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はじめに 

 

 本稿で、分析の対象とするのは、中華人民共和国のマイクロファイナンス活動である。

マイクロファイナンス（Microfinance）とは、主に発展途上国農村の貧困層を対象とした

小規模融資事業であり、開発援助研究の分野では、南アジア・バングラデシュをその始ま

りとする。世界の三分の二は、発展途上国であり、その多くの草の根の庶民は、農業をそ

の生業としている。この援助事業は、その点に草の根レベルで焦点を当てたものである。 

中国は、この援助事業に 1990 年代後半から着手した。筆者は、地域研究専攻（中国）の

経済分析者だが、世界経済の中の中国という視点から、中国を中心とした国際間の貿易や

金融の問題のみでなく、中国国内の経済・社会の安定化の問題に鑑み、この開発援助研究

の一分野に強い関心を持ち、日本の援助研究に不足しがちな、英語以外の途上国母語によ

る生の声や専門的・技術的な課題、政策事情などに関して中国への訪問調査や資料収集に

よる研究分析を試みてきた。 

開発経済学の入門資料、専門文献では、正の側面と負の側面が紹介されている。渡辺龍

也（1997）や下村恭民（1997）では、マイクロファイナンスの代表事例としてのグラミン

銀行が、途上国の貧しい農民を対象に経済機会を与えた事実に基づいて、肯定的な評価を

基に紹介されているが、Aminur Rahamn(1999)では、バングラデシュにおける農村におけ

るフィールドワークを踏まえて、プロジェクトの失敗や僻地農村の厳しい現実が報告され

ている。途上国の貧困層を対象としたマイクロファイナンスプログラムでは、貧困層の持

つ小さい資本や潜在的かあるいは教育訓練によって得た技術に期待して、小額の資金を貸

し付けるのであるが、資金調達や人材育成など組織運営上の過程の問題も併せて、我々は、

こうしたプロジェクトは、失敗を起こす事もあることを予見できる現実として受け止めな
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くてはならない。 

本稿では、この一般には馴染みの薄いテーマにバングラデシュを比較事例として若干紹

介しながら、中国をメインフォーカス国として、その動向に全体的にアプローチし、中国

経済からの現状分析と理論面における考察を中国の省別のブリーフィング事例紹介（8 省級

行政区、民族自治区）を中心に置きながら挑戦してみたい。  

 また、このマイクロファイナンスという用語とその実際に触れるには、言葉の定義と歴

史的背景について若干触れなければならない。そうした点を前後に踏まえながら以下にそ

の内容分析について述べる。この稿は、序論的な性格のものとして、詳しい計量分析や、

各事例分析、政策事情などは、更に別稿に譲りたい。 

 

1.マイクロファイナンスの定義 

 

マイクロファイナンスとは、世界的にみて、南アジア・バングラデシュのグラミン銀行

（Grameen Bank）と呼ばれる非政府系の民間銀行や BRAC（バングラデシュ農村復興向

上委員会）のような NGO の農村における貧困層への小規模融資事業を始まりとし、主に発

展途上国の貧困層を対象とする生業資金貸付け援助事業である。途上国の貧困層に対して、

無担保で小規模金額に金利を付けて、相互扶助を目的としたショミティ組織を活用し、そ

れを基礎にした連帯保証制度を利用して、1 年間を目標に週毎に返済させる草の根を対象と

した開発援助プログラムである。バングラデシュ・グラミン銀行の場合、最初の貸し付け

額は、1,000―2500 タカ、無担保で、金利は、金利は、年利 20％（表面金利、市場金利 16％）

だが、少しづつ返済していく仕組みで、借り手の農民には、あまり負担は掛からず、返済

率は高いとされている（渡辺龍也 1997 16ｐを参考として要約）。資金の利用用途は、農

林業などバングラデシュの農民たちが身近にコツコツ取り組める生業である。農村女性を

貸し付けの主たる対象としており、彼女たちや彼女たちの家庭の経済的自立、貧困層の所

得向上による未就学児童の解決などを含めた貧困層の社会的地位の改善や教育水準の向上

を目指している。1970 年代にその萌芽が見られ、1980 年代には、その活動が、援助事業と

して、国際機関によって、NGOの組織を利用する形で、徐々に進められた。 

1990 年代に入ると、ソ連の崩壊によって、それまで、南アジアや東南アジアでしか目立

った組織や活動が見られなかった情勢に変化が生じ、旧共産圏にもその援助事業が広がり

始めた。事業を資金面と技術面で指導してきたのが、国際援助機関である、世界銀行（World 

Bank）や国連開発計画（UNDP）、アメリカの民間財団であるフォード財団（Ford 

Foundation）であった。 

 この援助事業は、発展途上国の貧困層の救済が目的で、市場化がある程度進展した地域

に自由な経済活動を認めた上で、貧困層の自助努力を資金面や技術面で支援し、大きなイ

ンフラプロジェクトとは違う草の根の援助を行う目的と性格を持っている。 

バングラデシュ､フィリピン､アフリカなどの地域で、12 年以上開発援助の実務を行い、
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国連開発計画(UNDP)と英国国際開発省（DFID）の資金提供するアフリカプロジェクト

（MicroSAVE-Africa programme）や世銀のマイクロファイナンス関係の仕事に従事する

Graham A.N.Wright は、自らの著書(2000)で、1976 年のグラミン銀行の貸付開始時期から、

マイクロクレジット（Microcredit）という用語が使われていたが、実務家（Practitioner）

の増加に伴い、貧困層のニーズに答える形で、質の幅、柔軟な金融サービスを持ったマイ

クロファイナンス（Microfinance）という用語を用いるようになったと説明している

(Graham A.N.Wright,Microfinance Systems Designing Quality Financial Services for 

the Poor, Zed Books Ltd, University Press Limited 2000  7p  MicroCREDIT v. 

Microfinace)。 

 

 

2.世界の動向 

 

1970 年代にバングラデシュのグラミン銀行の小さな援助事業であったマイクロファイナ

ンスは、30 年以上を経過し、現在、世界的な広がりを見せている。 

世界で行われているマイクロファイナンスに関する事業には、多くの国際援助機関や

NGO が関わっている。国連や世銀、フォード財団などの民間国際大型財団がその主たるも

のである。 

世界銀行（World Bank）には、正式な部局ではないが、CGAP（Consultive Group 

Assist the Poorest）と呼ばれるマイクロファイナンスの専門家集団が存在し、世界に６

ヵ所の拠点を作り（東欧、アフリカ、南アジア、東南アジア、中国）、世界各地域のマイク

ロファイナンスを指導している。資金面では、国連開発計画とフォード財団が国際的に目

立った活動を広範囲で行い、主にスタートアップの資金提供とモニターリングを行ってい

る。 

マイクロファイナンスは、確実に途上国の草の根を基礎とした援助組織同士の情報交流

によるネットワークの「世界」を形成しつつある。「世界」の「」とは、途上国の草の根の

ニーズに答える形で、国際援助機関が後押しする形になっている事への背景に注意すべき

ではないかという私なりの考えに基づく印である。 

現在の大勢は、この方面の専門書の歴史の記述の部分から見て、援助機関が、主導して

作った面が大きいと判断出来るが、これが、途上国に根付いていけば、かつて、協同組合

や信用組合を各国独自に国情に合わせて組織化したスピードより早く、農村経済の自立性

維持の為の緩和措置に対処した事になる。こうした援助事業に着手しなかった場合、途上

国の国有銀行による独占・寡占状態のまま、金融市場が形成される事となり、国民の大多

数は、市場の参加者ではなく、市場に参加する為の準備段階も踏めなくなる恐れがある事

も考え合わさなければならない。 

バングラデシュのグラミン銀行、BRAC、マレーシアのアマナイクティア（AMI）、イン
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ドネシアの BRI、ボリビアのバンコソルなど世界的に名の知られた MF 組織が、世界各国

