
 

 

 

 

 

BOP ビジネス 

潜在ニーズ調査報告書 

 

インドネシア：教育・職業訓練分野 

 

 

 

 

2011 年 3 月 

 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

委託先：プライスウォーターハウスクーパース株式会社 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）がプライスウォーターハウスクーパース株式会社（以

下「PwC」）に委託して実施した BOP ビジネス潜在ニーズ調査「インドネシアの教育・職業訓練

分野」の報告書である。ジェトロは本調査の実施に当たり、目的、調査項目、調査実施方法など
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は じ め に 

 

本書は、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）から受託して実施した「BOP ビジネス潜

在ニーズ調査 インドネシア：教育・職業訓練分野」の報告書である。 

 

本報告書のテーマは BOP ビジネスである。BOP は Base of the Economic Pyramid の略語

で、年間所得が 3,000 ドル以下（購買力平価ベース）の開発途上国の低所得階層を意味し、彼ら

を消費者、生産者、あるいは流通関係者として取り込むビジネスが BOP ビジネスである。収益を

求める持続可能な純然たる企業活動であるが、同時に貧困問題などの社会課題の解決に資す

ることが注目されている。日本においても近年関心が急速に高まってきている。 

 

従来、市場として捉えられていなかった開発途上国の低所得階層を対象としてビジネスを行う

ためには、彼らの生活実態を把握し、その中から潜在的なニーズを析出するとともに、そのニー

ズに応える製品・サービスを彼らが購入可能な価格帯で提供することが求められる。また、その

市場にアプローチするためには、新たな流通ネットワークの構築が求められ、欧米企業の先行

事例では NGO／NPO などとの連携を通じたビジネス展開などが行われている。BOP ビジネス

の実施を通じて、数多くのステークホルダーと連携し、イノベーションを推進している事例は数多

い。 

 

本調査の目的は、開発途上国の低所得階層の生活実態を明らかにするとともに、そこから潜

在ニーズを析出し、それを踏まえて、BOP ビジネスの製品・サービスの仕様などを示し、ビジネ

ス・モデルを提案することである。委託元のジェトロは平成 21 年度に引き続き、22 年度において

もアジア・アフリカを対象として潜在ニーズに関する調査を実施した。本書が取り上げた「インドネ

シア：教育・職業訓練分野」はその 1 つである。 

 

インドネシアは 1998 年のアジア通貨危機とその後のスハルト政権の崩壊を経験し、社会的に

も経済的にも大打撃を受けたが、その後は順調に経済成長を続け、海外からの投資や個人消

費も好調で、同国全体としての経済状況は活況を呈している。その一方で、災害による度重なる

被害や公共輸送関連のインフラ不足、首都ジャカルタとそれ以外の地域（特に離島）間にみられ

る機会（教育・就職）の不均衡や経済格差・貧富の差などの問題に悩まされていることも事実で

ある。 

 

本書が、インドネシアのみならず開発途上国での BOP ビジネスに関心を持たれている日本企

業にとって、ビジネス拡大や BOP ビジネス戦略を検討される上で参考となれば幸甚である。 

 

プライスウォーターハウスクーパース株式会社 
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第1章  インドネシアの概観 

 

1. インドネシアの基礎情報 

インドネシア（正式名称：Republik Indonesia、インドネシア共和国）は東南アジアの南に位置

し、世界 4 位、約 2 億 3,100 万人を擁する世界最大のイスラム国家（人口ベース）である。約 1

万 7,508 の大小の島々から構成され、主な島はスマトラ島、ジャワ島、カリマンタン島、スラウェ

シ島、マルク・パプア島などである。インドネシアは大きく西はマレー系、東はパプア系民族など

27 の民族からなる多民族国家であり、538 以上の言葉が存在する。国としては 1945 年に民族

主義運動の指導者、スカルノとハッタが独立を宣言し、現在は共和制国家としてユドヨノ大統領

が 2 期目を務めている。地方政府としては 33 の州と 1 つの首都特別州が存在し、首都特別州で

あるジャカルタには 922 万人の人口が集中している。 

図 1-1 インドネシア地図 

 

 

 

 

 

 

 

   （出所）インドネシア労働移住省 

表 1-2 インドネシア基礎情報 

国土 約 189 万平方キロメｰトル（日本の約 5 倍） 

人口 約 2 億 3,100 万人 

首都 ジャカルタ（人口 922 万人） 

その他主要都市 スラバヤ、バンドン、メダン 

政治体制 大統領制、共和制 

公用語 インドネシア語 

宗教 
イスラム教（88.6%）、キリスト教（プロテスタント 5.8%、カトリック
3.1％）、ヒンズー教（1.7％）、仏教（0.6％）、儒教（0.1％）  

民族 大半がマレー系（ジャワ、スンダ等 27 種族に大別） 

通貨 ルピア 1,000 ルピア＝10 円、0.11US ドル（2011 年 2 月 28 日時点） 

気候 
雤季（10 月～3 月）と乾季（4 月～9 月）、赤道付近に位置する熱帯性
気候、平均湿度 80～90％、丘陵地帯 16 度、低地・沿岸地帯 36 度 

（出所）日本外務省 （2009） 「インドネシア共和国」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/data.html  
日本アセアンセンター 
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/indonesia/invest/guide/09-01.html 
のデータに基づき PwC 作成 

 

マルク・パプア島 

スマトラ島 

カリマンタン島 スラウェシ島 

    ジャワ島  スラバヤ 
 ジャカルタ 

 メダン 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/data.html
http://www.asean.or.jp/ja/asean/know/country/indonesia/invest/guide/09-01.html
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2. インドネシアの経済 

インドネシアは豊富な天然資源に恵まれており、主要産業には鉱業（石油、LNG、アルミ、錫）、

農業（米、ゴム、パーム油、茶、コーヒー、スパイス）、工業（木材製品、セメント、肥料）などがある。

表 1-3 はインドネシアにおける主要品目別輸出入の金額と構成を示すものであるが、それによる

と石油・ガス等の鉱業製品は全輸出品目の 16%を占め、次いで鉱物性燃料（12%）、動物・植物

油（10.5%）が続いている。一方、輸入品目では一般機械機器（15.1%）や機械・電機部品

（11.7%）等の電気機器類が占める割合が高い。2009 年は金融危機の影響を受け輸出・輸入額

とも減尐したが、2010 年以降は輸出相手国の経済好転に伴い輸出の増加に転じた。主要な貿

易国は日本、米国、周辺諸国（マレーシア、シンガポール、オーストラリア等）であるが、中でも輸

出、輸入ともに日本は重要な位置付けにある。 

次に経済成長率をみると、2005 年以降、好調な個人消費と輸出に支えられ、実質 GDP 成長

率は 5～6％ （基準年 2000 年）台を達成してきた。2009 年には世界金融危機の影響により輸

出が前年比 15%減尐したものの、政府による金融安定策、景気刺激策や堅調な民間消費が経

済を牽引し、4.5%の成長を維持した1。 

表 1-3 インドネシアの主要品目別輸出入＜通関ベース＞ （2009 年） 

金額 構成比 金額 構成比

非石油・ガス 97,472 83.7 非石油・ガス 77,867 80.4

　鉱物性燃料 13,932 12 　機械・部品 14,628 15.1

　動植物性油脂 12,225 10.5 　電気機器・部品 11,309 11.7

　電気機器・部品 8,034 6.9 　鉄鋼 4,357 4.5

　鉱石・スラグ・灰 5,811 5 　有機化学品 3,942 4.1

　ゴムおよび同製品 4,888 4.2 　輸送機器・部品 3,150 3.3

石油・ガス 19,018 16.3 石油・ガス 18,989 19.6

　原油 7,820 6.7 　原油 7,362 7.6

　石油製品 2,261 1.9 　石油製品 11,137 11.5

　ガス 8,937 7.7 　ガス 489 0.5

総額（FOB） 116,490 100 総額（CIF） 96,856 100

（単位：100万ドル、％）

輸出（2009) 輸入（2009)

 

  （出所）ジェトロ 「ジェトロ世界貿易投資報告 2010 年版」 P.114 

 

3. インドネシアと近隣諸国との比較 
(1) 産業 

インドネシアにおける産業別名目 GDP の割合をみてみると（グラフ 1-4 参照）、1 次産業が約

16%、2 次産業が約 50%、3 次産業が約 35%を占めている。2 次産業の割合が最も高い構造と

なっているのは、インドネシアが海外から製造拠点として位置付けられてきた状況を裏付けてお

り、GDPの割合を東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国と比較した場合でも、2次産業の割合はイ

ンドネシアが最も高く、ASEAN 諸国において最も工業化が進んでいる国の 1 つであることが分

                                                   
1
 ジェトロ （2010） 「ジェトロ世界貿易投資報告 2010 年版」 P.113  
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かる。 

グラフ 1-4 東南アジア諸国との産業別名目 GDP の比較（2009 年） （単位：%） 

 

 

 

 

 

 

 

 
            （出所）世界銀行“World Development Indicators (WDI)”のデータに 
           基づき PwC 作成    
 

(2) 医療 

インドネシアでは、我が国のように全国民を対象とする社会保障制度は整備されておらず、政

府の許可を受けた健康維持保障制度（JPKM）や労働者社会保障制度、障害者、貧困者等に対

する社会福祉サービスなどが個別に存在している。しかし、JPKM の利用推定者数は全人口の

約21%に留まっており、十分には定着していない2。公的な医療機関において収入が不十分な低

所得階層向けに医療サービスが無料化されてはいるものの、実際には完全無料には至っていな

いのが現実である3。また、インドネシアでは医療従事者数が近隣諸国と比較して尐ないことが

特徴的である。グラフ 1-5 は医療施設における医療従事者の数を、東南アジア地域、並びに我

が国と比較したものだが、住民 1 万人に対する医者、看護師・助産婦の人数の割合はインドネシ

アでそれぞれ 1.3 人、8.2 人であり、東南アジア諸国の平均値である 5.1 人、11.5 人を下回って

いる。我が国の 21.2 人、94.7 人と比較した場合、その差は歴然としており、医療従事者がいか

に不足しているかが窺える。 

グラフ 1-5 医療従事者の日本、東南アジア諸国平均との比較（2003 年） （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2
 厚生労働省 （2007） 「各国にみる社会保障施策の概要と最近の動向（インドネシア）」 P.274～275 

3
 PwC のアンケート結果に基づく。インドネシアにおける代表的な都市においては、低所得階層は 1 回当たりの診療に平均約

40,492 ルピア（約 400 円）を支払っていた（ジャカルタ、スラバヤ、メダンの 3 都市における平均値。有効回答数 189）。 
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表 1-6 は、各種母子保健に関連する代表的な指標をインドネシアとその他の ASEAN 諸国で

比較している。幼児のワクチン接種率は各国とも高い数字を記録しているが、出産時の乳児死

亡率および妊産婦死亡割合に関してはインドネシアのみ極めて高い値となっている。これらの数

値の背景の 1 つとして、特に農村部において十分な教育を受けていない若年層での出産が多い

ことがあると考えられる4。 

表 1-6 インドネシアにおける各種母子保健関連指標（2008 年）  

 

 

 

 

 

 

 

                           

          

     （注）* 2007 年値、** 2006 年値 

      （出所）世界銀行“WDI”のデータに基づき PwC 作成 

 

(3) 衛生 

インドネシアにおける一般的な飲料用の水源としては、井戸水やタンク単位での購入が最も多

く使われ、井戸水は高所得階層においても定着している5。グラフ1-7は衛生的な水へアクセス可

能な人口の割合を近隣諸国と比較したものであるが、インドネシアは 71%と、アセアン諸国と比

較しても低く、中国（82%）と比較しても低い数値となっている。この背景には、インドネシアの低

所得階層は、井戸や川、雤水などを水源としている世帯が尐なくないことが影響していると考え

られる6。 

グラフ 1-7 衛生的な水へアクセス可能な人口の割合（2008 年） （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 
              （出所）世界銀行“WDI”のデータに基づきPwC作成 

                                                   
4
 WHO （2003） “Indonesia Country Profile Maternal Health” 

http://www.who.int/making_pregnancy_safer/countries/ino.pdf 
5
 世界銀行 （2006） “Making Services Work for the Poor in Indonesia” P.27 

6
 ジェトロ （2010） 「BOP ビジネス潜在ニーズ調査報告書 インドネシア衛生・栄養分野」 P.7 

  インドネシア マレーシア フィリピン タイ ベトナム 

乳 児 死 亡 率 （ 生 児 出 生

1,000 に対して） 30.7% 5.9% 26.5% 12.5% 19.9% 

妊産婦死亡の割合（生児

10 万に対して） 240 人 31 人 94 人 48 人 56 人 

DPT（三種混合ワクチン）

摂取する子供の割合 77% 96% 91% 99% 93% 

はしかワクチンを摂取する

子供の割合 83% 94% 92% 98% 92% 

出産時に医療従事者によ

る援助を受ける人の割合 74.9% 98.6%* 62.2% 97.3%** 87.7%** 

71
82

99

56

87
98

92

0

20

40

60

80

100

120

イ
ン

ドネ
シ
ア

中
国

マ
レ
ー

シ
ア

カ
ン

ボ
ジ

ア

フ
ィリ

ピ
ン タ

イ

ベ
ト
ナ

ム

http://www.who.int/making_pregnancy_safer/countries/ino.pdf
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グラフ 1-8 は下水、汚水タンクシステムに接続されたトイレ等の適切な衛生施設が利用できる

人口の割合を ASEAN 諸国と比較したものである。インドネシアは他の ASEAN 諸国の値の

50%程度にとどまっているが、事実、インドネシアにおける下水道接続率はわずか 1%未満7であ

り、インフラ整備が十分でないことが窺える。 

グラフ 1-8 改良衛生施設*を利用できる人口の割合（2008 年） （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （注）*下水または汚水タンクシステムに接続しているトイレ、水洗トイレ、簡易  

             トイレまたは換気付改良トイレなど、適切な衛生施設を指す。 

            （出所）世界銀行“WDI”のデータに基づき PwC 作成 

 

(4) 通信 

近年、途上国における携帯電話の普及には目を見張るものがある。インドネシアもその例外

ではなく、100 人中約 62 人が携帯電話を保有し、実に国民の 6 割強が携帯電話を持っているこ

とになる。しかし、これは ASEAN 諸国の数値に比べると低い値である（グラフ 1-9 参照）。同じ通

信手段であるインターネットへアクセスのある人口割合（利用者数）も ASEAN 諸国の中で低く、

インドネシアは 100 人中わずか 8 人程度となっている。 

グラフ 1-9 インターネット利用者数、携帯電話契約者数（2008 年） （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

            （出所）世界銀行“WDI”のデータに基づき PwC 作成 

                                                   
7
 ジェトロ （2010） 「BOP ビジネス潜在ニーズ調査報告書 インドネシア衛生・栄養分野」 P.7 
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第2章  インドネシアにおける低所得階層の生活実態と社会課題 

 

本章では BOP ビジネスのターゲットである低所得階層および彼らがインドネシア経済に占め

る位置付けについて、文献・データ等マクロ的な観点と、低所得階層の生活実態や日々の課題

など現地調査で判明した情報の両側面から確認することとする。 

 

1. インドネシアにおける所得分配構造 

国際金融公社（IFC）および世界資源研究所（WRI）によると、低所得階層（BOP 層：Base of 

the Economic Pyramid）は 1 人当たり年間所得が購買力平価ベース（PPP）で 3,000 ドル以下

の開発途上国における人々と位置付けられている8。図 2-1 はインドネシアにおける全人口を世

帯の所得階層別（全て購買力平価換算）割合で示したピラミッドである。BOP3,000は1人当たり

の年間所得を指すため、インドネシアの平均世帯人数（4.2 人）の 4 人分に換算すると 1 世帯当

たりの年間所得は 1 万 2,000 ドルとなり、人口の約 80％が低所得階層に属することになる。中

所得階層（年間所得 3,000-2 万ドル。WRI 基準。以下同様）と高所得階層（同 2 万ドル以上）は

合わせて約 20%存在する9。このように、インドネシアでは、人口に占める低所得階層の割合が

非常に大きく、BOP ビジネスとしての潜在力が非常に高い市場であることがみてとれる。 

 

図 2-1 インドネシアにおける所得階層別分布（世帯、年間）（2008 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
8
 WRI、IFC （2007） “The Next 4 Billion” P.1 

9
 ピラミッド右半分の所得分布は、Euromonitor の “World Income Distribution 2009/2010” における世帯所得分布を全て購

買力平価に換算。BOP3,000 以下とそれを超える層の割合は、インドネシアにおける平均世帯数（4.2 人）の 4 人を用いておお

よその値を算出。 

-1,500ドル　(3.2%)
(13,325,000ルピア)

1,500-3,800ドル (18.2%)
(13,325,000-33,314,000ルピア）

3,800-7,600ドル (38.7%)
（33,314,000-66,619,000ルピア）

7,600-15,100ドル (30.8%)
（66,619,000-133,237,000ルピア）

15,100-53,000ドル (7.9%)
（133,237,000-466,347,000ルピア）

53,000ドル- (1.2%)
(466,347,000ルピア）

BOP3,000ドルの世帯

低

中

高
BOP20,000ドルの世帯

約80％

約20％

（注）ドルは米ドルを使用、表示金額はすべて購買力平価（PPP）に換算。 

* インドネシアの平均世帯数（4.2 人）の 4 人を用いて算出 

（出所）Euromonitor “World Income Distribution 2009/2010”、 

WRI、IFC （2007） “The Next 4 Billion”に基づき PwC 作成 

* 

* 
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2. インドネシアにおける低所得階層の位置付け、経済におけるウェート 

表2-2は1人当たりの所得階層別分布の推移を表すものである。先に述べた低所得階層に属

する所得階層の割合は過去約 10 年単位で上位階層に推移しているのが分かる（黄色箇所を参

照）。この背景には、インドネシア政府による貧困削減のための取組みがある。過去、経済危機

等により多数の人の生活が困窮し、貧困に陥った事態を受け、インドネシア政府は 1988～99 年

の経済危機後に社会セーフティーネット（SSN）の制度化、貧困緩和政策等を打ち出した。これに

より、国が独自で定める貧困水準10を下回る人口比率も徐々に減尐し、1999 年に 23.4%だった

ものが 2009 年には 14.5%にまで低下してきている。 

また、政府が貧困削減に取組んできたその一方で、輸出高の増加や中所得階層の購買力上

昇などにより、インドネシア経済が堅調な成長を続けており、世帯の平均所得も上昇してきてい

る。このまま経済が安定的な成長を続ければ、現在低所得階層に位置付けられる人口が将来

的には、より上位の層に押し上げられ、中所得階層の割合がより一層拡大することが予想され

る。 

     表 2-2 所得階層別人口分布（世帯、年間）推移 （単位：%） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出所）Euromonitor “World Income Distribution 2009/2010”に基づき PwC 作成 

 

3. 低所得階層の生活実態と低所得階層が抱える問題 

世界 4 位の人口を誇るインドネシアは、豊富な労働力人口や近年の経済成長により、成長国

として世界的に注目される一方、人口の約 80%（図 2-1）が低所得階層とされる開発途上国でも

ある。ここでは、教育･職業訓練ビジネスにおける潜在ニーズを捉えるため、文献調査や統計デ

ータのほかに、実際に現地低所得階層へのヒアリング、アンケート、フォーカスグループディスカ

ッション、現地視察の結果も踏まえ、低所得階層を取り巻く環境や具体的な生活状況や課題を中

心に説明する。 

                                                   
10

 貧困水準は、食料貧困基準と非食料貧困基準を組み合わせたものとなっている。食料貧困基準としては「１日 2,100 カロリ

ーに相当する食料の消費可否」であり、対象食料には 52 種類の産品が含まれている。一方、非食料貧困基準には、住宅、衣

服、教育、健康の最低限必要な消費が定められている。貧困水準は州別に設定されているが、全国平均貧困水準は 21 万

1,726 ルピア（約 2,100 円）／月である。（国際協力機構（JICA） （2010） 「インドネシア国経済危機克服のための中小企業支

援等社会セーフティネットのあり方に関わる情報収集・確認調査」 P.21） 

年間所得（PPP 換算） 1990 年 2000 年 2008 年 

53,000 ドル～ 0.4 0.4 1.2 

15,100～53,000 ドル 1.4 1.8 7.9 

7,600～15,100 ドル 4 2.3 30.8 

3,800～7,600 ドル 20.7 28.2 38.7 

1,500～3,800 ドル 49.2 55.9 18.2 

～1,500 ドル 24.3 11.4 3.2 

この辺りが 

BOP 3,000 
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調査対象 

対象地域については、潜在的なビジネス規模の観点から、インドネシア国内で人口最大の都

市ジャカルタ（首都）、第 2 位のスラバヤ、第 4 位のメダン（ただしスマトラ島では第１位）を選定し

た。対象は、１)低所得階層世帯、2)学校・職業訓練機関（公立・私立）、3)政府機関・国際機関、

4)金融機関、5)民間企業、6）NGO としている。 

 

調査手法 

対象に応じてヒアリング、視察、フォーカスグループディスカッション、アンケートの手法を用い

て調査を実施した。以下、対象 1)～6)の詳細、調査手法、調査の目的を記す。 

対象 1) 低所得階層世帯 

対象 調査手法 目的 

・ジャカルタ郊外 

・スラバヤ都市部、郊外 

・メダン都市部、農村部、漁村部     

夫婦（子有り） 計 10 組 

ヒアリング、

視察 

各都市における親の教育に対する意識、家

庭の経済状況、生活環境、生活課題の把握 

 

