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◆0000

（英：Ｈｏｌｏｎｉｃ）全体（ホロス）と個（オン）の合成語。
すなわち組織と個人が有機的に結びつき全体も個人も生かすような形態を言う。生物
は個々の組織が自主的に活動すると同時に独自の機能を発揮する一方でそうした個が調
和して全体を構成する
（小学館「カタカナ語の事典」より）
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2009年 １ ０ 月 号

◆物上保証のつもりだったのに連帯保証だった
事業が順調だった１２年ほど前に都内に自宅を購入し
ました。準備した頭金は妻が５００万円、娘が５００万
円、残りの４０００万円を社長が住宅ローンを組んで購
入しました。税理士に相談したら、出した金額に応じて
持分を設定した方がいいと言うことで、妻＝１割、娘が
１割、社長が８割をそれぞれ持分として登記することに
なりました。
『住宅ローン借入申込書』を記入するとき、当初は社
長一人だけが名前を記入していたのですが、持分登記の
話しを切り出すと「持分をお持ちの方には【物上保証】
をしていただくことになるので、それではココに奥様と
娘さんのご署名もお願いします……」と、隅の方に署名
捺印をすることを要求されました。
それから１２年が経ち、折からのリーマンショックで
事業の状況は一転し、売上が１０分の１に激減したため
資金繰りが急激に悪化する状況になってしまいました。
どんなに頑張ってみたところで売上の挽回は期待でき
ないし、保険や定期預金を解約したものの、６ヶ月持ち
堪えるのがギリギリ状況であった。
それでも取引先をまわり必死に受注活動に奔走したり、
新商品の開発に挑んだのですが、それは容易なことでは

税理士やリスク・カウンセラーにも相談した
ら事業を休眠させるか、一旦解散させない限り
資金繰りが廻っていかないことは明らかだった。
弁護士に破産申請の手続きをお願いすること
にした。幸いにも借入金は保証協会付きで連帯
保証人は社長だけだから社長が自己破産をすれ
ばいいと考えていた。
自宅の住宅ローン残高は４２００万円、売却
すると３０００万円、１２００万円は個人破産
するから問題ないと考えていた。
ローン会社から催告書や残高確認書が送られ
てきた。妻や娘にも連帯保証人に対する弁済請
求の書類だ。
「そんな筈はない。妻と娘は物上保証の筈だ！」
ローン会社に請求して連帯保証の証拠書類を送っ
てもらったら、『住宅ローン借入申込書』の隅
にあった署名欄の端に「所有者兼連帯保証人」
と２mmほどの文字に小さく○で囲ってあった。
結局、妻と娘は連帯保証人であると言うこと
で、差額の▲１２００万円は連帯保証人として
の債務を負うことになってしまったのだ。

◆物上保証人と連帯保証人
そもそも、物上保証人とは「担保提供者」とい
うことであって、持分を担保として提供してい
るつもりだったということです。
ですから、自分の財産に対して抵当権の担保設定を協
力したにすぎなく、父親の住宅ローンの債務全体を負担
したつもりはなかったので、連帯保証人のようにローン
債務の弁済をする義務はないと考えていました。
社長（主債務者）が弁済できなければ、設定してある
抵当権が実行されて資産（この場合は持分）が失われる
ことは承知していました。
したがって、物上保証人は連帯保証人の場合とは違っ
て、主債務者が弁済できなくなった場合、担保として提
供した財産を失うことになっても、その範囲内で責任を
負えばいいわけで、「有限責任」ということになります。
もしも、連帯保証人となっていた場合は、所有してい
た不動産を失った上に、さらに１２００万円を支払わな
ければならなくなります。つまり、連帯保証人の場合は、
「無限責任」ということになります。
住宅ローンでこんな事態になるなんて、考えてもいな
かったことだと嘆いても、書類を
しっかり確認しておかなかったの
は大きな落ち度でした。自分の意
志が物上保証のみであればこの書
類に署名せず拒否するべきだった
のですね。

