
はじめに

　マイクロファイナンスと言われた場合，ムハマド・ユヌスが1983年に創設
したバングラディシュにおけるグラミン（Grameen）銀行がまず想起され
るであろう。無償の慈善型寄付とは異なり，融資を受けた者の能力を信じ，
彼らの自助努力を促していくところにその大きな特徴をもち，貧困層や低所
得層を対象とする貧困の軽減を目的とした小口金融であるとされている。
　一般に金融においては，（a）借り手のリスクのタイプについての情報の不
完全性（逆選択の問題），（b）貸出後の借り手の行動についての情報の不完
全性（モラル・ハザードの問題），（c）借り手の戦略的債務不履行の問題（監
査費用の問題），（d）借り手に債務返済の履行を強制することの不完全性（執
行の実効性の問題）という４つの問題が存在する（Ghatak and Guinnane
［13］）。こうした問題は，貧困層への貸付においてとくに深刻であり，従来
銀行などの通常のフォーマルな金融機関は貧困層への貸付市場に進出してこ
なかった。例えば，執行の実効性の問題については，法制度が十分に整備さ
れていない発展途上経済においては司法に訴えて借り手の財産に執行するこ
とが困難であったり，そもそも貧困層に対する貸付の場合には借り手が十分
な担保財産を保有していないため借り手の財産に執行することが無意味であ
ることが多い。
　これに対し，マイクロファイナンスは，借り手のあいだに存在する地域的
な情報ネットワークや社会資本を利用することで，貧困層への貸出と高い返
済率を達成していると考えられている。実際，逆選抜，モラル・ハザード，
監査費用の問題に対しては，伝統的な村落の成員は互いのタイプ，行動，状
態について金融機関よりもよく知っているであろう。マイクロファイナンス
においては，地域的な情報ネットワークの活用，及びグループ貸付と連帯責
任のメカニズムによって，借り手グループ内の相互保証による無担保融資が
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可能となり，貸し手は集中的なモニタリングを通じて，少額の貸付から始まっ
て返済パフォーマンスに応じて次第に貸付額が増加していくという仕組みを
機能させている。マイクロファイナンスの中心的なメカニズムであると考え
られてきた連帯責任のグループ貸付のメカニズムについては，すでに膨大な
理論研究の蓄積が存在する。社会資本としての地域ネットワークは，地域共
同体の外部者である金融機関には活用できないが，地域共同体の成員である
貸出グループの成員には活用可能な資産であり，仲間内での集団圧力と制裁
がマイクロファイナンスの高い返済率を実現させていると考えられる。
　ところで，過去には日本にも一種のマイクロファイナンスが一般に存在し
た。頼母子講・無尽講と呼ばれる，返済能力が低い借り手が集まり，必要な
小口資金を融通しあう相互扶助システムである。しかし，経済発展の過程で，
現在ではその形を変え，農業協同組合や信用金庫，普通銀行といった金融機
関に代替または発展するに至り，今日ではすでに一般には見られない。
　ところで，無尽講・頼母子講のような制度は，日本独特のものではな
く，開発経済学の分野でROSCAs（rotating savings and credit associations, 
RoSCAs）と呼ばれる，世界中に広範囲に見られる庶民金融と同じものであ
る（Bouman［6］）。日本語では「回転型貯蓄信用講」という訳語がある（泉
田［21］）。海外のROSCAsについての研究，とくにその実証研究は，人類学
における文献，Ardener［4］，Geertz［12］を嚆矢とするが，現代的な計量
経済分析，さらには実験経済学などの手法を用いて精力的におこなわれてお
り，多くの研究蓄積がある。
　以下では，まず第１節で日本の無尽講，頼母子講について概観し，第２節
以降では海外におけるROSCAs研究，とくに理論的な研究の一端を見る。本
稿では，マイクロファイナンスとしての講の研究の可能性を，ROSCAs に
ついての既存研究を見ることで探ってみることにしたい。

