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資 料

邦訳にあたつて

デェール Wア ダムス米国オハイオ州立大学教

授による「農村金融市場で基本を無視する限り不

可
・
育旨な試み Attempting The lmpossible While

lgnOring The iFundarnental ln Rural Financial

Markets」 は,1987年 2月 9日 に公表された論

文である。この原論文は, この大学の農業図書館

に IElconOFniCS and SOCi010gy(1)CCaSiOnal :Paper

No.1339と して登録され,納められている。

訳者が客員研究員として,1年間この大学で米

国だけではなく,発展途上国に関する農業金融の

理論的な研究を続けていたとき,著者は,学生に

親切に対応するかたわら大変精力的に論文を作成

されていた。そして,論文ができあがるたびに,

訳者のところへ持ってきて,そ れをもとに議論を

したものである。訳者の発展途上国における農業

金融の関心は,資金の返済率の低い途上国におい

てそれを高めるための金融システム形成にあった

から, 日本,米国, フィリピン,バ ングラディシ

ュの金融組織を比較しながらの議論は有益なもの

であった。

この大学の発展途上国に関する農業金融の研究

については,世界各国から高い評価を受けている。

農業経済学・農村社会学科のなかに,農業金融を

専攻 している教授は 6人 もいる。そして,彼 ら

は,世界的な視野から農業金融の研究を蓄積して

いる。また,世界中から農業金融に関する論文,

本,統計資料等が収集されている。そしてそれら

は農業図書館に分類・整理されているから大変利

用 しやすい。著者は, これらの 6人の教授のな
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かの リーダー的な立場にある。だから農業金融の

一般論 としてのとりまとめに精力を傾注 している

といってもいい。

ところで, この邦訳 した論文は,訳者がえた彼

の諸論文のなかで最も論争的なものである。著者

は,長年にわたって発展途上国の農業金融に関す

る共同研究を続けていて,大変な蓄積がある。こ

の論文 もこの蓄積のもとに展開されている。

著者 は,特 に,農村 の金融市場及 び Innova―

tiOnと の関係で発展途上国の農業問題に大変強

い関心をもっている。

返済率が大変低いなかで,政府が特別に低利な

資金を作って貸 し付ければ,特に貧困な農民が資

金を借 りにくるから,貸 し手は,一層借 り手の信

用の程度を細かく調べなければならず,取引費用

が大変多 くかかる。一方,さ まざまな階層の借り

手にとっても,低利の資金を借りたいがために,

ゆ着・ ワイロ等が横行 して多 くの費用負担を強い

られる。

著者は, このような数多 くのケースをみた結果 ,

発展途上国における数多 くの制度金融は,健全な

金融市場及び農村経済の発展にとって有益なもの

ではない,と いう結論を下 している。

わが国だけではなく,多 くの国々においては,

経済的な弱者が社会的に必要とされる食糧の生産

に携わっているのであるから,再生産を可能とす

るような低利資金が必要である, という見解が一

般的である。 しかし, この論文の見解は,一般的

に是認されている論点とは逆であって,そ の点が

大変興味のあるところなのである。

邦訳にあたって,可能な限り文脈がつながる
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ように心掛けたから,意訳にちかいところもある  投入財を購入するためにそれを活用することがで

