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――― どのようなキッカケで、マイクロファイナンスを始められたのですか。 
ユヌス 1974 年、バングラデシュは大飢饉に見舞われました。当時、私はチッタゴン大学経済学
部長でしたが、飢えと貧困に苦しむ大勢の人々の姿を見て大きなショックを受けました。そして、

それまで象牙の塔で学んできた経済理論では、現実の社会を救えないのではないか、そんな思いを

抱くようになったのです。さっそく大学の近くにあるジョブラ村で村人たちの暮らしや経済状況な

どについて実態調査を行いました。人々が直面している問題を考えないわけにはいかなかったから

です。現場に自ら出てみて初めて実態がわかってきたのです。現実は、高利貸が貧しい人たちの人

生を支配していました。「私が肩代わりをすれば、解放される」と思い、村のある女性たちにポケ

ットマネーから 27 ドルを出しました。「信じられない」といった村人たちの反応を見て、「ちょっ
としたお金で人々を幸せにできるなら、もっとやるべきではないか」と思ったのです。そして、そ

の 27ドルを 42世帯に貸しました。 
 もちろん、私は単に金貸しになろうと思ったのではありません。ただ、目の前にある問題を解決

したかったのです。そこで、地方の銀行の支配人に、貧しい人々への融資の協力を求めると、「本

気か。相手には信用力がないから、返してはもらえない」と言われました。「では、私が保証人に

なります」と言って、銀行の扉を開くことができました。その時、何も持っていない人々にお金を

貸す制度が必要ではないかと思ったのです。 
――― 2008年に出版された「Creating a World Without Poverty：Social Business and the 
Future of Capitalism」（「貧困のない世界を創るーソーシャルビジネスと新しい資本主義」、早川書
房刊）でソーシャルビジネスという概念を 21 世紀のビジネスモデルとして提唱されていますが、
ソーシャルビジネスのアイデアは、いつ頃から考えられたのですか。 
ユヌス グラミン銀行及びその他の会社を始めましたが、当初から私自身は自分の個人的な利益を

あげようという考えはありませんでした。社会的な問題を解決するためにこれらの会社を作ったわ

けです。したがって、当時はそういう言葉はまだありませんでした。ソーシャルビジネスという言

葉を使い始めたのは 2005年以降です。ノーベル平和賞を受賞した時の受賞記念講演でそのアイデ
アを発表したのが最初です。ソーシャルビジネスには、マイクロ・クレジットの他に、ヘルスケア

や雇用などの問題に取り組む仕事がたくさんあります。 

ソーシャルビジネス 五つの特徴 

ソーシャル･ビジネスの特徴の一つは、ソーシャルゴール（社会的目標）、長期的ロードマップを

持つということです。ソーシャルゴールというのは、ソーシャルビジネスを作ることによって達成

したい目標です。例えば、グラミンダノンの場合は、栄養状況の改善が目標です。グラミンベオリ

アは水、グラミンヘルスケアサービスの場合は健康、というようにです。長期的ロードマップには、

当面のロードマップと究極のロードマップがあります。最終的な究極の目標を達成するために、ソ

ーシャルビジネスを作るのです。いずれにしても、ソーシャルビジネスには個人的な利益というも



 2

のはありません。しかし、企業は利益を出せるわけです。その利益は企業内に留保されます。そし

て、その利益を使って費用をまかないます。投資家は元の投資した資金を回収することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
――― チャリティ（慈善事業）や NPOとは、どう違うのですか。  
ユヌス チャリティはお金を寄付するだけで、何も返ってきません。ソーシャルビジネスは、その

お金が戻ってくるビジネスとしてデザインするわけです。また、NPOはほとんど慈善事業です。 
 二つ目の特徴がアントルプレナーシップ（企業家精神）です。あらゆるビジネスで必要なように、

当然ソーシャルビジネスを行っていくには企業家精神が必要です。大手企業のエグゼクティブやCEO
は、給与を受け取るサラリーマン的な考えが中心で、企業を所有しているのではありません。彼らの仕事は、

