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はしがき
2008 年 4 月、日本政府は開発途上国の貧困削減のためには民間セクターの成
長が重要であるとの認識に立ち、日本企業の活動と ODA 等の公的資金との連携
を強化する施策として「成長加速化のための官民パートナーシップ」が打ち出
された。同年 11 月にはこの官民パートナーシップに基づく、民間企業による官
民連携案件の提案が募集された。更に 2009 年 7 月には官民連携推進等のための
円借款の迅速化を強化する措置も取られた。経済産業省は BOP ビジネス研究会
を開催し、海外や日本の企業の例を参考に、BOP ビジネス参入を支援すべき重
点分野、課題や対応策を検討しており、JICA も日本企業の BOP ビジネスとの連
携強化のための制度改善を目指して、研究会、現地調査、公開セミナー等を実
施している。また、JETRO も海外で日本企業との接点が多いことから BOP ビジ
ネスには強い関心を抱いている。
他方、日本の経済界を見ると、国内の市場がほぼ飽和状態となっている状況
で、日本経済を活性化させるためには、アジア新興国の経済的ダイナミズムを
いかに取り込むかが重要な課題となっている。開発途上国での BOP ビジネスは
これらの地域を市場とみなすために、企業への経済的効果は大きな可能性を秘
めていると同時に、現地の地域社会においても、製品の流通、小売り、現地で
の生産を通じて雇用や収入の機会を生んでいる。同時に、グローバルな活動を
行う企業は、投資家、消費者・取引先、従業員と共に地域社会と良好な関係を
築く必要性も大きく、この意味において活動地域での CSR 活動に力を注ぐ企業
は年々増加している。ただし、多くの日本企業にとって開発途上国でも生産活
動の経験の多い東南アジアに比較すると、南アジアやアフリカの市場に関して
は、知識と経験の蓄積は少ない。ここに援助機関や NGO などの地域社会に根ざ
した機関との連携が有効で、企業、地域社会、開発機関（援助機関、NGO 等）
が Win-Win-Win の関係を築くビジネスと国際開発の活動を行っていくことの意
義は大きいであろう。
以上を踏まえて、本研究では官民連携の具体的なあり方を模索するために、
現実に行われている企業、援助機関、NGO によるパートナーシップの事例を取り
上げ、その構造や内容について分析を行った。事例はインドのプレオーガニッ
クコットンプログラム、ザンビアのデゥナバント、バングラデシュのヴィレッ
ジフォンを取り上げた。
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１章：概論
１．

研究の背景と目的

国際開発において最も重要かつ深刻な問題は貧困であるという認識が世界的
に広く共有されて久しくなる。貧困問題は、低所得や技術・知識の不足、就業
機会の不足が要因であるが、国際開発の主要なアクターである途上国政府、ド
ナー国政府、開発援助機関、NGO などは、貧困削減に対して有効な支援が見い
出せていない。それは貧困削減のために特に重要な就労・就業機会は民間セク
ターにあって、国際協力による支援および途上国政府の施策において民間セク
ター活性化は、側面支援ないし制度等の環境整備にとどまり当事者でないこと
に起因する。
このような状況のもと、民間企業が国際開発における新しいアクターとして
注目されている。民間企業は民間セクターにおける経済活動の主要なアクター
として事業に従事しており、企業が途上国の人々を支援して企業が必要とする
技能を身につけるよう支援して、企業のパートナーとすることで途上国の人々
の就業・就労状況を改善し、所得の向上、ひいては貧困削減につながっている
実例が増えている。このような支援は、企業の国際的な社会貢献であると同時
に、企業自体にとってのビジネスの一環としての活動として行われているもの
が多い。これが純然たる社会貢献であれば企業の資金の余力が続く限りとなる
が、営利目的の事業の一環であれば、その事業で経費を回収し、利益を生み出
すことを目的としており、持続的な支援と拡大が期待できる。
このような企業による国際開発への貢献の実績を踏まえて、世界的にも米国
開発援助庁、国連開発計画などの開発援助機関は企業が国際開発に貢献できる
よう、国際開発に必要な知識や情報、そして資金を提供したり、現地政府、NGO
などとの連携の促進等している。日本政府も、平成 20 年に政府開発援助の策定
及び実施において民間企業との連携を進めることとし（外務省 2008 年）、経
済産業省などにおいては、国際開発へ貢献する民間企業との連携がすでに始め
られている。
以上の背景のもと、本研究の目的は民間企業の本業であるビジネスを通じて
の国際開発への貢献をさらに促すことにある。この報告書では三つの事業を紹
介し、それぞれの事業成立の経緯と要因を分析することでどのようなことが可
能であったのかを示す。事業成立の要因として民間企業と、援助機関、NGO・
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NPO、社会起業などの異なる業界に属する組織やアクターのパートナーシップ
について注目する。パートナーシップが事業成立においてどのような可能性を
開いたかを明らかにすることで、民間企業の貢献の可能性を示す。また、日本
政府や開発援助関連機関に対しても、民間企業との連携の可能性を示すことで、
これらの機関にもパートナーシップを促し、新たな事業の可能性を促す。次に
研究の内容について述べる。
２．

経済の構造的問題としての開発問題

企業が本業を通じて途上国の人々への支援を行うとはどういうことなのであ
ろうか。企業と途上国の人々はグローバルな、そしてローカルな経済の関係の
中で存在しているが、ここでいう経済とは人間の生活の基礎である物的な財貨
とサービスの生産・分配・消費の過程とそれにともなって生じる人間の社会関
係と定義できる（伊藤 2004）。人々の困窮や貧困は市場の問題で、市場にお
ける技術、労働、資本などの経済的要素の量と質と、これらの要素の繋がりに
問題があって、経済が循環しない、さらに悪循環のスパイラルによって起こっ
ている。
経済的要素とは人々が生産的な経済アクターとなるために持つべき教育、技
術、知識、資金などのリソースと能力をさす。 例えば、文字が読めない農民は
農薬の適切な使用方法を理解するのも容易ではない。そして要素と同様に重要
なのが、要素間の連関である。資金、技術、知識などの経済活動のために必要
なリソースを持たないアクターとそれらを有するアクターとの連関がない。 資
金へアクセスするための連関がない、つまり資金の提供者がいない場合も多い。
資金提供者との連関があったとしても、高利でのインフォーマル金融によるも
ので、返済が滞り困窮するという歪んだつながりであることも多い。また、就
労機会がなく劣悪な環境での物売りなど、インフォーマル・セクターでの就労
のため低収入であることもある。連関と要素の両者は相互に影響していて経済
構造を構成している。連関がないから要素が向上しない、要素が不十分だから
連関しないなど要素と連関の在り方が相まって悪循環を構成して固定化し、さ
らに悪化させる構造的な問題となる。
本報告書の事例におけるインドの零細の綿農家は資金繰りが十分ではないた
めに農薬及び肥料購入費用を高利貸しから借り入れ、高利のため返済ができず
に債務が増加し、貧困が深刻化している。 また、不十分な装備で農薬や肥料を
使用するために健康被害も問題となっている。バングラデシュの農村の事例で
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は、遠方に住む家族に連絡したい場合には、何日もかけて近隣の街に行くとい
う状況があり、移動のための費用がかかる、その移動に費やされる日数は働け
ないなどの問題があった。
貧困は貧しい人々自身に対してのみならず、その人々が属する社会に対して
の負担ともなっている。貧困層の生活水準の低さ、不十分な教育や医療サービ
スのために人々は生産的になれない。そのために人々は自らが属する社会に対
して貢献できない上に、先進国住民が支払う税金を原資とする政府開発援助や
善意による寄付などの支援を受けることも多い。しかしながらその様な人々も
しかるべき支援やサービスを受けるだけではなくて、自立したいと考えていて
納税など社会への然るべき貢献をしたいと思っている。
３．
３．１

民間企業による途上国の人々への支援
途上国の貧しい人々の可能性

途上国の貧しい人々は必ずしも無力で希望のない経済アクターではない。逆
境から抜け出して創造的に自営業に従事したり、商品の価値に敏感な消費者に
なるなど、大企業にとっては新たな市場機会を提供する可能性を持っていて
（Prahalad 2005, p.1）、市場において歪みや不足があるために困窮している
人々こそが、その歪みを是正して不足を補い、世界を変えるための潜在的な原
動力となりうる。社会における欠落や歪みは開発問題であると同時に、それら
を解消したいという欲求がビジネスの需要へと結びつく。そして人々は自立し
た事業主となって需要に応じる潜在的な力を持つことも多く、必要な支援が得
られれば、社会の問題解決に貢献し、さらに企業が求める原材料を提供するな
ど有能なパートナーとなりえる。
第 2 章から詳述する事例の中で、就労機会の少ないバングラデシュの農村で
は文字を読めない女性が携帯電話で通話サービスを提供する事業を始め、固定
電話がない農村の住民は、その事業の顧客となって携帯電話のサービスを利用
して首都ダッカや、外国の家族と連絡をとっている。また、文字が読めないイ
ンドの綿生産農家の人々が、農薬に詳細な使用方法が記載されていても理解で
きるはずもなく、それよりも身近な材料を用いて自分たちで作ることのできる
有機の殺虫剤及び肥料の使い方を学んで生産性を向上させている。
３．２

途上国の人々との経済関係を構築する企業の可能性
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企業は政府や市民社会以上に、世界を持続可能な方向へ導く潜在的能力をも
っていて、社会の発展に必要な技術、リソースと、能力を持ち、グローバルな
活動を行っている。企業の利潤追求の活動を NGO，政府、国際機関との協力によ
って開発途上社会の発展に直結させることにより世界における持続的発展を加
速できる（Hart, 2005）。
民間企業は途上国の人々の可能性を実現させるべく、途上国の人々との関係
を主体的にデザインし、そして実現する能力とリソースをもっている。企業は
原材料の調達や商品の販売などにおいて社会と様々な経済関係にあることで存
続している。グローバル化がますます進む現代において、多くの企業は世界中
の様々なアクターと直接的、そして間接的に幅広い関係をもっている。先進国
の企業にとって、途上国の人々は、生産者、流通業者、消費者としての役割を
担っている場合も多い。このような状況の中で、途上国の人々を支援し、ビジ
ネス・パートナーに育てる、あるいは所得を増やすことで購買力を強化して市
場を広げることで企業が事業を維持する、そして拡大していくことが可能とな
る。
途上国社会の人々の可能性を引き出して経済要素として市場の環を構築する
ことで企業はビジネスを拡大し、そしてその市場の環の中で人々の暮らしを改
善できる仕組みができる。これは、途上国社会の問題を機会としてとらえるこ
とで、それをビジネスの機会につなげていくということである。換言すれば、
途上国の人々の生活や仕事において問題があれば、人々はそれを解決しようと
する自発的な動機を持っていて、その問題を解決することが、企業が事業を進
めるうえでの目的や手段と一致するのなら、人々は企業にとっての有力なパー
トナーとなる重要な要因である動機をすでに持っていることになる。
３．３

革新的事業の成立要因としてのパートナーシップ

民間企業は、民間セクターにおける主要なアクターであり、自らのビジネス
を維持・拡大するために、持続可能な仕組みを作り、それを動かすノウハウを
持ち、専門領域における実績による知見とネットワークがある。しかしながら、
どのような企業であっても自社のみで持てる能力とリソースは限られている。
開発途上国社会、開発問題についての見識を十分に有していない、貧困層につ
いての情報がないなど、貧困層への適切な支援を考案することが困難である場
合が多い。一方で、国際開発援助機関は、開発問題における知見を有している
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と同時に、人々や社会の可能性や力を知っていて、開発援助における実績の蓄
積があるので、国際開発という観点から企業がどのような支援をすべきかにつ
いての知見を有している。
他方で、開発援助機関は、開発の問題についての知識と手段はあっても、国
際協力による支援では、支援の成果が持続的に活かされるかどうかは支援の対
象を受けた側に委ねられる。支援終了後は受け入れた国やコミュニティが自分
たちでやることになる。フォロアップはあっても、それでは貧困削減となる仕
組みを持続させることは容易ではない。
このような背景のもと、近年、国際協力関係機関の間では、途上国のキャパ
シティ・ディベロップメントを目指すべきとの議論がある。ここでのキャパシ
ティとは個人そして集団が、それぞれの、問題を解決する、あるいは目標を設
定して到達する自身の能力であり、キャパシティ・ディベロップメントとは、
個人、組織、社会がそれ自身の開発目標を設定し、到達する能力の獲得、強化、
維持のプロセスである(UNDP 2007)。従来の外来のキャパシティの開発途上国社
会へのそのままの移転という発想から脱却し、現地社会に内在するキャパシテ
ィをいかに伸ばすかということに主眼を置き、外来の知識や技術は、内在する
既存のキャパシティに受け入れられ、根付くよう変容させ、受け入られてこそ、
真のキャパシティ・ディベロップメントにつながるとの認識が共有されている。
しかしながら、人々の可能性を能力として実現してそれを貧困削減などにつな
げられるような有効な方法は見出せていない。これが国際協力の実施において
大きな課題となっている。一方で、民間企業の事業においては、人々に内在す
る潜在的能力を、企業が求める財やサービスを提供できるものにしなければ、
企業との売買の関係が成り立たないため、企業が求める技能を身につけること
は当然のことである。開発途上国の人々が市場の売買関係に関われるだけの技
能を身につけて、企業のパートナーとなり、応分の貢献をして、応分の報酬を
得ることができるのであれば、それが貧困削減へつながる。
本報告書では、第 2 章から 4 章は事例について詳述するが、それぞれの事例
における開発問題、企業が本業を通してその問題を解決するために実施する事
業の概要とそのインパクトについて記述し、次にその支援事業が成立した経緯
と要因を、とくにパートナーシップに注目して分析する。第 5 章では事業が成
立した要因の分析の総括と企業と開発援助機関に対して示唆を述べる。
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Transformative Cooperation” edited by Sandy Kristin Piderit, Ronald E. Fry, and David
L. Cooperrider. Stanford Business Books. Stanford.
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２章：

プレオーガニックコットンプログラム：
インドにおけるオーガニックコットン生産支援事業

概要
インドでは何千年にもわたってコットンが生産されているが、1960 年代から
使用されている化学肥料と農薬の長年にわたる過度な使用によって、零細規模
でコットンを生産する農家は、健康被害、化学肥料や農薬購入のための債務に
よって困窮するなどの社会問題となっている。一方で、世界的には環境への関
心の高まりとともに、有機農法が注目され、オーガニックコットンの国際市場
が成長している。しかしながら、化学肥料・農薬を使用する通常コットンから
有機コットンへの移行には、農薬・化学肥料の使用を中止する必要があって、
そのために生産量が落ちる、その分収入が減少するなどの問題がある。このよ
うな状況の下、音楽プロデューサーの小林武史氏が代表取締役を務める株式会
社クルックと伊藤忠商事株式会社が中心となって、インドのコットン生産農家
に対してオーガニックコットンへの移行を支援している。本章ではこの支援事
業の概要と成果、そして成立の経緯と要因について、特に様々な組織によるパ
ートナーシップに注目して分析する。
１．インド綿花生産農家が直面する問題
世界的な環境問題への関心の高まりから農業の分野では有機農法への注目が
高まる中、開発途上国の多くの農家では従来通りの化学肥料や農薬を使用した
農法が主流のままで、環境問題に加えて債務問題、健康問題など多くの問題を
引き起こしている。本章の事例にあるインドの綿花生産農家も農薬と化学肥料
を使用していて、必要な防具を使用しないために健康被害をわずらう、農薬や
化学肥料購入のために重債務になり貧困が深刻化するという問題をかかえてい
る。
インドでは何千年にもわたって綿花が生産されてきたが、綿花は害虫に対し
て脆弱で、1960 年ごろから使われ始めた化学肥料や農薬で生産性が飛躍的に伸
びた。しかしながら近年では、インドの農作面積におけるコットン栽培地の面
積は 5％に対して全インドで消費されている農薬の 45％が使われている(IFPRI、
2008a)など、農薬の過剰散布 1 による問題が深刻化している(伊藤忠商事、2008)。
世界の農地に占めるコットン農場の割合は 2~3％程度であるが、農薬の量は全
世界で使用される量の 10％、殺虫剤は 20～25％を占める。

1
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また、インドの多くの綿生産農民は必要な防具を着用せずに強力な農薬を散布
し、汚染された井戸水を直接飲むなどするために大変危険な状況にあり、皮膚
病（コブ、斑点）、呼吸器疾患などの健康被害が報告されている。
インドの綿生産農家の多くは零細規模なために回転資金が不十分で、農薬を
購入するために高利で借り入れをし、多額の債務で困窮している。農薬が効
かないためにさらに大量の農薬を散布することも多く、環境、健康への悪影
響の上に、債務の額が増大することが多い。債務を苦に自殺する人もいるな
ど、深刻な問題となっている。綿花生産農家についての自殺者数のデータは
存在しないが、インドでは農業従事者の 48.6％が債務をかかえている中、本
研究の現地調査対象地のあるマーディヤ・プラデシュ州でも 50.8％が借金を
負っていて（NSS. 2005. P．10）、IFRPI(国際食料政策研究機関)は、借金
を抱える農家の自殺件数は多く、借金の平均額が高い州ほど自殺率が高いと
指摘している（IFPRI、 2008a)。インド国家犯罪統計局によると、インド全
体では 2006 年に 17,060 件の自殺が発生しており、マーディヤ・プラデシュ
州は自殺発生件数の最も多い州のひとつで、2004 年に 3,033 人、2005 年に
2,660 人、2006 年に 1,375 人であった (NCRB (National Crime Records Bureau),
cited in IFPRI , 2008a)。
また、肥料や農薬の効果も期待されているほどではなく、IFPRI は、インドに
おけるコットンの１エーカーあたりの収穫量は他の生産国と比べて著しく少な
いことを指摘しており、インド国内のコットンの作付面積は世界第一位である
が、１エーカーあたりの収穫量は 70 位である(FAO, 2007 cited in IFPRI, 2008a)。
その原因は、農薬の使用による土地の疲弊や、文字の読めない零細農家の人々
が、効果のない農薬や、擬似品などを購入していて、期待された効果が出てい
ないなどの要因が推測できる。
２．市場に依拠した解決を目指すプレオーガニックコットンプログラム
２．１

