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スリランカ 

小企業育成事業（III） 

外部評価者：アイ・シー・ネット株式会社 スズキ S. ヒロミ 

０．要旨 

本事業は、スリランカの中小零細企業に対し低金利資金の供給と技術支援を行うこ

とにより、中小零細企業1の生産基盤の整備・拡大と技術・財務管理能力の向上、参加

金融機関の財務能力の向上を図るものである。 

本事業は、スリランカ政府の開発政策、開発ニーズに応えて実施され、日本の援助

政策との整合性も確保されており、妥当性は高い。本事業のアウトプットは一般ロー

ンと技術移転ローンの 2 種類であったが、一般ローンのニーズが高く、技術移転ロー

ンは伸び悩んだ。その他融資スキームや融資条件、対象事業について変更はなく、事

業期間・事業費ともおおむね計画通りに実施され、効率性は高い。事業効果に関して

は、雇用創出は計画値を大幅に上回ったものの、一件あたりの融資額が計画時の想定

より大きかったため、融資件数の目標値は達成していない。また技術移転ローンが進

まなかったことから、中小零細企業の輸出促進や技術・財務管理能力などのソフト面

への支援にはつながらなかった。インパクトとしては、国内総生産の州別分布と比較

し、より偏りの少ない地域別分布が認められる。産業別分布についても、本事業が重

要視している工業・製造業・サービス業に集中している。総合すると有効性・インパ

クトは中程度であった。本事業では実施機関が事業完了直前に改編された。第 1 次貸

付までを担当した前実施機関と参加金融機関の体制・技術・財務には問題はなかった。

しかし、これから開始される第 2 次貸付を担当する新実施機関については、中小零細

企業経営や金融に関する知識を有する人材がいないことから、その体制・技術につい

て懸念が残り、持続性は中低度と判断される。 

 以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

図 1 本事業の融資で購入した機材の例  図 2 エンドユーザーの縫製工場の様子 

    （ガンパハの米粉工場）          （クルネーガラ） 

                                                   
1 本事業の対象受益者は「融資後の土地と建物を除く固定資産額が 2 千万ルピー以下の企業」と定

められている。しかしスリランカには中小零細企業の統一した定義がなく、上記対象受益者の定義

には小企業のみならず、中企業と零細企業も含まれていることから、本事後評価では「小企業」で

はなく「中小零細企業」で統一することとした。 
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1.1 事業の背景 

スリランカの中小零細企業は、農業・鉱業・製造業・建設業・サービス業など多く

の産業に広がっていて、雇用増大・所得増加・貧困削減・地域開発にとって重要な部

門であり、同国の経済成長にも大きな役割を担っている。しかし、スリランカ政府は

長年中小零細企業の育成政策や制度の改善、振興策を継続的に講じてきたにも関わら

ず、同部門の成長は審査時点の 2004 年ごろも十分ではなかった。その理由としては、

中小零細企業向けの設備投資や長期運転資金などの資金供給が限られていたほか、金

利や担保などの融資条件も厳しく資金へのアクセスが制限されていた点が挙げられる。 

他方、2002 年 2 月の停戦合意以降、スリランカ政府は平和構築に向けた様々な取り

組みを実施しており、北部・東部の紛争被災地における零細企業への支援などを通じ

た「平和の配当」も急務であった。また、2004 年末に多国間繊維協定が撤廃され、重

要な輸出産業であった繊維産業への影響が懸念され、繊維産業に限らず、中小零細企

業の競争力強化・新市場開拓・新製品開発などへの支援が早急に求められていた。JICA

は同国において、「小企業育成事業（I）」（1997～2001 年）と「小企業育成事業（II）」

（2002～2006 年）を通じ、これまでも譲許性の高い資金をツーステップローンで提供

してきたが、中小零細企業の資金需要のニーズに対応し、さらに中小零細企業の成長

を含むバランスのとれた経済成長を実現するためにも、本事業を通じて支援を継続す

る必要性が高かった。 

 

1.2 事業概要 

中小零細企業に対し低金利資金の供給・技術支援を行うことにより、①中小零細企

業の生産基盤の整備・拡大、②中小零細企業の技術・財務管理能力の向上、③参加金

融機関の財務能力の向上を図り、もってバランスのとれたスリランカの経済成長に寄

与する。 

 

円借款承諾額／実行額 9,619 百万円／9,612 百万円 

交換公文締結／借款契約調印 2004 年 11 月／2004 年 12 月 

借款契約条件 金利 0.75％、返済 40 年（うち据置 10 年）、 

一般アンタイド  

借入人／実施機関 スリランカ民主社会主義共和国政府／ 

産業・商業省 

貸付完了 2010 年 12 月 

関連事業 円借款：小企業育成事業 I（借款契約：1997 年） 

    小企業育成事業 II（借款契約：2000 年） 

技術協力：中小企業振興投資促進アドバイザー 

派遣（2008～2010 年） 
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2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 スズキ S. ヒロミ （アイ・シー・ネット株式会社） 

 

2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下の通り調査を実施した。 

 調査期間：2012 年 9 月～2013 年 7 月 

 現地調査：2013 年 1 月 13 日～27 日、2013 年 3 月 17 日～24 日 

 

2.3 評価の制約 

スリランカでは、2010 年 4 月の総選挙結果を受け大幅な省庁再編が実施された。そ

の結果、審査当時は本事業の実施機関であった中小企業開発省（Ministry of Small and 

Medium Enterprise Development: MSMED）が、2010 年 7 月から産業・商業省（Ministry 

of Industry and Commerce: MIC）へと改組された。省庁再編を受けて MSMED から MIC

への引継ぎが必ずしも十分になされていない部分が多く、事後評価を実施する上での

制約となった。事業本体はほぼ終了に近かったため、省庁再編の事業実施への影響は

限られたものであったが、事後評価を進めるにあたっての最大の制約は、MIC のオー

ナーシップが十分でなかった点である。特に評価業務の開始時点において、実施機関

の理解を得て受け入れ態勢を整えてもらうまでに、従来の評価業務よりも多くの時間

と、事後評価団側の指導が必要となった。加え、融資の運用指標について、本事業参

加金融機関（Participating Credit Institution: PCI）7 行全ての実績値が本事後評価実施期

間内に入手可能であったのは 2011 年度分のみであった。これらの基本的な指標につい

て経年の実績値が揃わなかったことにより、本事業の融資の運営状況や今後の見通し

についての分析は、2009 年の計画値と 2011 年の実績値の 2 時点における比較に基づ

くものとなった。 

 

3．評価結果（レーティング： B
2） 

3.1 妥当性（レーティング：③3） 

3.1.1 開発政策との整合性 

審査時においてスリランカの「新経済開発及び貧困削減枠組み（Creating Our Future, 

Building Our Nation: Framework for Economic Growth and Poverty Reduction）」（2004 年 7

月策定）は、経済成長により貧困削減を達成することを目標としており、そのために、

毎年 6～8％の成長率を目標とし、GDP 比 25％程度の新規投資を 3 年間で 30％まで増

加させることを掲げていた。これらの目標達成に向け、経済開発の核としての中小零

細企業の役割と育成を重要視しており、中小企業開発のための商工会議所連合会や 25

                                                   
2 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
3 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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の県ごとの中小企業開発センター、農村部における工業団地の設立を具体的な対策と

