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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------『BOP ペナルティはスリランカに存在するか？』
スリランカの都市部と地方都市部、農村部間で典型的な BOP ペナルティが存在するか、簡単なヒア
リングを行いました（水道代、玉子、米、石鹸、コピー代、携帯電話通話料、銀行口座等の指標につ
いて実施）
。結果的には、食料品、サービスセクター共に大きな差は発生していないということでした。
食料品については政府が価格をコントロールしており、サービス分野については、国土が北海道の 8
割と比較的狭い国であることから、価格の差が発生しづらい背景があるのではないかという話でした。
生活には必須ではない一部のサービス部門等（写真の引伸ばし、眼鏡、精米等）では、1.5 倍程度の差
が見られるとのことでした。また、当法人が 3 年以上活動を続ける中部州の Walapane 郡は典型的な
最貧困の僻地農村ですが、日雇い仕事に従事する多くの被災者世帯でインフォーマルな収入があり、
仮設住宅に住みながら、携帯電話やテレビを所有している実態があるとの報告がありました。

↑ローカル NGO と BOP 市場に関するミーティング

↑スリランカ中部州地すべり被災地でのヒアリング
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１．スリランカ BOP ピラミッド

※http://www.wri.org/publication/the-next-4-billion より抜粋

2

２．社会・経済関連指標（地域別の貧困指標）
●経済関連指標：1 人当たりの GDP 及び国内インフレ率

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

$2,487

$2,594

$2,770

$2,749

$2,863

$3,062

$3,263

$3,555

$3,921

$4,274

$4,589

$4,763

86.77

90.22

100

110.82

123.33

132.3

149.43

160.61

182.24

216.38

247.48

267.28

一人当たりの
GDP ※１
インフレ率 ※２

※1 購買力平価ベース ※2 2000 年を 100 として算出 source: IMF world economic outlook

●経済関連指標：スリランカルピー対ドル為替レート

2001
1USD 当たりのスリランカルピー（RS）

64.45

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

70.635

77.005

89.383

93.383

97.245

110.78

108.14
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●経済関連指標：灯油価格と新規登録自家用車数（エネルギー・運輸関連指標）

1999
灯油価格（RS/ℓ)
自家用車新規登録車台数

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

18.5

29.8

31.8

35.3

37.3

47.3

55.3

65.3

80.3

85.3

10532

13848

8426

12003

21184

19116

17283

27578

22603

20237

●経済関連指標：地域別の収入に関する指標（2003-4 年及び 06－07 年 スリランカルピー：RS）

元龍谷大学教授中村尚司氏によると、スリランカの経済の特徴の一つは、
「二つの分離した経済活動」
にあるとしている。（以下は 08 年 3 月同氏の スリランカの現状に関するレポートより抜粋）
１）英語経済部門（コロンボ中心）
プランテーションの輸出作物、コロンボ港のコンテナー化、スリランカ人を対象に加えない観光産業、
外国市場向けの自由貿易地域、国際学校と海外留学者優遇、外国援助による大規模な開発プロジェク
ト、外国資本の病院や医師、都市銀行や公企業
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２）母語経済部門（農山漁村と地方都市）
零細農民による食糧生産、沿岸の地引網と内水面漁業、焼き畑農業、三輪タクシーとマイクロバス
による旅客輸送、雑貨店と飲食店、アーユルヴェーダ医師、仏教やヒンドゥー教の寺院、公設市場と
定期市、母語による教育施設、出稼ぎ労働者、兵卒と警官
以下は、州ベースの2004年と2007年の月当たりの世帯収入の平均値と中央値等のデータである。

