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はじめに

　京都大学アフリカ地域研究センターは、1986年、アフリカ地域を
対象とする日本初の国立大学研究機関として設立されました。京都
大学には1950年代に始まる厚いアフリカ研究の歴史があったのです
が、ようやくその中核となる機関が作られたのです。1996年に、ア
フリカ地域研究の専門家を養成する大学院が設立されたのを契機
に、センターはアフリカ地域研究資料センター（以下「アフリカセン
ター」）と改称され、今日に至っています。その基本理念である、長
期のフィールドワークに基づく生態・社会・文化の理解という手法は、
世界的にも高く評価されています。
　その一方で、京都のアフリカ研究は、日本国内の一般社会、とり
わけ東京を中心とする関東一円ではあまりよく知られていないという現
実がありました。アフリカセンターでは設立以来長年にわたって、一
般公開された「アフリカ地域研究会」をおこなうなど、アウトリーチ
活動に努めてきましたが、その範囲は京都を中心とした関西地域に
限定されていたのです。
　そこで、アフリカに対する政策や援助プロジェクトの中心である東京
への発信をということで、2010年より品川の京都大学東京オフィスに
て「東京公開講座」を開催し、また京都大学全学経費の援助を得て
「京都大学アフリカ研究フォーラム in東京」（以下「東京フォーラム」）
を開始しました。
　東京フォーラムではこれまで、「アフリカ研究とNPO活動の連携は
いかに可能か」（2010年 11月 26日）、「SATOYAMAイニシアティ

ブを舞台として－ひびきあう“里山 ”と“アフリカの農村 ”」（2010

年 12月 24日）、「アフリカ研究と民間企業との連携はいかに可能か」
（2011年 2月 22日）の 3回が開催されています。これらのフォーラ
ムでは、学界に限らず、政・産・官・民とのあらたな連携をはかるべく、
その関係者を東京オフィスに招いて、アフリカセンターを中心とする研
究者と密度の濃い議論をおこなっています。
　今回、再び京都大学全学経費の補助を受け、第 2期の東京フォ
ーラム（全 4回）を開催できることになりました。この活動を通じて、
京都大学のアフリカ研究を広く周知し、さらなる研究・実践活動の契
機になることを期待しています。

京都大学アフリカ地域研究資料センター

センター長　木村大治
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ナッツを起点にビジネスフィールドを
徐々に拡大 

　今日は、私がアフリカのルワンダで経営している事業の
概要と、「日本人がアフリカで生き残っていける事業経営と
は？」について、私なりの結論をお話ししたいと思います。
　BOPビジネスに限らず、事業というものは、生き残り、続
けていかなければ意味がありません。継続することで初めて、
ソーシャルインパクトも生まれてきます。私は5年ほど前から、
ケニア・ナッツ・カンパニーの創業者として知られる佐藤芳
之と一緒に事業経営をしているのですが、これは、彼から
ひたすら言われ続けてきたことでもあります。
　弊社オーガニック・ソリューションズのルーツは、1974年
にケニアで佐藤が始めたケニア・ナッツ・カンパニーで、現
在の年商は約 30億円です。殻付きのマカダミアナッツを契
約農家から買い入れ、工場で割ってローストし、輸出する事
業を行なっています。
　その工場の廃棄物処理部門を独立させたのが弊社です。
マカダミアナッツの加工の過程では、殻だけで年間数千トン
が廃棄物として出ます。これを廃棄すればコストがかかりま
す。そこで研究した結果、これを粉砕して醗酵させ、堆肥
をつくれるようになりました。ケニアは輸出用のバラの大産
地で、日本に輸入されるバラの約 15％はケニア産なのです。
そのためこの堆肥はバラ農場に大変好評で、売り上げも良
く、事業を独立させて会社を設立しました。2005年に創
業し、現在の年商は約 3,000万円で、黒字化を達成して
います。

　堆肥の製造過程では、醗酵させるために微生物を培養し

て使っています。この微生物はさまざまな有機物を速やかに
分解する働きがあります。そこで今度は、微生物そのものを
商品化して販売を始めました。こうした微生物資材は日本
ではたくさん商品化されていますが、当時のケニアではほと
んどありませんでした。販売先は養豚場や食品工場、ホテ
ルなどで、畜舎の消臭や工場の処理池の水質改善などに使
用されます。
　そしてルワンダでもこの微生物資材ビジネスのニーズが見
込めると判断し、2008年にオーガニック・ソリューションズ・
ルワンダという会社をつくりました。当初はケニアと同様に、
ホテルや食品工場などから営業を始め、現在ではその次の
段階として、家庭や学校、診療所などのトイレの消臭に使っ
てもらえるようなビジネスモデルを模索しています。2012年
の年商は約 3,000万円で、黒字化までもう一歩というところ
です。

　さらにマカダミアナッツの事業をルワンダで行おうと考え、
2012年にルワンダ・ナッツ・カンパニーをつくり、私はここ
で COO（最高執行責任者）として仕事をしております。加
えてタンザニアでも事業を準備中です。このように、私たち
は既存事業の利益を再投資する形で次々に新たな会社をつ
くり、結果的に生き残っています。

アフリカで生き残る事業経営 5 原則

　私がこうした事業経営で得た結論の1つ目は、「事業は
つねに小さく始める」ということです。何が成功するかはわ
かりません。私たちの事業もすべてが成功しているわけでは
なく、むしろ失敗した事業の方が多いほどです。ですから、
やると決めたらまずやってみる。なるべく少ない投資で始め

長谷川竜生
株式会社オーガニック・ソリューションズ・ジャパン

アフリカで生き残る事業経営
ケニア・ルワンダでのビジネス経験から
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て、うまくいったら育てていきますが、あまり大きくし過ぎな
いということもポイントです。

　事業規模を大きくすれば、それに伴う弊害も出てきます。
責任の所在などが見えにくくなり、活力が低下するいわゆる
大企業病、資金繰りの大変さ、派閥の形成、外部からの
干渉などです。ただでさえ日本人にとって経営が難しい環境
のアフリカで、大きな会社を経営するのは大変です。実際、
ケニア・ナッツ・カンパニーは 2008年に経営をケニア人に
譲渡しました。この苦い経験から、小さい会社をたくさん経
営するほうがいいという教訓を得ました。
　2つ目は「ニッチ市場のナンバーワン企業を目指す」。ア
フリカでは日本人はかなりのマイノリティですから、コーヒー
や紅茶など、すでに確立されているメジャーな分野に下手に
参入しようものなら、はじき出されます。私たちが手掛けて
いるマカダミアナッツや微生物資材はきわめてニッチな産業
です。マイナーな分野から参入し、ある程度確立してきてか
らほかの分野へ拡大していくというのが、私たちのこれまで
のやり方です。
　3つ目は「儲け過ぎない」。利益は再投資と福祉に還元し

ます。これを繰り返すことが、猛烈な勢いで変化していくア
フリカ市場に適応し、かつ優秀な人材を育てる秘訣だと思
います。ただ、それは株主の理解があって初めて可能にな
ることなので、その方針を理解してくれる株主を探す必要が
あります。

　4つ目は「新規事業のニーズは既存事業の周辺から見つ
ける」。弊社の場合は、結果的に食品や農業などにかかわ
るものが事業範囲になっています。
　5つ目は「三足のわらじを同時にはく」。たとえば、私はい
まルワンダの微生物資材とマカダミアナッツ、それにタンザ
ニアでの新規事業と、3つの事業を手掛けています。これ
は事業をやっている当人が、個別の事業に過剰に惚れ込ま
ないようにするためです。複数の事業を同時に進めていると、
それぞれに対してある程度客観的な視点を保つことができ
ますし、事業が行き詰まったときも、1つだけの事業に注力
している場合と比べて、撤退の判断がしやすくなります。

ルワンダの微生物資材ビジネスで奮闘中

　オーガニック・ソリューションズ・ルワンダ（OSR）で取り
扱っているのは微生物資材「OSS」のみです。これは微生
物を培養した液体で、トイレの消臭に使用します。ルワンダ
には下水道がなく、首都キガリでも水洗トイレの割合はたっ
たの 6％です。残りの 94％は竪穴式トイレで、構造的にし
尿がむき出しになっているため、どうしても不衛生になりが
ちです。さらに悪臭がこもり、ハエが発生しやすいなど、非
常に不愉快な環境です。
　ルワンダにおける5歳未満児の死亡原因は、1位の肺炎
に次いで 2位が下痢となっており、その原因はトイレが不衛
生であること、下水処理の管理が不十分であること、石鹸
による手洗いが実施されていないことです。これは程度の差
こそあれ、アフリカ諸国に共通した課題です。
　そこで、OSSをBOP層に使ってもらうための実証実験を
行いました。その結果、1週間に1リットルのOSSをトイレ

に入れれば、悪臭がほとんど消えることがわかりました。そ
のデータを携え、ルワンダの保健省に 3年に渡って営業を
かけた結果、2011年には保健省から全国の地方自治体に
OSSの予算がつき、約 300トンを病院や学校、保健所に
納品しました。
　創業 3年目にしてようやく大口の売り上げが立ったわけ

