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Ⅰ はじめに

インドネシアでは�������に	きた
の

��により��における����が�いた

が������の����は���の����パーセ

ントを�め�����は�き�き !な"#

$%である&�	
��	�������'(この$%

に)し�これまで*くの+,-.が����

を/0とした123,4を56してきたが�

780�+,-.が9:	8への,4に�

;を<める=>で���?を)@とした"#

0,4プログラムは�A��がBくC�0で

はない&���������
���	�������'(

DEでは������F６G５ヵ�HIで���

�"#の=JとしてKLされたMN,4

プログラム ��	������	��O���� �

�	��� !	"��	�O��	��P����	�
�

#���	��� !	"��	�O���	��PP

にQRをSてたTUVWにより�123+,

の$%をXる(

��	������	��は�����を/0と

してYZされた�[23の,4プログラムで

あり�=\の]^を_たした��?に,4を

`\していた(��?はaVなb0cdをd

eしないため�f�ではなくグループを)@

にghijによる,4をkうというグラミン

>lをmnしていた(,4は+,-.および

o>pqrをsじてtしuされたが�A�に

かかわるvwのxyやz{などのtu8|は�

,48|に}~れなo>pqr��がkって

いた( このような��をCつ ��	���

���	��は���?への���が�い=>

で�,4A��はBかった&������!�

���

��������[��������

���������	�
����
�����������
����
������$�����%&���O�������P



��������	�
������このような��にもと

づき�����は�����に��
	������
	���

を��し�	
プログラム��������	�������

������	�������	����	������������ �!�

に�された��� �!では����を��

�な����に��しており����を��

した�し�し !となっている�このため�

��
	������
	���と"#して$%&のアク

セスが'(した)*�がある�
�

+,-�.の/0について12する3には�

その45�と67��$%&への89:�と

いう３つの;<の=でのトレードオフ�>が

しばしば/0となるが���
	������
	���

は89:を?@したものの67�および45

�がAわなかった�ここで/0は�89:を

?@したBで)*となる67�がCDまでE

Fされていたのか�ということである�GH

は�+,-�.のI6�をめぐるJ2�JK

とLMNOに づいて���
	������
	���

の�.PQが�*しなかったJRをSり�+

,-�.プログラムのTUについてのV0を

WXするものである�

GHのYZは[\の]りである�２^では�

_`のabとして���
	������
	���cd

のef�１g�と��.プロセス�２g��

hプログラムとのijk�３g�について?

lする�３^では���
	������
	���がm

nしていたグラミンopについて�グループ

�.のqrstuからvwするZxJR�１

g��およびそのhのPQのyk�２g�に

�するz{|}を~Jする��４^では�N

O��の��を�べ�１g���Pグループ

の��を��ごとに��する�２g���５

^では��３^で~Jした_`�kを�まえ�

�４^で?lされた��のZx��について

��し��６^で�2を�べる�

Ⅱ ��

１���の��

��
	������
	���がcdされる[�にも�

インドネシアではさまざまな+,-�.��

が��されていた��"#$�に��された+L

�.u:ビマスクレジット�%��������

������&%!�'��は�インドネシア���

��%��
(�
)��!����	���&%(!�のM

�レベルでの��であるユニットデサ

�%��
 (�
)�� !����	��� ���� �	��&

%(!*���を����としたが���7が�

くプログラムは��であった����""���

%!�'�の��を�けて�"+�に�なわれた

�� ¡によって�%(!*��は���を�

�した¢£を�うこととなり�%!�'�の	


プログラムであるL�クレジット���	���

���������&����がcdされる�この 

¡の�¤�%(!*��は�"+#�からy�をあ

げており��"+,�からは¥¦�を�け§らず

¨©e£を5けている�
�

%!�'�および

���はL�nにCる�.プログラムであっ

たが��"+-�には+,-ª�を«¬とした�

.やLM®クレジット���	�������

�	�	����&���.�.��が %(!の¯レベル

の°±でcdされ�e�²³が²´な$%&

と�µ¶·¸&¹けに�L�にCらず®�

なºn;�について�.が�われている�
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�������では���な��を�けたスタッ

フが��	を
�するため��は���で

あり���は�い���	
�������������

����インドネシアには���な��グループ

が�く��するが�インドネシア� !����

�������
����"は�����#から����#にかけ

てドイツ$%&'()!������� ��!"#��

$�!%�
!�&'������(
����$)"と&'しなが

ら�� と��グループとの*+プログラム

!��� ��	�� ��*+	+� ��������� ��

��&������,���"�-��"�����(��*��"

