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「中国のマイクロファイナンス―河南省虞城県の事例―」 

 

 

 

＜構成＞ 

はじめに 

1.マイクロファイナンスと中国 

2.中国 河南省の概況と特徴 

3.虞城県における調査 ―扶貧社の活動を中心として，及び比較事例紹介― 

4.今後の課題と問題点  

おわりに 

参考文献 

 

（国研紀要 125 号 寄稿論文 愛知大学国際問題研究所 客員研究員 安達 満靖） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

はじめに 

 

 中国では，市場化に伴う経済格差の拡大と農村における貧困問題に取り組むため，その

緩和策として，マイクロファイナンス（Microfinance）という貧困層向けの小規模融資事

業に取り組んでいる。筆者は，中国社会科学院農村発展研究所の研究員たちが指導する扶

貧社（FPC）という NGO 組織の活動の調査をする機会に恵まれた。金利 8％，無担保で，

小額（2,000 人民元）の生業資金を年間で週毎に少しずつ返済するプログラムを行う NGO

である。今回は，中国のマイクロファイナンスの調査事例として，扶貧社の活動する中国

河南省の一つの県に絞り込んで，論考を纏めたいと思う。 

 中国河南省は，人口約 9,000 万人の中国でも最大規模の地方で，平原を多く持ち，黄河

沿いの位置にある。筆者は，1998 年 7-8 月にかけて，マイクロファイナンスプロジェクト

の調査に大学院フィールドワークプログラムの一環として調査に行った頃から，河南省の

マイクロファイナンスプロジェクトに関心を持ってきた。 

 拙稿『バングラデシュグラミーン銀行モデルの中国への移入―河南省虞城県における現

地調査から―』（調査報告書。1998 年愛知大学大学院中国研究科提出｡未公刊資料｡）では，

当時の現地調査報告を細かく記述し，報告として纏めた。この報告書は，大学院のフィー

ルドワークプログラムの修了報告書として纏めた為，一般に公開性が低く，資料としての

価値の真価を問われ難い為，当時の報告書をある程度基礎としながら，事後に行った調査

に関しても総括し，問題点や課題を洗い出したいという，筆者なりの使命感があって，こ

の稿の執筆に踏み切る事にした。 

 扶貧社の虞城県プロジェクトの調査は，筆者の初めて行ったフィールドワークであり，

また，先行研究の少ない事例を扱った為に，当時としては，日本人のこうした中国を対象

とした開発調査は，珍しい事例であった。筆者は，調査の過程で，調査地へ行くまでのル

ート選択の間違いなど，その後の調査の教訓や参考にすべき経験を幾つか経験した。調査

には，列車や公共バスなどを使い安価で確実な方法を採ろうしたが，中国の田舎の公共バ

スは，決して安全ではなく，街から離れた広い農村部を往復するバスを使った為，途中で，

乗車してきたグループに所持品を全部持っていかれそうになった事もあった。現地には，

なるべく早く確実に行ける方法を採るべきであったと反省した。調査受け入れ先の河南省

虞城県扶貧弁公室の職員によると事前に連絡したら近くの商丘市まで迎えに行ったので，

わざわざ，危険な陸路のバスを使わなくてもよいと言われた。 

 調査開始当時，河南省鄭州市から虞城県までは，先へ行く程，国道ひとつしか利用する

ルートがなく，途中までは，列車が使えるが，後は，運任せのような所があった。現地調

査時に虞城県駅を見つけたが，列車の本数が少なく、複数の調査ルートを考え，確実に使

えるかどうかの判断をしなければと考えた。扶貧社の本部からは，当時詳しい，虞城県ま

でのルートの説明は受けていなかった。虞城県の県城までは，バスの降車地点から，出稼

ぎ農民のバイクに乗車賃の交渉をして，最終目的地まで行くという，列車やバスなどを何
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度も乗り換えて，行き当たりばったりの方法しか採れなかった。ただ，扶貧社の理事長で

