
 

（現地調査 2006 年 4-5 月） 
 

円借款事業事後モニタリング報告書 
 

評価者：加藤正勝（アイ・シー・ネット株式会社） 
 
案件名：バングラデシュ「農村開発信用事業」（L/A No. BD-39） 
 
[借款概要] 
承諾額／実行額 ：2,986 百万円／2,986 百万円 
借款契約調印  ：95 年 10 月 
貸付完了    ：98 年 6 月 
事後評価   ：2002 年度 
実施機関   ：バングラデシュ国グラミン銀行 
 
[事業目的]  

バングラデシュのグラミン銀行を通じて、土地なし貧困層に対する生産財向けに無担保で融資することにより、農村部貧困層の生活改善、生産活動の支
援及びグラミン銀行の財務体質強化を図り、もって同国の貧困削減に寄与する。 

                                               コンサルタント：なし  コントラクター：なし 
[結果概要] 
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項目 事後評価時  
＊本事後評価では、有効性はマイクロクレジット受益者の居住
する対象村のサンプル調査に基づき評価されている。（サンプ
ル調査他各種データは「円借款案件事後評価報告書 2002」に掲
載。） 

事後モニタリング時 
＊本調査では、有効性（インパクトと持続性とともに）について、
マイクロクレジット受益者のサンプル調査の結果に基づき評価
する（事後評価時に対象となった３村落で該当する合計 125 世
帯）。 

[有効性・インパクト] 
有効性 
 
 

 
 
 
 
 
１．建屋ローン 

住居の屋根や壁がトタンである世帯の比率及び母屋の建て
面積はどの地域でも全体的に伸びているが、その中でトタン壁
についてグラミン銀行を含むマイクロクレジット受益者は非
受益者よりも伸び率が若干大きくなっている。 
 
 
 
 

 

事後評価時以降、各種ローンを活用した受益者の生活水準、さ
らに収入・貯蓄、食糧安全保障、家庭内での女性の地位は明確
に向上しており、有効性は高い。 

 
１．建屋ローン 
・サンプル世帯の 37%がこの種のローンを受け、改善された家屋
を建てたが、事後モニタリング時に半数の世帯が同じ家屋に住み
続けている。残りの半数の世帯では家屋の拡張や建て直しがされ
ている。 
・ローンで建てられた改善家屋の共通点はトタン屋根にレンガや
トタンの壁の建築で、家屋の面積も約 1.3-1.5 倍以上の広さであ
る。 
 



 

 
２．中長期Ｇ＆Ｃローン（一般中長期ローン） 
井戸についての指標はとられていない。衛生設備については、
調査対象村３村のうち１村を除いては増加している。資本財購
入については、調査対象村ごとに異なる結果がでているが、共
通するのは、マイクロクレジット受益者はリキシャ・荷車の所
有が非受益者と比べて多い点である。 

２．中長期Ｇ＆Ｃローン 
（１）井戸 (主に手動ポンプ、雨水貯蓄用タンク含む) 
・サンプル世帯の 11%がこのローンで井戸を施設したが、そのう
ち 64%は現在も同じ井戸を使用、36%はその後修繕している。 
（２）衛生施設（主に簡易トイレの設置） 
・サンプル世帯の 6%がこのローンでトイレを設置し、そのうち
の 63%は今も同トイレを使用中で、37%はその後修繕している。 
（３）資本財購入 
・用途としては、農業が最も多く、農業中心が 35%、非農業分野
が 28%、農業・非農業両方が 37%。 
・これら事業は大多数が成功しており、事業を拡大(65%)、また
は改善(19%)している。農業や商売の拡大・改善だけでなく、利
益を他の分野に投資して事業の多様化に成功したケースも多く
見られる。 

インパクト 
 
 

Ⅰ インパクト 
１．経済的な向上 
多くのケースでグラミン銀行を含むマイクロクレジットが、受
益者世帯で、収入の増加をもたらしていることは明らかであ
る。 
 
 
２．貯蓄の増加 
グラミン銀行は借入と同時に貯蓄を義務付けており、貯蓄額は
平均 2000～5000 タカとなっている。 
 
 
 
