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アフリカ農村における金銭の貸し借りの歴史 1) 
―マイクロファイナンスの源流―

坂井　真紀子
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まとめにかえて

はじめに

近年、貧困削減に効果的なツールとしてマイクロファイナンス（以下 MF）の試みは世界中

に拡大しており、サブサハラアフリカの都市部および農村部もその潮流の中にある。しかし

ながら、MF に関連する研究の多くは、MF の機能そのものの検証や、グループあるいは個人

の利用状況の分析が多く、既存社会で営まれる人々の経済活動における MF の位置の確認や、

社会変容への影響の有無などを考察するものはいまだ少ない。

現実には、必ずしも MF の導入が即座に地域の貧困削減に寄与するとは限らず、多重債務

により破たんに追いやられるケース、あるいは利用者・非利用者間の貧富の差の拡大など、現

場で検証すべきマイナス面も多く観察される。貧困の根底にある社会的不平等は、個人の所得

増加のみでは解決できない構造的な社会問題である。特に農村部における人々の営みは、各地

域に固有の自然環境との共存を抜きに理解することはできない。現金収入活動を地域環境の文

脈から切り離すのではなく、生業をはじめとする様々な経済活動との関連性の中でとらえる必

要がある。

MF の導入が貧困の削減に寄与する、という視点は、普遍的価値観として広く共有されてい

る。だがその一方で、地域レベルでの日常の経済行動の中では、必ずしも利子を取って現金を

貸すという行為だけが、貸し借りの原理ではない。利益を生むためではなく、人間関係を潤滑

にし、互いに支え合う装置としての貸し借りも当然のことながら存在する。

Servet （2006）が「世界は金融化（Financialisation）している」と指摘するように、「金銭の

貸借」の拡大は、グローバル化に伴う IT 技術を介した金融システムの発展や、土地・労働力

などの商品化の加速などと無縁ではない。金融取引そのものが自己目的化し肥大化することに

対する Servet の警告は、金融業界が手綱を握る現代社会において、生活の価値観が、貨幣に
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換算可能なものへと偏重してしまったことへの厳しい批判である。自然環境の多様性と命の循