を った���	
����������.��/���ま

た�����#に�,された-.プログラム

!����
(���%���!
&����"は�/ての�

 に�パーセント01の23を456789

けとすることを:�3けている�

このように��くの-.プログラムが;<

されたにも)わらず�インドネシアにおける

=>は?@されておらず�=>ABはCなお

DEなFGHIである�0�
(%�(�&1��/��
/

0�
(%�(�&1!��/"によれば�インドネシ

アFJによる=>ABへのKりLみは�Mき

く�けてスハルトNOPQ!����#RS���/"�

スハルトNOTQ!���2S���"�ワヒドN

O0U!���S"の３つのVQに�けられる�

スハルトFWXではさまざまな=>ABプロ

グラムが;<されたが�これらによりYZの

=>ABに[\し�����#に]^の�1�パー

セントであった=>	_は�����#には��1�

パーセントとB`している�

$������3�+�����は�a６b５ヵ#cd

のYeとして���2#に;<された456fg

プログラムである�a６b５ヵ#cdでは�

0Xにhすi_のプログラムがFJj�で;

<され�����#には=>	�が��1/パーセン

トにB`するという[kをlげている

�0�
(%�(�&1��/4�+�"�%��
����+���(�

��/4mn ��/��

１o=>pqGプログラム!��$"

２orstuvwプログラム!�/�$"

３oxy=>ABプログラム!���"

４oz{|}~����fgプログラム

!$������3�+�����"

５o456�zおよび�zのための��9

1プログラム!�2�"

６o�vwプログラム!���3���"

これらのうち�$������3�+�����だけで

なく���$と�2�もfgに)*するプログラ

ムであった���$は�zvw7d�!�����

�����!����� ���	�� +��� 5��
���&�

�����5��"によって�され�U�pの

インフラ��などを�じた��91を��と

した��へのfgを った�g�は��3の

���!#�６パーセント"でfgされ�

���.#までに������のグループ�//��]

がfgを�けた�'����"������2�!4

56�zおよび�zのための��91プログ

ラム����	
�������
� ��(���������(��

��(��
65�&�"����!
&"は�インドネシア

FJおよびアジアvw� !���"����

8vwt�のg�にtづき����の��を

�じて456�8zへfgを っている

��#,�����'%��
(��������/��

$������3�+�����は����2#の���に

$������3�+�����の��� から¡るグラミン¢£456fgプログラムの[\¤¥ ¦§̈



よる��および�����の����により�	

された
�� ������� 	��� 
�������

��������	
��を���としていた��

�は�����に�して��の５パーセント

を�����の��と� !"に#$するこ

とを%&づけ����な'��については�

 !"のために２パーセントを()するよう

に*めた��	
�は�これらの()�から

スハルト���が+,した
�である�
�

２�Takesra/Kukesra の��プロセス

�	
�から-えられる���������������

の
�は�ヌガラインドネシア./����

から012を3じて� 45グループへと6

-され�7�89や:;に<わる�&は�=

>?<である�44@5ABCDEF

���������������������������������

���������������によって/なわれた�

GH���������IJは�K６パーセント�

LM���������IJは� パーセントであっ

た�
�

���������������は45にNOをあて�

P !QRからSTされるグループを�Uとし

た7�を/った��Uが45であるというO

で�VWごとにX$6-を/うプログラムで

あった�	�とはYなる�7��Uは� 4

5にZられており�そのターゲティングは[

のような45\]^_の５`aに
づいてい

た�

b � 45

�"
������������	�
�������

c d� 45 レベルe

�
����������	�
��������

f d� 45 レベルg

�
�����������	�
���������

h d� 45 レベルi

�
������������	�
����������

j d� 45 レベルik

�
���k���������	�
���������k�

１lmの^_�"
�に`aされる45

が� 45とすることをnoとしながら�p

qによっては�"
と�
�のrsをtめて

� 45とu%することもあった������

の�vEは�45へのwxやyzグループ

#��および #$��の{への|き}りによ

り�[の５つの~�のうちいずれかを�たさ

ない45を�"
に`aした�

b �ての4@が���%&を=�する�

c �ての4@が��１�に２�の��を

とる�

f �ての4@が��と���wx�のた

めの��を��にもつ�

h 4�の���も�いv�が���の

まま�ではない�

j ��および��を�する4@が� �

な¡¢サービスを#$している�

�����の89により7��£を¤た¥

¦は�はじめに���������������の
�に

 �!!!ルピア!%&�ドル�のGHをしなけれ

ばならない�その§�¨z©たり !�!!!ル

ピア９ドル�をªZとする�«の7�を¬

けるが�この�に7�の１をGHに®えな

ければならず�GHはqわせて��!!!ルピア

となる�¯°の:;は�!ヶ°Kに±り��I

Jは°２パーセントであった�このプログラ

� ² ³ ´ µ 	 ¶��· ¶２¸¹º»



ムは��������	を
�しており�

�の��を��した��には�������ルピア

を��とする�２の��が�けられ���に

��を�り�して�けば��な���は

�������ルピア� ���ドル!まで"#する
�

$��	
����%&

��'(は������の)*+により�

なわれていた&)*+は���,-のために

./0を12してプログラムの34を�い�

��56の�789や��:;などの'(を

<=した&>?@として��956にAまれ

るプルヲサリB���������	����	���	��!