に誕生して、組織としての歴史を積み重ねている。次に述べる中国の事例もその隊列の一

翼を担う可能性を持っている。 

 

3.中国 

 

中国のマイクロファイナンス活動は、1994 年の中国の NGO 組織 FPC の河北省易県

(Hebei Province Yixian County)での活動がその始まりの代表例である。FPC の活動は、バ

ングラデシュのグラミン銀行に範を採り、ショミティを小組、センターを中心と中国語で

呼び慣わしている。FPC は、NGO組織で、中国語では、扶貧社と名乗っている。中国社会

科学院農村発展研究所（Chinese Academy of Social Science Rural Development 

Institute）の研究員たち（劉文璞、杜暁山、張保民、孫若梅、李誼青、任常青、杜吟棠、

徐鮮梅など）が、中国の貧困県におけるローカルスタッフを地方政府の扶貧弁公室のスタ

ッフや新卒者・中途採用者を選抜して育成しながら、組織作りを始め、設立から 10 年を数

えている。 

FPC は、バングラデシュのグラミン銀行をモデルとしているので、農村におけるグルー

プ作り(ショミティ､センターの編成)から、グラミン銀行の支店に相当すると言われる郷鎮

における管理組織（分社）、グラミン銀行のエリア・オフィス（Area Office）に相当する県

級行政区域の本部（県社）など良く似た組織になっている。ただ、南アジアの MF 組織と

比べて歴史が浅く加入者も多くないので、Zonal Office などは持たず、将来構想としてそれ

に相当するものは、設置する構想はあるもののまだ規模は大きくなく、北京の本部（中国

社会科学院農村発展研究所内に設置）、中国の各県代表事務所（県社）、郷鎮規模の支店（分

社）の間で相互に連絡を繋いで組織としての形を作っている。 

北京には、中国社会科学院科研大楼内の中国社会科学院農村発展研究所の置かれている

同階層にマイクロファイナンストレーニングセンター（Microfinance Training Center）と

中国貧困問題研究センターが置かれ、中国全土の貧困対策に関する取り組みの事例・マイ

クロファイナンス関連情報を中国社会科学院農村発展研究所の研究員をスタッフの中心と

して情報収集作業が行われ分析が行われている。 

中国のマイクロファイナンス組織（MFI）は、他に、国連開発計画（UNDP）の中国複

数省における 48 県級行政区域における援助事業、中国の地方政府（陝西省が代表格）が主

導するもの、イギリスのOxfamやアメリカのWorld Visionなどの国際民間NGOなど様々

あり、組織形態や各事業の技術的な手法は、小額の資金を貸し付ける手法など、基本的な

事項は、凡そは、似通っている所もあるが、ショミティの構成や識字教育などの社会プロ

グラムとの連動など実際の農村における対応は、個々の組織の方針や実務の点で違ってい

る。 

中国の貧困人口は、毎年、減少を辿っているが、最近は、底打ちの感がある。マイクロ
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ファイナンスが、中国の貧困対策に幾らかは、役に立っているというのが、マイクロファ

イナンス研究者の見方や推測である。今後、貧困人口が、また増加に転じないように、開

発プログラムや経済政策運営の持続と改善が必要とされる。約 12 億余りの人口を抱える中

国だが、全体の人口上、僅かな比率でしかない貧困人口も、僻地や沿海部と比較しても経

済的に立ち遅れた省に偏って偏在する現実を踏まえると中国の社会の安定化、均斉的な成

長を目指す見地からは、中国の貧困人口の変動は、今後も、注意すべき経済・社会動向で

ある。 

中国の貧困人口　（万人）
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 データ出所：中国国家統計局編『中国統計摘要―2004』中国統計出版社 2004 年 101p 

注 1） 

 

中国の場合、マイクロファイナンス活動は、1990 年代後半から、その活動が本格化し、

先にも述べた中国のマイクロファイナンス史の中でパイオニア的存在の FPC（Funding the 

Poor Co-Operative,扶貧経済合作社）と呼ばれる非政府組織が、草の根の地域活動を始めた

のが、その代表的な始まりとされ、最初の一年目の活動では、一回の融資金額は、平均 1,000

元とされ、年利 8％で、無担保で、農民達の様々な経済活動（農業、商工業）に貸し付けら

れた。最初の融資の貸付の回収が、1994 年から 1995 年に中国河北省易県で行われると、

その後、普及活動などを経て、中国の援助関係者は、資金を外国の財団などから提供して

もらい、その実践とモデルは、河南省や他の省級の地方にも広がっていた。 

もともと、この援助事業は、南アジア（バングラデシュ）の土地なし貧困層を対象とし

たもので、特に農村の女性に融資対象を絞った事業であった。それは、農村における男女

格差の克服や教育の面の効果を狙ったものだが、中国にそのモデルを適用する場合、創始

国バングラデシュと比較した場合、以下に挙げる様々な社会的な違いに注意しなければな

らない。 

中国では、社会的な女性の解放は 1950 年代に終了しており、それは、主に中国共産党の
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草の根レベルにまで活動の範囲を行き届かせた結果である。土地改革もほぼ同じ時期に終

了しており、南アジアのように前近代的なもの（女性の社会的地位の低さ、高利貸しの存

在、地主の存在による土地所有の不均衡など）を多く背負う形ではなく、開放政策下で、

急速に進展する市場化の悪影響をなんとか緩和する事にその主眼がある。中国における典

型的な貧困地域は、僻地に農家が点在する特徴があり、これも南アジアのように人口が密

集し、ショミティ活動がし易い地理条件ではない。 

それでも、マイクロファイナンスに効果ありとして、マイクロファイナンス事業を推進

してきた中国の MF 組織のリーダー達は、バングラデシュとの国情を事前研修や調査など

で認識しながらも、社会主義体制下で培われた既存の農村金融組織の中国農村における不

健全性を挙げ、難しい現実の中で、自分たちの組織を通じて、農民たちに経済的機会を与

えてきた事を誇りとしている。 

一説では、国際農業開発基金（IFAD）が、1981 年に中国の内蒙古自治区で行った援助事

業でマイクロファイナンスが行われていたとする説もあるが、グラミン銀行方式を始めと

する各種のマイクロファイナンスが、中国の各地域で、組織立って行われてきた最初の波

のうねりの始まりは、全体の歴史の流れから見ると、やはり、河北省易県である。マイク

ロファイナンス活動を行う他省政府や国際機関、NGO は、河北省易県の実験的プログラム

を訪問見学し、自分たちの地域で、応用、実践している経緯がある。 

 