オーガニックコットン市場

オーガニックコットンとは一般の綿畑で使っている化学肥料、殺虫剤や除草
剤などの農薬を使わず、有機肥料を用い、益虫やその他の伝統的手法を活用し
て害虫駆除で栽培されたコットンで（日本オーガニックコットン流通機構、
2010a）、近年では環境に対する配慮から注目されている。次にその市場につい
て概観する。
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（１）

市場規模

オーガニックコットンの世界市場規模は、最終製品の小売価格ベースで、2007
年で 19 億米ドルと、2006 年との比で 83％増加した（Organic Exchange 2008）。
生産量については、2007 年で 57,931 トン（前年度比 53％増）である。一方で、
オーガニックコットンがコットン全生産量に占める割合はわずか 0.25％であり、
日本の綿輸入量に占めるオーガニックコットンはわずか 0.23％である(Yuga,
2010)。
（２）

オーガニックコットンの認証制度

オーガニックコットンを市場へ流通させるには、オーガニックコットンとし
ての国際的認証を受ける必要がある。オーガニックの農産物の認証に関する定
めは、EEC Regulation 2092/91 (EU), National Organic Program (NOP: アメ
リカ)などがあり、日本では JAS 規格がある。オーガニックコットンの認証基準
については、主に 1972 年にフランスで設立された国際有機農業運動連盟(IFOAM)
が設けた基準がヨーロッパ、アメリカ、日本の基準の下地となっている。実際
の認証作業は、IFOAM のガイドラインを元に、民間の認証団体が行っている。認
証ルールには、アメリカで適用される基準にそった OE (Organic Exchange) と、
ヨーロッパでの基準に沿った GOTS(Global Organic Textile Standard)があり、
各認証団体が各自のルールに準じて認証を発行している。
オーガニックコットンの認証を受けるには煩雑な手続きが必要で、最初に農
家は認証団体に申請し、認証団体が調査員を派遣する。その後、農家は、有機
認証の取得までの少なくとも 3 年間以上の期間における堆肥、輪作、害虫対策
計画などの有機化計画を提出しなければならない。認証機関は、計画を審査す
るとともに、計画が実行されているかを監視する。また、有機認証後も最低年
に一度の抜き打ちテストを行う（日本オーガニックコットン流通機構, 2008b）。
このような手続きが必要なことから、インドの基礎教育を受けていない零細綿
農家が自力でこれらの認証手続きを受けることは難しい。また、この間は農薬
が使用できないために収穫量が減少し、かつオーガニックコットンとして認定
されていないことから価格は農薬・化学肥料を使用した通常コットンと同じで、
収穫量の減収相当の 20～30％程度収入が減ると一般的に言われている。ここに
零細の農家がノーマルコットンからオーガニックコットンへ移行する難しさが
ある。
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２．２

プレオーガニックコットンプログラムによる綿農家支援

伊藤忠商事とクルックは、環境への配慮と化学肥料・農薬を使用するために
健康被害や債務などの問題に直面するインドの零細綿農家を支援するために、
インド最大の綿農家支援農業組合のひとつであるラージ・エコファームと、イ
ンド現地法人と伊藤忠商事との合弁会社であるパットスピン社と共同で、イン
ド北部に位置するマーディヤ・プラデシュ州のカルゴン県にある零細綿農家の
通常綿花からオーガニックコットンへの移行をプレオーガニックコットンプロ
グラムと名づけて支援している。伊藤忠商事はこのプログラムで、移行期の収
穫量の減少分相当を栽培支援費として上乗せしての買い取り額を、種の植え付
け前に同プログラムに参加している農家に保証している。
ラージ・エコファームは参加する農家の近隣に技術指員を常駐させて定期的
に堆肥の作り方やハーブを使った自然の殺虫剤の作り方等オーガニック農法を
指導したり、コットンの輸送、オーガニック認証の取得へ向けた管理体制の指
導や認証の申請、取得へ向けた支援を行っている。また、遺伝子組み換えをし
ていない綿花種子の無償提供をしている。
支援対象の農家数は、2008 年-2009 年で 605 世帯、2009－2010 年には 856 世
帯で、2010 年度にはさらに 300～400 農家の支援を予定している。待機中のプレ
オーガニックコットンプログラム参加希望者は 3000～4000 農家に及ぶとの推測
もある。マーディヤ・プラデシュ州のコットン農業従事者は 36.8 万人、同州の
コットン農地の面積は 37．31 万ヘクタールであると推計されており(IFPRI 、
2008b) 2 、プレオーガニックコットンプログラム参加農場の総合計面積は 3,858
エーカーである。
伊藤忠商事の買取保証は重量にして、2008 年-2009 年で 300 トン、2009 年-2010
年で 400 トンであり、2010-2011 年は 500 トンの見込みである。伊藤忠商事は販
売量を想定し、農家の種植え付け前に買い付け数量を約束して、生産されたプ
レオーガニックコットン全量をパットスピン社から仕入れる。販売量及び相場
におけるリスクは伊藤忠商事が負担し、生産された綿花、綿糸、製品を多方面
に販売する（伊藤忠商事株式会社、2010a）。

and Economics and Statistics によれば、同州のコットン農
場の面積は 56 万ヘクタールである。
2なお、Directorate
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プレオーガニックコットンプログラムはオーガニック農法への移行を支援す
ることで、零細農家に対して長期的な生活の向上への貢献を目指すものである。
オーガニックコットンはノーマルコットンの 1.5～2 倍の価格で農家から買い取
られるため（日本オーガニックコットン流通機構、2008b）、移行後は所得が増
え、生活水準の向上が見込める。また、農薬の使用を中止することにより、高
い農薬を買うために借金を続け、農薬や化学肥料の使用による土地の疲弊とそ
のための収穫量の減少、さらに借り入れをして農薬・化学肥料を購入するとい
う負の連鎖を断ち切り、農民が弱い立場に置かれる現状の根本的な解決につな
がる効果が期待される。さらに、農家の農薬による健康被害の軽減にも貢献で
きる。
２．３ プレオーガニックコットンプログラム参加農家・新規参加農家の現状
本研究では、プレオーガニックコットンプログラムに参加している農家の現
状を知るために 2010 年 3 月にプレオーガニックコットンプログラムにすでに参
加している農村である PAGAKHEDI、UMARDAD、及び来期から新規で同プロ
グラムに参加する SURWA、BHOPADA において現地調査を実施し、合計 23 世
帯の綿花生産農家を対象にインタビューを行った。なお、このインタビューの
ための農家選定においては無作為抽出などの科学的な手順を踏まえていないた
め、このデータから同プログラム参加農家全体へ一般化できないことに留意す
る必要がある。
（１）

耕作面積

表の１は、プレオーガニックコットンプログラム参加の農家の現状をまとめ
たものであるが、耕作面積は綿花以外の作物を含めて、最小の農家で 5 エーカ
ー、最大が 12 エーカー、平均で 7.70 エーカーであった。そのうちのコットンの
みの作付け面積は最小の農家で 3 エーカーで最大 10 エーカー、平均 5.20 エーカ
ーであった。
（２）

債務

債務額はプレオーガニックコットンプログラム参加前で最小額の農家で
20,000 ルピー、最大で 100,000 ルピー、平均で、44,095 ルピーであった。プレ
オーガニックコットンプログラム参加後は、最小で 0、最大で 70,000 ルピー、
平均で 20,750 ルピーと大幅減となっている。金利は年率で最小 5％から最大
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60％で、平均が 37.67％であった。5％というのは信用組合などからの借り入れ
で、即金で借り入れができないなどの制限もあり、借り入れをしている農家は
ごくわずかであった。
表１．

プレオーガニックコットンプログラム参加農家の現状

項目

最小

最大

平均

総計

5

12

7.70

綿花畑

3

10

5.20

耕作面積
（エーカー）

耕作地

債務額
（ルピー）

プレオーガニ
ックコットン
プログラム参
加前

20,000

100,000

44,095

同プログラム
参加後

0

70,000

20,750

5

60

37.67

プレオーガニ
ックコットン
プログラム参
加前

100

1200

457.14

同プログラム
参加後

150

1000

522.92

15,000

20,000

4,366.67

金利(年率・%)
収穫量
(kg/エーカ
ー)

生活費

(月額・ルピー)

（３）

生産量の増減

プレオーガニックコットンプログラム参加前の 1 エーカーあたりの生産量は
最小の農家で 100kg、最大で 1,200kg、平均で 457.14kg であった。プレオーガ
ニックコットンプログラム参加後の 1 エーカーあたりの生産量は最小の農家で
150kg、最大で 1,000kg、平均で 522.92kg であった。参加前と参加後の 1 エーカ
ーあたりの収穫量の増減については、33.33%の減収から、最大で 200%の増収で、
平均では、36.5％の増量となっていた。一般的には有機農法への移行期は 3 割
程度の減収になるといわれているが、本調査ではほとんどの農家でプレオーガ
ニックコットンプログラム参加一年目から収穫量が増えている。これは、農薬
及び化学肥料の過度の使用によって土地がもともとやせてしまっていたことや、
ほとんどの農家は基礎教育も受けておらず文字が読めないため、農薬や肥料の
適正な使用方法が理解されていなかった場合が多い、また擬似品も市場で多く
12

売られていたために期待された量の収穫がなかったなどの要因が推測される。
結果としてプレオーガニックコットンプログラムの取り組みが予想以上に収穫
量向上に効果をあげている。
（４）

プレオーガニックコットンプログラムと参加農家の生産活動と暮らし

次に、農民の人々を対象としたインタビューの内容を紹介する。複数同じ回
答があった場合はそれぞれの村毎に表にまとめた。PAGAKHEDI の農民の人々はプ
レオーガニックコットンプログラムに参加して２年目、UMARDAD の農民の人々は
同プログラムへの参加１年目のシーズンをそれぞれ終えており、SURWA 及び
BHOPADA の農民の人々は来期から参加予定である。本インタビューの回答者の数
は BHOPADA の村で 5 人、それ以外の村では 6 人であった。
表２に取りまとめた「有機農法について知っていたか？」という問いに対し
ては、プレオーガニックコットンプログラム参加 1 年目、2 年目の農家は、それ
ぞれ一人ずつが同プログラムを知るまで有機農法については全く知らなかった
と答えた。2 年目の農家のうち、3 人は有機農法について関心もなかったと述べ
ている。有機農法にすれば農薬を買う必要がなくなるので、コストが下がると
いう認識はあったと、プレオーガニックプログラム参加 2 年目の農家で 1 人、
来期から参加予定の農家のうち 2 人、合計で 3 人が述べている。
表２．問い：有機農法について知っていたか
有機農法
有機農法
村（カッコ内は回
答者数）

について
参加年次 は全く知
らなかっ
た

有機農法 有機農法
について

について

関心は無 関心はあ
かった

った

であれば
土の状態
がよくな
るという
認識はあ
った。

農薬を購
入する必
要がなく
なり、コ
スト削減
になると
いう認識
はあった

プレオー
ガニック
コットンプ
ログラム
について
関心があ
った

PAGAKHEDI(6)

2 年目

1

3

1

0

1

0

UMARDAD(6)

1 年目

1

0

0

0

0

5

来期参加

0

0

1

1

2

0

2

3

2

1

3

5

SURWA(6)
BHOPADA(5)
合計
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表２の回答以外に、「農薬や化学肥料を使用している問題点」として、継続
的に使っていて土が痩せて固くなっているために生産性が落ちている、経費が
かさむ、健康被害がある、町に買いに行くのが負担、基礎教育を受けていない
ので文字が読めず、使用方法が読めないので、使用方法を誤っている可能性が
ある、正規のものと模倣品や類似品との見分けが難しいため、模倣品や類似品
を使って効果が出ていない可能性があるなどの回答があった。
表３に取りまとめた「プレオーガニックコットンプログラムをどのように知
ったか？」という問いに対しては、村での説明会で、村のリーダーを通して知
ったと答えた農家がプレオーガニックコットンプログラム参加 2 年目の農家で 5
人、1 年目の農家で 6 人、来期参加予定の農家では 1 人であった。ラージ・エコ
ファームが村で開催した説明会を通して知ったと答えた農家は同プログラム参
加 2 年目の農家で 5 人、1 年目の農家で 6 人、新規参加農家で 5 人であった。す
でに同プログラムを実施している隣の村から情報を得たという農家は、来期か
ら参加する農家で 6 人であった。来期で 3 年目となり、すでに参加している村
から近隣の農家へ情報が知れ渡っていることを示している。
表３．問い：どのようにプレオーガニックコットンンプログラムを知ったか。
村（カッコ内は回
答者数）

参加年次

村のリーダーを通 ラージ・エコファ
して

隣村の農家を通し

ームの説明会で て

PAGAKHEDI(6)

2 年目

5

5

0

UMARDAD(6)

1 年目

6

6

0

来期参加

1

5

6

12

16

6

SURWA(6)
BHOPADA(5)
合計

表４に取りまとめた「プレオーガニックコットンプログラムに参加する前に、
同プログラムによる買取保証に関して不安や疑念は無かったか？」という問い
に対して、不安はなかったと答えたのは、参加 2 年目の農家のうち 2 人、参加 1
年目の農家で 3 人、来期から参加予定の農家では 9 人であった。不安があった
と答えた農家は、参加 2 年目の農家で 2 人、1 年目の農家で 3 人、来期から参加
予定の農家では 0 人であった。同プログラム開始から２年目が終わり、すでに
参加した農家から新たに参加する農家へとプログラムの実績についての情報が
伝わって、プログラムへの信頼が増していることが現れている。
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表４．問い：プレオーガニックコットンプログラムに参加する前に、買取保障に関して
不安や疑念は無かったか？
村（カッコ内は回
答者数）

参加年次

無かった

有った

PAGAKHEDI(6)

2 年目

2

2

UMARDAD(6)

1 年目

3

3

来期参加

9

0

14

5

SURWA(6)
BHOPADA(5)
合計

「プレオーガニックコットンプログラムで教わっている有機農法」について
は、すでに参加している農家は、化学肥料や農薬をつかう方法は、もっと人手
が必要だったが、オーガニック農法だと家族だけでできる。自分の土地はオー
ガニック農法が効果的で、化学農薬は効かないことが多かった。有機農法は学
ぶことも実践も難しくないし、手間もかからない、有機の農薬も肥料も農場の
近隣で入手できるし、ラージ・エコファームが指導してくれる。また、不足の
ものがあればラージ・エコファームが持ってきてくれる、今までの農法とプレ
オーガニックコットンプログラムの農法は同じくらいの仕事量だが、年に何回
もスプレーを撒く必要がなくなったのが楽である、オーガニックは効果の持続
性がある、自家製の堆肥・農薬の効果にかなり驚いた、オーガニック農法は、
今までの農法よりも楽になった、雑草取りなどの作業が無くなった、プレオー
ガニックコットンプログラムの天然肥料・天然農薬は 2 タイプで効果が高い、
オーガニック農法といままでの農法の仕事量は一緒だが、農薬や肥料を街まで
買いに行かなくて良くなったのは楽になったなどの声があった。
表５．問い：健康面での変化
息

か

切

ゆ

れ

み

PAGAKHEDI(6) 2 年目

1

4

3

1

1

2

UMARDAD(6)

4

3

2

0

0

5

7

5

1

1

村（カッコ内は
回答者数）

合計

参加年次

1 年目

めま

発

虚弱

アレル

皮膚

腰

発

い

疹

体質

ギー

病

痛

熱

1

0

0

0

1

3

1

2

2

3

1
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表 5 にある「プレオーガニックコットンプログラムに参加してからの健康面
における変化」については、息切れがなくなったという農家が、プログラム参
加２年目の農家で 1 人、1 年目の農家で 4 人、痒みがなくなったという農家が、
参加２年目の農家で 4 人、3 人、めまいが無くなったという農家が参加 2 年目の
農家で 3 人、1 年目の農家で 2 人であった。そのほかに発疹、虚弱体質、アレル
ギー、皮膚病、腰痛、発熱などがなくなったとの答えがあった。
来期から参加する予定の農家においても、表６にあるとおり、現状では、息
切れ、かゆみ、めまい、発疹などの同様の問題を抱えている。
表６．問い：健康面での問題
村（カッコ内は
回答者数）
SURWA(6)
BHOPADA(5)

参加年次

来期参加

息

か

切

ゆ

れ

み

4

5

めま

発

虚弱

アレル

皮膚

腰

発

い

疹

体質

ギー

病

痛

熱

1

0

6

0

0

0

1

表７にある「プレオーガニックコットンプログラムに参加してから家、井戸、
土地の購入など生活に変化あったか？」という問いに対して、 家を新築ないし
増築したという農家が同プログラム参加２年目の農家のうち 3 人、1 年目の農家
で二人、健康面の改善をあげたのが参加２年目の農家のうち 1 人、1 年目の農家
も 1 人、新規事業を始めたという農家は、参加２年目の農家で 1 人、参加１年
目の農家のうち 2 人であった。
表７．問い：プレオーガニックコットンプログラム参加後の生活面における変化
村（カッコ内は
回答者数）

家を新
参加年次 築・増築
した

健康面

貯蓄を始

の改善

めた

新規事業

子供の教
育

PAGAKHEDI(6)