収穫したマカダミアナッツ
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ですが、同時にこれをルワンダの人々に広くOSSを知って
もらえる絶好の機会と捉え、納品時に現地の担当者である
EHO（環境衛生員）とのネットワークを構築しました。ネッ
トワークとは、要するに彼らの携帯電話の番号を聞き、定
期的に連絡してニーズを聞き取れる関係を築くということで
す。結果的に 440人の EHOとネットワークができ、彼ら
からも購入してもらえるようになりました。
　また、一般の人たちに向けて小売りをするようになると、
マスメディアがあまり発達していない環境で、どのように商
品を知ってもらうかが課題になります。そこで保健省や地方
政府、NGOなどと組んで全国的なプロモーション活動を行
ないました。学校や公民館に人を集め、演劇やコント、音
楽などを上演します。「手を洗わなかった男の悲劇」など、
わかりやすいストーリー仕立てで衛生管理の大切さを訴え、
往年のコント番組『8時だョ！全員集合』のように、終わり
際には加藤茶よろしく「宿題やったか？」などと問いかけ、「手
も洗えよ」と呼びかける。そして最後に「提供はOSRでした」

と締める。
　価格設定も問題になります。容器入りで売ると高くなって
しまうので、市場調査も兼ねて4分の1程度の価格で量り
売りも行ないました。

「儲からない事業」から
新たなニーズを発見

　微生物資材ビジネスは、まだ収益事業として再投資する
見通しは立っていません。しかし、こういう儲からない事業
でも3年間続けているといろいろな情報が集まって来て、別
のチャンスが見つかることもあります。
　実はルワンダでも微生物資材を堆肥用に売ろうとしたの
ですが、土壌がよくて肥料のニーズが乏しいことなどもあり、
あまり売れませんでした。ところがその調査で毎日ルワンダ
の農村を歩いているうちに、おなじみのマカダミアナッツの
木を見つけたのです。
　調べてみると、6年ほど前に農業省のプロジェクトで植え
られたものの、買い手がないマカダミアナッツが 9万本ほど
あることがわかり、急きょ、ナッツの買い取りと加工をするル
ワンダ・ナッツ・カンパニーをつくりました。

　アフリカでの事業経営において一番大きな課題は、いか
にして資金を調達するかということです。日本の銀行はもち

ろん貸してくれませんし、ルワンダの地銀から借りるのも困
難です。JICAが行なっている海外投融資も、私たちの事
業では規模が小さすぎるため、すべて断られました。BOP

市場における事業専門の投資ファンドなどもありますが、私
たちにはハードルが高すぎます。現在、いろいろな BOPビ

ジネスのフェーズ調査が実施されているにもかかわらず、な
かなかそこから事業が生まれて来ないのは、投資の仕組み
に関する議論が先送りされていることにも原因があると思い
ます。ちなみに当社の場合は個人投資家から調達しました。
　ルワンダ・ナッツ・カンパニーでは、まずは品質を問わず
に農家からナッツを買い取り、ちゃんとお金になることを農
家に実感してもらったうえで、枝の剪定や収穫したナッツの
乾燥などの改善指導をしていきます。将来的にはルワンダ産
のマカダミアナッツを、コーヒーや紅茶に並ぶ輸出品に育て
たいと考えています。事業としてはまだまだこれからの規模
ですが、多少なりとも皆様のご参考にしていただければ幸い
です。

微生物資材「OSS」をトイレに流し込む
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女性たちがはまり込むパーマの「アリ地獄」

　私が京都大学大学院に在学中にガーナ都市部を調査し
て驚いたのは、ヘアサロンが非常に多いことでした。女性向
けのサロンだけで 2km四方に 400軒以上あり、これは東
京以上の多さです。そこで、なぜ美容師が多いのか、そこ
から現代のガーナ都市部を解き明かそうという研究を行いま
した。現在は縁あって、アフリカの女性向けの商品に関わ
る事業を手がける化学素材メーカーに勤務しております。今
日は大学院での研究から見えてきたこと、そして地域研究と
BOPの消費財ビジネスとの関連について、考えられること
を共有させていただければと思います。
　ガーナにこれほど多くのサロンが存在する事情には、アフ

リカ女性の髪質が深く関わっています。アフリカの人の髪は
多くの場合、非常に細かく縮れています。人によっては自嘲
的にスチールウールと称するほどで、頑丈な櫛を使ってもな
かなかうまくとかせず、小さな子どもの場合は痛さで泣いて
しまうこともあります。そうした髪のケア方法として、ここ20

～ 30年の間に、パーマとつけ毛（エクステンション）が急
速に普及しました。
　パーマといっても日本のパーマとは若干異なり、ストレート
パーマに近いものです。強い薬剤を使って髪を伸ばすことで、
髪が非常にやわらかく、扱いやすくなります。
　私が調査した 2000年代初頭にはすでに、成人女性は
ほぼパーマをかけているといって過言ではないほど普及して
いました。ヘアケア製品を販売する外国企業の進出や派手
な宣伝合戦が、その動きに拍車をかけていました。
　このパーマをかけると、髪を洗うたびにセッティングローシ
ョンやカーラー等を使ってセットする必要が出てきます。し
かし、それを自宅で毎回行うのは難しいので、髪を洗うた
めだけに毎週サロンに通うことになります。また、新たに伸
びてくる髪の根元部分は縮れているため、スタイルを保つに
は、約 6週間おきに根元の部分に再びパーマをかけなけれ
ばなりません。つまり、パーマを一度かけたらその後ずっと
サロンに通い続けなくてはならないわけです。非常に強い薬
剤を使用するので、髪や頭皮を傷めますし、経済的な負担
も大きい。それでも一度始めたらやめられない、いわばアリ
地獄のような側面を持つ技術だといえます。

美容師という職業は女性の貴重な自立手段

　とはいえ、ネガティブな面ばかりではありません。ガーナ

織田雪世
株式会社カネカ

パーマ・ビジネスの光と影
ガーナの美容師をめぐる研究から

パーマの正しいかけ方を教える講習会



11

に限らず、アフリカでは昔から、人々はさまざまな髪のおし
ゃれをしてきています。もともと文化的に髪の装いの重要度
が高く、髪に何も手を加えないのは、伝統的司祭をはじめ「特
別な」人に限られてきました。手を加えない髪は、社会にとっ
て「危険な」存在であることを示す記号であり、自分が「普通
の」社会の一員であると示すためには、髪を装うことが不可
欠なのです。さらに、「伝統的」とされる髪型が実は輸入品の
材料だけでつくられていたケースもあり、外来のものを混ぜ
合わせて新たな伝統をつくることも活発に行われています。
　それに加えて、美容師という職業が女性の自立の手段に
なっているという側面があります。私の調査地では、結婚し
ても男女の生計は別で、女性も自分の親族の冠婚葬祭費
用などは自分で捻出しなければなりません。また、夫が突
然失業したり、離婚したりした場合に備えて、自分自身と子
どもの面倒を見られるようにしておく必要があります。つまり、
女性が働いてお金を稼ぐことが必須の社会なのです。
　しかし女性の高校以上の就学率は依然低く、雇用労働
市場での受け入れ先や、女性の起業に必要な資金の調達
手段なども限られているのが現状です。今、アフリカの多く
の国で都市若年層の失業が問題となっていますが、私の調
査当時の美容師に限っていえば、まず美容師見習に入って
手に職をつけ、零細規模で開業して少しずつお金をためて
いくなど、小さな元手で自立が可能でした。やがて自分の

サロンを持ち、見習いを教えるようになれば、家庭と両立さ
せながら働くには大変都合のよい環境となります。収入のな
い若い女性が金銭を目的に男性と交際し、経済的な自立手
段を身につける前に妊娠してしまうなどの問題もある中、美
容師という職業は、都市で女性が人生を自力で切り開くた
めの重要な選択肢になっているのです。
　先ほどお話しした外国企業の中には、美容師研修やヘア
スタイルコンテストなどを行っている企業もあり、一部では
美容師という職業のイメージアップが進むと同時に、美容師
自身も自分たちの職業に対する矜持が持てるようになってき
ています。

止められない美容への情熱

　ガーナの BOP層女性が消費経済に巻き込まれ、搾取さ
れているという側面は確かにあると思います。こうした美容
にともなう身体的・経済的負担も小さくありません。しかし、
それでも抑えられない装いの重要性と、それがもたらす喜び
や利便性は確かに存在します。
　パーマというのはぜいたく品と見られがちであり、食料や
水、あるいは教育といったベーシック・ヒューマン・ニーズ
を満たすものの対極ではありますが、これだけの女性が日々
パーマをかけ、おしゃれをしている。それは止めようもない
動きで、その「止めようもなさ」の背後には、無視すること
のできない何かがあるのだと思います。
　さらに美容が女性の生計手段としても非常に重要であり、
企業の側も美容師研修等を通じて女性美容師の技能向上
やイメージアップに貢献する例があることを考え合わせると、
この分野においてもインクルーシブな BOPビジネスは可能
なのではないでしょうか。

　最後に、私が関わってきた地域研究と、BOP消費財ビ
ジネスとを結びつけて考えてみたいと思います。顧客を理解
し、ニーズにあった商品を適切に提供することはマーケティ
ングの基本ですが、BOPビジネスでは、特にそれが重要だ
と思います。その点、地域研究が用いるエスノグラフィ的手
法や、学際的な視野で人々の社会的、経済的、文化的背景、
弱さやたくましさを理解するというアプローチは、対象社会
のニーズや可能性、脆弱さ等を理解するうえで活用可能なも
のであり、ビジネスをBOP層に役立つ方向へ動か
していくうえでも、有益ではないかと思っています。

ガーナのヘアスタイル・コンテスト
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簡便な手段で安全・安価な飲料水を提供