１　無尽・頼母子講

　無尽・頼母子講については，森［28］，宮本・高嶋［27］が参考になる。
本節では主に，森［28］，宮本・高嶋［27］に依拠しつつ無尽・頼母子講に
ついて概説する。
　宮本・高嶋［27］によれば，「講」とは元来，仏教の教典の講義を行うこ
とを主とする儀礼について指す言葉であったが，次第に社寺参詣を営む団体
の名称，あるいはその修繕・維持をなす団体を指すものとなり，さらに成員
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の経済的共済を目的とする組織をも意味するようになったとされ，頼母子講
はすでに鎌倉時代からおこなわれていたと考えられ，他人の好意・同情を「た
のむ」という言葉から出たように，もともと互助的な無利息融通組合である
としている（宮本・高嶋［27］，p.100）。
　また，「無尽」の語の起源については，紀元１～２世紀頃のインドにおい
て仏教寺院に喜捨された金品が「無尽物」と称され，その利息で寺院の建築
費や修繕費をまかない，やがてその基金（無尽物）が信徒に貸し付けられる
制度から起こったという説，中国の仏教寺院において４世紀以降無尽蔵，寺
庫，無尽財，長生庫などと呼ばれて，財物・金銭を利子付き担保付きで貸与し，
救済と寺院経営にあてる制度があったことによる説，いずれもその起こりは
仏教思想と深いつながりがあると考えられ，華厳経の「重々無尽」，観音経
の「無尽意菩薩」など経典にもこの語が見られること，日本においては，公
私の出挙が無尽銭と呼ばれ，また鎌倉時代の質営業である土倉から無尽が起
こったものと考えられている（宮本・高嶋［27］，p.109）。森［28］（p.460）も，
無尽・頼母子講は平安末期からおこなわれ，その主たる目的は村落共同体の
相互扶助的救済であり，宗教的信仰行事であり，公共事業であるとし，経済
的には消費金融であり，定期積立金制であり，年賦償還制の貸付であるとし
ている。
　頼母子と無尽がほぼ同義に用いられるようになったのは，戦国末期から江
戸時代以降のこと（宮本・高嶋［27］，p.109）であるが，頼母子が漸次担保・
利子付きとなるに及び，次第に無尽との差がなくなり，江戸時代には，主と
して上方では頼母子，関東では無尽の語が使われた（宮本・高嶋［27］，p.101）。
　頼母子・無尽講には親（講元）と称する発起人とこれが募集した仲間がおり，
この組合が講で，仲間は講中または諸衆と呼ばれ，講中は規約に従い，時を
定めて集会し，毎回一定の懸銭を拠出し，これに対し入札または抽選の法に
より落札者を定め，落札によって受け取る金銭を取足と称した（宮本・高嶋
［27］，p.101）。
　一度落札した者（取過衆）は再び入札またはくじ引きを受ける権利を失い，
以後は懸銭を納める義務のみ負担した。取足の当選者は第一会については親
がこれにあてられるのがふつうであったが，第二会目以後は入札またはくじ
のいずれかの方法で決定された。概していえば，関西では入札が，関東では
くじが採用されることが多かったと考えられている（宮本・高嶋［27］,p.103）。
　懸銭（掛金）の如何は無尽講の運命を支配した（森［28］p.158）。頼母子
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金を受け取ったあと，懸銭（掛金）を怠る者が出てきたので，担保を取るよ
うになり，さらに室町時代になると，利子を取るものも現れるようになった
（宮本・高嶋［27］，p.101）。取過衆の落札後の懸銭（取分之懸足）は頼母子
講に対する債務の弁済であったから，その支払い義務を担保するため質物の
差し入れが求められ，また取足に対する利子支払いも要求されたのである。
これに対して取足を得ていない講中はいつでも入札・抽選の権利をもちその
懸銭には利息が付されなかった（宮本・高嶋［27］，p.103）。森［28］（p.161）
も，関西地方では室町時代末期から掛金保証のために担保を取ることが一般
的であったと述べている。
　取足を早くした者がその後懸金をしなくなるケースがあり，これは取退（と
りのき）無尽（または懸捨無尽）と呼ばれ，幕府は賭博に類するものとして
しばしばこれを禁じた。先に述べたように，取過衆から質を取るのはこの防
止策の一つであったが，それに加えて，いまだ取足を得ていない講中からの
懸金を会が進行するに従い，漸次減少させていくことにより，取足を先に取
得した者より後に取得した者の負担を軽減するという方法も採られた（宮本・
高嶋［27］，p.103）。
　江戸時代においては，無尽・頼母子講は庶民の生活共済的な目的を超えて，
農民・商工業者の事業資金獲得の目的が加わるようになり，庶民金融機関の
性格をもつようになった（宮本・高嶋［27］，p.104）。有本・藤栄・仙田［19］は，
無尽・頼母子講のなかでも過半を占めた親有り講は，特定の親（講元）の生
産・投資目的の資金調達を社会的関係のなかで支援する性質を持ち，現代の
ソーシャル・ファンドに類似した特徴を持っていたと指摘している。
　また，無尽担保金融も行われるようになっていった。無尽講では，資金が
必要なときに融通を受けられるとは限らないので，こうした資金の需給のミ
スマッチを調整するため，資金を必要とする講中は無尽に対してもつ債権を
講外の者に売却ないし貸し，資金を調達することをはかった。そして次第に，
この目的のために無尽講に一人で何口も加入し，これを他者に売却すること
を業とする者も現れるに至った。庶民の共済機関としての無尽・頼母子はこ
うして商業化していった（宮本・高嶋［27］，p.104）。森［28］（pp.212-228）は，
無尽担保金融が一般化したのは寛政以後としており，質屋・高利貸し・豪商
らによって担われ，資金の需給を一致させる方法としてもっとも広く頻繁に
おこなわれ，なかには担保をもたない者には新たに無尽を創設させ自らも加
入して担保にさせる場合さえあったとしている。森田［29］は，無尽から取
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金の交付を受ける権利を担保にした，無尽担保金融による外部の第三者（都
市金融業者）からのファイナンスについて，共同体の外部の第三者には活用
できない，プライベートな情報ネットワークや社会的な紐帯といった資源を，
無尽講というアレンジメントを通じて，外部の第三者に利用可能な形に転換
するメカニズムであると指摘している。
　森［28］（pp.117-141）は，近世村落共同体の無尽金融のもっとも典型的
なものは，村落内の窮民を村落内の全体または有志によって無尽方式で救済
することを目的とした「頼まれ無尽」であるとしている。無尽講の相互扶助
的な共済機能を，窮乏発生時の保険として活用するものである。有本・藤栄・
仙田［19］は，特定の困窮者の救済を目的とした講の組織化は，日本以外で
は報告されていないのではないかと述べ，日本の無尽・頼母子講の特徴の一
つとして提起している。
　明治期以降，銀行が成立したとはいえ，庶民のあいだでは依然として質屋・
無尽・頼母子講などの在来のインフォーマルな金融機関に依存することが一
般的であり，無尽・頼母子講は消滅するどころかむしろいっそう発展していっ
た（宮本・高嶋［27］，p.154）。江戸時代より，講元はいくらかの報酬を受
けるのが慣例であり，これが次第に職業化するのは自然のなりゆきであっ
た。無尽・頼母子の発達とともにそれを世話し，管理する者が登場し，やが
てそれを専業とする者が成立した。無尽・頼母子を営業的におこなう，営利
を目的とする企業体としての「営業無尽」１）の成立である（宮本・高嶋［27］，
pp.154-155）。営業無尽はその原理において伝統的な無尽講・頼母子講とほ
とんど同一であるが，伝統的な講組織においては契約関係すなわち掛金の払
い込みおよび貸し付けの権利義務関係は，講員と講員との間にのみあり，講
元はこれを周旋する存在にすぎなかった。営業無尽においては，契約当事者
は営業者と加入者であり，加入者相互間にはなんら法的関係はない。したがっ
て，加入者は他の加入者が掛金払い込みの義務を履行しなくても，営業者に
所定金額の給付をなすことを請求することができ，また営業者はその義務を
負った。営業無尽は，在来の無尽講・頼母子講において存在していた講員の
リスク（他の講員の掛金払い込み不履行に伴うリスク）を引き受けていた（宮
本・高嶋［27］，pp.158）。池田［20］は，無尽会社の簇生の理由の一つとし
て，従来の無尽・頼母子講の欠陥であった掛金滞りや欠口を，業者の責任で
カバーするとした点を挙げている。
　無尽・頼母子講の急激な発展に伴い，無尽講のもつ弊害が増加していった。
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設立詐欺，落札詐欺，掛金費消といった講元・世話人の不正や掛込金の不能
による講の破綻といった問題である。日清戦争後から昭和10年頃までのあい
だに，各府県では無尽取締規則（講会取締規則）を公布するに至り，講の存
続期間やその規模に対する規制や講世話人の信用力強化を企図した（宮本・
高嶋［27］，pp.182）。1915年（大正４年）には無尽業法も成立し，在来の無
尽講と営業無尽とを区別し，後者を免許事業として大蔵省の管轄下において
監督の対象とした。２）