かもしれない。そのことを最初にお断わりしてお  きる。断片的な金融市場は, これらの結合関係を

きたい。                     提供しない。もし,金融市場が抑圧されているか,

または僅かな企業と家計のみに結合しているとす
″1‐  “`                   れば,集計される損失は,実質的に膨大なものに

多くの政策担当者は,農村金融市場が農家の行  なる。

1喜奮」(店ょ」』譜rT誓

11り

:∫内 ltまし[生  2.財
政機関としての農村金融市場利用の限界

以下に述べるように, これは不可能であって,農   事実,全ての国々では,貧困層を助けるために

村金融市場に関してこれらの業務を課すことがそ  金融市場を用いている。農家厚生資金局,奨学資

の市場の発展の基礎的な能力を破壊するものであ  金貸付,中小企業庁は,その例である。多くの国々

る, ということについて議論しようとするもので  で,政策金融は,農村の貧困層に対する最も重要

ある。                     な政府計画であると位置付けられている。

1.資源配分における金融の役割
  方法が鷲

llゞ

:il言[lなllil勤 [1:FttE貴
発展的な農村金融市場の最も重要な役割は,最  体的に表現された所得移転を通して, うまく手に

終的に資源を余剰から不足の部門へ移転させること  入れた借り手によって所得移転が実現されること

にある。だから, これは,専門性を加速させ,生  を通 して,そ して借入資金でもたらされた諸資源

産者に交易を増加させ,そ して比較的有利に融通  によってつくられた純所得の増加を通してである。

性をきかせる。                   しかし,農村金融市場が貧困層に対して財政機

単純な二つの企業の例は, この点について説明  関化することは,少なくとも二つの理由から病的

するであろう。企業 Aと Bは,バーター取引ま  である。第 1に ,貸付金によぢてもたらされた

たは金融機関を通して接触するのにお互いに距離  所得移転は,貸付金の規模に常に比例的である。

がありすぎることを仮定する。さらに,「 A」 は,  すなわち,多額の貸付金は多額の補助金,少額の

投資に関して生産的な高い限界収益でもって資本  貸付金は少額の補助金,貸付金なしは補助金なし
,

化するための流通資産を僅かしかもっていなく,  である。貸付金の規模が借り手の所得に高く相関

それとは反対に,「 B」 は,過度の流通資産を持  しているので,貸付金額は所得の再配分に対して

っているけれども,全ての企業内部の投資に関し  逆行的な伝達手段である。第 2に , これ らの間

て低い限界収益率を予定しているものと仮定する。  題は,仮 に多額のローンよりも少額のローンに

金融機関がなければ,「 A」 は,追加的な投資  対してより低い金利を要求 したり,ま たは少額の

を望んでいるのにもかかわらず限られた生産を強  借入者間に債務不履行を許すことがあっても,多
制され,一方「B」 は,多 くの流通資産で消費財  額の借入者に対して貸付金返済の厳格な方針をた

を購入するか, または僅かの収益しか生 じない活  てている限り,解決されるものではない。経済力を

動において過度の流通資産をその投資にまわさな  もった多額の資金借入者が彼らの加わらない所得

ければならない。                移転に長らく耐えることを信ずることは,非現実

金融市場を発展させることは,金融機関に預金  的なことである。また, この戦略は,金融機関に

業務の設定を通 して,「 B」 に消費または投資の  ゆがみを与える。一方で政策担当者は,金融機関

低い収益性を避けさせるという効果をもたらす。  に向かって貧困層に貸 し出すことが高い優先順位

だから, もし,金融機関がその預金から「A」 へ  を持つ, ということを述べる。また,他方で,所得

貸 し付けるならば,「 A」 は,生産を増加させる  移転政策を効果的なものにするために,金融機関
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が (1)低 い貸出金利を強制 させ られ,そ して (2)