環も含みこむような地に根を張った人間生活に対峙したとき、経済発展の文脈のみから見る「貧

困」とその「削減」という一面的ロジックではその深遠さ、複雑さを包括できない。

この問題に近づくためには、人と人との関係の中に埋め込まれた「お互い様」の貸し借りと、

近代的資本主義に則った MF の守備範囲の違いを明確にしたうえで、社会の中での貸し借り

発展の過程を整理することが必要なのではないか。本稿では、このような問題意識を背景に、

まずは MF という装置をアフリカ農村の社会的文脈の中で相対化し、MF の意味の再考を試み

たい。アフリカ農村部における金銭の貸し借りという行為全般を歴史的視点から整理すること

で、アフリカ農村部における現金をめぐる行為の特性の輪郭を浮かび上がらせる試みにつなげ

ていきたい。1980 年代後半から 1990 年代にかけて注目を集めたバングラディシュのグラミン

銀行に始まる世界的な MF の動きについてはすでに多くの研究者が言及している。本稿では、

その流れとは必ずしも一致しないフランス語圏アフリカと、社会主義国家の存在が大きかった

タンザニアの事例を主に取り上げる。

アプローチの方法としては、まずアフリカ農村部における MF の広がりと課題を整理する

前準備として、まず①日常生活の慣習に埋め込まれた「（金銭の）貸し借り」と、②資本経済

の概念（利子の発生による利潤獲得）に基づく「貸し借り」を区別する。歴史的にはそもそも

社会の成り立ちの中に、お互い様の助け合いとして（モノか現金かにかかわらず）「貸し借り」

の行為は当然存在していたと考えられる。貨幣（資本主義経済）との融合によってどのように

≪負債≫の意味が変容していったのだろうか。特に農村部では、生業である農業や牧畜の生産

様式、自然環境との関係性、労働のリズム、ジェンダーの視点から見た現金の在り方など、ニュー

トラルと思われがちな「資本主義システム」を相対化するための複数のポイントが存在するが、

本稿では、スペースの関係上、これらの論点一つ一つを深く掘り下げることはできない。その

試みは他の機会に譲り、まずは私がアフリカ農村で見聞した様々な貸し借りについて描写を試

み、議論の糸口としたい。その上で、現在様々な形でアフリカ農村部に広がる MF の歴史的

源泉を整理する。

１．現場で見る貸し借りのいろいろ

現在アフリカ農村に見られるローカルな金銭貸借の様々な形態は必ずしも制度化してはいな

いが、互いの信頼関係に支えられて機能している。私がフィールドとしてきたチャド南部や、

タンザニア中央部、カメルーン西部において観察できた地元住民の貸し借りの種類を大まかに

整理してみよう。
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１．１．ツケによる買い物（チャド南部・ムンドゥの市場にて）

これには大きく分けて 2 種類ある。一つ目は、小売商同士の商品の貸し借りである。ローカ

ル市場での小売商を営む女性たちは、一日の終わりに、夕食用の食料品や調味料など 1 回の料

理に必要な分だけ小分けにしたものを購入する。1 日の商売で得た利益では、それがぎりぎり

の出費なのだ。その小銭すらない場合は、顔見知りの市場の仲間にツケを頼む。たとえば常連

の野菜売りが食用油売りの女性のところで、今日の料理のための油を少々都合してもらう。二

人は、お互いに困った時に自分の品物を融通しあう仲であり、互いに自分の商売の「親切な」

常連客と認識している。二人が互いの負債を、現金を介して精算しているのかは不明で、負債

と贈与の境界線が限りなく曖昧である。1990 年代から 2000 年代初めにかけて、現金の流通自

体が極端に少ないサヘル地域内陸部において、多くの人びとが互いに何らかの「ツケ」で日々

の食料を融通しあって生きていた。ある意味、借金のない人は 1 人もいないだろう。だが、こ

の状況は貸し借りというより、互酬的な物々交換に実態は近いのではないかと思われる。

二つ目の例は、青空食堂におけるツケによる飲食である。2004 年当時、ムンドゥの長距離

バスの発着所近くにある青空食堂の一つによく通った。GL はこの食堂をオープンしたばかり

の女性で、長距離バスの運転手やその助手、荷物の運搬者などが常連として彼女の店に通って

いた。だが客の多くは「現金が入ったら払う」といってツケで飲食し立ち去っていく。GL は、

「翌日の料理の仕込みに現金をほとんど使い、手元に何も残らない」と愚痴をこぼすが、「ケチ」

だと思われると客足が遠のくからとの理由で、客には決してツケの催促はしないという。逆に

「あそこは親切だ（gentille）」だと評判が立てば、客は増えるのだという。この場合、客は食

事を一方的に消費するだけなので、一つ目の例のように物々交換にはなり得ない。あくまで借

金になるのだが、やはりきちんと精算されているのかは不明である。

１．２．まとまった額の貸付

この例は、チャド農村部に住む現金を豊富に持つ貸し手が、地域住民の必要に応じて、現金

を貸す形態である。貸し手は、主に北部出身のイスラーム商人や、第二次世界大戦の時にフラ

ンス側について戦い、戦争年金を定期的に受け取る退役軍人である。チャド南部の人たち（多

くはクリスチャン）は、土地を耕し生計を立てることを尊び、逆に商売で身を立てることを嫌

悪し蔑む傾向が大変強い。このため地域のあらゆる商売は北部のイスラーム商人が独占してお

り、まとまった現金を保有している人も限られている。ローカルの貸付には、大きく分けて二

つの種類がある。
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① 短期貸し【Bele】：「明日（サラ・ガンバイ語 2)）」  

