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JBIC 円借款事業 中間レビュー報告書 
 

評価者：黒田泰久(OPMAC 株式会社)    
中間レビュー現地調査時期：2006 年 5 月 

案件名： スリランカ「小企業育成事業 II」 
[借款概要] 
承諾額/契約同意額/実行額 ： 4,838 百万円/N.A./4,492 百万円（2006 年 3 月貸付完了）  
借款契約調印 ： 2001 年 1 月締結（L/A 締結後 5 年目）  
貸付実行期限     ： 2006 年 3 月 
実施機関  ： 国立開発銀行（NDB） 
 
[事業目的] 

小・零細企業に、低利の資金を供給することにより、生産基盤の整備・拡大を図るとともに、技術移転ローンを供給することにより、技術・財務面のトレーニングやコンサ
ルタントの雇用及び品質管理のための設備を調達を図り、もって経済成長と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] 

項目 事前評価結果 中間レビュー時に想定される事後評価結果 

[妥当性] 

(1) 国家政策レベル 
(1) スリランカ政府が 1999 年に発表した中期開発計画「Vision for 

the 21st Century」では 2010 年まで毎年 7-8％の経済成長を遂げる

ことにより、近代的で繁栄する国家の建築を目指していた。中

小零細企業は、その占める比率が民間企業部門における総企業

数の 90％、雇用の 70％、及び工業生産付加価値の 55％と高く、

国民経済における重要な地位を占めていた。他方、失業率が 10％
程度と比較的高水準にあり、雇用創出、産業基盤強化の観点か

ら中小零細企業育成に対する期待が大きいとされており、中期

開発計画では将来の経済成長に必要な技術を向上することに焦

点を当てていた。 
 

(1) 2005 年に誕生したマヒンダ・ラジャパクスナ政権が掲げる開発政策は、政策綱領「マヒ

ンダ・チンタナ」及び綱領の政策化である「Creating Our Future. Building Our Nation.: The 
Economic Framework of the Government of Sri Lanka」に示されている。同政策では中小零細

企業を国家経済開発の｢神経中枢｣と位置づけ、前方/後方リンケージの推進、組織及びイン

フラの整備、競争力のある技術の導入、経営及びマーケティング・ノウハウの経験伝播、

金融アクセスの拡大、インセンティブの強化を目指している。  
 

(2) 施策レベル (2) 新工業政策（1995 年）では、下請け制度の促進による大企業

と中小零細企業間取引の推進、中小零細企業の拡大を容易にする

環境整備の支援、資金調達支援、技術力・生産性向上、輸出を含

むマーケティング戦術の強化等を重要分野として挙げていた。 
 

(2) 2000 年 JICA による「スリランカ国：工業振興・投資促進計画調査」が完了、2002 年に

は、スリランカ政府の中小企業セクター振興タスクフォースによって「中小企業振興戦略

白書」が発表された。これらの過程で、中小零細企業が直面する問題についての調査、分

析が行われている。金融面では中小零細企業にとって銀行から融資を受けることが困難で

あること、並びに適用される金利が高いこと等の問題点が頻繁に指摘され、中長期資金供

給における構造的な問題が確認されている。スリランカ政府は、全額政府出資による中小

零細企業を対象とする銀行である「中小企業銀行（SME Bank）」を 2004 年に創設する等、

問題解決のための取り組みを進めている。 
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(3) 事業レベル (3) 中小零細企業向け中長期資金の供給が限定的であった(注)。本