して掲げ、さらに中小零細企業への優遇金利による融資と信用保証の提供を目的とし

て、2005 年には中小企業銀行（SME Bank）が設立された4。 

本評価時における国家開発政策「マヒンダ･チンタナ 10 カ年計画」（2006～2016 年）

は、過去 25 年間の経済成長が貧困削減に寄与しておらず、国民の収入格差や地域格差

を拡大しているとし、開発の遅れている地域への投資の拡大、中小企業セクターの開

発、農業開発の促進、公的サービスのさらなる拡大の 4 つの重点分野に焦点を当てる

ことにより、地域の均衡がとれた開発を目指している。本政策で中小零細企業5は、ス

リランカのバランスのとれた経済成長に欠かせない原動力と位置づけられ、同セクタ

ーに対し、金融・経営・マーケティング・技術などを含めた包括的な支援を行い、国

内の大企業や多国籍企業との連携を促進し、適切な品質基準・環境基準・関税を導入

することにより、低品質・低価格による不当な競争から中小零細企業を保護すること

を掲げている。2006 年には中小企業政策を担当する機関として、企業開発庁（National 

Enterprise Development Authority: NEDA）が産業・商業省（MIC）のもとに設立された。

NEDA の具体的なアクションプランとしては、中小企業政策（Small and Medium 

Enterprise Policy）、零細企業政策（Micro Enterprise Policy）の策定と実施6、中小企業

の金融へのアクセス向上、信用保証スキームの開発、信用格付スキームの導入、ビジ

ネス開発サービス（Business Development Service: BDS
7）の促進、経営・マーケティン

グ・技術研修に関する情報提供、BDS プロバイダーとの橋渡しなどが挙げられる。ま

た、スリランカ中央銀行が 2013 年 1 月に発表した“2013 年金融政策（Monetary and 

Financial Sector Policies for 2013 and Beyond-Road Map 2013）”では、中小企業支援強化

のために、優遇金利による融資の提供、融資手続きの簡素化、財務管理能力の研修、

新規中小零細事業への包括的支援を掲げている。 

上記の通り、同国の経済における中小零細企業セクターは、審査時から事後評価時

に至るまで一貫して重要な位置を占めており、常に国家開発計画の重点分野の一つと

して捉えられていることから、本事業とスリランカの開発政策との整合性は確保され

ている。 

                                                   
4 2007 年にはランカ・プトラ銀行（Lanka Puthra Bank）に吸収された。 
5 現在スリランカには統一した中小零細企業の定義がない。主な中小零細企業の定義は次の 4 つで

ある。（1）マヒンダチンタナ：年間売上高が 1 億ルピーから 20 億ルピー、もしくは固定資産が 1,000

万ルピーから 4 億ルピーである企業を「中小零細企業」と定義している。（2）スリランカ中央銀行

の場合：年間売上高が 6 億ルピー以下の企業を「中小企業」と定義している。（3）企業開発庁（NEDA）

は従業員数 5 人以下で土地・建物を除く固定資産額が 500 万ルピー以下の企業を「零細企業」、従業

員数 5 人から 100 人以下で固定資産額が 1 億ルピー以下の企業を「小企業」、従業員数 100 人から

300 人以下で固定資産額が 4 億ルピー以上の企業を「中企業」と定義している。（4）センサス統計

庁：従業員数を基準に分類しているが、統計によって異なる。 
6 2009 年 9 月には JICA 中小企業振興投資促進アドバイザーの指導のもと、中小企業政策（草案） が

作成されたが、現時点では施行されていない。 
7 ビジネス開発サービス（BDS）とは、企業が成長し競争力を持つようになるのを手助けするため

のサービスであり、研修・コンサルティング・マーケティングに対する支援、情報提供・法律や会

計に関するサービス・技術開発に関する支援などを含むが、財務的な支援は除外している。（「鉱工

業プロジェクトフォローアップ調査報告書」（JICA、2003 年 8 月）、p.87） 
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3.1.2 開発ニーズとの整合性 

 スリランカの中小企業は、雇用増大・所得増加・貧困削減・地域開発において極め

て大きな役割を果たしている。特に製造業において、2009 年の工業統計8では、総企

業数の 94%、雇用者数の 31%、工業生産付加価値の 37%を占めており、審査時におけ

る 96％、32％、20％と比較しても、スリランカ経済において事後評価時まで重要な役

割を果たしていることが明確である。 

 審査時において、スリランカ政府は国際協力機構（JICA）やアジア開発銀行（ADB）

などの国際ドナーの支援を受け、継続的に中小企業の育成政策・制度改善や振興策を

講じ、その枠組みが整いつつあったものの、大企業と比較して中小企業の成長は十分

ではなかった。中小企業の金融サービスへのアクセス、特に中長期資金（設備投資、

長期運転資金など）へのニーズは高く、本評価対象事業のフェーズ 2 である「小企業

育成事業（II）」の資金が当初予定より早く 2 年足らずで資金枠の割当が終了したこと

からも、中小零細企業向けの資金需要は大きかった。こうしたニーズの背景としては、

①中長期資金の供給を目的とする国営開発銀行の融資量が全金融機関の 10％にすぎ

ず、中小零細企業が商業銀行からの融資を受ける場合は、担保不足から市場金利に大

きくマージンを乗せられるため資金へのアクセスが制限されていた、②長期金融市場

が未発達であるため長期資金の貸出が存在しなかった、③優良な中小企業を選別する

能力が金融機関にない、といった点が挙げられていた。事後評価時においても、これ

らの背景要因に大きな変化はなく、長期金融市場が未発達であり、中小企業金融は本

事業のようなドナーからの借款に依存しているところが大きく、融資条件における担

保は、依然土地や建物の固定資産である。さらに、中小零細企業側の財務管理知識、

新商品の開発やマーケティングなどの経営技術・経営知識やノウハウが不十分である

ことや、効率的なバリューチェーンが構築できておらず、国内外の大企業との川上・

川下での連関が限られ、市場規模が限られているなどの要因も審査時から引き続き存

在している。 

 上記の通り、中小零細企業の成長の妨げとなっている主要因として、審査時および

事後評価時において、融資への不十分なアクセスと、前述の経営技術・経営知識やノ

ウハウの不足が挙げられており、中小零細企業の生産基盤の整備・拡大、技術・財務

管理能力の向上を目的とした低金利の資金提供を行う本事業は、中小零細企業の開発

ニーズと合致している。 

 

3.1.3 日本の援助政策との整合性 

 審査時における、我が国の対スリランカ国別援助計画（2004 年）、JICA 海外経済協

力業務実施方針（1999 年）では、民間セクターの資金アクセスの強化や、中小企業の

                                                   
8
 工業統計では従業員数 100 名までの企業を中小企業としている。出典はスリランカセンサス統計

庁（Department of Census and Statistics）「2003/04 工業センサス（Census of Industries）」、「2010 年工

業年鑑（Annual Survey of Industries）」。 
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育成による裾野産業の強化支援が掲げられていた。JICA 対スリランカ国別業務実施方

針でも、中小零細企業を視野に入れた支援は、「国づくり支援・生活改善」「外貨獲得

能力の向上」「貧困緩和」といった重要項目に含まれていた。対スリランカ援助政策に

おいて、中小零細企業の育成、中小零細企業のファイナンスへのアクセス改善、地域・

地場産業の育成が政策目標として掲げられており、本事業と日本の援助政策との整合

性は確保されている。 

以上より、本事業の実施はスリランカの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と

十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 有効性（レーティング：②） 

 本事業は、借入人であるスリランカ政府が参加金融機関（ Participating Credit 

Institution: PCI）を通して中小零細企業に転貸を実施するツーステップローンとして実

施された。対象となった中小零細企業は融資後の土地・建物を除く固定資産が 2,000

万ルピー以下の企業とし、製造業・工業・サービス業、または輸出促進や雇用創出に

資する融資を優先し、これらの生産基盤の整備・拡大のための「一般ローン」と、技

術・財務経営能力の向上のための「技術移転ローン」の 2 つのカテゴリーの融資が提

供されたた（詳細は「3.4.1.1.融資スキーム」を参照）。前者についてはニーズが高く、

後述のように融資先企業の生産基盤の整備・拡大につながったが、後者の貸出は伸び

悩み、本事業が目的としていた形での技術・財務能力の向上にはつながらなかった。 

 

3.2.1 定量的効果（運用・効果指標） 

 審査当初の運用指標は、2003 年時点の前フェーズの実績値をベースライン（基準値）

として、融資開始後の 5 年目（2009 年）の計画値が設定された。効果指標については、

同様に 2003 年時点の「小企業育成事業 II」（以降、前フェーズ）の実績値をベースに

予想値が設定された。しかし、2009 年の実績値について提供可能な参加金融機関は 7

行中 3 行に限られたため9、累計現金回収率、不良債権サブローン数の総数に対する比

率、不良債権サブローンの貸付残高の総貸付額に対する比率の 3 つの運用指標にして

は、本事後評価では 2011 年の 7 行の加重平均を用いて計画と実績を比較した10。 

  

 

 