3-1 全体動向(Overall) 

 

 中国は、マイクロファイナンスを貧困緩和の一手段として採用し、1994 年から、試験的

に取り組んでいる。当初、各省の県以下の郷鎮で散発的に点のように活動していた NGOな

どの活動が、時間を経て、線や面になって来た。 

北京のマイクロファイナンス研究者の推計によると、1999 年には、少なくとも中国全体

で、マイクロファイナンス受益者は、100 万人を超えるとしている。推計法は、中国政府の

貧困対策費である扶貧予算の投入金額からの推計であり、あまり細かな推計ではなく、お

おまかな数値である。中国は、様々な主体の組織が、それぞれの予算獲得方法でマイクロ

ファイナンスを行っており、研究者や国際機関の専門家であっても、全体を掴むのが容易

ではない状況にある。 

 筆者が、中国全体を見渡して、比較的目立った動きとして注目している３つの動きがあ

る。その 3 つの動きを三大プロジェクトと呼んでいる。三大プロジェクトとして位置付け

ているのは、中国社会科学院農村発展研究所の行う FPC プロジェクト、陜西省プロジェク

ト、国連開発計画（UNDP）プロジェクトである。 

それらは、国際比較可能な GB モデルのレプリケーションプロジェクト（組織や融資モ

デルの複製組織）であったり、省政府が積極的に関与し、省全体で広域にわたり活動して

いたり、あるいは、省を超えて活動し、比較的規模が大きかったりする為、動向を注意す
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べき組織や地域の動きと筆者が考えているプロジェクトである。UNDP は、国際機関とし

ては、最大規模の活動実積を誇り、中国の 17 省 48 県で、地方の NGO に委託する形で行

っている。 

 中国のマイクロファイナンス活動の全体を示す詳細な資料は、2001 年の秋に出された国

際農業開発基金（IFAD）の報告書が比較的新しいが、より以前には、1997 年に出された劉

文璞(Liu Wenpu)主編による国際シンポジウム報告書（1997 年）があり、1999 年には、米

国ミシガン大学の助教授であるアルバート・パーク（Albert Park）の中国発展簡報（China 

Development Brief）という雑誌に掲載された論文が、その概観を語っている。また、ア

ジア開発銀行の資料も最近では公開され、中国における取り組みの評価や提言が行われて

いる。 

 中国の貧困対策であるマイクロファイナンス活動は、1990 年代後半になり盛んになり、

各種の資料から、省別では、河北省、河南省、陜西省、雲南省、チべット自治区、四川省、

貴州省､青海省で、マイクロファイナンス事例活動が見られ、FPC､World Vision､Oxfam､

ARDY などの NGO 組織の地方の県単位での活動が見られる。河北省、河南省では、中国

社会科学院農村発展研究所の一部の研究員たちの指導する NGO である扶貧社（FPC）が

1994 年の河北省易県を最初に活動しており、中国版グラミン銀行として活動している。 

 援助ドナー（資金提供者）としては、国際的な民間援助組織であるフォード財団（米国，

Ford Foundation），国際援助機関である世界銀行（World Bank）、バングラデシュグラ

ミン銀行の姉妹組織であるグラミン・トラスト（バングラデシュ，Grameen Trust）が際

だった活動実積を見せている。 

 中国は、世界のマイクロファイナンス普及の東アジア地域の核となっており、先にも述

べた世界銀行のマイクロファイナンスを指導するコンサルタントグループである CGAP

（Consultive Group the Assist the Poorest）とフォード財団が出資するマイクロ

ファイナンス・トレーニング・センターの 6 番目の地域拠点が北京に置かれている。 

 以下にあげる 8 省級自治区・民族自治区は、資料が、ある程度、纏まったものとしてあ

るので、私の一部の地域を調査した経験も併せて、叙述・紹介する。個別に地域を挙げて、

実例紹介していくと論文か研究ノートに近い分量になるので、8 省級自治区・民族自治区に

制限して、中国のマイクロファイナンスの歴史的経緯や今後の中国の貧困対策の重点候補

として内陸諸省・民族自治区を実例に挙げる事から考え、河北省、河南省、陜西省、加え

て、雲南省、チべット自治区、四川省、貴州省、青海省の紹介順とし、本稿では、ブリー

フィング（要約紹介）に留めて置く事にしたい。 

 

3-2 河北省(Hebei Province) 

 

 河北省は、首都北京をぐるりと囲むような行政区域である。中国の映画監督の張芸謀の

作品に『あの子を探して（一個都不能少）』（1999 年）という映画があるが、北京からそう
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遠くない河北省の県地域を舞台にしたあの映画は、ある程度のリアリティを持っている。

すなわち、北京からそう遠くない県で、初等教育の行き届かない貧しい県があるという事

実である。 

 河北省で最初にマイクロファイナンスを始めたのは、易県という県で、首都北京から、

120ｋｍ離れた所にある。北京で中国人の知り合いか、あるいは旅行社の車をチャーターす

るか、または、あまり安全ではないが、中国人の付き添いを付けて貰い、４－５時間掛け

て、北京からバスに乗って行く事が出来る。バスの中で、画像の悪いビデオ映画をテレビ

モニターで 1 本見終わってもまだ時間は余るから、長距離バスを使いって行くと思って差

し支えない。 

易県は、太北山嶺の麓に主に牛を飼ったりして生計を立てている農民たちが暮らす地域

である。1994 年 5 月に中国でマイクロファイナンスの歴史の初期に融資を受けた農民たち

暮らしている地域であり、中国で最も歴史の古いＧＢ方式によるマイクロファイナンス実

施地域の代表例である。 

易県から、北京に出稼ぎに出たり、商売をする為に北京で暫住戸籍を取得して（２年に 1

回の当局の許可による更新が必要）、収入を向上させようとする農民は少なくない。マイク

ロファイナンスを卒業した農民たちは、自分の住みなれた県で小さな商売をする以外は、

そうした収入向上の方法を考えている。中国の他省の農民たちも同じ立場のものが非常に

多い。 

中国では、食糧は増産され、衣食に足りる状態は既に達成されたが、やみくもな増産で

過剰生産になり豊作貧乏の年が続いている。農産物の価格は下落し、政府の行う市場化政

策で、食糧流通は自由化されている。ただ、海外からの輸入には、まだＷＴＯに加盟した

ばかりでもあり、市場開放の要求には完全には受け入れなくてもなんとか凌いでいる。以

前、中国政府の行っていた買い付けも全体的には、ほとんど行われていない。政府財政は、

公共事業による赤字財政であり、買い付けを行っていた政府系銀行（農業銀行など）は、

不良債権を抱え込んでいる。 

 

3-3 河南省(Henan Province) 

 