事業は小・零細企業に対し低利の資金及び技術移転ローンの供給

を図るものであり、優先度が高かった。 
 
（注）審査当時における金融の実態として、中小零細企業が商業銀

行の融資を求める場合、担保の提供を厳しく求められることに加

え、市場金利に大きなマージンを乗せた高い金利を課せられる 
ため、中小零細企業にとって資金に対するアクセスが制約される

結果が認められていた。 

(3) 本プロジェクトは我が国円借款による「小企業育成事業」に続いて実施され、小・零細

企業の資金アクセスの改善と技術向上を支援する役割を負っている。中小企業を対象とす

るプログラムとしてはこれまでに、世界銀行が実施した「SMI 事業 I～IV」、アジア開発

銀行(ADB)の「SMAP 事業」及び「SMESDP 事業」、わが国円借款「小企業育成事業 」等

が実施されたが、全て完了している。現在実施中もしくは検討中のプログラムとしては、

「小企業育成事業 III」の他にアジア開発銀行及びドイツ復興金融公庫(KfW)による支援が

ある(下表参照)が、アジア開発銀行の「SMESDP 事業 II」は民間企業を対象とする転貸融

資機能を対象に含まず、他方、ドイツ復興金融公庫が支援するプログラムは、工業セクタ

ー全般を対象としており、小・零細企業にとって利用余地が限定的である。スリランカ政

府による「中小企業銀行」の事業は開始の緒についたばかりであり、本格化には至ってい

ない。本事業は小・零細企業にとって唯一の本格的な融資制度として引き続き高い重要度

を有していることが認められる。 
 
ドナー プロジェクト

名 
承諾年 対象 資金量 受益者 

金利 
SMESDP 事業 2001 年 

(完了) 
中小企業を対象とする

転貸融資、政策融資, 技
術支援及び信用保証 

転 貸 融 資

部分： 
6000 万米

ドル 

市場金利 アジア

開発銀

行 

SMESDP 事業 
II 
 

事前調

査実施

(2005年)

内容は未確定であるが、

事前調査計画書では「民

間企業に対する転貸融

資を対象とする予定な

し」としている 

N/A N/A 

KfW-NDB 融
資事業 

2005 年 工業セクター全般を対

象とする転貸融資。中小

企業の限定なし 

2000 万 
ユーロ 

市場金利 ドイツ

復興金

融公庫

KfW-DFCC 銀

行 融資事業 
2005 年 同上 

 
2000 万 
ユーロ 

市場金利 

小企業育成事

業 II 
2001 年 
(完了) 

小・零細企業に対する転

貸融資 
48 億 3800

万円 
凡そ
12.3% 

JBIC 

小企業育成事

業 III 
2004 年 同上 96 億 1900

万円 
9.0% 
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[有効性] 

運用・効果指標レファレン

ス内の該当する指標、ある

いはそれ以外の適切な指

標を選択の上記述。 

(1)運用効果指標 

【定量的効果】 

融資件数：  5,400 件 一般ローン枠(注) 

雇用創出： 13,600 人 

 

（注）一般ローン借入の適格要件は、①借入人が事業登録を行って

いること、②借入人の固定資産投資額が 1400 万ルピー以下、③

借入人による自己資金投資が 25％以上、とされている。技術移転

ローン借入の適格要件は、「小企業育成事業」あるいは「小企業

育成事業 II」の受益者、とされている。 

 

 

 
【定性的効果】 

① 雇用創出による所得の増大 

② 貧困の緩和 

③ 小・零細企業の振興 

④ 産業基盤の強化 

⑤ 金融機関の組織能力強化 

 

 

 

 

(1)運用効果指標 

【定量的効果】 

融資件数： 3,728 件 (達成率 69.0%) 一般ローン枠 

雇用創出： 19,864 人 (達成率 146.1%)

 

当初計画における目標との比較では、融資件数においては達成率 69.0％と計画を下回った

が、雇用創出数においては達成率 146.1％と当初計画を上回る結果が得られている。融資件

数が目標数を下回っている原因は、「小企業育成事業 II」においては「小企業育成事業」に

比べ融資額の上限が拡大されたこと等により、サブローン構成に占める比較的金額の大きい

ものの比率が増加したためである。 
 

【定性的効果】 

① 雇用創出による所得の増大 

受益者調査の結果からは、受益者企業の 30％では雇用は増加せず、20％で 0-20%増加、

31%で 20-50％増加、15%で 80％以上の増加が認められている。 
② 貧困の緩和 

雇用増加が所得の増大を通して貧困緩和に寄与したことが推定されるが、データによる

検証は行われていない。インパクト調査による検証が望まれる。地域格差解消の観点か

ら求められる地域分散に関して、貧困率が高いといわれる南部州、ウバ州、サブラグム

ア州についてサブローン取り上げの状況を見ると、南部州ではサブローン全体の 12.4％
を占め、中小企業振興戦略白書が示す小企業の分布率(11.1%)を上回っている。他方、ウ

バ州における取り上げは 4.7％、サブラグムア州では 6.7％と白書の分布率(それぞれ

7.3％、12.8％)を下回る結果となっている。ウバ、サブラグムアの各州においては、本

事業が地域的な貧困緩和に貢献している程度は限定的である。 
③ 小・零細企業の振興 

受益者調査の結果では、生産能力の拡大(全体の 72％が肯定)、売上高の増加(同 74％)、
品質の向上(同 50％)に寄与するところが大であった反面、製品納期の短縮(同 69％が否

