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第 1部　ふるさととともに

第 1章　無尽講と無尽会社

　

　無尽と頼母子

　古くから農山村や漁村にみられた人々の強いむすびつきは、日本社会に特有の民

俗や文化を育んできている。なかでも、助け合いや思いやりといった精神文化が大

切に共有されてきたのは特徴的で、稲作農耕の風土のなかではきわめて自然なこと

でもあろう。村の寄りあいや伊勢講、大師講、共済講など数多くあった講は、暮ら

しの中から自発的に組織され、とことんまで話し合うことで運営されていた。この

ことは宮本常
つね

一
いち

の『忘れられた日本人』のなかにも記されているのだが、この名著

のなかで宮本は郷里の周防大島にあったメシモライという漁村のならわしも紹介し

ている。それは五つ六つになったみなし子を大型の漁船に乗せて引き取り、ひとり

立ちするまでみんなで面倒をみるというものである。個人や一家を襲った災
さい

厄
やく

を村

全体でひきうけ共存していくという相互救済の慣習は、ながらく日本各地どこにも

みられていたもので、経済面でのむすびつきである無尽講や頼
たの

母
も

子
し

も、こうした精

神風土のなかで日本特有の庶民金融として生まれ発達してきた。

　そこでまず無尽という言葉であるが、これはもともと仏教に由来しており、無尽

財すなわち融通して尽きることなし、という意味である。観音経では、無尽意菩薩

が登場し、如来に向かって「何故に観世音と名づけ給
たま

うか」と問いかける場面があ

る。この無尽は無限の時空と、そのひろがりのなかで無限に生滅する一
いっ

切
さい

衆
しゅ

生
じょう

を

救おうという無限の功
く

徳
どく

のことで、無限のものを救おうというのだから、それは無

尽意である。すなわち無尽意菩薩はつきない功徳をほどこす菩薩のことであった。

また講という言葉は、はじめは教典の講義を主とする会合や儀礼をさす語句として

用いられていたが、やがて寺社仏閣の参
さん

詣
けい

をいとなむ集団や維持修理の費用を積み
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立てる団体の名称としてつかわれるようになった。

　このような語源から金融としての無尽講は、大乗仏教における菩薩の実践的な徳

目である六
ろく

波
は

羅
ら

蜜
みつ

を一般庶民の生活のなかに広げる役割をもっていた。無尽講に加

入することで、暮らしを共にし、講員仲間内のきまりを守り、思いやりのあるつき

合いをするようになるが、これらは六波羅蜜の利他的修養である布
ふ

施
せ

、持
じ

戒
かい

、忍
にん

辱
にく

を実践することでもあった。また掛
かけ

金
きん

をもうけるために労働にいそしみ、満講まで

は禁欲節制につとめ、講会を楽しく円満にいとなむために工夫や知識情報の交換を

おこなうが、こうした自利的修養は、精進、禅
ぜん

定
じょう

、知恵に相当するものであった。

　ところで無尽の起源については、鎌倉時代とするのが定説である。鎌倉幕府が建

長 7年（1225）に発した法令『御
み

教
ぎょう

書
しょ

』のなかに、「鎌倉中挙銭、近年号無尽不入

置質物之外、依不許借用甲乙人等、以衣裳物具置其質、云々」とあり、これが古文

書における初見とされている。ただしここでつかわれている無尽はすでに仏教用語

ではなく、「土
ど

倉
そう

」といわれた担保と利息付の質屋営業者の登場に関連して用いら

れたもので、質屋が貸与する金銭を「無尽銭土倉」と称し、このような方法で金銭

が融通されるようになったことから、「無尽」の呼称が使用されたと推定されてい

る。いっぽう頼母子は、鎌倉時代の建治元年（1275）12 月の『高野山文書』のなか

に出てくる「憑
ひょう

支
し

」が最初だとされる。この憑支は、寺院の修繕費などをまかな

うために組織された頼母子のことで、「憑」は「たのむ」と読み、「支」は接尾語で

あって、「子」と同じく格別の意味はない。また一説には、頼母子は上古の貸税の

遺物である田物代（たのもしろ）から起こったといわれている。すなわち何人かが集

まって、一定の収穫物を出し合って貯蔵し、仲間内の困窮時の救済物資とするよう

にしたことが始原だという。このほかにも、天災や疾病などで困窮している縁者を

救済する目的で、村人や知人から物品や金銭を集めるときに、相手の厚意を「たの

む」という言葉からうまれたともいわれている。いずれにしろ無利子無担保で共済

の役割をつよくもつ頼母子は、やがて講と混合し、さらには無尽銭の機能とよく似

ていたことから、無尽講と同じ意味内容の言葉として用いられるようになった。
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　無尽の沿革