「明日返すからちょっと貸してくれ」という意味で使われる。緊急度の高い借金であるが、

明日の返済の約束が言葉通り守られることはまずない。

② 長期貸し【Kul】：「寒い =12 月の収穫期の意」  

灼熱の 3 ～ 5 月のあと雨季が始まる 6-7 月ごろに、新しい農業シーズンの畑の準備に入る

ための元手となる。収穫物の一部を返済に充てる予定だが、その年の雨の降り具合によって、

穀物の出来高が大きく変わるため、収穫期に必ず全額返済できるとは限らない。

１．３．トンチン（頼母子講）

トンチンは、世界中に広くみられる庶民の金融である。アフリカ、北南米、中国など北東

アジア、東南アジアなど世界に広く存在する。基本的な運営方法は、知り合い同士でグルー

プを作り、月あるいは週ごとなど定期的に各メンバーが出資をして、その総額をメンバーに

順番に与えることを繰り返す。全員が受領した時点で、また新しいサイクルを始めるというも

のである。そのバリエーションは多様である。英語では ROSCAs（Rotating Saving and Credit 

Schemes）と総称される。日本では、頼母子講、講、無尽などと呼ばれ 18 世紀頃から発達した。

サブサハラアフリカでは、カメルーンのバミレケ、ベナンの海岸沿い、あるいはナイジェリア

のイボ社会で最も早く始まった。その後、第二次世界大戦後にセネガル南部などへ広がっていっ

た（Servet 2006:190）。

カメルーン西部のバミレケは、商売や起業に長けた人びとで、トンチンの使い手として特に

有名である。野元（2005）は、バミレケが都市へ移住したのちも、トンチンを自らのアイデン

ティティの拠り所となる「伝統」として、大切に維持し発展させている様子を観察している。

カメルーンの隣国であるチャドにおいてもトンチンの存在は確認したが（Sakai 2007:360）、

ごく小さい規模であった。サハラ交易や奴隷貿易などで現金が大きく動いた大西洋岸沿いの

国々（ナイジェリア、カメルーンなど）に比べ、チャドなどサヘル地方の内陸部は現金の流通

量が大きく違うことが影響していると考えられる。

タンザニアでは、伝統的な頼母子講方式のウパトゥ（UPATU）という互助グループの活動

が一般的である。現在もウパトゥは存在しているが、カメルーンから西の、大西洋側のアフリ

カ諸国において盛んに行われているトンチンに比べ、一つのグループの人数、扱う金額はやは

り小規模であり、MF の代替役割を果たしているとは言えない。人びとの日常生活において、

ウパトゥやトンチンへの参加は扱う金額だけではなく、むしろ身近な人間関係に根差した親し

い関係性の醸成であり、MF 活動とは全く違う次元で重要な意味を持っている。
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１．４．その他（外来の制度・習慣）

