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は じ め に

　バングラデシュは，国土14.8万㎢（日本の39％），
人口１億5,660万人で世界第８位，人口密度は1,099人
と，東京の３倍であり，シンガポールなど都市国家を
除けば世界第１位である。また近年年率６％の経済成
長を持続させ，2014年の名目GDPは1,854億ドルとベ
トナムに次いで57位である。特にアパレル産業の成長
は著しく，輸出額は中国に次いで第２位である１。そ
のため「新・新興国」と評価され，ビジネスチャンス
を求めて企業進出も進んでいる２。
　他方，１人当たりGDPは1,172ドルとミャンマーに
次いで，世界157位であり，依然として「最貧国」の
一つである。購買力平価（PPP）で見ても，3,373ド
ルで142位である（図１参照）。また１日1.25ドル（PPP）
以下で生活する人口の割合（2010年）は43.3％と極め
て高い。
　このようにバングラデシュは，経済成長する光の面
と国民の４割が絶対的貧困状態にある影の面を持って

いる。そこで，われわれは，バングラデシュにおける
経済開発と社会開発の状況を調査するため，2014年９
月17日から９月25日にかけて，海外フィールドワーク
実習を行った。また事前学習として，2014年６月27日
に池田洋一郎氏３（財務省・世界銀行ワシントン事務
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図１　バングラデシュのGDPの推移

注：2014年はIMFによる推計値。
出所：IMG［2015］World Economic Outlook Databasesより作成。
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所（当時））からお話を伺った。われわれが訪問した
調査先は以下の通りである。

2014年９月18日，スラム地区，市場，伝統的サリー
工場視察

９月19日，市場，アーロン，ユニクロ見学
９月20日，丸久株式会社視察
９月21日，ハンガーフリーワールド・ダッカ

事務所視察
９月22日，e-Education，グラミン銀行視察
９月23日，Bangladesh University of Engi-

neering and Technology （BUET） 
との交流
ロート・メンソレータム・バング
ラデシュ社視察，専門店街見学

９月24日　グッド・ネーバーズ・バングラデ
シュ　地方開発事業視察

　本稿では，これらの調査先の中で，NGOのe-Education，
ハンガーフリーワールド・ダッカ事務所，グッド・ネ
ーバーズ・バングラデシュ，グラミン銀行でのヒアリ
ング結果をもとに，バングラデシュにおけるNGOの
活動実態を明らかにするとともに，ミレニアム開発目
標（MDGs）の達成状況を検証することを課題とする。
ただし，本稿はあくまでも調査報告であり，より本格
的かつ長期の調査に基づく研究は別稿の課題とする。

Ⅰ　バングラデシュにおけるミレニアム　
　開発目標（MDGs）の達成状況

１．「ミレニアム開発目標（MDGs）」と「持続可能な
開発目標（SDGs）」
　2000年に合意されたミレニアム開発目標
（Millennium Development Goals: MDGs）は，貧困
削減など以下の８つの目標を解決するために，2015

年を最終年度として取り組まれてきた。すなわち，
目標１：極度の貧困と飢餓の撲滅，目標２：初等教
育の完全普及の達成，目標３：ジェンダー平等推進
と女性の地位向上，目標４：乳児死亡率の削減，目
標５：妊産婦の健康の改善，目標６：HIV，マラリ
ア，その他の疾病の蔓延の防止，目標７：環境の持
続可能性確保，目標８：開発のためのグローバルな
パートナーシップの推進などである。『ミレニアム
開発目標報告2015』によれば，極度の貧困状態に置
かれている（１日1.25ドル以下で生活）人口の割合

は，1990年の47％から14％に減少し，人数でも19億
人から8.4億人に半減した。栄養不足人口の割合も，
1990-92年の23.3％から2014-16年の12.9％に半減し
た。初等教育における男女平等も多くの国で達成さ
れた。潘基文国連事務総長が，「MDGsは史上で最
も成功した反貧困運動」と評価するように，多くの
分野で目標を達成している。しかしサハラ以南アフ
リカ，南アジアでの未達成など地域的な偏りが見ら
れ，５歳未満の児童の死亡率削減，妊産婦の死亡率
の削減，初等教育の完全普及，女性の地位向上など
では，状況は改善しつつあるとはいえ，目標を達成
できなかった４。
　このミレニアム開発目標の後継として，2015年８
月に，国連加盟193ヵ国が「持続可能な開発のため
の2030年アジェンダ」に合意した。これは2030年
までに，17分野，169項目におよぶ「持続可能な開
発目標：Sustainable Development Goals（SDGs）」
を先進国と開発途上国で協力して達成しようとする
ものである。貧困の撲滅，不平等・格差是正，男女
差別の撤廃，ガバナンス，平和，包摂的な社会の構
築，気候変動，地球温暖化対策，再生可能エネルギ
ーの拡大なども盛り込まれており，革新的な内容と
なっている５。

