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「マイクロファイナンスの歴史―中国河北省易県における実験―」 

                           

愛知大学国際問題研究所 

                             安達 満靖 

 

＜要旨＞  

 

本稿では,中国におけるマイクロファイナンスの歴史の出発点になった,河北省易県の歴

史について述べ,その成果と課題を具体的な組織と農民達の歩みを通して分析していく。

1990 年代半ばから,中国では,農村の貧困人口の減少が頭打ちになり,それに対する打開策と

して,バングラデシュから開発援助プログラムであるマイクロファイナンス（Microfinance）

の導入が始められた。本稿では，そうした中国の最近の開発援助の一過程に焦点を当て，

他の開発途上国との比較の試みによって，中国の国情を浮かび上がらせ，国際開発援助の

国別・地域別の性格の違いを指摘して行きたい。開発援助モデルの個別の国における実施

の特徴と効果の検証である。国際社会における中国が，草の根のレベルでは，どの様なも

のなのか，理解の糸口を探って行きたい。 

いかなる学術研究においても各研究分野の歴史を紐解く事は，最初の研究開始の原点を

見直し,問い直す事につながり,全体を縦の座標軸で,もう一度検証していく事になる。この論

文が，日本のマイクロファイナンス研究のなんらかの参考になってくれればと願う。１） 

 今日,マイクロファイナンスに関して様々な議論や理論化の試みがなされて来ているが,

もう一度,資料や筆者の現地調査を基礎として,事実関係に関する点から,検証し直し、問題点

や課題を洗い直したい。本稿は,マイクロファイナンスの国際化の一端に関して,主に中華人

民共和国の事例を,その起源に遡り,若干の検証を試みるものである。なお,論文の体裁上,写

真資料などは,多くを使用せず,一部の使用とし,各種の資料の紹介,現地調査の過程,データの

分析を中心としている。 

 今回の事例で取り扱われているマイクロファイナンス NGO組織である扶貧社（FPC）は,

各種資料や筆者の現地調査の過程において,バングラデシュ・グラミン銀行との繋がりが,他

の中国 MF 組織よりも深く,中国におけるグラミン銀行方式のマイクロファイナンスの代表

的事例として考えられ,発展途上国開発モデルの中国への移植例としてだけでなく,中国に

おけるマイクロファイナンスの歴史を紐解く上での大切な事例である。 

 1980 年代後半から徐々に進行したマイクロファイナンスの国際化は,グラミン銀行の姉

妹組織であり,グラミン銀行方式のマイクロファイナンスプログラムの普及組織であるグラ

ミン・トラスト（Grameen Trust）や世界銀行,国際農業開発基金（IFAD）の助力によって,

バングデデシュからマレーシア,フィリピン,インドネシアなど東南アジア諸国へ波及し,つ

いで,1990 年代後半には,同じく東アジア諸国のひとつである中華人民共和国へと到達して

いる。バングラデシュとは,人口密度,歴史,経済水準,女性の地位などの点で，国情や歴史背
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景の違う多様な他のアジア各国において,単一の開発モデルを追及する事の目標や成功例の

性格の違い,成功の到達水準に限界の可能性がある事に留意して議論を進めている。 
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マイクロファイナンス,グラミン銀行,中国,取材観察,比較経済・歴史分析の視点 

,中国の社会構造―県を基礎とした基層社会―, 老戸,新戸 

 

はじめに 

 

 1990 年代初頭から半ばにかけて,中国では,1978 年以来,中国共産党中央の決定により,改

革開放政策を採るようになって十年以上が経ち,農民たちの所得の向上,都市における消費

流通市場の発達など,市場化推進政策の成果が着実に見え始め,それと同時に経済発展の著
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しい沿海部と遅れた農村部の経済格差が如実に現れ出していた。 