についてCると�Bレベルで３Dの)*+が

５つのEを<=し�FD=たりGHで ��グ

ループの��についてIJを�っていた&
�

このようなプロセスにより ��������

�������はKLされたが�MN�に��

OはPQとはいえず $ !��� ��� �"

#$��	�����������%�スハルトのRSとと

もにプログラムの�TをUえ�より��89

VWがXしい�%�&'へとY�している&

３��の��プログラムとの��

Z[では�����\にプルオサリBのB]�お

よび^_`ab��������(���)�����

&����$���&!のcd��*'e%&のcdで

�ったfきgり�9にVづき���������

�������とhの��プログラム��%�&'お

よび�����%�+&+�!とをijする&

まず� デフォルトOについてみると

���������������は�プルオサリBkでl

#した,グループのk�１�mの��で��グ

ループが��no�となった�デフォルトO

��"�-パーセント!&これに5して��*'.%&

でKLされているpqプログラムである

���はrいデフォルトOをstしている

�����\７uvwで�が�"��パーセント!&ま

た��%�+&+�のデフォルトOも�"��パー

セントとrいxWであった&
,

���������������はyz{に��を�

うことを|}~�としたため���56の

��VWはyzであるか�か�であった&そ

のため��'�な�����プログラムとは

�なり����4や<�の��は��とされ

なかった&


このようなyz�を56とした�

�に5して��の�%�&'は�より���を

��した��を�っている&@えば�プルオ

サリBでKLされている�%�&'の��は�

のような��を�げている&

� １�５Dの����'を�うメンバー

で�tされるグループであること&

� グループは� と¡¢�£¤からなる

¥+£を�tすること&

¦ Mてのメンバーが§¨すること&

© ª«�なミーティングを`¬すること&

 ��&にグループで®¯をすること&

° £¤±²をつけること&

³ ´(no�をしないこと&

���������������のVWとiべると�y

z{を56とするというよりは����を�

�したµ¶VWとなっている&��&·+に

よれば�¸^や���4�¹º»などを<�

としており�µ�の¼には���������������

でt½したグループや�PQなビジネスを¾

���������������の¿@ÀÁからCるグラミンÂÃ�����プログラムのt½�� ÄÅÅ



つ��が����となっているとのことであ

る�このように�	
�が�しくなった��

�����の���は���プルオサリ�の

�����では���パーセント�であるが��

���への��の��が !される�"#の

��となった$%では�すべての&'()か

ら	
���
������
からの�*+,が-.

