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私募プログラム（PPP）による企業育成資金についての解説 

PPP（Private Placement Program）については、歴史的には、１９００年代初頭

から始まった制度であります。1929年、世界恐慌の後に、経済復興をする際に、米

国ニューディール政策でテネシー川のダム建設等の財源に私

募プログラムを用いて財源を確保してインフラ開発事業を行い

ました。この制度については、イギリスのケンブリッジ派であるケ

インズの提唱によって確立した通貨発行の制度になります。 

 

米国は、第二次世界大戦後の復興財源とし

て、PPPを用いて財源を米国及び西ヨーロ

ッパの準備銀行に対して PPPの制度を開

始しました。現在、日本において PPPによる

資金調達の仕組みは、１９５１年、日本がフランスの ICC：

International Chamber of Commerce（国際商業会議所）

に加盟したことをきっかけに、始まりました。日本では、この制度

を企業育成資金という名称で（私募）募集をしていますが、米国

および西ヨーロッパで行われている PPPによる民間資金の調達になります。 

ケインズ 貨幣論 英国 

ニューディール政策 

国際商業会議所 
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本プログラムによる資金提供に対しては、私募による募集が行われております。米国 

FRBの認可をもったトレーダーと日本の非公開団体

（資金本部）、それと日本政府（法務省、最高裁、金

融庁等）が関与して本制度が行われています。日本

独自方式である償還制度により本資金は、日本の主要産業の経営者（東証プライム 

資本金１００億円以上、銀行の代表権者（日本国籍））を対象に、返還不要の資金を

提供しています。本資金は、免税、免責、免訴の取り扱になります。 

本制度は、米国連邦法・１９３３年米国証券法（インサイダー規制）・米国愛国者法

（テロ、マネーロンダリング、反社会体制組織への規制）の規定によって行われていま

す。1951年に本制度が始まり現在に至るまで 70数年の間に約 380社の経営者

が償還制度による私募プログラムを用いて返還不要の資金を提供しております。 

※本制度については、米国証券法の規定で、私募による募集をすることが義務付けら

れており、非公開団体よる募集をおこなっています。理由は、巨額な資金の提供を行

うことで、証券市場に影響を与える可能性がありますので、インサイダー情報にならな

いために非公開で行うこと、そして、直接政府機関の関与を禁止しております。中央銀

行、及び財務省による財源は、本資金には活用できません。よって、完全に本資金に

関しては、民間財源（銀行資金）からの提供になります。 
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申請者御本人への提供金額 （返還不要、免税、免責、免訴） 

□東証プライム 資本金 100億円以上  資本金の 100倍 

□銀行（都市銀、地銀、ネット銀行）預金高×3倍 

※資金に関しては、政府保証で銀行調達された資金になります。 

資金に関しては、御本人の自由裁量で使うことができます。本人受給金額の内、個

人使用２０％、社会貢献使用８０％の理想概念があります。 

※資金の使用用途に関しては、報告義務はありません。自由に使うことができま

す。 

 

法務省 資金本部 

最高裁 

金融庁 

管理委員会 

日本 運用口座 

償還計画により銀行から資金調達 

資金提供及び運用する 

 
PPP 

トレード 

米国 FRB 管理口座 
 

資
金
提
供 

返
還
不
要
資
金 

個人口座 

最高決定機関 

政府保証の承認 

日本国 40％ 米国 40％ 本人 20％ 

民間財源として資金は、提供されます。財源に関しては、日本国、

米国にも人道的支援、国際貢献などの費用として分配されます。 

本人に（２０％枠）1 兆円の資金提供された場合、総額 5 兆円の資

金を動かすという意味です。国家のためにもなる制度です。 
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□申請方法 

１＊申請者は、資金本部の業務遂行者に仲介者を経由して申請意思を伝えてくださ

い。 

資金本部が都内指定会議室（公的会議室）にて申請者面談を行います。 

申請可能日は、いつでも結構です。事前に都合の良い日程を指定してください。 

※事前に申請書類の提出は必要ありません。 

※面談場所は、東京都港区六本木の公的会議室になります。 

 

２＊面談日当日 申請者は、特に事前に提出する書類はございません。 

本人確認のための身分証明書、名刺、印鑑を持参ください。 

 

◎資金者への連絡の際には、銀行情報を提示してください。 

 

※東証プライム企業、信用金庫の代表権者の場合 三井住友銀行決済用普通預金

口座 口座情報（個人） 

※銀行の代表権者の場合 三井住友銀行決済用普通預金口座 口座情報（個人）も

しくは、申請者の勤務先銀行の決済用普通預金口座（個人） 

 