ちょっと歳時記
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会社経営をしていた父親は人望が厚く多くの
人に慕われいましたが、持病の高血圧がもとで
外出先で倒れたままあっと言う間になくなって
しまいました。
遺族には自宅と生命保険金、２千万円ほどの
定期預金が遺りました。相続税の申告を済ませ、
そろそろ三回忌を迎えるころ裁判所から『特別
送達』の郵便物が届けられました。
書類の内容は、連帯保証人に対する支払い命
令でした。生前、父が親友が経営するＢ社の資
金繰りのときの『借入金』に連帯保証人になっ
ていたようです。ところが先月Ｂ社が倒産し父
の親友も個人破産したため、連帯保証人になっ
ていた父の相続人に対して９００万円の保証債
務の請求をして来たのです。
家族にとってはまさに青天の霹靂でした。
弁護士に相談したのですが、すでに父の財産
の相続を受けていたので、『保証債務』という
負の財産を拒否することはできないと言う説明
を受けました。
父の親友には何度も連絡を取ったのですが一向
に連絡がつきません。老母と二人で途方に暮れ
ましたが、遺してくれた預金の中から支払って
解決をしました。

リスクのクスリ

ホロニックス総研

代 表取 締役 ･リ スク カウ ンセ ラー 細 野 孟 士
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◆父の死後…忘れたころに保証債務で悩む人

で取得した自宅
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十㎞ウォーキングのコー
スで見つけた真っ赤に熟し
た烏瓜 カ(ラスウリ を)見つ
け︑懐かしさの余りしばら
く眺めていました︒
確か真夏の夜になると白
いレースのような花を咲か
せ秋には実が熟します︒
小さな林の中に蔓を絡ま
せていましたが︑カラスが
きて実をつついた形跡はな
く︑美しい楕円形のままで
した︒
カラスウリの種は黒く︑
恵比寿様の形をしていると
か︑カマキリの頭のような
形をしていると言う人もい
ます︒
カラスウリの花言葉は⁝
よき便り・誠実︑男嫌い︑
だそうですが︑そこでなぜ
男嫌いなのか調べても分か
りません︒
少年の頃︑林の中に分け
入って採ったカラスウリは︑
しばらく窓に掛けていまし
たが萎んでしまったので捨
てた記憶があります︒

先月頃から、ホームページの読者から標語をいただき
ました。会計事務所の職員の方からでしたが、その方の
顧問先に向けた伝えたい想いがひしひしと感じられるよ
うな言葉で表現されているものでした。

力がほしいと朝陽を仰
ぎ︑癒しがほしいと月夜
を歩く︒騒ぐ心を氷雨が
しずめ︑夢を見たいと星
を見る︒叫ぶ思いが稲妻
を呼び︑悲しいときは川
を見る︒嬉しいときは花
を愛で︑寂しいときは石
を蹴る︒今日は昨日の続
きだと︑教えてくれたよ
白雲は︑熱い想いを明日
に運ぶ︒何処へ︑誰へ︑
きっと想いは叶うよと⁝︒

●ボツボツ集まり始めた標語はさまざまですが……

本誌の読者にご協力をいただき、とりあえず１５件の
投稿をいただきました。ありがとうございました。
引き続き『標語募集』をつづけて見たいと思っていま
す。 急がず、焦らず、いつか、あ
る日、どこかの、誰かの心に届いて
くれることを目指し、賛同者と共に
地道な啓発運動を進めていきたいと
思います。宜しくお願いします。

2009年（平成21年）10月14日
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共有者全員が住宅ローンの連帯保証人