1994 年 5 月，中国国務院直属のシンクタンクである中国社会科学院の農村発展研究所

（CASS RDI, Chinese Academy of Social Science Rural Development Institute）の研究

員たちは,途上国向けの開発援助プログラムとして国際的な評価が高まっていたバングラデ

シュ・グラミン銀行（Bangladesh Grameen Bank）が行う貧困層を主たる対象とするマイ

クロファイナンスを範とする開発援助活動を、河北省易県（Hebei Province Yixian County）

において開始した。マイクロファイナンスとは,途上国向けの開発援助プログラムを指し,途

上国貧困層へ無担保で，小額の資金を貸し付けて，貧困地域の所得向上・途上国民生の向

上を図るものである。 

1994 年時点で,当時,中国における貧困人口は，約 8,000 万人と言われ，河北省易県は，

中国政府が指定した 592 の貧困県の中の一つであった。中国の農村地域の生活水準を表す

とされる一人あたりの純収入（Rural Net Income, 農村純収入）は,公開されている公式統

計では,中国人民元 1,000 元にも満たない地域であった。２）そこで,中国社会科学院農村発

展研究所の研究員たちは,河北省易県内の西陵鎮に中国 NGO 組織扶貧経済合作社（英名：

FPC）の最初の農村における拠点を作り,農村における工作を開始した。 

中国におけるマイクロファイナンスの最初の実験に,河北省易県を選んだ理由は,中国社

会科学院農村発展研究所の研究員の内の一人が,河北省易県の地方政府幹部と知り合いだっ

た為（学校時代のクラスメイト）,人間関係における意思疎通が出来そうだという判断が働

いていた。中国の様な,社会主義国を標榜しているが,発展途上国の側面も併せ持つ国では,

官僚組織的な上下関係より,上述の様な,昔の学校のクラスメイトや,かつての仕事上の同僚

など,「老関係」（ラオ・クアンシー）と言われる古くからの付き合いが,功を奏する事があ

る。実際には,プロジェクトの進行過程で,河北省易県人民政府扶貧弁公室の副主任であった

周学仁氏に仕事の権限を持たせ,前任者に仕事を辞めて貰うのが,このプロジェクトの成功

の突破口であった。周学仁氏は，北京の扶貧社理事たちの間で，高い評価を得ていた。  

 

1. 中国におけるマイクロファイナンス組織の形成過程―FPC を事例として― 

 

１－１ 河北省易県西陵鎮五道河村における実験 ―歴史の始まり― 

  

 河北省易県における最初の農村工作は,まず,易県人民政府のある県城から近い西陵鎮五

道河村（Xiling Township Wudaohe Village）で開かれる村民大会で,中国社会科学院農村発

展研究所の研究員達が,易県人民政府扶貧弁公室の職員の協力を得て,マイクロファイナン

スの趣旨としくみを村民大会で説明して,村民たちの理解を得る事から始まった。 

 五道河は,調査時,正確な記載資料が入手困難であったが，少し古い県関係の資料（河北省

県地名弁公室（1983）,1p,165p：県総人口 459,861 人の時期）の記載によると，公社があ

った時代までは，５つの自然村を併せて，人口は，1,050 人，漢族 730 人，満族 350 人と
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なっている。 

最初にマイクロファイナンスの融資を受けたのは,村の農村女性を中心とする 41 名の農

民達だった（最初の 35 名から，その後追加されている）。所得や収入状況の審査を経て選

ばれた殆どの生活水準の比較的低い農民達は,融資開始から 1年過ぎて,徐々に成果を挙げた。

最初の 1 年目は,元金を含めて,年利 8%の融資金の全額が返済された。 

 農民たちは,小さな商売や修理業,耕種農業や畜産業に融資された資金を使い,ある者は,元

金を上回る金額を収入として稼ぎ,また,ある者は,返すのにやっとの思いで,１年を越した。

全体的には,女性の参加率・高い返済率を数字として残し,高い成果を挙げたと言える。 

しかし,その後に課題も残した。メンバー農民の中で親戚縁者が混ざった状態での融資や,

又貸し,収入の見込みが低い事業への資金活用等（農業や修理業）が課題として挙げられる。

マイクロファイナンス・プロジェクトの持続性は，受益者である農民達の事業に対する自

発性と,融資事業を担当する組織のスタッフの仕事に対する誠実さ，奉仕・献身の精神が，

このマイクロファイナンスの根幹を成している。しかし,成功すればと願う事業の成否は,最

初は,誰にも分からない。ある程度の見込みや見通しを立てられるだけであったと言えるだ

ろう。 
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１－２ 小南頭村,大龍華郷への展開 

 

 河北省易県西陵鎮五道河村におけるプログラムが開始し,それがひと段落すると,小南頭

村（Xiaonantou Village）などの易県内の他の村々にもグラミン方式のマイクロファイナン

スが試みられた。最初の五道河村は,中国社会科学院農村発展研究所のプロジェクト中の位

置付けとしては,中国の典型的な貧困農村とされ,僻地に農家が点在する形が風景として見

られる。それに比して,小南頭村は,農家が狭い土地に密集し,バングラデシュと同じ様な農村

風景があるとされていた。 

中国社会科学院農村発展研究所の研究員たちは,事前に情報収集や現地の視察や研修から,

バングラデシュと中国の国情を比較して,グラミン方式のマイクロファイナンスを行う村々

の選択にも注意を払っていた。筆者も現地調査で訪問した折に，確認できた事だが，小南

頭村におけるマイクロファイナンスは,比較的,順調に進み,センター会議などの農民たちの

移動が必要なグラミン方式の貸付のしくみにも適していた面があった事が推察された。た

だ,農民たちへの聞き取り調査から判断して,収益性の高い事業に携われた農民たちは,比較

的少なかったようである。以上の経過は,マイクロファイナンス関係資料からの情報や,杜暁

山先生（扶貧社理事,中国社会科学院農村発展研究所研究員）の説明,中国における現地取材

（2001 年 11 月,2002 年 5 月）から総合して要約記述している。 

 