 

３＊面談は、２時間程度を予定しています。午前１０時から正午１２時まで 午後２時

から午後４時、 午後７時から午後９時の時間帯でご予約ください。 

面談時に申請書類の作成及び申請手順の説明を致します。 

 

申請完了後、資金本部より法務省に申請をして、承認を取ります。その他申請者の

コンプライアンスの確認を行います。申請処理確認後、後日、本契約日の日時、場

所の連絡を資金本部より行います。 

 

４＊本契約の際は、免税、免責、免訴、返還不要契約及び秘密保持契約を双方で結

びます。 

 

５．本契約後、火曜日、水曜日、木曜日のいずれかの曜日で指定の口座に入金致し

ます。その際には、資金本部の指示に従って精算作業の協力をお願い致します。 

 

※不明な点がありましたら、資金本部の担当官にお問い合わせください。 
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説 明 

日本における産業支援資金や企業育成資金などという言葉を耳にすると思われますが、

誮しも本当の説明、解説が出来ていないのが現状です。 

 

産業支援資金でも企業育成資金でも殆どの書類は英国のプラットフォームの英文を翻

訳したものであり、基本は、PPP（プライベート プレイスメント プログラム）とい

わる私募プログラムによって行われている運用の仕組みになります。 

 

この制度についていえば、かつては償還金と呼ばれていましたが、償還制度と PPP の運

用の仕組みを活用して資金を得る私募プログラムにおける資金調達モデルになります。 

 

資金に対して言えば、これは、厳密を言えば、政府保証による国際的金融機関から借り

入れによって資金を調達します。企業育成資金の申請した企業へ提供される資金と日本

の運用用の財源を半分に分けて資金を分配します。５０％の資金については、自由裁量

で企業育成資金の申請者がすぐに使える財源として提供し、その残りの５０％の資金に

ついては、その資金をベースに PPP によって資金を運用して資金を増やします。 

PPP は、1 年間の私募プログラムを実行すれば、10 倍程度に資金が増える仕組みがあり

ます。それによって資金は、５０％であった資金は、1 年後には５００％に膨れ上がり

ます。 
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資金は、1 年後には、巨額な運用益がでますので、その運用益の一部を返済に充てるこ

とで、資金を完全に償還することができます。同時に余剰資金ができますので、その資

金も同時に運用しながら、余剰資金は、国家のための財源、経済的安全保障における費

用、G７、国際貢献、人道的支援などを目的に資金を活用します。ここ数年、コロナで

医療機関が非常に困っていることもあり、この仕組みによって運用された余剰資金は、

医療機関の支援制度の財源として活用された実例があります。 

 

企業育成資金への申請に関しては、一定の条件を満たすことが決められています。 

東証プライムの 100 億円以上、銀行の代表権のある社員（個人） 日本国籍 

 

日本政府の保証により資金を民間プロジェクト資金を提供を受ける仕組みですので、だ

れも申請できるという基準ではありません。もともと、この制度は、1954 年の日米相

互防衛援助協定における基幹産業支援制度によって基準を制定されており、かつては、

基幹産業育成資金という名称で呼ばれた時代がありました。現在は、基幹産業というジ

ャンルだけでなく、資本金の条項はありますが、業種に関しては広く対応できるように

なっております。よって現在の名称は、「企業育成資金」という名称で呼んでおります。 

申請者である東証プライムの資本金１００憶円以上、銀行の代表権者個人、日本国籍の

方は、実際に、私募プログラムによって資金を申請されますので、本業務に関係する民

間人のコンサルタントを経由して申請業務を行うことになります。これは、米国証券法

により PPP に関する募集は、私募によって募集しなければ、インサイダー取引としてみ

なされ、違法行為になりますので、非公開での募集を義務付けられています。理由とし

ては、このような巨額な収益が生まれるモデルが、公開募集されますと、通常の証券市

場に大きく影響を及ぼすことがありますので、極秘で、特権としての扱いで行うと FRB

の規定によって決まっています。 

 

申請者は、専門のコンサルタントを経由して、申請をします。面談に関しては、民間の

公的会場で行いますので、銀行や、官庁で面談をすることはありません。そのような場

所で行うことは米国証券法における私募プログラムの規定に反することになりますの

で、民間の専門のコンサルタントが公的会議室で面談すると決まっています。これは、

場所を特定することは、公開募集と認定され、インサイダー取引になるからです。 

そのような規定でございますので、本日ご説明に来た専門のコンサルタントに企業育成

資金への申請意思をお伝えいただければ、面談を設定いたします。面談の際には、必要

書類を持参の上、お越しください。面談前に事前に書類の申請など必要ございません。

ご本人が、面接官と直接会い、資金本部のコンプラ部門の担当官とお会いした際に、必

要書類を提出していただければ結構です。その際に、資金本部のコンプラ部門の担当官

が、本案件の決定者である資金者と申請者が直接連絡できるように手配をして、それで、
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申請が受理されます。申請者が直接資金者と連絡が取れない限り、申請が受理されたこ