・ジャカルタ都市部、郊外（各 50 世帯） 

・スラバヤ都市部、農村部（各 25 世帯） 

・メダン都市部（25 世帯）、農村・漁村部（27 世帯）  

計 202 世帯 

アンケート 低所得家庭の収入、支出状況、生活基盤、

公共サービスへのアクセス、教育・就業機会

についての実態把握 

・ジャカルタ郊外（セルポン：Serpong）（ベカシ：

Bekasi）：製造業もしくはサービス業に従事する 15

～25 歳 男性（41 人）、女性（18 人） 

計 59 人 

フ ォ ー カ ス

グループデ

ィスカション 

低所得階層の就業機会や労働状況の把握 

・スラバヤ都市部（父親 8 人、母親 10 人） 低所得階層の親の教育に対する意識把握 

・メダン都市部：主にメカニック（25 人） 

・メダン農村部：主に農家（17 人） 

・メダン漁村部：主に漁師（10 人） 

各地域/職業別の生活状況、経済状況、親

の教育に対する意識の把握 

 

対象 2) 学校・職業訓練機関（公立・私立） 

対象 調査手法 目的 

小学校「SDN Kedung」 校長、教員 ：スラバヤ ヒアリング、

視察 

学校の教育サービス、教育環境・施設、教

育分野の課題等について確認 

公立職業訓練校「SMK Negeri5」 校長、教員兼

就職支援担当者 ：スラバヤ 

同上 職業訓練校におけるサービス内容の確認、

授業の様子、訓練施設、訓練器具等の確認 

公立職業訓練施設「CEVEST」 所長 ：ジャカルタ 同上 

私立職業訓練校「SMK Rajasa」 

校長、他教員 5 人 ：スラバヤ 

同上 

私立職業訓練機関 顧問 ：ジャカルタ ヒアリング 職業訓練校におけるサービス内容、企業ニ

ーズ等の確認 
私 立 職 業 訓 練 機 関 「 Astra International 

（AMDI）」 部長 ：ジャカルタ 

同上 
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対象 3) 政府機関・国際機関 

対象 調査手法 目的 

インドネシア国家教育省 研修機関局長 ヒアリング 教育分野における政府方針、取組み、課題

について確認 

インドネシア労働移住省 職業訓練課長 

 

同上 職業訓練分野、雇用・労働市場に関する政

府方針、取組み、課題について確認 

インドネシア投資省 インフラサービス促進課副課

長 

同上 教育・職業訓練分野の投資状況、外国企業

支援内容、外国への期待等を確認 

インドネシア国家開発企画庁 労働雇用開発局長 同上 教育・職業訓練分野の政府方針、取組み内

容について確認 

国連開発計画（UNDP） Indonesia 民間セクター

パートナーシップ担当者 

同上 教育・職業訓練分野の現状・課題・取組みに

ついて確認 

ユニセフ（UNICEF） Indonesia 教育青年開発部 

教育担当者 

同上 

 

対象 4) 金融機関 

対象 調査手法 目的 

アジア開発銀行（ADB） Indonesia 

プロジェクト担当者 

ヒアリング 教育・職業訓練分野の現状・課題・取組み

（支援内容）について確認 

マイクロファイナンス機関 

「Mitra Bisnis Keluarga」 最高執行責任者 

同上 低所得階層向けファイナンスサービスの内

容、低所得階層のファイナンス面の課題等

について確認 

 

対象 5) 民間企業 

対象 調査手法 目的 

教育関連企業（2 社） 代表 ヒアリング 教育ビジネスの動向や教育事情の把握 

人材派遣企業（１社）  

マネージャー、教育専門家 

同上 労働市場の需要や業界の把握 

日系製造業企業（6 社） 

マネージャー、採用担当者等 

ヒアリング 

（ 一 部 工 場

視察） 

企業の人材ニーズやインドネシア市場の把

握 

二輪車販売代理店・修理店（4 社） 

マネージャー、修理工 

ヒアリング ビジネスモデルの妥当性確認 

 

対象 6) NGO 

対象 調査手法 目的 

AMAN Indonesia 研修教育担当者 1 人、研究者

1 人 

ヒアリング  

 

 

低所得階層の生活実態、教育・職業訓練分

野の現状・課題・取組みについて確認 

KPPD プロジェクトコーディネーター2 人 同上 

SPeKTRA 所長 同上 

Mercy Corps 所長 同上 

PATTIRO 所長、他スタッフ 3 人 同上 

AlangAlang Foundation 所長 同上 

Yayasan Remaja Masa 同上 

Yayasan Mahanaim 同上 
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(1) 雇用 

1) 産業別就業状況 

インドネシア中央統計庁による

と、総就業者数は約 1 億 1,400

万人11で、産業別統計データによ

ると（グラフ 2-3 参照）、農業に従

事する者はそのうち 38%と最も

多く、次に商業（21%）、サービス

業（15%）となっており、1 次およ

び 3 次産業に従事する人口が多

いことが分かる。 

 

実際に低所得家庭を対象に現

在就いている職業の産業分野に

ついてアンケートを実施したとこ

ろ、グラフ 2-4 の結果となった。グ

ラフ上では、店主や路上販売など

を含む 21%の商業が最も多く、

次いで「農業」（9%）と「漁業」

（9%）、「製造業」（8％）となってい

る。しかし、実際には 41%を占め

る「その他」項目に、男性の場合

は「警備員」や「二輪車関連サー

ビス」、女性の場合は「家政婦」や

「教員」など、サービス業に属する

職種が多く含まれていた。よって、

副業としてサービス業に従事する低所得階層を含めると、その割合は 6%よりも大きいと予想さ

れる。 

 

2) 失業率と学歴 

① 失業率 

インドネシア中央統計庁によると、2009 年時点の失業率は 8.14%であり、前年の 8.39%
12よ

りも改善傾向にあるものの、雇用創出は今後もインドネシア政府の課題とされている。ヒアリング

を実施したインドネシア労働移住省やインドネシア国家教育省は人材育成の取組みを重視、イン

                                                   
11

 インドネシア中央統計庁 （2009） “ Labor Population by type of activity” 
12

 インドネシア中央統計庁 （2009） “Berita Resmi Statistik”, No.31 

建設業

5%

工業

13%

その他

8%

商業

21%

サービス業

15%

農業

38% 農業

工業

建設業

商業

サービス業

その他

商業

21%

その他

41%

製造業

8%

漁業

9%

建築

6%

農業

9%

サービス業

6%

0.3%

農業

漁業

林業

建築

サービス業

商業

製造業

その他

（出所）インドネシア中央統計庁 “Labor Population 15 

Years and Over by Main Industry” 

 

 グラフ 2-4 アンケート結果に基づく低所得階層の産業別
就業者の割合（2011 年） 

 

（注）ジャカルタ、スラバヤ、メダンのそれぞれ都市部と農
村部・漁村部（ジャカルタは郊外）において実施。 

アンケートでは「サービス業」として運転手、「商業」として
路上販売、店主といった職種を確認している。 

低所得階層世帯 202 世帯に対し、夫と妻の職業を確認。
なお、無職は有効回答には含めない。 

（出所）PwC による現地アンケートより作成 

グラフ 2-3 産業別就業者の割合（2010 年） 
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ドネシア投資庁では国内産業への投資促進の目的の 1 つとして雇用創出を掲げていた。 

また、今回雇用調査の対象とした 3 つのコミュニティ13の低所得階層のうち、1 コミュニティは就

業者に限定したものの、残り 2 コミュニティは就業状況を限定せずに実施した結果、完全な失業

状態にある者は 59 人中 2 人のみであった。ただし、就業者の大多数が過去に失業経験を何度

も繰り返しており、過去の職種は短期契約社員もしくは日雇い労働者といった雇用形態で働く工

場労働者や土木作業員であった。短期契約の場合、契約が更新されるケースは尐なく、通常 3

～9 カ月程度であるという。従って、数カ月後には無職に戻るため、雇用不安が尽きないというの

が、彼らの本音であった。日雇いについては、仕事がなければ実質的な失業状態になる。例え

ば、メダンの漁師なども、常に漁に出られるわけではなく、安定した収入を得られないという問題

を抱えていた。漁に出られない理由として、彼らは漁船のオーナーから雇われた漁師であり、漁

船オーナー20 人に対し、漁師が 1,000 人以上おり、各オーナーが所有する漁船の数に限りがあ

ることが挙げられる。 

なお、実施したアンケートにおいても、「日々の生活で困っている点は何か」という問いに対し、

188 世帯中、14 世帯が「解雇、失業」を挙げていた。 

 

② 学歴別就業者数 

次に産業別就労者数を構成する就

労者数を学歴別に示したのが表 2-5

である。2009 年時点の全就労者数は

約 1 億 1,400 万人であるが、うち約

50%を小学校卒業者あるいは中退者

が占めている。前述の「産業別就業者

の割合」からも、彼らの多くが農業に

従事していると考えられるが、その背

景には相対的に低い学歴の層が労働

集約型の農業に職業機会を求めていることが想像できる。一方で、学歴が中学校、高等学校に

上がるにつれ失業率が上昇しているが、これは慢性的な雇用機会の不足の他に、高い知識や

技術が必要とされる雇用が尐ないことが理由として考えられる14。 

 

3) フォーマルセクターとインフォーマルセクター 

失業率が高い状況にある一方、低所得階層の雇用実態はその数字に必ずしも反映されてい

ない。なぜなら、多くの低所得階層はインフォーマルセクターに従事しているためである。インフォ

ーマルセクターとは、開発途上国にみられる経済活動において、公式に記録されない経済部門

                                                   
13

 ジャカルタ郊外セルポン（Serpong）にて 2 カ所、ベカシ（Bekasi）にて 2 カ所 
14

 ジェトロ （2010） 「世界は今 World Topics インドネシア失業率改善傾向（2010 年 12 月 20 日）」 
http://ch.yahoo.co.jp/jetro/index.php?itemid=452 

（出所）インドネシア中央統計庁 “Unemployment by 

Educational Attainment” 

学　歴 就労者数 失業率

小学校

（卒業者及び中退者）
5,543 4.51

中学校 1,985 9.38

高等学校 1,513 12.36

職業専門高等学校 719 15.69

短期専門課程

（1年、2年又は 3年コース） 266 15.38

（単位：万人／％）

表 2-5 学歴別就労者数、失業率（2009 年） 

 

http://ch.yahoo.co.jp/jetro/index.php?itemid=452
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を指す15。経済活動が記録されないため、彼らの市場や経済に占める割合などの実態を把握す

ることは極めて困難なのが実情である。インドネシアではインフォーマルセクターに全人口の約 7

割が就労しているとされるが（グラフ 2-6）、雇用が不安定かつ低賃金であり、また、政府の監視

も行き届かないという16。特にインドネシアにおいては本セクターの就労人口の割合が大きいだ

けに、同国の市場および経済に与えうる影響も大きいと考えられている。 

グラフ 2-6 フォーマル、インフォーマルセクターにおける雇用の割合（1990-2008 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際にジャカルタ、スラバヤ、メダンの 3 都市を調査対象に、ヒアリングおよびフォーカスグル

ープディスカションを実施した結果、フォーマルセクターに属すると思われる職業に就く者はごく

わずかで、残りは人力車引き、土木作業員、メカニック、清掃作業員、売店販売員（露店での日

用品販売）等、現地ではインフォーマルセクターと見なされる業種に就労する者がほとんどであっ

た（表 2-7 参照）。フォーマルセクターで勤めている者は、セキュリティガードや工場労働者等、企

業と短期契約を結んで契約社員として働いており、その多くがジャカルタ郊外に集中していた。 

表 2-7 各職種と雇用形態 

 

ジャカルタ スラバヤ メダン 

郊外 都市部 都市部 農村部 漁村部 

セキュリティガード 人力車引き メカニック 農家 漁師 

メカニック 土木作業員 運転手 土木作業員 養殖家 

溶接工  服の仕立屋  養鶏家 

運転手  溶接工  土木作業員 

土木作業員  売店販売員  売店販売員 

売店販売員  人力車引き   

工場労働者     

掃掃作業員     

漁師     

（出所）現地ヒアリングおよびフォーカスグループディスカッションより PwC 作成 

 

                                                   
15

 デジタル大辞泉 http://kotobank.jp/word/インフォーマルセクター 
16

 JICA （2010） 「インドネシア国経済危機克服のための中小企業支援等社会セーフティネットのあり方に関わる情報収集・

確認調査」 P.46 

（出所）インドネシア中央統計庁 “Micro & small enterprises” 

契約 日雇い 自営 凡例 

http://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%BB%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%BC
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4) 収入 

インドネシアにおける全産業の平均収入は月額約 217 万ルピア（約 2 万１,700 円）であり、中

でも卸売業者や小売業者の収入が約 535 万ルピア（約 5 万 3,500 円）と最も高く、公共事業、社

会福祉業などの公務員職種は約 375 万ルピア（約 3 万 7,500 円）となっている17。一方、ジャカ

ルタ、スラバヤ、メダンの低所得家庭を対象に、収入についてヒアリングした結果、全体の平均

収入は約 105 万 630 ルピア（約 1 万 560 円）であった。そのうち法定最低賃金を下回る家庭（黄

色いセル）は 12 世帯中 7 世帯あり、全産業の平均賃金と比較しても低所得階層の賃金は半分

以下の額となっている。 

表 2-8 地域（世帯）別の各職種月収と法定最低賃金（2009 年） 

（注）法定最低賃金は、州・地域ごとの賃金委員会を通じて、各州の知事により決定されるた 

         め、州ごとに金額が異なる
18

 

     （出所）現地ヒアリングより PwC 作成。法定最低賃金（2009 年）については、インドネシア労 

           働移住省“Provincial Minimum Wage 2009” 

 

一方、収入と同時に支出について各都市の家庭へヒアリングを実施したところ、8 世帯中 4 世

帯で支出が収入を上回っていた。それらの家庭では、生活費が不足した場合は、週末に個人で

所有する二輪車を使用してタクシー業を営むことや、家畜用飼料の栽培と販売を行って家計の

足しにしており、貯蓄ができる経済状態ではないという。 

                                                   
17

 海外職業訓練協会（OVTA） 「雇用労働事情」 http://www.ovta.or.jp/info/asia/indonesia/06labor.html 
18

 日本厚生労働省 （2009） ｢各国にみる労働施策の概要と最近の動向（インドネシア）｣P.111 

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/09/pdf/teirei/t109~113.pdf#search='インドネシア法定最低賃金' 

地域（世帯） 月収ルピア（円) 法定最低賃金
ルピア（月）

ジャカルタ郊外A 700,000(約7,000円)

ジャカルタ郊外B 1,500,000(約15,000円)

900,000(約9,000円)

1,700,000(約17,000円)

人力車引き 240,000(約2,400円)

土木作業員 280,000(約2,800円)

メダン都市部 3,000,000(約30,000円)

メダン農村部 1,200,000(約12,000円)

500,000～700,000

(約5,000～7,000円)

500,000～700,000

(約5,000～7,000円)

漁師（家長）

露店経営（妻）

工場労働者（靴製造）（妻）

運転手（家長）

運転手（家長）

土木作業員（家長）

職種

セキュリティガード（家長）

セキュリティガード（家長）

家具店勤務（家長）

メダン漁村部

スラバヤ都市部

1,069,865

(約10,698円)

905,000

(約9,050円)

570,000

(約5,700円)

900,000(約9,000円)ジャカルタ郊外D

ジャカルタ郊外C

（家長）

http://www.ovta.or.jp/info/asia/indonesia/06labor.html
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表 2-9 世帯収入・支出とその差額 

 

 

（注）収入や支出の各項目、支出額データについては、ヒアリング調査の限界があり、副業からの

収入や、その他の支出がこれ以外にも存在する可能性がある。 

（出所）現地ヒアリングより PwC 作成 

 

また、低所得階層の資金調達手段として、一般的にマイクロファイナンスが有名であるが、

実際に調査対象地域の低所得階層で利用している者はわずかであった。その理由として、利息

が 20%程度と高額であることや、貸出し対象や用途が限定されていることがある。無利子のもの

も中にはあるが、仮に利用しようとしたとしても、貸出対象者がビジネスプランを持った者に限定

される上、採算性の取れるビジネスプランを提出することが条件であるため、低所得階層が簡単

に利用できる仕組みではないことが課題となっている。そのためか、現地ではマイクロファイナン

スよりも、家族や友人から資金を借りる方法が一般的であった。また、その他の資金調達手段と

して、農家であれば仕入れ業者に、漁師であれば雇用主である漁船のオーナーに前借りして資

金を工面するという実態もあった。実際にメダンの農家と漁師のコミュニティで確認した平均的な

世帯の収入例や彼らの抱えている問題を次に挙げる。 

支出項目
食費/月 450,000 50,000 1,000,000 450,000 600,000 1,500,000 600,000 600,000

電気代/月 100,000 100,000 150,000 18,000 45,000 175,000 100,000 22,500

ガス代/月 16,000 100,000 40,000 13,000 54,000 112,000 n.a. n.a.

ケロシン/月 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7,000 150,000

水代（飲料水）/月 0 0 0 24,000 0 110,000 36,000 36,000

水代（その他）/月 0 0 0 0 24,00 0 0 0

家賃/月 0 0 0 250,000 110,000 0 0 1,000,000

生活用品/年 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,000,000 n.a. n.a.

服飾/年 n.a. n.a. n.a. n.a. 25,000 n.a. n.a. 1,000,000

学費(授業料)/月 n.a. n.a. 0 n.a. 0 120,000 n.a. n.a.

学費（ユニフォー
ム）

120,000 n.a. 800,000 n.a. 160,000 140,000 n.a. n.a.

学費（教材）/月 33,300 n.a. n.a. n.a. 57,000 120,000 n.a. n.a.

学費（その他）/月 n.a. n.a. n.a. n.a. 20,000 n.a. n.a. n.a.

携帯電話/月 15,000 n.a. 720,000 n.a. 20,000
50000 20000

n.a.

月収 700,000 1,500,000 2,950,000 1,200,000 520,000 3,000,000 1,200,000 1,200,000

合計支出/月 734,300 250,000 1,976,667 755,000 944,333 3,148,667 743,000 2,808,500

差額 (34,300) 1,250,000 973,333 445,000 (424,333) (148,667) 457,000 (1,608,500)

ジャカルタ
郊外A

ジャカルタ
郊外B

ジャカルタ
郊外C

ジャカルタ
郊外D

スラバヤ
都市部

メダン
都市部

メダン
農村部

メダン
漁村部

 

内は世帯収入が法定最低賃金を下回る世帯         （単位：ルピア） 

 



19 

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メダン農家の事例 

雇用形態： 

対象地域では地主自らが農家である場合と、地主から土地を借りる小作人がいるが、調査対象

者の多くが小作人であった。 

 

月収：約 62 万 5,000 ルピア（約 6,250 円） 

 

支出（農業のみ）： 

年収（約 750 万ルピア（約 7 万 5,000 円））のうち、約 6 割が農業資機材や肥料、農薬代、借地

代にかかる。 

 

 

 

 

 

 

 

主な農作物：とうもろこし、キャッサバ、ピーナッツ、バナナ、パイナップル、唐辛子等 

 

 

 

 

        とうもろこし（三毛作）    キャッサバ（一毛作）      パイナップル 

販売方法： 

5 キロメートル程離れたマーケットへ個人で販売しに出向くか、仕入れ業者が村まで仕入れ

に来るかの 2 通りある。 

 

抱える課題： 

農家は天候や病害リスクを抱えるだけでなく、農業用地の減尐によって失業しかねない状

況に立たされていた。近年、メダンでは都市部から農村部への人口流入が増加し、農村部

で商業地の需要が増えているという。そのため商業目的で農地を転売する地主が多く、結

果的に農地が減尐傾向にあり、失業する小作人が増加しているという。 

男性は畑仕事、女性は主に農作物販売のための手作業（唐辛

子のヘタ取り等）を担う 

（写真）PwC 撮影。以降、特に記載がない限り同じ。 

sha 
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メダンの漁師の事例 

 

雇用形態：メダンの漁村で行われる漁業には、主に漁船のオーナー（元締め）、船頭、漁師の 3

者がおり、ほとんどの漁師は低所得階層である。彼らはそこで雇われ漁師（どの漁師が誰の船

に乗ることができるのかは決まっている）として働いている。 

 

月収：雇われ漁師の取り分は漁獲量に対して 2 割程度と非常に尐ない（オーナーは 5 割、船頭

は 3 割）。月収は専業漁師と兼業漁師で異なる。 

≪専業漁師の例≫ 

以下の漁業日程の場合；   

   -週 3 日 魚・海老・カニ漁 

   -週 2 日 採貝  

   -2 週に 1 回 遠洋漁業 

月収：約 160 万ルピア（約 1 万 6,000 円） 

 

≪兼業漁師の例≫ 

以下の漁業日程の場合；   

   -週 3 日 魚・海老・カニ漁 

月収：約 150 万ルピア（約 1 万 5,000 円） 

養殖（年間 700kg 養殖した場合）； 

 月収：約 70 万ルピア（約 7,000 円）＜うち稚魚購入 

  費と餌代：月約 22 万 5,000 ルピア（約 2,250 円）＞ 

 月収合計：約 220 万ルピア（約 2 万 2,000 円） 

 

 

抱える課題： 

漁師の取り分は、漁獲高の 2 割程度と非常に尐なく、漁船を自ら所有しない限り、その収入体系

は変わらない。しかし、漁船を購入するための資金も調達先もないため、今後も収入の増加が

望めないという問題を抱えていた。 

 

漁師が使用する漁船 

この種類の漁船は約 2,000 万

ルピア（約 20 万円）で、漁師個

人で購入できる額ではなく、オー

ナーから借りる形で、他の漁師

と共に漁に出ている。 

漁に使用する網 

網も漁船オーナーが所有して

いる 

漁村の家並み 漁村近くの魚市場 
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(2) 住宅 

インドネシアでは都市化が急速に進んでおり、2000 年に 8,900 万(全人口の 42%)だった都市

部の人口は 2010 年には 1 億 2,000 万（全人口の 50%）、2030 年には 1 億 8,800 万（全人口

の 68%）にまで達すると予測されている。特に首都ジャカルタが位置するジャワ島では今後も人

口増加に伴い都市化が最も進むとされるが、ジャワ島は全国土面積の約 7%しかないことから、

住宅省は 2008 年の時点で、都市部を中心に約 810 万戸の住宅が必要になると予測している。

また、ジャカルタでは、人口の 60％（4,800 万人）が人口密度の高い低所得階層区に居住してお

り、地価の上昇や人口増加による住宅不足、インフラ整備不足等の問題を抱え、低所得階層の

住環境は近年、低下傾向にあるとの調査報告もある19。 

 