　この事業はフランチャイズ方式で簡易浄水装置の運営を
行い、飲料水をコミュニティに提供するものです。独立型の
小規模浄水装置を地域分散的に配置し、大規模なインフラ
に頼らずに安全かつ安価な飲料水を提供することを目的とし
ています。対象は、エチオピア南部のジンカ市の住民約 1

万人（2,000世帯）です。
　年間を通じて渇水のない、市の西側を流れるネリ川の表
層水をくみ上げ、浄水装置内で凝集剤を用いて不純物を取
り除き、飲用に適した水質にして住民に宅配し販売します。
浄化・給水装置は、対象地区内の学校やクリニックなど

10拠点に配置し、各拠点での利用者数は約 1万人程度を
見込んでいます。
　飲料水販売価格は、宅配の場合 1リットルあたり0.5ブル

（約 2.5円）とし、凝集剤の訪問販売も行います。ちなみに、
対象地域で現在販売されているミネラルウォーターの価格
は1リットルのペットボトルで 6～ 8ブル（約 30～ 40円）、
水道水または井戸水を1リットルの再生ペットボトルに詰め
て冷やしたものの価格が 1ブル（約 5円）です。
　将来的には、きれいな水に関連して需要の高い粉ミルク
などの商品も訪問販売していきます。事業の補強として、衛
生意識に関する啓発をNGOと協力して実施するほか、水
汲みで生計を立てている子どもたちへの配慮プログラムを行
ないます。

　経営主体としては、日本企業と地元住民の共同出資によ
って現地法人の設立を目指します。日本企業は凝集剤を製
造・販売するほか、浄水に関する技術を提供します。施設
運営期間は 30年間を想定し、設備の減価償却は 5年を
見込んでいます。

水運びに従事する子どもたち

　ジンカ市の 2012年の総人口は16,478人で、ネリ川の対
岸の村も含めた人口は 23,328人です。水道普及率は市の
中心部では 80～100％と高い数字ですが、周辺部では北
側の 2地区で 50～70％弱、南側の 2地区では 5～7％
しかありません。市の上水道裨益人口は総人口の 64％で
すが、水道水は 1日平均 6時間しか供給されません。市
内の 2つの病院のうち水道があるのは1つだけで、学校は
9カ所中 2カ所しかありません。水道の普及率が低い周辺

久田信一郎
京都大学アフリカ地域研究資料センター

凝集剤を活用した
飲料水供給事業の実践
エチオピアのBOP層に向けて

簡易水道の水を汲みに来た女性
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部の学校に給水施設をつくり、その半径 500メートル以内
の住民に飲料水を供給すれば、市内のほぼ全域をカバーす
ることが可能です。
　市内のほとんどの地域で子どもが水汲み労働を行なって
おり、水の運搬でお金を稼ぐ子どもたちもいます。私が聞き
取り調査をした水運搬の仕事をしている5人の少年（11～

14歳）のうち、学校に通っているのは1人だけでした。彼
らは全員、市外から移り住んできた少年たちで、市内の住
民宅に無給の家内労働者として数年住み込み、住民の信頼
を得たのちに水運搬の仕事で日銭を稼げるようになります。
しかし、収入から水の代金や台車の税金、生活費などを差
し引くと手元に現金はほとんど残らず、彼らのほとんどは水
以外の荷物を運んで収入を得るか、住み込んでいる家庭で
雑用をし、食事を提供してもらっているという状況です。

ビジネススキームと想定される課題

　水の製造と販売は、各地でフランチャイズ方式による個
人事業主の操業を手助けしながら展開します。拠点ごとの
オーナーが、その地区の住民に水を宅配します。また、宅
配できない遠方の住民には、凝集剤を使った水の浄化手法
を訪問指導して販売も行います。浄水施設をユニット化し、
フランチャイズ方式で現地の出資者に経営してもらうことに
より、安全な水の生産と宅配の事業が起こり、雇用が生ま
れます。

　さらに、地元の保健所やNGOと連携して、地域住民
に対し水と衛生に関する教育・啓発活動を行ないます。
　本事業の課題とその解決については、次の通りです。まず、
浄化剤を輸入すると販売コストを下げるのが難しいため、現
地で入手できる資源の調査と製品の開発を行ないます。ま
た、表層水の利用を規制する制度の有無を調査し、障壁
がある場合には民間企業が参入する条例の制定を促します。
表層水の汚染や渇水対策としては、地域による水質管理プ
ログラムの導入などを行います。仕入れた凝集剤の保管も
課題であり、現地に輸入販売代理店を設置して、最終的
には現地生産を行います。しかし商品製造の課題としては、
水質の保証と維持があります。その解決のため、簡易テスト
キットを導入し、最終的には公的検査機関を設置するよう
促します。また、容器再利用による汚染の対策として、強ア
ルカリ水による容器洗浄を行います。

　本事業は、5年をめどに黒字化して初期投資を回収する
ことを目指し、販売時の集金と収益の分配については、既
存の民間組織単位によるグループでの起業を奨励・支援し
ます。水の宅配用ツールはローンで提供します。また、子ど
もの水汲み労働への配慮として、重労働を避ける工夫を施
したうえで、就学や生活安定を前提とした雇用を推進します。
装置の定期清掃や修理に関しては、日本企業による定期的
な技術研修を実施し、やがては現地スタッフ間で技術の伝
授が行われるよう促します。
　事業の採算性を確実にするため、拠点ごとの事業規模を
小さくして住民やNGOによる出資を促し、フランチャイズ
方式による小規模経営を国全体に拡大します。
　この事業による直接的・間接的な社会的インパクトとして
は、安全な水へのアクセス率の向上や雇用創出、水汲みに
かかる労働時間の短縮、起業家の創出など、さまざまな成
果が期待されます。凝集剤や容器殺菌処理には天然資源
を使用し、水源の保全や沈殿物の堆肥化による土壌改善
を行うなど、環境にも配慮します。

「富山の薬売り」と「三方良し」を応用

　この事業においては、日本型のビジネスモデルである「富
山の薬売り」と、近江商人の心得である「三方良し」を応用
することを考えています。
　富山の薬売りの配置販売という販売方式を応用して、消
費者の家庭にあらかじめ飲料水を宅配し、定期的に巡回訪
問して使用した分の代金を受け取る先用後利のシステムを
構築し、「懸場帳（かけばちょう）」と呼ばれる掛け売り帳を
応用して、顧客情報や販売データの管理を行います。
　また、「近くにある原水を簡単に、安価で浄化できて大
量販売できる（売り手良し）」「下痢をしない安心・安全な飲
料水が安価に買える（買い手良し）」「水に関わる病気の罹患
率が下がり、これまで水汲みに要していた労働時間が減少
して多くの人が通学や賃金就労の機会を得ることにより、凝
集剤商品や水宅配サービスが世間で感謝されて認知度が
高まる（世間良し）」という「三方良し」も成立すると考えられ
ます。

　このような日本型ビジネスモデルとコンセプトを現地に適
合させた商売を実践したいと考えております。
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牛耕の現場で地下足袋のニーズを発見

　私はエチオピアの牛耕について、2007年から調査・研
究しています。牛耕には牛、農具、人という三つの要素があり、
そのすべてに注目することが重要ですが、私自身は人があっ
ての農業であると考えます。農業の現場で人が抱える問題
点を浮き彫りにし、ともに問題解決に向けて取り組むことが、
地域研究者としての私の課題であると考えています。
　私の調査地はエチオピア中央高原に位置するオロミヤ州
のウォリソという地域です。牛耕の調査を通じて、土に問題
があることがわかってきました。土壌学的にはバーティソル
という土壌に分類されますが、この土壌は水分を含むと非常
に粘性が強くなる反面、水分が少ないと硬い石のようになり
ます。牛耕の耕作技術の特質上、間隔をあけて耕すので、
雨季には両方の性質が同時に現れます。粘性の強い土が足
に貼りつき、しまいには身動きが取れなくなってしまうため、
既存の長靴などでは畑に入れません。農民は、雨季には例
外なく裸足で畑に入ります。そのため、畑までの道中にケガ
をしたり、牛耕中に犂で足を切ったり、乾いた硬い土で足を
傷めるといった事例も複数見聞きしました。「雨がしっかり降
らないと土が痛いから牛耕に行きたくない」という嘆きを聞く
こともしばしばでした。

　はじめて牛耕の調査をしたとき、私自身も大変苦労しまし
た。農民と同じように裸足で畑に入ろうと試みるのですが、
乾いた土が突き刺さる激痛で、畑内を歩くことができません
でした。試行錯誤の結果、現地で売っている靴下をはいて
みると、水はしみ込んできますが足に痛みはなく、畑内を農
民と同様に歩くことができました。2時間も畑の中にいると

無残に破けてしまいましたが、靴下で解決できるなら地下足
袋でも解決可能ではと考えました。
　翌年、地下足袋を日本から持ち込んで試したところ、予
想通り木綿生地には粘性土壌は貼りつかず、底のゴム面に
も多量に付着することはありませんでした。さすがに毎日使
用していると破れますが、補修を重ねて 2カ月間連続で使
い続けることができました。

地域資源をフル活用した
現地の人主体のビジネスモデル

　私が地下足袋を持ち込んだときの農民の反応は、「まるで
牛の足のようだ」というものでしたが、特に私にとって印象
的だったのが「私達だって裸足で畑に入ったら 痛いんだ！ 