2 年目

3

1

0

1

1

UMARDAD(6)

1 年目

2

1

0

2

0

5

2

0

3

1

合計

そのほかに、農薬を使っても収量が増えないというストレスがなくなった。
農薬、肥料を購入する出費がなくなったので、井戸を掘った。農場に小屋を建
てることが出来た。家族が健康になった、息子を MBA のコースで勉強をさせる
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ことが出来た、バッファロー(ミルク用）や労働用牛 2 頭を買った、健康になっ
たなどの回答があった。
表８にあるとおり、プレオーガニックコットンプログラムに来期から参加す
る農家が同プログラム参加によって期待することとして、8 人が債務の軽減と答
え、4 人が家を新築・増築したいと答えた。その他に、経費削減になる、土の状
態が改善し収量が上がる、健康問題も改善する、わざわざ街まで農薬を買いに
行く必要がないので、負担が減るなどの回答があった。
表８．問い：プレオーガニックコットンプログラム参加で期待すること
村（カッコ内は
回答者数）
SURWA(6)
BHOPADA(5)

家を新
健康面
参加年次 築・増築
の改善
した
来期参
加

4

1

貯蓄を
始めら
れる
0

新規事業

子供の
教育

0

債務の
軽減

0

8

表９にとりまとめた「プレオーガニックコットンプログラムを経てオーガニ
ックコットン生産者として認証されたら、どんなことを期待するか？」という
問いに対して、同プログラム参加２年目の農家のうちの 3 人、参加 1 年目の農
家のうちの 3 人がそれぞれ家の新築・増築、ないし土地の購入と答えた。他に
は新しく事業を始めたいと答えた人が参加 2 年目の農家のうち 1 人、参加 1 年
目の農家のうち 3 人であった。その他には、収入が増えて生活がもっとよくな
ると期待している、ネパールへ巡礼に行きたいなどの回答があった。
表９．

問い：オーガニックコットン認証以降の期待は？
家の新

村（カッコ内は回
答者数）

参加年次 借金返済 収量増加 所得増加 新規事業

築・増
築、土地
の購入

PAGAKHEDI(6)

2 年目

1

1

1

1

3

UMARDAD(6)

1 年目

1

1

0

3

3

2

2

1

4

6

合計
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２．４

プレオーガニックコットン収穫後

収穫されたプレオーガニックコットンは、紡績されて糸になり、生地に編ま
れ、中国の上海の縫製工場などでＴシャツなどの製品となり、Mr. Children の
コンサートなどで販売され、オーガニックコットンの背景や意義についての啓
発に役立てられている。
デニム製品メーカー大手のリー・ジャパン社はプレオーガニックコットンプ
ログラムの主旨に賛同し、2010 年に収穫された 400 トンのプレオーガニックコ
ットンのうち、200 トンのプレオーガニックコットンを買い付けて、女性向け製
品の素材の綿の５０％をプレオーガニックコットンとする計画になっている
（エドウィン商事株式会社、 2010）。
２．５

開発問題解決型の市場の出現

プレオーガニックコットンプログラムによって、コットンの市場にはどのよ
うな変化が起こりつつあるのであるのか図１と図２で説明する。図１は従来の
通常コットンとオーガニックコットン市場における、生産、流通、消費の経路
の概観を表したもので、それぞれの市場が独立して存在している。通常コット
ンからオーガニックへの移行のコットンについても、一般的には通常コットン
の市場で流通される。また、生産量が落ちる分、零細農家は収入が減るため、
オーガニックコットン市場への移行は難しい。
図１が通常の状況であるのに対して、図２は、プレオーガニックコットンプ
ログラムによって、ノーマルコットン市場とオーガニックコットン市場の間に
移行コットンのための「プレオーガニックコットン市場」が存在することを概
念的に示したものである。プレオーガニックコットンプログラムに参加した農
家はこのプレオーガニックコットン市場で収量が減少した分を補填されながら
3 年間を過ごす。プレオーガニックコットンとして購入されたコットンは、プレ
オーガニックコットンとして流通され、消費者もプレオーガニックコットン商
品という価値を見出すことで一つの市場を構成することが可能となる。3 年後に
はオーガニックコットンの認証を受けることでプレオーガニックコットン市場
を「卒業」し、オーガニックコットン市場でプレミアムのついたオーガニック
コットンを生産し、流通させることとなる。
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図１. ノーマルコットン市場とオーガニックコットン市場
オーガニック・コットン市場

ノーマルコットン市場

消費

生産
生産

消費

流通

流通

図２． ノーマルコットン市場、プレオーガニックコットン市場、オーガニック
コットン市場
ノーマルコットン市場

生産

オーガニック・コットン市場

プレオーガニックコットン市場

消費

消費

生産

流通
流通

３．

消費

生産

流通

プレオーガニックコットンプログラム実現の要因と経緯

前述したプレオーガニックコットンの生産、流通、消費によって構成される
市場は、企業と途上国社会の人々がそれぞれの可能性を実現し、必要な関係を
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構築することで実現し、企業と途上国社会の双方に恩恵をもたらすものである。
ここで言う企業の可能性とは、企業が有するリソースや能力とこれらに基づく
利潤追求の活動を社会発展につなげるものを意味する(Hart, 2005)。グローバル
化がますます進む現代社会では、企業は原料の調達や商品の販売など通常の活
動において世界とローカルコミュニティの様々なアクターと直接・間接の関係
を有していて、これらの関係を主体的にデザインし、再構築していくことで企
業にとって、そして途上国社会にとって互恵的な関係を創る可能性をもってい
る。
他方で、途上国の人々は基礎教育を十分に受けていなくても、必ずしも無力
で見込みの持てない経済アクターではなくて、逆境から抜け出して新しい技術
を学び、企業にとって有能なパートナーとなる可能性を有している（Prahalad,
2005）。その可能性の実現のためには、途上国社会の人々の可能性を引き出し
て企業にとって有益な経済アクターに育成し、市場の環を構築していくことが
重要で、これによって企業にとってのビジネスが維持・拡大できる、そしてそ
の市場の環の中で人々の暮らしが改善されていく仕組みができる。
これらの企業と途上国の人々の可能性を実現するには様々なアクターによる
パートナーシップが重要である。どんな企業も自社のみで所持できる能力とリ
ソースは限定されていて、パートナーシップによってそれを拡げることができ
る。パートナーは能力、リソースにおいて相互補完的、さらには相乗効果で新
しい可能性が現実となる。プレオーガニックコットンプログラムでは、民間企
業によるパートナーシップがインドの綿花生産農家につながり、様々な人と組
織の関係を構築していくことで互いの可能性が実現化したものである。次に、
同プログラムが実現していく経緯を述べ、その成立要因を分析する。
３．１

株式会社クルックと伊藤忠商事株式会社

プレオーガニックコットンプログラムをすすめるクルックは、「サステナブ
ルな未来に向けた暮らし」を実践する場として、音楽プロデューサーの小林武
史氏を代表取締役として 2005 年に設立された株式会社である（株式会社クルッ
ク、2006）。クルックのコンセプトプロデュースを行うのが、一般社団法人 AP
バンクという非営利組織であるが、AP バンクは小林氏と音楽グループの
Mr.Children の櫻井和寿氏と坂本龍一氏の 3 名の自己資金によって設立され、持
続可能な社会に資する事業に融資、投資、寄付を行っている(AP バンク、2010)。
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クルックは環境問題について若い世代の意識を促すために 2007 年、AP バンク
の出資者の櫻井氏がメンバーである Mr. Children のコンサートで、オーガニッ
クコットンのＴシャツなどの商品を販売した。これらの商品供給のためのため
オーガニックコットンの安定した調達と、日本国内での普及促進のため、日本
国内で最も長年そして多くのオーガニックコットンの取扱いを誇る伊藤忠商事
株式会社にクルックの江良慶介氏がコンタクトをした。このとき伊藤忠商事で
は、綿花・綿糸の事業に長く携わってきた経歴から世界中のコットン市場の情
報に精通している伊藤忠繊維原料（亞洲）有限公司 有機原綿市場開発部長の
狩野哲郎氏が担当することとなった。
伊藤忠商事株式会社は、1858 年創業で現在世界 75 ヶ国に 150 以上の拠点を持
つ繊維、機械、情報通信・航空電子、金属・エネルギー、生活資材・化学品、
食料、金融・不動産・保険・物流で活動する総合商社であり、社員数は 2010 年
3 月 1 日時点で 4,260 名（伊藤忠商事株式会、2010b）
、その企業理念は「Committed
to the Global Good: 豊かさを担う責任」即ち、個人と社会を大切にし、未来
に向かって豊かさを担う責任を果たすこととしている（伊藤忠商事株式会社、
2010c）。
クルックの江良氏と伊藤忠商事の狩野氏は、コットンの生産地でもあり、伊
藤忠商事のビジネスの実績があるインドへ渡った。その際オーガニックコット
ンを生産する農家がある程度安定した生活を送っている一方で、農薬や化学肥
料を使う通常コットンを生産する農家が悲惨な暮らしを送っていることを見た
こと、そしてその現状についてクルック代表取締役の小林氏が問題意識を持っ
たことが、農家への支援を検討する契機となった。当初は農家に資金や牛など
を提供することが検討されたが、それでは一時的な提供で終わってしまうため、
持続性のある支援の検討が進められた。
３．２

パットスピン社とラージ・エコファーム

伊藤忠商事はインドにおける綿取引で 25 年以上の実績を持ち、現地企業との
合弁で紡績会社のパットスピン社を設立している。パットスピン社はヨーロッ
パとの取引の実績もあり、オーガニックコットン認証、フェアトレード認証も
獲得している信頼できる企業であり、そのパットスピン社がエージェントを通
してプレオーガニックコットンプログラムで農家を直接支援・指導することと
なるラージ・エコファームと出会い、取引が始まることとなった。
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ラージ・エコファームの代表であるラジェシュ・タンワー氏の父親は農場主
であり、ラジェシュ氏は以前から農場で働くコットン小作農の悲惨な状況を身
近に見てきた。小作農家は、農薬を多用するために年々土の質が落ち、収穫量
が落ち、生活が苦しくなっていた。ラジェシュ氏はコットン農家の生活水準を
改善したいと考えるようになり、大学卒業後、2000 年にラージ・エコファーム
を設立し、2001 年からオーガニックコットン事業に従事している。
ラージ・エコファームはプレオーガニックコットンプログラムの参加農家の
選定、支援、指導において中心的な役割を担っているが、このプログラム開始
当初は、農民は長年の方法を変えることに抵抗し、プレオーガニックコットン
へ参加することの説得は難航した。参加者が集まり始めるまでに 3～4 ヶ月かか
り、説得していた 100 農家のうち、15 農家のみが参加するというような状況で
あった。そしてこの状況打開のために、ラジェシュ氏は、自身が所有する農場
をオーガニックに移行し、農民に実際に見せることと、村民に大きな影響力を
持つ村のリーダーを先に説得し、彼らを通して村民を説得することで、少しず
つ参加者を増やした。その結果、参加農家数は、2008 年-2009 年で 605 世帯と
なり、2 年目の 2009－2010 年のシーズンは近隣のプレオーガニックコットンの
村の様子を見て参加を決める農家が増え、説得も比較的容易になり 856 世帯と
なった。
プレオーガニックコットンプログラムに参加する農村、農家はラージ・エコ
ファームが選定するが、ラジェシュ氏が最も重要視していることは「約束」を
守るということである。その約束とは、種はラージエコファームからの提供の
ものを使うこと、生産の方法は、ラージ・エコファームの技術指導による有機
農法を使うこと、そして収穫された綿花は全てラージ・エコファームに納める
ということである。このようにしてラージ・エコファームは品質管理を徹底し、
綿花のトレーサビリィティを実現している。
３．３

成功の要因：パートナーシップの重要性

すでに概観した通り、プレオーガニックコットンはそれぞれの個人や組織が
パートナーシップによってそれぞれの組織の方向性、能力、そしてリソースを
噛み合わせて補完していくことで成立している。環境意識、社会貢献意識の強
いクルックは音楽業界とつながりがあって消費者への発信力が強いこともあり、
オーガニックコットンの商品販売の実績がすでにあった。コットンのビジネス
の実績があって社会貢献意識の強い伊藤忠商事はすでにインドに有していたネ

22

ットワークを通じて現地の人々のことをよく知るラージ・エコファームへとつ
ながり、農家の支援が可能となった。
また、インドの多くの綿農家は、農薬や肥料購入による重債務と健康被害が
深刻で薬剤の使用を中止したい、現状を打開したいという強い動機をもってい
たこと、ラージ・エコファームが現地で調達可能な資材を使用する有機農法を
開発し、村の近隣に指導員を配置して手厚い指導体制を構築したこと、そして
伊藤忠商事が移行期の収穫量の減少分相当を栽培支援費として上乗せしての買
い取り額を種の植え付け前に保証することで多くの綿農家の参加が可能となっ
た。
プレオーガニックコットンでデニム製品を製造するリー・ジャパン社は、プ
レオーガニックコットンが自社製品にとって新たな付加価値となると位置づけ
ている。近年の日本経済における不況により、価格を下げることで売り上げを
伸ばそうとするメーカーが多い中、ジーンズは、その生産過程では大量の水や
薬品が使われ、環境負荷の高い製品である。しかしながら、商品の値段を下げ
るためにコストを下げることは原料であるコットンが生産者から消費者の手に
届くまでのトレイサビリティにおいて不透明な部分が出ることは避けられない。
これに対してリー社は環境の負担とならない、そしてコットンの生産者の生活
を大幅に改善できるものとしてプレオーガニックコットンプログラムの意義を
見出してこれを商品への付加価値として消費者へアピールすることとしている
(日本経済新聞、2010)。
４．

将来の可能性

プレオーガニックコットンプログラムの将来においては、パートナーシップ
を拡大し、その意義と価値を広めることが重要である。プレオーガニックコッ
トンは市場においてさらに多くの人と企業がその意義を理解して、企業がプレ
オーガニックコットンを使用した製品を製造し、消費者がその価値を見出して
商品を購入することで、コストを回収し、利益を出してビジネスとして成立さ
せることで、市場としてより確実なものとし、持続と拡大の可能性が広がる。
ビジネスと社会貢献を両立させることと、企業の慈善事業として行うのとで
はそのインパクトと広がりが大きく異なる。ビジネスではなく、純然たる社会
貢献として、認証前のコットンの収量の減量分を補填して、通常コットンの値
段で売る、損益は企業が負担していたのでは、伊藤忠商事やクルックなどの限
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られた企業による国際貢献で、これらの企業の予算がある限りの期間限定のも
のとなる。それでは限られた数の農家のオーガニックへの移行と、これらの企
業のイメージの向上で終わってしまう。重要なのは、プレオーガニックコット
ンの意義と価値をさらに多くの企業が共有して製品を市場に出し、より多くの
消費者に届くようにすることであろう。消費者がその価値を共有することで消
費者自身が貢献できる、そうすることでこの支援は限りなく拡がる可能性をも
っている。
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３章

ザンビアにおけるコットン生産農家への支援事業

概要
ザンビアでは国民の一割以上が綿関連産業に関わっているが、政府の支援は
ほとんどなく、綿花の買取り企業が農薬や肥料の後払い（クレジット）支給や
普及サービスの提供などを通じ農家を支援してきた。しかし、近年零細農家の
急増、綿花価格の下落、現地通貨価値の高騰などにより、そのような農家支援
のリスクとコストが企業に重くのしかかっていた。ザンビア最大の綿花買取り
企業であるドゥナバント・ザンビア社は、かかる厳しいビジネス環境の中、援
助機関や NGO とのパートナーシップによって新しい形の零細農家支援を始め、
成果を生んでいる。同社は、YIELD プログラムと呼ばれるトレーニングプログラ
ムで零細農家の生産性改善と所得向上を図る一方、農家及びコミュニティにお
いて深刻な問題となっていた HIV/AIDS の予防とケアを行うプログラムを実施し、
農民の健康の維持に寄与している。本章では、それら二つのプログラムを取り
上げ、これまでの成果と成功の要因を考察する。
１．

ドゥナバント・ザンビア社の概要

米国メンフィスに本拠を置くドゥナバント社（Dunavant Enterprises, Inc.）
は世界最大規模の綿の商社であり、世界中に綿の売買ビジネスを展開している。
1999 年からアフリカに進出を始め、現在は 3 カ国で綿花の買上げ、綿繰りを行
っている。ザンビアはアフリカで最初の進出先であり、1999 年にドゥナバント
のジュネーブ子会社が英国系企業のロンロー社（国有企業の売却先の一つ）を
買収し、2000 年に現地法人のドゥナバント・ザンビアとして操業を開始した
（Boughton et al. 2003）。以来ザンビア国内で最大の市場シェアを誇り 3 、米
国のカーギル・コットン社と共に業界をリードしている。ドゥナバントにとっ
てザンビアはアフリカにおける最大の拠点であり、国内最多の 6 個所で綿繰り
を行い、640 人の職員と 2,000 人の季節労働者を雇用している（Laurin 2008）。
契約栽培制度（後述）により取引する農家数は年によって大きく変わるが、10
万から 18 万戸程度である。
ドゥナバントは、綿産業に関わる人々の繁栄により企業も成功するという哲
学を持っており、人を最大の財産と考えて、コミュニティへの恩恵を非常に重
視している。特に綿セクターでは企業と産業全体の持続的発展のために企業が
3

2007 年時点で国内生産量の約 60%を買上げている（AGRIDEV Consult Ltd. 2007）
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人と社会の健康と生産性を支援することが不可欠であると認識し、そのために
以下のような環境的・社会的責任へのコミットメントを表明している（Dunavant
2010a）。
z
z
z