[写真１] 中国河北省易県西陵鎮五道河村   ［写真２］中国河北省易県大龍華郷小南頭村 

３） 
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１－３ 他の郷鎮への展開,四つの分社の成立 

 

 

図１ 

 

最初の西陵鎮五道河村のプロジェクト開始から数年後４つの分社が形成された。 

 様々な紆余曲折を経て,易県扶貧経済合作社は,四つの分社を持ち,それぞれの分社と県社は,

設立から３年を経て,独立採算制を採り,本部に依存しない独立した県の中における郷鎮の

拠点,完成の域に達しつつある支店となっていた。 

1999 年 8 月の現地調査の折に,周学仁県社主任（易県扶貧経済合作社総経理）から聞いた

今後の目標は,県内全域にマイクロファイナンス事業を広げるとの事であるが,着実に業務

の範囲を広げるには,地道な努力が必要となる。 

易県扶貧経済合作社は，当初，県の中心地であり，易県人民政府の所在地である県城と

西陵鎮という最初の分社が作られる扶貧社の拠点の間の距離を往復しながら，活動が開始

され，後に，各郷鎮に分社と呼ばれる拠点組織が作られていった。県における活動の中心

組織である県社には，主任（総経理）と副主任（副経理）、財務が置かれ、2002 年には，督

査と呼ばれるボランティアの監査役のスタッフ（元銀行業務経験者）も置かれた。県社は，

会議を行うなど各分社主任の仕事を管理し，様々な仕事を処理していく。プロジェクト開

始期は，組織は，整っておらず，4－5 名から成る扶貧弁公室の職員を中心としたスタッフ

が，現場を回り，最初の融資業務を中国社会科学院農村発展研究所の研究員たちと一緒に

行った。  

最近,中国で出版されているマイクロファイナンス資料によれば,分社は,更に拡大し,５つ

になっている（①西陵分社,②梁各庄分社(梁格庄分社),③流井分社,④橋頭分社,⑤高村分

社,･･･杜暁山他編（2005）332ｐ-337p 周学仁「易県扶貧経済合作社」（50）から）。 

  

 

 

 

県社 

西陵鎮分
社 

梁格庄分
社 

白馬分社 橋頭分社 
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2.農民たちの生活の変化の観察と対話 ―方法と視点― 

 

 地域研究者にとって,一つの現場と長期間付き合う事は,その地域をミクロ・マクロの両面

から見ていく事であり,理想の形の一つである。ミクロ・マクロの両面というと,視点が,定ま

らない印象を持つ方もたくさんおられると思うが,ミクロ的な基礎を持った上でのマクロ的

な考察と言えば納得して頂けるだろうか？中国は,先進国の援助を受けた歴史が浅く,特殊

な側面を持つ為,きめの細かく粘り強いアプローチが必要である。 

 中国でマイクロファイナンスの融資を比較的早くから受けている農家を中国では,現地で

「老戸」と呼んでいた。彼らが融資を受けていた事を示す書類は,扶貧社が作成している書

類が各種あり,合計で 7 種類ある（①家庭生活状況表,②合同書,③収款表,④各センター毎の

農家一覧表,⑤中心貸款申請表,⑥社員還款登記本,⑦活期存款折（小組基金））。細かな書類は,

扶貧社のスタッフが農民たちに直接聞き取り,それを中心となって作成し,記録として残さ

れている。 

 融資を受けたばかりの農家の場合（「新戸」と呼ばれている）,生活の変化は,見られるが、

所得の向上や,最終的な収支勘定,融資を受けた事業の試行錯誤の過程などは,纏めて聞くの

が困難であり,融資のニーズと具体的な生活状況ぐらいしか聞き取る事が出来ない。調査の

目的にもよるが,マイクロファイナンスの本当の効果を知るためには,ある程度,年月を経た

農家に良く話しを聞くべきだと考える。 

 中国河北省易県の場合,易県扶貧経済合作社の資料を調べると,農家の中に畜産業を選ん

だ者の比率が多く,全体の多くを占めている。易県は,山間部を多く抱え,耕種農業より,取り

組みやすい生業であるようである。しかし,農家の中には,慣れない畜産を始めて,家畜が農薬

を散布した草を食べて,全頭死んでしまう失敗例もあった。マイクロファイナンスには,融資

を受けて,自発的に様々な生業に挑戦する者がいるが,その中には,経験者だけでなく,初心者

も含まれている。 
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易県扶貧経済合作社のマイクロファイナンス
融資対象農家新規事業内容　（1994年5月）