それをよこせ！」と迫られた経験でした。これらの反応や観
察から、地下足袋に対する潜在的なニーズは広くあると考え
ました。また、労働環境の改善に貢献できるという導入意
義もあると考えます。
　導入にあたっては、農民が主体的かつ持続的に、いつで
も地下足袋を買える仕組みづくりが重要だと考えます。そこ
で、BOPビジネスモデルを使って販売方法を考えてみたい
と思います。
　地域外の企業が BOP層に直接販売したり、現地の
NGOと商品を共同開発・販売するといった従来の方法以
外に、外部が深く関与せず、地域の資源をフル活用した「現
地の人による現地の人向けのビジネスモデル」という発想が
あってもいいと私は考えます。
　地域にあるものを活用して、地下足袋を作って売る仕組み
を構築できないか、地下足袋を導入するための地域資源（こ

田中利和
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程

農民の足を護る
地下足袋ビジネスの構想
エチオピアにおける牛耕の研究から
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こでは自然資源のみならず人的・文化的なものも含めて、地
域に存在し活用可能なものの総称とする）に着目してみます。
　まず、材料となるゴムや布については、古タイヤ（ゴム）
を再利用したサンダル、強度の高い工業製綿の古着や工場
の存在が確認できています。エチオピアでは靴産業も盛ん
です。縫製技術に関しても、服の仕立屋が多数あるほか、
リストロと呼ばれる靴磨き職人がおり、彼らは靴の縫製技
術も有していて補修なども行っています。また、十分な資本
を持った資本家や経営者もおり、彼らはエチオピア人のため
になる事業ができないかと日頃から模索しています。彼らの
資本や経営能力、異文化理解の力、人的ネットワークなど
は大きな資源であると考えられます。
　事業に足りない資源は「こはぜ」と呼ばれる留め金ですが、
ジッパーやマジックテープなど代替となる資源は現地にあり
ます。型や製作技術は、職人などの協力を得て日本から導
入することも可能であると考えています。現地には地下足袋
をはくという発想も文化もありませんが、日本人研究者であ
る私が地元メディアを活用し、有用性を学術的に営業して
認知の土台をつくれると考えています。

BOP ビジネスデザインと
地域研究者の役割

　ビジネスデザインとして、以下のような形をイメージしてい
ます。調査を通じて地下足袋のニーズを発見した地域研究
者（私）が、地域の既存資源と新たに持ち込んだ文化や技
術という資源を結合させて、地下足袋の製作を試みます。こ
の段階では BOP層に導入することは難しいので、コンセプ
トの合う資本家と組んで母体となる会社を設立し、製作し
た地下足袋を低価格で BOP層に届けます。
　利益は会社に戻り、会社は成長します。さらなる投資で
事業を拡大し、地域で雇用が拡大し、地下足袋の品質や
生産量が改善します。最終的にはトップデザイナーなどの力
も借りて、海外向けの「ハイブランド地下足袋」の輸出も可
能になると考えます。
　ここまでの仕組みをつくれたら、研究者は経営から完全
に身を引きます。あくまで地下足袋導入の仕組み作りの研究
であり、商売には深く関与しないという立場です。ビジネス
は現地の人に任せ、研究者として中立的かつ接点を持ちな
がらプロセス自体を調査研究することに意義を見出すべきと

考えます。つまり、地域研究者の役割としては「地域で資
源を浮き彫りにする」「資源を接合する」「仕組みを作る」「プ
ロセスを研究調査し論文を書く」の 4点が考えられます。
　ただ、そもそも農民が地下足袋をはかなければこれらは夢
物語で終わってしまいます。そこで 2012年に日本から地下
足袋を10足持ち込み、農民に試用を依頼して調査しまし
た。その結果から、牛耕時よりも乾季の収穫時期に活躍度
が高いこと、こはぜではなくジッパーなどへの要望が高いこ
となどがわかりました。最大の成果は、地下足袋の認知度
が大きく上がったことです。事業化は大歓迎という声が多く
聞かれ、協力的な姿勢が見られたのも印象的でした。
　今後はまず私自身がビジネスや地下足袋製作について学
び、現地の資源調査を進め、現地メディアでの宣伝も試み
たいと思います。この計画は、研究として地下足袋導入の仕
組み作りをするというところがポイントですが、目標はあくま
でも農民に地下足袋を届けることなので、柔軟にいろいろな
方法を模索していきたいと考えています。

現地の靴磨き職人が補修した地下足袋
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【第 2 部】

討　論

ビジネスと地域研究は
手をつなげるか？

　



1�

大森康弘 OMORI, Yasuhiro

株式会社データベース 常務取締役

廃棄物施設の運転計画、下水処理施設（公共・

流域）の運転管理に従事。5 社グループによる

プロジェクトにて遠方監視装置等の開発に携わ

る。工業水道ほか上下水道施設の運転管理指

導を経て地域水道ビジョンの策定やストックマ

ネジメント業務に従事。博士（工学）、技術士（総

合監理・上下水道部門）。

金子守恵 KANEKO, Morie

京都大学大学院人間・環境学研究科 文化人類学分野 助教

エチオピアで調理具として利用されている土器

の製作技法について人類学的な研究を進めてき

た。アフリカの人々が創りだしてきた「もの」と

それをつくる人々の知や技法を検討することを

通じて、地域社会における発展の問題にも取り

組んでいる。主著に『土器つくりの民族誌』（昭

和堂、2012 年）など。

木村大治 KIMURA, Daiji

京都大学アフリカ地域研究資料センター 教授

コンゴ民主共和国の農耕民、カメルーンの狩猟

採集民を対象に調査を行なっている。関心領域

は生態人類学、コミュニケーション論。2012

年度から京都大学アフリカ地域研究資料センタ

ー長を務め、本フォーラムを含めた研究発信活

動や社会貢献にも力を入れている。

重田眞義 SHIGETA, Masayoshi

京都大学アフリカ地域研究資料センター 教授

1978 年にスーダン南部で民族植物学的調査を

行なって以来、アフリカの在来農業を対象に研

究を続けている。エチオピア固有の作物エンセ

ーテを利用した実践的地域研究に取り組んでい

る。関心領域は農業人類学、ドメスティケーシ

ョン論。2010-11 年度アフリカ地域研究資料

センター長を務め、本フォーラムを企画した。

織田雪世 ODA, Yukiyo

株式会社カネカ勤務

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科にてガーナ都市部の女性美容師によるジェン

ダー枠組みへの対応に関する研究で博士号取

得。在ガーナ日本国大使館専門調査員、国際

協力機構（JICA）ガーナ事務所企画調査員を経

て現職。主著に『髪を装う女性たち』（松香堂書

店、2011 年）など。

木ノ本知弘 KINOMOTO, Tomohiro

日本貿易振興機構（JETRO）途上国貿易開発部 途上国貿易開発課

BOP 班 課長代理

2000 年日本貿易振興会（現日本貿易振興機

構）入会。事業統括部海外事業課、松江貿易

情報センター勤務の後、ダッカ（バングラデシュ）

事務所所長。帰国後、途上国貿易開発部アジ

ア支援課でアジアの産業・人材育成を担当しな

がら、2011 年に BOP 班の立ち上げに携わり、

BOP ビジネス事業全般の企画・運営を担当。

清重正樹 KIYOSHIGE, Masaki

株式会社データベース 東京支店副支店長 

兼 海外プロジェクトマネージャー　

株式会社メンテック（現：データベース）入社後、

水処理分野に携わる。下水道施設において水

処理技術を学び、効率的な下水道施設運転管

理を追求してきた他、近年では国内水道事業に

おいても今後の官民連携の在り方、安心・安全・

安定な水の供給について自治体への提案を行っ

ている。技術士（上下水道部門）。

田中利和 TANAKA, Toshikazu

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科博士課程在籍。エチオピアにおける在来有畜

農業、特に牛耕に焦点をあてて調査研究を行っ

ている。農耕民の足を保護する地下足袋の製造・

販売ビジネスの仕組みを作り、現地資源を活用

した起業を地域研究者の立場で記述したいと考

えている。

プロフィール
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※順序は氏名の五十音順

※所属・経歴は 2013 年 3 月現在

富野岳士 TOMINO, Takeshi

特定非営利活動法人国際協力 NGO センター（JANIC） 事務局次長

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科国際関

係学修士課程修了。富士通（株）を経て JANIC

へ。主に NGO の理解促進や人材育成、ファン

ドレイジングなどに取り組んできた。「NGO と

企業の連携推進ネットワーク」事務局を兼務。

JICA、JETRO、経産省の BOP ビジネス支援

スキームに委員として参画。

久田信一郎 HISADA, Shinichiro

京都大学アフリカ地域研究資料センター 研究員

エチオピアでの海外青年協力隊勤務を経て、

NGO 緊急援助の経験をもとに食糧援助につい

てイギリスで研究。その後エチオピアに戻り、

協力隊調整員・JICA 専門家として勤務。以来、

JICA の技術協力の経験を生かし、植生分布研

究や実践的地域研究など、エチオピアをフィー

ルドとして研究を行なってきた。

長谷川竜生 HASEGAWA, Tatsuo

株式会社オーガニック・ソリューションズ・ジャパン 営業部長 / 

Organic Solutions Rwanda Ltd. COO / Rwanda Nut 

Company Ltd. COO

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研

究科単位取得退学。ワタミフードサービス（株）

で居酒屋の店長として調理・接客・店舗経営を

学んだ後、（株）農業技術通信社に転職し、編

集者として約 800 の農家や農業法人を取材。

2010 年より現職。

水野花菜子 MIZUNO, Kanako

ポリグルソーシャルビジネス株式会社 ソーシャルビジネス担当

横浜国立大学大学院国際社会科学研究科経営

学専攻博士課程前期修了。大学時代にビジネス

と国際協力の新しい関係である BOP ビジネス

に興味を持ち、大学院では主に BOP ビジネス

とその支援策の在り方について学んだ。業務を

通じてアジア・アフリカにおける BOP ビジネス

の可能性に関心を抱き、勉強している。
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発想が違う
「研究」と「ビジネス」