２．バングラデシュにおけるミレニアム開発目標
（MDGs）の達成状況
　バングラデシュは，最貧国の一つではあるが，経
済成長に伴い，社会開発も進みつつある。ミレニア
ム開発目標の８つの目標，60の指標の内，貧困ギャ
ップ率６，５才未満の死亡率，低体重の５歳未満児
の割合，初等・中等教育における男女平等など12の
指標は，2015年を待たずにすでに達成されている。
また初等教育就学率，幼児死亡率，妊婦死亡率，安
全な水へのアクセスなど９つの指標では改善傾向に
ある。しかし労働年齢人口に占める就業者の割合，
15～24歳の男女の識字率，国会における女性議員の
割合，改良衛生施設を利用できる人口の割合など11

の指標は達成困難であるとみられている７。
　本節では，特に［目標１］極度の貧困と飢餓の撲
滅，［目標２］初等教育の完全普及の達成，［目標
３］，ジェンダー平等推進と女性の地位向上，［目標
４］乳児死亡率の削減の４つをとりあげ，バングラ
デシュにおける達成状況を確認しておこう。
⑴　極度の貧困と飢餓の撲滅［目標１］
第一に，貧困削減については，バングラデシュに
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おけるカロリーベース（2,122kcal）の貧困線以
下の人口の割合は，1991年の56.7％から2010年に
は31.5％へと改善し，2013年に26.2％と目標を達
成している。また貧困ギャップ率も同期間に17％

から6.5％に低下し，目標の８％を達成している。
他方，１日1.25ドル（PPP）以下の人口の割合は
70.2％から43.3％と大きく減少しているが，目標
値の35.1％を達成していない（図２参照）。
　第二に，労働者人口に占める就業者の割合は，
同期間に48.5％から59.3％へ上昇したものの，目
標の100％を達成できていない。
　第三に，飢餓に苦しむ人口の割合を半減させる
目標については，低体重の５歳未満の子供の割合
は，1990年の60％から2013年には31.9％へと減少
し，目標を達成している。これにより，2015年７
月にFAOから「達成賞」を受賞している。
⑵　初等教育の完全普及の達成［目標２］
　バングラデシュの教育制度は，義務教育である
初等教育５年間，前期中等教育３年間，中期中等
教育２年間，後期中等教育２年間，大学４年間と
なっている。各課程修了時に卒業試験となる国家
統一試験（SSCとHSC）を受け，その成績によ
って進学先が決まる。政府が1990年に義務教育化
して無償とした初等教育の純就学率は，1990年
時点では女子50.8％，男子69.4％と低かったが，
2013年現在では女子98.2％，男子96.2％と改善さ
れており，男子の純就学率を女子が上回っている
（図３参照）。
　しかし，第１学年に就学した生徒のうち初等教
育の最終学年である第５学年まで到達する生徒の

割合は，80.5％にとどまっており，1991年の43％

から改善してはいるものの，2015年までのターゲ
ット達成は困難である。
　他方，成人識字率は1991年37.2％と低水準であ
ったが，2011年現在58.8％に改善している。また
15～24歳の識字率も74.9％に改善しているが，目
標の100％を達成するのは困難である。
⑶　ジェンダー平等推進と女性の地位向上［目標３］
　第一に，バングラデシュの初等教育の就学率
は，1990年の男子において55.1％，女子において
は44.9％であるのに対して，2010年においては男
子が49.5％，女子が50.5％と初等教育における格
差が是正されている。また，中等教育においても
同様のことが言え，1991年の男子中等教育就学率
が66％，女子が34％であるのに対して，2010年の
男子が47％，女子が53％と改善されている。しか
し，高等教育の就学率の場合は初等教育・中等教
育とは対照的に，2001年の高等教育の男子就学率
が75.1％，女子が24.9％であるのに対し，2010年
の就学率は男子が71.1％，女子が28.3％とそれほ
ど大きな改善が見られない（図４参照）。
　また，GPI８の観点からみても，初等教育・中
等教育ともに目標値である1.0を上回っているの
に対し，高等教育においては0.39と大きく下回っ
ている。
　第二に，非農業部門における女性賃金労働者の
割合は，1991年19.1％，2005年には14.6％に減少
した。その後2010年には19.9％まで回復したが，
女性の賃金労働への参加は縫製業を除き限定的
で，目標の50％達成は困難である。
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　第三に，女性の国会議員数は，1991年の42人（構
成比12.7％）から，2014年70人（20％）へと増加
傾向にあるが，目標の33％には達していない。