　無尽会社はその後の昭和前期の恐慌・不況期においても比較的順調な発展
をしていった。渋谷［23］は，無尽講の発展過程について裁判所に出された
訴訟・和解（督促）などの新規受理件数から，明治末と大正末以降の不況期
に講数は伸び，大正中期の好況期には激減しており，その傾向は金貸業や質
屋業などの貸付金ときわめて類似した変動であると推測している。
　寺西［26］（pp.264-269）は，当時のさまざまな統計資料を用い，1988年
（明治中期），1911年（明治末期），1932年（昭和初期）の３つの年度につい
て，農家部門の資産・負債状況を推計している。1932年（昭和７年）末現在
での農林水産業の負債総額は約55億円と推計されており，借入先別では私人・
頼母子講その他への依存度が44.1％と大きな比重を占め，それ以外では日本
勧業銀行・府県農工銀行といった特殊銀行と信用組合がほぼ同じくそれぞれ
16.7％，16.0％と，貸金業者・商業者からの比率（8.6％）の倍以上であり，
特殊銀行を経由する農業政策金融の比重の大きさを示している。農家の金融
資産構成については，同じく1932年（昭和７年）について，銀行預金（12.1％）
や郵便貯金（7.1％）よりも，信用組合出資金および預金の比率（15.2％）の
方が高くなっている。また，農家を地主・自作・自小作・小作の階層に区分
した負債状況と借入先（寺西［26］，pp.272-279）については，1937年について，
地主は自小作の約３倍の負債をもちながら，銀行への依存度が40.6％を占め，
小作がわずか2.6％でしかなかったのと対照的である。また，無尽・頼母子
への依存度については，地主が15.8％，自作が23.8％，自己作が27.2％，小
作が33.1％である。なお，信用組合（産業組合）への依存度は階層による差
異は少なく（いずれの階層も22％弱から24％強），それだけ自作・自小作の
金融機関への依存度が高くなっており，中小商工業金融と比べても，農業金
融においては経営規模の小さな農家でも近代的金融機関との関係が深くなっ
ていた（宮本・高嶋［27］，pp.234-235）。
　一般に，農家は農産物価格変動や天候のリスクに直面し，とくに発展途上
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国のように金融・保険市場が未発達ないしアクセスが不完全な状況では，農
家はリスクに対して脆弱であり，農家の負債問題がしばしば社会問題となる。
昭和恐慌につづいて農村不況が深刻化するなかで，1932年（昭和７年）８月，
救農議会と名づけられた臨時議会において，時局匡救事業はじめ一連の農家
救済措置が成立した。低利の政策金融が産業組合を通じて，小作まで含めた
広範な層に供給され，あらゆる階層がフォーマル金融にアクセスできるよう
になり，農家負債に占めるインフォーマル金融のシェアは下がっていった（有
本・藤栄・仙田［19］）。
　無尽会社は戦後，「看倣無尽」とされた殖産会社も含め，存続したほとん
どは相互銀行となり３）。やがて普通銀行に転換ないし吸収合併され，最後の
１行であった東邦相互銀行が1992年４月１日に伊予銀行へと吸収合併された
ことで相互銀行は消滅した。４）

２　不可分割な耐久財の購入

　ROSCAs への参加の動機として，不可分割耐久消費財の購入，保険・セー
フティーネット，家計内資源配分の規律づけ，貯蓄のコミットメントとセ
ルフコントロールが挙げられる（有本・藤栄・仙田［19］）。Besley, Coate, 
andLoury［5］は初めてROSCAsについての分析的な理論モデルを構築した。
そこでは，ROSCAsへの参加の動機は不可分割耐久消費財の購入となってい
る。
　本節では，フォーマルな信用市場へのアクセスを持たない人々が，彼
らにとって高価な不可分割耐久消費財の購入を欲している状況において，
ROSCAを利用せずに各人それぞれが貯蓄に励む場合の非効率性を，Besley, 
Coate, and Loury［5］に依拠して示しておく。
　集落にn人の人々がおり，各人はT期間生存する。各人は毎期，外生的な
所得の流列 y＞0を稼得する。各人は同一の異時点間の加法的選好をもち，
毎期の効用は，非耐久消費財の消費 c，耐久消費財保有の有無（１または０）
から得られる。単純化のために，異時点間の効用の割引は捨象し，耐久消費
財は減耗しないものとし，所与のコストBで購入される。耐久消費財はその
購入後，人生の残りのあいだ一定の便益の流列を生む。この耐久消費財の便
益は，家計間で移転不可能とする。したがって，非耐久消費財の消費が cの
ときの毎期の効用は，
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　　　　　　v（1, c）：耐久消費財を所有。
　　　　　　v（0, c）：耐久消費財を所有していない。

　v（1, c），v（0, c）いずれも cについて通常の効用関数の性質を満たしており，
cについての vの偏微分，高階の偏微分は，v′（i,  c）, v″（i, c), ・・・（i= 0, 1）と
記す。同一の cの水準のもとでの，耐久財をもつ家計，もたない家計の両者
の効用の差を， cの関数として，