５人の零細企業、２０人の小企業、２５０人の中
企業、そして３万人の大企業であっても、その企業
に関係するすべての社員、すべての経営陣が、同じ
意識と目的を持って経営危機に備えて仕事に当たっ
ていなければなりません。
自分に与えられた仕事については誰よりもプロと
しての意識を持ち、他の担当者の仕事についても、
全体の中の１人として同様に高い危機管理意識を持っ
て見られるようになっていることが必要です。
もしも、他の職場のことであっても、他の担当者
の仕事であっても、異常な何かを感じたら気づいた
ことを伝えるように心がけるべきで、企業もそれを
受け入れられる職場環境をつくっておくようにおく
ことが経営危機を小さな芽のうちに摘み取ることが
出来るようになるのです。
そのように考えると、企業に一番近い関係にある
社外ブレーンは、経営者や経営幹部に対して大きな
影響力を持つ税理士、会計士、経営コンサルタント、な
どの専門家ではないでしょうか。
問題なのは、一つ一つの会社にその業界なりの専門用
語があるように、経営を指導する専門家たちにも独特の
専門用語があったり、専門家ならではの知識や技術があ
り、それらの情報を分かりやすく経営陣に伝えようとす
ることを控える傾向があります。
中小零細企業の経営者の悩みは、会社の全員が経営意
識をもって経営危機につながる小さな兆しを見つける眼
と習慣と身につけてほしいと言うことです。
そんな経営者の期待に応えるために提案しているのが
企業経営に関係する危機管理標語「リスクのくすり」と
して標語募集を行うことにしました。
税理士、会計士のネットワークの中で、経営者や従業
員に向けて分かりやすい標語が集まることを地道な活動
として進めていくことにしました。
多くの企業の中から、１人でも…、１社でも…賛同し
てくれる企業があれば本当にうれしいことだと思ってい
ます。これは、経営に対するリスク・カウンセラーとし
ての使命であり、生涯にわたって語り続けていかなけれ
ばいけないことだと思っています。

リ ス ク・ カ ウ ン セラ ー 奮 闘記 ・

●経営危機の予防は全員の意識改革なのだが……

マスクかけ 気づく備えの大切さ
ひとり悩まず こころ開いて
◆0001 死ねたあなたはいいけれど
残った家族は生き地獄
焼かれて今は何思う
◆0002 保証したらあかんで、したらしまいや
、 それでもええのか、そやからしたらあかんや
◆0003 破綻してしもたらしまいや
経営危機はやがて、家庭崩壊になるで
◆0004 重い荷物は持ちたくないね それ以上持ったら
倒れてしまうぜ 気ぃつけや
◆0005 資金繰りって難しいな
心配せんでええように せなあかんで
無駄遣いせんようにな
◆0006 借りません 保証人が 妻ならば
◆0007 保証人 頼むな受けるな あだになる
◆0008 粉飾は 倒産道への 第一歩
デスクローズで 健全経営
◆0009 借り入れしたいと 粉飾決算
再起不能の 地獄見る
◆0010 問題の 先送りだよ 支払手形
決済日まで 苦しみの日々
◆0011 返済の メドなく借りるな 詐欺になる
◆0012 打ち出の小槌を 頼んでみても
粉飾決算 地獄の入口
◆0013 デスクローズか 粉飾か
脱いで惚れ惚れ 健全経営
◆0014 見せたくなるほど スリムになって
再生めざそう 粉飾落とし
◆0015 倒産事例は 他山の石ぞ
明日は我が身と 衿ただす

Ｖｏｌ.０７０号

Ｖｏｌ.０７０号

発行

●日の当たるところだけでなく、日陰にヒントあり

二見道夫

ところが約十数年前、私はある百貨店の店員教
育を前にして、包装作業の現場を見たいと希望し、
浜松町からのモノレール沿線の、包装センターを
見に出かけた。
シーズンだったから、作業台に向かって包装ア
ルバイトが、１００人ぐらいずらりと並び、包装
する様子は、まさに人海戦術そのものだった。
手作業で包装した経験のある人は、紙で指を切っ
た人もいるだろう。ヒリヒリして、とても痛い経験をし
た人がいるかも知れない。
この経験から私は、「印刷した包装紙が使える自動包
装機を作ったら、作業の省力化や迅速化に役立つととも
に、包装という品質の安定化にも役立ち、合理化と効率
化を同時に推進できるとひらめいた。