① アヴァンス：「前借 Avance（フランス語）」  

賃金労働者が月末の給与日前に、数回にわたって前借をする習慣である。私が NGO 職員

としてチャドに駐在していた当時、月末のローカルスタッフの給与支払い時に悩まされた

のが、このアヴァンスであった。月給制を採用していたが、かれらは 1 か月の給与を月末

に全額受け取るより、必要な時にこまめにアヴァンスして使い切ったほうがよいと言う。

彼らの言い分はこうだ。「親戚縁者の中で、海外の援助機関に勤める幸運に恵まれた人はほ

とんどいない。給料日には親戚、友人、知人が様々な理由を携えて借金を頼みに来る。手

元に現金がなければ借金を断わることができる。」彼らの言い分は理解できるが、従業員に

アヴァンスを許すと給与計算と管理の手間がかかるので、結局アヴァンスは禁止とした。

後述するが、このアヴァンスの習慣は、中部地域における落花生の買取り金額の農民への

一部前渡し・天引き制度に端を発すると考えられる。

② クレディ :「借金 Crédit（フランス語）」チャドの人びとは、地元の商人の貸付の種類を現

地語であらわすのに対し、援助団体による貸付や、農村開発公社の農具販売クレジット、

MF 組織への参加などで利用できる貸付サービスは、フランス語の“クレディ”と呼んで

明らかに前者と区別している。援助団体からの借金は【白人のお金（Laar Le Nasara）】と

も言う。

２．ヨーロッパにおけるマイクロファイナンスの誕生と発展

チャド人が「白人のお金」と呼び、地元の貸付制度と区別するクレジットのシステムは、ヨー

ロッパにおいて発展したものの移植である。アフリカは、ヨーロッパと接触する以前は、基本

的に「等価交換」の価値観を保持してきたが、市場に流通する貨幣の導入とともに金銭に対す

る価値観を変化させてきた（ポランニー 2003:239-359）。ヨーロッパは、共通貨幣をアフリカ

に浸透させ、国際市場へ組み込むことに腐心した。貨幣の特色である貯蓄と融資の機能もアフ

リカに持ち込んだ。

アフリカにおける MF の原型は、ヨーロッパ列強による植民地政策の一環として導入され

た農業クレジットや、組合・共済型のシステムに見ることができる。そのプロトタイプは、お

もに 18 世紀に発達したヨーロッパにおける「貸借」の様々な制度である。この過程でヨーロッ

パ自身も、金銭に対する価値観の大きな変化を経験している。現在主流となっている MF の

原型が欧米でどのように形成されたかを以下に整理する。

フランス語の Réciproque と同義の Mutuel の語源はラテン語の mutuum 消費用の貸借のこ
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とである。広義には“交換”も含みこむ。 プルードンは 1865 年に「消費のための貸借の場合、

借り手は借りたものあるいは等価の現金分だけを返す。ある意味で対等な交換である。3)」と

書き記しているが、これが本当であれば、19 世紀後半には、まだ消費のための貸借には利子

がつけられておらず、投資と利殖のための貸借と区別されていたと考えられる。それがいつど

のようにして、あらゆる借金に利子がつくようになったのか深く掘り下げる必要があるが、そ

れは別の機会に譲る。

以下、Servet（2006）に従い、欧米におけるお金の貸し借り歴史をさかのぼり、MF の源流

にあたるいくつかの金融システムをみていく。

２．１．公営の質屋（Le mont-de-Piété）

何世紀にもわたるフランスの自治体による慈善事業である。不動産を持たないために金融

サービスにアクセス権のないジプシーを対象に、宝石を質草として商売の元手を作るシステム

を提供した。1775 年には、メキシコで初めて同様のシステムが開始された。これは、ラテン

アメリカ初の公営クレジットサービスである。現在、フランスでは Crédit municipal と名称を

変えている。旧フランス植民地のセネガルにも同様の組織があるが質草は取らず、通常のクレ

ジットサービスを行っている。

２．２．貴族・ブルジョワによる貯蓄信用金庫（La caisse d’épargne）

1818 年にパリの貴族・ブルジョワが開設した低所得者層対象の小規模貯蓄サービスである。

初期は貯蓄のみで、貸付は行っていなかった。底辺の労働者階級ではアルコール中毒が蔓延し

ていたため、貯蓄を奨励することで余分な現金による酒の購入を防止する意図があった。また、

公的機関にお金を預けさせることによって、革命を防止する機能も期待していたという。30

年で全国に 500 の支店が開設され、発行した通帳の総数は 700,000 冊とも言われている。この

仕組みはヨーロッパ各地に広まったが、預金者がメンバーとして金庫の運営に参加することが

認められていなかった国もある。

２．３．西欧と北米でＭＦのアイデアの登場（19 世紀半ば）

ヨーロッパや北米において、農民、小商人、職人、労働者など社会の底辺の人びとと富裕層

の経済格差が広がり、社会的な排除が深刻化した。こうした状況から脱却するため、中低階層

の市民による組合（coopératifs）や共済（Sociétés mutuelles）の結成が相次ぎ、公権力に対抗し、

団体で権利を主張する連帯の機運が生まれた。
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欧米における主要な組合の結成は以下のとおりである（かっこ内は結成年）。