　　　　　

と定義する。また， を耐久財保有の確率とし，非耐久財の消費
量がcのときの１期間における期待効用を

　　　　　

と表す。任意の cについて，

　　　　　

を仮定する。上式の前者は当然であるが，後者については，耐久財の便益と
非耐久財とのあいだになんらかの補完性を想定していることになる。
　以上の想定のもとで，自分自身で自分自身のために貯蓄するとすれば，５）

貯蓄がBに達するまで期間［0, t］のあいだ毎期一定の貯蓄y－cをすること
が，各人にとって最適となる。
　各人の生涯効用の最大化問題

の解を（ta, ca）とし，このときの生涯効用の最大値をWaとする。制約条件
の第１式 t＝B/（y－c）を目的関数に代入すると，１変数 cについての最大
化問題となる。
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上式において cを含む項は第２項のみであることに着目して，

 （2.1）

を定義すると，α＝0のときがROSCAを利用しない場合であり，したがって，
ROSCAを利用しない場合の生涯効用の最大値は，

　　　　　 　　　　　 （2.2）

となる。（2.1）の最適解をc*（α）とすると，ROSCAを利用しない場合の毎
期の最適消費 ca は c*（0）に等しい。ROSCAを利用しない場合，

　　　　　

であり，ta 時点に至らなければ，だれも耐久財を購入することはできないが，
グループ全体で見たとき，ta/n時点（ta/n< ta）では，（各人のレベルでは毎期
B/ta の貯蓄なので，まだ（ta/n）×（B/ta）＝B/n しか貯まっていないが）グ
ループ全体では n×（B /n）＝Bがすでに貯まっており，したがって，フォー
マルな信用市場へのアクセスがない状況であっても，ROSCAの利用により，
ta 時点を待たずして，ta/nの整数倍の各時点では，すでに少なくとも各１名
の成員が耐久財を購入可能な貯蓄がグループ全体としては貯まっているので
ある。にもかかわらず，ROSCAを利用しない場合，どの成員も ta時点まで
待たなければ耐久財を手に入れることができない。したがって，ROSCAを
利用しないことは非効率なのである。ROSCAを利用することで，平均して，
個人で貯蓄するよりも早く，不可分割な耐久財を購入するための資金を得る
ことができる。
　Besley, Coate, and Loury［5］はさらに，抽選，及び入札のROSCAsの理
論モデルを構築し分析したが，彼らの入札のモデルは，ROSCAのローテー
ションの開始に先立って，あらかじめ給付の順番を決める，という入札となっ
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ており，後述するCalomiris and Rajaraman［8］によって批判されている。

３　家計内資源配分の規律づけとしてのROSCA

　グラミン銀行の貸出先の大部分は女性であった。ROSCAsについても女
性の地位向上，エンパワーメントの可能性がある（Hashemi, Schuler and 
Riley［14］）。発展途上国の女性が，ROSCAs参加を通じて，自らの生活へ
の統御感を獲得し，組織的・社会的構造に積極的な影響を与えるようになる
よう，希望を与え，勇気づけ，女性が本来もっている力を発揮させる可能性
である。
　Anderson and Baland［2］のフィールド・ワーク（1996-1997）によれば，
ケニアのKiberaにおけるスラムのROSCAsには，多数のROSCAsが存在し，
ROSCAsの成員の84％は女性であった。各家計のROSCAs参加率は57％で，
女性のROSCAs参加率は40.0％（男性は10.1％），夫のいる女性のROSCAs参
加率は53％（夫のいない女性のROSCAs参加率は25.3％），働いている女性
のROSCAs参加率は68.5％（男性は12.4％），さらに夫のいる女性のROSCAs
参加率は74.4％，働いているが夫のいない女性のROSCAs参加率は54.7％（働
いているが妻のいない男性のROSCAs参加率は9.6％）であった。給付の順
番は，ローテーションのサイクルの開始に先立って決まっており（69.2％の
ROSCAsは，次のサイクルにおいても順番変わらず），利息はつかない。
　お金を家においておくと夫が勝手に使ってしまう，また，家計の所得を夫
はアルコールやギャンブルに使いがちなのに対して，妻は子供の養育や家族
の資産の購入に使用する傾向があるといった家計内コンフリクトの観察が存
在する（Bruce［7］，Hospes［15］，Niger-Thomas［18］）。女性は夫の手の
届かないところで貯蓄する方法としてROSCAsを利用することになる。
　以下，本節ではAnderson and Baland［2］による２期間モデルを考える。６）

まず，家計内で財の選好について男女間で非対称性が存在することを仮説と
して置き，家計内における妻の効用を，

　　　　　  （3.1）

とし，c1はROSCAからの給付までの期間（第１期）の消費，c2 はROSCAか
らの給付以降の期間（第２期）の消費で，いずれも不可分割耐久財以外の消
費である。δは不可分割耐久財からの効用を表し，通常のu′> 0, u″＜0を仮
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定する。不可分割耐久財のコストは１に規準化し，D＝1で不可分割耐久財
の購入を表す。

　　　　　D
⎧
⎨
⎩
 １　　：不可分割耐久財購入０　　：それ以外

夫の効用：
　　　　　  （3.2）

家計の効用：

　　　　　 （3.3）

は家計の意思決定における妻のウェイト ，TはROSCA参
加に伴うさまざまなコスト（不効用），Rは，ROSCAに参加したとき１，
ROSCAに参加しないとき 0の値をとる。