                                                   
9
 新実施施機関の MIC は 2012 年に事業完了後の年度別の運用・効果指標を各 PCI から回収する試

みを行ったが、指標の計算式を明示しなかった。その結果、回収したデータは、PCI 側がそれぞれ

異なる計算式を用いて計算したものであったため、3 行を除き、本事後評価では活用することがで

きなかった。本事後評価において他の 4 行について再度計算することを求めたが時間の制約により

不可能とのことであった。 
10

 本事業では、融資総額における各 PCI の割合が 40％の PCI もあれば、1％の PCI ある。これらの

3 つの指標については、割合の差を反映させる必要があるため、単純平均ではなく加重を用いるこ

ととした。 
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表 1 運用・効果指標 

指標名 
2003 年 

基準値** 

2009 年 

計画値 

2011 年 

実績値 

【運用指標】 

融資件数 4,083 8,937 4,749 

融資総額（百万ルピー） 3,511 9,112 9,245 

1 件あたりの平均融資額（万ルピー） 86 102 195 

累計現金回収率（％）*** 92% 92% 95% 

不良債権*サブローン数の総数に対する比率（％）

*** 
5.6% 5.6% 6.7% 

不良債権*サブローンの貸付残高の総貸付額に対

する比率（％）*** 
3.3% 3.3% 7.4 % 

【効果指標】 

中小零細企業の雇用創出数(人) 18,672 人 37,000 人 66,312 人 

出所：基準値・計画値は審査資料。実績値は実施機関と PCI 提供の情報に基づく。 

（*）不良債権とは、6 カ月以上の延滞がある債権。 

（**）前フェーズ 2003 年時点の実績値（ベースライン）。融資開始後 5 年目の予想値。 

（***）7 行の加重平均。 

 

 運用指標について、審査当初、基準値の 4,083 件の融資件数の倍を上回る 8,937 件

のエンドユーザーに対し、1 件あたり平均 102 万ルピーの融資が想定され、前フェー

ズより多くの中小零細企業を支援することが目的であった。しかし、実績は 2003 年の

基準値とほぼ変わらない 4,749 件のエンドユーザーに対し、1 件あたり 195 万ルピー

の融資が実施された。総融資額の計画値は達成したものの、直接支援を受けたエンド

ユーザーは計画値の 53%と大幅に下回った。累計現金回収率は 95%と計画値を達成し

たが、不良債権融資件数の総数に対する比率は 6.7%と計画値を若干下回っている。他

方、不良債権サブローンの貸付残高の総貸付に対する比率は 7.0%と計画値の 3.3%を

大幅に上回っており、総合して、計画された運用を下回る結果となっている。後述の

通り、2011 年についての情報収集が可能であった 6 行中 3 行の不良債権融資件数の総

数に対する比率が 3.3%以下であることから融資の管理状況と今後の見通しについて

大きな問題はないと推測される。  

 効果指標の雇用創出数については予想値の 173%（6 万 6,312 人）と大きな効果を発

揮している。 

 

3.2.2 定性的効果 

3.2.2.1 当初想定された定性的効果 

 本事業による中小零細企業と PCI への定性的効果は、以下の 4 点が想定されていた。

ここでは、エンドユーザーへの聞き取り調査11、PCI への聞き取り調査結果と、2009

                                                   
11 エンドユーザーへの直接聞き取り調査は、50 社を対象に 2013 年 1 月中旬から 2 月中旬にかけて

実施した。50 社は地域・産業・従業員数を考慮しサンプリングを行った。 
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年度に実施された第 1 次貸付のインパクト評価調査結果12をもとに評価を行った。 

（1）中小零細企業の設備投資の増加：エンドユーザー調査では 9 割が本事業の融資に

より生産能力を拡大し、8 割が生産技術の向上を図ったと回答している。インパクト

評価調査においてもエンドユーザーからは「生産性が向上し、生産コストが減少した」、

「効率の良い資機材が購入できた」とのコメントを得ており、中小零細企業の設備投

資の増加については十分な効果が認められる13。 

（2）中小零細企業の輸出額の増加：本事業では、融資による生産能力や商品の品質の

向上を図ることで、輸出が促進されることが期待された。しかしエンドユーザー調査

で確認したところ、輸出につながっているケースは皆無であった。大半のエンドユー

ザーが地元の小売店に商品を卸している。中には国内の大企業との取引を開始したケ

ースもあったが、輸出にはつながっていない。 

（3）中小零細企業の技術・財務管理能力の向上：本事業では、技術移転ローンを BDS

プロバイダーの雇用に活用することにより、エンドユーザーの技術・財務管理能力の

向上を図ることが期待された。しかし、技術移転ローンはわずか 6 件と、総融資件数

の 1%にも満たなかった。その背景としては、一般ローンの需要が高かったこと、PCI

側の技術移転ローンを促進する広報･情報提供･啓発努力がニーズ発掘にはつながらな

かったこと、そして設備投資の必要性と比較した際、各エンドユーザーにとっては技

術移転の必要性が比較的低かったことが挙げられる。エンドユーザーへの聞き取り調

査では、自社の弱点として、会社の経営・財務（76%）、マーケティング（26%）、商

品の品質（16%）などが挙げられており、76%のエンドユーザーが今後マーケティン

グや生産プロセスに関する技術指導などについて BDS プロバイダーを活用したいと

回答している。この結果は、企業側にニーズがあるものの、本事業が意図していた形

でのエンドユーザーの技術・財務管理能力向上への支援にはつながっていないことを

反映している。インパクト評価調査でも、特に「経理・会計能力については今後改善

の余地がある」といった結果が出ている。他方、PCI への質問票調査からは 7 行全て

エンドユーザーの財務能力が「向上した」と回答し、その理由としては「融資申請に

あたり財務諸表・事業計画を作成する必要があり、銀行や会計士のアドバイスを得る

機会を通じて能力が向上した」、「融資を機に会計・経理ソフトウェアを購入し活用し

ている企業が多数ある」などが挙げられている。技術能力向上についても同様に 7 行

                                                   
12 本事業フェーズ I・II の経験をふまえ、事業効果を定期的にモニタリングすることを目的とし、

前実施機関が 2009 年の融資についてインパクト評価調査を 2010 年に実施した。外部評価者はスリ

ジャヤワルダナプラ大学（University of Sri Jayewardenepura）の講師 2 人。調査内容は、2009 年に融

資が行われた 480 件（約 10 億ルピー）のうち 140 件のエンドユーザーに対し、8 つの項目（雇用創

出（女性の参加含む）、新規事業、売上増加と生産性向上、ビジネス向上、取引費用削減、収益性向

上、研修・人材育成、IT 導入）に対する事業効果について 1 年後の 2010 年に聞き取りを行った（技

術移転ローンは対象外）。（Jayantha Fernando, A. Anil and A.G. Dayananda. Impact Monitoring Survey 

Report on Small and Micro Industries Leader and Entrepreneur Promotion Project (III), Final Report  March 

2011）。 
13 インパクト評価調査では、2009 年度に融資を受けたエンドユーザーの約 5 割が融資を機材購入に

充てたと回答した。 
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全てが「非常に向上した」と回答し、その理由としては、本融資は資機材の購入に充

てられたケースが大半を占めており、新しい機材を購入することが可能となったこと

により、それらに付随した研修（製造者・プロバイダーが提供する研修）を受ける必

要が生じることもあったためであった。以上より、本事業によるある程度の技術・財

務管理能力向上は認められるものの、技術移転ローンを通じての技術・財務管理能力

向上の支援にはつながらなかった。 

（4）参加金融機関（PCI）の財務能力向上：本事業の PCI は「小企業育成事業 I・II」

（以降、本事業フェーズ I・II）（1997～2006 年）にも参加しており、財務能力の向上

は事業完了時にすでに実現されていると思われる。PCI への質問票調査において事業

完了時に認めれた効果について確認したところ、ローン・ポートフォリオの拡大、流

動性の向上などに効果があったことから 5 行が「非常に向上した」、残り 2 行は融資件

数が少なかったため効果は限られている、もしくは本事業フェーズ I・II から中小零

細企業への融資に取り組んでいたため、すでに財務能力が向上され特筆するほどの効

果はなかったことから「ある程度向上した」と回答した。なお、財務能力が向上した

と回答した 5 行によれば、最も向上したスキルは「信用リスク分析」と「融資審査」

であった。 

 インパクト評価調査では、審査時に想定されていた以上 4 点の定性的効果に加え、

女性の雇用増加や取引費用の減少などが挙げられた。 

 

3.2.2.2 他の援助スキームとの連携による効果 

 本事業に関連する他の援助スキームでは、技術協力プロジェクトとして「中小企業

振興投資促進アドバイザー」が 2008 年 12 月から 2010 年 12 月までの 2 年間、NEDA

に派遣された。同アドバイザーの活動内容は、主に中小企業振興に関する法制度や政

策・施策のレビュー、中小企業振興に関するニーズの把握・分析、NEDA の権限とリ

ソースの確認、関係機関における方針と支援策の確認であった。アドバイザー業務の

目的は、中小企業セクターのさらなる成長のための法的枠組みや体制を確立すること

であり、本事業との直接な連携・相乗効果は確認できなかった。ただし今後スリラン

カが取り組むべき課題としての経営者人材育成（中小企業育成センターの設立）、中小

企業金融政策（特に中小企業信用保証システムの導入）に関する同アドバイザーの提

言などは、今後類似案件の実施に非常に有用であると思われる。 

 