地域に貢献できる研究を目指して
木村　京都大学アフリカ地域研究資料センター（アフリカ

センター）の木村です。2012 年度からセンター長をしてお

ります。私が最初にアフリカに行ったのは 1986 年で、人

類学の研究でコンゴ民主共和国（当時はザイール）に入り

ました。当時は、「その地域の人々のため」ということはあ

まり考えることはなく、自分の興味のおもむくままに研究を

していました。ただ、現地の人 と々一緒に暮らしていれば、

人々が苦しんでいる問題は見えてきます。1986 年にアフ

リカセンター、98 年に京都大学大学院アジア・アフリカ

地域研究研究科（ASAFAS）がたちあがって以来、研究し

ているだけではなくて、地域の問題解決に貢献をしなくて

はならないという課題はずっとありましたが、最近になって、

ASAFAS の出身である長谷川さん、織田さん、久田さん、

田中さんの 4 人のように、アフリカで実際に仕事をしてい

る、あるいはしようとしている人たちが出てきて、力強く、

うれしく思っているところです。今日はその４人の発表を受

けて討論を行い、こうした芽を大事にして、伸ばしていくき

っかけのひとつにできればと考えています。

重田　討論の進行を務めさせていただくアフリカセンター

の重田です。この討論には、地域研究に携わってきた研

究者だけでなく、「ビジネス」、「政府系機関」、「NGO」と、

それぞれに異なる立場の方々にご参加いただいています。

まずは、ビジネスの分野から、データベースの大森さん・

清重さんとポリグルソーシャルビジネスの水野さん、４つ

の発表を聞かれてご感想があればお願いできますか？ 

企業の常識とは異なる発想
大森　日本国内での上下水道施設の運転管理を主要事業

としています、株式会社データベースの大森です。BOP ビ

ジネスに関わったことのない我々のような人間は、漠然と、

「アフリカでの BOP ビジネスとなると、ふつうのビジネス

とはまったく違う世界があるのではないか」と大きな壁があ

るように感じてしまうんですが、今日、発表を伺って、実

際に BOP ビジネスをやってらっしゃる方はあくまで「ふつ

うのビジネス」としてやっているのだということを知ること

ができました。それが大きな発見でした。

清重　同じく株式会社データベースの清重と申します。今

日、田中さんが発表された地下足袋ビジネスは日本の常識

的なビジネスとはまったく違った発想があって、我々が海外

で事業展開するときにも、自分たちの常識にとらわれない

発想の転換が必要なのかもしれないと思いました。たとえ

ば水で言えば、我々は日本の常識で水の供給を考えてしま

うんですよね。飲めるほどきれいに浄化した水をトイレに使

うような国の考えは海外では通じない。水以外の話を聞い

て、水の海外展開についてそのようなことを思いました。

水野　ポリグルソーシャルビジネス株式会社の水野と申し

ます。弊社は久田先生の凝集剤事業に協力させていただい

ている日本ポリグルのグループ会社で、BOP ビジネスなど

の公益事業を専門に扱っています。本日は、地域研究から

ビジネスの世界へ進まれる具体的な事例を拝見して、とて

も新鮮に思いました。とくに田中さんのようにビジネスを立

ち上げた後に自分は身を引くというのはビジネスの現場に

いる人間には思いもつかない考え方で、強く印象に残りま

した。

「持続できるビジネスかどうか」に注目
重田　政府系機関として日本貿易振興機構（JETRO）の

木ノ本さん、NGO の分野からは国際 NGO 協力センター

（JANIC）の富野さんのお二人にもお越しいただきました。

木ノ本さん、今日の発表を聞かれてどのような印象をお持

ちになりましたか？

木ノ本　JETRO で BOP ビジネス事業を担当している木

ノ本です。JETRO は日本企業の海外展開の支援をする政

府系機関です。BOP ビジネスについては、日本企業の個

別相談にお応えしながら成功事例をひとつでも多く作るお

手伝いをさせていただいていますので、本日の発表につい

ては、「いかにビジネスとして持続的に運営していかれるの

か」という点に関心を持って伺っておりました。たとえば田

中さんの発表では補修のことが話されていましたが、補修
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にはコストがかかるため、事業として無視できない重要な

要素です。それをどうビジネスの中に織り込んで収益をあ

げていくのか、といったことに注目していました。

また、本日発表された皆様の事業はすべて、現地の方が

単なる消費者として買うだけでなく、売る側としても参画し

てもらう「インクルーシブ・ビジネス」であるという点でも共

通しているかと思いますが、その点における持続性につい

ても関心をもって伺っておりました。

「BOPビジネス」
とは何か
ピラミッドの底辺に向けてものを売る
重田　JETRO のアジア経済研究所の佐藤寛さんが書か

れた本に『アフリカ BOP ビジネス』（2010 年刊）という本

があります。これはアフリカの BOP を扱った最初の本だ

と思います。

ところで私たちは、BOP ビジネスという言葉を、あまり

きちんと定義をしないで使ってきました。BOP は当初、

「Bottom of Pyramid（最底辺ビジネス）」の略として使われ

ていました。所得ピラミッドの底辺の人たちを相手にもの

を売るビジネスという意味です。底辺の人口は多いので、

個 人々の購買力はわずかな額でも多数の客がいる。それが

大きなビジネスになるというモデルですね。しかし最近で

は、bottom には蔑視のニュアンスが含まれるということか

らか、「Base of Pyramid」という名称が使われるようにな

ってきました。いずれにせよ、数多くの人に低価格の商品

を売るというビジネスであり、お金を持っている少数の人

に収益性が高い商品を売るビジネスの対極といっていいと

思います。

ビジネス形態としてはとくに新しいものではなく、日本で

も「薄利多売」という言葉が昔からある通りです。しかし、

アフリカの人は物なんか買わないだろう、というような、「貧

しい人は物を買わない」という思い込みを打ち破ったとい

う意味では画期的だったと言えるかと思います。

JANIC の富野さんは民間企業のご出身で、JANIC におい

て、主に企業と NGO の連携を促進するお仕事をされてい

ると伺っています。「BOP ビジネス」についてはどのような

お考えをお持ちですか？

社会的課題の解決が主眼
富野　 JANIC の富野です。JANIC とは、日本におよそ

500ある国際協力系の NGOをとりまとめている組織です。

私はもともと民間企業で働いていまして、主にアジアで、

途上国をマーケットにしてビジネスを行なう、いわゆる「途

上国ビジネス」をしていました。

一方、「BOP ビジネス」は途上国ビジネスとは明らかに違

うものです。これは経産省や我々JANIC でもほぼ統一さ

れている見解なのですが、BOP ビジネスとは、「ビジネス

を通して BOP 層が置かれている社会的課題を解決する活

動」と定義されています。我々 NGO 側は「課題解決がされ

るかどうか」にフォーカスして BOP ビジネスを見ています。

なぜなら、社会的課題の解決こそが我々 NGO のミッショ

ンだからです。

JANIC では BOP ビジネスのことを、単にビジネスとして

ではなく、草の根の活動や ODA と連携するアプローチだ

けでは解決できない課題を解決しうる有効なアプローチの
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一つとして捉えています。たとえば、今日の発表であれば、

貧困削減、水、保健医療などの問題において、「開発イン

パクト」が得られたかどうかに注目して見ていきたいと思っ

ています。

重田　「BOP だってビジネスなんだから、もうけなかったら

話にならないだろう」という話に対して、「BOP は人を助け

るためにやるものであって、ビジネスは手段に過ぎず、社

会の課題解決が主眼だ」というお話ですね。現場では、2

つの立場が衝突することもあるだろうと思います。おそらく

長谷川さんは、会社をつぶしてまで人助けをしようという考

えには反対でしょうし（笑）。長谷川さんと同じく ASAFAS

の卒業生である金子さん、いかがですか？

途上国ビジネスか、
BOPビジネスか
ナッツ事業は BOP ビジネスか？
金子　金子と申します。ASAFAS を卒業して、現在は別

の研究科に勤務しています。これまでエチオピアで土器を

つくる女性職人について研究を続けてきました。彼女たち

の技術は日本の陶芸家から見ても非常に高いといわれてい

ますが、ビジネスとなるとなかなか難しい面もあり、今日

の発表は興味深く伺いました。

BOP ビジネスとは何か、というお話が出たので、長谷川

さんに質問をさせてください。長谷川さんのビジネスは、

BOP ビジネスという言葉が生まれる前からやっていらした

ものですよね。最近になって BOP ビジネスということが言

われだして、その実例ということで今日、発表されたのだ

と思いますが、マカダミアナッツのビジネスも BOP ビジネ

スに相当すると考えていいんでしょうか？　

長谷川　日本にはポテトチップで有名なメーカーが２つあ

りますよね。カルビーと湖池屋です。僕はこの仕事をする前、

北海道でカルビーの仕事をしていました。

ポテトチップの原料になるイモは、植物検疫の問題で輸入

品は認められず、すべて国産なんです。カルビーはポテトチ

ップ加工時に取り扱いやすいイモの重量は 90 ～ 190 ｇ

と決めています。

そこでカルビーはそうしたイモを作ってもらうために、普及

員を全国に 30 人以上配置して徹底的に農家を指導しま

す。農家から集まったイモを徹底的に選別して、規格に合

ったものは高く買う。インセンティブをつけるんです。そし

て、規格に合わないものは安く買うか、引き取らない。一方、

湖池屋さんは持ち込まれたイモは基本的に全部買う。

カルビーのほうは、ちゃんと規格を満たすものを作れば農

家の所得は上がる。湖池屋さんのほうは、やってもやらな

くてもそれなりの値段で買われていく。農家にとって、どっ

ちがいい会社だと思いますか？

金子　どっちだろう……？

長谷川　僕はルワンダのナッツ事業でカルビーと同じ買い

取り方式をしています。うちの佐藤がケニアのナッツ事業

でやってきたのも同じことです。ほかの国のバイヤーさんの

ように、どんな品質でも一律の値段で買うのではなくて、

買ってきたナッツを選別して、いいものを何％、中ぐらい

のものを何％、下のもの何％と分けて、それに合った値段
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をつける。価格差を設定することが最終的に当社のナッツ