 河南省は、中国の省の中でも、人口の多い地域で（人口数は、約 9,000 万人）、以前は、

1 億 2 千万人程の人口規模を持つ四川省についで人口の多い地域であったが、重慶市が、直

轄市になってから、中国で最も人口の多い省となった。河南省は、平野部を多く抱え、中

国で、人口が最も多く、密集度も高い事から、基礎的な社会経済条件が、南アジア、特に

バングラデシュに似ていると考えられている。 

 この地域の難点は、首都である北京から地理的に遠く、政策の実施地域としては、中央

から管理がしにくい点がある。せっかく、人口が密集し、平野が多い地域でありながら、

人を派遣したり、現場から報告にきてもらうのに列車や経由地を経て、片道で 3 日がかり
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になってしまう。省都の鄭州市から北京まで、列車で 9 時間は掛かる。 

河南省には、商丘地区があり、その地区は、中国の大河川である黄河沿いに経済的に遅

れた県で構成されている。この地区で、マイクロファイナンスを最初に行ったのは、虞城

県(Yucheng County)という所で、1995 年から、マイクロファイナンスを開始している。ア

クセスは、省都の鄭州市から国道１本と、商丘市で乗り継いで虞城県の駅までいく交通ル

ートがある。車で行くほうが、列車やバスより安全で確実であると教えて貰った事がある。

商丘市から虞城県までの国道沿いには、広い畑が延々と続く。その為、公安関係の人が適

時目の届く地域ではない。バスで行く場合は、車覇（走行中の車やバスを襲う強盗）に襲

われる恐れがある。つまり、道中安全の為、虞城県政府の扶貧弁公室と事前に連絡を取り

合う事が必要な所である。私が最初に訪問した 1998 年当時は、そうした治安状況の悪い地

方の側面を持っていた。県と県の間も幹線道路が発達しておらず行き来が不便な所と北京

の援助関係者に聞かされた事もある（筆者は、1998 年 7 月末から 8 月の初旬に、河南省虞

城県の実地調査を行っており、その時の回想を基にしている）。 

この省で活動実積のあるのは、NGO、地方政府、信用社、郷鎮企業である。ＮＧＯは、

ＦＰＣという団体と婦女連合会である。婦女連合会は、NGO 組織ではないという言説もあ

るが、本稿では、NGO の定義付けなどの作業を行うと紙幅が冗長になる可能性があるので、

便宜的に中国側の公的な側の主張に従う。地方政府の場合は、地方政府の労働局がそれに

相当する。郷鎮企業は、インスタントラーメンで著名な企業で、河南省の虞城県に工場が

あり、カンパニー・プラス（Company Plus,公司＋ＧＢモデル）と呼ばれる農民に対する

野菜の請負栽培のプロジェクトを行った事がある。 

 

3-4 陜西省(Shanxi Province) 

  

 陝西省では、省都西安から少し離れた所にある県級行政区域である、丹鳳県（Danfeng 

County）が最初にマイクロファイナンスを始めている。最初は、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 FPC と呼ばれる NGO の 4 番目に設立されたサイト地域で

あった。丹鳳県は、日本の草の根無償資金協力の支援地域でもあるが、日本側の方針は、

開発援助プロジェクト内容としては、地域内のインフラの整備や学校の補修、建て直しな

どに重点がある。 

 陝西省の特徴としては、省を挙げての取り組みが挙げられる。北京のマイクロファイナ

ンス研究者によると、マイクロファイナンスは、時間の経過を見ながらじっくりと受益者

である農民たちの創意工夫にうまく小額資金をのせてやるのが、健全な育成法と考えられ

ている。陝西省は、ある程度、うまく行くと、自分たちの予算を使い、早く規模を拡大し

ようとした。急ぎ過ぎてしまったのである。 

それでは、人材の育成もすぐには追いつかない状況になったと思う。北京のマイクロフ

ァイナンスセンターが定期的に発行するニューズレターに掲載されている省の扶貧弁公室
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の報告によると、又貸し（中国語では、転貸）など不正行為がすぐに発生してしまい問題

になっているとの事であった。結局、言う事を聞かない陝西省の地方幹部に業を煮やし、

中国社会科学院農村発展研究所の研究員たちは、開始から２年余りで、マイクロファイナ

ンスプロジェクトの指導から後退してしまった。 

 陝西省は、1994年の中国国務院の開始した八七扶貧攻堅計画の重点支援県の 592県の内、

56 県が指定を受けている。その多くがマイクロファイナンスを行うが、実際的な効果を測

る時期は、慎重に考えるべきであろう。まだ、時日の経過を経てから浅い点は、他の中国

の地方のマイクロファイナンスプロジェクトに似た面がある。 

北京のマイクロファイナンスセンターには、陝西省のマイクロファイナンスに関する情

報やデータが蓄積されており、現状では、地方政府が主体となっているが、中国の政府系

のプロジェクトとしては、最大規模である。プロジェクト形成・発展過程で、マイクロフ

ァイナンスの技術的な側面の習得に問題があった為、注意してみる事が必要であろう。 

 ある研究者の指摘では（孫天琦 2002）、バングラデシュのグラミンバンク・モデルに依

らない事が成功の鍵との趣旨の評価をしているようだが、調査研究をする立場やある程度

の年月が経ったプロジェクトなので、時期的には、一応の評価をするのは、止む得ないか

もしれないが、少し評価をするのが早い段階にある事は否めない。 

 陜西省にも現在 FPC（扶貧社）を自称する組織はあるが、先にあげた中国社会科学院農

村発展研究所の NGO とは、別組織であり、省政府が主導する形になっている。陜西省は、

農業政策に関しては、省をあげた新しい取り組みを行う気風が強く、マイクロファイナン

スに関しても、活動初期では、中国社会科学院農村発展研究所の一部の研究員たちの指導

する組織であった扶貧社を中国社会科学院農村発展研究所の研究員たちとの話し合いによ

り省政府の管轄にし、早い段階での省を挙げた援助事業化に取り組んでいる。省別のマイ

クロファイナンス動向のなかでも陜西省は、省政府を挙げたマイクロファイナンス活動の

取り組みが注目される。 

 

3-5  雲南省(Yunnan Province) 

  

 雲南省は、中国の多数派の民族である漢民族以外の少数民族の多く住んでいる地域とし

て知られ、かつては、大理と呼ばれる漢民族の支配を受けない王国があった所である。観

光省として、有名であり、漢民族を中心とした省地域にはない異国情緒がある所で、農業

より、観光かそれに附随した商業で生計を立てている庶民層が多い。 

 ここでのマイクロファイナンスプロジェクトは、バングラデシュグラミントラスト

（Grameen Trust,グラミン銀行の姉妹組織）の資金と技術提供を中国外務省が仲介してマ

イクロファイナンスをベトナムとの国境に近い麻粟坡県や金平県でバングラデシュ・グラ

ミンバンクの草の根開発モデルを参考としながら、1995 年―1996 年頃に開始している。 

雲南省では、日本の著名な中国研究者である一橋大学経済学部教授である佐藤宏氏が、
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フィールド・サーベイを行なっている（Sato 2002）。グラミン銀行モデルとの他のマイク