north
収入に関する指標（州別）

western

central

southern

northern

sabaraga
uva

western

central

muwa

13395

15792

15624

11178

12225

20811

22565

24759

21371

20712

8500

11322

10395

7800

8923

14828

14824

16064

14152

13943

Mean Income Household per Month '04

25602

14029

13733

Mean Income Household per Month '07

34282

23875

24059

Median Income Household per Month '04

17810

9835

10550

Median Income Household per Month '07

21686

14187

16837

5999

3222

3060

3208

2905

3872

3814

2570

2894

14892

8830

8559

9228

9377

10276

11093

8022

7438

Mean Income Person per Month '04
Income per Receiver '04

15201

north

eastern

10430
-

※04 年は、スリランカ中央銀行発行の Annual Report 2008 より、07 年については Department of Census and Statistics, Sri Lanka 発行
の Household Income and Expenditure Survey - 2006/07PDF 版より抜粋
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３．BOP ビジネスの市場可能性、先行事例及び他国企業の動向について
(1)食料市場
・市場のアウトルック：
スリランカ人は、味の好みについて保守的な傾向があり、ベジタリアンも多い。根本的に甘い物を
好む国民性があり、最近、都市部において洋菓子や肉・乳製品、レトルト食品などの販売量が増えて
いるようである。ヨーグルトは伝統的にあるもののヤクルトなどの乳酸菌飲料は市場に流通していな
いとのこと。ソフトクリームなどの乳製品販売、清潔な店舗でのフレッシュジューススタンド、ミー
トショップ、高級な洋菓子店は徐々に店舗数を伸ばしている印象を受ける。
そのため、養鶏・酪農・養蜂などの生産、イチゴやきのこなどの新品種の栽培は有望。同国は、島
国であるため魚もたくさん獲れ、カレー等に利用されるが、加工技術や保存技術は未発達（
「さきいか」
などの北海道のお土産は大人気）
。また、米粉を使用した製パン・菓子・製麺技術などの広範な利用技
術は、米文化の同国となじみ良い有望な分野。
さらに、零細農民は、昨今の化学肥料の高騰に苦しんでおり、農業自体の生産性を向上させる技術
は人口の 8 割が農村部に住む同国にとって大きなインパクト。
・市場のキーワード：乳製品や肉製品の普及による食の欧米化（都市部の MOP-BOP の上部層）
、農
業・漁業の生産性の問題、レトルトや高い食品加工技術、狭小地での高付加価値作物の栽培
・市場調査及び他国企業動向：
○Nestle（スイス）
：広く浸透。粉末状のミルクやスティック顆粒の紅茶を販売開始。インスタントス
ープやココナッツミルクパウダーの Maggi ブランドも展開。○味の素（日本）
：うまみ調味料
○CIC(スリランカ国内企業)：農場を持ち産直感覚で野菜を中心に販売。清潔な自社店舗で野菜や冷凍
チキンを幅広く取り揃え、国内富裕層に人気。フレッシュジューススタンドを展開。
○エレファント・アイス（スリランカ企業）
：スリーウィラーや自転車による委託販売で広く展開。ヤ
クルト方式。
○ヨーグルト関連：各地域で、ローカル企業が水牛ヨーグルト（カード）を伝統的に製造。

↑都市部富裕層向けスーパーの乳製品コーナー

↑自転車によるアイスクリームベンダー（エレファント・ア
イス）
。都市部に広く浸透している。
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(2)エネルギー市場
・市場のアウトルック
電化率は 7~8 割程度だが、年 5％程度の経済発展を続ける中で、エネルギー消費が著しく拡大して
いる。すでに送電線網が整った地域への電直需要が伸びる中で、未電化地域への電気供給は、コスト
が高いため行政が躊躇している現状で、ソーラーパネルや小型水力発電などの分散電源による電化を
政府も後押し。省エネ技術として有望な LED 照明については、中国製の粗悪品が多く出回っており、
典型的なレモン問題が発生している市場。日本の高性能 LED ランプの廉価版があるとビジネスとして
十分普及する可能性がある。また、現地の住民が継続的に使用可能なバッテリーも同様である。電気
ケトルなどで沸騰すれば自動で電源が切れるといった日本では当たり前の比較的簡単な省エネ技術も
未発達。燃料価格が高騰する中で、薪利用や焼畑農業による森林資源の違法伐採も深刻化する傾向が
あり。未知数ではあるが、カーボンオフセット市場との関連ビジネスも可能がある。
・市場のキーワード：分散電源、適正省エネ技術、カーボンオフセット、バイオマス資源有効活用
●ソーラー発電とバッテリーへの補助政策
ソーラーパネル付きランタンは 14,000 ルピー、ソーラー住居照明システム（電球 3 つ：下写真）は
40,000 ルピー程度。ソーラーシステム導入時に政府より 1 万ルピーの補助金があり、市場は 70 万世
帯（40%=北東部：紛争終結地域、60%=それ以外の地域）とされている。ソーラーシステムのバッテ
リーは中国製が一般的で 12,000 ルピー程度の価格帯。
●超小型水力発電
30 世帯位の村への電力供給し、15Kw 発電で 200 万ルピー位。現在、地元企業の HPI 社が手掛けた
ものだけでも 13 基の超小型発電がスリランカ国内に導入済み。同事業には世界銀行より 80 万ルピー
の補助金がある。
・市場調査及び他国企業動向：
○エナファブ（スリランカ企業）
：バイオ燃料ギニシーリヤという成長の早い木を栽培し、それを燃料
としてタービンを回し発電する。○HPI（スリランカ企業）
：ソーラーシステムや超小型水力発電
○YUASA(GS ユアサ/日本)：バッテリーサービス ○EXIDE（アメリカ）:バッテリー全般
○Philips（オランダ）
：家電全般 ○ケルヒャー（ドイツ）
： 高圧洗浄器 ○Singer（アメリカ）
：調
理家電等