3.3 インパクト 

3.3.1 インパクトの発現状況 

本事業が想定していたインパクトは以下 3 点である。 
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（1）地域間でバランスのとれたスリランカの経済成長14
 

 図 3 の通り、本事業のサブローンの 41％が西部州（コロンボ、ガンパハ、カルタラ）

に集中しており、残りが北西部州（クルネーガラ、プッタラム）15％、南部州（特に

ゴール、マッタラ）10％、中部州（特にキャンディー）8％に分布している。ただし、

融資件数の地域分布と GDP の州別分布を比較すると、州別 GDP 分布に比べ、紛争地

域だった北部州・東部州を除き、州別サブローンの分布がよりバランスが取れた形で

実施されているのは事実である。ただし、本事業の地域経済への貢献度合いや正確な

因果関係を把握することは困難である。 

 

図 3 本事業の融資件数分布と州別 GDP 分布の比較 

出所：Central Bank of Sri Lanka, Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2012 

 

 他方、産業別の融資件数の分布については、農業・畜産・漁業 9％、工業・製造業

50％、サービス業 41％と、本事業が最も重視していた工業・製造業・サービス業が 91%

を占めている。スリランカの工業・製造業・サービス業における中小零細企業の役割

が最も大きいことから、本事業ではこれらの産業を最も重視していたため、産業別分

布について計画通りに実施されたといえる。 

 

 

図 4 本事業の融資件数の産業別分布（件数） 

 

                                                   
14 審査時資料には「バランスのとれた」について特定の定義はないが、地域間の不公平感の緩和が

挙げられているため、本事後評価では地域間格差・産業分布の偏りに着目した。 
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（2）低所得者・貧困層が融資や雇用創出の便益を受けることによる貧困の緩和  

 前述の通り、本事業による雇用創出数は 2012 年において 6 万人強と計画値を大幅に

上回った。本事業のエンドユーザーに雇用された間接的な受益者が、貧困層に分類さ

れるか否かについての明確な情報はないため、低所得者・貧困層が本事業の融資や雇

用創出の便益を受けたことによる貧困緩和の程度を正確に把握することはできない。

本事業の融資件数分布と貧困率（Head Count Index: HCI）の分布を比較すると、サブ

ローンの件数は 2006 年に HCI が最も低い西部州に集中していたが、事業終了の前年

である 2009 年には、他州（東部州を除く）の HCI も改善している。スリランカ政府

は貧困率の改善に向け様々な取り組みを行っており、貧困率改善と本事業の直接的な

因果関係は特定できないが、そのような取り組みの一つとして限定的ながらも寄与し

たものと考えられる。 

 

図 5 本事業の融資件数と貧困率の分布 

出所：Department of Census and Statistics Sri Lanka, Poverty Indicators 2006/2007、2009/2010 

(*) 北部州は紛争地域のため 2006/2007 の HCI のデータがない。 

 

（3）元紛争地域を事業対象に含むことによる平和定着・復興促進 

 当初想定されたインパクトは「元紛争地域を事業対象に含むことにより、スリラン

カ国民に平和の配当を目にみえる形で示し、地域・民族間の不公平感を緩和し、平和

定着・復興促進に寄与する」という内容であった。しかし戦闘終結宣言がされたのは

2009 年 5 月であり、本事業の融資の約 9 割がすでに承諾済みであったため、紛争地域

であった北部・東部のサブローン件数のシェアがそれぞれ 0.3％と 0.5％と限られてい

る点はやむを得ない15。 

 

3.3.2 その他、正負のインパクト 

 プロジェクト運営室（Project Management Unit: PMU）のスタッフの中に環境専門家を 1名

                                                   
15 スリランカでは，1983 年から 25 年以上にわたり，スリランカ北・東部を中心に居住する少数派

タミル人の反政府武装勢力である「タミル・イーラム解放の虎」（LTTE）が，北・東部の分離独立

を目指して活動し、政府側との間で内戦状態であったが、2009 年 5 月に政府軍が LTTE を制圧し内

戦が終結した（外務省「各国・地域情勢」（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/srilanka）より。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/srilanka
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配置し、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」（2002 年 4 月。以下、

JICA 環境ガイドライン）に従いサブプロジェクトの選定が行なわれた。事後評価時に実査を

行った中小零細企業でも、本事業を通じて購入した資機材の使用や管理について、概ね適切

な環境社会配慮が行われていることを確認した16。 

 なお、PCIおよび受益者への聞き取り調査から、本事業では用地取得・住民移転は発生して

いないことを確認した。 

 以上より、本事業の実施により一定の効果の発現が見られ、有効性・インパクトは

中程度である。 

 

3.4 効率性（レーティング：③） 

3.4.1 アウトプット 

3.4.1.1 融資スキーム 

 本事業は図 6で示すツーステップローンとして実施された。 

 

 

 

 

 

 

図 6 本事業の融資スキーム 

出所：審査資料、PCIへの聞き取り調査を基に作成 

 

 PCIからエンドユーザーへの融資条件について、金利は全てのPCIが上限の 9％に設定し、

返済期間は 10 年以内（据置 2年）、貸付限度額は 1,000万ルピー（事業費の 75％が限度）と

計画通り設定された。対象エンドユーザーは融資後の固定資産（土地・建物を除く）が 2,000

万ルピー以下の企業とされ、製造業・工業・サービス業、または輸出促進や雇用創出に資す

る融資を優先した。融資対象事業としては、本融資が生産能力の質的・量的向上、オペレー

ション能力向上、生産品やサービスの付加価値向上に資する事業であることが条件であった。 

 本事業は、用地取得やリース資金を除く建物・材料などの固定資産購入資金、車両購入資

金、長期運転資金を対象とする「一般ローン」と、経営・財務・技術面でのトレーニング費

用、コンサルタント雇用、品質管理のための機器購入費用を対象とした「技術移転ローン」

の 2つのカテゴリーの融資が提供された。技術移転ローンは一般ローンを主にソフトの面か

らサポートするための内容となっていたが、4,749 件中 6 件のみと非常に限られた実施とな

                                                   
16 ただし、事後評価時に訪問した工場のひとつでは、本事業で購入した設備とは異なる設備が原因

で、排煙処理や従業員の安全管理が不十分とされ、PCI（主に支店レベルの担当行員）が改善する

よう指導を行ったという事例はあった。 

エンド 

ユーザー 
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②審査 

実施機関 
 

④申請書類確認 

 

⑦貸付実行確認 
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った（表 2）17。 

 

表 2 PCI 別サブローン件数・承諾額・ディスバース額 

PCI 名 

小企業育成事業（III） 

 内技術移転ローン 

件数* 

承諾額 

（百万 

ルピー） 

支出額 

（百万 

ルピー） 

件数 

承諾額 

（百万 

ルピー） 

支出額 

（百万 

ルピー） 

Bank of Ceylon  827  1,757 1,577 2 4 4 

Commercial Bank of Ceylon 1,561  4,218 3,702 0 0 0 

DFCC Bank  937  1,880 1,678 2 5 5 

Hatton National Bank  78  190 134 0 0 0 

National Development Bank  368  801 691 0 0 0 

Regional Development Bank  340  184 149 0 0 0 

Sampath Bank  632  1,532 1,358 2 5 5 

合計 4,749  10,562 9,245 6 14 14 

（*）承諾件数は PMU のデータベースによれば 4,805 件であった。本表は各 PCI と PMU のデータ

ベースを照合し修正を行い、その情報をもとに作成したものである。 

 

 本事業フェーズ I・II でも同様に技術移転ローンの件数が少なく、技術移転ローン

を促進するための提言として PCI の手続き費用の抑制、広報･情報提供･啓発、研修･

技術サービス提供者との連携が必要であるとされていた 。しかし、エンドユーザーや

PCI への聞き取り調査からは、本フェーズ開始当初、研修や技術面のサービスに対し

対価を支払うという考えがいまだ根付いておらず、人材育成などは投資対象として認

識されていない事実が明らかとなった。PCI は広報･情報提供･啓発を行ったものの、

ニーズの開拓手段としては不十分であり、技術移転ローンの活用促進につながること

はなかった。 

 