ある劉文璞先生が，調査受け入れの相手方と仕事上の懇意であった事から，連絡はしてく

れていた事が，現地でトラブルを起こさずに済む助けにはなっていた。 

 現地調査においては，常時，劉文璞主編『中国農村小額信貸扶貧的理論与実践 ; 1996 年

中国小額信貸扶貧国際検討会論文集』中国経済出版社（1997 年 8 月第 1 版，全 483 頁）を

携行した。この中国語のマイクロファイナンス入門書を何度も読み返し，中国のマイクロ

ファイナンスの理念と実際の基礎を何度も確認した。現地調査におけるインタビューや調

査プロセスのヒントもこの本から多くを得て学んだ。この本には，中国各地におけるマイ

クロファイナンス事例や他の途上国の事例が，豊富に比較紹介されており，中国のマイク

ロファイナンスに関する教科書に近い存在感があった。全体の構成は，各マイクロファイ

ナンス組織の事例報告や実務手引きによる構成になっており，系統性に欠けるが，出版さ

れた当時は，他に類例がない為，この本を中心に読んで，関係者に話を聞いたり，文献で，

基礎事情を理解した上で，現地へ赴く以外，中国のマイクロファイナンスに関して，学ぶ

方法がなかった。 

 過去も現在も，中国のマイクロファイナンスに関しては，英文による情報は重要だが，

具体的な基礎事情（地理，人名）や理論・実務面（開発経済学の用語，マイクロファイナ

ンス実務用語），中国の行政システムなどの地域の社会背景事情情報は，中英日の三ヵ国語

の言葉の照合作業が必要である。豊富な文献調査とそれを系統立てて整理する学問ツール，

現場経験が必要な研究分野である。 

 今でも，中国のマイクロファイナンスに関して，ものを考えたり調べたりする際に，大

学院時代の限られた情報量と現場経験で得た体験が，時々脳裏をよぎる。今日，中国のマ

イクロファイナンスに関する情報は，中国語の出版物、インターネットによる公開情報な

どで，日本語・英語・中国語によって伝えられ，日増しに増えていくが，情報量の比較的

少なかった過去の蓄積がなかったら，現在のように，中国のマイクロファイナンス事情に

関して，系統立てて，情報を整理するのは，難しかったと思う。情報量の少ない時期から，

絞り込んで，順序立てて，物を考える作業が，記憶を手掛かりに出来る貴重な財産になっ

ている。全体の事情を述べ，要点を整理して，咀嚼して，要領よく纏めた資料はなかった

が，その分，苦心して理解しようと努めた過去の経験は，今でも，忘れ得ないものとなっ

ている。 
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1． マイクロファイナンスと中国 

 

―市場化と中国：マイクロファイナンス・プロジェクトへの道― 

 

 世界の市場化は，刻々と進行し，途上国に主体的な判断と行動力を求めている。 

 中国の社会・経済状況を，ソ連崩壊後の国際環境と照らし合わせて考えてみると，市場化

の進行によって，世界経済とのリンケージと国内の経済状況が，関連づけて見れるように

なり，この事は，全体的・相対的に国際競争力の劣る中国の農林水産業において，製造業

などと違い，相対的に付加価値の低い産品を国際市場と競争できる状態に維持する必要性

を政策課題として孕みつつ，中国の改革・開放政策の進展が，推移している事を示してい

る。 

 市場化による経済取引の活発化と共に進行しているのが，世界的な経済格差の発生であ

る。先進諸国と途上国の経済格差は，かつての 1920 年代から 1930 年代への世界経済の推

移を彷彿とさせるものがある。より正確には，現在の途上国は，資本蓄積や社会インフラ・

教育事情など，日本の明治から大正期に近い状態にあり，市場開放により，国内のアンバ

ランス（不均衡）な発展を事実上容認しながらも，社会の安定を模索・希求する時期にあ

ると推察する。 

特に途上国国内における低い資本蓄積から，農業部門を強化し，都市への過度の人口集

中や棄農による農村地域の環境の悪化を防ぐ必要があると考える。マイクロファイナンス

は，途上国農村の貧困層にターゲットを絞り，社会システムを金融面から支え・構築して

いくものである。このシステムの構築にうまく成功していけば，世界と途上国との接点も，

過度に資本力の違いのみで圧倒することなく，共通の市場システムの構築により，お互い

を支えあう事が，可能になるかも知れない。筆者は，そのように考えて，マイクロファイ

ナンスの事情調査を行ってきた。 

 中国が,国内政策として行っていく必要があるのは,農業の産業化や産業立地の配分を如

何に工夫していくがであるが,零細個農の多い中国の農村では,個別農家に対するミクロ的

なアプローチも同時に考え併せなくてはならない。 

 中国の社会の安定化は,農業問題の解決なしには有り得ず,政策的には,常に 13 億の人民の

衣食の問題を大胆かつ繊細に国際関係も十分に考慮しながら行う必要があろう。 
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―中国マイクロファイナンスプロジェクトの発端― 

 