定)、新製品の導入(同 67％)、製造コストの削減(57％)、競争力の強化(50％)には効果を

発揮していないことが指摘されている。また、回答者は小・零細企業が当面する制約要

因として、市場の制約(31％が指摘)及び生産能力の制約(22％)等を要因としてあげてい

る。これら制約要因は融資を得ることによって解決、緩和したか、の質問に対し、寄与

したとの肯定回答が 19％、寄与していないとの回答が 72％と否定的意見が多くなって

いる。 
④ 産業基盤の強化 

 サブローンの取り上げ件数は、上位 5 県(コロンボ、ガンパハ、クルネガラ、キャンデ 
ィ、ラトナプラ)への集中傾向が続いている。中小企業分布(中小企業振興戦略白書)との 
比較では、本事業はコロンボ、クルネガラで白書を上回るローンを取り上げているが、 
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反面キャンディ、ラトナプラで白書を下回っている。 
⑤ 金融機関の組織能力強化 

参加金融機関の大半が本事業等のドナーによる融資プログラムを補完するために中小

企業を対象とする独自の融資プログラムを創設、運営している。多数の銀行が中小企業

に対する融資姿勢の強化、もしくは中小企業担当部署を設置したことが参加金融機関調

査によって確認されている。本事業を含むドナープログラムへの関与が金融機関の組織

能力強化に寄与したことが確認されている。 
 
(2)有効性及びインパクトに影響を与える要素の分析 

① 事業全体の進捗を管理するため「政策調整委員会（Policy Coordinating Committee）」(注

1)を設置、関係者間の調整と事業の推進を図ることが必要とされていたが、当初 1 年

間に 3 回開催されたのみに止まり、2 年目以降は開催されていない。プロジェクトの問

題が把握されずに事業期間を経過した。 

② JICA が実施する「工業振興・投資促進計画調査」との相乗効果により、重点サブセク

ター(注 2)への資金流入が進められるよう、JICA との連携を強めることが必要であると

されていた。しかし、JICA との連携による重点サブセクター推進は「業務指示書

(Operating Instructions)」に反映されず、所期の効果は認められていない。 

③ 環境規制に対するクリアランス（注 3）は「業務指示書」に反映され、参加金融機関に

より履行が確認されている。 
 

(注 1) 構成メンバーは、財務省対外関係部、同省国家計画部、産業開発委員会、輸出振興委

員会、中央環境庁、国立開発銀行、参加金融機関代表、小企業商工会議所である 

(注 2) JICA が 1999-2000 年に実施した「スリランカ国：工業振興・投資促進計画調査」は重 
点セクターとして 6 業種(縫製、皮革、ゴム、機械、プラスチック、電気・電子)及び 
情報サービス産業を重点とする振興計画を策定している。 

(注 3) 廃水等政府が定める環境基準に基づき許可を要する場合について該当する。 
 

参考情報   

[効率性] 

(1) アウトプット 
 
 
 
 
 
 

(1) アウトプット 

① 一般ローン(注 1)の提供 46 億 800 万円 
② 技術移転ローン(注 2)の提供 2 億 3000 万円 

 

(注 1) 適格小・零細企業が利用することが可能な一般融資枠。資  

金使途は生産、製造設備の新設、更新、及び設備増強に伴

い必要となる長期運転資金である。 

(注 2) 適格小・零細企業が技術向上の目的のために利用することが

可能な低利融資(スリランカ政府が資金の 25％部分を贈与に

て提供)。資金使途は、経営・財務あるいは技術面でのトレ

ーニング実施、コンサルタントの雇用および品質管理機器の

(1) アウトプット 

① 一般ローン(注 6)の提供 42 億 2600 万円 (消化率 91.7%) 
② 技術移転ローン(注 7)の提供 4100 万円 (消化率 18.0%) 

 

① 一般ローンの提供 
一般ローンは事業開始後 12 ヵ月で全額案件承諾を完了したが、その後承諾済み案件

の撤回等があり、資金枠の一部が未消化のまま事業を完了した。未消化が発生した事情

は以下の通り。 
 元来、この種ローンにおいて承諾済み案件の一部が撤回されることは当然発生す

る事態であるが、プログラムの運営において過去の経験が加味されていない。 
 審査の結果として定められたサブローン金利の弾力条項が的確に運用されず、サ
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購入に必要な資金である。 
 