耕種農業
3%

畜産業
54%修理業

17%

商業
26% 耕種農業

畜産業

修理業

商業

参考：表１ 

＜易県扶貧経済合作社の主な農民たちへの貸付状況＞ （1994 年５月プロジェクト開始時） 

 

耕種農業 1 名 

畜産業  19 名 

修理業  6 名 

商業   9 名 

総合計  35 名 

 

 

 

 

 

 

             図表１ 

 

第一小組 ：６名     

１ 女性 32 歳 靴売り 

２ 女性 44 歳 鉄加工 

３ 女性 27 歳 靴売り 

４ 女性 23 歳 靴売り 

５ 女性 30 歳 雑貨 

６ 不詳（女性１名） 

第二小組 ：６名 

１ 女性 25 歳 靴売り 

２ 女性 29 歳 羊の飼育 

３ 女性 28 歳 靴売り 

４ 男性 40 歳 修理業 

５ 女性 48 歳 修理業 

第三小組 ：５名 

１ 女性 48 歳 牛の飼育 

２ 女性 37 歳 牛の飼育 

３ 男性 26 歳 靴の製造 

４・５ 不詳（女性２名） 
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第四小組 ：４名 

１ 女性 27 歳 牛の飼育 

２ 女性 38 歳 牛の飼育 

３ 女性 40 歳 牛の飼育 

４ 女性 37 歳 牛の飼育 

第五小組 ：４名 

１ 女性 31 歳 牛の飼育 

２ 女性 40 歳 豚の飼育 

３ 女性 42 歳 羊の飼育 

４ 女性 37 歳 羊の飼育 

第６小組 ：５名 

１ 女性 37 歳 羊の飼育 

２ 女性 41 歳 羊の飼育 

３・４・５ 不詳 （女性３名） 

第７小組 ：５名 

１ 女性 39 歳 羊の飼育 

２ 女性 38 歳 羊の飼育 

３ 女性 65 歳 菜園 

４・５ 不詳 （女性２名） 

 

出所：易県扶貧経済合作社資料による 

注：これに追加で，７名程の農民が，後に参加している。 
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図表２ 

 

 図表３ 

 

 図表４ 

易県扶貧経済合作社　加入農家数（1994年）
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データ出所：杜暁山，孫若梅，「農村小額信貸 －国際経験与国内扶貧社試点」，劉文璞 主

編（1997）『中国農村小額扶貧的理論与実践 －1996 年中国小額信貸扶貧国際研討会論文

集』中国経済出版社 110p‐111p 
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２－１ 農村調査法について ―経年変化の視点― 

 