　　　　　 （3.4）

sは第１期の貯蓄，Yは毎期の家計の所得である。家計は，制約条件（3.4）
のもとで，（3.3）を最大化する sとDを求める。
　次式は，貯蓄することなしに不可分割耐久財を購入することは妻にとって
も家計にとっても望ましくないという条件である。

　　　　　  （3.5）

妻の不可分割耐久財への選好について，

　　　　　  （3.6）

を仮定する。家計が（ROSCAに入らなくても）不可分割財購入の意思決定
をするための必要十分条件は，
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　　　　　  （3.7）

であり，（3.7）は がある閾値 以上の値でないと成り立たない。 は（3.7）
を等号で成立させる である。ROSCAに参加する場合の sをs

Rと表記する。
Tの存在が妻にとってROSCA参加を躊躇させるほどのものではないための
条件

　　　　　  （3.8）

を仮定する。以上の設定のもとでは，以下のようなサブゲーム完全均衡が成
り立つ。

　ⅰ　 の範囲では，ROSCAに参加することなく，毎期 s＝1/2の貯蓄
をし，第２期に不可分割耐久財を購入する。

　ⅱ　 の範囲で，第１期にROSCAに参加していた事実を妻が（夫
を含む）家計に対して告白して，第２期に不可分割耐久財購入を家計
に納得させることができ，s

R＝1/2 の掛金を第１期にROSCAに払い込
む。 は次式を等号で成立させるものである。次式はs

R＝1/2 の掛金
を第１期にROSCAに払い込んだときに，第２期に不可分割耐久財を
購入するための必要十分条件である。

　　　　　  （3.9）

　ⅲ　 の範囲では，第１期にROSCAに参加していた事実を妻が
（夫を含む）家計に対して告白して，第２期に不可分割耐久財購入を
家計に納得させることができるためには，s

R>1/2の掛金を第１期に
ROSCAに払い込む必要がある（あるいは，そのようなROSCAに参加
する必要がある）。次式を満たす最適な sR

 が存在するような の範囲
において最小のものが である。

　　　　　  （3.10）

同時に
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　　　　　  （3.11）

が成り立たねばならない（なお，s
R＝1/2のときは，（3.8）となり，厳密な不

等号で成立する）。
　ⅳ　 の範囲では，ROSCAに参加せず，不可分割耐久財も購入

しない。
以上の理論的考察から，Anderson and Baland［1］，［2］は，家計の意思決
定における妻のウェイト を，家計の所得における妻の割合α

　　　　　

によって代替し，次のような仮説を設定した。
　１ ．ROSCA参加の確率と，女性の相対的な所得割合とのあいだの関係は，
逆U字型。

　２ ．ROSCAへの掛金と，女性の相対的な所得割合とのあいだの関係は，
逆U字型。

　ROSCAへの掛金のデータが得られるサンプルは，ROSCAへの参加者に限
定され，標本選択バイアスがあり得ることから，Anderson and Baland［1］,［2］
は，ヘックマンの２段階推定法による推計をおこなっている。Anderson 
and Baland［2］では，女性の所得割合とROSCAへの参加率，女性の所得
割合とROSCAへの掛金それぞれについてデータに基づく推計から，女性で
あること，妻であることは，ROSCA参加の重要な要因であり，夫婦の所得
における妻の割合も，ROSCA参加の有意な要因となっており，逆U字型仮
説が支持される結果を得ている。Anderson and Baland［1］，［2］の研究は，
家計内資源配分の規律づけとしてのROSCAsの機能に着目したものと言える。

４　保険・セーフティーネットとしてのROSCAs

　第２節で言及したように，Besley, Coate, and Loury［5］は，ROSCAsの
目的を，不可分割耐久財の購入としている。しかしながら，Calomiris and 
Rajaraman［8］は，現実の入札によるROSCAsは，給付を受ける回ごとに
入札をおこなっていること，Besley, Coate,  and Loury［5］がモデル化した
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事前の入札の例は，フィールド・スタディの文献では，Campbell and Ahn［10］
における韓国の例のみであると指摘している。
　不可分割耐久財の購入がROSCAs参加の動機の一つであることは否定しな
いが，しかし，潜在的な保険機能が（極貧層によって形成されるROSCAsに
おいてはとくに）ROSCAsの重要な機能であり目的である（Geertz［12］，p.247, 
Ardener［4］，p.219）。日掛けのROSCAsは，多くの地域で，日雇い労働者，
行商人，靴磨きの児童などのあいだに存在するとしている。Calomiris and 
Rajaraman［8］が観察した入札によるROSCAにおいては，落札者は落札価
額を支払って，基金と落札価額との差額を給付として受け取り，落札者が支
払った落札価額は，次回の基金に加算され，利子とみなすことができ，後述
するように暗黙の利子率を計算することができる。
　不可分割耐久財の購入がROSCAsの目的であれば，入札によるROSCAsに
おいては，入札金額，利子率は，回の進行にしたがって，単調に減少するは
ずである。しかしながら，Calomiris and Rajaraman［8］におけるインドの
ROSCAの例では，単調に減少しておらず，非常に変動が大きいことを示し
ている。つまり，ROSCAのローテーションの開始時点においては予期され
ない緊急事態がROSCAの進行の過程で実際に発生し，それに対処するため
の緊急の資金需要が発生していることを示唆している。
　Calomiris and Rajaraman［8］が観察したROSCAにおいては，参加者は
30人，毎月の掛金は各人200ルピー，毎月の基金は30×200＝6000ルピー，最
後の月の残余は全メンバーに等しく分配され，参加者は30人だが月によって
は複数人の給付があったので１サイクルの期間は24 ヶ月で終了した。P24を
最終月の基金の額の予想（P24＝6000とする），Ptを各月 t の入札の勝者が受
け取る給付の額，itを各月 t の暗黙の利子率として，

　　　　　