1) 住環境 

現地調査では、低所得階層の住環境を把握するため、ジャカルタ、スラバヤ、メダンの 3 都市

にある計 8 世帯を調査対象とし、住宅保有状況や状態、生活環境についての調査を行った。そ

の結果、低所得階層は親から譲り受けた持ち家に住む世帯と借家に住む世帯に分類され、世帯

収入に関わらず、持ち家世帯の方が豊かな住環境を有していることが確認された。例えば、以下

のジャカルタ郊外の「持ち家世帯」と「借家の世帯」を比較すると、「持ち家世帯」の方が「借家の

世帯」よりも収入が低いが、住居の快適性やコミュニティ全体の豊かさという点において、より恵

まれた環境で生活している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
19

 Habitat （2007） “A Right to a Decent Home Poverty Housing in Asia Pacific Report” P.91 

庭付きで個人の井戸を所有

する 

水はけのよくない借家街に

住む 

子供の玩具を置くスペース

や経済的余裕が見られる 
リビングルームは大人 6 人

が入るのがやっとの広さ 

地域 ジャカルタ　郊外 ジャカルタ　郊外

職業 セキュリティガード（家長）
運転手（家長）
露店経営（妻）

世帯収入/月 700,000ルピア(約7,000円) 1,200,000ルピア(約1万2,000円)

住宅保有状況 持ち家（両親の家）
借家
家賃：250,000ルピア(約2,500円)/月

住宅の写真
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同じことがメダン農村部と漁村部の調査にも当てはまり、収入額に関わらず農村部の「持ち家

世帯」の方が、漁村部の「借家世帯」より、住環境に関してはより豊かであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、「持ち家世帯」と「借家の世帯」の住環境は異なるが、共通する点として、質や見た目の

差はあるものの、家電等はほぼ同じものを所有しているという点が挙げられる。テレビはどの家

庭でも所有しており、その他調理器具や家具等、生活面で必要とするものや購入できるものに大

差はない（家電については(3)エネルギー2）家電に写真を掲載）。 

 

(3) 電気・家電 

1) 電気へのアクセス 

電気へアクセス可能な人口の割合はマルク・パプア島の農村部を除いて都市部、農村部とも

高い数値を示しており（表 2-10 参照）、インドネシアにおける電化は比較的進んでいるといえる。 

表 2-10 電気へアクセス可能な人口の地域別割合（2009 年） 

 

 

 

（出所）インドネシア中央統計庁 “Percentage of Households with electricity by province” 

 

実際にジャワ島にあるジャカルタ郊外、スラバヤ都市部、スマトラ島のメダン都市部、郊外、農

村部、漁村部の計 8家庭を訪問し、停電について確認したところ、唯一、メダン漁村部で 3カ月に

1 度起こる程度で、他の地域では特に電力に関する問題は聞かれず、今回調査対象となった地

域においては電力が安定的に供給されていた。 

（単位：%） 

都会 農村 都会 農村 都会 農村 都会 農村 都会 農村

電気へアクセス可能
な家庭の割合

97.48 85.21 98.82 95.47 98.08 78.14 97.68 79.37 94.87 53.65

スマトラ島 ジャワ島 カリマンタン島 スラウェシ島 マルク・パプア島

コンクリート建ての強固な

造り 

木造建ての華奢な造り 

明るい室内と豪華な調度品 

リビングは 15 畳程の広さ 

ドアを開けないと日中でも室

内が暗く、スペースも狭い 

地域 メダン農村部 メダン漁村部

職業 土木作業員（家長）
漁師（家長）
露店経営（妻）

世帯収入/月 1,200,000ルピア(約1万2,000円) 1,200,000ルピア(約1万2,000円)

住宅保有状況 持ち家（両親の家）
借家
家賃：100,000ルピア（約1,000円）/月

住宅の写真
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2) 家電 

家庭で所有している家電製品を確認したところ、訪問家庭 8 家庭全てにおいて、テレビを所有

していた。図 2-1 にある「インドネシアにおける所得階層別分布」の底辺に位置する家庭であって

も、約 1 カ月分の給料に当たる金額でテレビを購入しており、インドネシアでは低所得階層にとっ

てもテレビが生活必需品となっていることが窺える。その他の保有する家電製品としては、「炊飯

器」（4 家庭）、「冷蔵庫」（3 家庭）、「扇風機」（3 家庭）、「ビデオデッキ」（1 家庭）、ラジカセ（1 家

庭）などがあった。 

なお、所得に関わらずほとんどの家庭に一通りの家電製品が置いてある理由の 1 つに、分割

払い制度が定着していることが挙げられる。低所得階層が普段買い物をするマーケットでも月賦

購入が可能で、10 回払いなどに応じてくれるという。毎月の支払いは、家まで取りに来てくれる、

もしくは自分で支払いに出向くなどの様々な方法があるとのことで、ある意味でコミュニティの成

熟を感じさせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問家庭の中で最も貧しかった

家庭（スラバヤ都市部）のテレ

ビ 

※ 世 帯 月 収 ： 52 万 ル ピ ア

（5,200 円） 

※同居人数：3 人 

炊飯器（メダン農村部） 

※世帯月収：120 万ルピア 

（1 万 2,000 円） 

※同居人数：3 人 

冷蔵庫（ジャカルタ郊外 C） 

※世帯月収：295 万ルピア 

（2 万 9,500 円） 

※同居人数：5 人 

扇風機（メダン都市部） 

※世帯月収：300 万ルピア 

（3 万円） 

※同居人数：5 人 

ビデオデッキ（ジャカルタ郊外 D） 

※世帯月収：120 万ルピア 

（1 万 2,000 円） 

※同居人数：2 人 

ラジカセ（メダン農村部） 

※世帯月収：120 万ルピア 

（1 万 2,000 円） 

※同居人数：3 人 
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グラフ 2-11 インドネシアの家電普及率（2010 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      （注）有効回答数 202 
      （出所）PwC による現地アンケートより作成 

  

グラフ 2-11 は低所得階層世帯に対し、各種電化製品の有無についてアンケートを取った結果

である。テレビの普及率が最も高く、農村部も都市部と同等程度の普及率がみられ、テレビは低

所得階層の生活の一部となっていることが分かる。一方、炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、扇風機、PC、

携帯電話等は農村・漁村部と都市部の普及率に開きがあり、都市部の方がより高い普及率を示

している。 

 

(4) 交通手段 

1) 交通手段の種類と利用状況 

インドネシアでの主な交通手段は、鉄道、バス、自動車、二輪車、タクシー（自動車・二輪車）

があるが、低所得階層が主に使用している交通手段は、バス、二輪車、タクシー（二輪車）であっ

た。特に二輪車の所有率（低所得階層）は、グラフ 2-12 のように都市部、農村・漁村部とも高くな

っている。グラフ 2-13 はインドネシアの主な交通手段である車両のタイプ別の出荷台数の推移

を示すものだが、特に二輪車は他の車種と比較しても急増していることが一目瞭然である。 

 

   グラフ 2-12 低所得階層の自動車、     グラフ 2-13 種類別交通手段の出荷台数推移 

  二輪車、自転車の所有率（2011 年）             （1988 年、1998 年、2008 年） 

 

 

 

 

 

 

 
（注）有効回答数 202                  （出所）インドネシア中央統計庁 “Transportation 
（出所）PwC による現地アンケートより作成      Number of Vehicles by Vehicle Type” 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

都市部 72% 54% 0% 85% 35% 44% 25% 80% 24% 29% 55%

農村・漁村部 12% 31% 0% 87% 40% 17% 9% 43% 11% 5% 43%

炊飯器 冷蔵庫
電子レン

ジ
テレビ ラジオ

ＤＶＤプ

レー
ヤー

ＰＣ
携帯電

話

オーディ

オプレー
ヤー

洗濯機 扇風機

（単位：%） 

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

自動車 1,073,106 2,769,375 9,859,926 

バス 385,731 626,680 2,583,170 

トラック 892,651 1,586,721 5,146,674 

二輪車 5,419,531 12,628,991 47,683,681 

1988 1998 2008
11%

73%

37%

24%

3%

54%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

自動車 二輪車 自転車

都市部

農村・漁村部
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現地では、低所得階層の交通手段としてバスの他、タクシー（三輪）が、ジャカルタ、スラバヤ、

メダンの 3 都市の都市部に多く走行しており、細い路地などにも乗入れていた。調査対象となっ

た3都市、8家庭へのヒアリングによると、女性は買い物に行く際にバス、もしくはタクシー（二輪）

を利用しており、男性は個人で所有する二輪車を通勤や子供の送り迎え、買い物に使用してい

た。 

 

 

 

 

 

 

 

2) 交通事情 

ジャカルタやスラバヤでは慢性的に交通渋滞が発生しており、特に朝夕の通勤時間帯は最も

混雑する。ジャカルタ市内は通勤手段として鉄道が運行してはいるものの、人口増加や自動車、

二輪車の登録台数の増加により都市の交通インフラは飽和状態にあるという。このような状況を

背景にジャカルタでは円借款による地下鉄（MRT:都市高速鉄道システム）の建設計画が進行し

ており20、ジャカルタ在住者は MRT 開通による渋滞緩和に期待を寄せていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、インドネシア政府はジャカルタの渋滞緩和策の 1 つとして、朝（7 時～10 時）と夕方（16

時 30 分～19 時）のラッシュアワーに限り、一部地域に乗車人数が 3 人未満の車両の乗り入れを

禁止する「スリーインワンシステム」という制度を導入している。その時間帯にジャカルタ市内の

大通りを自動車で走行していると、女性や子供が手を挙げて止まった車に乗り込む姿がみられ

る。ジャカルタ在住者によると、これは「スリーインワンシステム」を利用した商売で、2 人以下の

                                                   
20

 JICA （2006） 「プレスリリース インドネシア共和国向け円借款契約の調印」
http://www.jica.go.jp/press/archives/jbic/autocontents/japanese/news/2006/000173/ 

ジャカルタ市内を走行するバス ジャカルタの商店街を走行する

タクシー（三輪） 

ジャカルタ市内を走行する 

二輪車 

早朝の高速道路での渋滞 （ジャカルタ）  街中の交差点付近は特に渋滞が激しい （ジ

ャカルタ） 
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車両を見つけてはそれに乗り込み、目的地まで同乗した後、一定の報酬を受け取るという。 

 

(5) 教育・職業訓練分野 

1) 教育分野 

① 国家政策 

インドネシア政府は教育を国家が取り組むべき最優先事項として位置付けてきた。特に経済

危機以降、教育分野での国家支出額は増大しており、2000～2006 年の間で倍増している。

2007 年には教育分野の支出額は他を上回り、全支出額の 16％を占めるまでに至った。国家教

育法（No.20/2003）では全てのインドネシア人は教育を受ける権利を有しており、政府は基礎教

育を無償で提供すること、国家予算の 20%を教育分野に割当てることを義務付けている。また、

教育の質の向上に取り組むため、教員法における雇用条件および教員資格の必須条件が改正

されている21。 

教育省は具体的な政策として、2005 年～2009 年の国家教育計画の中で、①就学率の向上、

②教育の質の向上、③教育分野のガバナンス強化を 3 つの柱としてきた。その背景として、小学

校への就学率は約 94%（表 2-16 参照）と高い数値を示しているが、依然、中学校以上への就学

率が芳しくないことや、教員の質および教育分野のガバナンス改善に関しても、学校における自

立的な課題分析能力や対応能力が未だ不十分22と、改善の余地が残っている。他にも、インドネ

シア政府は「工学教育の質の充実」を第 2 次国家 25 カ年計画（1994/95 年～2018/19 年）の

中で取り組むべき課題として掲げている。この背景には、政府が科学技術の発展に資する人材

育成を重要な柱と位置付けてきたことがある23。 

 

② インドネシアの教育制度 

インドネシアの教育制度は 6 年間の小学校教育（7～12 歳）と、3 年間の中学校教育（13～15

歳）の 9 年間が義務教育となっている。義務教育以上の高校と大学には、それぞれ一般と職業

専門（高校は職業高校）が存在する。また、これら一般校とは別に、イスラムの教えを重視した

イスラム学校も存在するが、管轄省は宗教省となっており、一般校の国家教育省とは異なって

いる24（表 2-14 参照）。 

インドネシア政府は、学齢期の子供に限定しない年齢層向けにも、ノンフォーマル教育として

パケット A、B、C というプログラムを提供している。パケット A は小学校レベル、パケット B は中学

校レベル、パケット C は高校レベルと同等の教育プログラムが用意されている。インドネシアの

教育機関では通常、2 学期制が採用されており、1 学期は 7～12 月、2 学期は 1～6 月の期間で

                                                   
21

 世界銀行 “World Bank and Education in Indonesia” 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,contentMD
K:21521167~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:226309,00.html 
22

 JICA 「前期中等教育の質の向上プロジェクト」 http://www.jica.go.jp/indonesia/activities/project/01.html 
23

 日本外務省 「ODA 民間モニター インドネシア初等・中等理科教育改善計画」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/monitor/14m_hokoku/sisatu_houkoku/indonesia/10/indonesia_10.html 
24

 日本外務省 （2010） 「諸外国の学校情報」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/01asia/infoC10200.html 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,contentMDK:21521167~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:226309,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,contentMDK:21521167~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:226309,00.html
http://www.jica.go.jp/indonesia/activities/project/01.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/monitor/14m_hokoku/sisatu_houkoku/indonesia/10/indonesia_10.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/world_school/01asia/infoC10200.html
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ある。また、午前と午後の 2 部制も多く採用されている25。 

表 2-14 インドネシアの学校教育体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
   （出所）文教大学教育研究所 （2010） 「特集インドネシアの教科書」 

   http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/kyouken/kyoukasho2010/kyoukasho.html  

 

③ カリキュラム 

2004 年に一般校とイスラム系学校における標準カリキュラムが改訂され、同一体系のものと

なっている。基礎教育である小学校と中学校の段階において学ぶ科目は大きく 1）教科、2）地域

科、3）自己形成に分けられており、教科には、1）宗教教育、2）公民教育、3）インドネシア語、4）

英語、5）数学、6）理科、7）社会科、8）工芸・文化芸術、9）健康体育、10）技術・情報通信が含ま

れる。小学校では基礎的な教科を学習するのに対し、中学校では技術や工業、農業などの実技

の習得が多くなる。学習言語はインドネシア語だが、第 2 言語として必ず 33 州の各地の地方言

語と小学校 4 年生からは英語も学ぶようになっている26。他にも、「パンチャシラ」と呼ばれる国是

5 原則（神への信仰・民族主義・民主主義・人道主義・社会正義）の宗教教育が小学校から行わ

れる。一部では放課後に有料で課外授業を提供する学校もある27。 

 

                                                   
25 文教大学教育研究所 （2010） 「特集インドネシアの教科書」
http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/kyouken/kyoukasho2010/kyoukasho.html 
26

 同上 
27

 日本外務省 （2010） 「諸外国の学校情報」 前掲 
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http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/kyouken/kyoukasho2010/kyoukasho.html
http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/kyouken/kyoukasho2010/kyoukasho.html
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表 2-15 小学校・中学校のカリキュラムおよび週当たりの授業時間数 （単位：時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

             

（注）*小学校 1～3 学年は教科別ではなくテーマ別により授業を行う。 

          英語と技術・情報通信は含まれない。 

        （出所）インドネシア国家教育省 

  

④ 識字率・就学率・中退率 

国全体の識字率は約 90%（15 歳以上）と高い28。しかし、各教育段階の就学率29に関しては、

小学校は約 94％であるのに対し、中学校は約 67%、高等学校は約 45%と、教育レベルが上昇

するにつれて就学率は低下している（表 2-16）。一方、インドネシアにおける 10 歳以上の人の最

終学歴の割合は、学校への通学経験がない人および小学校中退レベルが約 27%、小学校卒業

レベルが約 31%、中学校卒業レベルが約 18%、高校卒業レベルが約 25%である（表 2-17）。小

学校の就学率は 94％と高い一方で、中退する人口の割合も多いことが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
        

                                                   
28 インドネシア中央統計庁 （2009） “Education Percentage of Illiterate Population by Age Group Year”  
29 ここでは純就学率（NER）の値を利用する。純就学率とは、一定の教育レベルにおいて教育を受けるべき年齢の人口総数

に対し、実際に教育を受けている（その年齢グループに属する）人の割合。100%を超えることはない。（財団法人ユネスコ・ア

ジア文化センターの識字用語集を参考） 

科目

1．教科 1 2 3 4 5 6 1 2 3

 １)宗教教育 3 3 3 2 2 2

 ２)公民教育 2 2 2 2 2 2

 ３)インドネシア語 5 5 5 4 4 4

 ４)英語 0 0 0 4 4 4

 ５)数学 5 5 5 4 4 4

 ６)理科 4 4 4 4 4 4

 ７)社会科 3 3 3 4 4 4

 ８)工芸・文化芸術 4 4 4 2 2 2

 ９)健康体育 4 4 4 2 2 2

 10)技術・情報通信 0 0 0 2 2 2

2．地域科 2 2 2 2 2 2

3．自己形成 2 2 2 2 2 2

合計 26 27 28 34 34 34 34 34 34

小学校段階 中学校段階

*

表 2-17 各教育段階の就学率 
（2009 年） （単位：歳、％） 

 
教育レベル 年齢 就学率

小学校
（SD/MI/パケットＡ）

7～12 94.37

中学校
（SMP/MTs/パケットB)

13～15 67.43

高等学校
（SM/MA/パケットC)

16～18 45.11

（注）小学校の一般校は「SD」、宗教校
は「MI」、中学校の一般校は「SMP」、
宗教校は「MTs」、高等学校の一般校
は「SM」、宗教校は「MA」 
（ 出 所 ） イ ン ド ネ シ ア 中 央 統 計 庁 
“Education indicators” 

表 2-16 10 歳以上の人口の最終学歴
（2009 年） （単位：％） 

（出所）インドネシア中央統計庁 

“Education indicators” 

最終学歴 割合

通学経験なし 6.67

小学校中退 20.15

小学校卒業レベル 30.51

中学校卒業レベル 17.64

高校卒業レベル 25.02
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⑤ 現地調査による教育の実態 

現地では教育機関（スラバヤ都市部の公立小学校）、親や十代の若者（ジャカルタ・スラバヤ・

メダン在住）、および教育問題に取り組む NGO（ジャカルタ）等を対象にヒアリングや視察、フォ

ーカスグループディスカッションを実施した。調査対象となった低所得階層で高等課程を修了して

いる者はどの地域においても全体の約 2 割しかいなかったが、現地調査の結果、それには次の

理由が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

■授業料は無料であるが、自己負担となるその他の教育費を支払うことができない 

公立小学校の場合、年間予算を中央政府お

よび自治体政府からそれぞれ 50%ずつ受け取

っており、それらは学校の運営費以外に、生徒

の授業料および教材費（教科書など）に充てら

れている。しかし、それ以外にも子供の教育費と

して教材費、ユニフォーム代、昼食代がかかり、

それらは親の負担となる。スラバヤにある公立

小学校の校長によると、親の負担額は生徒 1 人

当たり月額約 3 万 5,000 ルピア（約 350 円）か

かるという。親へのヒアリングやフォーカスグル

ープディスカッションで、子供の教育について抱える問題点を質問すると、教育費が高いという回

答が最も多かった。実際にジャカルタ郊外、スラバヤ都市部で確認した教育費の内訳は以下の

とおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

親が負担する教材（教科書、問題集、ノ

ート等）。メダン都市部の家庭にて撮影 

ジャカルタ郊外の世帯における教育費 

ユニフォーム代（年間）：12 万ルピア（1,200 円） 

教材費（年間）：3 万 3,300 ルピア（330 円）     

イスラム教室（年間）：18 万ルピア（1,800 円）    

年間合計 33 万 3,300 ルピア（3,330 円） 

※月額 2 万 7,775 ルピア（280 円） 

スラバヤ都市部の世帯における教育費 

ユニフォーム代（年間）：16 万ルピア（1,600 円） 

教材費（年間）：5 万 7,000 ルピア（570 円）     

年間合計 45 万 7,000 ルピア（4,570 円） 

    ※月額 3 万 8,000 ルピア（3,800 円） 

その他おやつ代として月額約 2 万ルピア（約 200

円）がかかっていた。 

■授業料は無料であるが、自己負担となるその他の教育費を支払うことができない 

■親が貧しいため、子供に教育を受けさせるよりも、子供を働かせる方の優先順位が高い 

■教育に対する社会的プレッシャー尐ない 

■学校への物理的アクセスが尐ない 
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また、子供には大学まで卒業して欲しいという声は多数聞かれたものの、「経済的に余裕があ

れば」という条件が必ず付いており、教育費を負担するだけの余裕がないという実情が窺えた。 

 

■親が貧しいため、子供の教育よりも、子供を働かせる方の優先順位が高い 

十代の教育問題に取り組む NGO
30の話によると、義務教育課程が無料であっても、低所得

階層の中でも貧しい部類に入る家庭では、子供を労働力の対象としてみる傾向が強いという。

そういった家庭の子供は、学校へ行かずに路上で物品販売をするなどして日銭を稼いで、家計

を助けているとのことである。実際に小学校、中学校中退者を対象にしたフォーカスグループデ

ィスカッションにおいて、「親に学校へ行くように言われるか、働くように言われるか」という質問

をしたところ、28 人中 25 人が「働くように言われる」と回答しており、その理由は家計が苦しい

からとのことであった。低所得階層の中でも、特に家計が苦しい家庭では、子供は学校へ行く

代わりに働くことを優先されてしまい、その結果、子供の教育レベルが向上しないという状況が

読み取れる。 

 