↑農村部では薪の使用が一般的。廃棄されるおが屑を燃

↑分散電源として有望なソーラーパネルだが、消耗品のバ

料化し販売したり、
「改良カマド」の普及も行っている

ッテリーを買い替えできず、有効利用されない現状も
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(3)運輸・住宅市場
・市場のアウトルック：
移動は国営と民間のバスがあり、市内の移動だと 5 ルピーからとなっている。バイクに加え、スリ
ーウィールと呼ばれる三輪タクシー（全 20 万台のうち 6 万台がコロンボ）も市民の重要な足となって
いる。三輪タクシーの料金は交渉制だが、1 キロ当たり 30 ルピーが目安となっている。ちなみに、燃
費 28km 程度、新車で 45 万ルピー程度である。さらに、最近はタクシーも増えている。休みの時に家
族や親せきが集まり旅行に行くこともあり、その時にはワゴン車のレンタルを行う事が多い。レンタ
ルは運転手付きでエアコンなしで 1 キロ＝20 ルピー～30 ルピー。観光客や企業向けの比較的良い車
＆英語ができる運転手の場合、1 キロ＝50 ルピー～60 ルピー程度である。
自動車生産はスリランカ国内企業も 1 社があるが、南アジア地域協力連合（SAARC）内の関税緩和制
度などを追い風としたインド企業 TATA 社製の自動車・バス・バイクも多く流通している。また、日
本から中古の自動車やパーツを輸入する自動車会社が多数あるが、競争市場で飽和状態のように見え
る。
住宅には、レンガ・コンクリートブロック、鉄筋、セメント、砂利、砂、瓦、アスベストシートなど
が使用され、木材は白アリ被害や強い日差しによる劣化のためあまり使用されない。収入や家族の人
数に合わせ、家を建て増していくことが広く一般的であり、将来的に 2 階建てにする目的で平屋の家
の柱から鉄筋がむき出しになっている家に住んでいるといった光景もよく見られる。大手銀行が行っ
ている住宅ローンは、年利 15~17%程度が一般的。新築は最大 20 年、増改築の場合は 10 年が借入期
間の限度になっているようである。
また、都市部には不法占有地があり、刑務所の外壁を利用した住宅に住んでいる人もいる。
・市場のキーワード：
適正な省エネや排ガス技術、ソーラー技術の活用、大工の訓練、半セルフビルド、割安ローン、
・市場調査及び他国企業動向：
○JCB(イギリス):トラクター、http://www.jcb.com/
○コマツ（日本）
：ショベルカー、ブルドーザー、ロードローラーでは大手
○トヨタ（日本）
：自動車