⑷　乳幼児死亡率の削減［目標４］
　1990年は1,000人の新生児に対し，94人の死亡
率であったが，2011年には35人にまで減少してい
る。また農村部と都市部の乳幼児死亡率には格差
があり，1990年では都市部71人に対し，農村部97

人と高かったが，2011年では，都市部32人に対し，
農村部36人とそれほど差がなくなっている（図５
参照）。
　以上，バングラデシュにおいてミレニアム開発
目標はいくつかの点において大きく改善をしてい

るが，達成困難な目標も多く，依然として課題は
多い。

Ⅱ　バングラデシュにおけるNGOの概観

　バングラデシュの社会開発にとって，大きな役割
を果たしてきたのがNGOである。1971年の独立以来，
まず欧米のNGOが支援を開始し，その後，BRAC（バ
ングラデシュ農村振興委員会）などバングラデシュ人
自身によるNGOも次々と設立された。下沢嶽［1998］
による次期区分は以下のとおりである。①救援活動か
ら開発活動への移行の時期（1972～74年），②農村貧
困層でグループづくりを始める時期（1975～80年前
半），③多様な活動の展開時期（1980年代前半～80年
代後半），④マイクロ・クレジットの時期（1980年代
後半～）であり９，現在は数的にも，規模的にも，質
的にも，バングラデシュ社会を語る上では無視できな
い存在である。
　バングラデシュのNGOの特徴として挙げられる
のは，第一に，数の多さである。バングラデシュの
NGOは広義のNGOと狭義のNGOに大別できる（図
６参照）。広義のNGOであるボランタリー社会福祉組
織は約2.5万団体存在し，現地ドナーや政府から助成
金を得て活動している。他方，海外のドナーから活
動資金を得て活動している狭義のNGOは，1970年に
は40団体に過ぎなかったが，2014年には2,351団体が
NGO法制局に登録されている。特に国内NGOは44年
間で100倍に増加している（図７参照）。
　第二に，巨大なNGOの存在である。バングラデ
シュにはBRACやグラミンなど超巨大NGOがある。
BRACは1972年にプァズレ・ハサン・アベッドにより
設立され，スタッフ約12万人（有給専従スタッフ約
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2.5万人）であり，世界第４位の規模を誇る。2013年
の事業活動規模は654億円であり，政府の開発予算の
約１割に相当する。ジェンダーの改善を焦点においた
マイクロ・クレジットや教育など多岐にわたる活動を
行っている10。
　またノーベル平和賞を受賞したムハマド・ユヌス氏
により創立されたグラミン銀行は，スタッフ数2.5万
人であり，マイクロ・クレジットを世界で最初に始め，
貧困削減に貢献している。現在はグラミングループと
して，様々なソーシャル・ビジネスを展開している。
ちなみに日本最大のNGOである公益財団法人OISCA
でもスタッフ数128人，事業活動規模9.8億円であり，
格差が大きいことがわかる。
　第三に，活動の多彩さである。マイクロ・クレジッ
ト，水・衛生をはじめとして，非常に多様な分野で活
動を行っている。これはバングラデシュが抱える問題
の多様さや深刻さに対応するためであり，「開発援助
の実験場」11，「NGOデパート」などとも称される。
　このようにバングラデシュにおいてNGO部門が巨
大化した要因として末永謙一［2010］では，①政府に
よる福祉政策の欠如，②市場経済の低開発，③外国ド
ナーの援助を挙げている12。

Ⅲ　教育格差の是正に取り組むNGO　　
　　　　　―e-Education―

　バングラデシュ政府は，第６次５カ年計画（2011～
2015）の中で，質の高い教育の普及が貧困撲滅と経済
成長に必要不可欠であると位置付けており，初等教育

の拡充を国の重点課題として取り組んでいる。また「第
３次初等教育開発計画」（2011～2015）では，「質の高
い教育の完全普及」を目標に掲げ，世界銀行やアジア
開発銀行，JICAなどの９つの機関と共に授業や教師
の質を向上させるための事業を実施している。その中
で，先駆的な取り組みから，注目を集めているNGO
がある。それがe-Educationである。バングラデシュ
国内の教育格差の実態を知るため，2014年９月22日に
バングラデシュにおけるプロジェクトリーダーである
Abdul Maheen Sheikh氏にお話を伺った（写真１参
照）。

１．大学進学を阻む格差
　バングラデシュでは，高校卒業時に，HSC（Higher 
Secondary School Certificate）を受験したのち，大
学へ進学する。しかし，高校における教師一人あた
りの生徒数が150人とされる同国では，高校の授業
だけでは大学入試に必要な学力を身に付けることが
できない。そこで，その学力差を埋めるために予備
校が重要視され，都市部の生徒や農村部の富裕層の
生徒の多くは，高校卒業後半年間，予備校に通う。
一方，農村部にはそうした予備校が存在しない。さ
らに，大手予備校の有名講師の授業を受講する場合，
半年で10万タカ（15万円）必要となるが，これはダ
ッカ大学の年間学費とほぼ同額である。そのため，
都市部に住みながら予備校に通う経済的余裕がない
農村部の貧しい生徒は，大学進学を断念せざるをえ
ないのが現状である。このように都市部と農村部で
大きな教育機会の不平等が生じている（図８参照）。
そのためバングラデシュ全体としても，大学進学率
は13.2％（2012年）と低い水準にとどまっている。
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1500