 地域研究者にとって,多年にわたり,一つの地域と関わるのは,さほど珍しい事ではない。一

つの地域をじっくりやる事によって,観察眼の精緻さを高めていく作業は,必須である。むし

ろ,比較の視点を養うのは,その後の方が,やり易い。その際，経年変化の視点を持って見ては，

どうかと思う。地域研究者が長年取り組んできた現地の人々と長く関わってみるごく平凡

だが，地道な努力が必要な作業である。 

後述するが，現地の NGO は，調査者に何をどう紹介・説明するかに慣れていない為に，

行き当たりばったりの訪問になり，結局，無駄な調査になるかもしれない調査記録を何ら

かに生かさなくてはならなくなる。その際，自分は，地域研究の調査者なのだから，現地

の事をより深く知り，多少の紆余曲折は，甘受していく他ないと割り切る作業が必要では

ないかというのが筆者のささやかな提案である。 

 農民に対するインタビューを中心とした作業を，ある MF 研究者は，Interview 

Observation(取材観察)と呼んでいる（Ray (1987)）。地域研究者もそうした聞き書きは、か

なりの蓄積があるが，MF 対象者に絞り込んだ研究は，あまり少ないし，各調査のサンプル

の数や性格・特徴にバラつきがある。Ray(1987)の研究は，かなり昔に行われており，途上

国開発の分野では，参加型開発による調査手法（PRA）や参与観察と比べると知名度は低

いが，地道な努力と農民一人一人に対する姿勢に誠意が感じられ好感が持てるし，事実関

係のみを聞いて分類して，結論に持っていく手法は，簡単な様で，手間と時間が掛かるが，

それなりに説得性を持った手法である。但し，開発援助研究者の間で，実際にどんな評価

を得ているのかは，分からない。 

Ray の場合，250 戸の聞き取り調査による分類をしている。これに地域研究者の縦の時間

軸の思考法―文化や社会背景を加味した―を重ねていけば，研究にも厚みが出ていくので

はないかと考えている。  

 筆者の場合，最初の頃が，余り系統性を持つ内容の調査ではなかった事と，中国自体が

外国人の安全を考慮して，農村農家の長期の泊り込みによる調査を忌避する所があり，何

回かに分けて，コツコツと行うしかなくなってきている。調査を続けていく中で，漸く，

分類の基準は，ともあれ，50 戸余りぐらいは，資料として残せるかというぐらいで，とて

も，南アジアの研究者の水準には，追いついていない。中国の変化していく国情も考え，

インタビュー調査だけでなく，そもそも，MF の調査で，あれほど，多種多様な効果の検証

が行えるのか，最近は，疑問を持つようになって来ている。 
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２－２ マイクロファイナンス融資の開始期 

 

 マイクロファイナンス調査にとって，最も重要なのは，借り手である受益者（農民）で

ある。彼らは，小額の資金で，自分の取り組みたい事業に自らの創意工夫で挑戦するわけ

であるから，調査者にとって，期待や信頼の置ける人々である。融資の実態がどうであれ，

調査にとって，信頼のおける対象でなくては，調査の意味がない。なんらの偏見も持たず，

相手との距離感を測りながら，事実を淡々と確認していく作業を行い，その地域における

農民たちの事業の位置付け，収益見込みを見極めていく。 

 融資の開始期に対する調査者のアプローチは，調査する MF 組織が，組織として正常に

機能しているかどうかの判断をする材料になるだろう。加えて，更に重要なのは，それが，

複数年を経過した後も訪問できる相手であると考える事である。当然，記録メモは，残し

て置き，次回に役立てるべきであり，相手が，前回の訪問調査を覚えていなくても，調査

者が，脈絡を持った調査を，双方の信頼関係を持たなくてはならない。融資開始期は，往々

にして，農民たちの融資に対する理解も浅く，簡単な事実関係のみの確認や，確かに融資

を受けた農民であるかの確認作業になる。この時期における MF 組織の農民たちに対する

関与は，手探りであり，融資の仕組みそのもの理解して，参加してくれただけで，それ以

上の事は，問えない。 
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２－３ マイクロファイナンス融資受給,複数年経過期 ―3－5 年後― 

 

 融資を受けて３－５年以上を経過した後の農民たちの調査は，細かな聞き取り調査が可

能であり，調査者にとっても収穫になる。筆者の行く中国の MF プロジェクトの調査地で

は，中国の MF 実務者が，彼らを「老戸」（ラオ・フー）と呼んでいた。「老戸」は，扶貧

社の本部理事達が，組織設立初期の頃に，真剣に関心を持っていた人達である。 

 

 

 

［写真３］易県で扶貧社の融資を受けていた農民（龍秀銀さん）2002 年 5 月筆者撮影 

 

筆者は，2001 年と 2002 年の２回に分けて，そうした易県の「老戸」の一軒一軒を訪問

調査した事がある。融資の最初の始まりは，40 名程度の農民たちをグループやセンターに

分けて，組織を作り，農民たちのやりたい事業をやらせたようだ。返済率や女性の組織率

は高いものであったが，貯蓄による資産形成，耐久消費財の取得，家屋などの不動産の取

得，子供の就学率の向上など，グラミン方式のマイクロファイナンスの専門書や論文，教

科書に相当する書籍のどこにでも記述されている事実は，見出す事は，難しかった。 

確認できるのは，グラミン方式のシステムを完全に中国化している事であった。開発援

助の専門家が，英語だけでもかなりの労力を必要とする作業を完全に母国語に翻訳して，

実際の業務に生かしているという事は，中国の MF 研究者たちの努力が並々ならぬもので

あり，それを誠心誠意の姿勢で，中国の地方の県で実際の現場に立ち仕事をする人たちの

行動力と感性に驚いた。社会主義中国は，実際の社会の底辺・基礎では，実践主義の人々

によって支えられているとの感を強くした。 

中国語の MF 書籍に出てくる「小組」（ショミティ，グループ）や「中心」（センター）

といったグラミン銀行における農村の下部構造の仕組みを指す言葉は，事前の資料調査で，
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だいだい確認できるし，質問もそれに沿った形で行う事ができるが，現場でやりとりされ