とになりません。一部のブローカーが、書類の提出を先に要求をして、持ち歩くケース

が横行ており、現在では事前の書類提出を必要としません。ご本人と資金本部の担当官

と直接会わない限りは、資金者も申請受理をすることなく、資金者は、政府側への申請、

すなわち、最高裁長官への政府保証での資金調達に対する依頼、また、関係省庁への連

絡は行われません。政府保証が認定されましたら、金融機関での資金調達が実施され、

申請者に免税、免責、免訴、返還不要の資金として提供されます。 

実際には、初回面談で、資金本部のコンプライアンス担当官と面談したうえで、資金者

への連絡業務を完了させます。その後、資金者は、それを受けて、最高裁への申請業務、

政府側、金融機関への手続きを進め、コンプライアンスの確認を行います。通常金融ル

ールで 72 時間以内と決まっており、その確認ができた時点で、資金者との本契約の日

程が確定します。本契約では、秘密保持条約及び免税、免責、免訴、返還不要の資金で

ある契約が結ばれます。本契約締結後、海外の金融機関より申請者の指定の個人口座へ

の送金を実施します。通常 72 時間以内に着金いたしますので、着金後、精算作業を行

い、作業は完了となります。 

 

参 考 

① 「日本における産業支援制度を説明する中で大口資金を早急に動かしたい理由」 

 

この民間プロジェクト資金の制度では、日本政府における政府保証のおける資金調達で

ございますので、兆を超える大きな資金を調達することが可能であります。 

民間プロジェクトの名義人というのは、これが、東証プライムの 資本金１００億円以

上の企業経営者（代表取締役）ということになります。金融機関では、銀行、代表権者

の名義人が、この制度に参加すると言えば、政府保証で巨額な資金が返還不要の資金と

して提供されます。 

 

すなわち、この資金を計画的に活用できなければ、国家の台所事情は、民間プロジェク

ト資金の財源から PPP 運用する財源によって政府に関係ある財団などで管理された資

金は、財源が枯渇しますので、経済的安全保障の臨時財源が不足することになります。 

 

これは、税収でない臨時収入として、国庨にも入れず管理される資金でありますので、

国会の審議を必要とすることがなく、政府に関係する財源として民間財源から自由に資

金を活用をつくることができます。 

 

世間では、小口の企業育成資金がある、また、病院やその他、いろいろな中小企業支援

策があるということで、企業育成資金を知るブローカーが動いていますが、基本的には、
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資金本部が政府保証で提供できる資金の制度（企業育成資金）は、東証プライムの資本

金 100 億円以上、銀行の代表権者が受けることが出来る資金（本資金と呼びます）だ

けになります。本資金が動いて、その資金を再度 PPP によって運用した資金を余剰資金

という名称で呼び、余剰資金により提供される案件は、臨時的に募集されますが、信用

金庨の預金高３０００憶円以上の代表理事（個人）日本国籍、昨年度は、募集されまし

たが、現在は募集されてない大手病院（医療法人）の理事長への支援制度などがありま

す。これは、あくまでも、本資金を動かし、その後、PPP で運用した財源がある場合に

限り、PPP の運用益を管理している「余剰資金本部」が行う制度としてスポット的に行

われている特別枠の制度も存在します。 

 

※特別枠の制度は、臨時募集のために、要確認 

 

この制度は、国家にとっての臨時収入につながるということで、第三の財源という名称

で呼ばれることがありますが、PPP による運用制度によって得た資金でありますので、

直接政府の国庨に入れる財源にはできませんので、民間財団などで管理されている資金

になりますので、民間財源という名称で呼ばれることもあります。 

 

① 企業育成資金を私募によって募集する意味とは？ 

 

この民間財源を動かすには、先ほども申し上げました通り、東証プライムの資本金 100

億円以上、銀行の代表権者、日本国籍の方が申請することで、政府保証で民間プロジェ

クト資金の調達及び PPP による資金調達が可能になります。税収や特別会計のように、

国庨に入っている財源ではございませんので、国民からは見えない資金でございますが、

結論から言って保管場所がどうであれ、民間財源を活用して国家の安全保障に活用して

いる事実はございます。この財源の捻出をするための協力いただければと思います。一

人でも多くの条件を満たした経営者の参加をお待ちしております。 

 