ロファイナンスモデルの混交した地域で、マイクロファイナンスモデルの比較調査に適し

た地域である。デンマークの研究者ビスレフ(Bislev)も雲南省の同じような地域を素材にし

た研究報告を行っている。 

 二人の研究者は、双方とも効果に対して否定的な見解を述べており、実際の理念的な目

標とは、懸け離れていた事を指摘している。特にビスレフの指摘として興味深いのは、幾

つかのＭＦ組織が競合しており、多重借り出しが発生し、債権管理がうまくいかない状態

にあるとの指摘である。これは、バングラデシュの村で発生している 1 村 3NGO の過剰進

出や南アメリカのボリビアで発生している現状と似ている。 

 この雲南省地域の貧困対策の概観を説明しているのが、波平元辰編著『雲南の「西部大

開発」 日中共同研究の視点から』（九州大学出版会 2004 年 アジア太平洋センター研究

叢書 1）に所収されている横山廣子「少数民族地域における格差の解消－大理ぺー族自治

州から見た貧困の克服－」第 6 章（123p－161p、マイクロクレジットに関しては、133p 

l.5-l.16）である。雲南省の貧困対策に関して、大変、要点を押さえた形で、コンパクトに

書かれている。ただ、マイクロファイナンス（マイクロクレジット）に関しては、基本的

に資料に依拠して書かれているが、多くのマイクロファイナンス資料の記載や私の行って

きたインタビュー調査での中国側関係者の証言と異同があるので（雲南省プロジェクトの

開始年の記載など）、こうした他の省地域も含めて、地方のマイクロファイナンス情報の事

実関係を研究者や実務家同士の友好な関係を基礎によく確認して、正しい認識を持つ努力

をして行く必要があると考えている。この論文は、全体の構成や叙述内容から見て、また、

他章の記述内容とのバランスから見ても、大変優れた内容ではないかとの印象を持ってい

る。ただ、私は、雲南省を専門に研究している研究者ではないので、他の雲南省研究者の

立場の事は分からないとしなければならないが、こうした地方の事情を書く研究者は、研

究者でも文章記述や分析能力に熟達された方が多く、論文数も少ないので、私はこの論文

には敬意を持っている。中国のマイクロファイナンス関係資料は、中国語や英語で記載さ

れている資料が数多くあり、中国側執筆者の記憶違いや中国側関係者の立場や見解の相違

も可能性として十分あるので、今後、特に地方の細かなマイクロファイナンス情報には、

以前にも増して注意していきたいと考えている。 

 また、雲南省の地方政府の行うマイクロファイナンスとしては、田島俊雄教授（東京大

学社会科学研究所）の執筆した「財政改革下の地方政府間財政関係」、中兼和津次編著『中

国農村経済と社会の変動―雲南省石林県のケース・スタディ』御茶の水書房(2002 年 第 5

章 107p－149p）に記述がある（雲南省石林県圭山郷の事例 134p－135p）。 

1998 年以降、雲南省石林県圭山郷では、郷長がリーダーとなり、県財政局によって設け

られた農業銀行営業所の口座から、1年間1,500元の農業用無担保融資事業が行われている。

五戸を一つのグループにして連帯責任を負う形で、主に女性に貸し付け 15 日に一度元利返

済する制度で行われている（前述論文の該当箇所部分要約、詳細は、前掲書参照の事）。 
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3-6 チべット自治区 (Tibet Autonomous Region) 

 

 チベット自治区では、チべット扶貧基金会（TPAF ,The Tibet Poverty Alleviation Fund ）

という組織が、マイクロファイナンスを行っている。チべット扶貧基金会は、1997 年設立

の組織で、マイクロファイナンス事業は、チべット自治区内の２県（Lhoka，Nakchu）に

おいて、1999 年から、金利３％で、1,000 元程度の貸し付けを行っている。詳しい情報は、

チべット扶貧基金会の HP（http://www.tpaf.org/）に掲載されている。注 2） 

 チべット扶貧基金会は、アメリカの非政府組織で、チベット自治区のローカルスタッフ

ト共同で事業を行う。 

 この地域は、地理的に南アジアに近く、海外の学者の人類学的な関心が高く、漢民族中

心の中国世界の中で、文化的に独自性を持ち、宗教や習俗に対して長い伝統や歴史を持っ

ている。この地域は、かつては、インドとの交易が盛んだった所である。中国の国内では、

雲南省を除くと、南アジア研究者が、親近感を持つのは、この地域ではないかと思う。 

 

3-7 四川省 （Sichuan Province） 

 

 四川省は、三国時代の天賦の王国、蜀の国として知られ、中国の地方経済の中で、内陸

部発展の要となる要衝である。民営企業が盛んな地域で、オートバイや家電の有力企業を

抱えている。 

 四川省は、農村では、農村合作基金会が盛んな所であるが、1998 年までに中国政府が農

村合作基金会の活動を禁止する措置をとり、ARDY などが、UNDP の委託を受け、儀龍県

などで活動を行っている。農村合作基金会は、マイクロファイナンス組織ではなく、1980

年代後半から、中国の農村地域で自生的に発展してきた民間金融組織で、貧困層を主たる

対象とせず、担保も必要とする。 

一時は、UNDP が、農村合作基金会に四川省における自らのカウンター・パートとして、

援助の仕事を委託しようとしたが、組織としての性格から、仕事をこなすのに不適格と判

断し、業務委託を断念した経緯がある。1997 年に出された劉文璞(Liu Wenpu)主編による

国際シンポジウム報告書では、そうした活動を経緯を含めた農村金融の失敗の報告を行っ

ている。 

 比較事例として、他述しているが、四川省以外で、国際機関の活発な地域としては、雲

南省、貴州省では、少数民族地域で、国連の諸機関や国際 NGO の委託を受けたマイクロフ

ァイナンス活動の実積があり、それぞれに評価を受けている。 

日本貿易振興会アジア経済研究所の大原盛樹氏の中国四川省に関する調査報告では、世

界銀行のマイクロファイナンスプロジェクトは、比較的農民たちの良い評価を受けている

ようである。日本貿易振興会アジア経済研究所内で行われた大原氏の研究報告内容を所内

の別の研究員から伝え聞いた話では、高校を卒業したばかりの地元の若い人が仕事として

http://www.tpaf.org/
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請負っているとの事である。筆者の行く調査地でも似た様な現実があるので、調査内容に

親近感を覚えた。 

 

3-8 貴州省（Guizhou Province） 

 