■教育に対する社会的プレッシャーが尐ない 

スラバヤの公立小学校の校長や教師によると、多く

の親やその子供は勉強しなくても仕事に就けるという

認識を持っているという。実際に、その小学校に子供を

通わせる親を対象にしたヒアリングやフォーカスグルー

プディスカッションによると、大多数が低学歴であり、路

上での物品販売や土木作業員、人力車引きといった特

に学歴が求められない職種に就いていたことから、仕

事のために教育が必要であるという考えには至らない

環境下で生活しているといえる。 

ジャカルタ、スラバヤ、メダンの低所得階層のコミュニティに共通していえることだが、彼らはイ

ンドネシアの所得分配構造の中では低い生活水準に位置するが、低所得階層のコミュニティで

は、ほぼ皆同じような生活水準で暮らしているため、貧しさを比較する対象が身近にない。また、

食べる物に困るというほど困窮してはおらず、彼らの中ではお金がないことが当たり前といった

感覚で暮らしている現状が窺えた。そのため、特に今以上の暮らしをする必要性や、そのために

教育を受けなければならないというプレッシャーを感じず、そうした環境も就学率の低さに影響し

ていると考えられる。 

 

 

 

                                                   
30

 New Youth Foundation（Yayasan Mahanaim, Yayasan Remaja Masa） 

小学校近隣に住む母親のフォーカスグループ

ディスカッションの様子 
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■学校への物理的アクセスがない 

小学校から中学校への進学率が下がる点について、スラバヤ都市部の公立小学校校長に聞

いたところ、最大の理由は家から学校までの距離にあるという。同校は都市部に位置し、近隣に

中学校があるため、90%以上の生徒が中学へ進学できるが、郊外や農村になると事情が異なる。

特に都市から離れた郊外や農村では小学校数に対して中学校数が尐ないため、中学校に進学

できない生徒のほとんどは近隣に中学校がないか、もしくは通学のための交通手段がないかの

どちらかであるという。 

 

なお、現地視察で訪れたスラバヤの公立小学校が抱える課題として、次の点が挙げられる。 

 

 

スラバヤで訪れた小学校関係者へのヒアリングによると、限られた年間予算の中で学校の運

営をしていかなければならないため、十分な施設や学習教材を生徒に与えられないことが課題

となっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、施設について、都市部に位置する学校であることから土地が狭く、生徒が運動のできる

スペースがないことに対し、予算があれば運動施設用の土地の取得や施設建設をしたいとの希

望を持っていた。また、学習教材については、理科の実験道具不足を訴えており、生徒数 600 人

に対して保有する道具の数や種類が尐ないため、授業で使用することができないという。下の写

真は、視察した小学校で撮影した学習教材だが、理科系の教材についてはいずれも数が尐なく、

実際、あまり授業で使用されている様子ではなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

訪問先小学校の概要 

学校名：Kedung Cowek 1 Surabaya 

全校生徒数：600 人（1 クラス 45 人） 

教師数：24 人（うち 14 人が契約社員、10 人が公務員） 

年間予算：約 4 億ルピア（約 400 万円） 

 

人体模型と地球儀 顕微鏡 天体模型 

 

■施設や学習教材が不足している 
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2) 職業訓練分野 

① 国家政策 

インドネシア政府は金融危機以降、労働市場の改善のために国家主導の職業訓練システム

を通じて労働力の質の向上に努めてきた。具体的には、労働力に関する 2003 年新労働法第 13

号第 9 条に基づき、国家職業訓練政策の 3 本柱として次の 3 つの確立を急いでいる。 

■ 職業訓練調整機関 

■ 国家職業訓練制度 

■ 国家技能認定制度 

1 つ目の「職業訓練調整機関」とは、職業訓練活動を調整し、国家全体の職業訓練の方向性

を決めるための研修プログラムを評価する機関である。この機関は、中央政府、従業員組合、職

業訓練センターが参加し、内閣の範囲を超えて、効率的な職業訓練を提供するために共同作業

を行う。 

2 つ目の「国家職業訓練制度」に関しては、中央政府は地方自治に関する 2004 年の法令 32

条と 2000 年の法令 22 条に基づき、権限を地方政府に移管している。中央政府は現在、実際の

職業訓練プログラムを地方政府に提供し、職業訓練に関するルールとガイドラインに関しては地

方政府と共に作成している。中央政府は教師不足のような職業訓練に関わる問題を地方政府に

提起しており、課題解決に向けて共に取り組むとしている。 

3 つ目の「国家職能認定制度」は、能力の高い労働者が、国内または国外で仕事を見つける

ことができるよう、労働者の職能をより適切に評価することを目的としている。職能認定とその証

明書の発行は、政府認定機関である、職種別検定機関（LSP）が行っている。現在、インドネシア

には 7 つの LSP がある。本制度は 2003 年以降、再整備が進められているところである。 

現在の職業訓練システムは、就労者および失業者を中心に設計され、基本的にはその中から

選抜された者のみ、訓練プログラムを受けることができる仕組みとなっている。しかし、労働市場

の早期改善に向けては、訓練生の応募基準を下げ、より多くの人に門戸を開くことが重要と考え

られる。 

 

② インドネシアの職業訓練制度 

インドネシアにおける職業訓練施設には若年者、失業者、在職者、職業訓練所のインストラク

実験用薬剤 

 

コンピューター 

 

世界地図と人体内臓図 
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ターなどを対象としたものがある。職業訓練を運営する主体には中央政府（労働移住省）、地方

政府、民間セクターがあり、2009 年時点で公的機関（中央政府と地方政府）には約 200、民間セ

クターは約 5,700 の施設が存在し（表 2-18 参照）、その多くがジャワ島に集中している。 

表 2-18 島別職業訓練校数（2009 年） （単位：校） 

 

 

 

 

 
                    （出所）インドネシア労働移住省 （2009） “Vocational Training Center  

                     Instructors by Province and Vocational Year”のデータに基づき PwC 作成 

 

③ 職業訓練校におけるプログラム 

中央政府が管轄する国家レベルの職業訓練所では、①機械エンジニアリング、②電子産業、

③溶接、④農業、⑤商業（ＩＴ、コンピューター関連含む）、⑥建築、⑦その他（サービス）といった７

つの専門分野に関する職業訓練を実施している。これらのプログラムは、中学、高校卒業者の

みならず、失業者、在職者も対象となる。コースの中には、技術専門家養成コースや職人養成コ

ースなどといった数年間の研修を必要とするコースもあれば、基本コースのように 600～700 時

間の比較的短時間で終了するコースもある。その他、専用車で赴き、郊外で教育を行う「移動研

修コース」、個々の企業のニーズと労働者のニーズに合わせた「オーダーメイドコース」などがあ

り、これら全てのコースが政府の補助金の対象となっている31。 

特に若年者のための研修プログラム32には 3 種類あり、1 つは中央政府管轄化の職業訓練所

で実施される「技術者養成プログラム」、地方政府が所管する「専門職訓練プログラム」、並びに

「TKMT 養成プログラム」がある。 

 

■ 技術者養成プログラム 

「技術者養成プログラム」では「機械エンジニアリング」、「電子産業」、「溶接」の各分野で必要

とされる知識や技術を持つ技術専門家を養成することが目的である。コースの期間は 3 年間（6

学期）、または 5,200 時間以上である。同プログラムの対象は高校卒業から 21 歳までの若者と

されており、入学条件として高校時代の成績評価が良く（10 段階評価で 7 以上）、かつ筆記試験

（英語、数学、化学あるいは物理）、面接、適性検査、健康診断等に合格した者と、非常に高い

基準が設けられている。プログラムの費用は 6 カ月（または 1 学期）で総額 700 万ルピア（7 万

円）であり、そのうち 100 万ルピア（1 万円）を訓練生が負担し、残りの 600 万ルピア（6 万円）は

                                                   
31

 厚生労働省 「インドネシア」 http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/05/dl/tp0512-1a38j.pdf、 

OVTA （2009） 「職業能力開発の政策とその実施状況」 http://www.ovta.or.jp/info/asia/indonesia/07policy.html 
32

 労働政策研究・研修機構 「海外労働情報」 http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_10/indonesia_01.htm 

 

公立 私立
スマトラ島 51 1,293
ジャワ島 90 3,363
スラウェシ島 26 448
カリマンタン島 24 492

マルク諸島・パプア島 13 68

総計 204 5,664

職業訓練校総数

http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/05/dl/tp0512-1a38j.pdf
http://www.ovta.or.jp/info/asia/indonesia/07policy.html
http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_10/indonesia_01.htm
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中央政府が負担する仕組みとなっている。 

 

■ 専門職訓練プログラム 

一方の「専門職訓練プログラム」は、様々な理由から高等教育機関（大学など）に進学すること

のできなかった高等学校修了者を対象として行われる 1 年間の訓練プログラムとなっている。訓

練内容には役員秘書、ホテルスタッフ、自動車技術師、電気技師、観光ガイドの 5 種類が用意さ

れており、それぞれの分野において就労機会に備えることを目的としている。参加条件には、①

高等学校以上の教育を受けていること、②年齢が 17歳以上25 歳以下、③精神および身体が健

康であること、④選抜を通過すること等が設けられている。 

 

■ TKMT養成プログラム 

「TKMT 養成プログラム」は、若年者の起業を促すことで就業機会の問題を解決するためのプ

ログラムである。参加条件としては、①高等学校もしくは D1（ディプロマ１）の教育を受けているこ

と、②熟練技術を持っていることが求められる。訓練期間は 2 週間程度と短期間で、参加費用は

政府補助の対象であるため無料だが、予算上の制約のため 1 回の開催に約 50 人のみが参加

可能となっている。 

 

④ 現地調査による職業訓練校の実態 

職業訓練の現状や課題を把握するに当たり、現地では実際に公立、私立、日本の援助によっ

て設立された職業訓練校（CEVEST）の 3 校において調査を実施した結果、以下の点が明らか

になった。 

 

 

 

 

 

■職業訓練校の卒業生に対して、現地民間企業からの採用ニーズがある 

調査対象となった公立の職業訓練校の教師によると、2009 年には 234 企業から、生徒受入

れの申し出があったという。また、インタビュー時（2010 年 12 月）には既に、138 人の生徒が日

系自動車会社に内定が決まっていた。なお、内定先の一部の企業には、インターン生の受け入

れ先になっているところもあり、インターン期間に企業から能力を認められた生徒は、その企業

に採用されるケースが多いという。また、私立の職業訓練校とCEVESTに対し、就職率について

質問したところ、90%以上が就職できているとの回答があった。これらのことから、職業訓練校の

生徒に対し、現地民間企業から採用ニーズがあることが窺える。 

 

■職業訓練校の卒業生に対して、現地民間企業からの採用ニーズがある 

■5,000 以上の職業訓練校が存在する中で、施設の規模や機材の充実度がそれぞれ異なる 

■最先端の技術を取り扱うのではなく、主にメンテナンスに必要な技術等、基本的な技術取得

のカリキュラムが中心である 
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■多数の職業訓練校が存在する中で、施設の規模や機材の充実度がそれぞれ異なる 

公立職業訓練校、私立職業訓練校、日本の援助によって設立された職業訓練校（CEVEST）

の 3 校では、各学校により機材の数や状態は異なっているが、CEVEST が最も規模が大きく、

設備・機材の数や新しさでも他の職業訓練校を上回っていた（表2-19, 2-20, 2-21を参照）。機材

に関しては、いずれの機関も 80～90 年代に日本企業からの寄贈があったが、最近では中国企

業からの寄贈が増えているという。しかし、限られた予算の中で機械や工具を新規購入するのは、

公立、私立職業訓練校では財政的に厳しい状況のため、企業の技術革新に追従できる状況で

はないとのことである。なお、私立職業訓練校の校長によると、一般的に私立学校は公立学校

に比べ政府補助が尐額であるため、運営資金の獲得に苦労するという。 

 

■最先端の技術を取り扱うのではなく、主にメンテナンスに必要な技術等、基本的な技術取得

のカリキュラムが中心である 

表 2-19, 2-20, 2-21のとおり、職業訓練で提供されるコースは、各分野に関する基礎的な知識

と、技術演習で構成されている。技術演習で使用する機材に関しても、最先端の機械等はなく、

その多くが 80 年代、90 年代から使用されているものであった。例えば、メカニックの実習で使わ

れている車は日本ではほとんど見かけなくなった旧車であり、エンジン構造の古さからも授業そ

のものは基礎的なものであると推測される。 

表 2-19 公立職業訓練校の概要 

（出所）現地ヒアリングおよび視察より PwC 作成。表 2-20、2-21 も同じ。 

概要

創立：1975年
所在地：スラバヤ
生徒数：2,800人（二輪・四輪は学年100人、合計400人）

期間：4年制
教員数： 164人

予算：労働移住省が生徒1人当たり年間27万5,000ルピア（約2,750円）を支給（その他の予算につ
いては未確認）

主な提供
コース

・アカデミックコースとテクニカルコースの２コースを提供

＜アカデミックコースの内容＞
数学、英語、インドネシア語、科学の他、倫理・動機付け（モチベーション）、セルフブランディングの
クラスを提供
＜テクニカルコースの内容＞
二輪・四輪、化学、土木、電子機器それぞれの分野に沿った基本的な知識から技術演習を提供
その他：中国企業と学校が連携し、中国製の”カンゼン”というバイクを学生が組み立て、中国企業
が買い取っている

施設・機材
の種類や
数、新しさ

等

・二輪・四輪、化学、土木、電子機器コースごとにラボラトリー（技術研修室）があり、複数の学習用
機械・機材が設置され　ているが、2,800人という生徒数に対して機材の数が尐ない様子
・全体的に施設・機材が古く、中には長い間使用されないまま放置された状態のものも多々あり
・ラボラトリーや機材の一部は、過去に日本企業より寄贈されている

公立職業訓練学校
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表 2-20 私立職業訓練校の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本でいう図工の授業風景 日本車で実習に取り組む自動車

科の生徒達 

講義室 コンピューター室 体育館 

パートナーとなっている中国系

企業の二輪車。生徒達が学習

過程で組立てているとのこと 

概要

創立：1961年にテクニカルカレッジ設立を経て、1976年に職業訓練校として創立

所在地：スラバヤ
生徒数：1,100人（合計23クラス：うち四輪15クラス、機械5クラス、電子機器3クラス）（１クラス平均

46人）

期間：3年制
教員数： 42人

‐技術指導教員：計14人（機械担当4人、電子機器担当2人、自動車担当8人）
‐講義教員：28人

予算：30%が中央政府・地方自治体、70%が財団からの資金により成り立っている

主な提供
コース

・アカデミックコースとテクニカルコースの２コースを提供しており、基本的なコース内容は労働移住
省により定められているため、公立職業訓練学校と変わらない。ただし、技術演習は四輪、機械、
電子機器のみを提供

施設・機材
の種類や
数、新しさ

等

・四輪、機械、電子機器のラボラトリー（技術研修室）の他、体育館、コンピューター室がある
・比較的新しい学習用機械・機材が設置されている
・中国企業からの寄贈された機材が複数台あり

私立職業訓練学校
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表 2-21 CEVEST の概要 

概要

創立：1985年

所在地：ジャカルタ
生徒数：n.a.

期間：アカデミックコース　3年間、テクニカルコース1～3ヵ月
教員数： n.a.

予算：90%が労働移住省、10%が民間企業化からの資金で成り立っている

主な提供
コース

・アカデミックコースとテクニカルコースの２コースを提供している
＜アカデミックコース＞
・一般教育
＜テクニカルコース＞
・職業訓練（IT、電子、言語（日本語・アラブ語・韓国語・英語）、自動車、電子機器、土木(コンクリー

ト、木、メタル)、配管、溶接）
※カリキュラム対象者： インストラクター、求職者、現職者（各種産業）

施設・機材
の種類や
数、新しさ

等

・約10ヘクタールの敷地に、講義室、ラボラトリー（技術研修室）、体育館、寮（600人収容）がある

・新品の機材が目立ち、工具等の数も多く整理整頓されている
・中国企業からの寄贈された新品の機材が複数台あり

CEVEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 低所得階層の消費行動を阻害している問題 

低所得階層は、様々な要因により普段の生活における行動範囲が限定的となり、貧しいが故

に不利益を被っている。この状況は「BOP ペナルティ」と呼ばれ、彼らはなかなかそこから抜け出

せない状況に陥っており、日々の生活や消費行動にも影響を及ぼしている。ここでは、これまで

見てきたインドネシアにおける生活実態に基づいた BOP ペナルティについて分析する。 

 

(1) 物価の上昇による家計の圧迫 

現地アンケート調査による「日々の生活において困っている点」についての問いに対し、物価

の上昇による食料費や日用品、肥料や燃料費の値上がりなどを挙げる家庭が最も多かった（有

効回答数 188 世帯中 68 世帯）。インドネシアのインフレ率（消費者物価指数）は前年比で 2004

年は 6.4%、2006 年は 6.6%、2008 年は 11.06%、2010 年は 6.33%
33と、物価は上昇傾向にあ

                                                   
33

 ジェトロ （2010） 「インドネシア 10 年 11 月の物価、再び上昇」

http://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/biznews/4d18325ae2518 

2 階建て校舎の中庭部分。敷地は

広大で、学生寮も新たに建設中で

あった。 

日本語クラスの生徒達 

 

技術研修施設。今回視察した中

では、数や種類、状態が最も良か

った。 

からの資金で成り立っている 

http://www.jetro.go.jp/world/asia/idn/biznews/4d18325ae2518
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り、近年は天候不順による不作によって穀物や香辛料を中心とした食品価格も上昇34、さらに事

態を深刻化させている。一方で法定最低賃金も上昇傾向にあるものの、2010 年の上昇率は前

年比で 4%
35と、インフレ率の 6.33%に追いついていない。アンケート調査の対象となった低所得

階層の家庭では、収入が物価の上昇に追い付かず、中には生活必需品さえも揃えられないとこ

ろもあった。 

 

(2) 地理的制約によるアクセスの悪さ 

インドネシアは、約 1 万 7,508 の島々からなる島国であることから、都市部から離れた地域や

離島などでは、教育機関、医療施設、マーケットなど日々の生活に欠かせない施設への物理的

アクセスが悪い地域が多い。そのため、生活に必要な物資やサービスを受けるには、移動時間

や移動コストがかかり、消費行動を阻害する一因となっていると考えられる。 

 

(3) 親の低学歴、低収入による子供の教育レベルの低下と低収入 

親が十分な教育を受けていないがために、正社員として職に就くことができず、就学年齢の

子供に労働を課して生計を立てる例が多い（現地ヒアリングより）。実際に子供が働きだすと、

親はその収入に依存してしまい、子供が学校へ戻ることができなくなるケースが多いという。そ

の結果、子供が十分な教育を受けることができず、子供もまた親と同様に就業機会が限定され

てしまうという現状がある。 

 

5. 教育・職業訓練分野に関連する課題 
(1) 教育分野における社会課題 

1) 教育費用の負担 

政府は義務教育を無料で提供することを約束しているが

36、実際には政府が補助するのは授業料のみであり、親は

教材や制服の費用を負担している。157 世帯から得たアン

ケート調査においても、約 85%の家庭が教材などを負担し

ていることが確認された。教育にかかる費用には、例えば次

のものが挙げられる37。 

 

 

 

なお、世界銀行の調べによると、低所得階層の家庭では、子供全員を進学させる経済的な余

                                                   
34

 大和証券投資信託委託株式会社 （2011） 「インドネシアの利上げについて」 

http://www.daiwa-am.co.jp/doc/news/news_20110204_2.pdf 
35

 OVTA 「インドネシア雇用労働情報 法定最低賃金」を基に計算 http://www.ovta.or.jp/info/asia/indonesia/06labor.html 
36

 世界銀行  “World Bank and Education in Indonesia” 前掲 
37

 世界銀行 （2006） “Voices of the Poor: Making Services Work for the Poor in Indonesia” P.5 

はい
15%

いいえ
85%

グラフ 2-22 教育は無料で
提供されていますか？ 

（注）有効回答数 157 
（出所）PwC による現地アンケ
ートより作成 

・入学費  ・教材費  ・制服  ・コンピューター使用料金 

・試験費  ・証明書発行費  ・くつ  ・学校かばん等 

 

http://www.daiwa-am.co.jp/doc/news/news_20110204_2.pdf
http://www.ovta.or.jp/info/asia/indonesia/06labor.html
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裕がないため、限られた人数の子供しか中学校に進学させられないこともあるという38。また、学

校側から授業料の支払い明細についての説明がないこと、卒業証明書発行の代金を支払えな

い家庭に対して学校側が証明書発行を留めること、追加教科や施設の費用などの名目で授業

料に上乗せした追加請求をする学校などの問題も指摘されている39。 

 

2) 地理的な要因によるアクセスの悪さ 

インドネシアには、約 17 万の小学校、約 3 万 5,000 の中学校、約 2 万の高等学校、約 6,000

の職業訓練40がある。学校数は教育レベルが上がるほど減尐しており、例えば小学校約 5 校に

対し、中学校は 1 校程度しかない状況である。実際に農村部の就学率が都心部よりも低いことも

あり41、通学距離などの地理的な要因により中学校や高校へ進学できない学生が存在すると思

われる。 

 

3) 子供の収入への依存 

低所得階層の生活に詳しい、複数の現地 NGO にヒアリングを実施したところ、親が子供の収

入を当てにしているという実情が多く聞かれた。一旦、子供が学業を中断して働くことで収入を得

ると、親もその子供の収入に期待するようになり、子供が学校に戻れなくなるケースが多いという。

低所得階層の家庭では、これに類する事象が起きていると推測される。 

 

4) 理数科目教育の質の低下 

日本政府も多くの支援を実施してきた理数科教育に関しては、教員の質が十分ではないと指

摘されており42、また、今回の現地調査においても学校機関における設備、実験用具等の不足

が確認された。実験が行われる場合でも、薬品や器具等の取り扱い、実験方法などが適切な手

順で行われていないとの指摘もある。理数科教育に関しては、教員と学習環境の質の向上が必

要であるといえよう。 

 