持続性： 長期的で公正なビジネス慣行、環境の尊重
コミュニティの関与： 健康と安全、教育とトレーニング、コミュニティ
のイニシアティブへの従業員の参加
経済・人間開発： 生産量の増加と富の分配、国際労働基準の順守

ドゥナバントは上記の理念と方針に基づき、特にアフリカにおいて、綿栽培
農家の生産性と収入の向上を目指すプログラムや自然環境に貢献するプログラ
ム、従業員と農民の健康に資するプログラムなどを実施している。
２．YIELD プログラム
２．１

プログラム概要

（１）背景と目的
ザンビアでは 1,100 万人の人口のうち 150 万人が完全にあるいは部分的に綿
産業に依存している（Dunavant 2010b）。しかし、農業分野での政府の助成や
普及サービスはメイズを中心とした食用作物に集中しており、綿などの換金作
物については非常に限定的である。そのため綿花の買取り企業は、契約栽培制
度により、農家への農薬や肥料などのインプット配給（クレジットベース）や
普及サービスの提供、買上げ保証などを自ら実施してきた。その結果、零細綿
栽培農家は 1999 年の 10 万戸から 2005 年には 28 万戸近くまで急増した
（Dunavant 2010b）。しかし、零細農家による綿花の生産性は低く、市場にお
けるリント（紡績糸の原料）と綿花の価格が下落し、綿買取り企業にとって輸
送コストや契約栽培制度、買上げ保証の負担が大きく増していた 4 。2005 年終わ
りから 2006 年にかけては現地通貨の価値が急騰し、綿産業は輸出競争力を失う
ことによりさらなる打撃を受けた。他方、農家の生活も悪化し、結果として多
くの零細農家が綿栽培から撤退し、2006/07 年には生産量が下落した 5 。

4

ザンビアでは農家が点在していること、幹線以外の道路の整備状況が悪いこと、内陸国のため港まで距
離があることなどにより、輸送コストが高い（AGRIDEV Consult Ltd. 2007）。
5
ドゥナバント・ザンビアインタビュー
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ドゥナバントは契約栽培制度に加え、農民に対する栽培知識・技術の普及ト
レーニングを独自に実施していたが、零細農家の増加と綿の価格下落の状況に
鑑み、零細農家の生産性を上げ、農民の生計を向上することを目的に、農家に
対し綿栽培管理に関する知識・技術を体系的に提供するパイロット・プロジェ
クトを 2004/05 年に実施した。綿産業を取り巻く環境が悪化の一途をたどる中、
続く 2006 年からはパイロット・プロジェクトを拡大し、ドイツ投資開発銀行
（DEG）の支援を得てYield Improvement through Empowerment, Learning and
Discipline （YIELD）プログラムとして本格的に展開を始めた。YIELDプログラ
ムは、綿栽培に不可欠な知識と技術を零細農家に移転することで各農家の生産
性を上げ、安定的な綿花の供給を確保すると同時に農家の収入を増加させるこ
とを狙うものである。ドゥナバントは農家の生活の安定をビジネスに不可欠な
ものと認識しており 6 、生産性の向上だけでなく、農家の収入の向上を非常に重
視している。
（２）プログラムの内容と成果
YIELD プログラムでは、綿栽培における 5 つの基本事項（早期の適切な農地準
備、適切な時期の種蒔き、適切な間隔での種蒔き、雑草の駆除、適切な害虫管
理）に関する知識と技術を農民に指導している。それらの基礎的な知識につい
て政府の普及サービスがないため、ドゥナバントは現場でのコーディネーター
役や指導役となる農民を雇い、普及のシステムを作りあげた（図 1）。

6
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プログラム関係者

役割

マネージャー
9地域コーディネーターの監督

（ドゥナバント職員）

複数名
地域コーディネーター
（ドゥナバント職員）

18名
サイトコーディネーター
（農民）

9サイトコーディネーターのトレー
ニング

9指導農民のトレーニングと監督

289名
指導農民
2890名

協力農民
42,000名

9協力農民のリクルート
9実験農場の運営
9農民への実演会開催
9指導農民による実演会参加
95つの基本項目に関する技術適用

出所：Tschirley and Kabwe 2007
図1

YIELD プログラムの構造

プログラムはドゥナバントによって管理されているが、現場では農民により
運営されている。サイトコーディネーター、指導農民に対しては実績により対
価が支払われる仕組みとなっている。職員ではなく、農村の人材にインセンテ
ィブを与えてプログラムを運営する仕組みは、クレジットによる農業インプッ
ト配給システムにすでに導入されており、クレジットの回収率において大きな
成果を上げていた 7 。
プログラムの効果は非常に高く、プログラム 1 年目（2006/07 年）の生産量の
一般農家との比較（表 1）では、協力農家（指導農家による農場トレーニング日
に参加する農家）は一般農家の 170%、指導農家では 255%に達した。収入につい
てはさらに差が広がり、協力農家では一般農家の 225%、指導農家では 378%にも
上った。

7

このシステムでは、クレジット供与の対象の選定、インプット配給、クレジット回収を職員ではなく、
綿栽培農家に契約ベースで委託し、実績により報酬を支払う。
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表1

YIELD プログラム参加農家と非参加農家の生産量比較
（プログラム 1 年目）
一般農家

協力農家

指導農家

生産量（kg/ha）

580

984

1,481

純利益（米ドル）

89

200

336

*サンプル数は一般農家が 912、協力農家が 6006（全協力農家の 14%）、
指導農家が 829（全指導農家の 29%）
出所： Sekamatte 2006

農家の収入は綿の価格や天候による生産量によって左右されるが、協力農家
の生産量から判断する限り、それらの要素に多少の問題があっても採算は取れ
ると推測され、今後もある程度持続的な農家の生活の向上が見込まれる
（AGRIDEV Consult Ltd. 2007） 8 。
さらに、プログラムが直接目的としたわけではないが、プログラムの環境面
での波及効果も確認されている。YIELD プログラムで指導された栽培管理方法に
より、水資源の保全と侵食防止が促進されており、また、農薬の使用も減った
ことが指摘されている（AGRIDEV Consult Ltd. 2007）。
これらの成果を受け、ドゥナバントは 2008 年末からYIELDプログラムの新し
いフェーズを開始した。新フェーズでは、DEGに加えてゲイツ財団からの支援（ゲ
イツ財団が 49%、ドゥナバントが 51%の出資）も取り付け、規模を拡大している。
プログラムの内容も拡充し、これまでのトレーニングプログラムに保健、社会、
環境問題のモジュールを組み込んだ他、新たな試みとして農業インプットの配
給者のキャパシティ・ビルディング、クレジットによる機材（トラクター等）
の貸出しを行っている 9 。しかし、ザンビア政府によるメイズ等の食用作物生産
への助成と旱魃が影響し、ドゥナバントの契約農家は 2004/05 年の 180,000 か
ら昨年は 70,000 まで激減しており、ビジネスは 2007 年以降非常に厳しい状況
にある 10 。

8

面会した指導農家、協力農家では収入の向上により、生活レベルの向上、農地の拡大などが可能になっ
たということであった。
9
ドゥナバント・ザンビアインタビュー
10
ドゥナバント・ザンビアインタビュー
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２．２

パートナーシップ

（１）ドイツ投資開発銀行（DEG）
YIELDプログラムを支援するDEGは、ドイツ復興金融公庫（KfW）グループの一
員で、ドイツ技術公社（GTZ）やKfWと並び、ドイツ経済協力省（BMZ）のODA実
施機関の一つである。DEGのミッションは、民間企業の途上国への投融資の支援
を通じて開発に貢献することであり（DEG 2010）、BMZの官民連携（Public-Private
Partnerships: PPP）プログラムにおいても中心的な役割を果たしている。BMZ
は 1999 年にPPPファシリティと呼ばれる基金を設立し、GTZ、KfW、DEG、経済開
発・職業訓練財団（SEQUA） 11 は同基金を活用して民間企業を支援できるように
なったが、DEGは他の実施機関よりも積極的にファシリティを活用している（国
際協力機構国際協力総合研修所 2005）。

BMZ の PPP ファシリティ
BMZ の PPP ファシリティは、ドイツの支援する開発途上国の企業と、
投資、合弁事業、貿易などの形でビジネスを行っており、それによ
って当該国開発に貢献している事業に対し資金を提供している。準
備段階でも対象となる。支援を受ける事業は次の基準を満たさなけ
ればならない。
• ドイツの開発政策との整合性
• より効果的、迅速、効率的な協力方法
• 企業が単独では実施しない
• 企業が競争上で優位性を得ない
• 通常、少なくとも 50%以上の資金を企業が負担する
ファシリティによるプロジェクトは企業と GTZ、DEG、SEQUA との協
力により実施される。

出所：Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development 2010

DEGはGTZと共に 2000 年頃からザンビアの農業セクターの企業にPPPプログラ
ムを広報し始めた。当初農民向けトレーニングを小規模に行っていたドゥナバ
11

SEQUA は途上国におけるドイツ民間企業の活動を支援する非営利機関で、中小企業の設立促進、民間セ
クター開発、職業訓練支援を中心とした事業を行う。
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ントは対象を拡大したい意向はありながらも自己資金での実現は難しい状況に
あり、DEGのPPPファシリティによるプログラムに申請することを決めた 12 。YIELD
プログラムでは、DEGの出資が 49%、ドゥナバントの自己資金が 51％となってい
る。上述のとおり、DEGは 2008 年度末からのYIELDプログラムの新フェーズに対
してもゲイツ財団と共に出資している 13 。なお、DEGのPPPファシリティによる支
援は、2 年以内の事業が対象で、企業側のコアビジネス外の部分に対してのみ行
われる（国際協力機構国際協力総合研修所 2005）。
（２）Cotton made in Africa （CmiA）
ドゥナバントはYIELDプログラムを通じ、ドイツの官民連携から始まったCmiA
プロジェクトに積極的に参加している。CmiAは、
「人（People）、地球（Planet）、
利潤（Profit）」に注目したプロジェクトで、綿栽培農家に環境に優しく持続
的な生産方法を教え、その方法で生産された綿を小売業者が定期的に購入する
仕組みを作ることにより、農民に国際的な供給網へのアクセスを確保し、彼ら
の生活の向上を図る官民連携の試みである 14 。CmiAはドイツの通信販売大手のオ
ットー社の取締役会長であるMichael Otto氏が設立したAid by Trade
Foundation（AbTF）のイニシアティブとBMZの支援により実現した。ザンビアを
含むアフリカ 3 カ国を対象とし、AbTFがプロジェクトの実施を担う。パートナ
ーは民間企業、公的機関、NGO、研究機関と幅広い。CmiAに参加する小売業者は
欧州企業を中心にすでに 30 に達しており（Cotton made in Africa 2010）、ラ
イセンス料を支払ってCmiAブラントの商品を販売している。CmiAブランドはこ
れらの企業のイメージを向上させるのみでなく、商品販売による利益をもたら
しており、最近では米国企業の関心も高まっている 15 。
小売業者が需要を確保する側であるのに対し、ドゥナバントは供給の確保の
一端を担っている。つまり、農民を直接支援し、環境に優しい綿花栽培を促し、
農家の生産性を上げる役割を果たしている。YIELDプログラムはザンビアにおけ
るCmiAのパイロット・プロジェクトに位置付けられ、YIELDプログラムの採用す
る綿栽培方法の有効性やCmiAの実施ガイドラインの実用性などが検証された
（AGRIDEV Consult Ltd. 2007）。ドゥナバントはCmiAブラントの綿の輸出を目
指し、2008 年末からのYIELDプログラムの新フェーズにCmiAの設定する基準（社
12

ドゥナバント・ザンビアインタビュー
これらの出資は以下（２）で説明の Cotton made in Africa の枠組み内で行われていると推測されるが、
DEG からは回答が得られなかった。
14
COMPACI アドバイザーインタビューおよび GTZ ウェブサイト
15
COMPACI アドバイザーインタビュー
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会面、環境面、経済面）を満たす綿花の生産のためのトレーニングモジュール
を組み入れた 16 。
公的機関では、BMZ がプロジェクトの企画・立案・推進、予算確保、外交ルー
トを通じた綿花補助金削減・撤廃の働きかけなどを行い、DEG は PPP ファシリテ
ィ窓口としての資金の供給、GTZ は現地農家指導を行っている（伊達 2009）。
また、2009 年にはゲイツ財団がパートナーとなり、BMZ の 4 倍に上る 2,440 万
ドルの資金を提供している（Rosenberg 2009）。NGO については生産地であるア
フリカで環境・社会面等における支援やモニタリングの役割を担っている（伊
達 2009）。

BMZ

GTZ

ゲイツ財団

DEG
連携

資金提供

資金提供

Aid by Trade Foundation

NGOs
技術協力

資金提供
プレミアム提供、イン 農民トレーニング支援
パクトモニタリング

原綿の
収穫・納品

綿栽培
農家
CmiA品質の
原綿の買取り

CmiA品質
の綿の納品

綿繰り
施設

管理・モニタリング
ライセンス料、
資金提供

CmiA品質
の綿の納品

綿売買
企業

CmiA品質
の綿の発注

CmiA品質の
綿糸の納品

紡績
工場

CmiA品質
の綿の発注

CmiA品質の
衣料品の納品

メーカー

CmiA品質の
綿糸の発注

小売
業者

消費者

CmiA品質の CmiAブランドの
衣料品の発注 衣料品の販売

出所：伊達 2009、COMPACIアドバイザーより入手の資料、CmiAウェブサイトを基に
筆者作成
図2 CmiAの仕組み

ザンビア最大の綿売買企業であるドゥナバントが CmiA 基準を満たすことは
CmiA のインパクトの点で常に重要であり、CmiA 側のドゥナバントへの期待は非
常に高いと推測される。ドゥナバント側にとっても、近年の厳しいビジネス状
況に鑑み、CmiA の基準を満たす綿を売ることが重要になっている。また、CmiA
16
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という枠組みに参加することで、YIELD プログラムに対し、DEG、ゲイツ財団か
らの支援を確保できるという側面もある。
（３）Competitive Africa Cotton Initiative (COMPACI)
ドゥナバントのパイロット・プロジェクトが 1 万から 1 万 5 千の農家を対象
に 50%の増産を達成したことに着目したDEG、GTZは、より多くのアフリカの綿栽
培農家の生活を持続的に向上させるため、零細農家に技術支援を行う技術協力
プログラム「COMPACI」を 2009 年に開始した。CmiAが供給チェーンを確保する
のに対し、COMPACIは生産量の増加に焦点を当て、CmiAの供給チェーンにつなげ
ることを狙う 17 。ザンビア、マラウィ、ウガンダ、ベニン、ブルキナファソ、ア
イボリーコーストの 6 カ国の綿花売買企業が参加している。ドゥナバントは最
大のパートナーであり、COMPACIがカバーする 26 万 5 千の農家のうち、10 万程
度がドゥナバントの取引農家（ザンビアで 6.5 万、ウガンダで 3～4 万）である
18
。
COMPACI の実施体制は CmiA とほぼ同じで、BMZ の下で DEG が融資、GTZ が技術
支援を中心に行い、実際のプログラム運営は AbTF が行い、資金はゲイツ財団も
供給する（COMPACI 2009b）。
COMPACI は農民の生活向上を目的としているため、綿の生産性と質の向上だけ
でなく、持続的な綿花の取引関係の構築、他の農産物の生産や少額ローンへの
農民のアクセス向上にも取り組む（COMPACI 2009a）。さらに、成果を他のアフ
リカ諸国に発信することも狙っている。また、COMPACI では綿栽培におけるジェ
ンダー間の公平性や社会的、環境的基準などに特別な配慮をしており、開発プ
ロジェクトの意味合いが強い。
２．３

成功の要因

上述のとおり、YIELD プログラムのアイデアは、ザンビアの綿産業の置かれて
きた厳しい状況の中で試行錯誤しながらドゥナバント・ザンビアが生み出した
ものである。同社は綿の栽培から売買までのプロであり、さらに現地スタッフ
を多く抱える現地法人として現地でビジネスを展開するノウハウや農民の生活
についても援助機関以上の知識を持ち、援助機関の知的・技術的支援はほとん
17
18

COMPACI アドバイザーインタビュー
COMPACI アドバイザーインタビュー

35

ど必要のない状況にあった。その中でドゥナバントと援助機関とのパートナー
シップが実現し、成果を生んだのは、次のような要因があったためと考えられ
る。
（１）

共通の目的

ドゥナバントと協力援助機関には「農民のエンパワーメント」という共通の
目的がある 19 。ドゥナバントにとっては、持続的に利益を上げることが最終目標
であるが、それに至る過程で農民の生活の向上は不可欠であり、それは本章１．
で言及の企業理念、CSR方針からも明らかである。援助機関側にとっては、農村
の貧困削減が大きな課題であり、中でもザンビアにおける主要換金作物の一つ
である綿花の栽培農家の生活向上は貧困削減に大きな影響を持つ。つまり、ド
ゥナバントと援助機関の間には共通の目的が存在し、共通の取り組み対象を抱
えていたと言える。
（２）

連携における小さな「官」の役割

YIELDプログラムは過去の経験を踏まえ、ザンビアの綿産業を取り巻く厳しい
市場、生産環境の中でドゥナバントが考案したものであり、「官」側であるDEG
の役割は基本的に融資機関としての資金供給のみであったことから、ドゥナバ
ントにとってはパートナーシップに対する抵抗感はほとんどなかったと推察さ
れる。ドゥナバントは、DEG以外にもGTZやAbTF、NGOなど、多くのパートナーが
関わるCmiAとCOMPACIにも参加しているが、ドゥナバント側のコミュニケーショ
ンの相手はほとんどDEGのみであり、ドゥナバントに取引費用の負担意識はほと
んどない。CmiAについては、マーケティングの幅を広げ、また、YIELDプログラ
ムへの資金調達を可能にする機会と捉えている 20 。実際、CmiAにより、ウガンダ
やモザンビークのドゥナバントもDEGやゲイツ財団から資金供給を受けている。
（３）