されたが������からの�*は/くなかっ

た�

	
���
������
の01は������の

234が��を+5する6にある������

のオフィスは78$にも9:するため�;<

な�	が=>となるという?6があったが�

その@Aで���にBするCDをEたない2

34による�FGHは�IのJGKなLMN

��プログラム�たとえば���の����と

OPするとQRSであった=>Tがある�こ

のUVから�	
���
������
のWXプロ

グラムである �����では���の+5を

���などのJGKなY�ZBに[\し�2

34の]^を5っている�また���の_`

について�	
���
������
ではaHQb

5がcこったとしても234に�するdeな

どはなかったため�234の��のfgやモ

ニタリングに�するhiはjかったといえる�

これに�して�����では�Qb5がcった

klは���などのm+nZBがopしなけ

ればならず�aHQb5をqぐhiがrいた

め���のfgもstである�

��uvについてwると� 	
���
�

�����
の?x�は�y２パーセントであ

るが�これはIのLMN��プログラムとO

Pしても&�Kな?x�であり�zえば

�������の?x�は���{ルピア|}の�

�のklはy���パーセントである�しかし�

��~�については�	
���
������
は

��Kであり���~�は１サイクル��*

から��まで�が��ヶy���のみ��ヶy�

と��されており��はQ=>であったのに

�し�������が+nしている �������

では���~�は３カyから��カyまでとなっ

ている�

��を��するインセンティブとして�

	
���
������
は��したklに��|

�の���を��し�Qb5のklには|W

の��を�ち�るという��をとっていた�

このような��は�������でも5われて

おり�~��に��したものは��の２�の

��が�けられるようになっており�さらに

/ての��が~��に5われたklには�y

に���パーセントの�い�しがされるが��

に��が�れたklは��の�����がj

}し���の��が２カy|��れたklは

��の��が�けられないようになっている�

Ⅲ �����グラミン��の�	
�

	
���
������
はグラミンA に
づ

いたプログラムであった�ただし�'¡では

グラミンA を¢£¤_`Tに
づき�¥¦

ではなくグループを��に��を5い�§�

K��¨©とSª�いを«¬する���®

と�¯する��グラミンA は|}のメカニ

ズムによって°-の±�²Tから³じるaH

Qb5や�f´�モラルハザードのµ¶を·

¸ ¹ º » ¼ ( ½��¾ ½２¿ÀÁÂ



�すると�えられている���������			


�������
��

１�グループ��

� �	
�

��への�����を�う���し�が

�り�に�する��をもっていないために�


�の� が!じる�これは�"#$にはリ

スクの%い�り�が��を&けることが'ま

しいにも�わらず��し�がリスクの(い�

り�とリスクの%い�り�の)*けがつかな

いために�%リスクの�り�が��を&けら

れなくなるという� である�グラミン+,

では�グループ��の-./01を23する

ことにより�グループ456に��を78す

る�り�9で(リスクの�り�が:;され�

�
�の� を<�すると�えられる

��������			��

� �	=>

グループ��は���を&けた?で@Aを

BったりCDなプロジェクトを
んだりして

EF$にプロジェクトをGHさせ�IJのK

LいをMれるというモラルハザードの� も

<�NOである�これは��し�が�り�の

PQ?の�Rを=>することができないため

に!じる� であるが�グループ��ではS

のメンバーがGHしたTUに-./0V3を

KLわなければならないため�W*がXYな

プロジェクトを
ぶTUには�-./0V3

をKLうZ[を\げるためにSのメンバーが

CDなプロジェクトを
ぶのを]^するはず

である�また�W*がCDなプロジェクトを


ぶTUには�SのメンバーにXYなプロジェ

クトを
�させることはできないが�-./

0V3が_*`きければ�XYなプロジェク

トが
ばれるということがab$にcされて

いる����������		����������������		���

� d�ef

�	
�や�	=>によってghに_*な

ijがkられたとしても�プロジェクトのi

jをlしてghしないという�ijmn?の

op$qrsd�の� がある�この� も�

tuの�	=>とvwに�し�が�り�のプ

ロジェクトに�する��をxたないために!

じるモラルハザードの� であり�yfzに

よる{|}~�が_*に�Oしない�t�で

は�に��である�しかしながら�グループ

��ではメンバー9の"#$な�~が8�で

あれば�"#$��は�$��の�わりとな

り�gh[は(くなる���������� ����

�		!
"��������!��

２�その�の��

� ��$���`

��は��だけ��をし�ghが�りなく

��したTUには��の��のt�を�きt

げるという+yを���$���`と�ぶ�

これにより�リスクの(い�り�は���の

�さい��で�)されるため�
�の� が

��され�� ���が¡えることを�¢す

ると�リスクの(いプロジェクトを
ぶ£�

が¤�するため�モラルハザードも��され

#������$"������の¥¦*§から)るグラミン+,�¨©��プログラムの5ª«¬ ®̄



る��� ������

� ���い

グラミン	
では��の���すぐに�

�が�まり������といった�い��で

の���いによる��がおこなわれる�これ

により��し�は�り�の��を� するこ

とができ�!"の#$%&を'(することが

できる��� ������また�)の*+が,

-する.に��を��することにより��し

�は�り�の�プロジェクト/0での*1

について23することができるという45も

6えられる������	
	�������������

Ⅳ ��の����

１��	
の��

/7では�89:;を<いて=>?@のA

BをCす�データは�����Dから����DEF

に�われた ��������� ����	������ 

���
!の=>によってGられた�=>は�

インドネシアのHIジャワ�ジョグジャカル

タJKLのMN�ジョグジャカルタOPQR

SにTUする���"����という４つの

?@で�われ�V;のJWおよび#
$��
%

&�$��
の��グループについてXYZに

よる[き\りを�った�]^V;は�_G`

ごとにランダムにaばれた�

４つの=>?@は�bcdなJWから２つ

のグループに�けられるeZ１f�?@�お

よび"は�Ogbから��h��$!iれたjk

IにTUし�lmはnoされておらずp4q

rがsい�そのためRtはuとしてvpにw

xし�Rtの-y&�R0zt{|ともに}

く-~p�は}い�uBな��は�キャッサ

バ����コーン�などの�b��であり�

�の��は}bに��すると}い�ほぼ�て
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の��が��を�んでいるが���	
の	


�が�いため�����の��も��な

���となっており�また��やヤギといっ

た��を�てて���に�える��が�い 

これに!して�"#�および�は�$%&

から����の�&に'(しているため�$%

&への)*が+,であり�-.�での/0や

12での34など���56の7める89が

:い また�;"#とも<=が>�されてい

るため?@ABがよく���	
の	
�は

CDE:い F�な��については�GHI

の"#とCDするとJのCKが:く�Lも:

い 

４"#のMNOKは�PQの&RESTU

EABのVWをXYして�GHIで:い89

をZしている "#�および�のMNOK

[	
パーセントおよび��パーセント\は�]

^の�_I`a[�パーセント\のbcPで

あり�MNdeのfgな&hといえる ij�

`&の"#�および�は<=や���56

へのアクセスなどのklから�CDEMNK

は�い[
パーセントおよび��パーセント\ 

mn"#では�さまざまなjoでp0qr

がsわれている[t２\ uv"#における

�_��は�������などのwsや ���

[�����������������_#x9\などの

p0x9といったフォーマルyzに{え�|

[ジャワ}で�������~}で������������

����������������� ���������!����\

がsうz���や�&�S��による��H

のインフォーマルなp0qrもsっている 

フォーマルyz��は�H@�Kが�２パー

セントであるが���きが��で��が��

であるため��のz�には�0されることは

なく�Fに���cPの���yとして�0

されている mn"#での��によれば�

������などの��yz��から��は�

���な�&を する¡¢��やバイクS£

など�くの¤¥�vを� する¦��の��

や�§¥Eかつ:い��を6ている¨©ªや

«¬ª�-.�での/0Oなどの«���な

どが�くられた 

これに!して�インフォーマルyzは��

きが®¯であるため�56°をdわず��z

�が±²にqrされている mn"#で��

された|の�くは�ミーティングごとに³´

によって�yをµ¶するだけではなく�z�

のための·y¸¹もsっている この|から

の��は��あたりの@�Kが�４パーセン

トと:い?ºになっているが�����きの

®»さといつでも¼Uができるという:い@

»�から�±²に��がsわれている �0

"������#�$�����の¦½¶¾からるグラミンj¿���z�プログラムのÀÁAB ÂÃÂ

�２� ����の��	
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��は����な��や�	
の��がい�

また��のみならず���や��といった�

��の�し�りもしばしば��された�

２�����の��

����では����および�はともに

���で４グループずつ����および�

では���で１グループずつが ����	
��

���	
�に� した!"３#�これらのグルー

プは�それぞれに$%の&'で(�の�)*

+,を-ったが�その./を01することに

より�グループ(�の23を45する�

� グループ�!���#

67のように8�9での:;<3は=>で

あり����が?する@ではAての��が

����	
�����	
�プログラムに� してい

た�BCはDEFからプログラムについてG

HをIけたJ�リーダーが�を�めて���

で４つのグループがKLされ����MNO���

MNが� するというPい� Qとなった�

RSではこのうち１つのグループをとりあげ�

リーダー!RS�リーダー�#へのTきU

り��をVに(�の.Wをたどる�

リーダー�は��XYZ[!\]#であ

るが�DEFが��にGHをしに^たことで

プログラムの_`をaり�リーダーをするこ

ととなった�
��

リーダー�は���で(�を

Iけたい�をbり�グループをKLした�こ

のグループのメンバーは�cdには���に

e f g h i � j��k j２lmno
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��する���であったが���にはそれ��

であり�	の
�からの��もいた���

なメンバーと�メンバーの��は�����ま

た���されていたメンバーは���とも��

であったが���には�が��する� もあっ

た�����	
�����	
�は�!"きが#$で

%&�も'かったため�(くの�が�した

がったが�リーダー�はこの�を)*で

きず+,,-は./した�0し1しの234

5は�67�がいる89�:;<=の>?い�

@A,�BCDEFにおけるGHI�JK=�

となっており�LM�よりもNOPQRST

UをVWしたXYにXづき,-のZ[が\わ

れた�

このグループは３]^のサイクルまで4_

に+,の`aを\っていたが�４]^でbc

dSeのf�のghをiけ�`a.j\となっ

ている�リーダー�は�`a.j\のkl

について�mnがなくopをiけるだけだか

ら.j\�の`aへのpqは'かったとHえ

ている�リーダーは�.j\�が`arsで

あることをktし�`aが.uvとなったメ

ンバーをwくxsすることはなかった�
��

y9

z{|を}~する� には�メンバー�での

��R���R��がmnの�わりとなり�

��R|�が`a��となると�えられてい

るが�このグループでは��R��がむしろ

�の��をもたらしたと�える�また�ロー

ンの�が�さく�１]のサイクルが�����ヶ

�と�いため�+,が�"しなくなっても�

きな��とは�えられていなかったことも.

j\の�きな��である�さらに�y9z{

という��について�ktが��していなかっ

たことも��として�げられる�リーダー�

は�`aができなくなった��の�わりに	

のメンバーが`aをするという��を ¡し

ておらず�¢なぜ��わりに`aをしようと

しなかったのか£という¤いに¥し�¢¦か

にそうすれば§かった£と]Hしている�こ

のような¨�から�©ª«の¬が.®Zで

あったuv�がある�

c¯�でリーダーを
めたミーティングが�

��°ごとに\われたが�©ª«の�±は²³

ではなく�３ヶ�に´µc¯�を¶れるのみ

であったと·べている�また�グループ¸で

のミーティングは\われることはなかった�

リーダー�は�����	
�����	
�が¹ºし

た»¼について�¹º½に¾の¿ÀがÁえた

ことを�げ�¾と����	
�����	
�とを�

Âすると�����	
�����	
�は´]の+,

サイクルに１Ãかかるが¾はÄいÅÆ�(く

の� は��°�でÇÈ�`aがuvだから�

¾の�がÉ¿への»¼は�きいと·べている

�Ê４��

� グループ��
���


��も�
��とËÌにÍr�が(い

ため�
�¸のグループÎは５つと(く�ほ

ぼÏてのÐÑが����	
�����	
�に�し

た�しかしながら�+,に�するÒりÓみ�

はグループ�とは�きくÔなっており�Õ

ÖをLめている�
��¸のあるグループ

�グループ�とする�は�×ØÙÚのメンバー

は���であったが�そのうち���ずつが２チー

����	
�����	
�の¨ÛZÜからÝるグラミン���Þß+,プログラムのÕÖàá âãä



ムに�かれ�����を�いて�	していた


メンバーには��もまれ��めの�����

�ルピアの����の���ルピアはグループ

��で�うテンペ���のようなもの��り

に��され��りの���ルピアは� メンバー

への��に�った� メンバー１������ル

ピアで�!３パーセントの"#�


グループ�のリーダー�$%�は�&'