を解くことで，各月 t の暗黙の利子率 itが計算される。
　Calomiris and Rajaraman［8］において主張されたROSCAsのリスク・シェ
アリングとしての働きを，理論モデルによって明らかにしたのがKlonner
［16］である。先のCalomiris and Rajaraman［8］が観察したROSCAでは，毎期，
成員のうち資金が必要な人々はその期の基金に対して入札し，もっとも高い
入札者がその期の基金の額から自分の入札金額を差し引いた額を手に入れ，
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つまり落札者は自分の入札金額を支払って基金を手に入れ，その期に分配さ
れなかった部分は次期の基金に加算されていくというものであった。
　Klonner［16］がモデル化したROSCAは，落札者が支払った落札額は，次
期の基金に加算されるのではなく，その期のうちにすべての成員間に等しく
分配されるというものである。また，入札方法も，オープン・ビッドのイン
グリッシュ・オークションである。つまり，成員は互いの入札金額を聞きな
がら競り上げていくもので，その結果はシールド・ビッドのセカンドプライ
ス・オークションと変わらないことが知られている。なぜなら最高額の入札
者は，二番目に高い入札者が競りから降りるときに落札額が確定するのであ
り，その落札額は二番目に高い入札者が提示できる最高額となるからである。
　以下，本節ではKlonner［16］に依拠して説明するが，本質の理解のため
には，２人の成員からなる２期間で終わるROSCAの考察で足りる。したがっ
て期間 t は２期間からなり，t＝1, 2とし，ROSCAの２人の成員をA，Bとする。
彼らの毎期の所得Yit（i＝A, B）は，独立に同じ分布関数Fに従う確率変数で
あり，その実現値をyitで表す。また，Fは I＝［yl, yu］を定義域とする滑らか
な関数とする。A，Bはいずれも期首にその期の自分の所得を知るが，それ
は私的情報であり，他人の所得は完全には知り得ない。
　A，Bはいずれも毎期mの額の拠出をおこなう。最終期を除く毎期，そ
の期の基金（m＋m＝2m）に対して競りがおこなわれ，最終期にはまだ基
金を受け取っていない成員が基金を得るが，ここでは単純化のため２期間
モデルで考えているので，競りがおこなわれるのは t ＝１においてである。
Klonner［16］のモデルでは，落札者は落札額 bを支払って基金２mを手に
入れ，落札者の支払い bはその期のうちに成員すべてに等しく分配されるの
で，落札者 i の第１期の純所得は

　　　　　

であり，第１期に落札できなかった場合の純所得は，yi1－m＋b/2である。
第２期においては，第１期の落札者の純所得はyi2－m，第１期に落札でき
なかった者の純所得はyi2＋mとなる。各成員の各期の消費水準をcit（i＝A, 
B, t＝1, 2）とし，各成員の効用関数u（ci1, ci2）は各変数について厳密に増加
的な凹関数である。なお，各成員が参加するROSCAは各人にとって利用可
能なものでなければならない（もしくは，各人は利用可能なROSCAsに参加
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する）。したがって，cmin≡yl－mと定義し，cmin 0，及び定義域
上でu（x1, x2）は厳密に下に有界であるとする。

　第１期の落札者の期待効用は，支払い額 b及び第１期の所得yi1＝yを変数
とする関数として，

　　　　　

である。第１期に落札できなかった場合の期待効用は，
である。いま， と定義す

ると，関数 u について通常の効用関数を想定していることから，y の値を任
意に固定したとき， bが非常に小さいもとでは  の値はプラスであり， b

が大きくなるにつれて，  の値は小さくなり，ある値を境に負の値となる。
となるとき，つまり第１期において落札できたかできなかったか

が無差別となるときの bを yの関数として b0（y）と表し， にb＝b
0（y）

を代入したものを とする。 を y で微分し整理すると，

を得る。ここで，すべての yについて，

　　　　　 （4.1）

を仮定する。ここで考えるROSCAは，オープン・ビッドのイングリッシュ・
オークションであり，互いの入札金額を聞きながら競り上げていくものであ
るが，その帰結についてのシールド・ビッドのセカンドプライス・オークショ
ンとの同値性を利用し，シールド・ビッドのセカンドプライス・オークショ
ンとしてのROSCAにおける対称ベイズ・ナッシュ均衡を考える。均衡戦略
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の対称性から，任意の （ただし, i≠j）について，iは，jは jの
第１期の所得yjの関数b（yj）に従って入札額bjを決定している，と推測する
ものと想定する。なお，関数 bは滑らかな，厳密な減少関数であると仮定す
る。つまり，関数 bは連続微分可能であり，第１期の所得が大きければ大
きいほど（資金的に余裕があることから）資金ニーズが低く，したがって第
１期の入札額は小さくなる。b

－1は bの逆関数である。任意の
（ただし, i≠j）について，i にとって j の第１期の所得yjは確率変数であり，
その分布関数はFである。また， i にとって i 自身の第１期の所得は既知で
あり私的情報であるが，第１期においては i 自身の第２期の所得は確率変
数であり，その分布関数はFである。任意の （ただし, i≠j）につ
いて，jの第１期の所得をYjとすると， j の第１期の入札額はb（Yj）であり，
i の第１期の入札額がbiであるとき，bi<b（Yj）は第１期に i が落札できない
（つまり， j が落札する）ということを意味する。関数 bについての仮定か
ら，bi<b（Yj）とb

－1（bi）>Yjとは同値である。つまり，Yj>b
－1（bi）のときb（Yj）

のとりうる値の範囲はbiより大きい。したがって， i の第１期の入札額がbi

であるとき，第１期に i が落札できない（つまり， j が落札する）確率は，

　　　　　