3.4.1.2 融資先エンドユーザーの特性18
 

前述の通り、本事業の対象エンドユーザーは融資後の固定資産（土地・建物を除く）

が 2,000 万ルピー以下の企業とされていたが、融資の使途（起業もしくは事業拡大）

や従業員別の企業規模について明確な計画時の想定はない。 

                                                   
17 技術移転ローンの活用が進まないことから 2007年に技術移転ローンの一部を一般ローンに振り

替えた。その後、実施機関が技術移転ローンも一般ローンとして貸付実行を申請し、両カテゴリー

に対する円借款の貸付条件も同一であったことから、2009 年 7 月（全体工程の 77%）には資金配分

が一つにまとめられた経緯があり、正確な技術移転ローンの件数と使途は把握できない。 
18 PMU から入手したデータベースからは把握できない特性（従業員数、売上高）については、PCI

への質問票調査で融資件数の 10%のサンプルをもとに情報を記入してもらった。Regional 

Development Bank (RDB)を除く 6 行が回答。総サンプル数（融資件数）は 1,896 件。RDB について

は合弁前のデータを収集する必要が生じ、調査期間内での対応は不可能であった。別途実施したエ

ンドユーザーの調査（サンプル数 50 件）でも、同様のエンドユーザーの特性が見られた。 
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 以下の表 3 に示したように、エンドユーザーの投資目的が新規事業（起業）である

ケースは、全体の承諾件数の 24%であった19。新規事業への融資が限られた主な要因

としては、ほとんどの PCI が既存顧客であるエンドユーザーを対象に融資を行ったこ

と、新規事業を考えている多くの起業家は、担保として必要な土地・建物など有形固

定資産を所有していなかったことの 2 点が挙げられる。 

 

表 3 事業別融資承諾件数 

使途 融資承諾件数 

新規事業 1,158 24% 

事業拡大 3,647 76% 

合計 4,805 100% 

出所：PMU のデータベースに基づく。 

  

エンドユーザーの従業員数や売上高別については図 7 に示す通り、10 人以下の零細

企業は 37%、10 人から 50 人以下の小企業は 49%、50 人から 100 人以下の中企業は 14%

と本事業が対象としていた企業規模を示した。売上高別分布については 1,000 万ルピ

ー以下が 58%と大半を占めた。 

  

図 7 従業員数別（人）、売上高（ルピー）別エンドユーザーの分布 

出所：PCI への質問票調査結果に基づいて評価者作成（詳細は脚注 17 を参照） 

 

 他方、固定資産の規模別分布は図 8 の通りであった。融資件数ではエンドユーザー

の 5 割が 500 万ルピー以下の企業であるが、融資額は固定資産規模に関わらず 20～

27％とほぼ均等に分布している。本事業ではフェーズ I・II と異なり、1 件あたりの融

資額を少なくし、より多くのエンドユーザーを取り込むことを目標としていたため、

固定資産 5 百万ルピー以下の企業に対しより多くの融資を行う取り組みが有用であっ

たと考えられる。 

                                                   
19 新規企業・事業拡大の情報は、PMU データベースの融資承諾件数でのみ確認可能であり、ディ

スバース別情報は PCI のデータベースからも収集不可能であった。 
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図 8 本事業のエンドユーザーの固定資産規模別融資分布（ルピー） 

出所：PMU・PCI のデータベースに基づく。 

  

3.4.2 インプット 

3.4.2.1 事業費 

 事業費の全てが円借款の対象であり、計画値 9,619 百万円に対し、実績値は 9,612

百万円と計画内に収まった。 

 

3.4.2.2 事業期間 

 事業期間は審査時の計画通り、借款契約調印時の 2004 年 12 月 7 日から貸付完了日

の 2010 年 12 月 9 日まで、合計 72 カ月であった。 

 

以上より、本事業の事業費及び事業期間ともにほぼ計画どおりであり効率性は高い。 

 

3.5 持続性（レーティング：②） 

3.5.1 運営・維持管理の体制  

3.5.1.1 第 1 次貸付の運営・維持管理体制 

a. PMU：事業実施中の運営・維持管理主体は MSMED（当時）のもとに設置され

た前 PMU である。前 PMU は、審査時の計画通り金融・環境専門家、ディス

バース担当者を含む合計 20 人の体制で運営され、PCI や各融資の管理者への

聞き取り調査から人材は充足していたと推測できる。本事業全体の管理は、各

PCI の報告に基づき、全てのエンドユーザーへの融資についてデータベースを

構築し、これに基づいて回収率が低い PCI に対する指導などを行っていた。 

b. PCI：審査時に PCI 候補として挙がっていた 11 行のうち、セイロン銀行（Bank 

of Ceylon）、セイロン商業銀行（Commercial Bank of Ceylon）、DFCC 銀行（DFCC 

Bank）、ハットンナショナル銀行（Hatton National Bank）、国家開発銀行（National 

Development Bank）、地方開発銀行（Regional Development Bank）、サンパス銀

50% 

24% 

14% 12% 

27% 25% 
21% 

27% 

500万以下 500万から1千万以下 1千万から1千500万以下 1千500万から2千万 

件数 融資額 
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行（Sampath Bank）の合計 7 行が PCI として参加した20。これらは全て本事業

フェーズ I・II でも PCI（NDB の場合は実施機関）として参加していたため、

蓄積された経験・ノウハウを有しており、個別の融資の審査能力21や融資管理

能力（エンドユーザーの融資情報の管理、融資対象事業の進捗状況の確認、融

資先の訪問など）についても、大きな課題は確認されなかった。PMU が各 PCI

について、選定基準をクリアしているか否か、さらに PCI の経営状況と回収状

況についてもそれぞれ毎年と半年ごとに確認しており、PCI の能力については

一定のレベルが保たれており、PCI の運営・維持管理能力について特筆すべき

問題はない。 

c. 政策調整委員会：中小零細企業に関する政策をレビューし、本事業の運営がそ

れらの政策方針と整合性を保ちながら運営されるよう調整を図る組織として

設置された。同委員会は実施機関、財務計画省対外援助局、産業開発委員会、

中央環境庁、小企業商工会、PMU、PCI から構成され、年 1 回の会合が開催さ

れる予定であった。PCI への聞き取り調査によれば、同委員会は予定通り設置

され、会合も開催された22。 

 

3.5.1.2 第 2 次貸付（リボルビングファンド）運営・維持管理体制 

a. PMU：第 1 次貸付の返済状況のモニタリングと第 2 次貸付の運営・維持管理主

体は MIC のもとに設置された新 PMU である。第 1 次貸付の管理も実施すべき

業務に含まれるが、事後評価時の PMU と PCI への聞き取り調査から、同管理

は不十分であることが明らかとなった。 

 第 2 次貸付については、審査時の計画では、中央銀行に「小企業育成事業リ

ボルビングファンド（III）」と呼ばれる口座を設立し、第 2 次貸付の管理を行

うとしていた23。運用は 1 次貸付のサブローンと同じ融資条件・目的を適用す

るとされ、運営・維持管理についても 1 次貸付の PMU が行う予定であった。

                                                   
20  候補 11 行のうち、セイラン銀行（Seylan Bank）とサバラガムワ開発銀行（Sabaragamuwa 

Development Bank）は参加金融機関としての選定基準（直近 2 年以上黒字を計上していること、不

良債権比率が 10%未満であること、総融資額に占める不良債権比率が 15%未満であること））を満

たさず、ルフナ開発銀行（Ruhunu Development Bank）とは合意に至らなかったことから、これら 3

行は不参加となった。カンドゥラタ開発銀行（Kandurata Development Bank）とワヤンバ開発銀行

（Wayamba Development Bank）については、2010 年 5 月に他の地方開発銀行 4 行と合併し地方開発

銀行（Regional Development Bank）が設立され 1 行となった。ハットンナショナル銀行（Hatton National 

Bank）は 2006 年 7 月に参加金融機関としての資格を得た。 
21 対象企業の経済収益性と財務的安全性を考慮した審査。PCIと PMUの間で具体的な審査項目（投

資収益率、流動性、デットカバレッジなど）がオペレーティング・インストラクションとして合意

されていた。 
22 これらの委員会の議事録は実施機関と JICA で保管される予定であったが、本調査では入手でき

ず議事録による事実確認はできなかった。 
23 エンドユーザーへの融資の返済期間（10 年）と円借款の返済期間（40 年）に差があることから

生じる余剰資金をリボルビングファンドで運用し、中小企業に新たに第 2 次貸付として提供するこ

とを指す。なお、本事業フェーズ II の第 2 次貸付について一部運用開始が遅れていたが（同事業の

事後評価報告書参照）、同フェーズの実施機関であった NDB によれば、遅延はあったものの 2012

年 12 月に完了している。 
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しかし、企業の借入需要はあるにもかかわらず本事後評価時において次の理由