貸出金の単位当リサービスを最 も費用の高いもの

にし,さ らに (3)貸 出金に関す るほとんどの債

務不履行による費用を負担させられるように強い

られる。これは,金融機関の負担を無視 して金融

上の自殺行為をするように貸 し手に求めているよ

うなものである。すなわち,貸 し手は,貸 し出し

に要するコストを収入でもってカバーすることに

失敗 し,イ ンフレによる資本浸蝕と貸出金利の受

け取りに伴う貸 し出しの損失によって,公的機関

または資金提供者の狭間で物ごいをすることにな

るか,破滅することになる。

コストを低下させることによって金融機関の経

営を支える, という財政機関の願望は,所得移転

を略奪するために,経済的に富裕な層の関心と一

致 している。 これらの力は,ほ とんどの諸国にお

いて,すべての政策的な組織のもとで,相対的に

裕福な層に低利資金を集中させるために作用する。

農村金融市場には,大変多 くのさまざまな利害関

係者がいる。そして,中央の権威者の興味に関し

て何かをするために,農村内部の人々の利益を収

奪するためのあまりにも多 くの取引がある。

財政機関が農村金融市場を用いることに関する

第 3番 目の議論 は,預金者の行動意 欲を抑える

ことに関 してである。もし,貸出金の金利が低

いとすれば,金融機関は,預金にも低い金利を設

定 しなければならない。幸運な借 り手への補助金

は,抑制された預金金利を受け取る預金者である

個々人の税金によってか, または仮に預金金利が

高 くても,預金 しているこれらの人々の税金によ

って支払われる。農村の貧困は,裕福な層が預金

の選択をほとんど持たないことから,彼 らである

よりも数多 くの貧 しい農民の預金の金利に関する

税金によって,よ り大きな影響を受けている。財

政機関が差別的に低利資金の貸 し出しによって,

貧困層を助けることで農村金融市場を用いること

は,足を折った人に対する治療のために強力な下

剤を用いることと似た効果をもつ。その治療が問

題を解決 しないだけではなく,そ れはまた重大な

逆の効果の側面をもつ。ほとんどの場合に,裕福

な層は,最後には貸付金を通 して移転された補助

金よって多くの利益をえる。そして貧困層は,低利

資金の借り入れの増加だけでなく,魅力的な金利の

設定されている預金への接近をもまた否定される。

3.制度資金の限界

事業の運営,投入財の購入,投資に関する貸出

金を制度資金として取り扱おうとすることは,政

府,資金の提供者にとってもまた共通な意向であ

る。制度資金は,通常低い金利と据置期間の設定

というような誘因をもたらす。制度資金の背後に

ある二つの鍵になる仮定は,(1)低利資金が提供

されていれば,個々人が他の借入金を借りないか,

または借りたとしても,大変ゆっくりしたペース

で行われる, という仮定である。さらに (2)そ の

最大の借入対象者とされている貧困な個々人は
,

借入資金なしで望ましい投資を行うのには,あ ま

りにも流通資産不足である, という仮定である。

中央銀行における低利な再割引の方法は,制度金

融の常道である。いくつかのさかんな国々で,数

百のこれらの方法があるかもしれない。そうでは

ない国々においてさえ,数ダースの割引方法を提

供することが中央銀行で共通のことである。各資

金は,対象グループ,地域,活動の点で援助され

ている。そして,借 り手は,借り入れに必要な条

件を報告するために前もって与えられている貸付

項目にその内容を加えて報告する。これらの資金

の貸し付けに期待されることがらは,二つの効果,

すなわち金利と資金量から生ずる。たとえば,肥

料購入のための貸出金の低金利は,借 り手にさら

に多くの米の生産を引き起こすであろう。政策担

当者の考えているここでの鍵になる仮定は,貸出

金の金利が,直接的に対象とされた投入財,事業,

または投資の相対的な収益性に影響を与える,と

いうことである。

金利効果論議の批判は,農業経営に関して,

その流通資産の源泉と使途とを理解させることを

求める。複合経営といくつかの所得の源泉とをも

つことは,そ の典型である。これらの経営部門と

それらに用いられた投入財とは,相対的に高い代



替性をもつ。ほとんどの農家は,彼 らの経営の

複合と生産にもとづいて使用された投入財との比