外部環境

ザンビアの農業セクターでは、政府の役割が比較的小さく、民間セクターの
果たす役割が大きい。1990 年代前半の農業セクター改革以降、政府の農業支援
は急速に縮小し、特に換金作物栽培に対する支援は非常に限定されている。ザ

19

ドゥナバント・ザンビアインタビュー
YIELD プログラムの内容や運営への CmiA の影響は小さく、CmiA の基準に沿ったモジュールをトレーニン
グプログラムにいくつか加えた程度である（ドゥナバント・ザンビアインタビュー）。
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ンビア政府は民間セクターの関与を強く奨励し、民間企業、NGO が栽培技術の改
善、農業インプットの供給、融資、生産物の売買、セクターにおける雇用の創
出において主要な役割を果たすことを想定し、そのための環境づくりが政府の
仕事という立場をとっている（Government of Zambia 2006）。綿セクターに
関しては特に政府の関与が少ない。近隣の綿栽培国と大きく異なり、ザンビア
においては綿の生産、マーケティング、規制、財政的支援のいずれにおいても
政府の支援もドナーによる支援もほとんどない（Tschirley and Zulu 2003）。
上記の現状の中、ドゥナバントを含む綿の買上げ、綿繰り企業は、農民のト
レーニングやクレジットによる農業インプット供給などのコストやリスクを企
業のみで追わざるを得ず、それらの規模を拡大できない状況にあったが、政府
の支援は期待できなかった。他方、援助側からすると、農業セクター支援によ
り貧困削減を図るには民間セクターとの連携が必要ということになり、ビジネ
スの一環として農家を支援しているドゥナバントのような企業は最適のパート
ナーであったと言える。
（４）人材
ドゥナバントと援助機関の連携が成功した理由の一つは、関係組織あるいは
人材の力である。ドゥナバントは、生産力向上のための効果的なプログラム・
システムを作り出すための知識、発想力、実行力において競合企業に勝ってい
た。これは YIELD プログラムに限らない。上述の零細農家に対するクレジット
による農業インプット供給のシステムについても、ザンビア国内や近隣各国で
クレジット回収問題が深刻化したが、ドゥナバントは政府の支援なく新たなス
キームを作り上げ、回収率を大きく改善したことで知られる（Tschirley and
Kabwe 2007）。YIELD プログラムにおいても、ウガンダで行っていた試みをベー
スに、独自のプログラムを完成させている。現在のプログラムでは耕地面積を
広げるためのトラクターの貸し出しや農薬散布業者のトレーニング、CmiA の基
準に沿ったモジュールの追加などを行い、さらに次節で扱う AIDS プログラムと
の連携を図ってコストを削減するなどのさらなる改善を試みている。
CmiAについては、AbTFを設立したOtto取締役会長のリーダーシップが大きく
影響しているとされる 21 。また、CmiAのような壮大なプロジェクトの実施を担う
AbTFの能力、およびYIELDプログラムとCmiAを結びつけ、また、YIELDプログラ

21
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ムとCmiAからCOMPACIを生み出し、関係する多様な機関の連携を調整するGTZの
調整能力も大きいと言えよう。
３．

AIDS プログラム

３．１

AIDS プログラムの概要

（１）

背景と目的

HIV/AIDS の流行はザンビアにおいて非常に深刻であり、成人人口の約 15％が
HIV に感染していると言われる（UNAIDS 2008）。同国では、まだ HIV/AIDS が罪
と恥の象徴であるとのスティグマから、その死因が AIDS による疾病ではなく肺
炎などと記録され、各種の HIV/AIDS 統計に上がらないことも多い（Aaronson
2007）。
他方で、ドゥナバントを取り巻く HIV/AIDS の状況も看過できないものとなっ
ていた。従業員の葬儀が毎月の恒例行事と化し、体調不良によって綿栽培がで
きない農家の数も多かったことから、HIV/AIDS がドゥナバント no ビジネスにと
って負に働いていた（Aaronson 2007）。
そのような中、ドゥナバントは 2004 年 2 月に Comprehensive HIV/AIDS
Management Programme（CHAMP）と協力の覚書を取り交わして同年 3 月から AIDS
プログラムを開始し、2005 年からは米国国際開発庁（United States Agency for
International Development: USAID）のグローバル開発アライアンス（Global
Development Alliance: GDA）の支援を取り込んで、同プログラムを実施してい
る（Chansa 2010）。
ドゥナバントの AIDS プログラムは、同社の本部や工場で働く常勤の従業員だ
けでなく、季節労働者や契約農家とその家族、周辺コミュニティにも提供され
ている。AIDS プログラムは主に以下の目的で実施されている。

38

ドゥナバントによるAIDSプログラムの目的
z HIV感染予防の利点を意識付け、HIV/AIDS関連の治療・ケア・サポー
トへのアクセス及びサービスを向上させること
z HIV/AIDSに係る治療のエントリーポイントとして自発的カウンセリング
と検査（Voluntary Counselling and Testing: VCT）へアクセスする従
業員やコミュニティメンバーの数を増加させること
z 従 業 員 も し く は コ ミ ュ ニ テ ィ の 中 で ケ ア さ れ る 性 感 染 症 （ Sexually
Trasnmitted Infections: STI）のケース数が増えていくようにSTIへの意
識付け・予防・マネージメントプログラムを強化すること
z 従業員やコミュニティに対して包括的なHIV/AIDSケアサービスを提供
するヘルスケアワーカーの知識と技術を向上させること
z 従業員やコミュニティに対してコミュニティレベルで提供されるケア・サポ
ートを強化すること
出所：Dunavant 2010c

（２）内容と成果
ドゥナバントの AIDS プログラムによって提供されるサービスは包括的で、HIV
への意識付けから感染後の治療や各種ケアへのアクセスまで含まれている。こ
のプログラムは、「CARES（Community, Accessing, Reaching, Educating,
Sensitization）」として知られており、その４本の柱は以下の通りである（Smart
2006）。
z

職場での HIV/AIDS 方針策定とプログラム実施

z
z
z

キャパシティ・ビルディング
啓発、カウンセリングと検査への動員、HIV ケアや治療へと繋げること
（男女など）ターゲット別の活動報告 22

同プログラムは、各種のサービスから取り残されている遠隔地域も対象とし
ており、同社の常勤従業員だけでなく、季節労働者や契約農家、その家族、同
社がネットワークを持っているコミュニティ全域に及んでいる。広範な地域へ
のサービス提供は、同社のYIELDプログラム（本章２．に詳述）で活用されてい
22

ドゥナバントの各フィールドオフィスはルサカの本部へ毎月活動状況を報告し、その後ドゥナバント全
体として CHAMP と共同で USAID に活動報告をしている（ドゥナバント・ザンビアインタビュー）。
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る農業インプット配給ネットワークによって可能となっている（Global
Business Coalition 2008）。YIELDプログラムでは、インプットの配給をマネ
ージャー以下、末広がりの形で協力農民に届けている 23 。またAIDSプログラムで
は、YIELDプログラム同様、農民による農民指導が行われている。農民にHIV/AIDS
啓発の役割を依頼し、末端の協力農民とその家族や周辺住民にまで情報やVCTサ
ービスを提供している（Global Business Coalition 2008）。
AIDSプログラムは啓発の方法についてもYIELDプログラムを参考にしている。
例えば、YIELDプログラムの害虫管理トレーニングの内容を活用しつつ、
HIV/AIDSという目に見えない現象や症状を人々に説明している。つまり、綿と
いう作物を害虫などの病害から保護することと、従業員や農民自身の身体をHIV
というウイルスから保護することを同様の概念で説明する 24 。これは、今まで充
分な教育を受けておらず、健康に関する様々な情報が一番届きにくい遠隔地域
の農民にもAIDSプログラムを浸透させる画期的な方法となっている。
AIDS プログラムの実績としては、これまでに 767 人の常勤職員と 3,000 人以
上の季節労働者へ同プログラムの包括的なサービスが提供されている。また同
社がザンビア内で持つ農業インプット配給ネットワークを活かして 10 万 6 千以
上の零細農家とおよそ 120 万人のコミュニティ住民に影響を与えている
（Global
Business Coalition 2008）。
３．２

AIDS プログラムのパートナーシップ

本プログラムを実施するにあたり、ドゥナバントは主に以下の団体から協力
を得ている（Global Business Coalition 2008、Zambia News Agency 2010）。
・米国国際開発庁（USAID）
・Comprehensive HIV/AIDS Management Programme（CHAMP）
・ザンビア政府
・ザンビア保健省
・HIV Resource Persons Network
・Society for Family Health（SFH）

23
24

本章２．１の図１「YIELD プログラムの構造」を参照。
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上記の団体の内、特に大きな役割を果たしていると考えられる USAID と CHAMP
について以下に詳述する。
（１）米国国際開発庁（USAID）
USAID がドゥナバントの AIDS プログラムを支援するようになったのは、ドゥ
ナバントがザンビア内で大きな雇用を生み出し、貧困削減に与えるインパクト
の大きいアグリビジネスセクターの企業であるとの理由からである。
ザンビアでアグリビジネスセクターと同様に労働人口が多く、国内の基幹産
業である鉱業セクターではHIV/AIDSの拡大が深刻で、生産性にも影響を与えて
いた。そのため同セクターの企業が自らクリニックを設立してHIV/AIDSに対処
していたが、その費用が企業にとって重い負担となっていた。この問題に目を
留めたUSAIDは鉱業セクター企業との連携によって各企業においてAIDSプログ
ラムを開始した。その後USAIDは、アグリビジネスセクターにも支援を拡大した。
被援助国内におけるインパクトの大きさはUSAIDの官民連携（PPP）プロジェク
ト選定基準の一つとなっているため、同セクター内の主要企業であるドゥナバ
ントに着目して、AIDSプログラムを支援するようになった 25 。
USAIDからの財政的な援助は、米国政府の大統領エイズ救済緊急計画（The
United States President’s Emergency Plan for AIDS Relief: PEPFAR）を通
じてなされている。しかし、ドゥナバントの具体的なAIDSプログラム実施につ
いては、GDAの枠組みにおいて行われている。GDAは、ザンビアのアグリビジネ
スの企業内AIDSプログラムに適用され、米国政府の開発援助目標の達成に資す
るとともに、民間セクターとザンビア政府等の公的機関を繋げて国家の
HIV/AIDS戦略に貢献している。対象企業はAIDSプログラムの実施により生産性
向上、労働力維持、事業成果向上に取り組む。2005 年にこのGDAが設立され、そ
の直後からGDAの下「ビジネス界による治療へのアクセス向上（Business
Response for Access to Treatment: BRAT）」プロジェクトが開始された（Chansa
2010）。BRATは、ドゥナバントと、鉱業を営む企業コンコラ・コッパー・マイ
ンズ社に対する支援を目的として立ち上がった団体である（Chansa 2010） 26 。
ドゥナバントとして米国側からの援助資金よりも多い財政負担を達成しなけれ
ばならないが、これらのプログラムやプロジェクトをサポートするUSAIDのリソ
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ースとその存在は大きく、現在までドゥナバントの重要なパートナーとなって
いる。
（２）

Comprehensive HIV/AIDS Management Programme（CHAMP）

ザンビア国内で活動する CHAMP は、HIV/AIDS 拡大抑止に貢献する NGO として
同国ではよく知られた団体である。その事業では、職場やコミュニティ内の環
境を整備し、HIV/AIDS に影響を受ける／関係する人々のニーズに取り組むこと
を目指している。
CHAMPはドゥナバントのAIDSプログラムにおいて、HIV/AIDS関連の技術的なサ
ポートを担っており、CHAMPとのパートナーシップにより同プログラムがより専
門的に、かつ積極的に展開されている。ドゥナバントは同プログラムの開始以
降、常に、HIV/AIDSの情報を持つリソースパーソンをCHAMPから呼ぶだけでなく、
同社の従業員や指導農民をピアエデュケーターやカウンセラーとして養成し、
HIV/AIDSに係る知識及び技術を同社内に蓄積させている 27 。
３．３

AIDS プログラムの成功要因

上記ドゥナバントの AIDS プログラムが成功している理由には、パートナーシ
ップの視点から考えて次のような要因が影響していると推察できる。
（１）共通の目的
ドゥナバントと他団体をパートナーシップへと結び付けたのは、HIV/AIDS 対
策及び AIDS プログラムにおいてそれぞれが持つ目的が合致したという事実が関
係している。ドゥナバント側では、HIV 感染と AIDS の合併症による関係者の体
調不良や死亡が同社の生産性に影響を与えており、最大の懸案事項であった
（Aaronson 2007）。HIV/AIDS 対策には感染予防と治療の両方が重要となること
から包括的なプログラムを確立して、積極的に関係者の健康管理と同社の生産
性に注意を払ってきた。一方で、USAID と CHAMP はザンビア国民の健康維持と
HIV/AIDS 拡大防止の課題に取り組んでいる。三者において実施の目的が合致し
たことは、パートナーシップを促進し、同プログラムを成功に導いた大きな要
因の一つと言えるだろう。
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（２）提供リソースを補完する関係性
ドゥナバントのパートナーシップの組み方は比較的簡潔で、プログラム内で
パートナーとの役割分担を明確にしている。USAID からは資金的な援助、CHAMP
からは主に HIV/AIDS 予防及び感染とケア・治療に対する技術的サポートを引き
出している。ドゥナバント自体はロジスティックス及びインフラストラクチャ
ー面のサポートに徹し、同社の YIELD プログラムで用いられている農業インプ
ット配給ネットワークを駆使して、AIDS プログラムに関わる様々な支援を関係
者に届けている（Global Business Coalition 2008）。それぞれが持つ人材や
専門性を活かした役割により、プログラムの効率性を高めている。
（３）AIDS プログラムの通常職務への組み込み
USAIDやCHAMPはHIV/AIDSを含む開発問題に取り組むことをその使命としてい
ることからドゥナバントのAIDSプログラムに支援することはその本業となるが、
企業にとってAIDSプログラムは直接的に収益を生み出す事業ではない。しかし、
ドゥナバントは同プログラムの展開を重要な職務の一部と捉え、生産性向上の
課題と結び付けている28。それは、特に契約農家が綿生産に従事できなくなる
と即座にドゥナバントの損益に影響を与えるからである。そして、従業員に対
しては就業時間内での通常職務の中に同プログラムの仕事を組み込むことが期
待されている（Smart 2006）。つまり、同プログラムが企業にとって要である
収益を上げるための業務となることからドゥナバントのモチベーションが高く、
プログラムを実行する段階において三者による姿勢に乖離が少ない。従って、
パートナーを組むことが障害とはならず、むしろ同プログラムの実効性を上げ
ていると考えられる。

28
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４章

ヴィレッジフォン：バングラデシュ農村における携帯電話事業

概要
本章では、バングラデシュ農村における貧困と劣悪な通信事情という開発問
題に対して、グラミン銀行とノルウェーの携帯電話会社が、農村の女性の企業
家としての可能性を電話サービスの提供ビジネスとして実現し、電話サービス
を農村の人々に提供することにより貧困削減と通信事情の改善に貢献したヴィ
レッジフォン事業について、事業が開始された 1997 年から現在までの状況を、
現地調査の結果を踏まえて紹介する。
１．
１．１

ヴィレッジフォン事業
背景：バングラデシュにおける開発問題

バングラデシュは寿命、教育、成人識字率、国内総生産などを総合的に評価
して国・地域を順位付けする人間開発指標では 182 国・地域中 146 位であり、
貧困問題は深刻である。また、同国では全国民の 76%が農村に居住しており
（Bangladesh Bureau of Statistics 2006）、人口が集中する農村における貧
困削減、そのための就業・雇用機会の改善が至近の重要課題となっている。情
報へのアクセスも大きな課題であり、1996 年の段階で、人口 1%未満しか電話へ
のアクセスは確立されておらず、特に人口が集中する農村では電話サービスは
皆無であった (Grameen Telecom 2006)。
１．２

ヴィレッジフォン事業の概要と成果

ヴィレッジフォン事業はバングラデシュの農村における情報・通信へのアクセ
ス改善を通した貧困層のエンパワメントを目的としたソーシャルビジネス
（Syed Md. Zubeyr Ali、2010）である。この事業は、1983 年にムハマド・ユヌ
ス氏が設立したグラミン銀行、同グラミン銀行傘下で非営利団体であるグラミ
ン・テレコム、そして株式会社であるグラミンフォンが中心に実施するもので、
グラミン銀行のメンバーである農村の女性が比較的低利で融資を受けて、その
資金で携帯電話を購入して「テレフォンレディー」となって、携帯電話の利用
サービスを農村の人々に販売することで所得を得て債務を返済する。
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この事業が始まる以前はバングラデシュの農村では電話が皆無で、人々は電話
をかけるにも遠方に行く必要があったことから、テレフォンレディーの事業は
開始当初から順調で、中には土地を購入したり、子供を大学に行かせることが
できた事業主もいる。テレフォンレディーの年間平均収入は 750 米ドルで、そ
れ以前は夫に頼りきっていた女性が独立を勝ち得るなど、女性の社会的地位の
向上にも貢献している（サリバン 2007）。本研究の現地調査のために訪れた農
村の Tangail 県 Gorai Naxir para では、テレフォンレディーである Rasheadh
Begum が 2001 年に事業を開始した時点で 1 日の売上げは 5,000-7,000 タカ（72.4
米ドル-101 米ドル）あり、利益は 1,000-1,500 タカ（14.4 米ドル-21.7 米ドル）
であったと述べた。
ヴィレッジフォンは、テレフォンレディーとなった人々だけでなく、多くの
人々の生活の改善にも貢献した。以前は病気やけがで医者が必要であっても、
隣の村に出掛けて電話をかけて医者を捜す必要があったが、ヴィレッジフォン
の携帯電話サービスのおかげで隣村まで行く必要がなくなった。また、農業に
おいても農産物を仲介業者の一方的な言い値で売るのではなく、他と比較して
より高値で売れるようになった、貧しい人たちが電話のあるところまで行く時
間を節約し、生産的な経済活動に従事できるなどの波及効果をもたらした（サ
リバン 2007）。Tangail 県 Gorai Naxir Para での現地調査では、村人はヴィレ
ッジフォンプログラムが開始されるまでは電話をするためには 5-6 キロ離れた
Chandra という地域までバスなどで出向く必要があったが、ヴィレッジフォン事
業が村で始まってから電話は必要なときに利用できるようになった。
そのほかのインパクトとして、グラミンフォンによって 4,000 人が雇用され、
25 万人のテレフォンレディーに加えて、7 万人がエージェントや再販業者、デ
ィーラー、供給業者などとして間接的に収入を得ており、バングラデシュの経
済に大きく貢献している（サリバン
１．３