からリボルビングファンドの運営は開始されておらず、従って第 2 次貸付も始

まっていない。 

MIC が本事業を引き継いだ当初、MIC 側の本事業に対するオーナーシップ

が十分ではなかったため、リボルビングファンドの運営開始に関する優先順位

が省内でも低かったことが聞き取り調査から明らかとなった。しかし、MIC は、

2011 年 5 月にリボルビングファンドを開始するための企画書として“中小セク

ター金融支援事業（Credit Assistance Project for the SME Sector）”を作成し、そ

れに付随する作業指示書と併せ財務計画省に提出した。同作業指示書には表 5

に示す第 2 次貸付の実施要件が記載されており、「融資条件」と「融資カテゴ

リー・目的」は本事業と同じであるが、その他の項目は前述のインパクト評価

調査の教訓や提言が反映された内容になっている。その後、MIC および財務省

間で企画書の融資条件や運営体制に関する調整に時間を要したが、2012 年 1

月 30 日付で財務計画省から正式にリボルビングファンド開始の承認を得た。

承認を受けて、当初は 2012 年 5 月からの開始を目指していたものの、MIC と

PCI 間で締結される借款協定について法務長官からの文言の修正要請や、財務

計画省対外援助局からの融資内容の修正要請が発生し、本事後評価時点では、

閣議決定待ちであった。開始予定は 2013 年 4 月であった。第 2 次貸付実施要

件は表 4 に示す通りである。「融資条件」と「融資カテゴリー・目的」は本事

業と同じであるが、その他の項目は前述のインパクト評価調査の教訓や提言が

概ね一部反映された内容になっている24。ただし、本事業の全てのフェーズで

活用が進まなかった技術移転ローンについて、その位置づけや促進方法（PCI

の行員への研修や、中小零細企業に対する説明会・広報活動、BDS との橋渡し

など）について具体的な内容が組み込まれていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
24 2011 年 5 月作成の企画書では融資対象産業や新規企業、女性起業家への割り当てを明確に決める

ことや、非製造業や北部・東部の零細企業融資経験のある地方開発銀行の参加を促すためにも、PCI

の選考基準に社会的役割なども含めることを提案していたが、これらは最終的には作業指示書には

反映されなかった。 
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表 4 第 2 次貸付の実施要件の詳細 

融資条件 

I. スリランカ政府から参加金融機関（PCI）への貸付 

 金利：一般ローンは 4.5％、技術移転ローンは 3% 

 返済期間：10 年（据置 2 年） 

II. PCI からエンドユーザーへの貸付 

 金利：一般ローンは上限 9％、技術移転ローンは 5% 

 返済期間：一般ローンは 10 年以内（据置 2 年）、長期運転資

金・車両購入の場合は 5 年以内、技術移転ローンは 7 年以内

（据置 2 年） 

融資 

カテゴリー・

目的 

 一般ローン：生産能力向上、商品の品質向上、競争力強化 

 技術移転ローン：コンサルティングサービスの利用によるエン

ドユーザーの人材の会計・経営・技術スキル向上や品質管理用

機材購入 

対象受益者 
 融資後の固定資産（土地・建物を除く）が 150 万ルピー以下の

企業。 

優先産業 

 繊維、アパレル、包装、ゴム、皮革、食品、木材、鉱業（融資

対象産業には紅茶、コイル、工芸など合計 17 の産業が含まれる

が、上記は MIC が重点産業として支援すべき産業と定義してい

る）。 

優先地域 
 西部州はすでに十分な支援を受けているため、同州への融資は

総額の 20%を上限とし、その他の州、特に農村部を支援する。 

対象事業 

 新規事業を優先する。 

 生産能力の質的・量的向上、オペレーション能力向上、生産品

（サービス）の付加価値向上に資する事業。 

融資対象項目 
 建物・材料などの固定資産購入資金、車両購入資金、長期運転

資金（用地取得・リース資金は含まない）。 

融資限度 

 一般ローン：500 万ルピー。事業費の 80%と 20%をそれぞれ本

事業と PCI が負担 

 技術移転ローン：250 万ルピー 

出所：MIC「小企業育成事業（III）作業指示書」、2013 年 3 月提供版  

 

 リボルビングファンドの運営・維持管理体制について、事後評価時の PMU

はプロジェクト・ダイレクター1 人、アシスタント 3 人、事務職員 3 人の合

計 7 人であるが、陣容を強化するため副プロジェクト・ダイレクター1 人、

財務専門家、モニタリング・オフィサーを追加する予定である。前 PMU は省

庁再編と共に MSMED 自体が廃止となったことと、特定のプロジェクトに限
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らず継続的に雇用を行う場合は公務員が優先されるという政策に基づき、外

部から雇用していた前 PMU の人材は全員解雇となった。この点については、

それまで蓄積されたノウハウが失われたという反省から、副プロジェクト・

ダイレクターについては公務員を任命する予定である。 

b. PCI：第 2 次貸付に PCI として参加を希望する金融機関は、選定基準をクリア

することが必要となる。PCI の経営状況と回収状況については PMU がモニタ

リングを行う予定である。 

c. 政策調整委員会：第 1 次貸付と同様の体制が予定され、聞き取り調査からは、

これらの委員会の開催時には JICA も参加することが予定されている。 

 

3.5.2 運営・維持管理の技術 

（1）PMU：現在の PMU のアシスタント 3 人は全員大卒ではあるものの、中小企業の

経営や金融に関する知識を有する人材はおらず、本事業のリボルビングファンドの運

営・維持管理に必要な技術を兼ね備えているとは言い難い。これらの人材で引き続き

運営・維持管理を実施する場合は、研修などによるスキルアップが必須である。事後

評価時、PMU の人材に対する中小企業経営や金融に関する研修の機会は与えられてい

なかった。また、リボルビングファンドの運営・維持管理に際し活用可能なマニュア

ルとしては本事業の作業指示書のみであった。また、各サブローンの詳細を出入力で

きる PMU・PCI 共通のデータシステムもなく、エクセルで管理を行っているため IT

インフラ整備についても改善の余地がある。具体的には経営情報システム

（Management Information System: MIS）の導入が必要である。 

（2）PCI：本事業のリボルビングファンドの実施と管理について大きな課題はない。

7 行中 5 行は中小企業融資に関する 20 年以上、2 行は 16～20 年の経験がある。また、

全行が本事業フェーズ I から PCI もしくは実施機関として参加しており、本事業の融

資スキームについて熟知している。聞き取り調査を行った 7行の PCIの内 4行からは、

行員の技術についてさらなる改善が必要な分野として与信分析が挙げられたが、OJT

や研修を通じて改善策がすでにとられている。各 PCI の研修実績は年次報告書で公開

しており、研修内容も中小企業金融、融資スコアリング、財務諸表分析、リスク管理、

ビジネスプランの作成など充実した内容となっている。対象者は PCI 支店レベルの中

小企業担当者に加え中小企業経営者も含まれており、PCI 内外に対し研修を行ってい

る。これらの情報を総合すると、PCI の本事業リボルビングファンドの運営のための

技術について特に問題はない。 

 

3.5.3 運営・維持管理の財務 

（1）PMU：2013 年の国家予算では、MIC の予算項目の一つとして 2012 年から 2015

年の 4 年間で合計 19 億ルピーが本事業のリボルビングファンドの運営・維持管理とし

て、計上されており（国会承認済み）、財務面での持続性は保たれている。 
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（2）PCI：スリランカ中央銀行は金融機関に対し、自己資本比率規制（金融機関の最

終的な支払能力）が 5%以上であることを求めているが、全行とも 10%以上である（表

5）。預貸率は RDB を除き高く、不良債権比率は 2～4％と低く、全行とも概ね安定し

ているといえる。各付会社フィッチ・レーティングス・ランカ（Fitch Ratings Lanka Ltd）

の国内レーティングでも RDB は BBB+ではあるが、その他 6 行は AA 以上と全行とも

高く、PCI の財務安定性を裏付ける格付けとなっている。なお、RDB は中央銀行から

中小零細企業支援を実施するための主金融機関としての役割を担っており、財政支援

などを通じ、今後財務状況がさらに改善することが推測される。総じて PCI の財務的

な持続性は確保されており、本事業の第 1 次貸付の融資の今後の管理の見通しについ

ても問題はない。 

 

