
す。担保貸付が原則だった農業銀行は，1999年第67
号政府首相決定によって個人の借入は1000万ドンま
で無担保になり，さらにこの無担保枠は2010年第14
号政府議定によって5000万ドンまで拡大されまし
た。その後2015年第55号政府議定では，農村居住者
もしくは農業事業体関係者には１億ドンまで，さら
に工芸作物・果物への投資には２億ドンにまで拡大
されました（2015年９月現在１円≒190ドン）。また
第14号議定は農業銀行による政策貸付を規定してお
り，そこでは政府が補助を行うことにより市場より
低金利となっています。このように農業銀行が政策
貸付を行う一方で，社会政策銀行も，貧困世帯以外
の准貧困世帯への貸付や雇用創出のための企業・組
織への貸付を行っています。

図は，国有銀行の農業銀行とベトナム外商銀行，
そして民間銀行のサコムバンクの各ROA（総資産
利益率）をグラフ化したものです。この中でサコム
バンクはもっともROAが高く，かつ安定していま
す。外商銀行のROAは上昇傾向にありますが，こ
れは国有銀行とはいえ株式を上場しているために財
務内容を明確にする必要があることから効率的な経
営が目指されていると思われます。これに対して株
式が非上場の農業銀行はもっともROAが低く，か

農業銀行 社会政策銀行（2003年より
貧民銀行業務を引き継ぐ）

貸付対象者 個人世帯，
企業・団体など。 貧困世帯等の政策対象者

主な資金源 預金・公社債 政府補助が主。
社会政策銀行以降は預金も。

2009年の機関貸手注

の貸付総額に占め
る割合

41.1％ 46.2％

2009年の機関貸手注

の顧客数に占める
割合

26.0％ 61.4％

農家個人向け貸付
における担保の必
要性

１億ドンまで不要
（工芸作物・果物
への投資には２億
ドンまで不要）

不要

１．はじめに
かつてソ連型の集団農業生産を行っていたベトナ

ムは，1980年代から農業の脱集団化と市場経済化を
推進することになりました。さらに，90年代からは
農家個人世帯向けの銀行貸付が行われるようになり
ました。以下，ベトナム農村金融政策の現状と問題
点について紹介いたします。

２．ベトナムの農村金融機関
農業銀行は，1988年に国家銀行（中央銀行）から

独立し，当初は農業合作社（集団農業生産を行う組
織）や国営企業のような組織中心の貸付でしたが，
90年代から個人への貸付を増やしています。当銀行
は国有企業ですが独立採算であり，その資金源は自
らが調達した預金・公社債です。また貸付に際して
は担保を取るのが基本となっています。

また農業銀行の貸付を受けられない貧困世帯への
政策的低利貸付を目的に貧民銀行が設立され貸付が
1996年から開始されました。貧民銀行の本部は首都
ハノイにあるものの，地方においては自らの支店を
もたず農業銀行の支店に業務を委託していました。
この業務が農業銀行にとって財務的に負担になって
いたこともあり，貧民銀行は社会政策銀行に改組さ
れ2003年から業務が開始されました。社会政策銀行
はこれまでの貧困世帯に加え，各種の政策貸付（条
件不利地域，農村の水質改善，学生への奨学金な
ど）も手がけるようになりました。貧民銀行とその
後身の社会政策銀行の貸付対象となる「貧困世帯」
は，政府の定める貧困基準によります。貧民銀行発
足当時は農村における個人向け貸付は農業銀行が圧
倒的なシェアを示していましたが，今は社会政策銀
行が貸付総額・顧客数ともに逆転しています。社会
政策銀行は預金も資金源のひとつとしていますが，
財務的には国家銀行からの借入れや政府保証債権な
ど政府の補助にほとんど依存しています（第１表）。