5) 教員の労働環境 

現地の公立小学校教員へ労働環境についてヒアリングを実施したところ、教員という職業は待

遇面ではあまり恵まれてはいないという。例えば、勤続 20 年の教頭であっても、インドネシアの

平均収入である月額約 217 万ルピア（約 2 万１,700 円）を下回る給与であり、家族を養うには十

分ではないという。また、勤務時間は月曜日～土曜日の午前 7 時～午後 5 時と、1 日 10 時間は

学校で働き、帰宅後も事務仕事を続けるとのことである。平均賃金を下回る給与では、割に合わ

                                                   
38

 世界銀行 （2006） “Voices of the Poor: Making Services Work for the Poor in Indonesia” P.7 
39 世界銀行 （2006） “Voices of the Poor: Making Services Work for the Poor in Indonesia” P.6 
40

 Firman, Harry, and Tola,Burhanudd. Indonesia University of Education, National Center for Educational Assessment, 

Indonesia （2008） “The Future of Schooling in Indonesia” CICE Hiroshima University Journal of International 

Cooperation in Education, Vol.11 No.1 P.71 
41

 インドネシア中央統計庁 （2009） “Education indicators” 
42

 日本外務省 「ODA 民間モニター インドネシア初等・中等理科教育改善計画」 前掲 



40 

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 

ないとする教員も尐なくはなかった。一方で、生徒の親に教育や学校についての問題をヒアリン

グしたところ、多くが教員の欠勤や遅刻を挙げていた。世界銀行の調べでは、実際に小学校では

授業時間の約 3 割が教員の遅刻、欠勤で失われているとされ43、待遇の低さが教員の意識低下

に影響を及ぼしているとも考えられる。 

 

(2) 職業訓練分野における社会課題 

1) 職業訓練校卒業生の高い失業率 

職業訓練校卒業者の 2009 年の失業率は 15.69%であり、小学校（4.51%）、中学校（9.38%）、

高等学校（12.36%）、短期専門課程（15.38%）、大学校（12.94%）と比較して学歴別失業率の中

で最も高い44。まず小学校、中学校卒業の失業率が低い理由としては、失業率が求職者を対象

に集計されており、これまで見てきたようなインフォーマルセクターが雇用機会の中心である小

学校卒・中学校卒が統計上の数値として認識されないか、もしくは、そもそも求職活動をしていな

いということが考えられる。多くの民間企業が採用条件として最低でも高校卒業程度の学歴を求

めている（現地民間企業（日系企業を含む）へのヒアリングより）。従って、小学校や中学校を卒

業しただけでは（実際には中退も多い）、民間企業に受け入れられる見込みはほとんどなく、特

に小学校卒・中学校卒の若者の間では、民間企業の正規採用を諦めてしまっている状況がある

ものと考えられる。その一方で、職業訓練校卒の失業率が高い理由としては、就職先が一部の

業界に限定されやすいだけでなく、同じ募集枠に一般の高等学校や数多くの職業訓練校からも

応募があり、完全な買い手市場のインドネシア労働市場では、1 つ１つの職に対する競争倍率が

非常に高い現実があると考えられる。 

 

2) 施設および教材等の陳腐化による企業ニーズとのミスマッチ 

現地の公立および私立の職業訓練校へのヒアリングによると、企業のニーズや時代に合った

カリキュラムの提供が課題となっている。調査対象となった職業訓練校では、厳しい財務状況の

下、設備やカリキュラムの陳腐化が進み、企業側のニーズに対応できていないという状況であっ

た。 

 

                                                   
43

 世界銀行 （2006） “Voices of the Poor: Making Services Work for the Poor in Indonesia” P.9 
44

 インドネシア中央統計庁 （2009） “Unemployment by Educational Attainment” 
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第3章  教育・職業訓練分野における開発ニーズと BOP ビジネスの可能性 

 

本項ではこれまで見てきた低所得階層の生活実態と課題を踏まえ、教育・職業訓練分野の代

表的な開発ニーズを整理し、そのニーズに対応する BOP ビジネスについて、教育・職業訓練分

野の先行事例を活用しながら説明する。 

 

1. 教育・職業訓練分野における開発ニーズ、低所得階層が抱えている社会課題 
(1) 教育分野の開発ニーズ 

1) 教育機関へのアクセスの向上 

教育費用の無償化が徹底されていない、地理的要因から学校に通えないなど、様々な要因に

より、子供たちの学校へのアクセスが困難な状況にある。中には親の教育に対する軽視や、子

供の収入への依存により、教育機会を失っている子供もいる。 

 

2) 教員の労働環境の向上 

教育現場の中で中心的な役割を担う教員の労働環境が現状より改善されることによって、教

員が働きやすい条件が整い、教員の意識改善はもとより、生徒の教育環境の向上にも寄与する

ものと考えられる。 

 

3) 理数科目教育の強化 

理数科目教育においては実験器具等の不足、理科目教育の遅れが懸念される。本分野につ

いては、インドネシア政府も重要課題と位置付けており45、日本などの支援が続けられているも

のの、費用の面だけでなく、公共セクターからのアプローチだけでは全国レベルの普及に時間を

要する。 

 

(2) 職業訓練分野の開発ニーズ 

1) 低所得階層における労働力市場の改善 

低所得階層における多くの若年層や親は低学歴のために、社会で求められる高度なスキルを

身に付けることなく簡単な仕事に従事する者が多い。スキル向上のためには職業訓練を受ける

ことが望ましいが、一般的な公的機関による職業訓練サービスは先述のように入学時の条件が

厳しかったり、サービス自体が無料であったとしても受講可能人数が尐なかったりと、低所得階

層への門戸が狭いことが指摘できる。このため、低所得階層も尐ない負担で受講可能な職業訓

練サービスを展開することにより、全人口の約 7 割が属するインフォーマルセクターにおける労

働市場の質や生産性が改善されるものと推測される。 

 

                                                   
45

 日本外務省 「ODA 民間モニター インドネシア初等・中等理科教育改善計画」 前掲 
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2) 起業家創出 

インドネシアでは現在、慢性的な職不足により、失業率が高い水準で推移している。特に高学

歴者は学歴に見合うだけの職がなく、若い労働力を持て余した状態となっている。インドネシア

国家教育省は、「全人口中の 2%に起業家がいればその国は繁栄する」といわれる指標をインド

ネシアに適用した場合、インドネシアは 0.85％と低い数値になるとしている46。このように、起業

家精神が低いことも高失業率に影響していると考えられる。労働力を国外に流出させないために

も、国内において新規ビジネス創出に向けた若年層の意識改革、教育が求められる。 

 

3) 職業訓練校における産業界にマッチした人材育成 

公立・私立職業訓練校の多くが、産業界のニーズにマッチした人材供給を課題としている。イ

ンドネシアを代表する現地人材派遣企業も、企業と職業訓練校の卒業生の技能におけるミスマ

ッチが起こっていることが、就職難を招いている 1 つの要因であるとしている（現地人材派遣業者

へのヒアリングより）。職業訓練校を卒業後、日本の製造業に就職する人も多い中、現地日本企

業の多くは特定の技術よりも、生活態度など文化面での教育を事前に受けていることや、マネジ

メント力を有することが望ましいという（日系製造業へのヒアリングより）。 

 

2. 教育・職業訓練分野において低所得階層をターゲットとして成功しているビジネスの特徴
的な事例 

一般的に教育・職業訓練分野における BOP ビジネスの事例は、食品や電化製品など消費財

を始めとする商品と比較して限定的である。というのも、ほとんどの低所得階層が受けることので

きる唯一の教育サービスが公的機関による実質的に無料の義務教育であり、海外の民間企業

にとってこの分野に金銭的なメリットを見い出しづらい。また、教育・職業訓練分野における課題

解決の取組み主体の多くが国際機関等による援助であることも、ビジネスとしての事例が尐ない

ことの理由の 1 つである。 

本項では、教育・職業訓練分野の中で、低所得階層の生活向上に寄与するビジネスを展開し

ている成功事例について紹介する。事例から成功要因を抽出し、社会課題や開発ニーズに対応

したインドネシアにおける BOP ビジネスの可能性について探ることとする。 

 

(1) ニューコンセプトの英会話教室 

企業名 
ニューコンセプト（New Concept English Education Center）47

  

グループ 

製品・サービス 英会話教室 

対象国・地域 インドネシア ジャワ島 

                                                   
46

 Ministry of National Education （2012～2016） “Proposed Course and Vocational Training Programs to MCC 

2012-2016 Ministry of Education” P.7 指標は心理学者 David McClelland によるもの。 
47

 New Concept English Education Center  http://newconcept.co.id/ 
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ターゲット 主に小学生 

ビジネスモデル 

 1983 年に開業以来、ジャワ島の

みで 150 教室を展開している。受

講生は約 2 万人おり、そのうち 6～

7 割を小学生が占めている。授業

形態としては、インドネシア人教師

が各教室に 1～2 人おり、英語の

文法、読解、筆記、聞き取りなどを

10～15 人のグループで教えてい

る。教室内のテーブルはＵ字型に

設置することで、効率性を高めて

いる。 

  小学生を対象とした英会話プログラムは、入会金 5 万ルピア（500

円）と月謝 8 万 7,000 ルピア（870 円）に設定されている。基本的に小

学生は 6 段階のカリキュラムがあるが、レベルが上がるたびに月額

3,000 ルピア(30 円)の出費が加算される仕組みとなっている48。 

参考 

＜生徒の例＞ 

 北ジャカルタの繊維工場で工員として働く家長と、同じく同工場で勤

務する妻の子供が通う。彼らの移動手段は二輪車であり、子供は自

転車で 5 分かけて教室に通う。 

 

(2) ガンダラ・プラナの武道教室 

企業名 カンダガ・プラナ（現地個人経営） 

製品・サービス 武道教室 

対象国・地域 インドネシア 

ターゲット 主に小学生 

ビジネスモデル 

 全国の小学生向けに武道教室を展開するカンダガ・プラナでは主に

極真流空手や柔術を教える。受講生は 1 万 2,000 人余おり、そのうち

約 70％を学校の課外授業として教えている。生徒数は増加傾向にあ

り、西ジャワ州ブカシの道場は４年前の 12 カ所から 82 カ所に増加（そ

のうち、26 カ所が課外授業）。 

 本道場では会長のブディ・ワフヨノ氏が妻のファリダさんと手分けして

教えている。料金は教える先生により異なるが、月額 6 万～15 万ルピ

ア（600～1,500 円）内に設定されている49。 

 

(3) 剛柔会の空手道場 

企業名 剛柔会 

                                                   
48

 PT.NNA INDONESIA CONSUM The Weekly NNA （2010） 第 105 号 「我が子に学を授けたい」 P.5 
49

 PT.NNA INDONESIA CONSUM The Weekly NNA （2010） 第 105 号 「我が子に学を授けたい」 P.8 

毎年 3 月にイングリッシュ・デー
を設け、エリア別に 5 会場でイ
ベントを開催している様子  

（出所）PT.NNA INDONESIA 

CONSUM 
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製品・サービス 空手道場 

対象国・地域 インドネシア 

ターゲット 主に小学生 

ビジネスモデル 

 全受講生は約 1,000 人であり、そのうち 60%を小学生が占める。剛

柔会のミシェル・タン氏は、親が子供に武道を習わせる理由として「第 1

に護身、第 2 に心身の健康作りがある」という。 

 月謝は 15 万ルピア（1,500 円）。世帯別年収 5,000 ドルの家庭にお

いて月額支出の約 3％を占める料金となっている50。 

参考 

＜生徒の例＞ 

 本道場で息子に武道を習わせる父親の理由として、子供が体を使っ

て真剣に遊べる場所が尐なく、独立心を持つ強い人間になれるか不安

だったと述べている。 

 

(4) PT Freeport Indonesia の職業訓練サービス 

企業名 PT Freeport Indonesia 

製品・サービス 職業訓練サービス 

対象国・地域 インドネシア パプア島 

ターゲット パプア島における成人労働者 

ビジネスモデル 

【背景】 

 都市部から離れたパプア地方の高地において営業する PT Freeport 

Indonesia は銅や金、銀が混合した鉱石の発掘や精製を手がける。現

地の労働者は、狩りなど未だ原始的な手法によって生活をする識字率

も低い人々であった。そこで、PT Freeport Indonesia は独自の職業訓

練施設を設立し、必要な人材を自ら育てる仕組みを構築するに至っ

た。 

【事業・ステークホルダー】 

 PT Freeport Indonesia は、現地労働者に必要なスキルを身に付け

させるため、2003 年、パプア島の Luala Kencana で Nemangkawi 

Mining Institute（NMI）を設立し、見習い予備、見習い、成人教育、上

級キャリアプログラムなどのコースを用意した。本職業訓練サービスを

受講する人はコース受講後、PT Freeport Indonesia 以外の企業に就

職することも可能とした。 

【社会的意義】 

 本事業により失業率の高いパプア島において、多くの雇用やそれか

ら派生する効果を生み出した。企業側としては、より高い技能を修得し

た人材の確保が可能となった51。 

 

                                                   
50

 PT.NNA INDONESIA CONSUM The Weekly NNA （2010） 第 105 号 「我が子に学を授けたい」 P.8 
51

 UNDP （2010） “Growing inclusive markets Indonesia Cases Volume 1 2010” P.7 
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 指導を受ける現地労働者 

（出所）UNDP  

 

(5) 成功事例の特徴 

低所得階層をターゲットとした成功事例の特徴を多面的に捉えるために、製品やサービスなど

の展開を検討する際に重要となる「ターゲット」、「製品・サービス」、「価格」、「立地・場所」、「プロ

モーション」、「資金調達」の 6 つの観点で分析し、以下に整理する。 

 

＜ターゲット＞ 

・ターゲット層を限定せず、低所得階層と中所得階層の下層およびそれ以上の階層など幅広 

いターゲット層を設定している。 

 ＜製品・サービス＞ 

・学習以外の武道などのサービスがある。 

・働いている低所得階層でも通うことのできるカリキュラムが設定されている。 

・学習サービスの場合、カリキュラムの標準化により、教員の事務時間を削減することで経営 

  効率を高めている。 

＜価格＞ 

・塾や武道などの学習・課外事業サービスの価格設定の主流は月額 5 万～15 万ルピア（500 

 ～1,500 円）。 

・学生ローンなど、金融面でのサービスも併せて提供することで、幅広い低所得階層へのサー 

 ビス提供を可能としている。 

・料金は、直接低所得階層からではなく、課外授業（有料）として学校側から徴収するスタイル 

がある。 

＜立地・場所＞ 

・教育サービスをジャワ島で展開するものが多くみられる。 

・施設等を展開する場合、二輪車や自転車で子供 1 人でも通える範囲に設置。 

・遠隔地の人々を対象とした遠隔教育を実施することにより、サービス展開地域を拡大。 

・既存の施設を利用することなどにより、月謝の低価格化を実現している。 

＜プロモーション＞ 

・子供が多く集まる場所でサービスを公開することにより、宣伝費の削減や宣伝効果を高めて

いる。 
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＜資金調達＞ 

・全国規模など大規模にビジネスを展開しているものは、IFC などの国際金融機関と連携し、 

 特にプロジェクト開始時には資金面での支援を受けている。 

 

インドネシアで展開している BOP 向けサービスの特徴としては、BOP 層の中でも上層に位置

する世帯向けの価格帯が多い。サービスの種類は、塾など学校での学習を補うようなサービス

に限らず、武道などの情操教育もあるが、いずれも個人経営レベルのものが主流となっている。 

一方、教育サービスを提供する場所は、学校や他機関の施設など既存の施設を上手く利用す

ることで、インフラコストを抑えている傾向がみられる。これにより、低価格でも一定の質を確保し

た教育の提供を可能としている。 

 

3. 開発ニーズに対応する BOP ビジネス（製品・サービス） 

ここでは先に挙げた開発ニーズのうち、民間セクターの参画余地のあり得るものを取り上げる

こととする。BOP ビジネスとしての要素の検討に当たっては、先の成功事例分析、業界有識者、

教育・職業訓練分野における日本・インドネシアの民間企業および現地低所得階層世帯等への

ヒアリング結果を基に抽出している。 

 

(1) 開発ニーズに対応する BOP ビジネス 1 

開発ニーズ 教育へのアクセスの向上 

製品・サービス例 低価格教材、通信教育サービス、遠隔教育サービス 

開発ニーズに対

応する製品・サー

ビスの要素・留意

点 

＜低価格教材＞ 

・毎日利用するものであるため、耐久性に優れた教材であること 

・価格を下げても、子供が利用する上での安全性を確保する 

・学校など学生がアクセスしやすい場所で販売する 

・公的教育機関へのアクセシビリティ向上を目標としているため、学校

関連の地方行政や教育省との連携が必要 

・学校等を通じた導入（販売）が、新たにインフラを構築する必要がな

いため効果的 

＜遠隔教育・通信教育サービス＞ 

・サービス導入時には、操作に関する教育を併せて実施する 

・ICT 装置は操作簡単な仕様とする 

・ICT 装置は耐久性が強く、メンテナンスが簡単な仕様とする 

・BOP 層にとって負担の尐ない価格帯にする 

・数多い自然災害による影響を想定した仕様とする 

・公的教育機関へのアクセス向上を目標としているため、学校関連の

地方行政や教育省との連携が必要 
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(2) 開発ニーズに対応する BOP ビジネス 2 

開発ニーズ 理数科目教育の強化 

製品・サービス例 実験器具等の導入、教員訓練サービス、理数科目学習サービス 

開発ニーズに対

応する製品・サー

ビスの要素・留意

点 

・実験器具等に関しては取扱い上の安全性を確保する 

・実験器具はメンテナンスの容易なものが継続的利用の観点から望

ましい 

・実験器具を導入する場合は、メンテナンス方法についての事前教育

をする必要がある 

・メンテナンスが複雑な実験器具等は、定期的なメンテナンスのサー

ビスも併せて提供することが望ましい 

・なるべく新たなインフラ投資をせずに既存の施設を有効利用する 

・子供たちが学習を楽しめるような工夫をすることで、継続的な利用の

見込みや親への説得材料にもなる 

 

(3) 開発ニーズに対応する BOP ビジネス 3 

開発ニーズ 起業家創出 

製品・サービス例 起業育成サービス 

開発ニーズに対

応する製品・サー

ビスの要素 

・失業率が高く、なかなか就職できない環境にあるため、自営業の基

礎を教える 

・低所得階層の馴染みのある身近な分野や題材を起業家育成コース

のコンセプトとする 

・既に働いている人も対象とすることを想定し、短期間で成果が出せ

るようなコース設定とする 

・職業訓練校（公立、私立）など既存の施設が多く存在するため、なる

べく新たなインフラ投資をせずに既存の施設を有効活用する 

・価格帯が高い場合、負担の大きくならない金融サービスも併せて提

供することで、より多くの顧客を取り込める 

・民間セクターと連携してコースを構築することが、産業界の最新動向

や技術を反映できるため効果的 

 

 

4. BOP ビジネスの成長可能性と市場規模の展望 

教育は通常の財やサービスと異なり、期待する効果や便益が費用の支払いと同時には発生

しないため、低所得階層の中でも特に子供を働かせる必要があるほどの低所得階層にとっては

購買意欲の低い分野であると考えられる。しかしながら、現地での数多くのヒアリングやアンケー

ト結果から、教育そのものの重要性は低所得階層の世帯においても十分に認識されていること

が分かっている。従って、彼らの費用負担可能な範囲でビジネスを展開できるのであれば、その

人口規模や今後の経済や産業の成長性から、大きなビジネスに発展することが十分に考えられ

る。ここでは、低所得階層が入手可能な教育市場という位置付けで市場規模を予測する。 
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【総世帯数】  

・1 世帯当たりの平均人数 4.2 人を基に、総人口 2 億 3,100 人から、インドネシアにおける総世

帯数を算出する。 

総人口 2 億 3,100 人 ÷ 1 世帯当たりの平均人数 4.2 人 =5,500 万世帯 

 

【低所得階層世帯数】 

・5,500 万世帯のうち低所得階層世帯を全体の 80%
52として、低所得階層世帯数を算出する。 

5,500 万世帯 Ｘ 80%  =4,400 万世帯 

 

【低所得階層世帯 1 世帯当たりで負担可能な費用】 

・低所得階層世帯の平均月収は、ジャカルタの最低賃金である 129 万ルピア（1 万 2,900 円）/

月と仮定する（※現実にはインフォーマル経済での低所得階層の賃金は行政が設定する最低賃

金よりも尐ないが、4 人家族（夫・妻・子供 2 人）での共働きなども考慮し仮定）。 

・費用負担可能な金額を想定するため、1 世帯で負担できる 1 日当たりの生活費を算出する。 

1 世帯で負担できる 1 日当たりの生活費＝1 万 3,000 円 ÷ 30 日/月 = 433 円/日 

 

【市場規模】  

・1 家族は平均 4.2 人なので、1 人当たり約 100 円が 1 日の生活費となる。この 1 日 100 円が

彼ら低所得階層の外部に支払うことができる費用の上限であり、1 世帯当たりの子供が平均 2

人と仮定し、1 カ月 200 円を月謝として支払う前提で市場規模を算出する。 

市場規模＝100 円/月 Ｘ 2 人/世帯 Ｘ 4,400 万 世帯 ×12 ヵ月= 1,056 億円/年 

 

算出金額を 1 世帯当たりに換算すると月額 200 円とかなり尐額ではあるが、この金額で展開

できるビジネスとして大教室形式での授業が考えられる。1 授業で 20 人程度を集めることができ

れば 1 カ月で 4,000 円の売り上げが計上でき、複数の授業を開催することでビジネス的な採算ラ

インを設定することは可能ではないかと考える。教室型のビジネスは将来的に低所得階層の所

得が伸びてくることで、負担できる費用や通わせることができる子供の数などの面で拡大する可

能性がある。また、現実的に中所得階層の中の下位層の家庭の子供でもこうした教室に通うこと

も考えられ、ビジネスの成長に合わせてコンテンツや実施形態を工夫することで、より一層の市

場拡大が見込めるであろう。 

                                                   
52

 本編第 2 章「1.インドネシアにおける所得分配構造」 
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第4章 低所得階層が入手、調達可能な製品・サービスの問題点と製品ニーズ 