↑スリランカで普及している複合タイプの重機（JCB 社

↑スリランカ南部州のインド洋大津波被災者向けの住宅。

製）

都市近郊地域では一般的な広さと構造
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(4)ICT 市場
・市場のアウトルック：
2002 年には、携帯電話の保有者も珍しく、その料金も非常に高かった。スリランカの携帯電話から
日本への国際電話を例にとると、
2003 年には 100 ルピー/分が 2010 年には 22 ルピー/分となっている。
契約初期費用も 2003 年では 1500 ルピーであったが、現在は、0 ルピー～200 ルピー位となっている。
インターネット環境も都市部で発達しつつある。無線 LAN の標準規格 WIFI の導入も進み、高級カフ
ェやホテル内での無線 LAN 使用（ほとんどが有料）が可能となっている。ただ、地方においてはイン
ターネットカフェなども数少なく中都市までいかないとインターネットにアクセスできない状況であ
る。そんな中、インターネットにアクセス可能な携帯電話も普及し始めている。今のところ、特殊な
電波を利用しており、利用可能エリアは狭い。
現在、大手デパートの ODEL や、KAPRUKA がイ
ンターネット上の販売サービスを行っているが、今
のところ商品数も多くなく、価格も割高である事と、
“実際に手にとってから買う”という習慣があるた
め、あまり普及していない。http://www.odel.lk/
http://www.lanka.info/index_srilanka.jsp
ICT に関連するか微妙だが、関係者の話によると、
漁師への魚群探知機や GPS の需要はあるとのこと。
・市場調査及び他国企業動向：
●携帯電話市場
5 社程度（Dialog, Mobitel, Etisalat, Airtel, Hutch 社など）
の競争市場。固定電話でありながら、持ち運び可能な CDMA
フォンも普及。プリペイドカード購入者が多い。一般の人で、
電話代として月に 1,000 ルピー位を支出している。
●ブロードバンド
2004 年から 07 年にかけて国内のブロードバンド契約者数は、
年平均増加率で 40%を記録している。NGO フィールドでは、2007 年に USAID の支援で、Synergy
Strategies Group が農村地域にブロードバンド拠点を建設するといった事業も実施されていたようで
あるが詳細は不明。
●安価な送金システム=
関係者に送金システムについてヒアリング。農村地域では
郵便局を利用している。同じ銀行間での送金手数料は無料。
他銀行間だと、RS150～250 程度。国際送金：スリランカ
から海外は、RS2000（Commercial Bank の場合）
。海外か
ら送金されてくる場合は、RS1700 程度課税される。イン
フォーマルな送金手段等は、今回のヒアリングでは確認で
きなかった。

↑僻地農村地区（ウバ州）で行われているパソ
コン教室。週末の 2~3 時間のクラスで一人に

9

つき RS150。ブロードバンドにもコネクト可
能。パソコン教育への教室の貢献も大きい

(5)保健医療市場
・市場のアウトルック
近年の異常気象と水問題は深刻化。また、以前よりも深く井戸を掘らなければ水脈に当たらないと
いった事態も発生しており、深井戸対応の電動小型ウォーターポンプ、貯水タンクや節水蛇口などの
技術も有望な分野である。
水の浄化については、北中部周辺で水の「フッ素」含有問題が古くからあり（ポリグルは文化的に浄
化プロセスの見た目が敬遠される可能性があり、膜による除去の方がなじみ良いというコメントをも
らいました）
、腎臓病との関係が指摘されている。また、
「清潔」をキーワードにした清掃・衛生用品、
簡易水検査パック、また、特に都市部のゴミや生活排水、糞尿の処理問題に対応する市場もありそう
である。
医療については、スリランカには西洋医学と伝統医療アーユルヴェーダの薬を処方する薬局は数多く
あり、中には 24 時間営業のものもある。公的な医療は原則無償（大部分の薬や民間病院は有料）で、
薬のクオリティなども行政が一定の監視を行っており、開発途上国内では比較的制度が整っていると
言えるだろう。民間の医療保険もあり、女性銀行などもマイクロインスランスを展開している。性別
を問わず、おしゃれやコスメに関する市場も有望であるが、国内や他国企業がすでに先んじて進出し
ている。
・市場のキーワード：深井戸からのポンプアップ技術、水の浄化、節水、富裕層では健康ブーム黎明
期
・市場調査及び他国企業動向：
○ユニリーバ（イギリス）
： シャンプー、石鹸など、タイで生産
○P＆G（アメリカ）
：洗剤 Tide など
○Johnson&Johnson（アメリカ）
： ローション、化粧品関連全般
○Fonterra（ニュージーランド）
： 幼児用粉ミルク