人の 往 く 裏に 道 あ り花 の 山

経営コンサルタント

現在百貨店などで、お歳暮やお中元商品のとき
大活躍しているのは、白動包装機である。 小さ
い物だと、万年筆一本もきれいに包装できる。一
方、毛布などの大きな物も包装できる。
ふだんは、包装センターなどの日の当らない場
所で稼働しているから、この機械のことを知る人
は少ない。もともと包装センター自身、日陰の存
在なのだ。

2009年（平成21年）10月14日

店の包装機の話を、もう一回聞かせて…」と懇願
したから、一年経っても燃え続けていたこの企画
を、再び語ったのである。

●世間のスキ間やウラに、考案のヒントあり

この私の企画が動因(人が行動する原因)となり、
約２年ののちこの会社で、包装機Ａ、Ｂの２機種
が生まれたのである。包装商品の大きさにより、
使い分けるためである。
だから百貨店の場合、ほとんどが２台買ったも
のである。
単価は当時で、５００〜６５０万ほどになった。
業界に同種の機械を考えていた会社はなかった
から、他社に先駆けた先発製品として、会社に
『新製品効果』としての利益貢献度は、かなり大
きなものだった。(いまなら、私の開発貢献度は
相当あったはずだから、新製品利潤の何%かは受
け取れたかも知れないが、当時その種の収入恩恵
は、何も得られなかった。ザンネーン）
さて私のザンネーンは別にして、包装センターという
のは、オモテからは見えない。私はその、オモテではな
いウラを見た。そして、ひらめいた。
この経験からぼくは、商品開発のヒントは、オモテを
見る目では発見しにくい。「世間のウラを見る目、生活
のスキ間を見る目が、ヒントをつかみやすい」と言い続
けている。

そこで当時、定期訪問をくり返していた包装機械のメー
カーの課長に、この企画を話した。ところが、全然反応
がない。反応がないというより、もともと問題意識がな
島根県に、「ゴリラの鼻くそ」という豆菓子を考案し
い人だから、私の心が彼の心に響かないようだった。
こうやって一年過ぎた頃、食品包装機の需要も一服し、 た人がいるが、ゴリラのいる動物園のほとんどは、これ
市場は飽和状態と化し、会社の売上高も頭打ちになった。 を売っている。菓子そのものより、ブランドで勝った商
品という気がする。
不況による受注ガタ減りも重なった。
経営していた酒店が倒産寸前、背水の陣
ある日担当常務が、この課長に言った。
から店主が、「ゴリラの鼻くそ」を考案し
「二見先生は好奇心の塊みたいな人だか
たのだ。「包装機」も「ゴリラの鼻くそ」
ら、事務所に寄ったら何でもよく聞いてこ
も、オモテを見る目からは、生まれなかっ
い…」
ただろう。
この指示を受けた課長が訪れて、「百貨
財( 大)蔵財 務協会の清水孝 一編集部長 に
﹁ありがとう﹂とお礼申し上げます︒
思い起こせば 三年ほど前の ことになり ま
すが︑私が本誌 ︵ＲＦＣＭレ ポート︶を 発
行してから二年 半ほど経った ころ︑誌面 も
貧弱でＡ４用紙 にインクジェ ットプリン タ
で両面印刷をしていた時代でした︒
﹁毎月欠かさず書くって結構大変でしょ？﹂
と声をかけて下 さったのが初 めての出会 い
だったと思いま す︒正直︑発 行を初めて １
年半ほど経って から︑書き続 けることが 苦
痛に感じるとき がありました が︑それで も
﹁始めたからに は病気で倒れ ない限り続 け
ていこう﹂と思 えるようにな ったのは︑ 読
者 からいただ いた数通の 励ましと
感 動のお便り でした︒そ のとき⁝
﹁ありのまま書けば続けられる⁝﹂
と 感じたこと が続けられ た要因の
一つでした︒
もう一つは ︑清水部長 との出会
い でした︒あ る時⁝﹁い つも読ま
せ てもらって いますよ︒ ある程度
ま とまったら 本にしまし ょう⁝﹂
と言っていただいたことでした︒
ある程度 とは︑ど の程度な
の か自分には 皆目見当が つきませ
ん でしたが︑ 書き続けら れる原動
力になったのは間違いありません︒
そして昨年 八月末︑勉 強会が終
わ ってから﹁ 十月末頃ま で原稿を
ま とめられま せんか？年 内には出
版できるようにしましょう﹂と言っ
ていただきまし た︒発行して からすでに 五
年︑六十号を発 刊していまし たから何と か
なるだろうと安 易に引き受け てしまいま し
たが大きな間違いでした︒
レポートと書 籍では構成が 違っていま し
たし︑書きたい ことが山ほど あるのに時 間
がない︒何度も ︑何度も言い 訳の電話を し
て締め切りを遅 らせていただ き︑大変ご 迷
惑をおかけして しまいました が︑今年八 月
にようやく出版 になりました ︒本の威力 は
大きいことを改 めて知り︑そ の反響に応 え
る様々なご相談 を受けさせて いただいて お
ります︒そして︑苦境の中で頑張っていらっ
しゃる人々に更 に多くのメッ セージを送 り
つづけていきたいと感じています︒