1000

500

0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2004 2014

図７　バングラデシュにおけるNGO数の推移

注：NGO法務局への登録数（ただし1989年以前は、ERD＝政府
外資導入局への登録数）。

出所：NGO Affairs Bureau（www.ngoab.gov.bd）および日下
部尚徳［2006］「NGOと住民」上智大学大学院博士前期
課程論文，12ページ。

写真１　Abdul Maheen Sheikh氏へのインタビュー風景
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２．e-Educationの概要
　e-Educationは，「途上国の教育課題を若者の力
で解決する」を活動理念とするNGOである。創設
者の税所篤快氏が，早稲田大学在学中，2009年にイ
ンターン生としてグラミン銀行で働いていた際に設
立した。税所氏が東進衛星予備校の映像授業を利用
して大学受験を乗り越えた経験を踏まえ，日本の大
手予備校の仕組みを教育インフラが不足しているバ
ングラデシュに取り入れることで，都市部と農村部
の教育格差をなくそうとする活動である。現在，こ
の映像授業による教育モデルは，バングラデシュの
みならずヨルダン，ルワンダ，パレスチナのガザ地
区，フィリピン，インドネシア，ミャンマー，そし
てハンガリーの７ヵ国９地域に広がっている。落ち
こぼれ高校生が東大合格を目指す漫画「ドラゴン桜」
になぞらえ，経済的，地理的格差からそれまで不可
能だと考えられていた農村部の貧しい生徒たちの大
学合格は，バングラデシュ版「ドラゴン桜」と呼ば
れた13。

３．e-Educationの活動内容
　e-Educationプロジェクトは，深刻な国内の教師
不足によって質の高い教育を受けることができない
農村部の生徒に対し，都市部の大手予備校の有名講
師の授業をDVDに収録して，映像授業として提供
している（写真２参照）。そうすることで地理的な
教育格差を解消し，さらにそれを無料で提供するこ
とで経済的な教育格差を解消することに成功してい
る。週５日映像授業で勉強し，週１回テストを受け
る，というサイクルで５ヵ月間受講し，11月の大学

入学試験突破を目指す。また，学習の定着を図るた
めに，映像授業の講師が製作した副教材を使用した
自宅学習も盛り込んでいる（図９参照）。
　活動初年度，ダッカから南西に位置するハムチャ
ー村でのプロジェクト受講者は35人であったが，バ
ングラデシュの東大といわれるダッカ大学に１名の
合格者を出した。この「ハムチャー村の奇跡」は各
メディアで大きく取り上げられ反響を呼んだ。年々
活動地域を広げ，2014年の受講者数は４千人に増加
し，ダッカ大学合格者数は約300人に達している。

４．課題と展望
　現在は，大学受験生を対象としていたプロジェク
トを医療や農業などの他分野にも活かす取り組みが
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行われている。それが国内の看護師不足の問題を受
けて始まった「e-Noursing」プロジェクト，土地
生産性の低さから貧しい生活を強いられている農村
における農業改革「e-Farming」プロジェクトであ
る。また，バングラデシュでは理数系教師が，10年
前と比べ50％から20％にまで減少していることを受
け，高校生に対して「最高の」教師による「最高の」
授業を届ける取り組みとして，「e-Science」プロジ
ェクトが世界銀行などの協力を受けて実施されてい
る。これらの活動資金は，６割が寄付金，４割が授
業料によって賄われており，不安定な収入基盤が課
題となっている。2014年には京都大学から200万円，
世界銀行から１千万円の助成金を受けている。支出
としては，DVD授業の収録依頼をする講師に対す
る謝礼金などが大きな割合を占めている。現在は，
国内で無料の映像授業を提供するNGO「Bac Bon 
Foundation」を立ち上げ，その運営資金を大学や
企業などをターゲットにしたハイコンテンツの有料
販売に特化した「Bac Bon LTD」の企業収益から
賄えるように，資金調達の方向を転換し始めている。
　DAC評価５項目14に基づいて，e-Educationの活
動を簡単に整理してみると以下の通りである。
　第一に，妥当性については，農村と都市部との教
育格差を解消するためにDVD教材を活用して効果
を上げている。第二に，有効性については，堅調に
農村地域の大学合格者数を増やしており，教育の地
域ギャップを埋めることに成功している。第三に，
効率性については，農村部の学生が大学予備校へ通
うのにかかる莫大な費用を鑑みるとその費用対効果
は高い。第四に，インパクトについては，映像授業
による教育モデルは革新的でありながら汎用性が高
く，７ヵ国９地域にまで広がっている。第五に，持
続性については，映像事業という特性上，機器が揃
っていれば実施できるため，活動自体の持続性は高
い。ただし不安定な財政状況が課題だと思われる。