　庶民の暮らしのなかから自然におこったこの

相互金融の仕組みは、室町時代になるとほぼ完

成した。それから江戸時代にはいると農民や商

工業者はもとより武家にいたるまで、ひろく各

階層で利用されるようになった。貨幣経済が浸

透するようになるなか、銀行がなかったこの時

代、金融機関として最も大きな役割を果たした

のが近世無尽・頼母子だったのである。そして

当初は、農民をはじめとする一般庶民にとっ

て、無尽は疾病や災害など不意の支出にそなえ

る消費金融の役割をになっていたが、やがて農

地の購入、馬牛の買い入れ、あるいは商品の原

材料の仕入れや支払いの代金といった、生産手

段を手に入れる生産金融へと進化していくようになる。さらに江戸の中期をすぎる

と、資金の融通、貯蓄、近隣縁者の救済といった目的に加えて、利殖や商業生産を

まかなう資金として無尽が活用される。

　 8代将軍吉宗に登用された農政家の田中丘
きゅう

隅
ぐ

は武家と無尽について、「武士は無

尽などすべきでないが、万が一の場合は行ってもよい」といったが、この万が一と

いうのは参勤交代における藩の出費であった。山形藩では武士を対象にした頼母子

を発
た

て、参勤交代の臨時支出にあてていたが、事実上武士の減俸となる同様の頼母

子は他の藩でもおこなわれていた。また丘隅は商人についてもふれ、「商人の頼母

子講は賭博のたぐいに等しく、一般農民に害をおよぼす」と述べ、頼母子の配当で

利殖をかせいでいる商人を批判した。しかし農民については頼母子の必要をみと

め、農村社会では金融機関として十分な役割をはたしている、とその意義を認めて

いる。

　江戸も時代が後期になればなるほど、どこの藩も財政が逼
ひっ

迫
ぱく

し、苦しいやりくり

を強いられるようになる。宇和島藩ではすでに 6代伊達村
むら

寿
なが

の時代に、京都や大

田中丘隅（『玉川三登鯉伝』より転載）
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坂の蔵元への借金がつもりにつもって「借銀六千貫」という有様であった。藩主

も「朝夕一菜、酒宴の節も吸物、肴一種に限る」など質素節約に努め、藩士には減

俸を強いることになった。それで藩士は生活難におわれ、身分をわきまえず農民た

ちに頭をさげて頼母子講などをたのんでまわった。こうしたことを耳に入れた藩庁

は、「役方之れ有る面々懇意たりとも市郷の者共へ無尽合力体の儀相頼み候義無用

の事」（伊達家文書）と藩士一同へお触れをだした。しかし倹約につとめたが財政は

いっこうによくならない。そのうちに幕府が美濃、尾張、伊勢の河川改修を命じて

きた。工費は 1万両をこえる。そんな金はどこにもなく、藩はさらに蔵元から借金

をしたうえに、無尽講を発企し、領内の農民や商工業者などへ加入を募った。これ

は実のところ無尽に名を借りた徴発であって、返済の義務はいっさいなかった。そ

の代わりに藩は加入した者に、苗字、帯刀、村役人や庄屋への格上げ、裃、袴、帷
かた

子
びら

の着用などをゆるし徴発に報いている。

　また 7代藩主伊達宗
むね

紀
ただ

は農学者の佐藤信
のぶ

淵
ひろ

のもとへ藩士を送って学ばせ、殖産興

業を盛んにおこなった。佐藤信淵の無尽にたいする考え方は、為政者の立場から無

尽講を発てて藩の産業を盛んにし、新しく興した産業で農民を生活苦から救済し、

商業を活発にして税収入を増やそうというものであった。この「御無尽」による取

立ても藩には返す義務はなく、農民や商人への寄付の強要にすぎなかった。庶民金

融として根付いた無尽講は、このような形で藩の財政再建に利用されたが、これは

ひとり宇和島藩だけではなく、全国どこでも似たような状況であった。

文政六年四月十七日無尽加入者表彰（公益財団法人宇和島伊達文化保存会蔵）
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　無尽講の実例