表 5 PCI の主な指標（2011 年度） 

金融機関名 格付け* 
自己資本 

規制比率** 

預貸率 

(%) 

不良債権比率 

（%） 

BOC  (AA+Stable) 11.6 80 3.2 

CBC  (AA Stable) 12.1 83 4.1 

DFCC  (AA Stable) 28.0 93 4.0 

HNB  (AA-Stable) 14.5 82 3.9 

NDB (AA Stable) 11.3 130 1.4 

RDB  (BBB+Stable) 10.8 10 2.3 

Sampath  (AA-Stable) 10.2 87 2.7 

*: フィッチ国内格付け（Fitch National Rating、2013 年 1 月現在) 

**: 自己資本規制比率（Capital Adequacy Ratio Tier I） 

 

3.5.4 債務返済状況 

 入手可能であった 2011 年度の本事業の延滞・不良債権状況は表 6 の通りである。6

行について、元本回収率は 90%を超えているが、BOC は 88%と他行と比べて若干低い。

DFCC については、不良債権サブローンの貸付残高の総貸付額に対する比率が 16%と

他行に比べて高い。PCI の財務状況に基づけば、本事業の不良債権比率はより低く抑

えることが可能であったと思われる。しかし基本的な運営管理指標に関する経年の情

報もないため、これらの情報の推移から把握できる本事業の運営管理状況の分析は困

難であった。ただし、前述の通り、全行とも財務的持続性が確保されていると考えら

れる。 
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表 6 2011 年度の本事業の延滞・不良債権の比率 

金融機関名 

不良債権* 

サブローン数の 

総数に対する比率 

不良債権* 

サブローンの 

貸付残高の総貸付額

に対する比率 

累積貸付額 

回収率** 

BOC  12.4% 2.5% 88.0% 

CBC  3.3% 4.4% 97.5% 

DFCC  4.8% 16.0% 97.0% 

HNB  0.0% 0.0% 94.7% 

NDB 12.2% 8.4% 93.0% 

RDB 3.0% 3.8% 93.0% 

Sampath  9.9% 11.1% 94.1% 

*: 不良債権：6 カ月以上の延滞がある債権 

**: 累積貸付額回収率＝累積元本回収額÷累積貸付額 

 

 以上より、本事業の財務的持続性は確保されているが、運営・維持管理の体制と技

術に問題があり、本事業によって発現した効果の持続性は中程度である。 

 

4．結論及び提言・教訓 

4.1 結論 

本事業は、スリランカの中小零細企業に対し低金利資金の供給と技術支援を行うこ

とにより、中小零細企業の生産基盤の整備・拡大と技術・財務管理能力の向上、参加

金融機関の財務能力の向上を図るものである。 

本事業は、スリランカ政府の開発政策、開発ニーズに応えて実施され、日本の援助

政策との整合性も確保されており、妥当性は高い。本事業のアウトプットは一般ロー

ンと技術移転ローンの 2 種類であったが、一般ローンのニーズが高く技術移転ローン

は伸び悩んだ。その他融資スキームや融資条件、対象事業について変更はなく、事業

期間・事業費ともおおむね計画通りに実施され、効率性は高い。事業効果に関しては、

雇用創出は計画値を大幅に上回ったものの、一件あたりの融資額が計画時の想定より

大きかったため、融資件数の目標値は達成していない。また技術移転ローンが進まな

かったことから、中小零細企業の輸出促進や技術・財務管理能力などのソフト面への

支援にはつながらなかった。インパクトとしては、国内総生産の州別分布と比較し、

より偏りの少ない地域別分布が認められる。産業別分布についても、本事業が重要視

している工業・製造業・サービス業に集中している。総合すると有効性・インパクト

は中程度であった。本事業では実施機関が事業完了直前に改編された。第 1 次貸付ま

でを担当した前実施機関と参加金融機関の体制・技術・財務には問題はなかった。し

かし、これから開始される第 2 次貸付を担当する新実施機関については、中小零細企

業経営や金融に関する知識を有する人材がいないことから、その体制・技術について

懸念が残り、持続性は中低度と判断される。 

 以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 
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4.2 提言 

4.2.1 実施機関への提言 

（1）リボルビングファンドの運営・維持管理がスムーズに実施できるよう、中小企業

経営・金融・IT などの専門性を兼ね備えた人材を確保することで PMU の体制を整え

る。プロジェクト・ダイレクターはすでに本事業以外の多数の任務を抱えているため、

副プロジェクト・ダイレクターについては、本事業リボルビングファンドの運営維持

管理業務に特化し、業務が遂行できる体制を構築することが望まれる。 

 リボルビングファンドのサブローンの管理をより正確かつ効率的に実施するために、

PMU と PCI を結ぶ経営情報システムの導入が必要である。融資件数が多く、各サブロ

ーンに関する情報も多いため、エクセルでの管理には限界があり、不効率かつ正確さ

に欠ける。 

（2）リボルビングファンドの運営開始後についても、2010 年に実施されたインパク

ト評価と同類の調査を実施することが望まれる。同調査を通じ、セクターや地域の偏

りの有無、効果の発現の有無などを確認し、必要な軌道修正をその都度実施すること

が可能となる。今後の中小零細セクターの施策に資する基礎情報として NEDA とも共

有する。 

（3）リボルビングファンドの融資スキームは、技術移転ローンの活用を確保する内容

となっていない。本事業フェーズ I から III までの教訓・提言を再度確認したうえで、

技術移転ローンの役割を明確にし、必要であれば融資スキームに同ローンを促進する

仕組みを組み込むことを検討する。具体的には、技術移転ローンについて、①PCI の

行員（特に各支店で窓口となる行員）に対し営業や広報などの促進方法に関する研修

を行う、②中小零細企業に対し、技術移転ローンの説明会を実施する、③BDS データ

ベースを構築しつつある NEDA との連携を図り中小企業と BDS の橋渡しを行う、な

どの営業・市場開拓努力を行うことが考えられる。 

 

4.2.2 JICA への提言 

 リボルビングファンドの運営・維持管理体制については、PMU の体制をより詳細に

確認する必要がある。具体的には、PMU の人材の人数と専門性を確認し、リボルビン

グファンドを適切に運営できる組織になっているのかを確認する。また、PMU は特定

の事業実施のために時限的に設置され、人材も公務員ではなく外部から雇用すること

が多く、流動性が非常に高い。この点を踏まえ、実施機関はすでに外部の人材ではな

く公務員を確保するという予定であるが、この点についてフォローアップを行う。ま

た、貸付の実行状況や返済状況などについては定期的に開催される政策調整委員会に

参加し、モニタリングを行う。 
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4.3 教訓 

（1）実施機関改編による変更が生じた場合、新たな実施機関に対し、事業の内容を適

切に説明し、たとえ事業がほぼ終了していようともオーナーシップを強化する取り組

みが必要である。具体的には借款契約の内容を再確認・共有することなど、持続的な

体制構築について実施機関改編後の早い段階から先方と合意しておくことが挙げられ

る。 

（2）本事業フェーズ I・II では、技術移転ローンの利用が期待通りに進まず、その理

由や課題について案件管理を通じ事業実施中に把握できていた。このため本事業の審

査時においては、技術移転ローンを促進するために一般ローンと技術移転ローンの割

合を決め、同時に技術移転ローンに関する市場開拓努力（例えば実施機関と PCI によ

る中小零細企業向けの説明の開催・広報活動の強化）や、研修･技術サービス提供者と

の橋渡しを行うなど、技術移転ローンを補完する活動や仕組みを追加することが計画

に反映できたと思われる。 

 