Ⅳ　飢餓の撲滅に取り組むNGO　　　　
　　―Hunger Free World Bangladesh

１．ハンガー・フリー・ワールド（HFW）の概要
　ハンガー・フリー・ワールド（HFW）は，飢餓
のない世界を創るために活動する国際協力NGOで
あり，1984年にアメリカに本部を持つNGOハンガ
ー・プロジェクトの日本支部として活動を開始した。

その後2000年に，日本に本部を置く国際NGOとし
て独立し，現在のHFWに至る。活動国は日本，バ
ングラデシュ，ベナン，プルキナファソ，ウガンダ
の５ヵ国である。「誰もが安心して食べられる世界」
のために，地域をつくる（地域開発），しくみを変
える（アドボカシー），気づきをつくる（啓発活動），
若い力を育てる（青少年育成）の４つの活動を行っ
ている（図10参照）。2013年度の収入は２億1,112万
円となっており，そのうちの98％が補助金や助成金
に頼らない自己資金によって賄われている。
　われわれは2014年９月21日に，ハンガー・フリー・
ワールド・バングラデシュのAnjuman Akhter氏か
らお話を伺った（写真３）。事務所はダッカにあり，
活動はカリガンジ，ボダ郡など25の村で行われてい
る。
　活動の目標は，米や作物が獲れない，戦争などに
よって食べ物が与えられていない人々の救済，お金

図10　Hunger Free World Bangladeshの活動図10 Hunger Free World Bangladeshの活動
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や水，健康などによる「見えない飢餓（サイレント
ハンガー）」をなくすことであり，バングラデシュ
独立50周年にあたる2021年までに，貧困から完全に
解放された中所得国入りを目指す「ビジョン2021」
の達成を目標としている。スタッフの数は，事務所
９人，フィールド35人である。日本人スタッフはい
ない。2013年度の支出額は2,165万円，対象者は延
べ34,123人にのぼる。支出の主な内訳は，事業費８
割，事務所経費２割となっている。

２．ハンガー・フリー・ワールド（HFW）の活動内容
　先述したように，HFWの活動の目的の一つは，
お金や水，健康などによる見えない飢餓（サイレン
トハンガー）をなくすことである。５歳未満児の死
因を見ると，肺炎，下痢，マラリアなどであり，そ
の背景に慢性的栄養不足があるといわれている。カ
ロリー不足以外に，鉄，ビタミンＡ，ヨードなどの
栄養素不足は顕在化しにくく，免疫力低下などの弊
害が深刻である。このようなサイレントハンガーを
なくすために，HFWは以下のような活動を行って
いる。
　第一に，HFW独自の取り組みとしてオーガニッ
ク作物の普及に取り組んでいる。バングラデシュは
もともと有機農業が盛んであり，先進国に比べ低コ
ストであった。しかし，1960年代以降，全国に普及
した近代農法では，化学肥料や農薬，種子を毎年購
入しなければならず，それが農家経営を圧迫してい
た。そこでHFWは2006年にボダ，2009年にカリガ
ンジに農業訓練センターを開設し，そこで費用をか
けずに入手できる落葉や牛糞を使った有機堆肥作り
や，植物性の農薬作りの研修を実施し，有機農業の
普及に努めてきた。現在は活動地域の農家が共同組
合を作り，有機農業に関する意見交換やHFWに対
し研修のリクエストを挙げるなど，農民たちの自発
的な動きもみられている。
　第二に，サイレントハンガーについて啓蒙活動の
一つとして，パンフレットの作成を行っている。こ
れまでバングラデシュには農村の人々が理解しやす
い「食糧への権利」に関する資料や文献が存在して
いなかった。そこでHFWは独自のパンフレットを
作成した。パンフレットの内容は食育が中心で，イ
ラストを多く用いたことによって，農村の人々にと
ってわかりやすいものとなっている（写真４）。また，
このパンフレットは各村の栄養士に食育の知識を伝
えるための教材としても利用されており，バングラ