② 「企業育成資金のホンネ」 

 

企業育成資金については、かつては複数のルートがあるということで、非常に混乱してい

た時期がございます。それは、資金本部としての運用本部は、1 か所しかございませんが、

資金者代行と呼ばれる資金者に代わって面談を実施することができる立場の面接官が 7 名

存在しておりました。そのために、それぞれ、その 7 名の面接官は、それぞれ企業育成資

金の募集する窓口をもっていたことにより、そこに通じる関係者で競争原理などが働き、

あちらこちらに資金者がいるように宣伝したことが、混乱を招いたと言えます。よって、

企業育成資金は、昭和の時代は、370 社の企業代表者が活用しましたが、混乱の結果、平成
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は、30 年間でまったく成立することなく０件の成立、令和になり、組織改革を行い 2021

年 4 月より組織編成が行われました。実際には、2020 年年末をもって、古い体制は一度解

体され、募集期間を資金本部に一本化して集約することになり、情報の混乱をしないよう

に業態改革されました。 

そのことにより、徐々に申請者が増える傾向になっております。ただ、平成の時代に情報

が錯綜し、それに対して、悪いイメージを植え付ける行為をしたブローカーもいたことで、

企業育成資金についての誤解が広がっているとも言えます。 

 

これは、昭和の時代からある「償還制度」の制度が未だ継続して行われていると言えます。

最高裁での決定、米国との関係によって行う PPP 運用の仕組みなど、国際協定による日本

産業支援制度が継続して行われています。その制度は、今だにあることは、非常にありが

たいことだと考えています。 

 

 

 

③国家を豊かにすることが、安全保障にとって重要なことである 

 

日米首脳会議の中でも、日米安全保障条約の重要性が話し合われました。 

 

企業育成資金の話は、経済的安全保障に関する資金であります。 

確かに、企業の育成のために、この企業育成資金を活用してくださいということを説明を

していますが、同時に、国家レベルで物事を考えると、東証プライムの資本金１００憶円、

銀行、信用金庨（預金高３０００憶円以上）の代表者が名義人になることで、政府保証で

資金を調達することができます。 

企業育成資金が動くということは、同時に、経済的安全保障における財源を確保できると

いうことになります。 

PPP における財源は、余剰資金として大きく運用されていますが。これは企業育成を目的に

資金を動かすという民間プロジェクト資金として活用することが決まっておりますので、

政府が資金が必要だとおもって、政府単独では、この制度を活用して資金調達をすること

ができません。 

 

資金を動かすための名義人になることができる「東証プライム １００億円以上、銀行、

信用金庨（預金高３０００億円以上）」の企業代表者様の名義があれば、企業育成資金よ

り資金調達ができます。 

 

https://msa.hatenablog.jp/entry/2021/04/19/102248
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※本資金は、私募プログラムによって申請する規定になっておりますので、ご案内者は、

民間人でございますが、1933 年米国証券法におけるインサイダー取引として取り扱われな

いために、極秘で、申請場所は、不特定する形になっております。ご理解の上ご対応いた

だければ幸いです。ここまで長文をお読み頂き有難うございます。少しでも、貴社の資金

調達を支援できればと考えております。何卒、よろしくお願いいたします。 

 

企業育成資金の申請者条件（個人が対象） 

対象企業 本資金 

１．東証プライム 資本金３００億円以上 

（大手電鉄、大手電力会社は、非上場でも可能） 

２，銀行（都市銀行、地方銀行、ネット銀行） 

余剰資金  

１、信用金庫 預金高３０００億円以上（期間限定 要確認） 

２、東証プライム 資本金１００億円から資本金３００億円企業（その都度検

討する）  

上記の企業に属する代表権者個人（日本国籍）が対象 

  

 

 

 



PPP（Private Placement Program）＝私募プログラムについての解説    
PPPの取扱商品 
一般的な金融市場で相場が確定している商品を大口で割引で取引する場合、ＰＰＰの仕組みを使って取引される。 
 
◆債権、ゴールド、株式、その他証券など 
 
法律 
◎1933年 米国証券法 → インサイダー取引の禁止（証券市場における投資者保護） 
◎米国 愛国者法 →テロ、マネーロンダリングの禁止、反社会体制への関わりの禁止 
 

ＰＰＰに関しては、証券市場における取引価格より大口の割引取引のために、証券市場に公開することなく、私募で募集をして、極秘
裏にトレーダーデスクと資金者の間で取引がされます。 
 