↑都市部富裕層向けのスーパーマーケット「アルピ

↑中部州地すべり被災地（コロンボから車で 5 時間程度）の移転

コ」
。男性用、女性用共に海外ブランドの日用品が

地にある雑貨屋。野菜・干物などの食料品、小分けされたおかし

並んでいる。

や洗剤などの日用品、灯油の販売まで行っていた。
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４．３つの事例の市場規模およびビジネスモデルについて
(1) 日本製の大工道具の販売及び重機等のレンタル
●大工道具：
スリランカ中央銀行発行の統計によるとスリランカでは 53 万人ほどが建設関連分野に従事してお
り、現地関係者の話では 10 万人程度が大工や石工であろうとのことであった。
一般的に自営業に近い大工が多く、建築や石工技術
の習得に関しては、経験による学習が中心であるた
め、技術自体はあるが理論的かつ体系的な技術習得
に至っていないという問題がある。
例えば、設計図を見て、作業に必要な材料や工期を
あらかじめ計算し仕入れや雇用をしたり、図面から
作業を行う事ができない技術者も多数いるとのこと
である。
上記のような基礎的な技術や経営知識をきちんと習
得した大工は 1 年先まで仕事が詰まっている一方で、未熟な大工は仕事が少なく、独立もできず、顧
客や利益を潜在的にロスしていると考えることもできる。
以下の表は、①大工について（5 万ルピー程度）
、②石工（4 万ルピー程度）についての現地 NGO が
作成した大工道具リストおよび予算である。マイクロクレジットなどスキームによる「高品質の大工
道具の販売・提供」と「仕事の質を向上させる部分の技術サポート」を NGO が行うことで、この分
野の従事者の収入向上と自立につながるのではないかと考えている。
①大工道具リスト（Rs)

②石工道具リスト(:Rs)

万能機

65,000

水平器

250

ドリル(マキタ)

15,000

コテ

250

ルータ

30,000

タイル用ゴテ

500

グラインダー

12,000

手動タイルカッター

5,000

手動タイルカッター（日本）

9,000

グラインダー

3,000

のこぎり
かなづちセット

1,500
700

ノミセット

3,000

グラインダー（ドイツ）

カンナ

2,000

ドリル

万力

3,000

ジグソー

9,000

12,000
2,000

※現地 NGO 調べ（2010 年 3 月上旬）

市場規模についてはスリランカ全土で、
大工や石工の 10 人に 1 人がこのスキームに参加すると仮定し、
4 万 5 千ルピー程度の道具を購入するとすれば、１万人×Rs.45,000(=¥36,000)で 3.6 億円程度の市場
規模である。
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重機レンタル：
重機に関しては、多くの大企業がすでに進出を果たしているが、多くの社会的価値を生み出すこと
ができる NGO や公益的なセクター等への販売を行うことで比較的容易にビジネスと公益性を兼ね備え
たモデル構築できると考えられる。スリランカでもインフラ整備に欠かせない重機は高い需要がある
が、大資本の会社や個人だけが所有し、大きな助成金がつくプロジェクトや政府関連事業でもない限
り、BOP 層にその利益を還元することは難しい。
今回、提案したいビジネスモデルは、まず初めに、重機を
できるだけ安価で現地 NGO に販売するというものである。重