ることは，もっと細かな農民たちの生活状況に関する事（特に農業や商業関係），職員たち

の採用や配置に関する事であったりする。中国の MF の現場では，ＭＦ実務用に，新しく

中国語で概念化された言葉や，中国人が旧来持ってきた農村工作の実務用語が，飛び交っ

ていた。現場のスタッフは，既にマニュアルを超えて，実際の実務に合わせて，新たにマ

ニュアルを作っている様な状況にあった。 

 

２－４ 農民たちの事業とマイクロファイナンスの関係 

 

筆者が，一日中，中国語漬けで，それも MF 実務関係の会話が中心で実感するのは，こ

れだけ MF を中国に馴染ませようと努力している人たちがいる以上，あとは，具体的な成

果の確認やそれの計量化だけであるという事である。しかし，効果が一様でない。取り組

んでいる事業が様々であり，地域的な特徴は見られるものの，伝統的な農業では，収益性

は薄く，商業によって，MF を卒業していく人が多い。 

  

２－５ 易県の概況 

 

 県志（『易県志』（2000））記載の説明を参考にしてデータから紹介すると，易県は，河北

省の西部・大行山の東麗に位置し，総面積 2,540.85 平方キロ,北京から 110 キロ，1990 年

の総戸数 130,758 戸，総人口 515,346 人，農業人口 488,804 人，人口密度は，一平方キロ

当たり 202.8 人である（上記出所から要約。それぞれ，総述 3p 巻四 人口・民族志 

196p,201p より。）。 

 易県の人口は，50 万人程であり，農業か商業に従事する人が多く，都会への出稼ぎ者は

多い。中国では，最近のごく普通の県級行政区域である。義務教育か，高校以上の専門教

育になると地元でなんらかの職人になるか，近くの中都市か北京へ行き教育を受ける機会

を探す事になる。 

易県は，中国の経済成長とともに，北京などの都会と比べ，一時的にストロー化（周縁

化）している地域である。北京の近郊には，そうした所得の低い県が幾つもある。易県は，

中国の多くの地方県と同様に歴史が古く，清王朝の皇帝の陵墓である清西陵を抱え，風光

明媚な所である。農業以外だと観光を中心とした商業や環境・景観保全事業に取り組んで，

それを一つの県産業の支柱にしていけば，若者も徒らに都会を目指さず，地元で，先祖か

ら受け継いだ土地をしっかり守れるのではないかと考える。現在の経済面での問題は，や

はり，交通不便であり，雇用吸収力のある産業が未発達であり，山間僻地である為，開発

しずらいという事であろう。 

 もう一つ，農民たちの収入向上を危うくしている環境は，公社（人民公社制度）の終了

と市場化である。何も組織に帰属しない農民にとって，自給自足以上の生活の向上を求め
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るならば，都市との接点を求めて，市場の参加者になっていく事が方法であるが，そうし

た機会を提供する事がなければ，経済的には，遅れて行く事になる。 

今日，中国の農村が抱える都市との格差は，それぞれの問題があるが，国の基盤である

食糧を作る農民が社会的に不利に置かれている状況は，中国国全体の国力の維持に関わる

問題だけに慎重な検討が必要であろう。もちろん，中国の農民たちは，多種多様であり，

自由化によって，富裕な層になり，生活の向上を遂げたと聞く。実際の統計数値や多くの

調査研究報告も存在する。1980 年代に生産請負制を導入した時点で，既に農民達の生活は

向上に向かい出している。 

しかし，改革・開放政策開始後 20 年以上が経ち，中国政府が急速に進展する世界の市場

化の勢いに押され，今後，自由化の政策の舵取りを間違えば，弱い部分に皺寄せが来る恐

れを常に抱えているのが，今の中国社会の現状ではないだろうか？たとえ，貧困地域であ

ろうとも，中国社会全体の均衡を維持する視点からも，または，本来の直接の問題解決の

視点である社会厚生の見地からも，都市と農村の問題は，揺るがせに出来ない問題である。 

 易県は，抗日戦争の激戦地であった所で，各所に戦争時の爪跡，記念碑，記録などが残

され，中国人民の抗日戦争教育の拠点になっている。調査をして行く過程で，現地の人か

ら，そういう事実を聞かされ，開発援助のプロジェクト地とは，別の側面に気付かざるを

得なくなった。日本人に対しては，あまり，好印象は，持たないが，地元の高校では，英

語以外に日本語が選択科目とされているそうで，筆者の調査時に運転手を務めてくれた 20

歳代の青年が話してくれた。抗日戦争の過程に関しては，易県志や関係資料にも記載があ

り，日本人として，注意すべき点である（参考出所：易県志（2000）巻首 総述・大事記 

4p，張海風主編『狼牙山故事選集』易県民間文学三套集成弁公室,出版年不詳）。 

 