のクオリティの上昇につながる。それを続ければナッツは

国際商品になりえると思ったからそうしてきたんですが、実

際、ケニアのナッツはいま、ほとんどが輸出されています。

違う買い方をする会社もあっていいと思っていますが、当

社はそういうやり方をして、農家に一種の選択肢を提供し

ている。当社の要求を聞いて栽培技術を向上させてくれる

なら高い値段で買いますというオファーをしているんです。

企業が提供できるものってそういうものだろうと思ってい 

ます。

金子　企業がいくつかの選択肢を用意し、大変だけど高

い収入が得られる選択肢を選びとった人には、企業とコミ

ュニケーションをとることで技術を向上させたり、より高い

収入を得たりすることができる、ということですね。大規

模な工場を現地に作って、現地の労働力を安価で利用して、

資源を収奪するビジネスとは違うということですね。

長谷川　やってることは「ナッツ買ってきて売ってる」わけ

で、外側だけ見れば同じですよね。でも、やり方もゴール

も違うんです。

重田　微生物事業は BOP ビジネスと呼べるんですか？

長谷川　純粋に BOP 層にだけ向けて売っているわけでは

ないですね。ルワンダの微生物事業でも 3000 万円ほど

の売上高がありますが、黒字化していません。BOP 層向

けの小売事業は販売コストがすごくかかるので、政府や企

業など法人相手の仕事と組み合わせながら、なんとか成立

させようとしているところです。

重田　保健衛生の分野における課題解決に大きく貢献し

ているという意味では、BOP ビジネスの定義に当てはまる

よね。

長谷川　そうですね。でもそもそも、これを BOP ビジネ

スと呼ぶかどうかは僕が考えることじゃないと思ってますけ

ど（笑）。

企業の目的は社会的課題
の解決ではない
パーマ関連ビジネスは課題を解決しているか？
金子　織田さんへの質問ですが、美容師の方にも多様な

社会的立場や経済環境の人がいると思うんです。そういう

多様な人たちを対象にして、ビジネスによって社会的課題

の解決をするのはとても難しいものではないでしょうか。あ

るいは難しくなくて、「彼女たちに商品を売ることが BOP

ビジネスである」と言えるのか、お考えを聞かせてもらえま

すか？

織田　今回発表させて頂いたストレートパーマのビジネス

は、外国の大手資本がパーマ用の薬剤等を売って、美容

師を教育し、さらに薬剤や関連商品を普及させるという形

です。パーマ用の薬剤は一般の女性たちが買い、美容師

のところに持ち込んでパーマをかけてもらいます。ですから、

最終消費者はパーマをかける女性、そしてその産業全体を

見れば、そのパーマ剤でパーマをかけてお金をもらう美容

師やパーマ剤を売っている小売店の人も含まれます。

パーマをかける女性や美容師の女性たちは、このビジネス

に踊らされているようでもあり、同時に、このビジネスを利

用して自ら踊っているようでもある。ですので、踊らされて

いるという観点から見ればこれは「途上国ビジネス」である

と言える。また、逆の見方をすれば、「BOP ビジネス」であ

るとも言えると思います。

企業のスタート地点は「ビジネス」
織田　私自身はいま企業に勤務し、商材はパーマ剤ではあ

りませんが、アフリカ女性向けの消費財を扱う仕事をして

います。ビジネスの世界に身を置いてみて思うのは、ビジ

ネスとは、もうかる領域には次々に新規参入があり、激し

い競合が生まれ、戦いに勝ち続けなくては生き残れない厳

しい世界だということです。

たとえば先にお話ししたパーマ剤の企業も、企業自身は別

に社会問題の解決をめざしていたわけではない。もちろん
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悪意があったわけでもないですけれども。単に「ビジネス」

として勝つのに一番いい方法は何かと考えたんですよね。

識字率の低い国だから、美容師に知識を刷り込んでおけ

ば、人々はその美容師のアドバイスをひたすら信じて商品

を買うはず、と広告宣伝費の何割かを美容師教育に振り向

けたら、それがうまくいってビジネスが大きくなった。

そこには女性をアリ地獄にひきずりこむような面もあり、

一方で女性の経済的自立や技能向上を助けるというプラス

の面もあったわけで、企業はプラスの面だけでやっていけ

と言われたら生きていけないと思うんです。まずふつうのビ

ジネスとして生き残るための努力をする。その努力の中に、

可能な限り負のインパクトが減って、正のインパクトが増え

るようなやり方を見つけていくことが大事なのだと私は思っ

ています。

重田　長谷川さんの話にもありましたけれども、企業とい

うのは必ずしも課題解決を目標にしなくても、結果的に

貢献することができているということなんだと思うんですよ

ね。課題解決を使命として強く考えているかいないかだけ

の違いで。

では次に、久田さんへの質問をお願いします。

新しいビジネスの形
「誰に」「誰が」売るのか
金子　久田さんのビジネスは、水を浄化する凝集剤を活用

して飲料水を供給するビジネスとのことですが、「誰が」「誰

に」売るビジネスなのかがわからなかったので、もう少し具

体的にお話しいただけますか？

久田　発表ではすべてをご説明する時間がなかったので、

ここでまず、「誰が買うか」からご説明します。今日の発表で、

病院の所在地と給水の普及率を説明したのは、病院は水

の需要が高いだろうと考えたからです。病院自体も水を必

要とするだろうし、病人は水をわざわざ買って飲んでいるの

を私は現地で見て知っていました。ただ、買っている水は

ボトルに水道水を詰めただけ。透き通ってはいるものの細

菌が入っているので、飲めば下痢の恐れがあります。塩素

剤を入れてあるのはまだ良心的で、そうでない水がほとん

どです。

学校に通う子供も購買層と考えています。私がフィールド

ワークをしていたときに、子供たちがペットボトルに汚い水

を入れて学校に持っていっているのはよく見かける光景だ

ったんです。子供たちは通学の時に小銭を持ち歩いていて、

バナナを買ったり、ピーナツ買ったりしているんですね。だ

から水も買うのではないかと思いました。

また、ある程度の教育を受けた人たちが住む新興住宅地

では塩素剤を売っていました。日本にも哺乳瓶用の消毒剤

がありますが、それに相当するものと考えていただいたらい

いかと思います。ただ匂いがきつくて飲めたものではない。

こんなものを飲むのか、と聞くと、「お腹を壊すよりはまし

だから、自分の子どもに飲ませている」という。煮沸した

水でもいいはずですが、煮沸水を作るには火をおこすため

の木が必要で、買うのにお金がかかります。水を沸かすよ

りは塩素剤のほうが安いのだ、という話でした。それを聞

いたとき、彼らは飲み水にお金を出すんだなと思ったんです。

次に「誰が売るか」という話ですが、よくBOP ビジネスの
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モデルとして B to G （企業から行政機関や国際援助機関