　明治になると、欧米から新しい金融制度がつぎつぎにはいってくる。為替会社、

金貸会社、国立銀行、私立銀行、貯蓄銀行、さらに保険会社や産業組合なども設立

された。しかしこれらの金融機関はもともと一定以上の資産家や富裕層を対象にし

て整えられたもので、農民や漁民、商工業者など一般庶民には縁遠いものであっ

た。明治国家が成立し近代的な金融制度が整備され、本格的な貨幣経済の時代を迎

えたといっても、庶民にとっては仲間内で昔から利用されてきた無尽や頼母子が、

まとまった資金を手にすることができる唯一の大切な金融手段であった。

　そこで、無尽講が実際にどのように運営されていたのか、その実例を紹介した

い。次はアチックミューゼアムが昭和 13 年に刊行した『北海道幌別漁村生活誌』

（佐藤三次郎著）で報告された「無尽の話」のさわりの部分の要約である。

　漁師の正幸さんは、磯舟がすっかりボロになったので、新しい舟を造ること

にし、不足する資金の 90 円を、無尽を発てて集めることにした。90 円を 1口 3

円で 30 口の無尽にして集める。それで村でも一番の信用がある米吉さんに保証

人になってもらうため、夫婦で米吉さんを訪ねた。保証人は無尽の親元（発起人）

になる正幸さんに万が一の事故などがあった場合、全部の責任をもたなくてはな

らないから、よほど信用と力のある人でなければ、みんなは無尽に加入してくれ

ない。米吉さんは正幸さんの頼みをこころよく引き受け、自分でも何人か堅い人

を集めることを約束した。保証人ができると正幸さん夫婦は、知人のところをま

わって 1口はいってくれるように頭をさげた。こうして 30 人の加入者を確保す

ると、親元の正幸さんは毎月集まる日と時間を定め、みんなに 3円ずつ持参で正

幸さんの家に集まってもらうことにした。満講まで 30 回、毎月 1回講会を開け

ば、2年半で加入者（講員）みんなが講金を手にすることができる。最初の集ま

りで、正幸さんは、「皆さんのおかげで無事に 30 口になりました」と礼を述べ、

それから「隣りの岩倉さんが嫁入り仕度に 1口はいりたい、とのことですが、す

でに予定の口数に達しておりますが、どうしましょうか」と増数の相談をなげか

けた。みんなはいろいろと話し合い、「いいでしょう。1口増えたって、どうせ
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花籤
くじ

をこしらえなければならんのだから」ということで、満場一致で可決された。

　ここで花籤というのは毎回、集まった人たちが籤を引き、当たった額の小銭をも

ち帰る仕組みのことである。正幸さんは花籤について、みんなに相談をもちかけ、

5銭を 20 口、10 銭が 5口、20 銭が 2口、30 銭が 2口、50 銭が 1口でちょうど 3

円とした。それから親元のお礼のしるしの五目寿司と牡丹（イノシシの肉）がふるま

われ、みんなが舌鼓をうっているうちに、大豆ほどの大きさに丸めた花籤の紙片が

お盆の上にのせられて出る。みんなは籤をひき、悲喜こもごもの談笑をかわしたあ

と、当たった小銭をふところにして帰路につくことになる。

　初回はこれですむが、2回目以降で、講金が欲しい人が複数でた場合は、入札し

て落とすことになる。例えば 5回目の講会で、板久さんが割戻し 50 銭で落札した

とすれば、前回まで給付をうけた 4人をのぞく、残りの 26 人は、板久さんの最高

落札額の 50 銭を割戻しとしてもらうことができる。その結果、板久さんは、掛金

総額 93 円から花籤代 3円、それに 50 銭の割戻し 26 口分の 13 円を差し引いた 77

円を受け取る勘定となる。通例、欠口などがない場合、落とす順番が最後になれば

なるほど割増金を受けとることが多くなり、おおいに利殖に預かることになる。

　以上は無尽講のひとつの例であって、講の人数や講会の開き方、入札方法など地

域によってさまざまであったが、講員相互間での資金の融通という目的は共通して

いたのである。ちなみに愛媛県西宇和郡日土村（現・八幡浜市）で酒造業を営んでい

た清水谷家（屋号は池田）に引き継がれてきた頼母志無尽簿には、明治の初期に村内

頼母志無尽簿
池田家文書　明治13年
　（愛媛県立図書館蔵）　　　　
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で発てられた無尽講の記録がある。これを調べると講の人数は 11 人から 16 人まで