 
３．農村金融の変化 
グラミン銀行を始めとするマイクロクレジットの登場で、伝統
的な高利貸しは後退を余儀なくされ、農村の金融の形に変化が
現れている。 
 
 
４．女性のエンパワーメント 
グラミン銀行のメンバーの女性たちは、加入前より積極的にな
り、女性の地位も上がっていると考えられるが、マイクロクレ
ジット自体は男性世帯メンバーが活用しているケースが殆ど
である。 

Ⅰ インパクト 
１．経済的な生活向上  
a) 収入の増加 － 91%の世帯が生産力を増大し、87%の世帯で
収入能力が向上している。 
b) 食糧安全保障 － 94%の世帯で食生活が改善し、78%で食糧
安全保障が向上している。 
 
２．貯蓄の増加 
93%の世帯がここ 5 年間に貯蓄を増加しており、1 世帯当たりの
平均貯蓄額は 2001 年の 2053 タカから 2005 年には 6923 タカへ
増加した（2001 年には 75%の世帯が 2000 タカ以下の貯蓄を持っ
ていたが、2005 年には 85%の世帯がそれ以上の貯蓄を持ち、57%
の世帯の貯蓄は 5000 タカ以上に増加した）。 
 
３．農村金融の変化 
受益者の間では伝統的な高利貸からの融資は減少している様子
であり、サンプル世帯で高利貸から借り入れしているのは 2%の
み。一方で、村全体（非受益者間）では高利貸しからの借り入れ
は増加の傾向もあるとの指摘も少数ながらあった。 
 
４．女性のエンパワーメント 
マイクロクレジットの成果で女性の家庭内の地位は向上しつつ
あり、主婦がローンの用途の決定や家族資産の運営に参加すると
答えた世帯は 84%に及んだ。ティットクルとグンジャール村では
受益者の女性が村の役員をしたり家庭外で社会活動に参加する
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５．緊急時の対応能力 
マイクロクレジットを農地以外に投資することで、自然災害の
影響を軽減できる。 
 
 
 
 
Ⅱ ネガティブインパクト 
１．女子の嫁入りの際の持参金金額の増加 
２．マイクロクレジットメンバーの間での返済を巡っての関係
悪化 
 

例が多くなっている。全体的にマイクロクレジットを通して女性
の自信や社会的関心が高まり、彼女らの地位や発言権は向上しつ
つあると見られる。 
 
５．緊急時の対応能力 
受益者世帯の収入・経済的向上と並行し、緊急時に対応できる能
力は上昇している。91-92%の世帯が家族の病気や緊急な食料購入
などに対応できるようになっている。特に注目に値するのは多く
の家族で経済活動が多様化し、より安定した収入源を持っている
ことである。 
 
Ⅱ ネガティブインパクト 
１．事後評価報告書でネガティブインパクトとして「嫁入り持参
金（ダウリー）」の問題が指摘されていた。今次行なわれた受益
者調査では、ダウリー自体は深刻な問題で、その金額は増加しつ
つあるとの意見が出される一方で、金額が増加したのは世帯の経
済的向上を反映しているとの意見もあった。 
 
２．マイクロクレジットメンバー間の返済を巡っての関係悪化 
－ ほとんど問題なし。 

[持続性] 
 

 
 
 
 
 
 
Ⅰ．サブプロジェクトの持続性 
１．建屋ローン 
サンプル調査（インパクト調査）より、以下確認している。 
・耐久性に特段の問題は見られなかった。 
・維持管理状態も比較的良好。 
 
 
 
 
２．中長期Ｇ＆Ｃローン 
（１） 井戸 
（２） 衛生設備 
（３） 資本財購入 

 

サブプロジェクトの維持管理状況は事後評価時同様に問題な
し。実施機関のグラミン銀行は資本規模・実施体制を強化して
いるが、受益者のローン返済力は事後評価時以降も高水準を
保っており、財務状況はより良好になっている。 