2007、p. 247）。

携帯電話の普及

ヴィレッジフォン事業は 97 年に始まったが、その年には全国で 28 台であっ
たヴィレッジフォンは、図１が示すとおり順調に伸びたが 2008 年以降はほぼ頭
打ちで、現時点で 417,859 台である。これらの台数の内、実際に稼動している
の 300,775 台で、その他は停止状態にある（Syed Md. Zubeyr Ali 2010）。
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図１

ヴィレッジフォン事業者数（1997-2010）
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出所：grameenphone 現地調査時参考資料より作成
携帯電話機の値段が下がるにつれて 29 、農村で多くの人が携帯電話を持つよう
になり、ヴィレッジフォンの需要は減少傾向になっている。現地調査でも、か
つての顧客が自分の携帯を数ヶ月前に購入し、現在は自分の携帯電話を使用し
ている、あるいは夫が携帯電話を持っているが仕事で外出時に妻が必要に応じ
てテレフォンレディーのところで電話をするという顧客も見られた。
農村の人々が自ら携帯電話を持つようになって、テレフォンレディーの売り
上げ及び利益は 2003 年をピークに、年々減少傾向にあり、2008 年には最も収入
が高かった 2003 年の月平均 100 ドルから 10 分の 1 の 10 ドルにまで減っている
（図２）。
１．４

テレフォンレディーの業態の多様化

ヴィレッジフォンの売り上げが減少したために、テレフォンレディーの業態
も多様化し、通話サービスを販売するだけでなく、他のビジネスにも着手し、
その業務のために携帯電話を利用する事業主も増えている（Ratan K. Nag 2010）。

29 実際に、2005 年から他の電話会社の参入により携帯電話本体の価格競争の激化し、現在は

grameenphone の際最安値の携帯は Nokia の 1875 タカ、他社（bangla-link）の最安値は 1600 タカであ
る。（3 月 11 日農村調査時 Grameen Telecom 関係者コメント）
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図２

ヴィレッジフォンによる 1 ヶ月の平均収入（単位：ドル）
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出所：現地調査時 Grameen Telecom 資料より

現地調査で訪れたTangail県Gorai Naxir paraでの聞き取りでは、テレフォン
レディーとして活動するMili begumの場合、現在は 15-20 人の顧客がいて、1 日
の売り上げは 150-200 タカ（2.18 米ドル-2.89 米ドル 30 ）で、1 日の利益は 50
タカ(0.7 米ドル)程度である。また、同じ村で最初のテレフォンレディーとして
活動をはじめたRasheadh Begumは、売り上げは 1 日 2000 タカ（28.9 米ドル）程
度であり、1 日の利益は 500 タカ（7.2 米ドル）程度で、両者共に売り上げは減
少していると述べた。両者共に図 2 にあるテレフォンレディーの平均月収を上
回っているものの、2003 年以降のビジネスの停滞を実感している。
現在はヴィレッジフォンの売上げよりも各自の電話に通話時間をクレジット
するという Flexi load (GoShopOne.com 2010)のビジネスを開始したり、１台の
携帯電話では売り上げが少ない為、複数の携帯電話を保有しサービスを提供し
ている事業者が多くなっている(BOP 戦略研究フォーラム 2010)。
以下は、現地調査でインタビューしたヴィレッジフォンの事業主と、その顧
客・元顧客が現在の状況について述べたものである。
ヴィレッジフォン事業主① Mili Begem（30 歳、2 人子供（息子（就学）＋娘
（既婚）、識字者）はグラミン銀行のメンバーになってから 18 年目で、2 年前
に 100,000 タカの借り入れでテレフォンレディーとなった。現在の顧客数は
30 1 米ドル=69 タカ（2010 年 3 月 19 日）
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15-20 人ほどで一日の売り上げは 150-200 タカ。利益は 50 タカほどである。元
顧客の Rashada Alam（22 歳、結婚 6 年目）は週 1-2 回サウジアラビアに住む夫
との連絡に使っていた。ヴィレッジフォンのサービス提供が始まるまでは 5-6
キロ離れた Chandra まで 2 週間に 1 回程度バス等で行っていた。現在は 6 ヶ月
前に購入した携帯電話を使っているので、ヴィレッジフォンのサービスは利用
していない。もう 1 人の元顧客である Monawara Begum（30－35 歳）は週 2－3
回程度 Khulna に住む夫との連絡に利用していたが、2 ヶ月前に携帯電話を購入
したので、現在はヴィレッジフォンのサービスを利用していない。
ヴィレッジフォン事業主②Rasheadh Begum（27 歳、Flexiload,短大卒）は 9 年
前にグラミン銀行のメンバーとなってテレフォンレディーになった。事業開始
当初は 1 日の売上げが 5,000－7,000 タカ、利益は 1,000－1,500 タカあったが、
現在はサービスの利用単価が下がったこともあり利益は減少している。現在の
売り上げは 1 日に 2,000 タカで、利益は 1 日 500 タカほどであった。顧客は、
地域が工場地帯であるため、出稼ぎ者の出身地への通話が 50%、海外に家族のい
る人々の通信が 4－5%程度である。その顧客の一人である Rukshana Begum（19
歳）は毎日、遠方に住む両親や友人との連絡に利用している。携帯電話を所持
しているけれども、夫が仕事場に持っていくため、必要なときはヴィレッジフ
ォンのサービスを利用している。
ヴィレッジフォン事業主③Shah-Alam は 26 歳で大学生、コンピュータ・サイエ
ンスを専攻している。電話以外にも、コンピュータなどに 5 万タカ投資して事
業を開始した。母親が 20 年前からグラミン銀行のメンバーで、起業に関しては
母親がグラミン銀行から借り入れをした。事業内容はインターネット、
Flexiload、携帯電話の販売である。1 日 100 人が電話利用で訪れ 1 人 1－2 分通
話（料金：1 分 2 タカ）である。あとは学生がチャットやメール、情報収集等で
インターネットを利用することが多い。インターネットの売り上げは月で 1,500
タカ、利益は 300 タカほどである。Flexiload は売り上げが月で 10,000 タカ、
利益は 270-300 タカほど。電話の通話サービスでは売り上げは 1 日で 300 タカ、
利益は 100 タカほど。携帯電話のアクセサリー関連は、売り上げは 1 日 1000 タ
カ、利益は 200 タカほどである。
ヴィレッジフォン事業主④Sumun Amir Ali（18 歳、高校卒業）は 4 年前に事業
を始めたころは、1 日 200－250 人が店を訪れ、1 分あたりの利用料金も高かっ
たため（料金：1 分 5-6 タカ）、利益は大きかった。現在は 1 日 100 人ほどの客
がいる。現在の電話サービスを提供する事業の利益は 1 日 100-200 タカほどで、
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Flexiload の売り上げは 1 日に 3,000-3,500 タカ、利益は 1 日 70-100 タカであ
る。
１．５

グラミンフォンのＣＳＲ（社会的責任）事業

民間企業であるグラミンフォンはヴィレッジフォン事業とは別に、農村を対
象に独自に CSR と収益事業の両方を目的とした事業を行っている。その事業内
容は、グラミンフォンのネットワークを利用してインターネット利用を中心と
したサービスを提供するものである。これは CIC (Community Information
Center）と呼ばれ、CIC を事業化した企業家を対象に技能向上のための研修を実
施したり、学校や農村で広報を行って、CIC の理解度を高め IT についての啓発
活動を行っている。2009 年には、啓発のためのイベントを 192 箇所で行った
（Sayed Talat Kamal& A.H.M. Sultanur Reza、2010）。
CIC 事業のインパクトとしては、インターネットサービスが農村で利用できる
ようになる、農村での就労機会につながる、経済活動の効果・効率の向上など
があげられる。例えば、海外での出稼ぎが多いバングラデシュでは、ビザ申請
のためにビザ取得支援をしている在外のバングラデシュ大使館へパスポートの
必要ページを、以前はファックスで送付していたが、画像が不鮮明なために労
働ビザが認可されない、また入国審査の際に拒否されるといったことが頻発し
ていた。現在は CIC でパスポートの必要ページをスキャンし、電子メールで送
付するために以前のように画像が不鮮明ということがなくなり、農村に住む
人々が就労やそして留学の為のビザ申請が行いやすくなるなど、農村における
情報通信の利便性を高めている。
現地調査で訪れた農村である Protappur で CIC を営む Imlam Hossain（21 歳、
現役大学生）は事業の立ち上げから 3 年目で、兄弟で CIC を経営している。初
期投資額は 15 万タカで、コンピュータ、スキャナー、プリンタ、カメラ等を購
入した。提供サービスは、インターネット利用サービス、就労ビザ取得のため
のパスポートのスキャニングと、電子メールによる送信などである。インター
ネット利用サービスの利用料金は、20 タカ/時で、国外の家族との会話などのビ
デオチャットに利用されていて、週 3-5 人利用する。就労ビザ取得のための支
援で、パスポートのスキャンと送信で、料金は 100 タカで昨年は 1 年間で 300
人が利用した。
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また、グラミンフォンが農家対象の情報提供サイトとしてネット上に開設し
た e-agliculture への利用者の登録や利用に際しての支援をしている。利益は
現在のところ、月に 4,000-5,000 タカ、年間では 60,000 タカの収入となってい
る。この CIC 事業主の顧客については以下のとおり。
顧客①Masud Parves(職業：農業)は、米を中心にトマト、野菜の栽培をしてい
る。また、韓国へ留学する予定で、そのためのビザ申請のためにパスポートの
スキャンサービスを利用した。e-agriculture にも登録していて作物の栽培につ
いての情報を収集するが、農薬・肥料の販売業者よりも信頼できると実感して
いる。
顧客②Khairul Alam(職業：大学生)は、大学の情報、勉強のための情報収集の
ためにインターネットを利用している。サウジアラビアで働く兄弟とビデオチ
ャットで連絡をとっている。村でインターネットを使えるのはここの CIC だけ
なので非常に便利だと感じている。
顧客③Mohd Shahjahan（職業：農業）は、1 エーカーの土地を所有していて、主
に米を生産していて、他にマンゴー、ジャックフルーツ、野菜を栽培している。
e-agriculture にも登録していて、農作物の栽培に関しての情報収集をしている。
具体的には、トウガラシ作りの際に害虫の除去の方法を探し、ティンという薬
の情報を得て実際に使用して害虫の除去に成功した。マンゴー栽培の際にも害
虫予防対策などを CIC で調べて実行した。以前は農薬・肥料の販売業者から情
報収集をして害虫対策などをしていたが、時として全く間違った方法などを教
えられることがあったが、CIC からの情報は非常に有効で、以前よりも収穫量が
多いと実感している。CIC が設立されるまでは、パソコンの存在は知っていたが、
それをどのように利用すれば自分が必要とする情報が得られるのか知らなかっ
た。現在もパソコンの操作は出来ないが、CIC の事業主が自分に代わって情報を
探し、それを伝えてくれているので便利だと考えている。
顧客④Mres Mazeda（職業：農業）は基礎教育の小学校の 5 年まで修了している
が文字は読めない。0.5 エーカーの土地を使って、主に米を栽培し、三毛作の合
間にきゅうり、トマト、トウガラシ、カボチャなどの野菜を栽培している。以
前は、米の栽培時の害虫被害に困っていて、害虫対策を近隣の農家や農薬を販
売する業者に対処方法についての情報を得ていたが、正しい時もあれば間違っ
ている時もあって信頼できない。間違っていた時は全く収穫出来ないこともあ
った。CIC の設立と農民向けのサイトでの情報は的確で、収穫高が倍増した。
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１．６

グラミンフォンの現在の市場シェア

グラミンフォンは、都市部だけでなく農村部へ積極的にサービス網を拡大し
た結果、2007 年までに人口の 98％をカバーし陸地の 87％をカバーするまでに拡
大し(GrameenPhone 2007)、2008 年以降にはそれまでサービスが政府によって禁
止されていたチッタゴン丘陵地帯にもエリアを拡大し、現在では全国でサービ
スを提供している。グラミンフォンの拡大に合わせて、ヴィレッジフォンも 2007
年までに 64 県のうち 61 県(GrameenPhone 2006)をカバーし、規制が撤廃された
2008 年以降は 64 県全てでサービスを提供 31 している。他の携帯電話企業との競
争が激しくなった現在でも、他の企業は都市を中心にサービスを展開してきた
こともあり、表１にあるとおり、グラミンフォンは第 2 位のBanglalinkの 2 倍
近くの顧客数を確保している。
表１

バングラデシュにおける携帯電話市場占有状況(2010 年 1 月時点)

会社名

利用者数

grameenphone

2300 万人

Banglalink

1200 万人

Aktel

800 万人

Warid

270 万人

CityCell

200 万人

Teletalk

100 万人

出所：TMCnet.com 2010 より作成
２．ヴィレッジフォン事業の実現の経緯と要因
２－１．農村の人々の可能性
次にヴィレッジフォン事業の実現の経緯と要因について述べる。市場という
経済活動の繋がりの場で開発における問題を解決するには、途上国の人々の可
能性を見出し、それを実現するための支援を行うことが必要である。しかし途
上国の貧しい人々の可能性についてよく知らない人は、様々な先入観をもち、
有益であるかもしれない支援を始めることすら思いつかない。

31 チッタゴン丘陵地域のヴィレッジフォン普及数は、Khagrachori718、Bandorban416、Rangamati300

となっている。 （2010 年 4 月現在）（Md.Nazmul Islam、2010）
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ヴィレッジフォンの構想が発案さ
れた当初は、この構想は多くの人にと
って突飛なものであった。それを象徴
するのが、右の BOX にあるグラミン銀
行を創立したユヌス氏と政府高官と
の会話である。政府高官にとっては、
携帯電話は富とお金の象徴であり、農
村の基礎教育を受けていない文字も
読めない女性が携帯電話サービスの
事業主となること、そして農村におい
て携帯電話の需要があるとは想像さ
えできないことであった(Grameen
Telecom 2006)。

BOX
ユヌス 「携帯電話の提供サービスを農
村で始めたいと考えている。」
政府高官「なぜそんな馬鹿げたことを。
なぜ農村に携帯電話など持ち込
むのか。農村でいったい誰が携
帯電話を使おうというのか。」
ユヌス

「グラミン銀行のメンバーであ
る貧しい女性に使ってもらおう
と思う。電話サービスを提供す
るビジネスを始めてもらいたい
と考えている。」

政府高官「文字も読めない女性に携帯電
話を提供しても、負担になるだ
けだ。電話機のボタンの押し方
もわからないに違いない。」

この会話と同様のことは、ユヌス氏
がグラミン銀行を始めるときにもあ
った。今でこそグラミン銀行によるマ ユヌス「自分が何をしようとしているの
かは、よくわかっているつもり
イクロファイナンスは世界的に認知
だ。世の中には 10 種類の数字し
されているが、当初、多くの人は農村
かない。文字が読めない女性で
の基礎教育を受けていない女性に融
も携帯電話を 10 分で使えるよう
になるだろう。」(Grameen
資しても使ってしまうだけで、それを
Telecom 2006)
原資として起業して所得を増やし、返
済するとは思ってもいなかった。ヴィレッジフォン事業を始める際のユヌス氏
の洞察はこのように始められたグラミン銀行での体験と実績に裏付けられるも
のであった。
さらに、携帯電話と農村に関しては表 2 にあるような誤解があると、ヴィレ
ッジフォンの発案者であるイクバル・カディーアは指摘していた(サリバン
2007)。
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表2

貧しい人々と携帯電話に関する誤解と事実
誤解
事実
貧しい人々は電話を買えない。
通信コストは下がっていて、貧しい
人々でも電話の共有が可能であれば安
価で利用できる。
貧しい人々が電話を持つには助成金な 貧しい人々は、電話をかけたり顧客の
どの支援が必要。
もとへ行くために長距離を移動してい
て、すでに高いコストを払っている。
豊かにならなければ電話は持てない。 電話があれば豊かになれる。
貧しい人々は支援の対象であるが、そ 電話は富裕層が使っても、貧困層が使
の人たちから利益を得るようなことは っても、有益であり、それを事業に利
すべきでない。
用して利益を出すことが可能になる。
貧しい人は、電話などより食料や住居 貧しい人たちが電話を使って力を得れ
などの基本的なニーズからから満たす ば、彼らは自分でニーズを表明でき、
べきだ。
自分自身でニーズを満たすようにな
る。
出所）サリバン（2007）p.83
２．２