へ）、B to B（企業から企業へ）、 B to C（企業から消費者へ）

などが言われます。私は C to C（消費者から消費者へ）と

いう形もあると思っています。B to C で凝集剤を買った人

が飲み水を作って他の人に売れば、C to C ビジネスになる。

彼らにノウハウを提供するのが日本の研究者、開発実務者、

企業家の役目です。また、外国から来た研究者という立場

を生かして、政府の人と会ってトップダウン的な普及も図り

ます。ボトムアップとトップダウンのベストミックスを考え

たいと思っています。

重田　久田さんのビジネスモデルと田中さんのビジネスモ

デルは、「最終的には研究者は引き上げる」という形を想定

しているという点で似通っていると思いますが、田中さんの

発表について質問があれば。

ビジネスの立ち上げが「研究」？
金子　はい。田中さんの発表によると、「地下足袋導入の

仕組みを作ることが研究」とのことですが、それは研究で

すか？　そういう研究スタイルがあってもいいとは思うんで

すけど、「研究」というのであれば、自分がやっていること

を対象化して、分析することが必要ではないかと思うので

すが、それについて何か考えがあれば聞かせてください。

田中　僕がやりたいと思っていることは、NGO や社会起

業家の仕事に近いと思うんですが、僕はあえてそれを地域

研究としてやっていきたいんです。もちろんまだ研究の力が

足りないので、自分がやっていることを対象化し分析する

ことも含めて、もっと努力していくことが前提になるんです

けど。

なぜ地下足袋ビジネスの仕組み作りを研究としてやりたい

かというと、理由は 2 つあります。

まず、「地域研究」はすごく大きな可能性を持っていると感

じるんです。うまく言葉にできないんですが。調査の中で、

地域の人と日頃から意見を共有していると、いろいろとア

イデアが浮かぶことがあるんです。長い時間をかけてさま

ざまな視点から地域のことを考える研究だからこそ、いろ

いろなことを想像でき、アイデアを実現できる。その実例

を作りたいんです。我々のような若い学生が研究の枠を広

げていかなければ、今後、次に続く学生が出てこない。だ

から自分が新しい地域研究のあり方を創造していきたいと

思ってるんです。

もう一つは、アフリカの人たちのパワーもすごいと思うんで

す。これも、フィールドワークを通じて得た直感であって、

きちんと説明できるものではないんですが。この計画を地

域で話した時も、ちょっとしたきっかけがあり、タイミング

があえば、彼らは爆発的にやってしまいそうなパワーと熱

を持っていると感じました。そういった可能性にも挑戦し

たいという思いがあります。

僕はこれまでにどの研究者もやったことのないようなこと

を現地の人と創造したいと思っています。自分がもうけるた

めだけじゃなくて、まず現地の人の生活の向上に貢献でき

る仕組みを作る。そういう仕組み作りができれば、次の新

しいことも創造できる力になると思いますし、そのことが

何よりも大きいリターンだと思っています。夢みたいなこと

ばかり語ってますが、こういう思いが芯にあります。

ビジネスは続かなければ
意味がない
利の追求が持続への道
木村　私が現地に入って見たり、話を聞いたりしている限

りでは、皆さん問題だと思っておられるのは「持続性」のな

さですね。長谷川さんが発表で、アフリカで事業が生き残

る五原則について話されていましたけれども、この五原則

はかなり大事なことを言っていると思います。というのは、

ある程度、「利を考える」という視点に立たないと、持続し

ないのではないかと思うんです。例えば、収量の上がる新

しい農法を教えられたりすると、地域の人は、最初はもの

珍しく思って導入するんですが、時間が経つと、やっぱり

もともとの農法がよかったとか言ってだんだん下火になって

終わってしまうというようなことがある。でもそこで、もし、

利を追求する動機があれば、その農法のどこがダメでどこ
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がよかったのかという目で見るようになるのではないかと思

うんですよね。久田さんのビジネスも田中さんのビジネスも

実利が最終目的でないとのことですが、まずは「続けてい

ける形」を目指さないとうまくいかないんじゃないかなあと

思います。

長谷川　ビジネスをするつもりなら、お金に執着してくださ

い。「お金はいらないけど僕はいいことしたい」というなら、

ビジネスなんてしないほうがいいです。執着があるからこそ、

厳しい世界を生き残れるんです。

極端な言い方をしますが、会社の年商が 5000 万円を超

えるくらいまでは、「社会的インパクト」なんて寝言だと僕

は思っています。それよりもまず、自分の会社が存続する

ためのビジネスモデルを作るだけで死にもの狂いだと思う。

途上国で年商 5000 万円の会社を作るなら、何十人か雇

うことになります。その何十人という人たちに継続的に給

料が払えて、少なくともその人たちはちゃんと飯が食える。

少なくとも僕はそれだけで十分誇りに思っています。それぐ

らいまで会社を持っていけなかったら事業は続かないです

し、続かなかったら、結果的に社会的インパクトはゼロな

んですから。

重田　誰も反論できないよね。きわめてインパクトのある

話だと思います（笑）。もうちょっとベースのところを丁寧

に説明してくれると説得力が増すと思いますが。

企業の役割は「ビジネスを持続させること」
大森　ただ、私も長谷川さんのお話に大変共感を持ちまし

た。もし「BOP ビジネス＝社会的課題解決」ということな

のであれば、それに真正面から民間企業が向かっていくと

いうのはおかしいと思いますね。企業はビジネスを軌道に

乗せ、企業と研究が協力して、研究者の方が地域研究の

知見をもって社会的課題を解決していくというのが自然な

形だと思います。たとえば、長谷川さんの発表で、衛生意

識を高めるためのプロモーションをやっていらっしゃるお話

がありましたが、あのような社会的な活動によって、経済

循環や社会構造を少しずつ変えていく。そこは民間企業が

単体で行うより、研究者や行政と連携したほうがいい成果

が上がるのではないかと思います。

「利益」や「もうけ」というとあまり良いイメージがないで

すが、企業が持続的に仕事をし続けるためには利益は必要

不可欠なものです。民間の役割は、なによりもまず持続的

にビジネスを回し続けることだと思いました。特に BOP ビ

ジネスにおいては、持続させること自体が非常に大変なこ

とだということを知ってなおさら、BOP ビジネスにおける

民間の役割とは何か、自分の中ではっきりしたように思い

ます。

長谷川　私もそういう風に言いたかったんですが（笑）、思

いが先に立ってしまって、すみません。ちょっと暑苦しかっ

たですね。

木村　このフォーラムの前にプレ・セッションという形で

長谷川さんに京大に来ていただいて、そのときにも久田さ

んが発表されたんですが、 長谷川さんからかなり手厳しく

「甘すぎる」とコメントを受けていて、僕にはそれが非常に

強烈に印象に残っているんです。「社会に役立つからやる」

というんじゃなくて、おそらく、「自分の生き残りをかけて

やる」ぐらいの気合いがないと、長い目で見てうまく回って

いかないんじゃないか、と思いました。

研究ならではの強み、
ビジネスならではの強み
地域資源の発見は地域研究の強み
富野　田中さんの発表に、「地域資源に着目する」という

お話がありました。NGO もよく「地域資源に着目」とは言

うんですが、果たしてどこまで地域のことをわかっているの

かと自問自答しながら活動している場合が多いように思え

ます。また、NGO は現場のことをわかっているつもりでも、

それを言葉で表すのが苦手だったり、体系立てて整理する

という作業はそれほど得意ではありません。そこは研究者

の強みが生きるところだろうと思います。

グローバルイシューには貧困や保健衛生など様々なものが
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あり、NGO の専門性だけでは解決できないと私は思って

います。開発セクターだけの力では限界があるからこそ、

いまだに解決できていないのだと思うんです。そこで、「研

究」が力を発揮されるのではないでしょうか。

 
ビジネスのノウハウを NGO に
富野　もう一つ、私が注目しているのはビジネスの強みで

す。私自身もビジネスの世界にいた人間なのでよくわかる

んですが、マネジメントだとかマーケティングなどは、NGO

とは比べものにならないほどのノウハウがあると思うんです

よね。

日本の場合、BOP ビジネスというと、「日本企業の海外進

出」という側面から語られることが多いのですが、私は、「開

発にビジネスの視点をもっと取り入れる」という考えもあっ

てもいいと思っています。開発や援助の限界は持続性がな

いところです。持続性を持たせるために、一回きりの寄付

ではなくて定期的にお金が集まる仕組みをビジネスの観点

で考えるとか、そうした協力もあると思うんです。

ビジネスの強みと NGO・開発セクターの強みと研究の強

みが手を組み、win-win-win 関係を作るということが重要

なのではないか。それを実現するためには、自分の強みを

磨くことはもとより、弱みはどこかを冷静に見極めて、弱

みを補ってくれる相手を見つける必要があると思います。

そのときにもっとも重要なのは現地の人たちの win が成り

立つということですが、現地の人たちが何で困っているか

を一番よく知っているのは実は地域研究されている方では

ないかと今日の発表を伺って思いました。

 

木ノ本　私が今日、発表を伺っていて感じたのは、研究者

の方々の「地域に対する熱い思い」です。私ども JETRO

は日々、いろんな企業さんからご相談をお寄せいただきま

す。BOP ビジネスに関するご相談はこの一年でも 300 件

以上に上りますが、中には「こんな技術（あるいは製品）

を持っていますが、これはどこで売れるでしょうか？」とい

うご相談もあります。企業はどうしても、製品や技術に対

する思いが強く、それはそれで非常に重要なことだと思い

ますが、「モノ」から出発したアイデアを日本国内で思案し

ていても、途上国の現場で必要とされるビジネスにつなが

るとは限りません。地域のことを深く知らなければいくらす

ばらしいモノを持っていても現地で芽は出ないので、そこで、

「地域に対する熱い思い」を持っていらっしゃる研究者の方

と、製品や技術に誇りを持つ企業がうまくつながれる環境

を作ることが私たちの仕事ではないかと思いました。

実践的地域研究とは何か
「実践」につながる地域研究
重田　研究者は地域に入り、その地域について分析し、

論文を書くのが仕事です。でも分析しているだけじゃもうか

らないし、彼らの役にも立たない。これは開発実務の人か

ら常に批判されていることです。これは地域研究という分

野だけが受けてきた批判ではなくて、フィールドサイエンス

の中でもとくに人類学とか社会学の人がそうした批判を受

けて、「応用人類学」や「開発人類学」という分野が立ち上

がってきた。我々も彼らと同じように地元の人たちの中に

入ってその人たちの営みを研究対象にするという立場にい

るわけで、解決する助けになりたいという気持ちは同じよ

うに持っているのです。その実現につながる研究を、久田さ

んや私は「実践的地域研究」という言葉で呼んでいます。
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織田　それはこのフォーラムのタイトルにも入っている言葉