BOX: ツーステップローン事業の波及効果の検証結果 

平成 24 年度案件別事後評価のうち、有償資金協力のインド「中小零細企業・省エネ支援

事業」、スリランカ「小企業育成事業(III)」及びベトナム「中小企業支援事業(II)」を対象に、

ツーステップローン事業の波及効果について検証を行った。主な調査項目は、以下の 3 点

である。 

 各国におけるビジネス・ディベロップメント・サービス（Business Development Service、 

以下「BDS」）のマーケットの発展度合と対象案件との関連性25 

 ツーステップローン事業が有する政策的・金融的なマクロ効果 

 エンドユーザーが属するサプライチェーンを通じた、現地日系企業の裨益効果の有無 

1．BDS の発展度合とツーステップローン事業との関連性 

3 カ国における BDS 市場の発展度合いと BDS プロバイダーの特徴は次の通りである。 

ベトナムでは、BDS のシェアは GDP の 1.5％程度であり、BDS プロバイダーの主要な業

務は、顧客紹介・市場開発の支援、企業間の人脈形成、政府の規則・ルールに関するアド

バイス、研修、マーケティング・経営戦略・経営管理のコンサルティング、財務諸表の作

成支援などである。BDS は国営機関や職業・経済団体によるものが先行していたが、質に

は課題もあった26。最近は、民間企業の BDS プロバイダーも少しずつ増加しており、比較

                                                   
25 本詳細分析においては、BDS を以下のように定義した。基本的に BDS とは、企業が成長し競争

力を持つようになるのを手助けするためのサービスであり、研修・コンサルティング・マーケティ

ング支援・情報提供・法律会計サービス・技術開発・普及などを含むが、財務的な支援は除外して

いる。（「鉱工業プロジェクトフォローアップ調査報告書」（国際協力事業団、2003 年 8 月）、p.87 よ

り） 
26 聞き取り調査によると、国営機関や職業・経済団体などによるセミナーやコンサルティングの内

容は、非常に基礎的なものであり、実用性に欠けるという声が多かった。これに対し、民間 BDS

プロバイダーは社員に MBA 保有者も多く、国際的な基準のサービスが提供されているとのことで

ある。 
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的大規模な企業に対する質の高いサービスが提供され始めている。インドの BDS プロバイ

ダーには、政府機関・経済団体・民間企業・研究機関・NGO・個人など多様なアクターが

おり、その提供サービスも、経理やマーケティング、輸出手続の支援、研修など様々な分

野にわたる。インド小企業開発銀行（Small Industries Development Bank of India: SIDBI）が

運営するウェブポータルに登録された BDS プロバイダーは 1 万 4,000 社を超えている。ス

リランカでは、全国の BDS プロバイダーは 300 社から 500 社といわれ、国営・民間・NGO

に大別される。提供サービスの種類に大きな差はないものの、価格や品質については大き

なばらつきがある。 

 次に、ツーステップローン事業のエンドユーザー企業と BDS の関わりについて、3 カ国

全体の状況をみると、エンドユーザー企業による BDS の活用度は高くないものの、活用し

た企業はサービスは効果的であったと回答している。また今まで活用していない企業を含

め今後活用したいとの意見が聞かれた。ベトナムにおいては一定数の BDS が存在するもの

の、質問票調査によるとエンドユーザー企業 50 社中、事業実施にあたり BDS（民間企業）

に相談すると回答したのは 1 社のみで、大多数の企業にとって BDS はこれまでの成長のた

めに不可欠ではなかった。ただし、今後 BDS を活用することに関心はあるとの意見も少な

くない。インドでも、会計や税務などの日常的に利用されている業務処理サービスを除く

と、経営改善のための BDS サービスの利用は限られている（質問票調査では 45 社中 8 社

が利用と回答）。中小零細企業が BDS の存在やアクセス方法を知らないことが利用の大き

な妨げになっている。一方で、BDS を利用したことがないエンドユーザー企業の半数以上

が今後活用することに関心があると答えている。スリランカにおいても、質問票調査で確

認した BDS サービスの利用度は 50 社中 3 社のみと低く、その理由には、中小零細企業が

BDS の内容やアクセス方法をよく知らないという問題があった。しかし、ある程度事業が

安定したら BDS を活用したいという意見が多かった。 

なおベトナムとスリランカでは、JICA による BDS プロバイダー支援の関連事業が実施さ

れたが、事業間で連携した取り組みなどはなされておらず、それぞれが個別に実施された

ため、ツーステップローン事業との相乗効果は特になかった。インドにおいては、JICA の

BDS プロバイダー関連事業そのものが実施されていない。 

このように BDS が伴っていなくともツーステップローン事業は（個別の事業評価で確認

されたように）一定の効果をあげている。ただし、3 カ国ともに中小企業の BDS に対する

ニーズがないわけではなく、今後中小企業が BDS を積極的に活用し経営の質を高めるポテ

ンシャルは残されている。おおむね共通して留意すべき要素としては、①一定の成長を遂

げた中小企業には BDS サービスへのニーズがある、②BDS の利用による一定の効果は確認

されている、③ニーズのある中小企業と BDS プロバイダーのマッチングが不十分であるが、

企業側に BDS 活用への関心があるため、それを改善することが可能である、の 3 点が挙げ

られる。 

2．マクロ政策とツーステップローン事業 

対象 3 事業でのツーステップローン実施による政策的な波及効果について金融政策の担
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当者に対する聞き取りを行ったが、インドとスリランカではそうした効果は見られなかっ

た。ベトナムでも政策面で明確な効果は与えていないと思われるが、財務省や計画投資省

によれば、最近具体化した「中小企業振興基金」構想には JICA のツーステップローン事業

の成功が一定の影響を与えたようである。 

ツーステップローン事業に参加していない金融機関による中小企業融資拡大といった効

果は、いずれの国でも特に確認できなかった。なお、民間金融機関による同様のサービス

と比較すると、ツーステップローン事業による融資は、インドの融資が省エネ機器調達へ

の投資に限定されていることを除き通常の企業向け融資と特に変わったスキームではない

が、ベトナムとインドでは金利が比較的低いこと、スリランカでは返済期間が長いところ

に優位性があった。 

3．ツーステップローン事業の現地日系企業への裨益効果 

3 カ国のうちスリランカでは、エンドユーザーのサプライチェーンに現地日系企業は存在

しない。ベトナムとインドでは、エンドユーザー企業への質問票調査で彼らのサプライチ

ェーンに現地日系企業のあることは確認できたが、現地日系企業がエンドユーザーの顧客

であるケースは数えるほどしかない。結論として、ツーステップローン事業からの日系企

業の裨益は十分には確認できなかった。 

以上  



 26 

主要計画／実績比較  

項  目  計  画  実  績  

アウトプット  

A) 一般ローン  

a. 融資スキーム  

b. 融資条件  

 金利  

 返済期間  

 貸付限度額  

 

c.  対象受益者  

 

 

d.  対象セクター  

 

 

e.  対象事業  

 

 

 

 

f.  対象項目  

 

 

 

g.  融資限度  

 

 

B) 技術移転ロー

ン  

a. 融資スキーム  

b. 融資条件  

 金利  

 返済期間  

 貸付限度額  

 

 

 

ツーステップローン  

 

8～9％前後・上限9％  

10年以内（据置2年）  

10百万ルピー（事業費の75％

が限度）  

融資後の固定資産（土地・建

物を除く）が2千万ルピー以下

の企業  

製造業、工業、サービス業。

輸出促進や雇用創出に資

する融資を優先する  

生産能力の質的・量的向

上、オペレーション能力向

上、生産品（サービス）の

付加価値向上に資する事

業  

建物・材料などの固定資産

購入資金、車両購入資金、

長期運転資金（用地取得・

リース資金は含まない）  

10百万ルピー。事業費の25％

をエンドユーザーが負担  

 

 

 

ツーステップローン  

 

8～9％前後・上限9％  

10年以内（据置2年）  

270万ルピー以下。事業費の

25％をエンドユーザーが負担  

 

 

計画通り  

 

9% 

計画通り  

計画通り  

 

計画通り  

 

 

計画通り  

 

 

計画通り  

 

 

 

 

計画通り  

 

 

 

計画通り  

 

 

 

 

計画通り  

 

2% 

7年以内（据置2年）  

限度額は計画通り。エンドユ

ーザーの負担なし  
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c.  対象受益者  

 

d.  対象項目  

 

現在または将来の一般ローン

のエンドユーザー  

経営・財務・技術面でのトレ

ーニングの費用、コンサルタ

ントの雇用、品質管理のため

の機器購入費用  

 

計画通り  

 

計画通り  

②期間  

 

 

2004年12月～  

2010年12月  

（72ヶ月）  

計画通り  

③事業費  

  外貨  

  内貨  

 

  合計   

  うち円借款分  

  換算レート  

 

0百万円  

9,619百万円  

（7,820百万ルピー）  

9,619百万円  

9,619百万円  

1ルピー＝1.23円  

（2003年10月現在）  

 

0百万円  

9,612百万円  

（9,603百万ルピー）  

9,612百万円  

9,612百万円  

 1ルピー＝0.99円  

 （2004年12月～  

 2010年10月平均）  

 

 

 

以 上  