1990 年代後半から，開始された中国のマイクロファイナンスプロジェクトは，1970 年代

の南アジア地域のバングラデシュ国を手本として進められた。グラミン銀行を代表モデル

とする貧困層向け小規模融資のプログラムにおける中国の初期の試みは，河北省易県西陵

鎮五道河村（Hebei Province Yixian County Xilin Township Wudaohe Village）で, 中国社

会科学院農村発展研究所の研究員たちの指導するＮＧＯ組織：扶貧社（FPC，Funding the 

Poor Cooperative）によって始まっている｡ 

マイクロファイナンスが，中国の多くの地域で行なわれるようになった発端は，関係者

の証言によると，1995 年，世界女性会議が，中国北京で開かれた頃，バングラデシュのグ

ラミン銀行総裁であるムハマド・ユヌス(Muhammad Yunus)とマレーシア国籍のカナダ人

国際開発コンサルタント及びマイクロファイナンスの研究者・実務家として知られるデイ

ヴィッド・ギボン（David Gibbon）が，河北省易県（Hebei Province Yixian County）を

訪問し，中国プロジェクトの成功を目の当たりにし，これをもっと中国の他の地域で行な

えないかと中国社会科学院農村発展研究所の研究員に感想を述べ，中国社会科学院農村発

展研究所の研究員たちの尽力で，その後，河南省へとプロジェクトサイトは拡大した事に

ある。１） 

先に述べた様に，当時,既に河北省易県で,グラミン銀行方式のマイクロファイナンスが,

実験的段階にあり，ここでの実際的な活動が,中国での援助プロジェクトの発展・普及の参

考にされた。  

援助対象地域が，河北省，河南省へと広がった後，他の国際援助機関（UNDP，UNICEF

など）や NGO（Oxfam，World Vision など）の進出も加わり，四川省，内蒙古，青海省，

雲南省，陜西省，貴州省といった経済的に沿海部より遅れている中国の内陸部の省地域へ

もマイクロファイナンスプロジェクトは，広がっていった｡1999 年には，およそ少なくとも

100 万戸の農村における貧困世帯が受益者となっていると推計されていた（筆者が，1999

年 8 月に行った中国北京での中国社会科学院農村発展研究所劉文璞教授に対するインタビ

ュー質問に劉氏が推計値として回答したものを根拠としている）。 

 関係資料や北京を中心とした中国のマイクロファイナンス専門家・関係者によると，雲

南省，陜西省，貴州省の場合，省政府が関与したマイクロファイナンスや，中国の農業銀

行の系統を利用したマイクロファイナンスも試みられている。 

 1970 年代の南アジア・バングラデシュから始まった世界のマイクロファイナンスの動き

は，1980 年代に東南アジア，1990 年代中頃には，中国へと東アジアへと広がりを見せてい

る。 
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2.中国 河南省の概況と特徴 

 

 河南省は，マイクロファイナンスプロジェクトを推進する中国社会科学院農村発展研究

所の研究員たちの一部の見解では，人口も多く，解決すべき相当な貧困問題を抱えており，

マイクロファイナンスの創始国である南アジア・バングラデシュの地理条件―平原の多さ，

省面積，人口密度の高さ―に似ていると見られていた。 

 河南省は，地理的に中国の真ん中に位置し中西部の省であるため，ここでの貧困問題の

解決は，中国の扶貧政策の重要なポイントになる。 

 河南省は，省境に多くの中国政府の指定した貧困県を抱え，1994 年に中国政府の貧困対

策計画である「八七扶貧攻堅計画」において，28 の県がその指定を受け，中国政府の援助

対象県となっている。中国は，1994 年時点で，農村の貧困人口を約 8,000 万人とし,7 年間

で,その問題を解決する目標を掲げていた。中国全体の農村の純収入平均が,約 2000 元ぐら

いの当時,中国政府から指定を受けた592の貧困県は,農村純収入が,1,000元に満たない県が

多かった。中国には,「扶貧到戸」とよばれるスローガンがあり,援助資金を直接に貧困層へ

行き渡らせる考え方は,マイクロファイナンスの貧困層への直接のターゲティングを目標と

したアウトリーチの思想と良く似た所があった。 

河南省の場合,地形的に平地が多く,中国の他の内陸の省よりは,農民たちの為の集会など

の援助プログラムの実務が行い易い条件がある。バングラデシュとほぼ同じ土地面積（バ

ングラデシュ 14.4 万平方キロメートル,中国河南省 16.7 万平方キロメートル）である所は,

実験的プログラムを行う土地としては,適していると見られている（杜暁山氏のあるレポー

ト論文分析による）。 

中国では，戦前から，地方政府の境界線上は，経済水準が低く，治安が不安定であると，

各種の中国農村調査資料は，叙述している。今，再び，開放経済が開始して，市場化が進

行している状況は，こうした後進地域を地方の局所で抱える事を意味する。 

 中国のある刑法学者は，「城境結合帯」と呼ぶ，治安の不安定な地域の存在を指摘してい

る（筆者が，1998 年 9 月から 1999 年７月まで，中国社会科学院研究生院に留学していた

時に，中国社会科学院法学研究所のある研究員が，所内の研究会で，中国の貧困地域の特

徴を指摘していた事を想起して記述している）。 

 中国研究者天児慧氏は，かつて自著で，そうした中国社会を「断層社会」と指摘した。

より正確には，そうした地理的・境界的な点の側面からではなく，エリートと大衆、都市

と農村における断層性の指摘である。天児氏以外の中国研究者や開発援助研究者も，中国

の多様性故に纏まり難く，捉えどころのなさを指摘している（筆者の記憶によると，ある

開発援助の専門書には，途上国の行政機構・文化・民族などの複雑さ多様性を「複層社会」

と指摘して呼んでいた事も併せて記述して置きたい）。 

 河南省のような大きな省は，各地域の様々な生活文化や経済水準の多様性を抱え，各省

との境界線も長く，中国の人口の過半を占める漢民族が多く居住している事から，中国社
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会のある意味での典型事例を導き出せる可能性を持っていると考えている。 

 

3.河南省虞城県における調査 ―扶貧社の活動を中心として，及び比較事例紹介― 

  

 現地調査は，1998 年 7 月下旬から 8 月の初旬にかけて行なった。 

 河南省虞城県（Henan Province Yucheng County）は，黄河沿いの商丘地区にあり，中

国首都北京から，列車で約 9 時間程かけて，河南省の省都鄭州市まで行った後，バスや車

を使って，約 2 日程かかる，省境に位置する県である。 

 各種資料や聞き取り調査によると，虞城県の基礎データは， 人口 102 万人，農業人口 95.4

万人，財政収入 5,357 万人,25 の郷と６つの鎮,565 村から構成され,郷村人口は，94.26 万人

である。貧困人口は，23.5 万人である（1993 年，中国政府の貧困対策計画が，1994 年か

ら始まる前年までの数値）。 

 ここでは，中国社会科学院農村発展研究所が組織した NGO である扶貧社や虞城県政府，

農村信用社，郷鎮企業など様々な組織が，マイクロファイナンス事業に取り組んでいた。 

筆者は，虞城県においては，中国社会科学院農村発展研究所の研究員たちが理事となっ

て指導する扶貧社という NGO 組織の活動を中心に調査した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 扶貧社の組織図 （1998 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扶貧経済合作社 北京本部 