で、そのうち 14 人が約半分、つづいて 11 人と 16 人となっており、例外的に 15 人

の講が二つ、なぜか 12 人と 13 人の講はなかった。講金（給付金）は最低の 30 円か

ら最高は 300 円までと幅がひろく、女無尽は少額である。一例をひくと、講金 60

円の 14 人講の場合、発起人が返済する掛金の利率は 1割 2歩、2番以降に講金の

給付をうける講員は満講まで均一の 1割、また掛金を出す日は 12 月 27 日、講会は

年に 1回で 10 月以降に随意とある。講会の会場はまわりもちで、会費は酒 5合の

頭割りと、取り決めている。

　無尽会社

　無尽や頼母子が盛んになると、もっぱら講の世話と管理をする、講元とか世話人

とよばれる人たちがあらわれ、かれらはやがて講の運営を専業とするようになっ

た。こうして無尽が生
なり

業
わい

になったが、その起源は江戸時代だといわれている。そし

て明治も半ばを迎えると、経済の発達にともない小商工業者たちにもまとまった資

金を確実に入手する必要がしだいに高まってきた。そこで無尽・頼母子講の不都合

なところを改良し、永続的な組織へと改組して小商工業者の期待に応える庶民金融

の業者が数多く登場することになった。これが営利を目的に無尽業をいとなむ無尽

会社（営業無尽）のはじまりである。明治の 30 年代になると東京と大阪、それに全

国各地の都市部に信託会社、貯金会社、金融公社などの呼称でつぎつぎと無尽会社

がつくられるようになる。これらの会社は、明治 34 年 7 月に東京市日本橋区に出

資金 1万円で設立された「共栄合資会社」をまねて設立されているので、無尽会社

のはじまりを共栄合資会社とするのが定説となっている。

　無尽会社は営利を得るところが、従来の無尽講と基本的に異なっている。組織は

永続的で、加入者も共同体的なつながりとは無縁である。講に加入する会員は営業

者の責任と打算で集め、経理と運営管理は専門の者に委ねられることになる。

　明治の中期以降、無尽会社は雨後の筍のごとくあらわれ乱立した。大正 3年 11

月末の全国の業者数は、831 に達し、これらの会社の公称資本金は 2,030 余万円、

払込資本金 690 余万円に上り、またこれらの会社の無尽契約総金高は 1億 3,700 余
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万円となり、このうち抽選入札で給付した貸付額は 3,600 余万円となっている（図