– スコットランド Dumfriesshire の“Saving and Loan Association”（1810 年）

– アメリカ合衆国 Philadelphia Saving Fund Society（1816 年）

– フランス・パリのキリスト教系金細工職人組合（1834 年）

– フランス・リヨン世界初の消費者組合（1835 年）

– 英国・マンチェスターの Rochdale（1844 年）

– ドイツ、Raiffeisen（1849 年）: 農業従事者の共済組合

– ドイツ、都市民銀行（1850 年）

– カナダ、ケベック州、Caisse Desjardins：教会の司祭が発案した MF の原型

– 英国 Building societies：労働者の住宅建設のための貯蓄グループ

３．アフリカに対する貨幣システムの導入と MF 輸出

３．１．植民地時代

Servet（2006:201-202）が、ヨーロッパ発の MF の原型（組合・共済型）と発展途上国の

MF との歴史的つながりに関する考察の重要性を指摘するように、植民地時代からそのシステ

ムの原型の導入が試みられていた。だが、運営の主体は植民地支配者であり、その目的は、「原

住民」が搾取によって餓死しないための安全装置の設置であった。フランスは、1893 年に原

住民共済組合（Sociétés Indigènes de prévoyance）SIP 制度を確立し、各植民地への導入を開

始する。植民地では気候風土に合わせた、様々な換金作物の強制栽培が導入された。チャド南

部では、1928 年に綿花の強制栽培が導入され、従わない農民に対して鞭うちなどの体罰を行っ

たという記録が残っている。強制的な換金作物の導入は、それまでの伝統的な農作業のサイク

ルと土地利用方法を破壊し、結果として食糧不足、飢饉を招くようになった。SIP は、頻発す

る飢饉に備えて、穀物や現金の備蓄を強制的に地元住民グループに行わせるものであった。こ

の制度は、独立後に、独立後は新生国家が換金作物の価格安定装置として引継ぎ、農業信用金

庫（Caisses de crédit agricole）として生き残るが形骸化し、80 年代には多くの組織が破たん

した。

３．２．独立期の農業政策と農業クレジット

植民地時代に強制的に導入された綿花などの一次産品生産は、国家の重要な外貨獲得手段と

して、独立後の国家にも引き継がれていく。チャドでは、独立後農業省の管轄下に設置された

農村開発局 ONDR（Office National du Développement Rural）が、南部の綿花栽培に関する様々



アフリカ農村における金銭の貸し借りの歴史
―マイクロファイナンスの源流―：坂井　真紀子

220

なサポートを受け持ったが、基本的に植民地期のシステムと内実は変わっていない。綿花生産

者の組合に対して、作付け期に種子や農薬、化学肥料などの販売をクレジットで行い、収穫期

に綿花を集荷する際に、収益から借金を天引きして支払う形である。また生産者グループ対象

に新しい農具（牛耕、牛車など）の 3 年払いのクレジット販売なども行っている。

チャド中央部では落花生の栽培が植民地期に導入された。農業生産局 BDPA（Bureau pour 

la Production agricole）という部局が、南部の ONDR と同様の役割を担っていたが、綿花栽培

地域にない機能として、福利厚生の一環で茶と砂糖を組合員に配給し、その料金を落花生の買

い付け価格から天引きする。作付け期に 13 フランを農民に前渡（アヴァンス）し、収穫期の

支払価格からやはり天引きするなどといった制度もあった（Sakai 2008:331-335）。

植民地時代から引き継がれた MF の形は、西アフリカを中心とする仏語圏と、旧英領の東

アフリカで発展のしかたが異なっている。どちらのケースも、先に見た 19 世紀後半に欧米で

結成された様々な貯蓄組合のモデルが、移植されたものである。たとえばカナダ・ケベック

の Desjardins や、ドイツの Raiffeisen などがそれにあたる。Desjardins は、のちに 1970 年に

Développement international Desjardins（DID）を設立し、ブルキナファソを皮切りにアフリ

カ各地に展開している。

３．３．東アフリカの事例：SACCOS（Saving and Credit Cooperative Society）

Saving and Credit Cooperative Society（SACCOS）は、ケニア、タンザニアなど、旧英語圏

アフリカにおける組合型の小口融資組織の総称である。1990 年代のマイクロファイナンスブー

ムに乗り、都市部・農村部ともに活発に活動をおこなっている。その起源は植民地時代に始まっ