ヴィレッジフォン・ビジネスモデルの考案

ガディーアは、電話は融資と同様に人々に力を与え、生活を向上させる上で
大きな役割を果たすと考えていた。融資で女性が市場にアクセスできるように
なるのと同様に、電話は新しい市場へのアクセスを可能にし、個人事業を成長
させて雇用を創出する、資本が不足した所に資本が投入されるのと同様に、コ
ミュニケーション手段が少ない所に電話が導入されれば大きなリターンを生み
出すと考えていた。融資と電話は、貧しい人、読み書きが出来ない人も含めて、
全ての人々に力を与えるものであり、形は異なっても貧困削減と人々のエンパ
ワメントという共通の目標を達成するための有効な手段という意味で同様であ
った 32 。
カディーアは、これらの認識に基づいて携帯電話事業をバングラデシュの農
村に展開するビジネスモデルとして、グラミン銀行がメンバーに融資を提供し、
その融資で携帯電話を購入してもらい、農村で通話サービスを販売してもらう
ものを考案していた。グラミン銀行は、そのメンバーが融資を受けて子牛を購
入し、その子牛を育てて牛乳を売ることで債務を返済するというビジネスモデ
ルを推奨しており、カディーアはこれを携帯電話のビジネスモデルとして応用
32 Grameen Bank Complex,Grameen Telecom Village Phone Programme
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したのである。図３にあるとおり、牛は電話であり、融資を受けて携帯電話を
購入し、電話の使用料を得つつ債務を返済するというビジネスモデルであった。
図３

ヴィレッジフォンへのビジネスモデルの応用
グラミン銀行
マイクロクレジット
農村の女性
新たなビジネスの創出

子牛の購入
↓
ミルク販売

ビジネスモデルの応用

携帯電話購入
↓
電話の使用料ビジネス

債務返済

出所：GrameenPhone 2010 より執筆者作成。

２．３

グラミンフォン・グラミンテレコムの設立

ヴィレッジフォン事業は、グラミンフォンという携帯電話事業ライセンスを
有する民間の株式会社と、非営利法人であるグラミンテレコム、そしてその両
者を繋ぐグラミン銀行など様々な機関によるパートナーシップによって実現し
た。グラミンフォンは民間企業であるが、貧困削減や社会発展を「ビジネス」
によって達成することを目標として起業され、利益追求のビジネスを展開する
一方で、社会貢献のための「ソーシャルビジネス」にも力を注ぎ、両者の融合
を目指している（Sayed Talat Kamal, 2010）。
次にこれらの企業・団体が設立された経緯について述べる。ヴィレッジフォ
ンは 1994 年に米国在住のバングラデシュ出身の実業家であるイクバル・カディ
ーアがグラミン銀行の資金で全国の携帯電話事業の提案したことに始まった。
1995 年には、バングラデシュで通信事業の自由化が行われ、事業を立ち上げる
法的な環境が整い始めた、そして同年、農村における電話サービスの提供と、
情報技術関連のサービスの提供を目的としてグラミンテレコムが設立された。
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グラミン銀行はバングラデシュの農村部を知り尽くしているが、電気通信の
ことについての専門知識・技術は有していない。そこで、北欧諸国の電話会社
にアプローチした。北欧諸国の電話会社は携帯電話技術において優れていて、
東欧諸国進出では、脆弱なインフラ、低い購買力、官僚的な政府などバングラ
デシュと同様の条件にも効果的に対処し、成功した実績があった。アメリカの
携帯電話事業会社は都会中心に展開していたのに対し、北欧の企業ではあらゆ
る地域をカバーしており、この点においても北欧の企業に比較優位があった。
また、北欧の携帯電話企業にとっても、自国の人口が相対的に少ないため国内
市場が限られており、他国の新市場への参入に積極的であったという要因も重
要であった（サリバン 2007、ｐ．102）。いくつかの北欧の携帯電話会社のう
ち、ノルウェーのテレノールがグラミンフォン事業のパートナーとなることと
なったが、テレノールは電気通信分野の専門企業で、バングラデシュについて
の知識や実績はない。こうした互いの強みを活かし、不足を補い合う相互補完
を目指し、パートナーシップが成立した（GrameenPhone 2007）。
資金については、グラミン銀行は、バングラデシュの国内法により企業への
直接の出資が禁じられているためグラミン銀行傘下の非営利法人であるグラミ
ンテレコム、Grameen Kalyan 等が出資し、グラミンフォンが設立された。また、
外国資本の参入もあり、グラミンフォンの株式は外国資本が 6 割を保有してい
て、これらの企業・組織の関係は図 4 のとおりである。
図４

バングラデシュにおける技術を通じた先進国企業と途上国組織との連携
ジョシュ・メイルマンの支援によるテレノールとグラミン銀行の提携締結
ジョージ・ソロスのグラミン銀行への低金利融資
最先端情報通信技術

外国人投資家
丸紅、
テレノール
個人投資家

通信技術

現地企業家
カディーア
グラミン銀行

文化や複雑な官僚組織についての暗黙知、現地マーケティング情報

出所：執筆者作成
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２．４

ヴィレッジフォン事業実施体制の確立

次にヴィレジフォンの事業実施する仕組みの確立について述べる。グラミン
フォンは携帯電話サービスの提供、電話機の販売や技術的なサポートをするが、
支払い用の小切手もクレジットカードも持たない農村部の顧客から料金を回収
する方法や、彼らに商品を売る方法を考案する必要はなかった。それを可能に
したのが、グラミンテレコムとのパートナーシップの構築であった。
グラミンテレコムは、グラミンフォンから通話時間を 50%のディスカウント
価格で大口購入し、農村部のマーケティングはグラミンテレコムが担当し、実
際の販売はグラミン銀行の融資担当者のネットワークを活用し、グラミン銀行
の農村のメンバーが融資を受けてグラミンフォンの携帯電話を購入し（サリバ
ン 2007、p．133）、その携帯電話で通信サービスを村の人々に販売すること
で収入を得て債務を返済していくという仕組みが構築された（図５）。さらに、
農村女性のトレーニング、SIM の提供、経営戦略を立てるといった起業の準備
から、また、起業後のテレフォンレディーの監督や必要な技術的サービスを行
うために、各地方に 27 のユニットオフィスが設置された。
図５
農村女性

ヴィレッジフォン・ビジネスモデル

起業

ヴィレッジフォンプロジェク

ソーシャルビジネス

通話時間再販

返済
マイクロ

出資

グラミンテレコム
設立

グラミンフォン

50%のディスカウント価格で
通話時間を大口販売

グラミン銀行

出所：サリバン(2007)、Grameenphone official site 2010
このようなヴィレッジフォンの仕組みにおいて、基礎教育を受けていない農
村の女性が、テレフォンレディーとして成功していくには、グラミン銀行のメ
ンバーに対する研修制度と返済の仕組みが重要な役割を果たした。
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マイクロファイナンスを有効に機能させるための仕組みにおいては、グラミ
ン銀行が融資を受ける女性を「隣人であり、同じような考えをもち、信頼がお
ける」5 人から構成される小集団に組織し、5 人集団を最大 8 つまで統合し、1
つの「センター」とし、債務返済のための支払いと、積立金を集めるためなど
のために週 1 回定期的に集会を開催する。「センター」では 5 人集団の枠をこ
えた様々な共同活動があり、社会関係が広範囲にわたって構築され、メンバー
同士は強い社会関係によって結び付けられている。グループ結成後およそ１ヶ
月間女性達は、グラミン銀行の監視下におかれ、グループ長とグループ書記を
選出した後、7 日間の有料研修を受ける。研修では、グラミン銀行の規則や、銀
行の業務目的、グループやセンターの役割、グループ基金の仕組み、生活改善
プログラムなどが説明され、「16 の決意」を理解させ、自分の名前を書くこと
が教えられる。最終的に口頭試問に全員が合格すれば正式にグループとして承
認され、貸付が開始される。こうしたスクリーニングプロセスを経ることで、
本当に必死で頑張ることができる者だけをグラミン銀行の借り手として選別で
きるとユヌスは確信している。ローンを提供することよりも、強い動機と自覚
のある者に育てることのほうに重点がおかれていて（坪井 2002、p.3）、ヴィレ
ッジフォンにおいてもこれらの研修と債務返済の仕組みがあってこそ効果的・
効率的に成果を上げることができた。
現地調査で訪れた Tangail 県 Gorai Naxir Para でのセンターの構成員の教育
水準は、75 名のうち 7 名は識字者で、初等教育修了者が全体の 20-25%で、30%
がマイクロクレジットの融資を受けたあとに教育を受け、自分の名前が書ける
ようになり、残りの 50%が自分の家で自分の名前の書き方を学んだ。このセンタ
ーでは 75 人のメンバーが 10 のグループに分かれており、参加者の年齢層は 18
歳から 65 歳で、融資の使い道は土地の購入、賃貸用の住宅建築、竹の売買、米
生産等である。またグラミン銀行のホームローンを利用して家を購入するなど
多岐に渡っていた。現地調査で訪れた際に開かれていたセンターのミーティン
グでは、各メンバーが全員の面前で、借入金の用途を順に述べたり、債務返済
の支払いを行うことで、メンバーの士気を高めたり、債務返済の責任感を維持
しているようであった。以上の関連機関の連携の総合的な関係を図 6 に表した。
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図６

グラミンフォンとグラミンテレコムの組織間連携によるビジネスモデル
グラミン銀行

イクバル・カディーア

設立

56%所有

グラミン・テレコム
（NPO）

提携

1997Nokia
端末販売

Nokia care
center（カスタ
マーサポート
センター)

テレノール

グラミンフォン
(株式会社)

ヴィレッジフォン

2006- CIC

ソーシャル
ビジネス

（通常の）

ビジネス

（Kiosk）

出所：サリバン(2007)、Grameenphone 2010 より執筆者作成。

２．５

事業成立の要因と今後の展望

グラミンフォン事業では、パートナーシップによって必要な企業を設立し、
適切な支援が必要な人に継続的に届く体制を構築し、革新的なビジネスモデル
を実行することで人々の可能性を実現化して、ビジネスにつなげた。ヴィレッ
ジフォン事業が成功したことの要因は以下の通りである。
第 1 に、情報技術の導入に関して先進国企業・投資家と途上国現地企業・NGO
が連携し、技術導入後の事業展開においても両者の補完的な関係の組織を設立
することでビジネスが円滑に進んだこと。
第 2 に、外国資本が株式の 6 割を保有するグラミンフォンと、非営利団体の
グラミンテレコムによって、「ビジネス」を担う組織と「開発」を担う組織が
相互に補完し合うことで社会問題解決のためのビジネス（ソーシャルビジネス
33）が展開された。

33 ソーシャルビジネスとは、投資家への配分目的のビジネスではなく、同じく市場における利益の最大化

を目的としながらも社会問題の解決を目標として行うビジネスである。（Muhammad Yunus(2008)Social

Business for a New Global Economic Architecture）
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すでに見たように、ヴィレッジフォンを通しての貧困削減と、農村における
通信事情の改善は成果を収めた。そして、市場に依拠していたがために、その
市場での需要がなくなると終わり、ヴィレッジフォンの社会的使命はほぼ終え
たようにも思われる。
インターネットを通じてのビジネスについては、今後の展開のためにグラミ
ン・テレコムではインターネットを活用して農村への情報アクセスのさらなる
改善事業を試みているが、インターネット接続のためのコンピュータは携帯電
話事業より多額の初期投資が必要になること、インターネットの速度が不十分
なこと、インターネットを活用してのビジネスは、電話と異なって多岐に渡る
ため、グラミン銀行のメンバーは文字が読めないことから研修が困難で、成果
はあまり芳しくない 34 。グラミンフォン事業の事例は、市場に依拠した支援プロ
グラムは、最初にどのようなインパクトがあったとしても、市場の状況が変わ
れば、通常のビジネスと同様に、その変化に適応していく必要性があることを
示している。
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５章
１．

総括・示唆
総括

本調査の目的は民間企業にとっての本業を通しての国際貢献の事例の紹介と
事業成立の要因を分析し、途上国の人々と民間企業の可能性を示すことによっ
て、企業の国際開発への参入を促すことにある。本章では、事業成立の要因の
まとめと企業及び開発援助機関への示唆を述べる。
本報告書で紹介した民間企業による支援事業は、貧困という開発問題解決の
ために人々が置かれた経済状況を改善するための技能を修得するためのリソー
スを提供し、それが企業のビジネスにとってプラスとなるものであった。これ
らの事業の成立要因を以下の５点としてまとめる。
１．
２．
３．
４．
５．

開発途上国の問題解決のための支援をビジネスの機会につなげる。
問題を解決する潜在的な力を途上国の人々自身に見い出す。
問題解決のための潜在的な力を実現する適切で有効な支援の方法を見
つける。
支援を継続的に実施する体制を構築し、実施する。
支援の成果を途上国の人々が企業の本業の取引関係の一端を担うこと
につなげる。

事例で紹介した事業の成立においては様々な機関によるパートナーシップが
重要で、それぞれの組織の実績により培われたそれぞれの分野における知見、
知識、技術及びネットワークがあって、パートナーシップでそれぞれの組織が
能力とリソースを活用することで、相互補完と相乗効果で事業が実現した。そ
れは、活用できる資金が増えたなどの量的な変化ではなくて、それ以前とは質
的に全く異なる新しい形での革新的事業の実現を意味する。以下総括として、
本報告書で紹介した事業の成立を要因ごとにまとめ、パートナーシップの重要
性についてもあわせて述べる。
１．１

開発の問題を把握してビジネスの機会とする

インドのプレオーガニックコットンプログラムにおいては、農薬・化学肥料
の購入による債務と使用による健康被害の問題から、これらの薬品の購入と使
用を中止したいというインドの農家と、環境への配慮からオーガニックコット
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ンの調達をしたい、そしてこれらの農家への支援をしたいという企業の目的が
一致したものである。
ザンビアのドゥナバントによる事業においては、農家の綿花生産の生産技術
や知識が不足していて生産性が低く、収入が低い、ということと、ドゥナバン
トにとっても買い付できる綿花の量が不足していて、綿生産の増加を図る必要
があった。また、HIV/AIDS は農家の人々、コミュニティの人々にとっても深刻
な問題であり、企業側にとってもいくら技術を教えても病気のために生産活動
に従事できなくなってしまっては教えた技術が生かされない、生産性が落ちる
という現実的な問題があったため、この HIV/AIDS の問題に対処することは、現
地コミュニティ及び企業の両者にとって必要なことであった。
バングラデシュのヴィレッジフォン事業が始まる前は、通信サービスへの需
要があるにもかかわらず、どこの農村でも固定電話が皆無という通信事情の悪
さによって人々は困窮していた。この通信事情の悪さという問題が、携帯電話
による通話サービス提供のビジネスの機会として存在していて、それを提供す
る事業が農村の女性の就業機会となって貧困削減につながり、それが携帯電話
企業にとってのビジネスの機会につながった。
１．２

問題を解決する潜在的力を途上国の人々に見つける

途上国の人々はたとえ基礎教育を十分に受けていなくても、必ずしも無力で
希望のない経済アクターではなくて、逆境から抜け出して新しい技術を学び、
大企業にとって有能なパートナーとなりうる可能性を持っていて（Prahalad
2005）、これらの可能性を途上国の人々に見い出せなければ、企業のビジネス
の有能なパートナーに育成するための支援を想像することすら難しい。
インドのプレオーガニックコットンプログラム、そしてザンビアのドゥナバ
ントの事業では、いずれも支援の対象はコットンをすでに生産している農家で、
その業種に携わっている人々に有効な技術を提供することが支援事業の要であ
るので、その可能性を見出すという点については比較的大きな課題ではなかっ
たと思われる。
一方で、バングラデシュのグラミンフォンの事例では、他の事例とは異なっ
て携帯電話事業が全くの新規で始められること、バングラデシュの政府官僚が
農村で携帯電話は必要ない、そして文字を読めない農村女性が携帯電話事業を
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始めることは無理であるとの認識を示したとおり、農村女性の可能性を見い出
すことは容易でなかったかもしれない。これに対して農村女性の可能性と農村
における携帯電話の需要についての可能性を見出し、その事業の見通しを立て
ることができたのは、グラミン銀行の農村女性への支援と融資の実績があった
ためと思われる。
１．３

適切な支援の具体的方法を見つける

途上国の人々の可能性を見い出した後には、その可能性を実現するための方
法を考案する必要がある。プレオーガニックコットンプログラムでは、伊藤忠
商事とクルックのパートナーであるラージ・エコファームが現地で手に入る植
物などを使用して、基礎教育を受けておらず文字が読めない農家が実践できる
有機農法を考案した。
ザンビアの YIELD プログラムでは、綿栽培における 5 つの基本事項（早期の
適切な農地準備、適切な時期の種蒔き、適切な間隔での種蒔き、雑草の駆除、
適切な害虫管理）に関する知識と技術を徹底することとした。
グラミンフォンの事例では、グラミン銀行は、同銀行のメンバーで貸付を受
けている農村の女性を対象に、乳牛を購入して牛乳を販売するビジネスを奨励
して成果を挙げていて、このビジネスモデルを電話サービスのビジネスへの応
用が可能であると知っていた。一方で、テレノールには携帯電話事業の実績と
ノウハウを有していた。
１．４