デシュにおいてサイレントハンガーの存在を広める
ために大きな役割を果たしているといえる。
　第三に，HFWは青少年育成にも取り組んでいる。
Youth Against Hunger（YAH）は14～25歳のメン
バーで組織されており，約500人のメンバーが活動
している15。彼らの活動内容はICTなどのスキルト
レーニングやリーダーシップ開発，政策提言，全国
青少年会議の組織，ボランティア活動などである。
バングラデシュには人口の３分の１を占める5,000
万人の若者がおり，彼らは国を変革する大きな可能
性を持っている。しかし，彼らはまだ十分に活用さ
れているとはいえず，そこに対しハンガー・フリー・
ワールドは彼らの潜在能力を十分に発揮することが
できるように若者のサポートを行っている。
　これらのプロジェクトの実施にあたりプロジェク
ト実施地域の選定が行われるが，これはバングラデ
シュの中で貧しい人たちが最も多く住んでいる地域
であり，政府から要請がある。活動地域の一つであ
るホンジョゴールはスタッフにその地域の出身者が
いるため，地域のニーズを把握することが容易な面
もある。また，救済対象者の選定はプロジェクト実
施地域の住民がミーティングを行って決めている。
支援は直接的なものではなく間接的なものであり，
ノウハウを教えるスタイルであるため，一過性のも
のではなく継続的なものとなり，農民たちが再び負
のサイクルに陥ることはないという。またこの農民
の自立を促進するモデルは，柔軟性をもつため，他
の地域にも広がっている。

写真４　「食糧への権利」に関するハンドブック
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３．課題と展望
　DAC評価５項目に基づいて，HFWの活動を簡単
に整理してみると以下の通りである。第一に，妥当
性については，見えない飢餓をなくすために，地域
にあった４つのアプローチをとっている。第二に，
有効性については，活動地域において効果は出てき
ているものの，まだプロセスの途中である。第三
に，効率性については，約２千万円という活動予算
で，約３万４千人に対し支援を行い，効率的である。
第四に，インパクトについては，有機農業の普及プ
ロジェクトにおいて対象地域の農家が共同組合を作
り，その取り組みが，周辺地域に普及してきている。
第五に，持続性については，HFWの支援は直接的
なものではなく，ノウハウを教える間接的な支援で
あるためプロジェクト終了後も持続していくと考え
られる。

Ⅴ　コミュニティ開発に取り組むNGO　
　　―Good Neighbors Bangladesh― 

１．Good Neighbors Bangladeshの概要
　Good Neighborsは，アメリカや韓国，日本を拠
点とし，世界30ヵ国で教育やコミュニティ開発，緊
急支援など行う国際NGOである。現在２千人以上
の専門スタッフと各セクターでの専門的な約２万人
のボランティアスタッフが世界中で活動している。
1996年には，国際連合経済社会理事会から総合協議
資格を取得し，2007年には，ミレニアム開発目標
（MDGs）貢献賞を受賞した。
　このGood Neighborsの一員であるGNBは，1996

年にバングラデシュ政府法務局から国際NGO登録
され，活動を開始した。GNBは，22人のオフィス
スタッフとパートタイムを含む148人で構成され，
14の村でプロジェクトを実施している（図11参照）。
　バングラデシュにおける農村開発について学ぶた
めに，2014年９月24日に，GNBが活動するシラズ
ゴンジ地域を訪問し，Simon Nirjhar J Adhikaree
氏からお話を伺った（写真５）。

２．Good Neighbors Bangladeshの活動内容
　GNBがシラズゴンジ地域で活動するプログラ
ムはシラズゴンジ・コミュニティ開発プログラム
（SCDP）と呼ばれる。この地域全体がプロジェク
トの対象になっており，集会所，住宅，農場などが
整備されている（写真６，７参照）。主な活動として

図11　Good Neighbors Bangladeshの活動地域
図11 Good Neighbors Bangladeshの活動地域

写真５　Good Neighbors Bangladesh での
　　　　プレゼンテーション風景

写真６　シラズゴンジ・プロジェクトのマップ
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は，①女性のエンパワーメント，②子供の権利，教
育，健康の増進，③若者の開発プログラムである（図
12参照）。
　第一に，女性のエンパワーメントを向上させるた
めに，教育，収入獲得事業，治療などを行っている。
農村開発メンバーの女性は9,247人であり，内1,444
人が読み書き教育を受けている。また協同組合によ
り職業を得た者は2,977人に達している。さらに女
性の健康増進のため，治療（延べ23,667人，以下同
じ），薬の提供（25,281人），健康教育（3,644人）
などを行っている。
　第二に，子供の権利，教育，健康の増進のために，
様々な取り組みを行っている。子供の権利について
は，早期結婚防止キャンペーン（18回），権利に関
するキャンペーン（151回）を行い，子どもの出生
登録数は15,258人に増加した。また就学前教育の提
供（768人）や教材の提供（9,860人）を行うととも
に，定期健康診断（52,098人）や給食支援（74,237