たヨーロッパ由来の組合運動にさかのぼる。

３．３．１．ケニアの場合（Bwana et al.2013:115）

1908 年に農場経営をする白人入植者が Kericho 県 Lumbwa において初めて組合を結成し、

小口の融資システムもそのときに始まった。1930 年以前は、植民地政府の圧力のもと、組合

活動の発展は遅れていたが、SACCOS のシステムは、農業従事者にとって身近で金融サービ

スを提供する重要な組織となった。組合員は毎月出資を行う。それを原資として組合員に対し、

各人の出資額の 2 ～ 3 倍の金額を貸し付けることができた。1931 年に植民地政府の組合への

介入が本格的に始まる。この年に初めて組合に関する法令（Co-operative Ordinance）が発令

される。1963 年のケニア独立まで、一貫して植民地政府は組合活動の管理を行う。独立以降

は新政府が組合をバックアップする方針を引き継いだ。その状況は 1997 年の自由化の実施ま

で続く。
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３．３．２．タンザニアの場合（Bwana et al.2013:116）

タンザニアは、ケニアより 30 年ほど遅れて 1938 年に初めてモシで Ismalilia グループとい

うカトリック教会系の団体が SACCOS の原型を結成した。Laurean Ruganbe 司教が 1950 年

代に米国ミシガンの Credit Union を視察し、その経営方法を取り入れ、組織はさらに発展し

た。2011 年現在、全国で 650 組、農村部では 130,000 人、都市部では 160,000 人が組合員と

なっている。ケニアと同様 1962 年の独立までは植民地政府の管轄下に置かれ、独立後は社会

主義政権のもと、国家主導の組合活動を余儀なくされてきた。だが 1990 年代社会主義の失敗

を経て自由主義へと国家の方針が大きく転換する。1991 年に組合法（Cooperative Societies 

Act）が制定され、組合開発とマーケティング省（Ministry of Cooperative Development and 

Marketing）が管轄担当となる。5 年後の 1996 年には、急激に増加するさまざまな小口融資サー

ビスに対応すべく「マイクロファイナンスに関する政策」の策定プロセスがスタートしている。

新しい組合法の制定には、植民地時代から SACCOS が積み重ねた経験がおおきく貢献してい

ることは間違いない。刷新された法的枠組みのもと、次の組織理念が確認された。民間主導で

あること（private-owned）、公正であること（equity）、ボランティア精神の遵守（Volunteerism）、

自己規制（self-regulation）の 4 点である。2000 年初頭、SACCOS は 646 組確認されているが、

そのうち 60％が農村部にあり、大手銀行とのつながりはほとんど見られなかった。

３．４．フランス語圏アフリカの事例

フランス語圏アフリカにおける組合・共済型 MF の萌芽は東アフリカより少し遅れ、1960

年代後半からスタートする。フランス語で貯蓄と融資の組合 COOPEC（Coopératives d’épargne 

et de crédit）と総称される。1960 年代にトーゴ（1967）とブルキナファソ（1969）にて設立

を見たのち、1970 年代にザイール（現コンゴ民主共和国）（1972）、ルワンダ（1975）、ベナ

ン（1976）、コートジボアール（1976）が続く。1980 年代にマリ、セネガル、ギニア、マダ

ガスカルで COOPEC が設立された。それらをつなぐネットワークが、ACECA（L’Association 

des coopératives d’épargne et de crédi en Afrique）である。この組織はのちに WOCCU（World 

Council of Credit Unions）に吸収される。

東アフリカの組合・共済型 MF である SACCOS が植民地時代の輸出用一次産品の生産者組

合の金融部門からスタートしたのに対し、フランス語圏アフリカでは、フランスやカナダの仏

語圏ケベックをはじめとする老舗の組合・共済の組織の国際支援により各国で設立が促された

（Servet 2006 :217-219）。

1980 年代に西アフリカの COOPEC は転機を迎える。その理由の一つに、植民地時代の遺産

である農業クレジットのシステムを引き継いだ国立農業開発銀行が機能不全を起し、組織存
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続のために COOPEC との提携を模索し始めたことがある。さらに、1990 年代には、ケベッ

