても地域の顧客との新たなビジネス関係を
築くチャンスでもある。
この点で参考となるのが、米国の PPP （給与保護プ
ログラム）と FRB の PPPLF（PPP への流動性供給ス
キーム）だ。PPP は、前記のとおり、売上が急減した中
小企業に対し人件費、家賃、光熱費などの固定費を
民間金融機関が融資し、それを政府が保証するスキ
ームだ。日本でも、このような制度設計を行えば、短期
間に必要な資金が中小企業に融資することが可能と
なる。このほか、Main Street Lending Facility のよう
に、特別目的会社を設立して、中央銀行が流動性を
供給し、政府が出資して信用リスクを負担するかたち
で中小企業へ融資を行い、その 95％を中央銀行が買
い取る、というスキームも参考になる。

8．資金繰り対策の次に来るもの
以上は、中小企業の資金繰り対策についての簡単な
考察だが、今回の新型コロナ感染対策は、先行きが
読めないだけに、中小企業の売上減少が長期化した
場合の対策は別途考える必要がある。足下で議論し
ている資金繰り対策はあくまで先行き 3 か月（最大 6
か月）程度の資金繰りを対象としている。幸いにして 3
か月後の経済活動が十分に回復していれば多くの中
小企業の売上も回復しようが、感染者数が減少せず
に外出自粛要請が長期化するケースや、今後第 2
波・第 3 波が襲うようなケースでは、資金繰り対策以
上のことが求められる。まさに企業としての存亡の危
機に直面することになる。需要の減少が長期化する場
合には、経済のダウンサイジングが必要になる。政治
的には苦しい決断になるが、企業に退出の道を用意
し、その過程をスムーズにする枠組みも併せて必要と
なろう。
一方、過去の歴史を振り返ると、大きな危機のあとに
は V 字型の景気回復がみられている。その景気回復
の牽引役は新たな産業であることが多い。その面で
は、危機というのは経済の体質転換のチャンスでもあ
る。ポストコロナでは、公衆衛生関連の企業の重要性
が改めて見直されるであろう。また、テレワークの普及
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