易県扶貧経済合作社 虞城県 扶貧経済合作社 

 

南召県扶貧経済合作社 丹鳳県扶貧経済合作社 
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 中国では，扶貧社は，バングラデシュグラミン銀行と同じ組織モデル・金融手法による

マイクロファイナンス組織として知られており，当時，他国にも普及していたグラミン銀

行モデルの比較事例として，また，中国における貧困緩和策としてのマイクロファイナン

スプロジェクトの最初の調査対象として適していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 1998 年当時の虞城県扶貧経済合作社の組織図 

 

 虞城県扶貧経済合作社は，1995 年から，活動を開始しており，筆者の調査時（1998 年）

は，設立して，約 3 年を経ていた。県内においては，県社と分社（劉店分社，Liudian 

Township）による組織体制で行われていた。グラミン方式を採る扶貧社の経営方針では，

支店として自立させるため独立採算制を採る時期にあり，現地調査が終了した時点で，扶

貧社の理事長である劉文璞先生から，今後，独立採算制を採る話を聞かされた。1998 年当

時は，北京本部と河北省易県，河南省虞城県，南召県，陜西省丹鳳県に各拠点を持ち，各

県単位の拠点形成は進行し，扶貧社は，組織として大きくなってきていた。 

 虞城県扶貧経済合作社は，県内でも，２つの郷を拠点にしており，規模は小さめであっ

たが，県の中心部である県城ではなく郷内に中心拠点である県社を置いて，より農村に根

付こうとしていた。1,800 名程度のメンバー数を持ち ,虞城県内の店集郷（Dianchi 

Township）という地域で農民たちを組織化していた。センター会議なども開き定期的に農

民たちとコミュニケーションをとろうとしていた。 

 地元の人の話によると，虞城県内で，県城と郷村地帯は，頻般な交通や情報のやりとり

はなく，県地図でさえ必要ではなく，市販されたものはないとの事であった。県内は，県

政府関係者や商工業関係者の居る県城と農民の居る農村では，別世界の様であり，二元性

を感じた。県城と郷村地帯とのやりとりは，農民が，県城に商売や出稼ぎの用事で働きに

出る事では，繋がりはある。しかし，中国の基層社会の基礎である県は，住民の密集性の

ない点では，まだ，戦前の土地改革期の中国農村から変わっておらず，似た特徴を多く持

っているのではないかと感じた。 

 1998 年夏，筆者が，現地調査の際に扶貧社の記録や現地でのインタビューでの確認で得

た情報では，河南省虞城県の小額融資の返済率・女性の参加率は，共に高い水準を保って

おり，返済率・女性の参加率共に 95%以上であった。 

虞城県扶貧経済合作社 

店集郷（県社，店集郷） 

劉店分社（劉店郷） 
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 農民たちは，マイクロファイナンスを利用して，実に様々な事業に従事していた。牛や

羊を飼ったり，西瓜を栽培したり，修理業を営む者など，多種多様であった。楽梅（1996）

にも同様の記述があり，筆者より以前に，虞城県店集郷で，160 世帯の融資状況を調査して

いる。虞城県店集郷では，農民たちが行う事業に全体的に大きな偏りはないが，皆が，小

さな商売や，自分で出来る農業にマイクロファイナンスを利用し，収益性は，割合低くな

るが，小さい規模で，自分でやっていけそうなものにチャレンジしている事は，現地で良

く理解出来た。 

 県社や分社などで管理している基本業務書類は，損益計算書や資産負債表，農民たちの

名簿や融資開始前に信貸員が作成する農家個表である。虞城県扶貧経済合作社の会計責任

者は，県社と分社に各一名ずつ配属されていた。 

扶貧社の会計業務報告書類等の内容は，後に，世銀コンサルタントなどの指導によって，

より詳細なものに変わっている。業務進展報告書の拡充や中国語の各データ項目に英文の

割弧つきの但し書きなどが追加されている。 

 店集郷にいて気が付いたのは,雨が降ると一気に地盤が緩み,車はおろかバイクでも走行

しずらくなる事である。自転車で,信貸員と呼ばれる巡回員が,農家を集金などで回っている

が,自転車を手で押して歩かないと前へ進めないぐらいの状態になる。平地が多い河南省だ

が,以外な脆さに気が付いた。 

 農家の家の軒先へ扶貧社のスタッフと行き,現在の行っている小さな事業の話や家族の話

を聞いた。扶貧社の金融サービスは，郷内では，中国の金融システムでは，通常，受けら

れない無担保による信用貸しなので，普段チャンスのない農民たちには，好評であった。 

 虞城県扶貧経済合作社の設立資金は，バングラデシュグラミン銀行(Grameen Bank)の姉

妹組織であるグラミントラスト(Grameen Trust)から低利で資金提供を受けたものであっ

た。 

資金の返済保証は，中国社会科学院農村発展研究所が保証人となり，研究員達が指導を

するしくみになっていた。現地視察や管理指導のための北京との往復経費は，「操作経費」

と呼ばれ，アメリカのフォード財団(Ford Foundation)が，資金提供している。 

  資金面では，組織の維持費を貸し付けの金利収入で賄うとしても，組織設立時の資金の

ほとんどを外国の援助ドナーに頼っており，中国の国内資金を活用しているものではなか

った。農民たちに小額の資金を貸し付けて，その金利収入によって，NGO スタッフの給料

やその他の組織の管理コストを賄うしくみであった。グラミン方式のマイクロファイナン

スの研修を受けた NGO スタッフの人的な労力に頼る部分が多く，政府系の農業金融機関が

進出をためらう経費のかかる事業という事が出来る。 
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―その他の事例：比較事例紹介― 