２－６ 過去の易県調査 

 

 易県に関しては，過去に何度か，訪問調査が行われており，それぞれの成果をあげてい

る。中国国内では，扶貧社の関係者幹部が中心に行っているし、海外からの調査は，世界

銀行(WORLD BANK)や国連開発計画（UNDP），米国のミシガン大学の研究者が行ってい

るものもある。外部の調査，特に MF を中心とした調査では，北京から近い事もあり，中

国で，MF がどのように機能しているかを細かく見る機会が，現場にある事になり，中国国

内だけでなく，海外の訪問者は，かなりの数になる。現地の担当者は，名刺のホルダーに

たくさんの援助関係者の記録を保管していた。日本からの訪問者は，概して少なく，また

短期の滞在が多く（２日程度），現地の具体的な情報は，滞在条件の制約などもあり，北京

から発行している出版物に頼る傾向がある。 

 

 

 



 17 

3. 河北省易県扶貧経済合作社におけるスタッフの雇用と教育 ―組織と実務― 

 

  中国にＭＦを導入する際，それを実際に受益者となる農民たちに分かりやすく丁寧に接

明する人間が必要である。扶貧社では，彼らを「信貸員」と呼び，最も下部組織である分

社のスタッフとして配置し、バングラデシュのグラミン銀行の現場に赴く行員としての仕

事を与えた。農民達の訪問調査，グループ作成，週毎の融資金の回収などは，「信貸員」の

作業になる。彼らの仕事の報酬は，歩合制であり，正式な行員としての固定給はない。扶

貧社との関係は，請負契約になる。彼らには，研修が貸されており、専門のトレーニング・

マニュアルによって，中国式のグラミン方式による MF を机上の研修と現場研修により学

び正式な信貸員になる。信貸員になる前の研修生を「学員」と呼び，研修生の時期に「口

才」と呼ばれる弁舌能力の試験や，国の貧困対策事業に対する理解知識，MF の実務のマス

ターを課される。中国の各県によって実情は違うが，易県の場合，高校を卒業したばかり

の若い人たちが採用され，現場に赴いていた。 

 易県県社及び分社における 2002 年時点における職制は，県社主任，県社副主任，督査，

会計，分社主任，分社会計，一般工作人員，学員となる。扶貧社は，筆者の調査時，未だ

若い組織であったので，若いスタッフが，２年程で分社主任以上の管理業務に就いていた。

移動は，オートバか自転車が多く，地理の不便な所は，徒歩が基本である。県城から郷鎮，

郷鎮から郷鎮は，車を頼まないとかなり時間が掛かるので，頼まざるを得なくなる。筆者

の調査時に，そろそろ組織全体も規模が大きくなって来たので，県を跨り扶貧社を管理す

る中間的な職位に就く者が必要との本部の判断で，河北省易県と河南省の各県社主任が昇

格した。 

 

4．中国におけるＮＧＯ組織の経営 ―MF 組織を中心として― 

 

 1990 年代後半から始まった中国の NGO 組織の活動は，元々，民間組織としてあったも

のや扶貧社のように援助プロジェクトを行う目的で設立されたものなど多種多様であり，

NGO組織自体が，広義に扱われている感がある。初期の中国MF文献では，OxfamやWorld 

Vision など海外に本部を置く NGO 組織の名称が顔を出している。今後は，マイクロファ

イナンスが小規模の貸付とは言え，返済の可能性を見込んで，中国全土の需要を考え，内

生化していく試みや努力が，途中の挫折はあったものの，以前より増して行われていくの

ではないだろうか？通常，都市に本部や代表事務所を置き，現場に実務組織を置く，スタ

イルが貧困対策 NGO に多く，中国のＭＦを専門とする NGO組織も，そうした，都市と農

村との二段構えの分権組織構造になっている場合が多い。 

かなり以前から，中国が，1990 年代後半，豊作貧乏の上，辺地の貧困地域を抱えている

現状になってきた頃から，もうこれ以上，農業分野にむやみに補助金を与えたり，回収の

見込みが薄い費目の事業に国も地方も取り組めなくなって来ている。 
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 今後様々な，民間 NGO の活動が模索されていく事だろう。どの NGO組織も人材確保と

資金難に悩ませられるだろう。御多聞に漏れず，扶貧社の関係者からも，そうした面の不

安を聞かされた事がある。 

 

おわりに 

 