③既存の重機レンタル費用（Rs/hour）
（北西部州ニカワラティヤ）

機を購入し管理する NGO は、２つの価格設定での「リース事

ショベルカー（通常）

3,500

業」および「自主利用事業」を通して重機をフレキシブルに

ショベルカー（アームが長い）

4,000

活用する。「リース事業」に関しては、一つは NGO の本業で

ショベルカーPC70（コマツ）

2,000

ある貧困の削減等を目的とした社会開発分野への貸出で、も

ショベルカーPC100

3,000

うひとつの企業が実施するインフラ整備事業分野への貸出で

ショベルカーPC120

3,000

ある。前者の貧困地域や農村地域の基礎インフラ工事等へは

ブルドーザーD40

3,000

安価（適正な価格）で貸出しを行う。このような事業は、住

ブルドーザーD50

3,500

民コントラクト方式がとられる事が多いが、重機を借りるの

モーターグレーダー

3,000

に高額なレンタル料を削減でき、従来よりも少ない予算で事

ロードローラー（2 トン）

3,000

業が実施でき、その効率性と受益レベルを高める。一方で後
者の多少規模の大きい工事で業者が施行する場合や、小規模の工事でも政治家影響で業者が施工する
場合は、通常の価格で貸出し利益を上げ、リース代で初期費用と維持費を確保する。
１カ月でみると、約 20 日間を上記 2 つの活動に使い、残りの 10 日間ほどを予算がつかない貧困地
域のインフラ整備（湖の補修、側溝の整備、道路の補修）に「自主利用」する。この際、燃料代だけ
を徴収またはプロジェクト費用でカバーするが、レンタル料はとらない。
重機の購入費用をクレジットでカバーできれば、重機のリースによって返済と維持管理費を捻出し
つつ、貧困地域の発展の基盤となる基礎インフラの整備の促進に貢献できるはずである。このような
スキームは、従来は社会的起業として取り上げられることが多いが、BOP 層へのインフラ整備という
点では BOP ビジネスとしても関わりも強い。市場規模については算出が難しく割愛するが、災害や内
戦の影響で今後インフラ整備に伴う重機の需要はより高まって行くのではないかと考えられる。
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(2) 4 万円以下程度の廉価なパソコンの販売
コンピュータ所有率は、2009 年は都市部で 25%、農村部で 10%程度となっており、当然ノートパ
ソコンは高嶺の花である。
スリランカでは、一般的に「英語（公用語でもある）
」
「コンピューター」能力が、収入を大きく分け
ると考える人が多い。本稿の「経済関連指標：地域別の収入に関する指標」で中村尚司元龍谷大学教
授が指摘する高収入な「英語経済部門」で仕事を得るには、確かにこの２つの能力は基礎的な部分と
して非常に重要であると言える。
スリランカの合計特殊出生率は 1.97
で、こども教育にかける費用はかなり
高く1、我が子のコンピューター能力向
上のために、投資として PC を購入す
るケースが多くなりつつある。しかし、
今のところ公務員や自営業の比較的高
収入の人びとのみが購入可能な価格帯
である。基本的には、文章作成・表計
算ができる程度のものがあれば十分で
あるため、BOP 層にとっては、高スペ
ックの PC よりも安価なもの必要であ
る。なお、スリランカの環境が気温・湿度ともに高く埃も多いため、
“タフモデル”への需要が高い。
特に地方では電気供給の不安定さ等もあるため、デスクトップ型よりもノート型への需要が高い。
公に販売するのであれば OS やソフトのライセンス問題があるが、リナックスやオープンソフトを活
用すれば合法かつ廉価な PC 販売が可能である。
（参考までに、現在需要がある中古ノート型の平均スペック。CPU：ペンティアム４以上。メモリ 128
～512Mb。ハードデスク：30GB 位。CD-ROM または RW 付き。
）