 

 河南省虞城県では，虞城県政府労働局が行なう労働者失業者対策の一環としてのマイク

ロファイナンス事業，農村信用社のマイクロファイナンス，郷鎮企業（科廸集団公司 Kodi 

Food Group Company, Kedi Food Group Company）によるマイクロファイナンスなど様々

な事業が展開していた。2) 

 受益者のグループ化，本部と支店を結ぶネットワークシステムなどでは，扶貧社のプロ

ジェクトが，バングラデシュを忠実に模倣しようとしていた。他のプロジェクトは，受益

者のグループ化に拘らなかったり，収益性の高い事業をやらせて，個人でも，効果の高い

方向性を持たせようとしていた。組織は，NGOに限らず，地方政府や農業系金融組織，企

業など多様な主体でも可能な事を実践していた。 

 筆者の現地調査及び関係資料から，虞城県の MF 組織の活動状況を簡単に纏めると以下

のようになる。 

 

 運営組織          活動地域（郷） 

扶貧経済合作社（ＦＰＣ）  店集郷、劉店郷 

虞城県野菜開発会社     三庄郷、李老家郷 

農村信用社         張集郷、田苗郷 

扶貧協会          不詳（関係記載資料には,詳しく書かれていない） 

郷鎮企業          利民郷 

虞城県労働局        県城（一時的に就業困難な労働者を対象する） 

 

表１ 河南省虞城県内におけるマイクロファイナンス活動 （略表） 

 

 筆者は，河南省虞城県において，全ての組織とその活動地域に足を運んで，実際の活動

内容に関して，調査した訳ではない。全ての事例に関して,細かな分析が,現地調査期間中に

時間が避ける事が出来ず,また調査対象のある程度の絞込みをする必要があった。虞城県の

場合,グラミンモデルに拘らないマイクロファイナンスを行う組織が数種あった。こうした

事は,中国語や英語の資料にも記載されて紹介されている。各組織は,同一村・同一郷内での

競合はなく,県内各地域で住み分けがされていた。 

筆者は,比較調査事例として虞城県人民政府の設立した野菜開発会社や科廸集団公司の行

うマイクロファイナンス事業も取材したが,あまり詳しい事は分からなかった。 

ただ,カンパニー・プラス（Company Plus）と呼ばれ企業の経営安定性を確保し,農民管

理を適切に行って,収益性の高い事業を行えば,ショミティやグループのような管理組織を

使わず農民個人に貸し付ける訳であるから，受益者の自発性は,高まるかもしれない。農民

管理を適切に行うには,村単位で管理する人員を確保する必要があると思うが,そうしたリ
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スク管理の面での工夫が,確認できなかった。政府系や NGO にまかせれば,人員や資金面で

の問題がある。企業に任せれば,収益性に関しては,見通しが持てるかもしれないが,農民たち

の管理の面や,社会プログラム（識字や農業知識の普及）には,公共性が強くて,あまり関心を

示さないであろう。 

 虞城県は,グラミン銀行以外の数種のプロジェクトを県内で行い,実験段階のものが多い

が,世界的に見ても,マイクロファイナンスに関して先進的な試みが多い事が観察できる。 

 特に，虞城県の企業との連携によるマイクロファイナンスは，世界でもあまり類例がな

く，実験的なプログラムとして注目される。 

 虞城県人民政府は，マイクロファイナンスプロジェクトによって，県内の貧困人口が，

23.5 万人から 17.6 万人に減少し，貧困の郷鎮が，15 から 12 箇所になり，貧困世帯が，5.2

万戸から，4.3 万戸に減少した事を成果として報告している（虞城県人民政府報告，劉 1997

所収 171ｐ-173ｐ）。今後こうした成果の精査と，今後，貧困から脱したかつての受益者

が再び貧困に戻らない為の，絶え間ない努力が必要となろう。 

 

―2000 年以降の虞城県扶貧経済合作社の活動状況― 

 

 扶貧社は，2000 年以降から，以下のように活動状況が，変化してきている。 

まず，新しい分社組織（谷熟分社，Gushu Sub-branch）を立ち上げ，県の本部である県社

を司令塔に三つの分社組織から，構成されるようになった。分社（Sub –branch）は，グラ

ミン銀行の支店に相当し，中国の場合，通常，一つの郷鎮（Township）を管轄する。その

為，扶貧社の分社名には，郷鎮の地名が，冠せられている。分社には，分社主任を置き，

支店長として，管轄地域の管理業務に当たる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3 2000 年末時点における虞城県扶貧経済合作社の組織図 

 