クに本部を持つ Desjardins の国際部門、DID（Développement International Desjardins）がカ

ナダ国際開発庁の支援のもと、西アフリカ諸国へ MF 普及のための法整備を働きかける。こ

の動きに呼応して、西アフリカ中央銀行（BECEAO）が全面的に動き、1994 年から 1998 年

の間に、各国で「貯蓄と融資のための共済の法整備支援法」PARMEC 法（Projet d’appui à la 

réglementation des mutuelles d’épargne et de crédit）が制定された。この法律をきっかけとして、

フランス語圏アフリカの共済・貯蓄・融資に携わるMF機関の設立が相次いだ。この潮流の中で、

フランス国内で古くから活動を続けてきた 2 団体が国際展開を模索する。フランス共済は、国

際展開の足場として 1979 年に設立した共済信用国際センター CICM（Centre international du 

Crédit mutuel）は、アフリカ展開のスタートとして、1982 年にコンゴ共和国の首都ブラザビ

ルで COOPEC を設立、都市の中低所得者中心に 137000 の参加者を集めるまでになる。CICM

は続いてセネガル、トーゴ、カメルーン、コートジボアールに展開する。

フランス融資組合基金（La Fondation du Crédit coopératif）は、DID や CICM よりも資金規

模は小さいものの、発展途上国における MF 団体の経済的、技術的、人材支援を柱として活

動をおこなった。

1980 ～ 90 年代に、フランス語圏アフリカで設立が相次いだ様々な組合・共済型 MF は当初

は農業・組合セクターの管轄だったが、その後、貯蓄・融資組合活動を金融セクターへ統合し、

財務省と中央銀行の支配下に移行する動きが各国で見られるようになる。このことは、フラン

スやカナダ本国の組合・共済団体の当初の設立目的である弱者による連帯の意味が弱まり、商

業銀行との境界線が徐々に薄れていく契機となる。

まとめにかえて

欧米の社会の発展に伴い誕生した MF の原型が、アフリカに移植されたが、地域に固有の様々

な現金の貸し借りの習慣や、トンチンなどのインフォーマルな庶民主体の金融システムが社会

の中に根付き、MF とすみ分けている様子は大変興味深い。MF は近代的かつ合理的だから、

いずれ伝統的なトンチンなどのシステムを駆逐するという仮定もあるが、ローカルの様々な貸

し借りは MF が補完しえない、社会の中に埋め込まれた人間関係のニーズを満たし続けると

考えられる。

その理由のひとつは、アフリカ農村部での貨幣流通の特性である。都市部における月末の給

与所得のリズムとは大きく違い、農作業は、季節のリズムに合わせて行われ、収穫があるまで

は現金を手にすることはない。自家消費用の食料のほとんどは現金に換えずに直接家庭で消費
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し、余剰があればローカル市場で販売をする。日々の細かい現金のやり取りの多くは女性が担っ