人）なども行っている。
　第三に，若者の開発プログラムとして，職業訓練
（346人）などを行っている。他方，GNBの活動に
対するボランティアとして参加する若者も243人と
増加傾向にある。
　これらのプログラムは，コミュニティ開発委員会
（CDC）により運営されている。この委員会は，委
員長，副委員長，秘書，共同秘書，経理，スタッフ，
コミュニティリーダー（２人）の計８人で構成され，
SS委員会，ローン委員会，収入獲得委員会という
３つのサブ委員会が設けられている。まず，SS委
員会では，子どもの教育や権利，そして健康などの
開発管理を行っている。次に，ローン委員会では，
ローンについて調査・管理が行われている。そして，
収入獲得委員会では，収入獲得事業の管理が行われ
ている。
　GNBは，シラズゴンジ地域の住民に対して資金
の貸付によって収入獲得機会を提供している。2013

年２月から2014年３月までの１年間に，合計354人
の女性に貸し付けた金額は183万タカである。この
資金をもとに，住民は牛（198人），ヤギ（８人），
豚（４人）などの家畜を飼ったり，裁縫（30人）や
手芸（６人），バスケット作製（４人）などマイク
ロビジネスを行ったりしている。これにより職業訓
練を通して技術を学び，商品を市場で販売し，収入
を得ることができるようになっている。裁縫コース
を受けている女性は，子どもに教育を受ける機会を
与えるために，このマイクロ・クレジットを利用し
ており，収入はこれまでの倍になったという（写真
８参照）。このように，GNBは女性の社会進出の機
会を創出し，ジェンダー平等を目指した活動を行っ
ている。

３．課題と展望
　DAC評価５項目に基づいて，GNBの活動を簡単
に整理してみると以下の通りである。第一に，妥当
性については，都市と農村における格差に対して，
職業訓練による収入獲得支援活動は妥当と考えられ
る。第二に，有効性については，地域開発における
人材育成として，子供・女性・若者のエンパワーメ
ントを図っており，有効に思える。また低金利無担
保融資により順調に貧困脱却者数が増加している。
第三に，効率性については３億円という予算規模で，
健康診断受診者５万５千人，給食支援７万４千人に
裨益しており，効率的である。第四に，インパクト

写真７　シラズゴンジ地域の子供たち

図12　Good Neighbors Bangladeshの活動図12 Good Neighbors Bangladeshの活動
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については，現在14の村でプロジェクトを展開して
おり，活動領域が拡大している。第五に，持続性に
ついては，GNBの予算の97％が外国ドナーからの
援助に依存しており，財源の自立性が弱い点が課題
として残る。

Ⅵ　貧困削減に取り組むNGO　　　　　
　　　　―Grameen Bank―

１．グラミン銀行（Grameen Bank）の概要
　バングラデシュのNGOとして，BRACと並んで
有名なのはマイクロ・クレジットを初めて実施した
グラミン銀行である。われわれは，2014年９月22日
にグラミン銀行を訪問し，ドラム氏からお話を伺っ
た（写真９，10参照）。グラミン銀行については，
日本でも数多くの紹介がされているため16，本稿で
はインタビュー内容の紹介にとどめる。
　グラミン銀行は，1983年に当時チッタゴン大学の
教授であったモハマド・ユヌス氏が創設したもので
ある。マイクロ・クレジットではバングラデシュ最
大級の規模を誇る（２位ＢＲＡＣ，３位アサ，４位
TMSSと続く）。また他の銀行やNGOと違う点とし
て，顧客つまり農村地域にグラミン銀行のスタッフ
自らが出向くという点が挙げられる。これはバング
ラデシュ国内で初の形態である。
　また銀行の資金は，1995年以降から外国から援助
等一切なしで100％成り立っており，その内訳は93

％がメンバーへの融資，残りの７％は普通預金であ
る。現在では，銀行業務のほかに，グラミン・ファ

ミリーと呼ばれる多角的な事業展開を行っている。
グラミンユニクロなど日本企業との合併事業もその
一つである。

２．グラミン銀行の活動内容
　グラミン銀行の最大の特徴はマイクロ・クレジッ
トである。マイクロ・クレジットとは，主に貧困層
や女性を対象とした無担保の小口融資のことであ
る。また，貧困層に対して比較的低金利で融資を行
っている。グラミン銀行では女性の社会進出を促す
ため，融資の97％は女性を対象にしている。また，
融資の目的によって金利が違い，グラミン銀行では
ビジネス20％（内訳は農業50％，商業23％，製造17％，
その他10％），住宅８％，勉強０％（５年以降は５％）
と設定されている。これは政府が定めたNGO金利
である26～27％を下回る数値である。
　日本における金利と比較すると高いように思える
が，バングラデシュでは貧困層への貸付は高利子な
場合が多く，100％を超える法外な金利を要求され，