 最近,中国で,『中国小額信貸十年』（中国におけるマイクロファイナンスの十年,英題：A 

Decade of Microfinance in China,中国社会科学文献出版社 2005 年 5 月 第一版）と題さ

れた書籍が出版されている。中国が,自国の貧困対策にマイクロファイナンスを導入して十

年が経ち,そうした活動報告の纏めとして,中国各地の MF 担当者の報告が載せられている。 

 資料に関しては,1997 年に出版された中国経済出版社の書籍と似た印象を持った。この報

告集を読んでいると中国では,未だに,国土の広大さや各地・各民族の多様性,マイクロファイ

ナンス先進地域である南アジアに比して歴史が浅い為か,MF のしくみや類型,その実施にお

ける具体例が,体系化して纏めにくい面があるのではないかと思われる。今後,中国で,これま

での歴史の纏めやマイクロファイナンスプロジェクトの理論化や改善に成果が出てくる事

を願うばかりである。 

  アジア開発銀行資料（2004）では，最近のマイクロファイナンス事情の変化を紹介して

おり，中国が導入した MF の代表例であった GB モデルもバングラデシュで更に改良が加

えられている事（2002 年 8 月新システム「グラミンⅡ」では，連帯責任制を取りやめてい

る）は，重要な事柄である（上記出所資料 事業内容の多様化 24ｐ）。 

 筆者の限られた範囲の経験では,中国のマイクロファイナンス事情を細かな所を含めて,

全てを把握して纏めるのは難しいが，易県を実際に調査して，工夫して，関係者の意見を

聴取すると，かなりの程度，中国のマイクロファイナンスの原型やその歴史に関して，詳

しい事情が分かってきている。 

すべての始まりが易県にあり，我々は，その事実を真摯に受け止めなければならないと

考える。中国での最初の MF プロジェクトは，初めてが故に,色々な試行錯誤や失敗も経験

している。現地のスタッフは，中国の田舎の県出身者で，県城生まれの者が多くいる。皆，

募集で集まってきた中国の若い人たちで，彼らと話が出来た事は，筆者にとって大きな収

穫の一つとなっている。 

筆者は，彼らの仕事を始めた頃の若さや失敗を大切な経験として聞き，心の奥にしまっ

て，一人の人間として生きていきたい。どうか，マイクロファイナンスのみに拘らず，農

民たちが，必要と感じる援助や手助けを中国の若い人たちが，農民たちと一緒に今後も続

けていって，中国全体が，大きな共生を目指す社会になっていって欲しい。 

筆者が,中国におけるマイクロファイナンス調査を開始した 1998 年頃は,中国政府の行う

貧困対策「八七扶貧攻堅計画」（1994 年－2000 年）の真最中であり，全体状況を掴んだり，

貧困事業の効果の測定を行うのに，難しい側面があった。「八七扶貧攻堅計画」終了以後，



 19 

各種の資料・情報や，事後評価の調査が，中国各地で行われるようになり，ある程度の全

体像や細かな現実も詳しく公開資料で追跡確認できる様になりつつある。今後，こうした

マイクロファイナンスなど，開発経済学で取り扱われる事例として重要なものは，中国の

歴史として，資料に記載されていき，様々な分析や研究の素材となっていくだろう。 

 資料によると（国家統計局農村社会経済調査総隊編（2004））,2003 年,中国で,貧困人口

（年間収入 627 元以下,1,763 万人）と低収入人口（年間収入 637 元－882 元,2,946 万人）

を併せた人口は，4,709 万人であり，2002 年から 2003 年の間に，3 分の 2 は，自然災害な

どが代表的な原因で，貧困状態に一年以内に戻っている。今後も，油断を許さない状況と

言えるであろう。 

 

＜注釈＞ 

 

注１） 

 

本稿における中国のマイクロファイナンスに関する事実の経過に関する取材は,中国社会

科学院農村発展研究所研究員へのインタビュー取材,関係資料の収集と分析,中国河北省易

県における現地調査（①1999 年 8 月,②2001 年 11 月,③2002 年 5 月）を基礎としている。 

 

注２） 

 

 1994 年の易県の生活水準は,『中国農業発展銀行統計年鑑』（1996）によると農業人口一

人当たり収入（農民一人当たり純収入に相当すると思われる）は,789 元となっている。中

国では,統計用語の扱いが統一されていない傾向があり,農民の生活水準を示す統計数値に

も一様でない面が若干ある為,一応の目安としていただきたい。（前掲書 160ｐ-161ｐ 各

地区分県国定貧困県基本統計表（続二）から） 

 

注３） 

 

 使用している写真は,中国河北省易県で,2001 年から 2002 年にかけて,現地調査時に,筆者

が撮影したもの。 
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