率,および投入財価額と生産への投入財の貢献に

ついて決定する。そのうえに, ほとんどの農家は,

流通資産の複数の源泉をもっている。これらの源

泉と使途とのあいだに高度の柔軟性があるので,

(1)流通資産のある源泉に対応 した費用の要求お

よび (2)使用された投入財と生産された生産物と

の相対的な収益性の変化との間には,因果律を期

待すべきなんの理由もない。

目標の対象とされた生産物の価格を引き上げる

こと,投入財の価格を引き下げること,ま たは投

入財の生産能力を促すことは,農家を動機づける

誘因である。高い米価に結合されて,低利資金が

さらに米の増産のために農家を促すような場合,

高米価に結合された低利資金は,結局政府のより

少ない支出であっても,同様の結果をえるであろ

う。ローンに設定された低い金利は,多様な経営

部門と投入財の使途からの相対的な収益性に直接

的な関係をもたない。このように,貸出金の金利

は,農家が生産と投資について意思決定する方法

を変えるために用いることができないのである。

目標の対象とされた活動に対して,た んに貸付

額を増加させたとしても,そ の効果は,直接高ま

るものではない。政策担当者のもつ多くの貸付計

画の背後にある主な仮定は,(1)借 り手が対象と

された活動に関して資本化するためにローンを必

要としているということであり,(2)そ の対象と

された活動は,借 り手によって直面されたすべて

のそれらの収益の間で最も高い期待収益をもつ
,

という仮定である。こういうふうにして, もしロ

ーンの栓が抜かれたならば,借 り手が対象とされ

た活動のために負債を用いる道を開くのに明らか

な誘因をもつ。政策担当者は, しばしばこれらの

仮定に大変確信をもっているので,農民の借り入

れの必要性を満たすために,一定の形式のローン

を設定する。

ある農家は,対象とされていた活動から高い限

界収益を期待しているかもしれない。一方,対象

とされた活動を含んで,すべての可能な投資につ
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いて低い限界収益率に直面 し, さらに消費に対す

る付加的な流通資産を用いることに優先順位をも

つ彼の近隣者は,流通資産をもって大いに得意が

っているかもしれない。金融手法の柔軟性と代替

性とを習得させるうえで,借り手に対するその習

得の可能性は,制度資金と対象とされた活動との

間に原因と結果とが関連づけられないことから困

難にさせている。

貸 し付けは,貸付金が対象 とされた活動の努

力に対 して高い収益率を実現することができる

個々人へ行 く時に限ってのみ,対象とされた活動

を増加させることと正の相関を示すであろう。数

千人の異質な借り手が含まれているのだから, ど

のくらい,だれがこれらの貸出金を得るべきか,

という事前の計画は,低い収益率を生ずる資本で

ある限り,政策担当者にとって不可能である。最

終的に,仲介機関は, これらの決定をしなければ

ならない。要約すれば,対象とされた活動の拡大

に関する制度資金の量的効果は,二つの他の要素

に拘束 されている。すなわち,(1)供給側におい

て貸 し出しに関する増減の独自性を規定する借り

手が期待 している収益性の相対比率 と (2)貸 し

手は,い かに効果的に一定の金額を最 も収益率

の高い人々に貸すかである。さて,話題を変えよ

つ。

4.制度金融と金融機関との間の矛循

制度金融は,貸 し手に予期しない方法で影響を

与える。逆行的にローンの補助金を移転すること

は,貸 し手を拘束させる。貸し手により多くの取

引費用を課し,彼 らの技術革新をゆがめる。さら

に悪いことに,制度金融は,余剰と不足の部門と

の間で,資源の再配分の正常な機能を発揮させな

いような金融システムを形成させる。

多くの金融機関がそれをすることの意志のない

ことによって証明されるように,農村金融に関し

てサービスを提供することは,多 くの支出を伴う。

この支出は,金融機関の農民に対する零細規模の

金融取引,送料と農場育成の不確実性に伴うコスト

である。制度金融は, さらに付加的な貸し付けの方
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針と報告を通して ,こ れらのコストを増加させる。