◎ＰＰＰは、リスクがあるのか？ 

正規のＰＰＰは、リスクななく取引ができ大きな収益を得ることができます。理由は、割引で仕入れることができる金融商品を売却先が
決まってから、割引で仕入れて即転売するので、仕入れをして、売れ残りが出たという在庫のリスクなく、完全に取引が成立するため
に、ノーリスクの取引といえます。 

また、資金に関しては、資金者ご本人の銀行口座で管理しており、資金証明をもってトレーダーバンクがクレジットラインを設定して、ト
レーダーバンクが資金を準備して取引します。 
よって、資金者は、自らの資金を動かすことなくトレーダーが取引をして、収益だけをキャッシュバックしてくれます。 

 
◆申請方法 
 

① 
② 

コンサルタント 
仲介者が案内 

資金者 

トレーダーデスク 
（資金本部） 

③ 
トレーダーデスク 招待を連絡する。 

トレーダーデスクでは、72時間以内の
Due Diligenceを行い問題がない場合
は、申請を受け付けます。 

資金者は、コンサルタントを経由してトレーダ―デスク（資金本部）に自己紹介（KYC）を提出します。 



PPP（私募プログラム）の取引説明図 

資金者 銀行口座 
預金証明（POF) 
【ブロックファンド】 

 

トレーダーバンク 

資金者・資金証明を基準に
クレジットラインの設定 

②POF証明 

③
資
金 

トレーダーは、銀行から資
金調達をして売買を行う。 

PPPトレーダー 
（FRBライセンス必要） 

プロの証券市場で売却 
大口割引での証券等の売却 

④取引 

資金者 

②ミラーリング 

取引期間・残高の監視 

取引終了後 

PPPは、資金者の持っている資産をベースに資金者の与信枠を借りることで、トレーダーバンクは、クレジットラインの設

定を行います。トレーダーは、クレジットラインを使い資金をトレーダーバンクから資金を調達して取引を行います。つまり、
第三者のクレジットライン（資金者）を利用して、銀行が資金を動かしトレーダーが取引をするという方法で収益を得ます。 













世界銀行グループからの文章 

注：この確認された口座は、ここに記載されているように、フィリピン諸島の

人々（10％から 70％のみ）および世界（10％から 50％のみ）のための人道的お

よび国家経済開発を意図し、指示されているものです。 

A. 人道的経済開発プログラム 

1.) 生計向上プログラム 2.） 奨学金開発プログラム 3.） 医療開発プログラ

ム 4.） 年金開発プログラム 

B. 国民経済開発プログラム 

1.) インフラ開発プログラム 2.） 農業開発プログラム 3.） 鉱業開発プログ

ラム 4.） 産業開発プログラム 

銀行口座情報 

ここに記載された銀行口座の年次監査を終了し、終了することを決定し、再考

する。ここに記載された各口座の実際の残高は、世界中のすべての銀行機関の

提出された覚書により、無限米ドルに変換され、監査の実施を終了し、ここに

記載された口座の開設、処理、活性化のための取引は、ASBLP口座が割り当てら

れたホスト政府により正式に議論されるべきである。また、私たちは、この機

関が発行したリファレンス番号 WB-Philippines 2000 の定期預金証明書に記載

されているすべての記述を永久に確認し、認識します。また、我々は、1976 年

9月 10日にフェルディナンド・E・マルコス大統領に対して WB-Philippines 2000

が発行した、議論の余地のない財政保証残高を口座ごとに配分し、ASM王以外に

唯一の承認当事者として認識され識別されていないことを、上記の情報ととも

に確認し、さらに、口座ごとの過去のすべての発生貨幣残高は、すべての物理

的口座から永遠に消滅し、承認済みの永久定期預金の下で継続的に満期収益を

あげているので、実際の法的監査によって無限アメリカドルになると再確認し

再計算し宣言することを指摘した。 

 

北アメリカ大陸と南アメリカ大陸 

1. 米国連邦準備理事会（USA）特別口座番号 5525525424AM、口座名義：Spiritual 

Wonder Boy、残高：US$∞.キング ASM の単独署名権限の下、米国財務省、米国

連邦準備制度理事会、および米国内のすべての銀行によって活性化された USド

ル残高と、口座番号 77762534AM - 1、口座名義 SWB、残高 US∞ドル。77762534AM 

- 1（口座名義：SWB、残高：US$∞）は、年率 4%、満期 30 年、満期時に 50%が

強制的に開発プログラムに使用され、50%が自動的に強制的にさらに 30 年間維

持・保存され、永遠に続く永久預金（定期預金の間は、元金と利息に触れるこ

と、融資、プログラムすることができません）として確定されます。 



 