であり，第１期に i が落札する（つまり， j が落札できない）確率は，1－
F（b

－1（bi））である。以上より，任意の について， i が第１期にお
いて私的情報yiを観察した後の，まだ入札biをおこなう前の段階における i

の期待効用は

 （4.2）

である。上式（4.2）を最大化するbiを i は選択する。第１期の所得の実現
値yiごとに最適な値bi（yi）が求まり，ベイズ・ナッシュ均衡戦略bs（・）となる。
　Klonner［16］は，さまざまな分析をおこなっているが，そのなかで上記
のROSCAにおける対称ベイズ・ナッシュ均衡bsの存在とその性質を示した。
その結果の一つは，均衡戦略bsが任意の yについてb′s（y）< 0という性質を
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もつということである。７）このことは，入札においては第１期の所得が低
い方の成員がつねに基金の給付を受け取るということであり，したがって，
ROSCAはもっとも資金を必要としている人に資金を移転させるというリス
ク・シェアリングの機構として機能していること，しかも成員が互いに相手
の所得を知らないという非対称情報のもとであるにもかかわらずもっとも所
得の低い人に資金を移転させている点で注目すべきである。

５　契約履行のエンフォースメント・メカニズムについて

　早い段階で基金の給付を受けて掛金を回収したメンバーが，その後の掛金
の払い込み（掛金支払債務）を放棄し逸脱するというインセンティブ問題が
ROSCAsには存在し，ROSCAsの持続可能性に疑問を投げかける問題である。
この問題に対しては，逸脱した場合には将来のROSCAsへの参加から排除さ
れるという脅しが有効であると考えられてきた。また，森田［29］は，地域
共同体内のプライベートな情報ネットワークと地域的な契約エンフォースメ
ント・メカニズムである社会資産（インフォーマルな信頼・相互共済関係と，
村八分などの社会的制裁等）の活用を，無尽・頼母子講におけるインセンティ
ヴ問題への対処の一つとして挙げている。実際，東北地方においては近世末
期までせいぜい保証払い程度であって初期にはほとんど無担保同様であり，
村落共同体における無尽講は，本来共済的なものであるから，講員の誠意を
信頼し，保証や担保を取ることは少なかった（森［28］，pp.158-161）。東北
地方においては，掛金支払債務についての担保要求がなされず，地域共同体
内のプライベートな情報ネットワークや契約執行メカニズムを活用した掛金
債務の履行の確保で足りており，そこでは，掛金未払者の掛金債務を講の成
員全員で保証するという，裏側からの連帯保証が社会的紐帯を活用すること
で機能していた（森田［29］）。
　村落共同体においてこうしたメカニズムが機能していたことがあったこと
は事実であろう。しかしながら，第１節で言及したように，すでに関西地方
では室町時代末期から掛金保証のために担保を取ることが一般的であり，給
付を受ける講員から担保をとるといったことは，日本の講では早い段階から
一般的におこなわれていた。上述の東北地方にあっても，商品経済の浸透に
伴い，無尽が生産資金調達のための営利的な存在に変容していくと，無尽
の取り扱い金額は大きくなり，講員の範囲も単独の村落に限定されるので
はなく，複数の村落に渡るようになっていき，講員の人柄や財力，その信
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用状態も明らかではなくなっていくため，次第に，取金後はもちろん，そ
れ以前の掛金に対しても保証・担保をとるようになっていった（森［28］，
pp.161-162, pp.185-193）。したがって，地域的な情報ネットワークや契約執
行メカニズムの実効性は，グループの大きさや社会的な紐帯の強さに影響さ
れ，それらに依拠できなくなると，フォーマルな担保制度に依拠せざるを得
なくなる（森田［29］）と考えられる。
　Anderson, Baland and Moene［3］は，ROSCAsにおけるインセンティ
ブ問題について理論的な研究をおこなった。まず，逸脱した場合には将来
のROSCAsへの参加から排除されるという脅しについては，外的な（社会
的）制裁のメカニズムが存在しないもとでは，掛金の支払いを放棄した成
員が将来のすべてのROSCAsから排除されるとしても，ROSCAsは決して持
続可能ではないことを示した。次いで，Anderson, Baland and Moene［3］
は，基金の給付を受け取る順番（rank）の配分，ROSCAへの参加費（保証
金）の２つを検討しているが，ROSCAsにおけるインセンティブ問題の理論
的研究は発展の途上にあり，なお一層の発展の余地があるように思われる。
ROSCAsはマイクロファイナンスと同様，借り手のあいだに存在する地域的
な情報ネットワークや社会資本を利用しており，こうした地域的な社会資産
のより明示的な分析が必要であろう。

６　今後の課題

　冒頭で導入的に紹介したグラミン銀行のようなグループ貸付によるマイク
ロファイナンスの仕組みは，アメリカのような先進国においても，貧困軽減
の手段として導入する動きがあったが，結局うまく機能しなかったようであ
る。グループ貸付と連帯責任による地域的な相互監視・集団圧力の活用は，
私的な経済状態がグループ内で赤裸々になることは避けられない。したがっ
て，個人の自由やプライバシーの尊重という価値観が浸透している西側先進
諸国においては，そうしたマイクロファイナンスの仕組みの活用には難しい
部分があるであろう。８）

　担保がなく信用情報も整っていないため商業銀行から融資が受けられない
が，かと言って従来のマイクロファイナンスの小口融資では資金需要が満た
されないという小規模事業者が，経済発展に伴い発展途上国においても増加
していく。そうした資金ニーズに応じて，マイクロファイナンス機関は商業
化が避けられない。グラミン銀行とアシャ（ASA）は事実上の預金担保を取っ
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ており，さらにアシャでは連帯保証人制度も存在し，実際にはすでに無担保
の貸付は行われていない（鈴木・松田・佐藤［25］）。９）