 扶貧社全体における虞城県扶貧経済合作社のしめる位置は，加入メンバー数と全体に占

める比率を見ると，易県扶貧経済合作社が，8,600 名（53%）,虞城県扶貧経済合作社が,1,400

名（9％）,南召県扶貧経済合作社が,6,000 名（38％）となっている。扶貧社全体の加入メン

バー総数は,16,000 名である。データの出所は,扶貧社本部に保管されている下部組織からの

県社 

谷熟分社 店集分社 劉店分社 
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報告資料（内部資料）からのデータ分析である。データは,いずれも概数である。 

  

扶貧社のメンバー数の各地域比率（2001年
末概数,単位：％）

易県扶貧
経済合作

社
53%虞城県扶

貧経済合
作社
9%

南召県扶
貧経済合
作社
38%

 

図 4 

  

南召県扶貧経済合作社は,虞城県扶貧経済合作社よりも後発の組織であるが,虞城県より,

商工業を行うのに有利な地理環境にある為,急成長したと思われる。 

 2001 年に発生した虞城県におけるデフォルトの問題は,扶貧社全体からみても,大きなダ

メージであった。扶貧社の総資産は,約 1,532 万 403 元で,負債は,虞城県扶貧経済合作社は,

約 486 万元,2001 年 11 月現在での損益は,約－6 万 2 千元を計上していた。他県は,会計上負

債はあるものの（易県 495 万元,南召県 243 万元）,損益に関しては,いずれもプラスを計上

している（データ数値は,扶貧社の会計資料から,筆者が整理したもの。数値は,いずれも四捨

五入による概算。）。 

 人員の面で見ると,易県 37 名,虞城県 24 名,南召県 27 名,本部には,理事が 6 名と事務スタ

ッフが５名で総数 99 名,約 100 名弱となる。人員の配置は,適正なものの,虞城県の場合,後述

するデフォルトの問題でかなり苦境に立たされていた。 

 今後，債務処理方法や農民たちに勧める農業や商業などのプログラムやコンサルティン

グ手法は，更に，検討・改善が必要であろう。 

 

―デフォルトの発生― 

  

 2001 年頃，農民達のデフォルト（Default,，債務不履行）が大量発生し，本部の理事た

ちの頭を悩ませるようになった。デフォルトが大量発生するようになってから，援助対象

地域サイトには，事実上，外部の訪問者は，立ち入り不可能になり，扶貧社スタッフによ

る農民たちの実情調査や会計調査報告を含めた現地調査報告を本部で見聞きする事でしか，

現場とのつながりが，一部のスタッフ以外は，保てなくなった。 
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 原因は，虞城県の農民たちの事業が，農業の一時的な不作に影響され，農閑期における

他事業との連携もうまくいっていない事によるものであった。虞城県の農民たちは，夏に

は，西瓜の栽培などに従事し，冬の農閑期には，家畜の世話などをして，生計を維持して

いる。一年を通して，農業に安定した収益源を求められない農民たちのグループがあり，

一度の債務超過が，連鎖的・連続的に発生して広がった事に，デフォルトの発端と原因が

あった。農民たちの事業の一部が，一時的な農業の不作の年に，他の事業も連鎖的にその

余波を被った事になる。 

この種の連鎖的な失敗にグラミン方式の小規模金融（Microfinance,マイクロファイナン

ス）は，無力であった。こうした事は予測できた事であるだけに，事前の予防措置を充分

に行なえなかった事は残念であった。ショミティやセンターなどグラミン方式特有の互助

的・相互監視の人の信用を担保とするシステムを形成していても，そうしたシステムの機

能は，借りた金を返すモラル意識の維持や，従事している事業に関する細かい情報交換に

利用できる利便性を提供している事を中心として役に立っている。各個人の従事している

事業の孕んでいるリスクや今後の発展の見極めに関して，マイクロファイナンス事業全体

として，十分な保険機能は，ショミティやセンターなど農民たちのグループ化などのグラ

ミン方式による比較的単純な組織モデルの利用活用では，果たしえないものであった。 

 虞城県プロジェクトは，開始から 6 年目で大きな壁にぶつかり，その後の発展が，危ぶ

まれる状況に追い込まれた。その後，農民たちの債務処理は，徐々にではあるが，進んで

いる事を扶貧社の幹部から聞かされた。こうした失敗や挫折を乗り越えて大きく成長をし

ていかなければならないのだろう。 

筆者の調査当時，扶貧社の北京本部では，この問題を「虞城問題」と呼び，マイクロフ

ァイナンスプロジェクトに関わる研究員たちの論文や報告書などの公式の公開文書では，

具体的に扱わない案件だったが，一部の関係者の間では知られている大きな問題であった。

虞城県問題発生から，もう既にある程度の時日が経過しており，扶貧社本部でも，ある程

度の整理がついている問題と推測する。筆者は，開発援助の事業として，マイクロファイ

ナンスに関して，過度の理想や期待を抱かずに，援助する側の先進国が，こうしたリスク

をある程度知った上で，途中の経過に配慮しながら，途上国側と協調して，工夫して援助

する事は，重要な事と考えている。その為，失敗もあまりタブー視せずに，開発援助事業

そのものの理非も考えて行かなければならないと考えている。 

マイクロファイナンスの失敗の事例としては，バングラデシュ・グラミン銀行の場合， 

Aminur Rahman 氏 の 書 い た Women and microcredit in rural 

Bangladesh:antholopological study of the rhetoric and realities of Grameen Bank 

lending(Westview Press,1999)が，代表的なものとして参考になる。上記文献資料によると，

バングラデシュのタンガイル県に長期間フィールドワーク（バングラデシュ農村での現地

滞在による調査）を行った事例が，バングラデシュ現地に深く入り込んだ著者の体験と分

析によって述べられ，村の金融システムとして，機能出来ていない事実が述べられている。
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タンガイル県は，古くから，グラミン銀行の支店やエリア・オフィスが，置かれている土