表 1）。文字通り盛況をきわめるようになった。同じ 3年末の調査を愛媛県でみる

と、業者数 11、公称資本金 47 万 6,000 円、払込資本金 15 万 9,000 円、契約総金高

204 万 1,000 余円、貸付額は 40 万 8,000 余円となっており、四国 4県のなかで愛媛

は、ひときわ無尽会社が盛んであった（図表 2）。

　ところで、大蔵省は無尽の実態調査を通し、旧来の無尽講の運営方法上の欠点と

して、次の 3点を指摘していた。一つは当選の時期が早いか遅いか、また入札金額

の多寡によって会員（講員）にたいする貸付利率が異なってくる。二つ目に入札希

望者が増えると落札を希望する者は思いきって入札額を引き下げなければならず、

落札希望者は多額の負担を強いられる。そして三つ目に、資金を必要としても次回

の入札まで待たねばならず、かつ必ず落札できると保証されていない。

　この時代、銀行は中産階級以上の金融機関であり、まだ十分な庶民金融機関は

整っていなかった。下層階級の金融機関として質屋と高利貸しがあったが、前者は

担保が必要で、後者は金利がはなはだしく高かった。したがって無尽会社が大蔵省

図表1　大正３年11月末の全国の営業無尽の営業形態別内訳� （単位：千円）

図表2　大正３年11月末の四国４県の状況� （単位：円）

營
業
者

資本金
無盡ノ會數 契約總金高

契約中旣ニ抽
籤入札ニヨリ
貸付タル額　公稱 拂込

株 式 會 社 336 17, 964 5, 383 9, 093 103, 812 26, 244

株式合資會社 4 115 34 131 837 224

合 資 會 社 281 2, 035 1, 387 3, 534 23, 614 7, 312

合 名 會 社 47 223 143 359 3, 647 1, 304

個 人 163 − − 1, 229 5, 726 1, 695

計 831 20, 337 6, 947 14, 346 137, 636 36, 779

營
業
者

資本金
無盡ノ會數 契約總金高

契約中旣ニ抽
籤入札ニヨリ
貸付タル額　公稱 拂込

徳 島 縣 4 70, 000 12, 000 62 240, 400 55, 235

愛 媛 縣 11 476, 000 159, 000 184 2, 041, 100 408, 362

香 川 縣 8 105, 800 33, 190 108 697, 700 72, 008

高 知 縣 1 300, 000 75, 000 99 535, 000 65, 302

大蔵大臣銀行官房課『無尽ニ関スル調査』より作成
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の指摘した無尽講の欠点をたくみに改良し、小商工業者の資金需要を満たす金融機

関として一大勢力となってゆくのは当然のことでもあった。

　とはいえ小商工業者にとってすこぶる重要な地位をしめるようになった無尽会社

にも、弊害が多々おこってくるようになる。無尽を営業するものが増えるにつれ

て、放漫経営による破綻や掛金を他の事業へ流用し、会員に損害を与えるような

ケースがみられるようになったのである。大蔵省は大正 3年の全国調査で、無尽会

社の短所を 6点あげ、行政面での対策を喚起した。

　 1　営業者の会社基礎が薄弱なため弊害が生じていること。

　 2　営業者の会社の積立金が不足していること。

　 3　営業者が手数料その他の名義で手にする金額が多すぎること。

　 4　営業者の副業が多すぎること。

　 5　営業区域が広すぎて、その信用程度の不明な点を利用する者が多いこと。

　 6　会社の帳簿が整備されてなく、会員が不測の損害をこうむることがあること。

　無尽業法の制定

　政府には、無尽業が小商工業者の資金調達に大きな役割を果たしていることへの

認識はあった。そこで無尽業の長所をのばし、その短所をただすことで無尽会社の

健全な発展をはかることとし、あわせて不届きな業者を取り締まる法規を制定する

ことにした。法案は大正 4年 6月の第 36 回帝国議会に提出され審議された。衆議

院の第一読会において、大蔵大臣若槻礼次郎が述べた無尽業法案の提案説明には、

この当時の政府の考え方が的確に表現されている。そのさわりの一端はつぎのよう

なものであった。

「無尽業なるものは、わが国の多年の習俗であるところの無尽、頼母子なるもの

を巧みに営業化したるものでありますゆえに、金融の方便としてはかならずしも

不良の制度というわけにはまいりませぬ。それゆえにその長所をとり、弊を矯
ただし

め、相当の監督を加えましたることにおいては、小商工業者の金融機関として相

当の効果をあげることができるであろうと思います。よってここに無尽営業に関

する根本の法規をさだめて、経営の基礎を確実にすると同時に掛金者の権利を保
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障し、あわせて監督の周密を期せんとする次第であります」

　無尽業法案は、貴族院での修正を取り入れて、6月 21 日に帝国議会で成立し、

大正 4年 11 月 1 日をもって施行された。

　この無尽業法は、戦後の昭和 24 年 5 月まで、9回におよぶ改正がなされた。そ

の内容は昭和初期の業者整理を目的とするものから、日中戦争以降の業者合同、そ

して戦後は事業の飛躍的な発展を期するものへと変わっていくのであるが、制定当

時の無尽業法の主な点はつぎのようなものであった。

　まず第 1条の前段で、無尽を「一定ノ口数ト給付金額トヲ定メ定期ニ掛金ヲ払込

マシメ一口毎ニ抽籤入札其ノ他類似ノ方法ニ依リ掛金者ニ対シ金銭ノ給付ヲ為ス」

と記し、いわゆる典型無尽の定義をしている。第 2条では、いかがわしい業者の起

業や存続を排除するために無尽業は大蔵大臣の免許事業であることを明示した。

第 3条は、免許の申請に際して会社組織の場合は、法定最低資本金額は 3万円、ま

た払い込み金額は少なくとも 1万 5,000 円以上とし、会社の基礎が脆弱なものは創

業できないようにした。さらに第 4条において、無尽会社はかならず商号のなか

に「無尽」という文字をいれることとし、監督官庁の取り締まりを受けている業者

かどうか、無免許の業者と明確に区別ができるようにした。このほかに無尽会社の

無尽業法『全国無尽会社要覧』
　（昭和 8年発行）
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兼業の禁止、営業区域