　マイクロファイナンス機関の商業化の進行，商業事業型への移行は運営を
継続していくうえで不可避な側面であり，やはり慈善と金融は異なる領域で
あるという認識が必要であろう。杉山［24］は，マイクロファイナンスの商
業化を，（１）マイクロファイナンス機関がマイクロファイナンス銀行にな
るという需要サイドのアップスケーリングによる商業化，（２）商業銀行が
マイクロファイナンスセクターに参入するという需要サイドのダウンスケー
リングによる商業化，（３）供給サイドにマイクロファイナンス投資を通し
て民間資本が入ってきたことによる商業化，の三つの側面から進行している
とまとめている。この（３）については，先進国の投資家のマイクロファイ
ナンスへの投資がある。この場合，途上国の貧しい女性たちが払った利子が
先進国の投資家の収益となるため批判はあるものの，杉山［24］は，これま
で国際金融システムとは切り離されていたマイクロファイナンス機関に対し
て，先進国の投資家が関与することで，モニタリングと規律付けが行われ，
マイクロファイナンス機関の経営効率の向上ひいてはマイクロファイナンス
の顧客保護の方向に向かう可能性を指摘しており，金融機関としての健全性，
リスク管理，情報開示と透明性，ガバナンスの強化に向かう可能性も存在す
る。鈴木・松田・佐藤［25］は，バングラデシュのマイクロファイナンス機
関の急速な変容の観察から，日本の金融機関の変遷と比較すると極めて類似
性が高いこと，したがってマイクロファイナンス機関はバングラデシュに固
有の金融機関の最終形ではなく，金融制度の発展段階の一つの形態であると
考えるべきであると指摘している。
　第１節で見たように，無尽・頼母子講は近代的な金融制度へ移行または
代替していった。実際，市場統合の結果として資本市場が整備されてくる
と，ROSCAsは存在意義を失っていく（Callier［9］）。したがって，マイク
ロファイナンス一般が次第に営利目的を帯びていくからといってそれを倫理
的に非難することは的外れであり，また，反資本主義的センチメントから，
ROSCAsのような庶民金融が将来，現代的な金融制度に取って替わるなどと
夢想することも，ミスリーディングであろう。もっとも，今日でも地縁にお
ける親睦を深めるものとして頼母子講・無尽講が存続しているケースは存在
する。また，東北地方を襲った大震災によってもたらされた信用市場の寸断
という事態に際して，頼母子講・無尽講が局所的にせよ自生的に復活したと
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いう事例もあると聞く。一時的局所的とは言え，危機に際して現代の日本に
おいてもROSCA（頼母子講，無尽講）が現出しうるという事実は，人間社
会の知恵と制度の生命力を示していると同時に，今日においても講を研究す
る意義と必要性を示していると言えよう。
　また，泉田［21］は，近代日本において政府がインフォーマルな金融を排
除しなかったこと，逆に社会的なニーズをみながら積極的に活用しようとし
たことを評価している。政府がインフォーマルな金融活動を敵視することな
く，うまく制度の中に取り込んでいった点，規制や過度の保護を与えなかっ
た点は，例えば発展途上国への経済支援を考える際にも示唆的であると言え
よう。泉田［21］はまた，インフォーマルとフォーマルな金融との補完・相
克の関係，都市と農村における金融の二重性，政策の役割等，インフォーマ
ルとフォーマルな金融の相互作用の全体を日本の金融の展開の諸局面の中で
総合的に捉えなおす必要を述べている。
　日本の「講」研究が，海外におけるROSCA研究と結びつけられたのは比
較的最近（泉田［21］，Dekle and Hamada［11］）であるが，その後も日本
の「講」研究においては，本稿で一端を紹介した家計内資源配分の規律づけ，
リスク・シェアリングやエンフォースメントメカニズムといった視点からの
ものはあまり見られていないように思われる。したがって，今後の「講」研
究の可能性は依然として開かれていると言えるだろう。

注
１ ）大正４年の無尽営業法においては「一定ノ口数ト給付金額トヲ定メ定期ニ掛金ヲ
払込マシメ一口毎ニ抽籤入札其ノ他類似ノ方法ニ依リ掛金者ニ対シ金銭ノ給付ヲ為
ス」と定義されている。
２ ）若槻礼次郎大蔵大臣（第三十六回特別帝国議会における提案理由説明）「近頃，
無尽講又は頼母子講に類似した方法で金銭の融通をなす営業者が大変増加し，その
契約高は一億三七六三万余円となったが，営業者の多数は資力が乏しく，経営にも
真面目を欠いており経済上社会上の弊害が甚しく細民の損害となり国民貯蓄心の発
達をも阻害するようになった。しかし，営業無尽は金融の方便として不良の制度で
はないから其長を採り短を矯めて監督を宜しくすれば，小商工業者の金融機関とし
て相当の効果を挙げることができる」
３ ）現在営業している無尽会社は，東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・山
梨県を対象に土地や建物の給付を行う日本住宅無尽株式会社（三菱東京UFJ銀行系
列）のみである。
４ ）なお，宮本・高嶋［27］は，株式会社福徳銀行の創立四十周年と，相互銀行から
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普通銀行への転換を記念して企画され，社業の記念誌ではなく，日本金融史の書籍
として刊行されたものである。福徳銀行は，もともとは福徳殖産無尽という殖産無
尽であり，相互銀行を経て1989年普通銀行に転換，福徳銀行を経て1998年なにわ銀
行と合併し（実際には，両銀行ともすでに債務超過の状態であった），なみはや銀
行を設立，1999年経営破綻した。
５ ）ここでは詳述しないが，諸個人が貯蓄してでも耐久財を欲するためのパラメータ
の範囲が存在する。
６）Anderson  and  Baland ［1］は，無限期間のモデルにおいて分析している。
７ ）db0/dy＜0 の仮定，及び各成員が他の成員の入札について b′＜0 を予想，といっ
た仮定があるからと言って，これらの仮定からただちに b′s＜0 が導出されるわけで
はなく，b′s ＜ 0 は自明ではない。
８ ）これに対し，ROSCAsについてはアメリカやイギリスのような先進国においても
移民グループの中でおこなわれている。
９ ）グラミン銀行は特殊銀行であり，アシャ（ASA）はNGOである。なお，ボリビ
アのBancoSol（Banco Solidario），インドネシアのBRIはマイクロファイナンスを通
じて利益を上げることを目的とする純然たるビジネス組織である。
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