 
Ⅰ．サブプロジェクトの持続性 
１．建屋ローン 
・耐久性に問題は見られなかった。 
・維持管理状態は良好であった。 
・受益者全員がローンで建てた家屋を維持・改良したか、更に改
善した家屋を新築したか、している。 
・収入が増加し、新規ローンも借り入れ可能になり、受益者の維
持管理能力は向上した。 
 
２．中長期Ｇ＆Ｃローン 
（１）井戸 
建屋ローンと同じ。 
（２）簡易トイレ・衛生施設 



 

・何れも記載なし。 
 
 
 
 
 
 
Ⅱ．実施機関 
１．政府の関与度 
グラミン銀行の政府の持株比率は 6.67%。理事会はグラミン銀
行より１名、政府関係機関より３名、メンバー代表９名の、計
１３名にて構成されている。 
 
２．実施体制 
支店数は 1,170 店、従業員数は 11,494 名、従業員の質に特段
の問題なし。 
 
 
 
 
 
３．グラミン銀行の財務状況 
政府からの支援を受けており、安全性、資金繰りにも問題はな
いが、総収入純益率・金融収入純利益率が大幅に下落しており、
債権管理にもより厳格な基準が望まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

家屋や井戸と比較してトイレ施設はより頻繁に維持管理が必要
であるが、格別の問題も見られなかった。 
（３）資本財購入 
・受益者が購入した資本財を使った事業はほとんどが成功してお
り、生産性・収入の向上により受益者世帯の生活水準も改善・安
定している。 

 
Ⅱ. 実施機関 
１．政府の関与度 
事後評価時から変更なし。 
 
 
 
２．実施体制 
2004 年より営業拡張のキャンペーンを始め、支店数は 2003 年の
1195店から2005年の 1735店に、また同期間に村の数は4万 3681
村から 6万 2089 村に増加し、グラミンメンバーのグループ数（１
グループは会員 5 人）は 90 万 8568 人になっている。従業員総数
は 1 万 6142 人で、ダッカの本部には 269 人（1.7%）が勤務。従
業員の質に問題はない。 
 
３．グラミン銀行の財務状況 
2000 年に開始された「グラミン銀行 II」の新営業方針により、
一方では従来メンバー（農村地区の貧困層）以外からの預金受け
入れを始め、資金源・量の拡大を図り、他方では銀行事業の多様
化を進めてきた。その結果、銀行の財務状況は近年急速に改善し
ている。総収入純益率、金融収入純利益率や株利潤（ＲＯＥ）等
の指標が向上しており、財務状況に格別の問題はない。 ＜グラ
ミン銀行財務状況＞             (%) 

指標／年 2000/01 2003/04 2005/06 

総収入純益率 0.37 9.99 14.13 

金融収入純利益率 0.38 11.06 18.66 

株利潤（return on equity） 0.55 10.63 22.16 

貸し出し利息（加重平均率） 17.42 18.50 19.33 

預金利子（加重平均率） 8.57 9.85 10.12 
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Ⅲ．TSL の持続性（貸付金回収状況、延滞） 
1. サブローンの返済状況は良好である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 特別勘定（リボルビング・ファンド）の運用状況 
ﾘﾎﾞﾙﾋﾞﾝｸﾞﾌｧﾝﾄﾞの運用は、事業開始直後は捗っていなかった
が、97 年以降は順調に運用、99 年には再度落ち込んでいる。 

借り入れ資金利子（加重平均率） 4.33 3.24 2.28 

 
Ⅲ. TSL の持続性（貸付金回収状況、延滞状況） 
１．貸付金回収率は 2000 年以降向上しており、88.73% から 2005
年には 99.00%台に改善。延滞状況も 2000 年以降改善し、11.27%
から 2005 年には 1.71%に減少している。 
 
＜グラミン銀行ローン回収率＞           (%) 
指標／年 2000

/01 

2001

/02 

2002

/03 

2003

/04 

2004

/05 

2005 

/06 

回収率* 88.73 91.00 98.74 99.09 99.05 99.01 

延滞率** 11.27 9.00 0.92 2.32 1.84 1.71 
*2001 年までの定義は（100% - 滞納率％）；2002 年以降の定義は返済実績額の返