は都道府県内であるこ

と、会社の債務につい

ては、取締役が連帯し

て責任を負うことなど

が定められた。

　法律の施行から大正 6年 5月までに、法律に基づいて無尽業の届出をした業者

は 2,046 に上ったが、実際に免許の申請をおこなったのは 297、このうち大蔵大臣

からの免許を得たのは、新設をいれて 158 にすぎない（図表 3）。法律の施行にとも

ない免許申請の有無を問わず、免許のない業者は廃業せざるをえなくなり、全国で

2,000 をこえていた業者の大半は整理・淘汰されることになった。

　無尽会社の発展

　欧米の模倣ではなく、国に認められた純粋に国産の金融機関として誕生した無尽

会社であるが、大正 5年末においては全業者の公称資本金 740 万 6,000 余円、口数

23 万 5,000 余、給付済高 1,522 万 4,000 余円、契約高 4,157 万 4,000 余円にすぎず、

わが国の金融界にとってまだまだまことに微々たる存在であった。しかしその後、

昭和恐慌のときにも 1社の倒産もださず、年ごとに無尽業は発展をつづける。政府

は戦時金融体制に組み込むため、昭和 13 年 3 月に無尽業法を改正して「一県一社

主義」の強化策をおしすすめ、昭和 17 年 5 月からは金融統制団体令にもとづいた

弱小無尽会社の整理をおこなったので、同年末に会社数は 139 社に減少した。しか

しその反面、各社の払込資本金は増大し、経営規模は拡大した。その結果、『昭和

17 年末全国無尽会社要覧』に依ると、昭和 17 年末の全国無尽会社の口数は大正 5

年末の 16.7 倍の 395 万余口、公称資本金は同じく 6倍弱の 4,230 余万円、契約高

は 104 倍強の 43 億 5,400 余万円に達した。そして資金の供給である無尽給付済高

は 60 倍近い 9億 3,200 余万円に上り、これにもろもろの貸付高の 4億 7,100 余万

円を合わせると、資金融通高は 14 億 300 余万円にまでふくらんだ。またこの給付

高の内訳を職業別にみると、商工業者が約 6割、農業者が約 1割、勤労者その他が

図表3　営業免許を取得した無尽会社の組織別内訳
　　　　　（大正₅年および大正₆年）� （単位:業者）

年　末 株式会社 合名会社 合資会社 株式合資会社 個人 合計

大正 5 年 86 1 23 5 21 136

大正 6 年 99 5 28 1 25 158

大蔵省銀行局編『庶民銀行概観』（大正 6 年）より作成
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約 3割となっている。かくしてわが国に資本主義が確立する第 1次大戦以降から、

官民上げての戦時体制へはいってゆく 4半世紀余りの間に、無尽会社は商工業者を

主な対象とする庶民金融の王座をしめるまでに成長していくことになる。

　ひるがえってみると、一時はその数が 2,000 をこえた各種の銀行や、政府が保護

奨励した信用組合、それに全国津々浦々にまで開設された郵便局まで、わが国経済

の発達にともない金融機関は整えられてきた。しかし都市の一般大衆や農山漁村で

暮らす農民や漁民、さらに何よりもまとまった生産資金が必要な小商工業者は、欧

米からはいってきたこれらの金融機関の恩恵に預かることは少なかった。無尽会社

は、わが国の発展を底辺から支えていた庶民や小事業者にとってなくてはならない

金融機関であり、わが国の経済と暮らしのなかにしっかりはいりこんでいたのであ

る。

　このような役割をはたしていた無尽会社の長所について、研究者の多くは以下の

ような点をあげている。①下層の庶民の加入が容易であったこと、②入札割戻し金

の分配をおこない、貯蓄心を奨励したこと、③質屋や高利貸しと比べて貸付金利が

低利であること、④他の金融機関にくらべて返済の期間が長いこと、⑤銀行に比

べ、無担保の貸付の割合が高いこと、⑥商工業者にとって、資金を借り入れる方法

として昔からよく知られていること、⑦運営やシステムに相互扶助の精神が反映さ

れていること。

　これらは、いずれも誠に当を得たものといえる。