↑コロンボ市内の街頭看板。廉価版のパソコンが入り始め

↑当法人のプロジェクトで導入したデスクトップパ

ている印象。Rs33,333 は、2 万 7 千円程度

ソコン。RS50,000 程度。

BOP ピラミッドにある「1 世帯のセクター別支出」によると、教育費への支出は全体平均が 1.2%、 BOP
層では 1.1%となっているが、当法人の聞き取り調査によると、BOP・MOP 層において 10%～20%の支出
が確認されている。
1
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(3) 生ゴミ問題関連（高性能のコンポスト）
都市部のゴミ問題は深刻で、コロンボ市では 1 日に 700 トンのゴミ
を収集しているが、焼却場がないため、全てのゴミが最終処分場へ
と持ち込まれる。適切な処分場がないためにフィリピンの“スモー
キーマウンテン”を思わせるようなゴミの山が街の中に存在する。
行政のゴミ収集サービスについても、予算不足や道路の混雑等が原
因で、
慢性的に収集車が来ない地域も存在する。
そのため、
特に貧困地域における不法投棄は深
刻で、ゴミ自体の減量・有効利用が大きな課題
となっており、
コロンボ市環境局も大きな関心
を寄せている。
左図は、典型的なスリランカ家庭から排出され
るゴミの内訳であるが、
重量ベースで大体７～
８割が生ゴミである。また、通常
のコンポストでは分解が難しい
魚介類のアラも含まれている。
高性能コンポストのビジネス
モデルとしては、日本で一般に販
売されているバイオ型の手動式生ゴミ処理機をベースにより安価な装置を製造し、スリ
ランカの気候風土でも活性し維持管理が容易なバイオ剤を開発する。販売に関しては、
行政の助成を活用しつつ BOP 上位層を中心にターゲットを絞り、完成したたい肥を家庭
菜園や植木の肥料として利用するための農業技術サポートやコンテストを NGO が行いで普及拡大を
はかる。コロンボ市に限った事ではあるが、ゴミ処理に一日 220 万ルピーを支出している。単純に計
算すると、1 トンのゴミを処理するのに 3,140 ルピー掛かっており、生ゴミの 1 割（約 50 トン）を削
減できれば 1 日 15 万 7 千ルピーの費用を削減できる事になる。市役所としては、ゴミ削減効果が確
実であれば、現在ゴミ処理にかけている費用の範囲で予算確保も視野に入れているため、補助金制度
等を作ることも可能である。
●参考：手動式生ゴミ処理機（バイオ型）http://gomizero.net/namagomi/namagomishudobio.html
コンポストビンは現在
の価格は 1500～2500。
コロンボ市の場合、市
の補助で住民は 600 ル
ピーでビンを購入可
能。3 カ月～5 ヵ月でた
い肥化。

↑都市部の住宅密集地域の汚染河川。付近住民がゴミを投げ入れ

↑他事業で配布した一般的なコンポストビン。悪臭

ることで流れない。糞尿の悪臭に加え、感染症の原因に。

や定期的な撹拌を負担と感じる住民が多かった。

14

５．その他
●スリランカの支配者層とカントリーリスクについて
スリランカの主な民族は、シンハラ（仏教徒）
・タミル（ヒンドゥー教徒）
・ムーア（イスラム教徒）・
ウェッダ（先住民族）で構成されており、特にシンハラ・タミルの中には“カースト”が存在してい
る。1948 年のイギリス独立後、
“カースト”の縛りが徐々に緩和され、支配者層・被支配者層の「社
会的格差」の２分構造も表面的には薄れていった。
「社会的な格差」が薄れる一方で「経済的な格差」は現在でも残り、数パーセントの都市部の裕福層
と 8 割以上の農・漁村の貧困層との間に支配・被支配の構造が存在している。
スリランカにおける社会問題の根底には、
「政治的な権力者が経済界をも支配している」という「ガバ
ナンスの低さ」がある。政治家が、法律やルールを捻じ曲げ、政治的・経済的パワーを用いプールし
た資金で、貧困者へのバラマキ政策を行うといった構造がある。一方で、BOP 層も政治のパワーバラ
ンスからこぼれおちる『アメ』によって踊らされている状況、または政治に何も期待しない無関心な
状況が、その構造を支えている面もある。
残念ながら、現政権では、政治家への力の集中に拍車がかかっている。例として、スリランカ最大の
企業（セリンコグループ）の社長は、表向きには子会社の不祥事に関与していたとして逮捕されたが、
実は、現大統領との関係が悪化した結果として逮捕され、資産凍結などをされたとの見方が強い。
上記のような低ガバナンスの弊害はあるものの、スリランカ自体が国際的に競争力を持った産業が
なく、財政的な余裕がないことから、海外投資については積極的な政策を打ち出している。現に投資
を行う余裕のある裕福な外国人に対しては、ビザの発行や税制面で多くの優遇がある。
支配者層も被支配者層が経済的な力をつけることは問題視していない。また、結局、政治家は最終的
には選挙で選ばれるので、自らの票確保にとってプラスであれば、貧困層に対する貧困削減活動を容
認し、支援する傾向がある。
結論としては、支配者層は、政治的や金銭的においしい部分があり、それなりに信頼できる相手で
あれば、BOP ビジネスに関しても積極的にサポートするはずである。
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