地であるだけに深刻な印象を与える。世界の途上国の各国に既に普及している現在の事情

を考えると，失敗の原因としては，各国の政治制度や地域事情（文化社会，金融事情 etc）

などが，個別に相違してくるものと考えられる。 

マイクロファイナンスは，最初の開始時こそ，小規模からスタートし，組織の管理や農

民たちの連帯保証制度による相互監視などが機能し，眼が行き届き安い面があると思うが，

組織が大きくなり，時間や歴史の積み重ねと共に予算や人員の不足，援助実施地域の選定

にあたっての制約条件の加味など（一般に商工業の発達している土地柄や隣接地域に交易

条件の恵まれている土地がある場合では，受益者の事業の収益性が確保出来，うまくプロ

ジェクトが進み，零細の農業に従事している受益者が多い土地柄では，返済が難しくなっ

たり，融資の期間が，長くなったりする事が，マイクロファイナンス研究者や実務者の間

では知られている），次第に幾つかの課題を抱えていくものであり，それは，現場で受益者

や実務者と直接話したり現場を見ていく人々が，人一倍，実感するものなのである。 
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4.今後の課題と問題点  

 

 失敗や紆余曲折を経て，今日に至る中国のマイクロファイナンスプロジェクトを中国河

南省の一地域を中心として概観して来た。今後，このプロジェクトの結末や再生に関して，

更に深く調査を続けていきたい。 

 基本的にマイクロファイナンスの様な受益者本位の小規模の草の根事業は，プロジェク

トの立ち上げから，プロジェクト成長発展の各段階において，継続して，育成・援助する

必要があろう。こうした分野の専門家や実務の実績を今後積み上げていく努力が，国際社

会の責務であると考える。 

 今までどんな失敗や挫折があったか，各地域の専門家や開発援助の実務担当者が、途上

国政府機関や地方政府の人々と連携しつつ，今後の方向性を模索・検討して行かねばなら

ない。 

 図 5 に見られるように，現代経済の課題の一つは，市場化・自由化を念頭に，ネットワ

ーク（下図の事例としては，中国を事例とした都市と農村の往復経路と各結接点）を如何

に生かして，単一の市場としての均衡を保ちつつ，市場を活生化させるかであると考える。

マイクロファイナンスは，その為の一つの試みと見て良いのではないだろうか？ 

 

巨大都市（北京、上海等） 

 

大都市（省都） 

 

中小都市（農村地帯から見て，近隣の交通・情報の盛んな街） 

 

県城（県の中心地） 

 

 郷村地帯（郷鎮，村） 

 

図 5  中国国内の社会・経済ネットワーク概念図 
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おわりに 

 