 中国で最も貧しい省とされる中国内陸部の貴州省は、一人当たりＧＤＰが最も高い中国

の沿海部都市上海市の７分の１である。貴州省では、地方政府が主体となったマイクロフ

ァイナンス実積があるが、有力な商業地に乏しく、小さな商売や狭い耕地での農業をさせ

るマイクロファイナンスプロジェクトの性格から考えるとマイクロファイナンスに適した

立地ではない。  

貴州省では、むしろ、基礎インフラや公衆衛生の向上を目的とした開発援助の実施が適

している。日本の開発援助機関である国際協力事業団（JICA）は、現地の援助需要を委託

調査で掴んだ後、2000 年以降、貴州省の三都県などで援助協力を先にあげた基礎インフラ

や公衆衛生の向上を目的とした開発援助の実施を行っている。 

 この省の草の根の特徴は、上海市まで、約 900ｋｍも離れていても出稼ぎに行く、農民た

ち、それも夫婦そろった出稼ぎがあるという事だ。帰郷するのは、せいぜい、正月（旧正

月）だけである。自分の土地は、年端もいかない子供か自分たちの親である高齢者に任せ

て出かける。そうした状況にあるのである。 

 

3-9 青海省（Qinhai Province） 

 

 青海省では、オーストラリア国際開発援助庁（Ausaid）が、資金提供・指導を行いなが

ら、青海省の２つの自治県で、マイクロファイナンス事業を行っている。豪ドルで、約 600

億ドルを投入し、インフラ整備（道路整備など）とマイクロファイナンスを併せた統合ア

プローチを行っている。 

 事業は、1992 年に開始し、1999 年に UNDP の職員とオートラリア開発援助庁の職員な

どが合同評価チームを作り、1999 年 11 月に評価を実施し、その後、報告書を公表してい

る。日本の側からは、援助専門家として、UNDP 北京事務所副代表の田中敏弘氏、中国側

の専門家は、中国社会科学院農村発展研究所の杜暁山氏が参加している。 

 

4.歴史的背景 

 

中国研究者にとって、1949 年以来、中国は、社会主義の国であり、長い間、外国から援

助を受けない国であった為、開発経済学や国際経済学など、いわゆる西側の経済学を中国

に当て嵌めてみる事は、中国の現状から考えてあまり出来ない事であった。政治・経済体

制の問題だけでなく、中国全体が広大で、様々な地域差を抱えており、西側経済学の中で
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は、欧州一国の規模（人口、領土面積）を事例として考えられた古典的な経済学理論もあ

り、広大で多様性に富んだ中国には、簡単には当て嵌める事が出来ないとする論が、中国

研究者の良心と公正な判断力を示す有力な見解として挙げられる（「われわれが学んだ経済

学や経済史はその多くが 4,000〜5,000 万の人口しかなく、金でのみ人々の経済行動が律せ

られる社会で出来上ったものである。そのような経済学を適用することの是非はやはり問

われるべきだと考える」出典：小島麗逸著『中国の経済と技術』勁草書房 1975 年 404p 

l.15-l.18）。その為、中国研究者は、専ら中国事情や現代史の分析に精力を傾注してきた面

は否定出来ないが、正しい日中理解の為に学問的誠意を尽くそうと務めてきた事は、これ

からの社会の遺産として良いと考える。 

また、西側の経済学―近代経済学―から、一歩距離を置かざるをえない事情が、中国の

現状からあっただけでなく、中国の社会主義国家体制の問題とも向き合わなくてはならな

かった。中国は、隣国の社会主義国であるソ連と一枚岩であるかどうかという論争への拘

泥や、中国の国家社会のメカニズムの研究、外国の援助を受けない自力更生の国としての

研究、すわち人民公社、文化大革命の研究などに集中し、開放経済体制に組み込まれない

中国一国を対象として研究していれば、事足りる様な所があって、それが、中国を途上国

として見る見方―開発経済学や国際経済学からの分析―に集中する力を削いできた面があ

るかと思う。 

1990 年代初め、旧ソ連邦の崩壊により、世界の市場化は加速化し、発展途上国の社会に

一握りの機会と開放経済がもたらす陰を落とし始めている。冷戦下において、市場は、二

つに分断され、基本的な世界の経済体制は、資本主義陣営の市場と社会主義陣営の市場と

に分かれていた。一方では、市場メカニズムを基礎とし、あらゆる財は、市場を通して、

配分されるメカニズムであり、他方では、政府の指令による生産と分配を基礎とし、市場

の原理そのものは否定されていた。この二つの市場は、スターリンのテーゼに従うものと

されたが、歴史的に生成されたものであり、特に 19 世紀末の帝国主義による植民地獲得競

争の世界情勢を背景に生まれている。 

19 世紀では、産業革命の進展による市場化に対抗する農民の手段としては、協同組合や

信用組合を作り、資本から、小農経済を守る事が世界的な動きとしてあった。20 世紀にな

ると、多くの植民地の国々が独立し、主たる産業は、農業であり、様々な動きがあったに

せよ、1970 年代の冷戦の緩和期に見られるような自由化の動き（特に東欧諸国で見られた）

に符号するかのように、アフリカでは、インフォーマルセクター（Informal Sector）と呼

ばれる政府の就業統計に載らない不正規の商業活動が、アフリカのガーナで発見され、一

つの雇用部門として ILO（国際労働機構）などの国際機関に認められるようになった。同

じ頃、南アジアでは、パキスタンから独立したバングラデシュで、BRAC（バングラデシュ

農村復興向上委員会）やグラミン銀行の原型である小規模のショミティと呼ばれる小グル

ープを基礎とする貧困層を対象とする小規模融資活動が、援助事業として始められている。 

中国は、社会主義国として、農業系の金融機関（農業発展銀行、農業銀行）を持ち、特
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に農村の末端では農村信用社を抱え、本来は、農民にとっての、良き隣人組織であるべき

であるが、過渡期の経済体制移行で、不良債権を多く抱え、貧困層に対しては、中々、良

い金融サービスが出来ない現実にある。現在、農村信用社は、経営難が深刻化しており、

改革の最中である。 

社会主義国の場合、思考回路を通常の途上国以上に柔軟にもって対処しなければならな

い。経済的な遅れが、社会主義の故なのか、途上国故なのか、ケース・バイ・ケースで歴

史的に精査しなければならない。 

 中国の現代史における農業・農村金融に関しては、宮島昭二郎編著『現代中国農業の構

造変貌』九州大学出版会（1993 年）、山本裕美著『改革開放期中国の農業政策―制度と組織

の経済分析』京都大学学術出版会（1999 年）が、纏まった質の高い専門書として挙げられ

る。 

 

5.理論的分析・考察 

 