写真８　裁縫コースを受けている
　　　　女性宅にて

写真９　グラミン銀行でのインタビュー風景

写真10　ノーベル平和賞メモリアルコーナーにて
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そもそも融資を受けることができない場合があるこ
とも考慮すると決して高い数値ではないといえる。
　次に，融資のプロセスは，以下のとおりである。
融資を受けたい５人で１つのグループを作成する。
その際グラミン銀行の株を１株購入し，株主となる。
そして５人の中から，リーダーと副リーダーを選定
する（任期は１年）。５人のうち，一人ずつ融資を
受けることができるが，融資を受けている人が返済
しなければ次の人は融資を受けることが出来ないと
いったシステムを取り入れている。また，そこには
他人への責任が伴うため，高い返済率の一因とも考
えられる。
　これらの運営においては，信頼関係のもと行われ
ているため，保証なしで融資を受けることが出来る。
加えてローンの組み立ても，借り手側が自由に期間・
金額を設定することができる。また，生命保険制度
もグラミンメンバーにとって魅力的なプログラムで
ある。これは，家族の誰かが亡くなった場合に２千
タカを受け取ることができるものであり，一切の保
険料を支払う必要がなく，グラミンの株主であれば
誰でもこの保険を受け取ることができる。その他に
も，メンバーが亡くなった際に葬式の費用として一
人1,500タカが保障されている。

３．課題と展望
　DAC評価５項目に基づいて，グラミングループ
の活動を簡単に整理してみると以下の通りである。
第一に，妥当性については，農村部に焦点をあて，
都市部と農村部の格差，ジェンダーの格差是正に大
きく貢献しており，妥当性が大きい。第二に，有効
性についても，低金利無担保融資により順調に貧困
脱却者数が増加している。第三に，効率性について
も，少ない資金で運用が可能であり，98％の高返済
率でコストパフォーマンスに優れている。第四に，
インパクトについては，約５割の貧困層が貧困から
脱却しており，インパクトは大きい。第五に，持続
性については，1995年より自己資金のみで資金運営
が可能となっており，持続可能なビジネスモデルと
なっている。ドラム氏は最後にこう語る。「バング
ラデシュの社会開発はわれわれが担ってきた。貧困
削減の要因は経済成長よりもNGOの取り組みの成
果が大きい」と。マイクロ・クレジット事業を成功
させ，新しいソーシャル・ビジネスモデルを生み出
してきた強い自負がうかがえる。

お わ り に

　バングラデシュは，縫製業を中心に経済成長を進め，
「最貧国」を脱しつつあるかのように思える。MDGs
の目標も60の指標のうち，すでに12の指標は達成して
いる。またその他多くの指標も達成はできなかったと
はいえ，改善を示している。ただし，スラム地域や農
村を訪れてみると，多くの人々が絶対的貧困と格差の
中で暮らしていることがわかる。このような絶望的に
思える状況に一筋の光を射してきたのが，NGOであ
る。「バングラデシュの社会開発はわれわれが担って
きた。貧困削減の要因は経済成長よりもNGOの取り
組みの成果が大きい」と述べるグラミン銀行のスタッ
フの誇らしげな顔を忘れることはできない。
　今回，いくつかのNGOを訪問し，印象に残ったの
は以下の点である。第一に，BRACやグラミン銀行な
どの超巨大NGOは，チャリティーからソーシャル・
ビジネスへと大きくシフトしている。第二に，外国ド
ナーからの人的・資金的依存から脱却し，ローカライ
ゼーション（現地化）が進んでいる。第三に，現場主
義のソリューションであり，多様な地域，ニーズ，課
題に対して様々なアプローチをとり，解決を図ってい
る。まさに「開発の実験場」である。さらに，妥当性
,有効性,効率性,インパクト,持続性などの観点から
も，水準が高いNGOが多いという点である。
　実習メンバーの感想文に「実際に農村も訪れ，職業
訓練を受けた方々へインタビューをすることができた
が，より多くの収入を得られるようになったと誇らし
げに自らの縫った服を見せてくれた女性の笑顔が，強
く印象に残っている。バングラデシュはまだ成長途中
の国であるが，その内に秘めているエネルギーは驚く
ほどのものがある。実際にこの国に立ち，様々な人々
と話を交わすことで，そのエネルギーの一端を私も肌
身に感じることが出来たように思う」17とあった。
　外国の援助に依存するのではなく，自分の足で一歩
を踏み出そうとしているところに，バングラデシュの
強みがあると考えられる。今後，今回のフィールドワ
ークを第一歩として，より本格的で持続的な調査を行
い，開発途上国におけるNGOの役割について研究を
進めていきたい。
　最後にわれわれのフィールドワーク実習を快く受け
入れてくださったJICA，NGO，企業，大学の方々には，
多大なご協力を賜りました。記して感謝いたします。
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