済満了額に対する％。 

**2001 年までの滞納の定義は返済が 2 年以上滞納したもの。2002 年以降の定義

は次の場合ローンの未返済額全体が「延滞」：(i) 返済支払いが 10 回継続して

されない場合;(ii) 返済期間 1 年以内のローンが 26 週間以内にローンの半額が

返済未納の場合; (iii) 1 年以上の返済期のローンの返済支払いが 26 週間継続し

て未納の場合。 

 
2．特別勘定（リボルビング・ファンド）の運用状況 
グラミン銀行は JBIC 借款資金独自の特別勘定はしておらず、グ
ラミンの資金全体の特別勘定を記録してきた。このベースでは、
2001 年以来ローンの金額・件数ともに急増している。 
 

＜グラミン銀行リボルビング・ファンド（RF）状況＞ 
                      (%) 

RF ﾛｰﾝ／年 2000/01 2001/02 2002/03

金額（百万ﾀｶ） 73.29 56.30 824.69

ﾛｰﾝ件数 21,458 12,080 42,275

RF ﾛｰﾝ／年 2003 2004 2005

金額（百万ﾀｶ） 177.48 4560.48 8107.52

ﾛｰﾝ件数 95,716 240,604 371,731

建屋ローン及びリースローン（マイクロエンタープライズローン）を含む。 



 

 
Ⅳ. マイクロクレジット制度の持続性 
バングラデシュでは近年の良好な経済成長のもと、農村地域で幅
広く金融需要が伸びているが、この傾向は比較的貧困層の間でも
強く、グラミン銀行や他の同種機関もこの需要に積極的に対応
し、商品の多様化や貸付額の増大などの新処置を導入している。
マイクロクレジット（ＭＣ）の数・金額は依然として増加し、Ｍ
Ｃ機関は貸付を拡大している。また、「グラミン銀行Ⅱ」の施策
の下、貸し出しスキームも多様化しつつある。具体的には、マイ
クロエンタープライズローンの導入（リース・ローンより高額で
用途も多様化）や新商品の導入（生命保険や物ごい（beggars)
ローン）もある。 
 

[教訓、提言及び資料情
報とモニタリング方
法] 
 
 
(1)事後評価報告書及び

事後評価後に実施し
た評価等の教訓及び
提言をフォローアッ
プ 

(2)事後モニタリング時
の教訓及び持続性確
保の為の提言 

 
 
 
 
 
(1)事後評価報告書における提言は以下の通り。但し、マイク
ロクレジット全体に対する提言であり、本事業（もしくは円借
款事業）に対する提言ではない。 
・マイクロクレジットのスキームにおけるリスクをカバーする
保険システムの整備、重債務者への対処方法、貸し出しスキー
ムの多様化、中規模の新しいローンスキームの構築、貯蓄の更
なる強化が必要。 
・貧困層及び女性のエンパワーメントに対するアプローチの強
化。「取り残された層（最貧困層）」へのアプローチの検討が必
要。 
 
 

 

グラミン銀行の規模・受益者拡大に伴い、より受益者の利便性
を考慮した返済スケジュールの設定、ローンで行う事業への技
術支援が期待される。 

 
(1) 事後評価時の提言・教訓のフォローアップ 
特になし。 
 
(2) 事後モニタリング時の提言 
グラミン銀行のマイクロクレジットから受益者がより多くの便
益を受けられるために、次の 2 点を提言する。 
a) ローン返済スケジュール－従来の週ごとの返済は受益者の収
入のフローにより不都合な場合（特に農業など収入が短期間に定
期的に入らない）があると多くの受益者が指摘しているところ
で、返済スケジュールは原則としてローンで行う事業の収入のフ
ローに基づいて設定されるべきである。グラミン銀行本部では、
返済の時期は収入に合わせて決定されていると説明があったが、
そうであれば、この返済に関する決定は銀行支店やその出先事務
所の行員により確実に実行されることが重要である。 
b) マイクロクレジットでカバーできない取り残された層（最貧
困層）については、今次調査では詳細は確認できなかったが、引
き続きこれら取り残された層に対しては、マイクロクレジット以
外の手段を含め、対処策を検討することが課題である。 
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