ている。他方、輸出用換金作物の生産に携わる男性は、収穫期に一度にまとまった現金を入手

する。だが、半乾燥地であるサヘル地域やタンザニア中央部などでは、降雨状況など天候の変

化によって収穫は大きく左右されるため、必ずしもその努力が毎年報われるとは限らない。こ

うした未来の予測不可能な状況に対して、人々は農業の専業化ではなく、生業と現金収入の道

の多様化を積極的に行い、その時々で即興的に対応してきた。不確実で不定期な現金収入は、

定期的にリズム感を持って現金を回せる給与所得者や商人のそれとは大きく違う。

第二に、「信用」における意味の違いである。地元の貸し借りにおける信用は【人間関係】

が基盤となっている。たとえば商売の基本としてよく使われるスワヒリ語の表現にアンガリア・

リジキ（angalia riziki：相手の生活状況を鑑みる）がある。厳しい商売の場にあっても、最低限、

商売相手が生活に困るような無理な追い詰め方はしないという、暗黙の了解が互いの信用を形

成している。チャドにおけるツケの習慣も、自分にとって大切な人間関係であるという顔の見

える「信頼」が基盤になっている。

他方、近代的 MF における信用は【個人の能力や財力】である。信用を計る尺度は、返済

能力（Solvency）、雇用の有無、土地や家財など担保の有無などであり、その人自身の人の良

さや誠実さは信用を裏付けるものにはならない。ここで要求される“連帯”は返済を保証する

ための縛りである。

チャド南部の人びとは、前述のように開発援助とともに入ってきた MF 系の借金を「クレ

ディ」とフランス語で呼び、現地名がついているローカルの貸借システムと一線を引いている。

多くの MF 機関の倒産を目の当たりにし、人々は手を出さないように用心しているように思

われる。

カメルーン西部州のチャン市の市場で、野菜売りの女性たち 60 名に対してアンケートを行っ

た 4)。この地は起業家精神で名高いバミレケが主要民族である。全員が地元の頼母子講（トン

チン）のメンバーになっており、日常の家族の問題、冠婚葬祭、病気などの急な出費が必要な

場合などは、「トンチンを頼りにする」と答えた人が 80％以上いた。その反対に MF に参加し

ている人は 60人中 7人（12％弱）である。しかも利用目的として、全員が融資サービスではなく、

貯蓄のためと答えている。お金を借りる必要がある場合はあくまでトンチンに行くという。

80％超の人たちが MF を避ける理由として「十分な資本がない」、「MF は信用できない」、「MF

は（返済）条件が厳しすぎる」といった言葉が上がった。インタビューの中で、ある女性は「ほ

ら、MF は情（Le sentiment）がないから、私たちが本当に困っているときに冷たい仕打ちを

平気でする。でもトンチンの仲間はみなお互い顔を知っていて、生活状況も理解しているので、

安心して相談できる。」と話した 5)。
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顔の見える人間関係の中で営まれる互酬的な貸し借りのシステムであるトンチンは、個人の

お金を社会化する装置であり、コミュニティのつながりを強化する方向に働いている。他方、

MF は制度化が進むにつれ、｢ 連帯 ｣ と ｢ 団結 ｣、権力に対する集団での意思表示といった根

本理念は形骸化し、個人の利殖ツールとして金融セクターに取り込まれつつある。アフリカ農

村においても、昨今のグローバル化の波は大きな影響を与えている。現金をめぐる日常の諸活

動や人々の価値観はどのように変化していくのか、さらに考察を深めていきたい。

注

1) 本論文は、科学研究費基盤研究 B『グローバル化するアフリカ農村と現金をめぐる人類学的研究（代表：

杉山祐子教授／弘前大学）』の研究成果の一部である。

2) チャド南部の主要民族であるサラおよびガンバイの言語の総称。

3) Servet の引用より（2006:201）。
4) 2015 年 3 月および 2016 年 3 月、カメルーン西部州チャン市にて。

5) 野菜売りの Mme G へのインタビュー（2016 年 3 月、カメルーン西部州チャン市 Marché B にて）。
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Histoire sur les pratiques de prêt dans les zones 
rurales en Afrique 

―Origine des microfinances―

SAKAI Makiko

Des nos jours, l’expansion de différents types de microfinance (MF) est observée soit dans les 

zones urbaines ou rurales en Afrique.  Pourtant, les recherches academiques sur ce dispositif 

considéré comme un atout pour la lutte contre la pauvreté, ont tendance à analyser de mécanisme 

et de l’éfficacité vis-à-vis des clients-individus, en oubliant l’importance de contexte locial vecu par 

les populations, dans laquelle il existe plusieur pratiques locales d’échange et de prêt basées sur 

la confience solide au niveau communautaire.  Le present article a pour but de prendre quelques 

repères historiques qui permetteront de comprendre l’origine des MF implantés en Afrique 

subsaharienne.  Après voir un paysage rural africain actuel où plusieurs types de pratiques de 

prêts sont ovservés dans la vie quotidienne, nous allons revisiter l’Europe de XVIII siecle où les 

modèles de MF ont pris la naissance. Il s’agit des types coopérativistes et mutualistes fondés 

par les peuples pauvres (ouvriers, paysans, artisans, etc.) pour reclamr leur droits vis-à-vis 

des pouvoirs. D’autre part, la colonisation avait apporté le système monaitère européen et des 

manière de gestion en Afrique, dont les coopératifs d’épargne et de crédit, ce qui évoluent jusqu’à 

nos jours.  Une deuxième vague a vu dans les années 1980 et 1990 où l’internationalisation des 

Unions coopératives et mutualles europèennes et canadiennes a poussé à institutionaliser les MF 

chez les africains. 