世界の市場化をミクロ的な現実を踏まえて全体的なマクロの視点で論じて見る。そのよ

うなケインズ経済学にも似た緻密な構成力を持った経済学は、まだ登場してきていない。

ケインズ経済学は、1930 年代の不況を対象とし、流動性選好説を中心とした、極めて斬新

な新しい経済学を提示した。最近の主要国の首脳サミットでは、各国通貨の交換価値の調

整や社会主義圏との対峙ではなく、途上国の経済問題など、極めてグローバルなイシュー

が話されている。世界経済は、開放に向かうが、その現状は、極めて不均衡である。小規

模融資は、その不均衡に草の根レベルで国際機関が中心となり、グローバルな貧困緩和措

置を行っている。その理論面における探求をどうすべきだろうか。 

マイクロファイナンスに適当な理論があるのかないのか、筆者は、長い間、衆目の一致

する明確な答えを見つけていない。マイクロファイナンスの研究者は、特定の学問系統に

固まって存在するというより、各学問分野に散らばって存在し、それぞれが、自分のディ

シプリンを用いて分析を試みている。問題の性質上、発展途上国の研究者、人類学や地域

研究者、社会学者、開発援助研究者など、ODA を主たる研究にするか、幾らかなりとも関

心のある他専攻の研究者が、この分野に関心を持ってきた。マイクロファイナンスの研究

を外から見た場合、人々の関心はそれ程高くないし、現状を踏まえた実のある議論も行わ

れてきていない。マイクロファイナンスに関する経済学からのアプローチは、途上国の貧

困問題に焦点を当てた事業にも関わらず、かなり希薄である。この援助事業に理論面での

強化を加えるのなら、ケインズ理論のような全体と部分の調和性を追及した理論の構築が

待たれる。援助政策は、市場メカニズムに調整を与えるものなので、それに関する理論的

根拠が必要である。 

開発経済学の個別研究分野としてある開発金融の理論としては、シュルツの資本制限分

析やマッキンノンの金融抑制理論が現状分析理論としては、有用であろう。また、マイク
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ロファイナンスの実際的な側面に焦点を当てた場合、市場化の急速な進展に伴う途上国農

村の資金需要に小口金融で応える形は、経済学的に見て、公共経済学におけるアローの取

引費用説を応用して適用し分析する価値はあるように思える。政府や大組織によって一元

的に市場の管理をする事にコスト面からアプローチし、後にアマルティア・セン(A.K.Sen)

の経済学説に影響を与えたのが、アロー(K.J.Arrow)の学説だ。開発金融においてリテール

をやるのは、主たる経営主体を途上国でどう育成するかに事業の成功が掛かってくる。 

今まで、大規模投資事業による草の根への裨益効果などを計りかね、ハーシュマン

(A.O.Hirshman)の立てたトリクルダウン仮説(Trickle Down Hypothesis)などに疑問符を

持つ向きには、この問題に個別の組織運営分析やコミュ二ティを中心とした地域経済分析

などミクロ面から個別にアプローチしていく方法がある。 

マイクロファイナンスの理論構築作業は、①構造分析：途上国内における社会経済構造

分析―貨幣経済の浸透度、社会関係の分析―、②政策分析：開発政策全体におけるプロジ

ェクトの位置や役割の検討―マイクロファイナンスプログラム単体で効果を発揮するもの

なのか、他のインフラ・プロジェクトや社会プログラム：識字向上プログラムや職業訓練

―と複合した形が良い効果を生むのか、③効果分析：マイクロファイナンスのプログラム

によって得られる効果の検証などに細かく仕分けして行っていく必要があろう。 

原理的には、農民たちが小さな金額の資金を生活向上の為に必要としており、それに返

済や手続きの面で貸す側が工夫してやるというものだ。それを如何に適正に市場経済のし

くみの中で生かして、経済全体の共生のメカニズムを作って行くかに理論構築の重点が置

かれるべきであろう。 

中国では、マイクロファイナンスの理論面、その中でも、効果の見方に関する専門家の

見解で相違が見られる。中国社会科学院農村発展研究所李誼青研究員（FPC 理事）は、一

年目でも既に効果が出始めるとして、「点火作用」という言葉を使いマイクロファイナンス

の効果をその経済機会を掴む最初の糸口として評価していた。つまり、マイクロファイナ

ンスを一種の起爆剤として見て、その裨益効果を最初のきっかけの存在として見る見方で

ある。農民が、絨毯制作など簡単な土着の手工芸技術を用いて、現金収入を比較的早く得

られる事例に依拠して効果を指摘したものである。 

また、李誼青研究員は、加えて、プロジェクト実施地域の地域差にも注意しなければな

らないと述べていた。農民たちは、様々な歴史や伝統の中で生活しており、マイクロファ

イナンスのような金融に特化したプログラムの場合、外から持ち込むものより、土着の生

活習慣に根ざしたもので、現金収入を得られるプログラムを探す事になる。特に途上国の

貧困層の場合、市場化の進展の初期段階、即ち、都市と農村の二元的な経済が見られ、貨

幣経済の農村への浸透度が軽微の場合、プロジェクトの重点は、農村におかれ、農村が自

立して経済を行う手助けをする為の施策の一つとして、マイクロファイナンスを行う事に

なる。中国の場合、それが、県級行政区域になり、そこは、様々な歴史や伝統、地域経済

の仕組みの中で行政区域として成立している。 
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杜暁山氏（中国農村発展研究所研究員・元副所長、FPC 理事）は、3 年目から、効果は

出始めるとしている。個別の事例ではなく、全体の客観的な評価からである。ある援助機

関のニューズ・レターの掲載記事によるとグラミン銀行総裁のムハマド・ユヌス氏は、5 年

程度は必要との見方である。 

このように一口に効果といっても様々な見解があり、個々の見解は、それぞれの専門家

の立場や依拠している事例に左右されている所があり、マイクロファイナンスの理論化は、

この面から見ても、実践の積み重ねが必要な面がある。注 3） 

中国全体の経済政策動向の理論面では、「共同富裕論」が改革・開放政策 20 年を経た後

浮上してきており、中国の経済学者胡鞍鋼氏などが著作を発表したり、公的発言を行って

いる。かつては、「先富論」が唱えられ、先に豊かになったものが、残りの貧しいものを引

っぱるとされてきた。経済成長率が、毎年 7-8％以上の中国では、なんらかの社会的なバラ

ンスに配慮した政策論が登場する必要性があったと考えるが、「共同富裕論」は、その意味

で、マイクロファイナンスプロジェクトだけでなく、失業対策、NPOの活動など、様々な

中国における社会活動にインパクトを与えていくだろう。 

中国は、1978 年以来、開放経済体制を採り、1996 年には、IMF8 条国に移行し、2001

年には、WTO 加盟を果たし、市場経済国として、経済成長を遂げながら、その地歩を国際

社会の中で、着々と固めている。中国人民元の取引が、海外通貨と市場メカニズムに基づ

いて自由交換出来るようになるには、まだ、長期間の年月を必要とすると思うが、現在、

中国は、輸出入の面で、素材・エネルギー、鋼材、機械製品などを活発にやりとりするよ

うになっており、政府のマクロ経済運営の失敗や国際収支の悪化によっては、社会的弱者

に税や雇用不安、市況の極端な悪化によって負担が重くかかる事は、十分、有り得る事な

ので、国際経済関係を踏まえ、直接投資や労働力移動以外の所得移転システムを公的なし

くみを活用して、セーフティネットとして構築していく、基礎理論の構築が今後重要にな

っていくだろう。 

 

おわりに 

 