��の"(を)*することに+びを,じるた

め���	
-./インフォーマルなリーダーと

してさまざまな�	をしており�01で23

,が4いから5らリーダーに67したという


8$は�グループ9:の;<では�=(%を

>?するというよりもむしろ�5らの@AB

CDによりメンバーをCEし�グループを9

:した
���は 5がそのFにGHなだけ

IしJされたが�リーダー�は 5のKL

MNを>?したOでPQおよび���をRS

しており��!のKLにもしTれればUVW

Xをするつもりであった
しかしながら�こ

のグループではこれまでKLYZ�は[きて

いない
KLは�!であったが�そのたびに

\]^も_えてメンバー`でのミーティング

が�かれていた


このグループは����を�いていたが�

そのa�bで�われるようなcdも�われ�

メンバー`でのefをgめている
この&'

では�これ.hにもiくのbグループが9:

され�jklmを�noとする���	を�っ

ているが�リーダー�はbのpがqrでs

tだが�"#uが!５パーセントとgいため�

�������������のようなv"#での��

はwHであると>えている


グループ�では��! メンバーに=(

をxyに�zしていたが�プログラム{|}

`~に�nが��したため�プログラムが�

��の����-��でも����ルピアを��し

おり�１�２の��でテンペ�りとメンバー

への��に��している

��

� グループ��&'��

&'�は�&'�および�と��すると

x�Bに����がgいため����と�S

される��が�なく�&'�には１グループ

�グループ ��のみが �������������に

��した
このグループのメンバーは９�で�

�^が&'�の$%であった
５-`YZ�

なしでプログラムの��と�Fにグループの

�	も��している


\]^が&'を��しプログラムの��を

�したaにはiくの�����がいたが�９

�だけが����の� を¡たしPQとなり�

リーダー�はメンバー�での¢£によりC

ばれた
¤¥�¦§¨を©じてª�¤たり

�������ルピアをPり«れ��nは¬Eにビ

ジネスに��した
@なビジネスは#�り

や®¯の°±などで�²�は³´でのµ¶·

�¸に��されたとのことである


このグループでは��!メンバー`でミー

ティングを�き�YZ�Fには¹のメンバー

がºわりにKLしたこともあった
リーダー

�もやはり�bの"§%を»めながらも�

�������������はv"#であり����

のiくが����の¼Oに½¾したと,じて

¿ a À N Á & Â��Ã Â２ÄÅÆÇ



いたため����������	�����の��を�っ

ている�

� グループ
���
	

��
も����と
�に�����

�が�いため����で１グループ�グルー

プ
	のみが��した�グループ
は�プ

ログラムの���から��しており�ミーティ

ングで���がメンバーに�して��のルー

ルを !した"���が�#された�このグ

ループでは�メンバーの$%は���が&い�

リーダーも���によって$ばれた���'の

メンバーは(�が���に)*する+,で�

-いに.く/っていた�また�ほぼ(�が0

の��プログラムで１つのグループを12し

ていた�４3456&はなく�リーダー 


はなぜプログラムが78したかは/らされて

おらず�9く��してほしい�との:;を<

べている�

メンバー4のミーティングはなく�=メン

バーは>?リーダーの@にABCをD�し�

リーダーは�めたおCをEFGにHけていた�

��のIJK�は�テンペLりやナマズMり

などのNOPなQMなどであった�メンバー

の3RS2はT�で�U3VからW'まで�

�していたが�W'はジャムー�XY�なZ

み[	をLってMるなどして�NOP\]が

^_であったという����は�２ヶ?ごと

に��を`れていた�

リーダー
は����������	�����とaと

のbいについて�cdのメンバーS2のbい

をeげている����のfgVも��^_な

aと�すると����������	�����はhi

Vのみが��^_であるから�hiVがjk

にlりられるためmnであったとopしてい

る�

Ⅴ プログラムが��する��

qrでは�stuvで<べたグループ��

の2wnxにyvをzて����������	�����

が{_するために|nな}~について��す

る�

１�メンバーの���	

���������	�����では�lり�グループ

は���で12されていたため�メンバー4

では-いのリスクに�する��を�していた�

しかしながら�グループ�や
の��が�

すように�グループ12がメンバーによって

��されず����によって���に��す

ることもあった�また�l�がグループ12

を&なった��においても�グループの

ように�リーダーがグループ12に�して�

いリーダーシップを��できず�k��には

�でも��できる��もあった�これらのグ

ループと
�の��は�����q�でも\

きていた^_,があり�その��には�リス

クの�いlり�がメンバーから��されず�

�����������	が;�する�-$%が{_

しないケースもTかったと��される�

�����������	の��では��-$%の

�vにのみyvがzてられているが�グルー

プの��は��-$%の�Jについても

��が|nであることを�している�

���������	�����の��stから るグラミン¡¢NOP��プログラムの2w}~ £¤¥



������によれば�����を��する�	

が�
��をもたらす��のあるメンバーを

�すると��されたが���には���の

��な��と����により�られる���

�よりも��される�	との����など�

 の�	を�することによる
��の!が

"きい#$%がある&したがって�������

'����(の)*は+ずしもジャワ,-には.