適切な支援が必要な人々に継続的に届く体制を構築する。

途上国の人々の可能性を実現するには、考案された方法を効果的に実施する
ための体制が必要で、そのためには、様々なアクターによるパートナーシップ
が重要である。どのような企業も単体で有する能力とリソースは限られていて、
パートナーシップによってそれを拡げることができる。パートナーは能力、リ
ソースにおいて相互を補完する、あるいは相乗効果を生み出すことによって可
能性が広がり、単独で不可能なことが可能となる。
プレオーガニックコットンプログラムによる農家への支援体制の確立におい
ては、有機農法の技術指導と収入の保証が重要であった。インド現地のパート
ナーのラージ・エコファームは農家を指導するために、農村の近隣に指導員を
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常駐させ、定期的に農村を訪れて技術指導を確実に行う体制を確立し、伊藤忠
商事は種を植え付ける前の段階で農家へ買い付け額の保証をすることで、生産
量が減少しても収入が減少しないことで農家の参加を確実なものとした。
ザンビアのドゥナバントによる YIELD プログラムの実施体制においては、同
社と現地農家とのパートナーシップが重要であった。プログラム全体の管理の
ためにドゥナバントの職員がマネージャー及び地域コーディネーターを担い、
現場レベルでの実施では、トレーニングを受けた指導農民が参加農家への指導
を行っている。Cotton made in Africa (CmiA)はさらに幅広いパートナーシッ
プによって実現したプログラムで、ゲーツ財団からも出資を受け、ドイツ技術
公社が現地農家の指導を担い、NGO が環境・社会面等における支援やモニタリン
グの役割を担っている。
バングラデシュのヴィレッジフォンの支援体制は、グラミン銀行の農村女性
への研修・支援体制をそのまま活用することでテレフォンレディーによる電話
サービス提供事業の拡大を効果的、効率的に行えるものとなった。また、携帯
電話機の維持や修理のために必要な技術的なサービスをグラミンフォンが地域
ごとに提供する支援体制を作ったことで、同事業の実施体制がより確実なもの
となった。
１．５

支援の成果を途上国の人々が企業の本業の取引関係の一端を担うこと
につなげる。

途上国の人々が、企業が必要とする技能を習得し、企業の本業における取引
関係の一端を担い、現地、そして世界の市場に、自立した形で参加することで、
途上国の人々、そして企業の経済活動の持続性と拡大の可能性が大きくなる。
インドのプレオーガニックコットンプログラムに参加する農家は、収穫した
プレオーガニックコットンを伊藤忠商事に納め、さらに同社はクルックや衣料
製造企業に販売する。クルックはプレオーガニックコットンで製造された衣料
などを Mr. Children などが出演するコンサートで販売し、同プログラムの主旨
をアピールすることで、消費者の理解を広げて販路を広げることに貢献する。
また、リージャパンなどの衣料メーカーは、プレオーガニックコットンを使用
して製品を作り、消費者へ販売する。これらの市場での繋がりは、環境への配
慮、インドの農家の貧困削減という国際的な社会問題の解決への貢献を、プレ
オーガニックコットンの付加価値として、衣料を製造する企業、そして消費者
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に広げるもので、さらに多くの農家を持続的に支援が可能となると同時に、将
来的には安定したオーガニックコットンの調達先の確保につながる可能性もあ
る。
ザンビアの事例にある綿花生産農家は、YIELD プログラムなどで生産技術を向
上させ、収穫後はドゥナバントに納める。ドゥナバントはザンビア国内での最
大の綿花の買い付け業者で、2007 年時点で同国内の生産されたもののうち約 60%
を買上げており、農家への支援は直接に同企業の安定した綿花の調達につなが
り、このように本業に貢献することが、ドゥナバントが同事業を継続させるた
めに重要である。
ヴィレッジフォンの事業においては、電話がなかった農村では、ビジネスと
しての電話サービスの需要が高く、農村が携帯電話市場を形成していたもので、
グラミンテレコムがグラミンフォンから調達した携帯電話の利用サービスをテ
レフォンレディーが農村の顧客に販売することで、グラミンフォンの携帯電話
事業に貢献していた。さらには携帯電話の利便性を農村の人々に知らしめ、電
話端末機が安価となるに応じて農村住民の多くが電話機を購入し、グラミンフ
ォンの直接の顧客となり、グラミンフォンの事業の拡大に貢献した。
以上で、民間企業が本業を通して開発問題を解決する事業を考案から実現す
るまでの要因とパートナーシップの役割をまとめたが、次に、さらに多くの民
間企業が本業を通して国際貢献するために、民間企業に対して、そして開発援
助機関に対しての示唆を述べる。
２．

民間企業・開発援助機関への示唆

企業が、本業に資する形での国際貢献を新たに始めるためには、国際開発問
題に関する発想の転換が重要である。国際開発における問題の解決をビジネス
の機会としてとらえる、開発問題に対して貢献することで企業自らが存続する、
拡大していくということは、近代の日本の発展において、多くの企業が社会に
貢献するために創業され、実際に貢献してきたということと本質的には同じで
ある。
2003 年に経済同友会が会員企業を対象に実施した「企業の社会的責任」のと
らえ方についての調査によると、「よりよい商品・サービスの提供を社会的な
責任」とする企業が 93.1％あることに現れている。日本の発展に貢献するとい
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うことは、日本という社会が、企業自らが存続し、成長するための場であると
いう前提にたっているからと思われる。他方で、同じ調査で世界各地の貧困や
紛争の解決に貢献したいという企業は 3.6％にすぎない（経済同友会 2003）。
これは世界の問題との距離感、すなわち企業自らが属する社会を日本に限定し
ていることの現れであると思われる。しかしながら、グローバリゼーションが
進む現代社会においては、日本の企業が日本社会からさらに視野を広げて、ア
ジア、アフリカなどの途上国社会の発展に貢献することで、自らが存続できる
社会を世界にまで拡げることで、より大きな社会の中で、自らの経済的な存在
を確かなものにすると同時に、成長・拡大の機会を得て行くという発想が重要
であると思われる。
本調査の事例ではパートナーシップによって新たな道が開けることを示した。
一見では道がないように見えても、現地を訪問し、パートナーを探す、そして
パートナーとの関係を構築していくことで途上国の人たちの可能性が見える、
実行可能な体制の構築の可能性が見える、道が開けてくるということは事例で
示されたとおりである。このようにパートナーシップによって、自社が存続し、
拡大するためにも、社会貢献の可能性を模索することが有益であると思われる。
本報告書ですでに述べたとおり、民間企業による、途上国の人々との市場で
の関係を目指しての支援は、開発援助機関にとって難しい。企業は民間セクタ
ーにおける当事者として、貧困層が必要としている雇用・就業機会を提供でき
る、そのために直接に必要な技能習得のための支援も可能である。このような
民間の活動が拡がるよう、開発援助機関は何ができるのか。
途上国の人々への支援事業を市場につなげていくためには、開発問題を企業
のビジネスの機会としてとらえることが重要であると述べたが、そのためには
開発問題における専門知識と実績、そして途上国現地での長期間の活動におい
て培われた現地の関連機関とのネットワーク、現地についての知識・情報があ
って、これらは企業が活動するにあたって欠かせないリソースとなりうる。
他方で、異なる業界のアクターとパートナーとなることの難しさもある。そ
れぞれの分野での専門性があるということは、すなわち裏を返せば専門領域外
では実績、知見、ネットワークが無いということを意味する。パートナーシッ
プは可能性が広がるよう政府開発援助機関、国際機関、研究機関、大学、NGO/NPO
などとも幅広く連携できることが望ましいと思われるが、これらの機関は国際
協力において企業とはほとんどコンタクトが無い。また、活動の範囲、発想、
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仕事のシステム、仕事の仕方などが異なり、互いにコミュニケーションもない。
これらは、異なる業界に属する人や組織の間にパートナーシップの構築におけ
る障害になりうる。様々な組織とのパートナーシップが促進されるよう、政府
などの公的機関が、さまざまな機関・団体が企業と連絡をとり、さらに関係が
構築できる機会、ないし制度を設けることも官民連携の可能性を拡げるうえで
も有益であると思われる。
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付録
付録として、経済産業省及び国際協力機構による企業への支援の概要を紹介す
る。
１．経済産業省
経済産業省の BOP ビジネスへの取組み
経済産業省は、新たな「外需」獲得の必要性や相対的に縮小が避けられない
国内市場（少子高齢化等）、先進国市場の飽和、新興国市場進出の遅れという
日本企業の直面する問題と、欧米の企業及び援助機関の動向調査を通じて、新
たな市場としての「途上国の低所得者層（ＢＯＰ層）」に着目し、「官民連携」
の取組を通じた「民間企業によるＢＯＰビジネス推進の際の障壁」を引き下げ、
ビジネスの枠組みを活用した効率的・効果的な開発援助の実現を目指している 35 。
BOP ビジネス及び官民連携を促進するために、独立行政法人日本貿易振興機構
（ジェトロ、Japan External Trade Organization(JETRO)）と株式会社野村総
合研究所と協力し、以下のような取組みを実施している。
また、2009 年 8 月には、途上国におけるＢＯＰビジネスに我が国産業界、援
助機関、ＮＧＯ／ＮＰＯ、政府が積極的に関与していくことにより、ビジネス
を通じた途上国の社会課題の解決、我が国産業界による新たな市場の獲得とい
った成果を目標に掲げ、日本企業の途上国でのＢＯＰビジネス促進のために、
BOPビジネスに関心を持つ民間事業者等から提案を募り、これを実現するために
必要な、途上国の現地ニーズ・市場・制度等の把握、関係政府機関・民間団体
等の探索、連携可能性のあるパートナーの発掘等のためのフィージビリティー
スタディー（Feasibility Study, Ｆ／Ｓ）調査等を野村総研との協力によって
実施し、10 社を対象として採択した 36 。

35

野村総合研究所（2009）『平成20年度アジア産業基盤強化等事業（海外経済協力政策をめぐる国際動向

調査）報告書』、経済産業省貿易経済協力局（2009）『ＢＯＰビジネス普及拡大に向けた課題と対応方向性
について（案）』
36

経済産業省HP http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/bop/index.html
72

表1

経済産業省の BOP ビジネス促進施策

ＢＯＰビジネスの概念の普及
と意識の醸成

企業や業界団体、援助機関、NGO 等のﾌﾟﾚｲﾔｰの
関心を高めるため、普及・啓発を推進するセミ
ナーの開催
マッチングや情報交換を行う場の設置を検討
途上国におけるＢＯＰビジネスに対するニー
ズの発掘や製品開発・品質向上を進めるための
技術開発支援、ＢＯＰ層に対する教育や技術指
導など、ＢＯＰビジネスをフェーズ毎に側面支
援するメカニズムの検討

２．ＢＯＰビジネス支援策の創 多様なプレイヤーやツールをコーディネート
設
する、オーガナイザーの人材育成の支援の検討
各種支援ツールの活用や関係プレイヤーとの
連携を図り、具体的な先行プロジェクトの案件
形成を進める
欧米や国際的な支援機関との更なる連携を深
める
出所：『平成 20 年度アジア産業基盤強化等事業（海外経済協力政策をめぐる国
際動向調査）報告書』p.9 より作成。
研究分野では、2009 年 8 月から 4 度に渡りＢＯＰビジネス政策研究会を開催
し、各国支援機関の支援対象分野と現状及び日本企業の進出希望分野を鑑み、
BOPビジネス支援の重点地域及び分野に関する基本的な方向性の設定やBOPビジ
ネス普及拡大に向けた課題と対応策に関して議論を行い、その結果をＢＯＰビ
ジネス政策研究会の報告書 37 として作成している。
また、民間企業への積極的な参入を促すために BOP ビジネスの普及活動とし
て、2009 年 9 月には、経済産業省ＢＯＰビジネスフォーラム開催、2009 年 12
月から 2010 年 3 月まで国内各都市でＢＯＰビジネスの可能性と課題を考えるセ
ミナーの開催、2010 年 3 月にはＢＯＰビジネスについての理解を深めるととも
に、その「フロンティア」を展望する国際シンポジウム『ＢＯＰビジネスフロ

37

BOP ビジネス政策研究会（2010）『ＢＯＰビジネス政策研究会報告書

連携の新たなビジネスモデルの構築～』 （平成２２年２月３日公表）
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～途上国における官民

ンティア ～途上国市場の潜在的可能性と官民連携～』を開催するなど、民間
企業の参加を促進するための取組みも積極的に行っている。
以上のように、行政機関としての政策レベルでの方向性の設定や課題の析出
などの研究を進めると共に、そうした研究成果である政策を実務レベルで実施
していくために、主体となる民間企業への政策の普及・拡大活動も積極的に行
っている。
２．国際協力機構
独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency、JICA）
は開発途上国の貧困削減と成長の加速化を目指し民間企業との連携を進めてお
り、2008 年 10 月に民間連携室を設置した。その後、2009 年 10 月には海外投融
資業務を担う海外投融資課が加わり、現在では連携推進課及び海外投融資課の 2
課から構成される民間連携室によって、①民間連携に関する方針策定、制度の
立案、情報収集及び必要な調査の実施②民間部門からの相談等に関する窓口業
務と関係部署との連絡調整③民間連携の関係省庁や関係他機関との調整④海外
投融資業務という 4 つの業務を行っている 38 。
表
目的

概要

対象とする
ビジネスの
種類

JICA の「BOP ビジネス促進制度」（仮称）

途上国の BOP 層が抱える開発課題の改善をもたらしうるビジネス(主に貧困
層の人々を対象とするもの)に取り組もうとする日本企業との連携により、
ビジネスの持続性と公益性を高め、途上国の貧困削減を始めとする国連ミレ
ニアム開発目標(MDGｓ)や経済社会開発への貢献の促進をはかる。
JICA の提案公募型で提案者への委託事業として BOP ビジネスの構築に向け
た情報収集・市場調査-パイロット事業の実施・評価等-事業化計画作成まで
のビジネス・フェーズを対象として行われる。
対象は第 2 回公募以降の実施状況、実施体制等を見つつ、現地日系企業にも
対象を拡大することを検討しているが、初回公募においては日本登記法人の
みを対象とする。
法律や国際行動規範(環境・社会の側面を含む)を遵守するものであり、途上
国の主に貧困者層が製品・サービスの対象消費者となり、開発課題の改善に
つながるもの、同対象層の人々に経済活動への参画、企業や雇用の機会を提
供することにより、開発課題の改善につながるもの。
また、環境や貧困問題など様々な社会的課題をビジネスのミッションとし
て、
より直接的に取り組む、いわゆる「ソーシャル・ビジネス」も対象とする。

38 JICA HP http://www.jica.go.jp/priv_partner/index.html
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対象とする
ビジネス
フェーズ

選考の観点

対象国
金額の上限
実施期間

①「現状の情報収集・市場調査フェーズ」：開発課題に係る情報・データの
収集・整理、途上国貧困者層を始めとする人々の生活実態等に係る情報収集、
対象地域選定、対象者層のニーズ把握、現地パートナーの情報収集・発掘、
対象者層の人材育成ニーズの把握等。
②「ビジネス・モデル構築フェーズ」：事業化の基本計画作成の為の商品・
サービスの使用作成、現地試作品作成、パイロット展開・同評価調査等。将
来的な事業家に向けた対象者層の人材育成や知識普及･啓発活動等のパイロ
ット展開、及びそれらの効果的な実施方法に係る調査研究(原材料調達、製
品・サービス販路確保、流通等の面を含む)。
①公益性：対象層の基礎的サービスや生活改善に不可欠な商品等へのアクセ
ス拡大・改善、起業機会や生産性・生計の向上、貧困削減、潜在能力の向上
等の効果が期待できること、その効果がより大きくなる、より早く達成され
ることが期待できることなどの開発インパクトの視点。
②持続性：対象層のビジネスが将来において利益を生むことが求められるこ
とから、持続可能で拡張・反復可能なビジネスとして期待できることや、一
定のモデル性や新規性・革新性等があるなど持続・拡張・反復の可能性の視
点※。
③地域配慮性：対象国・コミュニティの利害関係者(ステークホルダー)の声
を考慮し、コミュニティ全体に対する配慮が期待出来るなど、現地コミュニ
ティの配慮の視点。
当面は原則として JICA 事務所の所在国を対象に、案件当たりの業務委託上
限額を原則として 5 千万円、実施機関は 3 年間以内。

※ 従って、新規性・革新性については、例えば類似の商品があるものであっても、新しい
地域であれば対象となる
出所：「BOPビジネスの可能性とJICAとの連携」公開セミナー配布資料「BOPビジネス促進
制度の概要」より作成。

また、本年度から「BOP ビジネス促進制度」（仮称）を実施予定であり、制度
の骨組みに関する説明を含めた一般向け公開セミナーを大阪と東京で開催した。
以下が公開セミナーでの情報を元に JICA の新制度を表にまとめたものである。
現在のところ、対象分野・開発課題として、MDGs を含むもので、教育・訓練、
保健・医療、水資源・防災、運輸交通、情報通信、エネルギー、農村開発、自
然環境保護・環境管理、ジェンダー、金融サービスで、分野の限定はせずに、
2010 年度に 2 回公募予定である。
JICA のスキームは、経済産業省の実施した F/S 募集と極めて似ているが、お
そらくより「開発」により重きをおいた採択基準になると考えられる。経済産
業省の F/S 公募では、ソニーや住友化学といった資本規模が大きく F/S 後も途

75

上国に参入し、事業を継続していけるかどうか、また途上国でのビジネスの実
績をある程度有することが企業採択の際に重視されていたと考えられる。
一方で、JICA の新スキームの特徴としては、年間で 2 度の公募を定期的に行い、
官民連携を継続的に行うという点で異なっている。また、選考の観点として「開
発インパクトの視点(公益性)」に言及されており、貧困削減等の開発への貢献
が選考基準として挙げられている点で、経済産業省の F/S 公募で選ばれにくか
った中小企業や法人の採用の可能性の拡大に関して期待が持てるものとなって
おり、第 1 回の選考結果に注目が集まるところである。
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