まだ、マイクロファイナンスの歴史は短い。発展途上国は、中央と地方の問題を抱え、

ガバナンス自体が、未成熟である現状では、分析対象や調査分析の時期によってそれぞれ

違う結果が得られてしまうだろう。大雑把に言って、土地改革が終了している東アジアと

南アジアのような多様で複雑な社会では、効果がもたらす社会的な側面は違う。何が効果

かを明確にしないといけない。しかし、それは、多くの場合、MF 組織や外部の調査分析者

に委ねられ、先進国と途上国の共通知ではない。回収率や女性の参加率以外に、援助対象

国の社会経済状況も係数に入れる工夫が必要である。 

現状を鑑みると、主体となっている途上国政府や国際機関、NGO 間の資金フローには、

間接の管理費用や人件費が多く費やされているのが現状である。それが、対象となる農民



 18 

達への貸付時の金利になるか、ドナーや援助事業者の負担になるかによって回収負担の差

となっている。また、途上国の貧困層は、必ずしも平地で農業を行っているとは限らない。

山地や盆地を抱えている場合、島嶼国家の場合などマイクロファイナンスを通した資金援

助が、交通費など回収経費がコスト面で高くつく可能性は充分予測され、単一のプログラ

ムは、必ずしも有効ではない。途上国のニーズは、資金面のサポートを農村の貧困層に限

ってもそのニーズは実に多様であり、その多様さは、援助効果にも大きな影響を与える。

農民たちが、どんな商売や農業をやりたいかで、収益性にかなりの差が見られるからであ

る。その為、この事業の効果を正確に測定するのは、諸事情から考えて、まだ、全体的に

は、難しいのではないかと考える。 

現状では、筆者が、中国語による開発経済学の文献やマイクロファイナンスの専門書を

読んで、中国人学者と若干討論しても、それほど目立った理論に出くわしていない。中国、

語の専門書や論文では、開発経済学やマイクロファイナンスの専門用語が英語から中国語

に翻訳され、中国の現状にどのように適合させているのかは、凡その理解が出来る状態で

あるが、纏まった教科書や実務書が公刊されている訳ではなく、資料は、多くあるが、い

まひとつ決め手に欠けている状態ではないかと思う。中国では、マイクロファイナンスの

実践の歴史が浅く、開発経済学の学問輸入、世銀や IMF に加盟した年（1980 年）から、改

革開放政策の進展に伴い、徐々に行ってきた背景がある。開発援助に関する報告書や出版

物は、需要自体大きくはない為、今後の全体的な分析は、援助機関の情報収集や分析力に

期待するしかないかも知れない。 

 今後、西北、西南の諸省が、沿海部の経済発展から、取り残されていく可能性が高いの

で、適切な援助政策が、必要かと思われる。マイクロファイナンスのみが有効な施策では

ないので、現場の需要を良く確かめながら、全体の計画を立案していく必要がある。 

私は、現時点で、失敗する可能性のある援助プログラムをどこまで、そしてどのように

配慮して援助機関や政府機関、世論の同意を経ながら行っていくものなのか、幾らかの躊

躇を感じている。 

中国のようにインフラ整備が先進国や国際機関の援助なしに自国の経済成長の力で行え

ると見られている国で、草の根に対する援助を行うとしても、効果が、それ程、際立った

ものではないと客観的に見られるプロジェクトで、途上国政府内における中間搾取を避け

る為に NGOや国際機関の組織力を使うものとみても、農民の所得向上には、やはり別の方

途もある事を認めざるを得ない。 

即ち、民間企業の直接投資による雇用拡大や都市への出稼ぎによる現金獲得である。企

業や都市の農村への経済媒介は、途上国内に限らず、外国のものも考えられる。それらは、

農民に農業を中心とした自給自足や地域社会の自立を達成させる観点からは、相反する面

があるので、中国国全体としての農業の産業としての自立政策が必要である。加えて、中

国の地方で中小企業を育成するためのマイクロファイナンスプログラムを順次、各地方に

合った形で作成すべきではないかと考えている。そうした取り組みが、中国の地方の産業
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基盤育成に役立ちはしないかと考える。そうした取り組みが可能かどうか良く調べてみる

必要があるが、可能性としては、考えてもよいかと思う。貧困層の農民たちだけでなく、

地方の経済基盤の育成の為には、ある程度の牽引役となる担い手を複数育成していく方法

を考えるべきではないだろうか？ 

現在の中国の地域間格差の最大は、最新統計（2002 年）の統計で、一人当たり GDP が、

上海―貴州省間で、約 10 倍の格差になっている。この統計は、農村から都市への流動人口

の動きも加味しなくてはならないが、依然として、農村からの出稼ぎや都市で暫住戸籍を

取りたい商工業移民者希望者が後を絶たず、中国全体の不均衡な経済発展を露呈している。 

本稿の省別動向に関するレポートでは、甘粛省、東北三省など他地域の情報に欠けるが、

現在、中国のマイクロファイナンスに関する省別全誌や組織別の報告書、また、天津市や

河南省の一部の都市で行う失業者向けのマイクロファイナンスは、全体としての纏まりや

客観的書誌情報の不足の為、割愛した。 

 中国経済は、現在、新しい局面に入っており、都市の失業者対策、社会保障の拡充、国

有企業改革、金融改革など、経済社会改革の為の政府財政の保証や国際援助の開発政策と

しての対応が必要な時期に来ている。マイクロファイナンスを政府が主導して貧困対策専

門の扶貧銀行を設立し、対策を強化すべきであるとの意見も出されている（政府主導型小

額信貸管理体制課題組 2002）。 

 今後、北京オリンピック（2008 年）に向けて、更なる経済成長を目指しながら、社会的

弱者保護の為のセーフティネットの構築に急いで行かなければならない。 
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注釈 

 

注 1） データ出所では、1996 年の統計データは、記載されていない。毎年公開される『中

国統計摘要』の統計データは、凡その目安であり、中国国家統計局の発表により、年末に

統計値が調整確定される。速報性は、あるが、不確定要素のある統計データである事に留

意されたい。最近の『中国統計摘要』は、貧困人口のような社会統計を統計データとして

載せるようになった。中国研究者が、手軽に目安として活用できるものではないかと考え

本稿で活用している。 

 

注 2）Lhoka，Nakchu は、発音から推定して、それぞれ、隆格爾県、那曲県の可能性があ

る（中華人民共和国民生部編『中華人民共和国行政区画簡冊（1999 年版）』中国地図出版社

1999 年からの推定）。 

  

注 3） 筆者のインタビュー質問に中国語で答えたものの要約である。インタビュー内容は、

1999 年冬、2001 年秋に行ったものを中心に参考にしている。 

 

注 4）一部の英文のマイクロファイナンスに関する資料は、インターネット検索 Google で

検索可能である(1 以外の凡その英文資料は、キーワード：“China”“Microfinance”で、Ｇ

oogle を利用して検索可能。中国青海省プロジェクトに関しては、オーストラリア国立図書

館の検索システムから入手閲覧可能。) html アドレスやアクセス年月日に関しては、今後、

別途、他の文献資料リストの中で順次公開予定とする。 

 

注 5）中国のマイクロファイナンスの始まりは、1994 年の河北省易県が代表例だが、その

他に文中に挙げた、雲南省（1993 年）、青海省（1992 年）、内蒙古自治区（1981 年）など

諸説が文献で紹介されている。 
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