てはまらず�グループ��が/0である12

にならないと34される&

２�モニタリング

5678で94された���	
�����	
��

での:;<=の>?は�グループによってさ

まざまである&:;<=の@$にABをCえ

る12として�ミーティングの/Dや�グルー

プのEFがGげられる&ミーティングについ

ては�グループ�および�ではHIにミー

ティングがJわれ�:;<=が@$した#$

%がKい&L!�グループ���ではメン

バーMのミーティングはJわれなかった&し

かし�グループ�が
NJしたのにOして

�は
NJをPこしていない&これは�Q

Rのメンバーが78SのTUもVむWEFで

あるのにOし�XRは78YにZる[\]^

EFであったことがL2である�と3_され

る&グループ�では�WEFを<=するこ

とが`aであったのにOし�78 �では

���	
�����	
��とはbのc]でHIに7

8レベルでの7dがeかれていたため�

���	
�����	
��のためのミーティングが

なくても<=がfgであった#$%がある&

したがって����	��			����'����(が�

�するような:;<=は�ミーティングをJ

なうことや�グループメンバーFがfgに^

ないことなど�hijきで��にklすると

mえられる&

noのグループMの<=>?のpいは��

�のqrがsグループにLtされていたため

にuじているが���の#$%に"きく�わ

るミーティングの�vなどについては�メン

バーMでのwxyzが
fgである{|には

}~づけなければならない&また�モラルハ

ザードの��については����の<=も�

1であったとmえられるが����には��

に<=をする��がなかったことも����

に�ABを�ぼしたであろう&

３�����

��では
NJがグループ�のみであっ

たが�この��はNJ��における�d]�

�について����い��を�している&

�	
�	��������	'����(によれば�グルー

プ��ではメンバーMの�d]な��が/0

であれば��d]��は�]��の�わりと

なり��d��が��なほど���はKくな

るとmえられる&しかし��	
�	��������	

の)*は��d]��は
NJRにのみ�0

�をもたらすと��しており��d]��を

Jなうことの���vRにOする�0�がm

�されていない&グループ�の��は��

d]��が��であるからこそ��の��よ

りも
NJRとの��を� し��d]��

を�vせず���が/0でない��である&
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これは�����の��の�	
�が��

���を�うことの�
�を��らなかった

と��することができる�したがって�この

��を��するためには����の��や�

���の !"など�����への#$を%

めることが&'である�

４�リーダーおよび���の��

４つのグループを()すると�リーダーの

*+,-に.きな/いが01される�リーダー

の*+において2'なのは�リーダー34の

プログラム5�に6する#$である�なぜな

ら�リーダーが��5�への#$が.きいほ

ど�グループ��の78であるメンバーの9

:*;や9:<=�����の
>も%い

と?えられるからである�この8について�

グループ�は@のグループと()し�リー

ダー�の#$はAかったとB1される�な

ぜなら�リーダー�はCDしたEFをGつ

HIJのKLであり�34はHMN��に6

するO'がAいためである�

PQRのAさのSTには�UVLのWXが�

こうしたリーダーの#$や�YといったZ[

にまではVばなかったことがあると?えられ

る�リーダーの*+だけでなく�HMNグルー

プ��におけるUVLの\]は.きい�PQ

Rを^�するためには�グループ�のよう

に�_`abにWするcdをXえるなどして�

グループのEefを%めるようなWXが&'

である�また�グループ�のようなghを

iぐためには�jklmnoのa�について

cdをXえるなどのリーダーに6するpqが

rめられる�

Ⅵ おわりに

�������	
������のstをuしてvらか

となったHMN��のw�について�xyで

z{する�まず��������	
������のno

�な��8としては�|}であるUVLに~

��Eに6するlmおよび#$がなかったこ

とが�げられる�これに�_して��}グルー

プのリーダーの��や��が�sに�われず�

グループ��の78�jklmfによる9:

*;や9:<=など�が�sに_かされなかっ

たと?えられる�また���のPQ��が�

D�であったことにより��������	
������

からG��に�りFれを�うことに6する#

$が�がれ����がおこったという'�も

?えられる�これらの8を?�することで�

プログラムの
RfとG�fは.�に��さ

れるであろう�

��のstにより��������	
������の

���の��8がvらかとなったが�x�の

ような��を�え�����が��する��

が�
でなかったにもWわらず����}グ

ループは４グループ ３グループが４¡��

��なしであり�４¡¢に���となったグ

ループについても３¡�は£¤にPQが�な

われた�これは�@¥¦と()すると§¨�

にPQRが%かったといえる�プルオサリ©

ªで«�した�グループのª�１o¢の��

で��グループがPQ���となっている��

しかしながら��¬のように9:*;や9:

*�����といった����が��す
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る��は�その����を�	に
�するこ

とができない�したがって����での�

���は�����が��する����の�

かであったと�えられる�このような� !