 

ここからは、インドネシアの低所得階層が現在、利用している製品やサービスにどのような問

題点があるのか、また、なぜそれが問題なのかについて考察する。現状の製品・サービスをそれ

ぞれ「価格」、「アクセス（入手）可能性」、「品質」の観点から検証し、そこからどのような製品・サ

ービスが考えられるのか、必要とされているのかについて検討を進める。 

 

1. 価格に関連する問題点 

教育・職業訓練の分野で「価格」というと、授業料やテキスト代などがこれに該当する。インドネ

シアの義務教育（小学校・中学校）は原則として授業料は無料であるが、教科書の一部が有料

の学校があるほか（今回の調査対象校で確認）、制服は一般的に有料であるので、完全に無料

であるということではない。また、給食についても日本のように提供されておらず、日々の昼食代

は必要となる（ただし、日本の給食費も有料）。従って、子供を学校に通わせるためには、一部の

テキスト代、制服代（例えば、学年ごとに年 2 着）および日々の昼食代が必要となる。これらのコ

スト負担は低所得階層にとっては、特に制服などは安い金額ではなく、負担に感じている家庭が

多かった。しかしながら、公立の小中学校を考えた場合、低所得階層の家庭でも諸費用は十分

に支出可能な範囲内と思われ、義務教育における最低限必要な支出にかかる問題はそれほど

大きくはないものと考える。 

表 4-1 ヒアリングでの支出例 

費用 年間支出 

教科書代 約 3 万 3,300 ルピア（約 330 円） 

制服代 約 12 万ルピア（約 1,200 円） 

昼食代 約 24 万ルピア（約 2,400 円） 

      （出所）PwC によるヒアリングより作成 

 

高等学校以上になるとさらに授業料負担が増えるが、例えば、公立の職業訓練校では年間で

教材費やユニフォーム代などに約 60 万ルピア（約 6,000 円）の支払いが発生する。これは低所

得階層の人々にとっては大きな出費であり、負担感が高まる金額である。事実、政府の統計に

おいても、高校からの就学率が著しく低下しており（中学卒業者の約 45%）、その困難さが読み

取れる。その一方で、公立の高等学校は、私立校と比較した負担費用の低さから非常に人気が

高く、入試の競争倍率が高い。こうしたことから、高倍率の公立高校を受験したものの合格しな

かった低所得階層の子供達が私立高校へ進学できず、学業を断念している実態があることも推

測される。 

 

2. アクセス可能性に関連する問題点 

義務教育の小学校へのアクセスについては、それらがほぼ徒歩圏内にあることから、大きな
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問題となっていない。ただし、インドネシアは島国であるため、首都ジャカルタがあるジャワ島と、

カリマンタン島以東のパプアなど中心地から離れた地域とで、実際には小学校の数に開きがあ

る。離島やジャカルタなどの中心地から離れるほど義務教育の就学率・達成率が落ちていること

からも、地理的な要素が多く含まれることが推測できる。これに対応するため、インドネシア政府

は離島や地域的に隔離された地域において、学校に行けない子供向けに教師を出張させており、

一定の成果を上げているとのことである。 

ただし、小学校から中学校、中学校から高校と教育のレベルが上がるにつれ、学校そのもの

の数は減る傾向にある。特に小学校から中学校に上がる段階での施設数の減尐は、子供達の

通学の負担が増すことを意味し、通学時間やコスト（交通費など）を押し上げる原因となっている。

ジャカルタなど都市部では乗り合いバスやバイクタクシー等の交通手段も多くあるが、子供が長

距離を移動するには危険であったり、村落部や小規模な街ではそもそも安定的な交通網が整備

されてないなどの要因で、遠方から子供を学校に通わせることが難しい点も問題である。現地視

察の際も子供が乗り合いバスやバイクタクシーに乗っているのを確認できなかったことから、特

に小学校・中学校の児童がこれらの公共交通機関を利用することは一般的ではないと推測され

る。 

 

3. 品質に関連する問題点 

教育の品質については、文化的な要素もあり断定的に論じることは難しいが、日本と比較した

場合にいくつかの点で違いや問題点があるのも事実である。1 つは、カリキュラム（授業数）が尐

ないということである。インドネシアでは、小学校は午前と午後の 2 部制となっており、生徒はそ

のどちらかに出席すれば良いことになっている（こうした体制でないと、学校の数が足りないとの

ことであった）。一般的に午前は朝の 7 時から 12 時まで、午後は 13 時から 17 時までとなってお

り、1 日最大でも 5 時間程度の時間しか教育することができない。従って、国語・算数・理科・社

会・宗教（道徳）など科目自体は大きく日本と変わらないとしても、いくつかのカリキュラムは十分

に時間が割かれていないか、もしくはほとんど実施されていないものと推測される。視察した小

学校では理科の実験器具（顕微鏡など）も置いてあったが、あまり使われた形跡がみられず、使

用を前提とすれば数も不足している状況で、実験などによる学習が十分実施されていない状況

であるものと思われる。また、その学校は非常に小規模で、教室と職員室以外の施設がなく、学

科以外の体育（体育館・プールがない）や音楽、前述の理科の実験、図工などの専門的な授業

は行われていないと考えられる（公立の職業訓練校には体育館があったので、一般的に体育教

育がないということではない）。 

一方、現地では、教員の質に問題があるとの声も聞かれた。全体的に教師の数が不足してい

るとのことであったが、そもそも教師が学校に来ない、都市部での勤務にこだわって遠隔地や農

村部を嫌がるなど教育制度の根幹に関わる問題があるという。そうした状況の背景として、教員

の給与が安く（例えば、スラバヤの小学校校長で月額約 200 万ルピア（約 2 万円）で、これは現
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地最低賃金の 4 倍未満、ジャカルタの 2 倍未満）、個人で家庭教師をしたり、別の学校との掛け

持ちをしなければ食べていけないという教師側の言い分についても聞くことができた。 

また、インドネシアでは日本の「センター試験」に当たる、「統一国家試験」が全土で実施される。

日本のセンター試験は大学入試を対象としているが、インドネシアの学力総合診断テストは高校

入学を対象としている。インドネシアではこの試験が実質的に各高校へ進学するための学科試

験であり、各高校では学力試験を実施していないとのことであった。従って、この試験対策をどの

程度実施できるかが高校進学への重要なステップとなっており、最低限の教科書や授業だけで

受験しなければならない低所得階層にとっては、授業料や教材以外でもハンディのある状況に

なっている。 

 

4. 問題点から導き出せる潜在ニーズ 

上記の特に義務教育の問題点から導き出されるニーズとしては、まず完全に無料であること、

たとえ遠隔地や僻地でも学習できる学習環境を提供すること、質の高い教育（統一国家試験で

高得点を取る、実験や実習などで意欲を刺激するなど）を考えることができる。 

まず、完全無料の授業実現であるが、特に義務教育においては国や自治体での手続きやそ

れによって確保できる予算は自ずと決まっており、政府の力だけで完全に無料とすることを期待

できない。従って、何らかの民間の協力が必要となる。この点では教科書や問題集に広告を掲

載し、その広告収入によって教科書や問題集を無料化することが考えられる。公的な教育に民

間の広告を導入することには賛否両論があると思われるが、広告の内容や質についてガイドラ

インを設定することで、教育に有害もしくは公平性や中立性を欠く広告等への抑止力になり得る。

実際、日本の教材でも高等学校以上は市販の問題集を利用しており、その他の定期的に刊行さ

れる外国語のテキストや雑誌などでも、数多くの広告が含まれている。利用する生徒や親からは

テキストや問題集が完全に無料になり、一方、企業側では約 1 年間にわたりその教科書を見て

もらえることで、一定量の広告効果や認知度の向上が見込める点は大きなメリットであろう。また、

これはユニフォームについても同様の手法を当てはめることが可能である。例えば、ユニフォー

ムに企業のロゴやカラー、キャッチフレーズを含めることで、ユニフォームを無料にできれば、子

供、親、企業の 3 者にメリットのある共存関係を築くことができよう。 

次に遠隔地や僻地でも学習できる環境の提供であるが、そのためだけに交通網や新たな施

設を作ることはコスト面からも困難が予想される。従って、IT やモバイル通信等を活用した教育

手段が 1 つの候補となり得る。しかしながら、日本とは異なり、非常に多くの大小様々な島で構

成されるインドネシアでは、固定電話網が期待できず（特に低所得階層の住宅）、離島では IT に

活用できる設備もほとんどない。携帯電話などのモバイル通信もジャワ島やスマトラ島、バリ島

など人口が多い、もしくは人が多数集まるエリアでは活用できるが、パプアやその他の離島地域

ではほとんど期待できないとのことであった（政府関係者談）。物理的な距離は縮まらず、かつ通

信網が十分活用できないのであれば、教員が移動する形をとらざるを得ない。その場合、例えば
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CSR に関心のある企業に、こうした地域への広報・宣伝活動やサンプル品の提供・販売の機会

を与え、その際に移動型の教室などで特別授業を提供する仕組みが考えられる（教育活動を実

施する代わりに、企業の営業活動を一定量許可する）。また、こうした教育にかかる費用につい

ても当該地域での CSR 活動を希望する企業の負担とすれば、遠隔地や僻地における無料の学

習機会の提供を実現できるのではないかと思われる。 

3 つ目の質の高い教育の提供については、先述の民間企業の広告収入等で発行された無料

の教科書や問題集によって一部賄われるほか、民間企業が主体となって理科や体育など実験

教室や統一国家試験の受験対策講座を開催することが可能である。企業としては、この講座に

よって企業の製品・サービスの宣伝活動はもちろんのこと、CSR 活動を実施することができる。

低所得階層の生徒達も通常の授業では経験できない学習体験や統一国家試験への受験対策

ができるため、双方にとって直接的なメリットのある仕組みとなろう。 
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第5章 有望視される BOP ビジネスの製品・サービスの仕様とビジネスモデル

の提案 

 

ここでは、これまでに特定した潜在ニーズと、それを踏まえた企業側のビジネス領域とを組み

合わせて考え、双方がメリットを享受できるモデルがどのようなものかについて述べる。 

 

1. 有望視される BOP ビジネス 

今回の調査およびその後の分析によって、大きく 4 つのビジネスモデルを検討した。 

・ 職業訓練分野でのアントレプレナー育成 

・ 費用は尐額であっても、その代わりとしての大人数形式の授業 

・ 教科書やユニフォームを無料にするための民間スポンサーの参画 

・ 遠隔地への教育遠征をその他の商流と合体させる民間協業の実現 

 

上記4つのビジネスモデルのうち、1つ目のモデルについては、現地調査を実施する前に仮説

ビジネスプランを作り現地で検証したものである。仮設は、具体的なプランや例を想定して現地

調査を進め、ヒアリング先等から具体的な評価を得るために用意したものである。残りの 3 つの

ビジネスモデルについては、現地調査を踏まえたニーズから成り立っている。 

ここでは、1 つ目のビジネスモデル、職業訓練分野でのアントレプレナー育成型ビジネスにつ

いて説明する。 

 

■ 「職業訓練分野でのアントレプレナー育成」型ビジネス 

【仮説プラン】 

・インドネシアでビジネスを展開している日系企業が尐額ずつ資金を出しあう。 

・日系教育企業が企業の資金でインドネシアの低所得階層のために職業訓練校を運営する。 

・低所得階層の若者は職業訓練校で学習し、製造業に関する技能を身に付ける。 

・日系企業は、職業訓練校の卒業生を従業員として受け入れる。 

 

このモデルの原理は、日系企業の主に現地での作業者確保と、インドネシアの低所得階層へ

の教育および定職の提供という双方のニーズの充足を目指したもので、その他にも実際の職業

訓練校の運営・維持管理も日系企業のビジネスの対象としたものである。 

 

【課題】 

このビジネスモデルのフィードバックについて、日本企業（現地日系企業含む）、低所得階層の

双方の視点からヒアリングおよび検証を行った。低所得階層の意見として、「日系企業への入社

につながるのであれば、是非受講したい」という回答がほとんどであったのに対し、日系企業側
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からは、「彼ら（低所得階層の若者）が卒業後に何ができるのかについて、一定の保証が必要」、

「人に困っていない」、「高卒以上が入社条件であり、低所得階層の多くが小卒や中卒だと、そも

そも入社は困難」等の意見が聞かれた。 

 

【企業側の状況】 

・インドネシアは好景気でありながら、潜在的な労働者人口が非常に多いため、労働市場では 

完全な買い手市場になっており、低学歴の人材を雇用する必要性が低い。 

・インドネシアでは労働に関する法律等の労働者保護の立場が鮮明で、最低賃金制度も定着

している。最低賃金制度は学歴に無関係に適用されるため、労働市場が買い手市場である

状況とも相まって、低学歴の応募者が採用されにくい状況を生み出している。 

・現地日系企業では、単純な作業労働者ではなく、むしろ高度な技術を有する技術者やリーダ 

ーとして活躍できるような管理職に対するニーズの方がはるかに強い。 

・従業員の転職が多いため、体系的かつ長期的な従業員教育への動機が乏しい。 

 

特に、現地日系企業は就職先として人気があり、1 人の募集枠に 100 人以上の応募者が集ま

ることも珍しくなく、工場内で最も単純な作業であっても高卒以上が担当しているという実情があ

った。また、想定とは異なり、現地の日系企業が人材不足を感じているのは、工場内の単純作業

者ではなく、むしろマネージャークラス以上のより高度なスキルを持った人材であるということも

分かった。加えて、インドネシアでは社員の転職は日常茶飯事で、時間をかけて育てたり、良い

人材を採用できたとしても、良い条件があると直ぐに転職してしまう状況で、人材の流動性が非

常に高い。高学歴で優秀な人材は、常に企業から引っぱりだこの状態であるとのことであった。 

企業側には社員を育てるという発想がそれほど強くないが、逆に現地社員は過去にどのよう

な教育や研修を受けているかが自分のキャリアに影響するため、強い学習意識、あるいは一定

の資格・認定を得ることへの動機を持っているようだ。 

こうした課題認識を基に、以下の新たなモデル案を作成した。 
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このモデルは、低所得階層が日系企業に入社することなく、民間企業の提供する技術研修で

認定試験を受け、その認定資格を得ることで起業・独立を含むより良い労働環境を確立すること

を想定したものである。各企業や団体がこの仕組みによって求めることができるメリットをまとめ

ると次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純正パーツ純正パーツ 新製品情報新製品情報純正パーツ純正パーツ 新製品情報新製品情報

⑥技術・資格認定⑥技術・資格認定⑥技術・資格認定⑥技術・資格認定

地域のバイク等修理店地域のバイク等修理店

（（BOPBOP層）層）

地域のバイク等修理店地域のバイク等修理店

（（BOPBOP層）層）

マイクロファイナンス機関マイクロファイナンス機関

日本企業（製造業）日本企業（製造業）日本企業（製造業）日本企業（製造業）日本企業（製造業）日本企業（製造業）

①メーカーの正式な技術研修及び認定試験①メーカーの正式な技術研修及び認定試験

⑤技術研修の受講及び認定試験の受験⑤技術研修の受講及び認定試験の受験

④受講費用及び検定費用の代理支払い④受講費用及び検定費用の代理支払い

③費用の立替え申請③費用の立替え申請

⑨⑨メンテナンス情報メンテナンス情報

⑧技術認定の⑧技術認定の

維持費用維持費用

NGONGO / NPO/ NPO

職業訓練校（運営会社）職業訓練校（運営会社）

技能研修技能研修 / / 認定試験認定試験

②各地域への告知②各地域への告知

⑦純正部品や製品情報の提供⑦純正部品や製品情報の提供

⑩技術認定の維持費からの返済⑩技術認定の維持費からの返済

■日本企業（製造業）■日本企業（製造業）

■地域のバイク等修理店（■地域のバイク等修理店（BOPBOP層）層）

■職業訓練校（運営会社）■職業訓練校（運営会社）

■マイクロファイナンス機関■マイクロファイナンス機関

■■NGONGO / NPO/ NPO

・製造から販売までのメーカーや製品へのロイヤリティの向上と販売後の品質の確保・製造から販売までのメーカーや製品へのロイヤリティの向上と販売後の品質の確保

・現時点では把握が難しいと考えられるインフォーマルな客層への製品の浸透状況把握の実現・現時点では把握が難しいと考えられるインフォーマルな客層への製品の浸透状況把握の実現

・これまでの・これまでのOJTOJTのみでの場当たり的な教育から体系的かつ信頼できる情報元からの技術情報の入手のみでの場当たり的な教育から体系的かつ信頼できる情報元からの技術情報の入手

・同国で圧倒的人気のメーカーの製品を正式に修理・メンテナンス・販売できるモチベーション・同国で圧倒的人気のメーカーの製品を正式に修理・メンテナンス・販売できるモチベーション

・日本のメーカーの技術を正式に伝授されていることでの顧客獲得（売り上げ向上）・日本のメーカーの技術を正式に伝授されていることでの顧客獲得（売り上げ向上）

・より多くの日本技術を獲得することでの自己実現・より多くの日本技術を獲得することでの自己実現

・講座運営の安定収入・講座運営の安定収入

・・BOPBOP層への貸し出しと返済による利息収入（担保は日本メーカーの技術認定書）層への貸し出しと返済による利息収入（担保は日本メーカーの技術認定書）

・対象となる修理店への告知活動による活動費収入・対象となる修理店への告知活動による活動費収入

・対象地域・対象地域BOPBOP層の知識向上や売り上げ向上による生活レベルの改善層の知識向上や売り上げ向上による生活レベルの改善

・返済元が日本企業ということによる回収コストの削減・返済元が日本企業ということによる回収コストの削減

・技術認定資格保有者の修理ネットワーク拡充による販売網の拡大・技術認定資格保有者の修理ネットワーク拡充による販売網の拡大
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この仕組みについては、日系企業側の採用プロセスや採用条件に影響されず、また、起業の

促進は現地でのテーマの１つであるため、現地での評価からも、受け入れられる素地はあると感

じることができた。ただし、特に民間企業からは次のような懸念事項が聞かれた。 

 

【懸念】 

 ・民間企業が会社に資格を与える仕組みは既に多数導入されている。 

 ・低所得階層の店で日本の純正部品を取り扱ったとしても、価格が高いため受け入れられない 

可能性がある。 

 ・自動車や二輪車でこのモデルは理解できるが、電化製品でのメンテナンスにおいては、現地 

のサービスショップの修理工でできる仕事は尐ない。 

 

このような懸念に対する回答は、以下のとおりである。 

まず、1 点目の既に仕組みが導入されているという点に関しては、それは主に現地の中所得

階層以上をターゲットにした、いわゆる正規代理店やサービスショップにおいてみられるものであ

り、低所得階層がターゲットの店舗（修理店）の話ではない。こうした低所得階層向けの店舗の

多くは日本のメーカーの正規の教育を受けていない。 

2 点目の正規品は高くて買えないという問題については、現地では様々な職業や用途で二輪

車や自動車が使われており、今後のマーケット戦略として、低所得階層の「いつかは日本の正規

品を買いたい」、あるいは「日本の正規品を売りたい」などのモチベーションを引き出しつつ、ブラ

ンドイメージの醸成につなげることが可能ではないかと考えられる。 

3 点目の電化製品についは事実そうした状況にあるため、低所得階層エリアでの販売店とし

て製品のブランドイメージを高めていくことが、それらに担ってもらう主な役割となろう。 

 

2. 潜在ニーズに応じた製品・サービス開発要件 

現地のニーズからは、前項で挙げたとおり、次の 3 つのモデルが浮かび上がった。 

・ 費用は尐額であっても、その代わりとしての大人数形式の授業 

・ 教科書やユニフォームを無料にするための民間スポンサーの必要性 

・ 遠隔地への教育遠征をその他の商流と合体させる民間協業の可能性 

 

上記に共通していえるのは、極力教育を無料化に近づけ、低所得階層が通常では得る機会

がないであろう教育の機会を提供することである。それには、民間企業の資金が必要であるの

はもちろんだが、民間企業の広告や物販などの販促活動とのリンクなど、スポンサーシップも必

要であろう。教育を受ける側からの要件と資金を提供する企業側、教育ビジネスを運営する側か

らの要件を整理すると以下のとおり。 
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【製品・サービスの要件】 

・無料で製品サービスを体験できること（教育を受ける側の要件） 

・学校のカリキュラム以上の学習経験・体験ができること（教育を受ける側の要件） 

・大人数で授業（研修）を行っても学習効果が得られるようなコンテンツ（運営側の要件） 

・費用の負担に応じた経済効果を期待できること（資金を提供する側の要件） 

 

3. 製品・サービスの具体的な仕様 

前述の製品・サービス要件について、具体的な仕様として留意すべき点を以下に整理する。 

 

【料金/学費】 

利用者にとって、製品・サービスが無料に越したことはないが、無料であることが返って教育サ

ービスのありがたみを忘れさせたり（勉強しなくなる）、サービスの需給調整が困難になってしまう

ことも予想される（無料ならもらわないと損と考えて殺到する）。こうした観点から、例えば、ビジネ

ス規模の算出で用いた、1 世帯当たり月額約 200 円を 1 つの目安として考えることもできよう。 

 

【教育カリキュラム】 

教育のカリキュラムについては、統一国家試験の成績を向上させるカリキュラムが有効と考え

られる。また、教育の質の向上という点では、インドネシアの義務教育で不足していると思われる

体育・理科（実験）・音楽・図工などの体験型カリキュラムに対するコンテンツを提供することが効

果的であろう。月額 200 円程度の費用を前提とするのであれば、教室の大きさ（授業への参加

人数の大小）はある程度の規模が求められるだろうが、企業スポンサーの費用負担などとも関

係するので、費用対効果を含めて考えなければならない。 

 