ありがとうの思い出−２１
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＝共同住宅のペットをめぐるトラブル＝
========================================
不動産コーディネーター

豊田泰幸

最近ペット飼育が可能なマンションが増えてきました。
しかしながら、未だペットの飼育が出来ないマンションが
大半です。
たとえペット飼育可能とされるマンションでも｢認める｣と
いう管理規約上の記載は無く、迷惑をかけないなら……しょ
うがない。迷惑をかけたら禁止といったあいまいな言い回し
の規約が大半で万が一迷惑をかける行為をしたり住民から不
満の声が上がると禁止にむけての双方の争いが始まるという
事例が多いようです。
主なペットをめぐるトラブルは鳴き声、悪臭、排泄物の処
理、などが大半なのですが、買い主のマナーや倫理観に問題
があるのは間違いありません。
住民の中にはペットが嫌いな方が居ることをしっかりと認
識して謙虚に｢飼わせていただいているんだ。お互い様なの
だ｣という気持を持つべきなのでしょう。
ペット飼育者同士で連携して管理組合にお伺いを立てなが
ら管理規約の細則ルールを定めて遵守する。ペットのしつけ
教室を実施したり、散歩の際には水をいれたペットボトルを
持参してきちっと糞尿の始末をする。エレベーター等ではだっ
こする。地域清掃のボランティアに積極的に
参加して電柱や道路を清掃するなど、ペット
飼育者としてのモラルと意識を改善すればト
ラブルは起こらないのではないでしょうか？
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＝ プラ イム とサ ブプ ライ ムを 分け るク レ ジッ トス コア とは ＝
昨年から大きな話題になっているサブ
プライムローン。この「サブプライム」
とは、どのように分類されたものなのか
ご存知ない方も多いようなので、今回は
クレジットスコアをご紹介したいと思い
ます。