����が�らかとなれば�"#$%のアク

セスと&い��'を()する*+,-の./

に01するであろう�したがって����

での����の2�は��き3き45の��

67とする�

�
１ 89の���では��:は;<に=>され
ていた ���������	�����からの?@がなくな
り�よりABCDがEしい
���からの?@
は�FG5３HIJした����HK でもLMさ
れていない�
２ ただし�NOP����Qによれば����につ
いてはRS'が&く�ビマスクレジットにTし
てUVされたわけではない�また����は����
HにWX5���
へとFGしているYルクマ
����Z

３ ����������P����Qによれば�インドネシア
[\が]^_たり`abにCづき.cする#$
ラインは�����Hdeで]^]ヶfあたり��
������ あるいは � !���"�PghiQ� ��
������あるいは � !#���PjkiQでとなっ
ている�lmは������カロリーをnむopが
��������PghiQ����#����PjkiQ�q

opが������""PghiQ������##PjkiQ
となっている�����Hの#$r'はs^tの
�"��パーセントだが�ghiでの#$r'���パー
セントにuしてjkiでは����パーセントと&
くなっており�jkiでのvwxy*がzたす
{|は}�であるY$%��&'�(����"Z�また�
~�!には8��のu�であるジャワ�Pバリ
�もnむQに#$rが��しており�����Hd
eでは#$r�のうちジャワ�は��パーセント
を�めているY��������������Z

４ プログラム��5１H�がIJした����H７
fdeで�) *によって�められた+yは�
���"���ルピアP�２�������ドルQであっ
たY
��+%(%����Zただし�jkiのy*��
の����の�さから+yを�sに�け@れる
ことができず��������ルピアのみが�Gに�
�された�さらに�*+u�であった#$%は
�+��が�られているため�sて?@rにA
しBされたわけではなく��Gに�け@れられ

た+yのl�����パーセント	にあたる���"��
�ルピアだけが?り,に��されたY
��+%(%
����Z�その5�'��'�からAしBされたv
wx*+の�は�����H��fには������ルピア�
���#H��fには��"#��ルピア�����H３fには
��������P�１�������ドルQへと��した
Y��,-��.����Z�

５ '����へのインタビューによれば�'��は�
+yとともにコンピューターなどの.�を ¡
��である'��'�に¢=し� £の*+に�
わる��P?,の¤¥などQは'��'�がGっ
ていた�また�¦§�@のl�６パーセントが
) *の¨り	であり�'��および'��'��
©ª�«である /��� 0�	��(���(&%(����
P/���(&%Qへの¬がそれぞれ４パーセント�
���パーセント����パーセントであった�
６ ���での®き¨り�によれば�１¯°
は��ヶf±の*+で２¯�²は]H±の*+で
あった�*+�は�３¯°の*+が]^_たり
#�����ルピア�４¯°は�"�����ルピアであった�

７ プルオサリ³では�¦§'の.cやグループ
の´�µ-などについては�¶·レベルでwc
されたルールに¸ったA¹をGっていた�?,
は��から��̂ で]つのグループを´�しており�
このº»は¼ずしも��と½ばれる¾¿グルー
プと]Àしていなかった�メンバーのlだれが
 £に?,となるかといったグループlでの+
ÁÂ	についてはÃにwÄがなく�ÅÆ�はÇ
グループに £の?,の¤ÈをÉÊしており�
sてのメンバーは?りるË¦をÌするが�Í�
であるÎÏにはÐのメンバーに*Ñすることも
できた�ÅÆ�へのインタビューによれば�Ò
f?り,は¦§とÓ8を��するが�ÍÔGが
ÕきてグループリーダーではuÖできないÎÏ
には�ÅÆ�がメンバーを�めて�×を�いた�
８ ルクマP����Qは�'��1�の&い��'の
��として�ØÙ~ÚのÛÜにくわしい��の�
?り,に�する&いÜ¬����をÝげている�
９ Þえば���
22 の*+u�rは��@Á
のß��Ûàのáâを¢Bできるã^で�*+
を�けるためにはä~などの�らかのå©を¼
�とする�
�� 0���(�(&�%3(��(&P����Qは�これらの
メカニズムのlどの��が��'にæçを>え
ているか�タイのjà���GP'004Qのデー
タを�いて ß!に�ßしている�また����
�(& +%���%,P����Qは�グループ*+がã^
*+よりも�'!であるかについて��!に�

�し��c!な��を�いている�グラミン�
Gの*+の £については��kP����Qが�

しい�
�� ®き¨りによれば�リーダー0は���など
のインフォーマルなリーダーにとってこのよう
なプログラムのリーダーを�めるのは��の�

�とされており�)��せざるを	ないと
じ
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たと�べている�
�� リーダー�によれば�����よりもむしろ
リーダーが�	されるとのことである
�� 
�は���で５つのグループが�なる�
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となる!"#�バナナの$%�&'��テンペ�
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