同様に,そ れは,金融組織を通 して情報の流れを

ゅがめる。 これは,制度資金の返済時に生ずる損

失, コストを管理 し,かつそれを低下させる技術

を発見することを必要とさせる。たとえば, しば

しば金融機関は,貸付方針の一つに多分購入され

た肥料の量に関する最新の情報を求める。 しか ,

し,金融機関は, これらのローンの返済状態ま

たはそれらに要する金融機関の費用を決定するこ

とができないであろう。これらの付加的な費用は,

貸 し出しの対象以外のところで用いられた方が良

かったかもしれなかったと反省させ,そ してそれ

らに少 しも用いられなかったという論拠で,金融

機関の経営者を束縛させ,金融市場の範囲を縮小

させる。

制度金融に共通となっている金利が統制された

時,貸 し手は,彼 らの取引費用を増減させること

を強制させられる。そして,制度資金の貸 し出し

を制限するために担保の要求を増加させる。これ

は,貧困な借入者を選択の余地のないものとして,

さらなる障壁をもたらす。少額のローンを望んで

いる借入者,すなわち,初回の借 り手は,担保に

限界がある人々である。

そのような選択の余地のない借入者の制度資金

の貸 し出しに対する実際のコス トは,市場金利が

適用されている正常な金融市場で支払う水準以上

に実質的に高い。同時に,多額のローンを要求 し,

金融機関から以前に借りたことのあるさまざまな

担保をもっている借り手の制度資金の借り入れに

要する取引費用は,実際の借入費用が市場金利で

適用されるよりも実質的に一層低いものであるこ

とを見出されるかもしれない。

これは, もちろん多 くの担保をもっている幾人

かの借り手が彼らの経営内で可能な投資のために,

彼 らの収入によって妥当とされるよりも,そ れ以

上の追加的貸付に関 してさらに要求することを意

味する。そして, これは,資金が貸 し手と可能性

のある借り手との間に非効率な状態におかれてい

ることを意味 している。

制度金融は,余剰部門でも類似 した非効率を引

き起こさせる。再割引きの系列は, しばしば低利

の限界をもたらすので,金融機関にとって預金を

流通させることよりも,制度金融の基金を使う方

がより安くっく。多くの農村の金融機関は,制度

資金の再割引に関する政府の強力な行動意欲を抑

えることのために,預金に関するサービスの提供

に少しの興味も示さない。これは,多数の農村の

余剰資金をもつ個々人がより高い金利で運用する

かもしれなかった預金への接近を否定されることに

帰着する。結果として,余剰の経営と家計部門は,

預金から低い収益を甘受するか,ま たは余剰資金を

消費するために保持することを強制させられる。

他のケースにおいて,金融市場が農村の経営お

よび家計部門で選択できる魅力的な預金を提供し

ないならば,資源は,効果的なものとして位置づ

けられていない。極端な場合,再割引きの系列を

通した大変低利な条件である拡大的な制度資金は,

余剰と不足の経済部門の間で金融機関に金融シス

テム形成のための意欲を喪失させる。

政府の (1)財政の代行機関として,(2)中 央銀行

から末端への貸 し付けの捌け口として,そ して

(3)専門家気質の土台を浸蝕する戦略者としての

役割を担わされた銀行と協同組合との広範囲にわ

たる使用は, これらの金融機関の方向付を誤らせ

る。制度金融を取り扱う事務員は,信用価値の基

礎にもとづいた貸し付けのための必要な熟練をし

ていない。さらにまた,人に物をせびること,わ

いろで買収することや被雇用者の手を通して所得

移転することも,彼らにとって困難なことである。

そして再割引きラインの拡大的使用は,借入者に

対する政府または資金提供者によって許された移

転的援助を支持するための後援的な金融組織を形

成する。

金融機関の経営者に対する後援グループは,借

り手と預金者の立場に関心のあるグループもさる

ことながら,そ れよりもむしろ経営者側を持ち上

げるための後援者になる。後者は,洗練され,ヘ

つらわれ,そ して得意がらせられる。一方,前者

のグループの多くのメンバーは,苦痛を与えられ,

物ごいのように軽蔑されて取り扱われる。
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金融機関へ政策的に押 し入ること,加えてこの  で少 しも悪いことがないならば, この点で大変悪

組織を通 して基金を流すことからもたらされる宴  いことは少 しもない。 しか し残念ながら,制度金

会と貧困層への制度資金供給の大欠乏は,結局過  融は,見方によれば,政策担当者によって望まれ

剰職員と重大な資金返済問題と低質の金融サービ  た方法で借り手の行動を変えることを少 しもしな

スとをもたらす。                い。そして,補助金は,貧 しくない層へ引き付け

られて金融市場を通 して移転する。不可能なこと
''日   "H                   

だが,財政機関として農村金融市場を利用するこ

政策担当者がしばしば農村問題に責任をもって  とを通して制度資金の供給を安易に試みることは
,

いて,低い金利でかつ政策的な資金を選択するこ  農村金融市場の基本的能力を無視することから,

とは理解できる。すなわち,貸付計画は,開始す  金融機関に著 しく損害を与える。発展の努力は
,

るのが容易であり,かつ素早 くはりめぐらされる  もしこれらの実行が中止されるのであるならば,

ことができ,隠されたところの補助金を移転 し,  一層公正で効果的であったであろう。

そして主に隠れた問題を引き起こす。もし, これ

らの努力が幾分成功的であり,そ して効果の側面

受付 昭和 63年 5月 17日

受理 昭和 63年 7月 13日( )
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