旧貧民銀行の社会政策銀行への再編は政策金融と
商業金融の分化という方針のもとに行われたはずで
すが，最近はまたこの分化が怪しくなってきていま

資料：Nguyen Dang Khoa (2013)，各銀行の年次報告．
注．上記２銀行以外の機関貸手としては，人民信用基金とよばれ

る信用組合，NGOなどのマイクロファイナンス機関がある．

第１表　現代ベトナムの農村金融機関
（数字は個人世帯向け貸付のもの）

ベトナムの農村金融政策ベトナムの農村金融政策
　　　　　　　　　　　国際領域　主任研究官　岡江　恭史
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つ不安定です。当銀行は国有銀行であることもあり
経営が政府の介入を受け自主的な経営判断ができな
いことが経営の効率化を妨げていると思われます。

３．銀行貸付の実態
現在のベトナム農村では，上記の二つの国有銀行

以外の民間の金融機関は浸透していません。上述の
ように農業銀行は民間銀行に比べて経営の効率性に
問題があり，もう一方の社会政策銀行は財務面でも
政府の補助に依存しています。しかし意外にも，こ
れらの銀行貸付のパフォーマンスは良好です。1997
年の時点で農業銀行の資金回収率は98％という高水
準を達成しており，2001年時点の延滞率では，農業
銀行が0.98％，貧民銀行が1.55％ときわめて低い水
準にあります。

その原因は独特な貸し付け方法にあります。現在
ベトナムの農家世帯が社会政策銀行から貸付を受け
るには，村落内の農民会や婦人会といったベトナム
祖国戦線に属する団体を通さなくてはなりません。
祖国戦線はベトナム共産党の意思を代弁して選挙の
際に候補者を推薦するなど地方における共産党統治
を補完する重要な団体群です。祖国戦線加盟団体は
中央から行政村までのすべての行政レベルに組織化
されています。多くの地域では，さらにその下の旧
村や集落単位にも下部組織が存在し，この住民に最
も身近な組織が実質的に銀行貸付の紹介や貸付期間
中の監視，返済の催促などを行っています。農業銀
行の場合は義務ではありませんが，最近の個人向け
無担保貸付に際して同様に祖国戦線団体の仲介が行
われています。

ベトナム農村金融の良好なパフォーマンスは，ベ
トナム特有の村落共同体を背景に上記のシステムが
うまく機能しているためと考えられます。第２表
は，社会政策銀行の貧困世帯向け貸付の債務残高に
占める貸倒償却の割合を示したものです。ベトナム
の中で特に国家の発祥地である北部の紅河デルタは
村落共同体的な結合が強く，新開地である南部のメ
コンデルタは結合が比較的弱いといわれます。この
表は紅河デルタの方がメコンデルタよりも貸倒率が
低いことを示しており，上記の仮説（ムラ社会によ
る相互監視機能）を裏付けるものといえます。

このようにうまくいっているように見えるベトナ
ムの農村金融ですが，筆者自身の調査からはいくつ
かの問題がみえてきました。一つはターゲッティン
グの問題です。祖国戦線加盟団体幹部などの村落有

2.5
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1
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0

-0.5

2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11

農業銀行
（国有銀行）

サコムバンク
（民間株式銀行）

外商銀行
（国有だが株式上場）

2009 2010 2011 2012 
紅河デルタ 0.175 0.116 0.059 0.034 
メコンデルタ 2.186 1.679 1.272 1.508 
全国平均 0.608 0.440 0.275 0.352 

力者や貧困基準に合致しない世帯への貸付が多く見
られました。もう一つは返済期限繰り延べの問題で
す。確かに調査時点では債務不履行は存在しません
でした。しかし，貸付金の返済期限が来ると同額以
上をまた新たに借り入れる事例は多数みられ，これ
は事実上の返済期限繰り延べともいえるでしょう。

つまりベトナム農村金融の良好な返済率の背景に
は，共産党体制を支える団体（祖国戦線）がムラ結
合を利用することによって監視に成功しているとい
う政治的・文化的な要因だけではなく，債務繰り延
べの横行によって問題を先送りしているという面も
存在し，持続可能性には疑問が残ります。
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資料：2013年における社会政策銀行本部における筆者自身による
聞き取り．

第２表　社会政策銀行の貧困世帯向け貸付の債務
残高に占める貸倒償却の割合（％）

資料：各銀行の年次報告．
図　各銀行のROA（総資産利益率）（％）
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