 

 

ブローンの金利条件が固定的に運用された。原因は、実施機関及び政策調整委員

会が L/Aに定められた金利弾力化条項を的確に発動するための措置をとらなかっ

たことによる。 
 2003 年から 2004 年にかけて市場金利が大幅に低下、商業銀行による中長期融資

金利が本事業の金利を下回る事態が発生、既承諾案件の一部に申請撤回が発生し

た。 
 2004 年末には「小企業育成事業 III」が実施されたが、サブローン金利が本事業

を下回る 9.0%に設定され、本事業の金利条件に見直しが行われなかった。 
 リボルビング・ファンド(注)が運用されず、一般ローン枠が全額案件承諾された

後は承諾済み案件について申請が撤回される場合にのみ、補充の申請が受け付け

られた。小企業にとって安定的な資金源として機能していない。原因は、実施機

関及び政策調整委員会が L/A の定めるところに従いリボルビング・ファンドを運

用するための措置をとらなかったためである。リボルビング・ファンドを遅滞な

く活用することにより、資金の回転利用が可能となった筈である。 
② 技術移転ローンの提供 

  技術移転ローンは 18％を消化したのみで、残枠は未消化のまま事業を完了した。不振の

理由として以下が挙げられている。 

 技術移転ローンに関する情報が十分伝播されず、ローンの利用可能性、適格要件

等に対する認知が進まなかった。 

 小・零細企業が参加するトレーニング・コースは小額(25,000 ルピー程度)のもの

が多く、銀行融資の対象となり難い。参加金融機関に認められる利鞘が 2％と低

く、参加金融機関にとって魅力の乏しいスキームである。 

 反面、外国コンサルタントは高額であり、小・零細企業が雇用することは困難で

ある。政府のよる贈与部分 25％が組み込まれているが、この仕組みは小企業にと

って魅力ある融資制度とは認識されなかった。 

 技術移転ローンの有効性を高めるために工業開発省との連携した推進が必要と

されていたが、工業開発省による技術移転ローン推進への参加は得られなかっ

た。NDB は技術移転ローンを推進するために、スリランカ標準規格協会(Sri Lanka 
Standard Institute)、工業技術協会(Industrial Technology Institute )、 全国技術研究開

発センター(National Engineering & Research Development Center)にアプローチする

推進手法をとった。 

 

上記両ローンについて、NDB では案件承諾が当初計画した総額に到達したことをもってプ

ロジェクトが完了したと誤って認識したため、事後の案件実施が十分に行われない事態を招

聘した。 

 
(注) 本事業に基づき融資を受けた受益者から返済を受けた資金で、JBIC への返済期限が到

来せず、借入人、実施機関において回転的に利用が可能な資金がプールされたものであ

る。 
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(2) 期間 
 
 

(2) 2001 年 1 月 – 2006 年 3 月 （63 ヵ月） 
 
 

(2) 2001 年 1 月 – 2006 年 3 月 （63 ヵ月） 
  2006 年 3 月に現地における最終の貸付実行を行い、計画通りプロジェクト期間を完了し

た。 

[教訓及び提言] 

 

(1) 教訓 

「同一事業の次フェーズ案件をコミットする場合においては、前フェーズの処理(完了、継続)方法を審査結果合意文書(Project Memorandum 及び Minutes of 
Discussion)に規定し、明確化するとともに、実施条件の違いから実施段階で混乱が生じることがないよう十分な検討と調整を行うことが肝要である。 

(2) 提言 

① リボルビング・ファンドを L/A 規定に従って活用するため、政策調整委員会での条件改定を含む意思決定と実施のための手続きを促進することを提言す

る。 

② JBIC と借入人、実施機関を含めた案件監理のための協議が行われているが、これら協議における問題の把握と対策の検討及びその実施は必ずしも十分 

  とは言えない。関係者による案件監理に関する協議を密にし、問題点の抽出と対処策の実施を議論し、実施することが重要である。 

[事後評価時用設定指標]  
 

【運用指標】             【効果指標】(注) 
① 一般ローン枠 融資件数       ① 雇用創出による所得の増大 

② 一般ローン枠 雇用創出       ② 貧困の緩和 
      ③  小・零細企業の振興 

            ④  産業基盤の強化 
        ⑤ 金融機関の組織能力強化 

 

（注）指標による目標値設定および実績の対比は困難であるが、インパクト調査において効

果の発現状況を確認することで NDB と合意している。 
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