ですのであらためてお伺いしたいんですが、「実践的地域研

究」とはどういうものなのか、これまでに出てきた似たよう

な単語とどのように違うものだと位置付けていらっしゃる

のか、教えていただけますか？

久田　地域研究とビジネスの間には高い壁があると思いま

す。たとえば、ビジネスをされている側からは「アフリカ」

という壁、「BOP」という壁。地域研究の側からすると「ビ

ジネス」という壁、「企業」という壁。お互いに壁を作って

いて、そこにまるで物理的な仕切りがあるように私は感じ

ています。

そのような思いがありまして、「実践的地域研究」として、「実

践」と「地域研究」を結びつけることによって「ビジネス」

と「地域研究」の間にある壁を乗り越えるヒントが生まれ

れば、というのが、今日のフォーラムを企画させていただ

いた趣旨でもあります。

重田　実はこの「京大アフリカフォーラム in 東京」の第１

回目は、開発実務者や NGO で活動されている方をお招き

して、「研究と開発の間にある溝に橋を架けられるか」とい

うテーマで討論をしたんですね。

開発には、「社会的課題の解決」といったゴールがありま

すよね。一方で研究にはそうしたゴールは明確にはなくて、

もっぱら、自分が立てた仮説を検証するとか、単純に面白

いと思う音楽だとか宗教だとかを記述して、そこで地元の

人たちの理屈を明らかにするといった仕事をしてきた。

ただ、地域研究者はフィールドで地元の人の言葉を使って

地元の人たちと一緒に暮らしていて、開発実務者の方々が

彼らの問題として挙げていることと実態は必ずしもそぐわ

ないということに気づくわけです。そこで、微力ながらも、

我々が持っている地域研究の知見を地元の人たちのより良

い暮らしの実現に役立てられないか、そういう発想でつけ

たのが「実践的地域研究」という名称なんです。それを「開

発実践」と呼んでいただいても、やっている内容はそう変

わらないと考えていただいていいと思います。もちろん、ま

ったく同じではないんですが。

ビジネスと研究の間に橋は架かるか
重田　では、ビジネスと研究の間の溝はどうか。まだ研究

と開発の橋すら建設途中なのにビジネスにも橋を架けよう

というのは無謀すぎるとも思われるかもしれないんですけ

ど（笑）、意外にビジネスのほうが研究とうまく結びつくん

じゃないか。企業と大学の研究はわりと win-win の関係で

結びつきやすい。ここでは開発実務者と研究者の哲学的

争いはあまりなくて、近江商人のいう「三方良し」の関係

が築けるんじゃないか。

ただ忘れてはならないのは、三方と言いながらもここにア

フリカの人はひとりもいないということです。富野さん、木

ノ本さんにも言っていただきましたけれど、ここでアフリカ

の声をくみ上げる役割を担っているのが地域研究者です。

田中さんの発表の中にいちばんそれが如実に現れていたと

思うんですが。

とはいえ最近は、ビジネスの方も地元の声を非常によく知

っていらっしゃる。だってもうからないと会社がつぶれます

から。もしかしたら研究者よりも知っておられるかもしれな

い。だからひょっとすると、ビジネスの方と研究者とは近し

いのかもしれないと思っています。



��

違いを力に
ミイラになりたかった
織田　実は、私は美容師研究をするうちに、自分も美容

師のように直接的な形で社会の一員になりたい、と思うよ

うになったんです。「ミイラ取りがミイラになる」という言葉

がありますが、まさにミイラになりたいと思ったわけです。

そのことも一因となって、いまは研究ではなく実務に就い

ています。

ですので、田中さんのビジネスの話を伺っていたときには、

この際、研究者という皮を捨ててビジネスの世界に入り、「ミ

イラ取りがミイラになりました！」と言ってしまえばいいじゃ

ないかと思ったりもしました。

ただ、今回、皆さんのお話を伺っていて、関わり方はいろ

いろでいいんだなとも感じました。私はいま企業で仕事を

していますが、いままで学んできたものの考え方やアプロ

ーチを生かして、自分が関わるビジネスをアフリカの社会

にできるだけプラスになる方向に動かしたいと思っていま

す。研究からはいったん離れましたが、そうした形で地域

研究の経験を生かしていけたらと思います。

そこでちょっとお伺いしてみたいのですが、先ほど重田先

生がご説明くださった「実践的地域研究」というのは、「地

域研究者が開発実務家になる」、つまりミイラになるという

ことなのでしょうか。おそらく違うのだろうと思うんですが

……。

 

重田　ミイラ取りがミイラになってはいけないと思うんです

よね。なりたい気持ちはあるだろうけど、時々、包帯をと

ったりしながらも、水をかけて元に戻しておく（笑）。二重

人格というと言葉はよくないけど、それでいいと思うんで

す。私はよく、フィールドに行く学生に「もう一人の自分を

連れて行くように」と言うんですけれども、言い方を変えれ

ば「自分を客観視する」ということですよね。それは「同時

に 3 つの事業を経営しろ」という長谷川さんの五原則に通

じるところがあると思うんですけどね。

研究をビジネスに生かす
地域研究の知見は
マーケティングで必要とされる
木村　織田さんの美容師の研究といまのお仕事はどういう

風に関連しているんでしょうか。

織田　私は今、国内のメーカーで、アフリカ女性向けの商

品に関わる仕事をしています。弊社が素材を輸出し、現地

メーカーが加工して販売するので、ビジネスの形態として

は B to B です。

ただ、最終消費者の声がわからないことには B to B も成

り立たないので、やはりアフリカ女性が本当に求めている

ものは何かを理解することは重要だと考えています。現地

の人たちと一緒に暮らしながら研究をしてきた者として、今

までの理解を生かして少しでも現地の人にプラスとなるよう

なビジネスができればと思っています。

清重　 我々が海外で事業展開するときのライバルは、自

治体であると考えています。水の分野では、「官」が先頭に

なって海外に展開しているんですよね。例えば下水に関し

ては、大都市の東京都や、横浜市、北九州市あたりは技

術を持っていますから、自治体単独で海外に出ていってい

る。アフリカにも、インドにも東南アジアにも行っています。

企業は収支をあわせて経営していかなくてはいけないので

どうしても利益を出さなくてはならないですが、自治体は

収支にはとらわれないので、「官」が先に行っていたら、民

間はもう参入できません。

じゃあどうするかといったときに考えられるのは、京都大学

さんのような研究機関、例えばエチオピアなど現地に詳し

い研究者さんと組んで事業を展開していくということです。

ポリグルさんはすでにやっていらっしゃることですが。特に

BOP ビジネスということになると、言葉が通じるかどうか

も含めて、どれだけその地域のことを知っているかが重要

になってくるんじゃないかなと思っています。
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究をされている方だからこそ見えるものがあるのではないで

しょうか。

研究者の方々には当然のこととして映るコミュニティの慣

習や住民のライフスタイルを見極めることは、BOP ビジネ

スを成功させるカギといえます。研究の中から、異分野か

らは気づかない発想や情報をどんどん発信していただいて、

同時に、発信に留めずに具体的なアクションとして思いを

形にするための一歩を踏み出していただければと思います。

そのときは我々もぜひ、お手伝いをさせていただきたいと

思います。

重田　我々は研究の中でも異分野融合とか、学際的と

か、文理融合などを掲げているんですけど、研究の枠に

とどまらず、木ノ本さんが言ってらっしゃるように「一歩踏

み出す」ことがなにより重要だろうと思います。ビジネス

からも企業に踏み出していただき、開発実践の分野から

NGO にも一歩でも二歩でも踏み出していただいて、研究

者はもっと身が軽いですから、ジャンプするぐらいの踏み

出し方をして、三方よしの状況を作っていきたいと思いま

す。そして、今後、実際の現場でそういうことができるか

がもっとも問われると思います。長谷川さんに「それ見たこ

とか」と言われないように（笑）、お互いにがんばっていけ

たらと思います。今日は長時間、ありがとうございました。 

違うからこそ力が生まれる
富野　 NGO と企業と研究者は、違わないと意味がない

と思うんです。違うからこそ一緒になることによってシナジ

ー効果が出せる。BOP ビジネスに関しても、ビジネスの側

からの見方と、NGO からの見方、研究者からの見方は違

って当たり前だと思います。ただ、共通項が共有できれば、

それぞれの違いを強みに変えていくことができるのではな

いかと。NGO、企業、研究者の win-win-win 関係を作り、

「違いを力に変えること」が私の JANIC での仕事なのだと

あらためて思いました。

木ノ本　研究者の方々の思いから、イノベーションを引き

起こすような現場目線の発信をしていただければと期待し

ています。例えば、本日の久田先生のような水ビジネスに

関連した相談は大変多くいただきますけれども、途上国に

おいてもともと直接的な対価を支払う習慣のない水に対し

て、あえてお金を払って買うだけの価値をどう認めてもらう

のか、そこにイノベーションの余地があるのだろうと思いま

す。それから、田中さんの地下足袋ではないですが、同じ

エチオピアでは、ある女性の起業家が地域資源を活かして

1000 万ドルもの収益を見込めるような靴のビジネスを成

功させたケースが「フォーブス」誌に載っています。一方で、

ある大手ブランドメーカーは、途上国での 1ドルのシューズ

の販売に失敗しています。それはなぜか。きっと、地域研
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