【教育へのアクセス】 

遠隔地での教育の提供では、離島に新たに学校を建設することは、コストの面や実際の運営

の面で様々な問題が想定されるため現実的ではないと思われる。これに対し、移動式の教室（コ

ンテナを有したトラックや簡易組み立て式の教室など）を用意し、そこで学習することができれば、

児童・生徒は週に 1 回程度、数時間の学習機会を得ることができ、受験対策もしくは体験型学習

としては比較的十分な時間を確保できると考えられる。もちろん、移動する教室は、エリアを設定

してその中を巡回しなければならないが、午前・午後や週末などいくつかのパターンを作ることで、

対象とする児童・生徒の種類やカリキュラム、目的を変更することも可能であろう。 

 

【企業側の営業活動】 

こうした事業を民間企業が運営するためには、どこかに営利活動が含まれるか、もしくは CSR

など企業の社会的活動をサポートするものでなければならない。また、低所得階層が無料でサ
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ービスを利用できるようにするには、企業スポンサーによる資金の出資も重要である。企業は移

動式教室の看板や、テキスト、配布プリント、移動式教室の内装などに企業ブランドのロゴや新

製品の宣伝を入れるなど、広報の一環としての活動を許されると同時に、その活動の教育への

適合性や中立性等については、常に監視されるべきものである。なお、こうした企業スポンサー

と実際に教育サービスを提供する業者が異なるため、教育業者の費用は企業スポンサーから賄

われることとなる。 

また、遠隔地や離島は一般的に生活物資や嗜好品などが不足する傾向にあるため、移動教

室に物流の機能も持たせることで、物資の運搬と販売が実現できる。移動教室での商品販売の

売上げや物資の輸送代金などもこの参画企業の売り上げにできるのであれば、副次的に売り上

げを計上することができ、ビジネスとしての確実性を高めることにつながるであろう。 

 

4. ビジネスモデル 

これまでの検証内容を総括すると、インドネシアの教育・職業訓練分野でのビジネスモデルの

アイデアには、次の 3 つのパターンが考えられる。 

 

ビジネスモデル名称： 職業訓練型ビジネスモデル 

ビジネスモデル概要：  

日系企業が低所得階層向け店舗（主にサービスショップや修理店）の修理工に正式なト

レーニングと試験を与え、合格者に正式な認定書と製品情報・純正パーツなどの販売許

可を与える。 

日系企業側のメリット： 

正式な修理工を育成することによる低所得階層への販売網の拡大と車体の安全性の確

保、および将来的な消費者へのブランド訴求効果 

修理工のメリット： 

正式な修理技術を身に付ける機会の獲得、および技術を身に付けることでの所得の向

上やより良い条件への転職 

教育業者のメリット： 

講座運営による委託元企業からの運営委託費 

 

ビジネスモデル名称： 企業スポンサー型ビジネスモデル 

ビジネスモデル概要：  

民間企業にスポンサーになってもらい、教科書や参考図書、ユニフォームなどにスポンサ

ーとして広告を掲載することで、それらへの低所得階層家庭の負担費用を抑える。 

日系企業のメリット： 

教育活動へのスポンサーになることでの企業イメージの向上や、広告効果による当該企
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業の製品やサービスの生徒への露出効果 

生徒・親のメリット： 

教科書・ユニフォーム等の学習関連サービスの無料化 

教育関連行政のメリット： 

教育関連予算の削減 

 

ビジネスモデル名称： 移動教室型ビジネスモデル 

ビジネスモデル概要：  

コンテナや仮設教室などにより教室を移動させることのできる仕組みを作り、各地で移動

型の授業を開催する。その際に、上記にある企業スポンサー型ビジネスの導入以外に

も、移動教室に物流と販売機能を持たせることで、遠隔地や離島の人々に生活必需品や

その他の日用品、嗜好品などを販売する。 

日系企業のメリット： 

教育活動へのスポンサーになることでの企業イメージの向上や、広告効果による当該企

業の製品やサービスの生徒への露出効果、製品の輸送・販売 

生徒・親のメリット： 

普段体験できない学習機会（統一国家試験対策の補講や理科の実験、体育、図工など）

の獲得や生活必需品、日用品、嗜好品等の購入 

教育関連行政のメリット： 

教育関連予算の削減と通常のカリキュラムでは不十分な教育科目の補完 
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附属資料 1 インドネシアにおける BOP ビジネス先行事例とパートナーとして有望視

される NGO/NPO 

 

これまで NGO/NPO は非営利目的の社会貢献・慈善活動等を、企業は営利目的でのビジネ

スを個別に展開してきた。しかし、近年、営利目的であると同時に途上国における低所得階層の

生活レベル向上等の社会貢献の効果も持ち合せた「BOP ビジネス」において、NGO/NPO と企

業の双方にとってメリットのある協業の可能性を探る動きが世界的にみられる。インドネシアでは、

「企業の社会的責任（CSR）」活動において、企業と NGO/NPO の協業がこれまで多くなされてき

た。一方、同国でも近年、企業にとって持続可能性が高く、利益を確保できる BOP ビジネスに対

する関心が高まりつつあり、今後、NGO/NPO との協業が展開されていくことが見込まれる。 

ここでは、インドネシアにおいて NGO/NPO と連携実績のある BOP ビジネスの事例を取り上

げ、それらへのヒアリングも踏まえ、NGO/NPO とのパートナーシップ構築における成功要因を

分析するとともに、日本企業のビジネスパートナーとしての可能性について述べる。なお、教育・

職業訓練に直接関わる事業おける NGO/NPO との連携事例は確認されていないため、その他

の分野の事例を取り上げることとする。 

 

1. 成功事例の前提および条件の定義 

(1) NGO/NPO の定義 

インドネシアでは、「NGO」は一般的に利用されていたが、「NPO」という言葉は馴染みがなか

った。「NGO」はインドネシア語としては LSM（自助的共同体）53という言葉とほぼ同等であり、こ

の LSM は法務人権省の管轄下（国際 NGO に関しては外務省の管轄下）となっている。LSM は

省への登録が必須とされているが、実際には多数の組織が公的な承認・登録なしに活動してい

る。そのため、組織総数は数千から数万あるといわれているが、実際には把握しきれていないの

が現状である。また、インドネシアにおける NGO には、主に女性解放運動や自然災害復興支援

などの援助活動を、国際機関等との連携によりドナーベースで実施する組織が多くみられるが、

これら以外にも、自助努力で運営する研究機関や大学の研究組織など幅広い組織も含められて

いる54。民間企業との連携の可能性を広く捉えるためにも、ここでは省への登録有無に関わらず、

「NGO」（LSM）を対象とする。また、インドネシアで活動する国際 NGO も対象に含める。 

 

(2) 成功事例の条件 

成功事例としては、大きく次の条件を設定し、これらの条件に該当する事例について次項に取

り上げる。 

 民間企業と NGO/NPO による活動が援助ではなく、両組織がビジネスとして活動から利

                                                   
53

 Lembaga Swadaya Masyarakat の略。英語訳は Self-Reliant Community Institutions 
54

  日本・インドネシア NGO ネットワーク（JANNI） 「インドネシア NGO ダイレクトリー2001」、LP3ES（NGO） 

http://www.lp3es.or.id/direktori/data/dafisilsm.htm 

http://www.lp3es.or.id/direktori/data/dafisilsm.htm
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益を生み出す仕組みを有する。あるいは、近い将来、利益を生み出す仕組み作りをする

ための準備、開始段階にある。 

 ビジネスモデルが、MDGs に掲げられているような開発領域における社会的インパクト

がある 。 

 

2. インドネシアにおける BOP ビジネスの先行事例 

(1) 事例① Better Foods for Better Lives Program 

1) BOP ビジネス先行事例の概要 

表附 1-1 BOP ビジネスの先行事例概要 

プロジェクト名 Better Foods for Better Lives Program（BFBL） 

実施時期 1999～2007 年 

民間企業 インドネシア現地企業 

NGO International Relief & Development（IRD）  

その他ステークホルダー 米国農務省（USDA:United State Department of Agriculture） 

実施地域 ジャカルタおよび中部ジャワ 

社会的インパクトの領域 

（MDGs の領域） 

貧困と飢餓の削減、乳児の死亡率削減、妊婦の健康状態の改
善、環境の持続可能性促進、グローバルパートナーシップの構
築 

 （出所）IRD （2010） “Better Foods for Better Lives in Indonesia” 

 

【背景】 

ジャカルタの中でも、特に経済的に貧しい地域、および中部ジ

ャワにおける低所得階層の健康・栄養状態を改善すべく、国際

NGO である IRD とインドネシアの現地小規模企業が USDA の

資金援助を受けて、「Better Foods for Better Lives Program」を

開始した。 

【事業】 

同プログラムでは、廉価で複数の栄養素を含んだ食品を作る

ため、IRD が主体となって現地の食品製造業と流通網の改善、

強化に取組んだ。食品製造業にはスナック麺、ベーカリー、スナ

ック菓子、豆乳を製造する小規模企業を対象とし、それぞれに栄

養素の強化を図った。中でも、脱脂大豆粉を加えることによりタン

パク質をそれまでの約 2 倍に増量（9.21%から 17.28%に増量。35 グラムの食事に対し 6.05 グ

ラムのタンパク質の含有量）することに成功したスナック麺が本プログラムの代表的な商品となり、

既存の流通網を通じて低所得階層に販売された。スナック麺を含めた食品は、中部ジャワ、ジョ

グジャカルタの 7 万 5,000 の学校の子供達に無料で配布され、彼らの栄養失調や学校への出席

現地スナック麺製工場で、作

業員が栄養価の高い大豆を

使用した麺を製造する様子 

（出所）IRD  
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率の改善に貢献した。 

【効果】 

本プログラムは高栄養価の食品製造により、低所得階層の栄養状態の改善に寄与したほか、

高栄養価の食品を製造、販売するに当たって現地小規模企業を多数取り込んだことにより、直

接的には 3,000 人の雇用を、間接的には数千の持続的な雇用を生み出した。本プログラムはイ

ンドネシアで実施後、2005 年からカンボジアでも展開されており、2010 年に米 USDA によって

開催された国際食糧援助開発会議においても高い評価を得ている。 

 

2) 先行事例のステークホルダーおよびビジネス展開における NGO/NPO の役割と貢献 

① ステークホルダーと NGO/NPO の役割 

本事例においては USDA が資金援助を行い、国際 NGO が現地食品企業と連携して製品製

造・販売を実施した。すなわち、民間企業のビジネス活動に NGO が参画する形ではなく、NGO

が主導してプロジェクトを遂行したモデルとなっている。具体的にはプロジェクトのマネジメントに

始まり、栄養価の高い食品製造の現地企業との開発、販売など、NGO はほとんどのバリューチ

ェーンにおいて中心的な役割を担っている。 

 

② プロジェクトの成功要因 

本事例の成功要因には、大きく次の 4 点が挙げられる。 

■ 現地企業を巻き込んだ商品の現地開発、生産 

海外から製品を輸入するのではなく、現地企業を巻き込み既存の食品を改良・販売したことで、

多くの雇用を生み出したこと。これにより、現地企業の既存の流通チャンネルを利用できたという

利点もあった。 

■ NGO/NPOの高いプロジェクト管理能力、活動分野における専門知識 

IRD が人材教育やプロジェクトの監督能力のほかに、健康・栄養分野においても知見と専門

性を有していたため、食品の製造で主体的に現地企業と協業することが可能であった。 

■ 持続可能な商品 

単価を抑えたことで低所得階層が継続的に購買可能な金額となっている。また、現地企業は

新規に商品を開発したのではなく、既存の商品を改良することでコストを抑えるとともに、ノウハ

ウを蓄積することができたため、継続的に製造することが可能となった。 

■ 第三者からの資金援助 

ビジネス上のリスクやコスト等を軽減し、迅速にビジネスを展開する上で、国際機関による資

金援助は有効であるといえる。 
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3) NGO/NPO の概要および BOP ビジネスへの参画方針 

表附 1-2 IRD の組織概要 

組織名称 International Relief & Development（IRD）55
 

設立年 1998 年 

本拠地 米国 バージニア州アーリントン 

組織規模 正社員 1,000 人（全 18 カ国） 

活動分野 市民社会、経済発展、食糧安全保障、健康、救済支援、インフラ 

活動内容 
教育、緊急時援助、ヘルスケア、インフラ再構築、尐額融資、NGO の

能力開発、プロジェクト監督、水・衛生改善等 

活動地域 約 40 カ国 

財源 米国政府・国際機関による資金提供 

パートナー 
米国国際開発庁（USAID ）、USDA、UNICEF、UNDP、LP3ES、

Japan Foundation 等 

（出所） IRD 

 

IRD は、世界中の貧困地域における人々の生活向上をミッションとする NGO で、低所得階層

が自給自足を図っていく上で必要なツールや物資を供給するほか、融資、プロジェクト監督など、

活動内容は多岐にわたっている。インドネシアでは約 10 年、活動しており、米国政府機関や国

際機関等と連携してコミュニティの能力開発、子供向けの教育能力の強化、健康食品による栄

養状態の改善、インフラ再構築による衛生環境の改善、災害支援など、幅広い分野で実績を有

する。インドネシアにはジャカルタ、バンダ・アチェ、ジョグジャカルタ、スマラン、パル、ジャヤプラ

の 6 都市に事務所を持ち、全国的に活動するインドネシアを代表する国際 NGO として知られる

56。 

 

(2) 事例② 黒大豆栽培を通した農業者のエンパワメント 

1) BOP ビジネス先行事例の概要 

表附 1-3 BOP ビジネスの先行事例概要 

プロジェクト名 黒大豆栽培を通した農業者のエンパワメント 

実施時期 2001 年開始 

民間企業 PT. Unilever Tbk（ユニリーバ・インドネシア） 

NGO 

ガジャマダ大学 農業学部、農業工学部 

Faculty of Agriculture and Faculty of Agriculture 

Technology, Gajah Mada University（UGM） 

                                                   
55

 IRD Indonesia http://www.ird.or.id/ 
56

 UNDP （2010） “Growing inclusive markets Indonesia Cases Volume 1 2010” 

http://www.ird.or.id/
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その他ステークホルダー インドネシア州・地方政府 

実施地域 西ジャワ、中部ジャワ、ジョグジャカルタ、東ジャワ 

社会的インパクトの領域 

（MDGs の領域） 

貧困と飢餓の削減、男女平等促進および女性のエンパワメン

ト、環境の持続可能性促進 

（出所）UGM “Farmers empowerment in black soybean development” 

 

【背景】 

ユニリーバ・インドネシアは 2001 年、現地市場に力を入

れ る べ く 、 現 地 で 醤 油 の 製 造 ・ 販 売 を 手 が け る PT 

Anugerah Setia Lestari を買収した。同社は 2 世紀にわたり

Kecap Bango と呼ばれる黒大豆から作られる特殊な醤油

を製造していた。その販売はユニリーバの買収により拡大し

たが、市場拡大に併せ高品質な大豆の大量生産に応じる必

要性が生じた。Kecap Bango ブランドは地元産にこだわっ

た商品であったことから、大豆の海外からの輸入は選択肢

にはなかった。そこでユニリーバ・インドネシアは、ジャワ島

の農家を中心に新たなサプライチェーンの構築に乗り出すことにした。 

【事業】 

同社は、農業に知見を有する地元ガジャマダ大学農学部、

農業工学部とパートナーシップを結ぶことにより、農家によ

る大豆生産を実現させた。具体的には、ガジャマダ大学は

農業に関する知識を提供し、農家は自分達の土地で黒大豆

を生産、ユニリーバ・インドネシアは資本と作物の市場価値

を保証した。 

【効果】 

本ビジネスモデルは企業、大学、農家間に双方向のシナジー効果を生み出した。現地農家の

活用により、それまで厳しい生活を強いられていた彼らの生活向上に寄与しただけでなく、企業

側は新たな大豆の品種の発見といった成果も得ている。 

 

2) 先行事例のステークホルダーおよびビジネス展開における NGO/NPO の役割と貢献 

① ステークホルダーと NGO/NPO の役割 

 ガジャマダ大学はユニリーバ・インドネシアと協力し、農家の能力強化のため「Farmers 

Empowerment on Black Soybean Development Group（FEBSDG）」という黒大豆開発のため

の農家エンパワメントグループを設立した。FEBSSDG の支援内容には、農作シーズン前からシ

ーズン後までの技術コーチング、プロジェクト期間中の現地コンサルティングなどが含まれており、

黒大豆を栽培する女性農家  

（出所）UNDP 

ガジャマダ大学農業学部から大豆

の栽培手法について学ぶ現地農

家 （出所）ガジャマダ大学 
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ガジャマダ大学はその中でも主に黒大豆の耕作に当たっての技術面の支援を手掛けた。その他、

州および地方政府も農業に必要な肥料、殺虫剤、種などに対して補助、調達する形で本プロジェ

クトに参画した。 

 

② プロジェクトの成功要因 

■ 政府との連携 

本事例においても企業と低所得階層の他に、政府機関から資金・物資援助を受けている。プ

ロジェクト開始段階においては不確実性も高く、初期投資も膨らむが、ユニリーバ・インドネシア

は州・地方政府からの理解と援助を得ることでリスクを軽減し、他地域での展開に当たっての円

滑な調整も可能とした。 

 

3) NGO/NPO の概要と参画方針 

 

組織名称 ガジャマダ大学（Gadjah Mada University）57
 

設立年 1949 年 

本拠地 インドネシア ジョグジャカルタ 

組織規模 生徒数 5 万 5,000 人、社員数 2,300 人、講師陣 2,200 人 

活動分野 

生物学、経済学、製薬業、哲学、地理学、法律学、文科学、政治学、

医学、歯学、獣医学、林学、数学と自然科学、農学、動物科学、心理

学、工学、農業工学 （計 18 学部） 

活動内容 大学、研究 

活動地域 n.a. 

財源 n.a. 

パートナー n.a. 

（出所）UGM 

 

ガジャマダ大学はインドネシアの中でも最も古く、最大規模を誇る国立大学である。18 の学部

の下、78 の学部生向けプログラムと 62 の大学院生プログラムが設置されており、約 5 万 5,000

人の学生が学んでいる。どの学部においても海外の機関や大学、政府機関との連携が積極的

に図られており、日本の組織との連携も多い。本事例でユニリーバ・インドネシアとパートナーシ

ップを締結した農学部においても東京大学、茨城大学、文部科学省等との連携があり、その他

にもドイツ、英国、オーストラリア、インド、マレーシアなど数多くの国との協業実績を有する。 

 

                                                   
57

 Universitas Gadjah Mada “At the glance” http://www.ugm.ac.id/gmu_at_glance.pdf 

表附 1-4 ガジャマダ大学の組織概要 

http://www.ugm.ac.id/gmu_at_glance.pdf
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(3) 事例③ ビーフステーキトマトの栽培 

1) BOP ビジネス先行事例の概要 

表附 1-5 BOP ビジネスの先行事例概要 

プロジェクト名 ビーフステーキトマトの栽培 

実施時期 n.a. 

民間企業 PT Momenta Agrikultura  

NGO Agribusiness Market and Support Activity (AMARTA) 

その他ステークホルダー n.a. 

実施地域 西ジャワ州ガル （Sigedug village） 

社会的インパクトの領域 
（MDGs の領域） 

貧困と飢餓の削減、環境の持続可能性促進 

（出所）USAID AMARTA “Success Story Beef Steak Tomato a New Hope for Cigedug”  

 

【背景】 

西ジャワ州ガルに位置する Sigedug 村では長年、トマ

トが生産されきた。しかし、雤季になると作物が伝染病に

掛かる確率が高くなり、収穫量が激減するといった問題を

抱えていた。このため作物の市場価値は 1 キロ約 5,000

ルピアから約 7,000 ルピアに値上がりしたが、農家はこの

価値上昇による恩恵をほとんど受けることはできなかっ

た。 

【事業】 

USAID インドネシアからの資金により運営される組織

AMARTA と現地企業の PT Momenta Agriluntura が協業して、土が原因となる病気に強い接ぎ

木法によるトマトの栽培方法と、市場価値の高いビーフステーキトマトの栽培方法に関するデモ

ンストレーションを農家に向けて実施した。その他、プラスチックカバーを用いた栽培方法や点滴

灌漑といった技術を導入した。 

【効果】 

農家は、これらの技術を取り入れることにより生産性を大きく向上させた。開始して間もない 4

カ月後には 1,446 キロのトマトが収穫可能となり、そのうち 811 キロが輸出向けの基準に達した。

これらの作物は PT Momenta Agriluntura が買い取ることにより、企業側もメリットを享受する形

となっている。同社と農家で構成される組織（Mulus Rahayu Farmer’s Group）は、より本格的

かつ長期的な協業に向け価格、取引量、支払いシステムについて協議を行っている。 

 

新たに栽培を始めたビーフステーキ

トマトの世話をする農家 

（出所）AMARTA 
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2) 先行事例のステークホルダーおよびビジネス展開における NGO/NPO の役割と貢献 

① ステークホルダーと NGO/NPO の役割 

AMARTA は異なる栽培方法および品種を使ったトマト栽培のデモンストレーションと、技術面

のトレーニングを現地農家向けに実施することで、農家の所得向上に結び付けた。一方、PT 

Momenta Agriluntura と農家の繫ぎ役として機能したことにより、農家による市場へのアクセスを

容易にした。 

 

② プロジェクトの成功要因 

■ 持続可能なビジネスモデル 

企業と AMARTA が農家の栽培能力を見極め、市場価値の高い品種の栽培に乗り出したこと

により、安定した収入を農家にもたらしている。農家はトレーニングを受講することで自力による

栽培も可能となることから、持続可能なビジネスモデルであると考えられる。 

 

3) NGO/NPO の概要と BOP ビジネスへの参画方針 

表附 1-6 AMARTA の組織概要 

組織名称 AMARTA 

設立年 n.a. 