2009年（平成21年）10月14日

■ 認知 症予防 ･新 書■
№０１
=============================================
ＮＰＯ法人 認知症介入指導協会

理事

清輔喜美男

http://ninchisho-yobo.jp
「年をとると脳細胞は減る」というのは俗説です。脳は
常に回路を組みなおして、日々変化をしていますので、
高齢者になっても脳は使い方や刺激の与えかた次第で、
回路を充実させて成長させることができます。
「モノ忘れ」も脳細胞が減るのではなくて、細胞の一
つひとつが萎えて、脳全体が元気を失う状態をいいます。
脳細胞をいつまでも元気に保つためには、いつもと違う
脳の回路を使ったり、新しい回路を作ったりすることで
す。つまり、脳に刺激を与えるとはこのことなのです。
脳を活性化させる方法は、ご存知のように幾つかあり
ますが、認知症の予防方法として、最近、特に注目して
いるのは「恋愛」です。
２００５年に米国の脳神経科学専門誌「Journal of
Neurophysiology」に「恋愛は脳に良い」というレポー
トが掲載されました。それは「人間は恋愛をしていると、
快感や意欲などに関わるドーパミンの分泌を促す部位
（大脳基底核など）が活性化するというものです。恋に
落ちた女性は、エストロゲン（性ホルモン）が大量に出
て、海馬が活発な活動します。また、新生ニューロンの
成長も促進させます。
男性も女性を意識すると、テストステロンというホル
モンが脳内に入り、その一部がエストロゲンになり、脳
が活性化することが分かってきました。幾つになっても
異性への「ときめき」は、誰でも失いたく
ないものです。
認知症予防の方法として「最後の初恋」
を勧めるのもよいでしょう。

なければ良い評価に、加算されていくこ
とになります。逆になれば、スコアは減
算されていきます。

ている場合、住宅ローンの金利は低くな
スコアは日々更新されます。
ります。仮に5.5％だったとしましょう。 支払が長期にわたって遅れたり、新し
逆に平均的な評価より低い580だった いクレジットカードを作ったりすれば、
場合、金利は3％以上高くなります。
数十の単位でスコアは変わっていきます。
つまり、8.5％以上の金利になります。 クレジットスコアは一般消費者から見
10万ドル(約900万円)借りただけでも、 れば、自らの信用度を証明するものさし
両者の年間支払額に2400ドル(約21万円) になり、企業にとってはリスク管理のも
米国のクレジットスコアは、あらゆる の差ができます。(この高金利が適用さ とになります。
信用情報が集められ計算された偏差値で、 れた信用度の低いほうのローンが、話題
生活のさまざまな場面で登場します。
となっているサブプライムです。逆に信
このクレジットスコアは日本にも導入
たとえば就職する場合、クレジットス 用度が高いローンはプライムと呼ばれて される可能性があります。
コアが低ければ採用されないことがあり います。)
なぜなら、米国政府から日本政府に提
ます。
クレジットスコアは厳密にはひとつで 示された「日米規制改革および競争政策
住宅を借りる場合も、クレジットスコ はありません。貸付企業ごとに計算され イニシアティブに基づく要望書」に記載
アが低ければ断られてしまうことがあり ています。
されているからです。
ます。
しかし、ＦＩＣＯと呼ばれる企業の指
この要望書は日米間で交わされ相手政
では、具体的にどのように計算される 標が基本になっていると言われています。 府に対する制度の改善要望がまとめられ
スコアなのでしょうか？
これは、支払履歴を35％、借入金額を たものです。
米国政府の連邦市民情報センター(htt 30％、履歴期間を15％、新規クレジット
もし米国の要望を聞き入れる結果にな
p://www.pueblo.gsa.gov/)にある資料で を10％、その他の要素を10％の割合で加 れば、日本にもこのクレジットスコアと
は、次のように説明されています。
味し計算するものです。
似たような制度が導入される
つまり、滞りなく支払われれば良い評 可能性があるのです。そ
クレジットスコアは300から850のあい 価に、借入が限界金額より少なければ良 のとき、わたしたち
だで評価されます。
い評価に、信用情報が長い期間残されて の生活はどのように
ほとんどの人は600から700に入ります。 いれば良い評価に、新規クレジット(ク 変わるのでしょうか？
たとえば、それ以上の720の評価を得 レジットカードやローンの申請など)が