 筆者は，中国のマイクロファイナンス事情調査を大学院時代から，継続して行ってきた

が，最初の調査では，開発経済学の理論の検討や中国事情の調査に集中して，報告書の執

筆構成を考えながら，全体を纏めるのに苦心した。しかし，振り返って見ると，事後の調

査で，中国におけるマイクロファイナンスプロジェクトは，歴史も浅く，萌芽段階にあり，

その効果や是非を問うのは，実積や資金や人材確保・育成における課題などを加味すると，

時期尚早な所があり，このプロジェクトの援助先進地域である南アジアや東南アジアの実

積・成果に眼を向けざるを得ない点を否が応にも認めざるを得なくなった。 

また，この研究には，ある一定の歴史観を持った時系列的考察や途上国同士の比較法な

ど，地域研究が，長い間，受け継いできた伝統的なものの見方が，有用であると考えるよ

うになった。他の学問から，理屈を借りて，中国事情と照合する作業は，筆者としては，

文献調査や研究者の発表を聞く機会を，自分の専門分野以外の学会や研究会での学際分野

における情報摂取として，2 倍の量に増やす必要性に駆られたし、時間や労力の面から考え

ると，とてもつらい作業に感じる事が何度かあった。その為，自分が本来帰属意識を持っ

ている地域研究の研究手法を改めて検討せざるを得なかった。 

地域研究の従来持ってきた比較による研究スタンスを基礎として，現在の中国や途上国

の現状を，特に戦前の世界経済を背景として比較事例としたり，他の途上国との社会事情

を背景として比較していくと，マイクロファイナンスという研究ツールは，実に有用なも

のに感じる。今では，ベテランの地域研究者は，かつての社会主義計画経済時代の中国を

長く研究対象としてきた経験を持ち過ぎて，忘れがちになっている研究視点である。中国

という国のダイナミズムを追及していく上では，研究対象から距離を置き過ぎる事は，危

険な面は否定できない点は認めなければならない。しかし，世界経済の動きが，マイクロ

ファイナンスという草の根の経済情報から，具体的な動きとして感じられる。単に資本や

労働力の動きを統計数値を使って追っていく経済分析手法とは，別の次元・角度から途上

国経済を見ていく訳であるから，国際経済の動きをある程度，草の根から，立体的に考察

していく事になる。途上国の人口構成の主体となっている農業や零細商工業者の家計や経

営規模が，数字に慣れてくるとある程度掴めるようになる。加えて，定期的にインタビュ

ー調査をしていくと，統計数値で拾えない，種々の経済・社会情報を時系列的に採取でき

る事になる。マイクロファイナンスを研究してきて感じるのは，各種のプログラムや MF

組織を持つ南アジアのような先進地域以外では，歴史の浅い中国や他の途上国では，マイ

クロファイナンス自体が萌芽期にあり,上からの理念的な理論分析の手法よりは，以上挙げ

た国際経済の草の根を通じた時系列比較と空間的把握・比較法による分析による客観的・

系統的に調査分析する有効性を結論の要点として集約させて挙げたい。 

しかし，注意点として，挙げなければならないのは，マイクロファイナンスの場合，実

際に現場で起こっている事象を対象としている為，細かな配慮が必要となってくる。過度
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な理想論や単一のプログラムの強調や絶対視、情報管理・確認の徹底など，研究対象とな

っている事情が，生身の現実である為，かなり工夫して情報を見て、情報公開や情報デー

タの加工処理には，慎重になるべきである。マイクロファイナンスでは，援助のサイト情

報しか伝わらないので，なるべく背景情報を掴むため，他学問の成果や各種の統計情報に

は，注意を払う必要がある。 

市場化の急速な進展により，開発理論やその実務における発展は，中国やロシアの様な

大国でも，その成果が，問われるべきであり，世界経済が，不均衡に成長している事は，

各種の国際機関や各国のシンクタンクの調査報告で明らかになっているので，たとえ社会

主義国で，計画経済から市場経済への移行期にあり複雑な事情を抱え様とも，小国・大国

如何に関わらず，途上国への経済・社会関係を持続させる方法としての，直接投資以外の

開発援助の検討は，行われるべきであろう。その為には，大国故の広大さを乗り越える，

様々な地方における実積や経験、研究成果が，今後の世界経済の均質的な発展の重要なス

テップになっていく事は，間違いない事の様に思える。 

 

＜注釈＞ 

（１）南アジア・バングラデシュから中国へとグラミン銀行を代表とする草の根小規模金

融のモデルが輸出された経緯については，筆者が，2001 年秋に行った中国における現地調

査時に,中国社会科学院農村発展研究所研究員孫若梅氏（Sun Ruomei）のインタビューの際

に聞き書きしたメモを中心に参考として記述している。この経緯の事情については，非常

に多くの中国語・英語による文献記載が既に海外で公刊されている。 

 関係資料や証言からは，最初にマイクロファイナンスを中国に伝えようと積極的に動い

たのは，1990 年代初頭，中国社会科学院農村発展研究所に研究員であり，所内の科研局に

所属していた杜暁山氏（Du Xiaoshan）が，筆頭に挙げられる。 

 中国の MF 関係者（扶貧社本部の理事，プロジェクト開始初期の頃の各県担当者）は，

バングラデシュグラミン銀行への訪問と現地でのマイクロファイナンスプログラムの研修

を事前に受けて中国における業務を行っている。 

（２）中国語の発音から推定して，Kedi で良いと思うが，関係資料には，Kodi と記載さ

れているので双方を割弧内に併記している。 
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Microfinance in China ―The Case of Henan Province Yucheng County― 

 

Recent year, a lot of microfinance organization and institution started activity in China, 

such as nongovernmental organization and international agency of the United Nations. 

From 1994 to 2000, Chinese Government has started and finished poverty alleviation 

plan. One of the practical method poverty alleviation program is microfinance. 

Microfinance main objective is to supply small loan to poor area’s people in developing 

country. It has small success in Chinese poverty alleviation, such as decrease poverty 

population in china. 

 This article consists of four parts. One is microfinance in China，second is Henan 

province region summary, third is the case study of Yucheng county in China, fourth is 

future’s prospect. 

  FPC has started activity in China at 1994.FPC is well known microfinance pioneer 

nongovernmental organization in China. They are replicated organization and 

microfinance model from Grameen Bank of Bangladesh. Their main activity field is 

Chinese rural area which is Hebei Province and Henan Province county rural area. 

They has area office and sub-branch in Hebei Province and Henan Province county 

rural area. 

 One of FPC’s practical activities method in China is to establish sub-branch in Chinese 

rural township. Through to promote sub-branch by sub-branch leader, can to provide 

small financial support to Chinese rural area’s poor people. It’s has provide economic 

and social impact to Chinese rural area’s farmer. 

 FPC has one county office and three sub-branch in Henan province Yucheng county. 

FPC county office corresponded to Grammen bank area office. Sub-branch is lower level 

organization of area office which located Dianchi town ship and Liudian town ship  and 

Gushu township.     

  FPC area office in Henan Province Yucheng county has serious dept problem from 

2001.A lot of discuss has continued up to recent year in the board conference at FPC’s 

Head Quarter in Chinese Social Academy Rural Development Institute. As long as I 

know, there is no alternative method in microfinance dept problem. It require a lot of 

consider in microfinance field and international organization. The problem is not stable 

farmer’s economic activities. Microfinance institution has to define failure through 

practical activities. I suggest historical and comparative analysis as well as 

development economics theological analysis. It can to analysis sophisticated issue, such 

as microfinance organization development issue and future’s prospect. 

 