本拠地 インドネシア  

組織規模 
ジャカルタ、メダン、カバンジャエ、マカサー、バンドン、パプアの 6

事務所 

活動分野 農業 

活動内容 
農業の技術支援、企業と現地農家の繫ぎ役、女性の雇用促進活

動、現地中小企業向けの金融サービスの提供 

活動地域 6 事務所を拠点に全国において活動 

財源 USAID による資金提供 

パートナー USAID 

（出所）AMARTA 

 

AMARTA は USAID インドネシアの資金援助により運営される組織であり、インドネシアにお

いて農業のシステムを活性化させることにより、高い所得と成長をもたらすことを目的としている。

AMARTA は政府関連機関、民間企業、農家やその他の組織と協業して、農業の効率化、生産

性向上のほか、輸出向けや大型スーパー向け商品である園芸作物、ココア・コーヒー等の品質

改善にも努めている。また、AMARTA は Regional Agribusiness Competitiveness Alliances 

（RACAs）といった農業における障害を解決する関係者・組織（企業、政府関係者、NGO、商工

会議所等）を取りまとめたグループの組成活動も実施することにより、直接的にも間接的にもイ

ンドネシアにおける農業業界の発展に貢献している。 
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(4) 成功事例における NGO の特徴 

ここでは、前項までの BOP ビジネスの成功事例を踏まえ、プロジェクトの成功に寄与している

と考えられる NGO の特徴について整理する。 

■ 調査・企画能力、運営能力、専門性・専門技術を有する 

3 つの事例からも分かるように、それぞれのケースにおける NGO/NPO はアドボカシー（政策

提言や権利擁護）といった活動に限らず、調査、組織同士の連携、プロジェクト管理といった幅広

い活動実績と、栄養、農業といった専門性・技術も持ち合わせている。 

 

■ 英語による対応が可能 

インドネシアにおける NGO の大多数が 10 人以下の小規模の現地 NGO であり、英語を公用

語としていないのが現状である。英語による対応が可能な組織でない場合、円滑な協業作業は

難しくなる。第 3 者による協力を得た体制になった場合にも、英語が公用語であれば作業の展開

がより円滑なものとなる。 

 

■ 高い管理能力を有する 

企業が BOP ビジネスを遂行するに当たって、企業自身が高いプロジェクト管理能力を求めら

れる事はもちろんだが、協業先の NGO もプロジェクトの管理や監督、評価実績を有することで企

業側のリスク軽減にもつながり、依頼可能な作業範囲も広げることができる。 

 

■ 国際機関や政府機関等との協業実績を有する 

ビジネスのパイロット事業やフィージビリティ・スタディの段階においては、NGO だけとの協業

は資金面においてリスクが高いため、その他の政府機関や国際機関と協業することが望まし

い。 

 

■ 組織規模が大きく、全国規模での活動を実施している 

BOP ビジネスが軌道に乗り始め、地域の拡大化を図ろうとする場合に、NGO が広範囲な地

域にわたって活動していれば、新たな NGO/NPO を選定する必要がなくなる。すわなち、新たな

NGO/NPO と協業する場合と比べ契約や関係構築する手間などが省け、スムーズなビジネス展

開が可能となる。NGO を選定する際には、長期的な協業を見据えた戦略的なパートナーシップ

の構築が成功の鍵となる。 

 

3. BOP ビジネスを展開する上でパートナーとなり得るその他の NGO/NPO 

先に紹介した BOP ビジネスの先行事例における NGO と、その他の民間企業との協業実績を

有する現地 NGO へのヒアリングによるそれらの特徴を踏まえ、日本企業のビジネスパートナー
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として候補となり得る NGO/NPO をいくつか挙げる。先述のように、インドネシアにおける企業と

NGO とのビジネスでの連携は限定的である。そのため、本項では企業とのビジネスにおける協

業実績がなくとも、CSR 等の協業実績があるなどに条件を拡大して抽出する。 

 

(1) 選定の条件 

NGO/NPO の選定に当たっては、連携において有していることが望ましいと思われる条件を

「組織プロファイル」と「活動・スキル」に分別し（附 1-7）、これらの条件を多く満たす組織を抽出し

た。ただし、情報の多くが公開されていないといった調査の限界から、一部条件が確認できなか

ったものについても、その他の条件で優れていると判断したものはリストに挙げている。 

なお、選定の対象については、主に日本・インドネシア NGO ネットワーク（JANNI）がまとめる

「インドネシア NGO ダイレクトリー2001」と現地 NGO の LP3ES
58が独自に取りまとめる NGO リ

スト等を用いた59。 

表附 1-7 選定における条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ビジネスパートナー候補となり得る NGO/NPO 

表附 1-8 NGO/NPO のリスト（アルファベット順） 

組織名 プロファイル 活動内容 

Bina Swadaya 

（BS）60
 

 

【本部】インドネシア 

【規模】正社員約 700 人 

【設立年】1967 年 

【協業実績例】 

Bank Indonesiaと共同で、低所得階層向けマイクロフ

ァイナンスを展開 

コミュニティ・エンパワメ

ント、マイクロファイナン

ス、農業ビジネス、観光

業、印刷業等 

                                                   
58

 Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial の略 
59

 その他、国際協力機構（JICA）との協業実績を有する NGO/NPO と、日本外務省が「高度な専門性を保持するスタッフを数

多く擁し、財政的に自立し、多数の州にまたがる全国的ネットワークを構築し、さらに国際社会との間に活発な交流を行ってい

る NGO」として挙げている NGO も対象としている。JICA 「NGO-JICA ジャパンデスク」 

http://www.jica.go.jp/partner/ngo/support/japandesk/jd_indonesia.html 
60

 Bina Swadaya 

http://www.binaswadaya.org/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=38&lang=en 

“The Global Development Research Center. Bina Swadaya” http://www.gdrc.org/icm/bina-swadaya.html 

＜組織プロファイル＞ ＜活動・スキル＞ 

・ 活動期間が最低 5 年 

・ 幅広いネットワークを有する 

・ 財源の一部あるいは大部分を自助努力

により生み出している 

・ 活動拠点が1カ所のみならず、複数存在

する  

・ 民間企業、国際機関、政府機関（中央、

州、地方レベル）、他の NGO のいずれか

との協業実績を有する 

・ アドボカシー（政策提言や権利擁護）だ

けではなく、調査、イベント企画・運営、フ

ィールドワーク等の活動を実施している 

・ 高い管理能力を有する 

・ NGO の中心核スタッフが、活動分野に

おける専門知識、技術力を有する 

・ 英語による対応が可能 

・ 日本の組織（NGO、大学、政府機関等）

との協業実績を有する 

http://www.jica.go.jp/partner/ngo/support/japandesk/jd_indonesia.html
http://www.binaswadaya.org/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=38&lang=en
http://www.gdrc.org/icm/bina-swadaya.html
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LP3ES
61

 【本部】インドネシア ジャカルタ 

【規模】n.a. 

【設立年】1971 年 

【協業実績例】 

PT. Aetra と Johnson & Johnson およびその他国際

機関と共同で、水・衛生に関する教育プログラムを学

生に対して実施（CSR） 

社会開発、環境保護等 

Mercy Corps
62

 

（国際 NGO） 

【本部】米国 

【国内拠点】ジャカルタ 

【規模】正社員約 3,400 人（全 35 カ国）           

世界 100 カ国以上で活動 

【設立年】1979 年 

【協業実績例】 

ＮＩＫＥと共同で、津波で被害を受けたアチェ地域への

スポーツ用品を供給（CSR） 

環境・自然災害保護 

Oxfam
63

 

（国際 NGO） 

【本部】英国 

【国内拠点】なし 

【規模】オックスファム・インターナショナルは世界16カ

国の NGO で構成される。世界 100 カ国以上で活動 

【設立年】1942 年 

【協業実績例】 

ユニリーバと多国籍企業の地域社会への影響、貧困

との関係について共同調査を実施 

緊急支援と貧困削減活

動 

Spektra
64

  

 

【本部】インドネシア スラバヤ 

【規模】正社員 15 人、年契約社員 30 人、プロジェクト

スタッフ 100 人 （スラバヤの NGO で最大規模） 

【設立年】1996 年 

【協業実績例】 

1)ユニリーバと共同で小学生向け歯磨き促進キャン

ペーンを教育機関で実施（CSR） 

2)自治体向けにプログラムマネジメントを実施 

貧困削減、経済活動支

援 

YDD（Yayasan 

Dian Desa）65
 

【本部】インドネシア ジョグジャカルタ 

【規模】n.a. 

【設立年】1972 年 

【協業実績例】 

日本の国際協力機構（JICA）や Asian People's 

Exchange（APEX）と協業実績を有する 

環境保護、バイオマス、

水・衛生、能力開発等 

                                                   
61

 LP3ES http://www.lp3es.or.id/ 
62

 Mercy Corps http://indonesia.mercycorps.org/ 
63 Oxfam http://www.oxfam.org/en/development/indonesia 
64

 Spektra ディレクターへのヒアリングより 
65

 Nexus YDD http://www.nexus-c4d.org/members/member/8-yayasan-dian-desa/raw, 

http://www.lp3es.or.id/
http://indonesia.mercycorps.org/
http://www.oxfam.org/en/development/indonesia
http://www.nexus-c4d.org/members/member/8-yayasan-dian-desa/raw
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附属資料 2 中所得階層の教育ニーズについて 

 

本項においては低所得階層ではなく、近年、旺盛な購買力が注目されるインドネシアの中所

得階層の教育ニーズについてみることとする。中所得階層向け教育ビジネスには、ターゲット顧

客を中所得階層から低所得階層まで幅広く設定した例や、中所得階層の中でも下層から序々に

展開し、低所得階層を取り込むことでマーケット規模を拡大させる例などがある。このため、中所

得階層向けビジネスの手法を分析・観察することは、低所得階層向けビジネスを検討する上でも

有効であると考えられる。ここでは、文献および現地で教育サービスを展開する日系企業へのヒ

アリング調査を基に、当該ビジネスの可能性について述べる。 

 

1. 中所得階層市場の拡大 

インドネシアにおける所得階層別人口分布（世帯、年間）推移（附 2-1 参照）をみると、同国に

おける低所得階層と中所得階層のボリュームゾーンは年々上層に移行しているのが分かる。

WRI の指標を用いた場合、中所得階層以上（BOP3,000 以上。世帯別年間所得では、約 1 万

2,000 ドル以上）の世帯の割合は 2008 年時点で約 20%存在する。中所得階層が属すると見な

される 7,600 ドル以上（附 2-1 の黄色箇所）の階層の割合は、1990 年以降、増大傾向が続いて

いる。彼らの購買力の拡大により、インドネシアは中国やインド等に次ぐ有望な市場として期待さ

れている。教育分野におけるビジネス展開に当たっては、こうした人口構造の変化を考慮したサ

ービスカリキュラム、収益モデルを設定、構築する必要がある。 

    表附 2-1 所得階層別人口分布（世帯、年間）推移     （単位：%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  中所得階層の教育に関する現状 

ここではインドネシアにおける中所得階層の教育ビジネスの傾向や特徴を、同国の教育サー

ビスで成功する企業の事例を通して分析する。 

 

(1) 中所得階層の教育分野における事例 

1) 日本公文教室研究会の学習塾 

企業名 日本公文教室研究会 

年間所得（PPP 換算） 1990 年 2000 年 2008 年 

53,000～ドル 0.4 0.4 1.2 

15,100～53,000 ドル 1.4 1.8 7.9 

7,600～15,100 ドル 4 2.3 30.8 

3,800～7,600 ドル 20.7 28.2 38.7 

1,500～3,800 ドル 49.2 55.9 18.2 

～1,500 ドル 24.3 11.4 3.2 

中所得階層以上 

1 万 2,000 ドル 

（出所）Euromonitor “World Income Distribution 2009/2010”に基づき PwC 作成 
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製品・サービス 学習塾（算数、英語、科学） 

ターゲット 中所得階層家庭の 3～17 歳 

ビジネスモデル 

 公文教室は、インドネシアで中所得階層をターゲットに学習サービスを

展開し成功する代表的な日本企業である。全国約 490 カ所に教室を有

し、その 60%を首都ジャカルタが占めている。約 450 人の教員を擁してお

り、フランチャイズ形式で教室展開を図っている。教室は基本的には駐在

員１人とアシスタントが担当しており、カリキュラムは日本と全く同一のも

のを使用している。インドネシア用は、一部の問題の翻訳のみに限られて

いる。毎日学習を基本とし、週 2 回の教室に加えて宿題を与えることで、

継続学習の習慣を身に付けている。 

 月謝に当たる月会費は 27 万 6,000 ルピア（2,760 円）に設定されてい

る。対象児童は従来、高所得階層ばかりであったが、現在では地方や中

所得階層など、これまで入会できなかった子供をより多く学ばせることが

できるという観点から、地域ごとに異なる会費設定をしている。毎年 1、2

カ所の地方都市で新規開拓を進めており、価格の差別化の影響もあっ

て、地方都市では新たな中所得階層組の入会が目立つという。 

 庶民にとって決して安い月謝ではないにも関わらず、子供を公文に通わ

せる背景には、インドネシアにおける学歴社会が大きく関係していると思

われる。中所得階層では、公立よりもレベルが高いとされる私立学校に

通う生徒も多いが、保護者はそれだけでは不安だと考え、補完的な役目

を果たす学習塾に対するニーズが高まっている。特に同教室では算数へ

の苦手意識を持つ生徒が多く、8 割が算数コースを選択している。入会に

当たっては、友人や親類らの評判を重視する傾向があり、知名度も口コミ

中心で広まったという66。 

 

2) 学研ホールディングスの科学教室 

企業名 学研ホールディングス 

製品・サービス 科学教室 

ターゲット 中所得階層の子供が通う学校 

ビジネスモデル 

 一般的に理論が先行されがちなインドネシアの科学教育において、学

研ホールディングスは実験を通して科学の楽しさを学べる教室の展開に

成功している。2010 年 5 月に進出以来、主に中所得階層の子供が通う

割合の多いインターナショナルスクール小学部や私立小学校の課外授業

として取り入れられている。未体験の新しい学習法に多くの子供たちが興

                                                   
66

 日本公文教育研究会 インドネシア事務所へのヒアリングより 
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味を示しているようだ。課外授業としての授業は基本的に週 1 回 1 時間

で、約 20 人の 1 教室に先生とアシスタント 1 人を付けて実施している。

教室は英語、インドネシア語対応の 2 種類がある。授業では日本から輸

入した教材を1人1つずつ使い、教室の最後に実験結果等を自分の言葉

と絵画による表現でまとめる方式をとっている。 

 受講料は教室 4 回（１カ月分）で 35 万ルピア（3,500 円）に設定してお

り、生徒は世帯月収 1,000 万ルピア（10 万円）前後の中所得階層が大半

である。受講料の徴収方法は、学校側が規定の学校授業料に加えて親

から徴収する。当初は学校側が実験の効果を評価しながらも追加料金を

徴収することに懸念を示していたが、保護者を交えた公開教室により理

解が得られている。また、保護者の多くには日本が世界的な技術大国で

あることが浸透していることから、特に日本企業の教育サービスに対する

期待は大きいものと思われる。 

 これまで、教育情報に敏感で新コンセプトが受け入れられやすい中所

得階層でサービスを浸透してきた

が、同社フランチャイズ本部の代表

は、今後は月収 700 万～800 万ル

ピア（7 万~8 万円）レベルの世帯に

まで対象を広げられるとみている。

また、カリキュラムも科学教室を皮

切りに算数・数学、英語教室も始め

る予定という。開校 4 カ月目の受講

生は 550 人を超えているが、3 年後

には地方都市へのフランチャイズ展

開で生徒数 3,000 人、学校での課外授業実施対象者も 4,480 人程度に

増やす計画だという67。 

 

3) イングリッシュ・ファーストの英会話教室 

企業名 イングリッシュ・ファースト（スウェーデン系） 

製品・サービス 英会話教室 

ターゲット 社会人、大学生、小学生（25%） 

                                                   
67

 PT.NNA INDONESIA CONSUM The Weekly NNA （2010） 第 105 号 「我が子に学を授けたい」 P.4 

私立小学校で実施された空気の重

さを調べる実験 

（ 出 所 ） PT.NNA INDONESIA 

CONSUM  
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ビジネスモデル 

 イングリッシュ・ファーストは、欧米出身のネ

イティブ教師による中所得階層向けの英会

話教室として 1995 年に開業した。それ以

降、全国 63 カ所に教室を構え（そのうち 35

カ所がジャカルタ）、生徒数を2万6,000人に

まで増やしてきた。授業は最大約 15 人で、

主に社会人や大学生を対象としたプログラ

ムだが、その他にも小学生や幼児向けにゲ

ームや海外の教材を使用して楽しみながら遊べる教室も用意している。 

 授業料、テスト料金、テキスト代は、それぞれ地域で主対象となる世帯

の所得レベルや教室の設備に応じて異なる設定をしている68（例：南ジャ

カルタのポンドックインダでは半年 360 万ルピア（3 万 6,000 円）、東ジャ

ワのヌサンタラ・ジェンバーでは同 160 万ルピア（1 万 6,000 円））。 

参考 

＜生徒の例＞ 

 英会話を含む国際化教育で有名な名門私立イスラム学校小学部に通

う子供 2 人は、母親の運転する自家用車で教室に通う（中所得階層の上

位層世帯）。子供たちの英会話レベルは既に標準以上であるが、より高

い能力を身に付けさせたいと母親はいう。 

 

4) ヤマハの音楽教室 

企業名 ヤマハ株式会社 

製品・サービス 音楽教室 

ターゲット n.a. 

ビジネスモデル 

 1972 年に音楽教室をインドネシ

アで開業して以来、ヤマハは同国

で楽器等の製造会社 5 社（主に輸

出）、販売会社 1 社を展開してき

た。生徒数は 3万4,000人と、海外

での最大数を誇る。以前は裕福な

華人が生徒の大半だったようだ

が、今ではプリブミ（インドネシア出身で非中国系住民）が半数を占めてい

るという。中でも特にギター、ドラム系のコースを受講する人が増えてい

る。 

 ヤマハは教室展開に当たり、「農耕型」をビジネスの基本コンセプトと

                                                   
68

 PT.NNA INDONESIA CONSUM The Weekly NNA （2010） 第 105 号 「我が子に学を授けたい」 P.6  

ネイティブによる授業 

（ 出 所 ） PT.NNA 

INDONESIA CONSUM 

巨大ショッピングモール内で行われた

ヤマハ教室のイベント 
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し、自らの手で楽器演奏人口と楽器販売を拡大してきた。特に人材育成

においては、自前で講師を揃えるためのアカデミアを設立した。人材教育

を強化した背景には、学歴社会において価格よりも品質を重視する高所

得階層はもとより、中所得階層の教育ニーズへの対応がある。開業当初

は低い料金設定だが質が不十分であったため、なかなか集客できなかっ

たが、「教室の標準化」や講師の品質強化対策等を講じることにより、集

客率を高めることに成功した。これらの対策により、その後、月謝を 2 倍

に上げたにも関わらず生徒は 3 割に増加し、生徒増が楽器の販売も押し

上げた。 

 また、ヤマハのプロモーション戦略も集客率向上に大きく貢献している。

販売する楽器を知ってもらうため、コンサートや生徒の発表会をショッピン

グモール等で開催することにより、演奏者のモチベーションとともに宣伝

効果も高めている。 

 ヤマハは今後、インドネシアでの生徒数を 5 万人に増やし、中国とアジ

ア地域を合わせた 5 年後の売上を 1,000 億円（09 年度比 5 割増）とする

ことを目標としている69。 

 

(2) 中所得階層の教育分野における特徴 

事例からも分かるように、中所得階層向け教育サービスは低所得階層向けに比べ、その種類

や付加価値において大きく異なる。中所得階層向けサービスの具体的な特徴や傾向を、「製品・

サービス」、「価格」、「立地・場所」、「プロモーション」の 4 つの観点で整理すると、次のとおり。 

 

＜製品・サービス＞ 

・学習系以外のサービスである情操教育が人気。 

・語学系サービスは英語だけでなく中国語も需要がある。 

・中所得階層の親は、子供の「学力向上」だけではなく、「独立心の強化」や「体力向上」などのプ 

 ラスの要素を学外教育に求めている。 

・学習サービスについては、通常の学習スタイルに、より付加価値を付けたサービスに対して需 

 要がある。 

・科学教育など理系の学習塾において日本ブランドが人気。 

 

                                                   
69 ジェトロ （2010） 「サービス産業の国際展開調査 ヤマハ株式会社」 

http://www.jetro.go.jp/theme/fdi/interview/pdf/yamaha_idn.pdf 

東洋経済 （2010） 「ヤマハが“音楽”へ原点復帰、スタインウェイの背中を追う」 

http://www.toyokeizai.net/business/strategy/detail/AC/6375e6ed40cbd40b68472890d8b82dd3/page/1/  

 

http://www.jetro.go.jp/theme/fdi/interview/pdf/yamaha_idn.pdf
http://www.toyokeizai.net/business/strategy/detail/AC/6375e6ed40cbd40b68472890d8b82dd3/page/1/
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＜価格＞ 

・学外教育サービスの価格帯は月謝 30 万ルピア（3,000 円）台前後が主流。 

・月収 1,000 万ルピア（10 万円）前後の世帯では、学校教育以外の学習のために家計支出の 

 約 4%を支出しているという試算がある70。 

・直接親から徴収せず、課外授業として学校から料金を徴収するモデルがある。 

 

＜立地、場所＞ 

・中所得階層の中でも下層のレベルを含めて対象としている場合、車だけでなく二輪車、自転 

車・バチャ（輪タク）等による送り迎えが可能な範囲に教室を展開している。 

・中所得階層の多く集まる場所に店舗等を展開することにより宣伝効果を高めている。 

 

＜プロモーション＞ 

・中所得階層も友人や親類の評判などの口コミを重視71
 

・中所得階層が多く集まる場所で演奏会、発表会等を実施することにより宣伝効果を高めてい 

る。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
70

 PT.NNA INDONESIA CONSUM The Weekly NNA （2010） 第 105 号 「我が子に学を授けたい」 P.8 
71

 現地において中所得階層向けサービスを提供する民間企業へのヒアリングより 
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