株主を満足させることで、したがって金銭に執着があり、金銭、つまり利益を出せれば出せるほど、株主か

らの満足度も上がるわけです。ですから、お金に執着しすぎてそれを過剰にやりすぎてしまう。本来のビジ

ネスから逸脱して、カジノのギャンブルのようになることもあります。 

 また、三つ目の特徴であるセルフ・サステイニング（自己維持型）というのは、ビジネスはすべてのコ

ストをまかなうための収益を出さなければいけないということです。例えば、自殺を予防して、ビジネスを

維持するには、経費をまかなうための収益がなければいけません。一年の終わりに、ビジネスを運営するた

めの支出と収益が等しくなるというわけです。収益が支出を上回ることはありえますが。 
――― 四つ目の特徴は 志

こころざし

だと思うのですが。北海道大学の前身の札幌農学校の初代教頭を務

めたウィリアム・クラーク博士が、アメリカに帰国する際、学生たちに「Boys Be Ambitious！少
年よ、大志を抱け！」の言葉を残しました。実はこの後に「Be ambitious not for money or for selfish 
aggrandizement, not for that evanescent thing which men call fame.Be ambitious for the 
attainment of all that a man ought to be. （お金や自分本位の欲求を満たすためだけではなく、ま
た人が名声と呼ぶはかなく消えるもののためではないことに大きな大志を持て！人間としてこう

あらねばならないということの全てを実現しようとする、そうした大きな大志を抱け！）」と続き
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ます。日本語では志というのは一語ですが、ソーシャルビジネスの概念はクラーク博士の言う志の

意味するところに近いと思うのですが、どう思われますか。 

ユヌス そうですね。考え方は似ていると思います。ただ、この表現では志が何であるかというこ

とを正確には定義されていないのではないでしょうか。「人間としてこうあらねばならないという

ことの全てを実現しようとする、そうした大きな大志を抱け！」という形で広義にしか述べていま

せん。例えば、「正直な人になりたい」とか「信心深い人になりたい」とか「良き父親になりたい」

という場合はビジネスではありません。ここでいうソーシャルビジネスとは、「ビジネス」に関し

てのことなのです。 

――― 志というのは、個人的な目標というより、社会にプラスの影響を与えるより高い普遍的な

価値ある目標や人生の目的のことを指しているといえますが。 

ユヌス 志というのが、単にその個人にだけ通用する特殊な目標ではなく、それ以上の社会に建設

的なインパクトを与えるビジネス目標や人生の目的なら、ソーシャルゴール（社会的目標）の特徴

といえます。 

――― 五つ目の特徴であるソーシャルインパクト（社会的影響）とは、どういう意味でしょうか。 
ユヌス 例えば、自殺しようとする人たちを自殺させないで防ぐことができれば、人命を救ったわけですか

ら、ソーシャルインパクト（社会的影響）を与えたということになります。そして、年末にその地域で今年

はソーシャルビジネスによって何人の命を救うことができたかということを数えることができます。昨年ソ

ーシャルビジネスを始める前は10人の自殺があったとします。そして今年は、それを3人に減らすことができ
た。そうすると、7人の命を救うことに成功したということになります。 

本来の銀行のあり方は何か 

――― 日本の銀行についてですが、メガバンク等の大手銀行は、消費者金融の関係会社を持って

いると、北海道大学名誉教授の米山喜久治氏から聞いています。消費者金融は少額のお金を無担保

で貸していますが、どのように思われますか。 
ユヌス 現在の日本では、約 200万人が消費者金融への返済に苦しんでいて、多重債務者が社会問

題になっていると聞いています。公式の自殺白書によると、毎年約３万３千人が自殺しているそう

ですね。実際はその数字に現れない数倍もの自殺者がいるとか。本人だけでなく家族や周りに与え

るマイナスの影響はさらに大きいでしょう。少子化の日本にとっては痛手です。その原因の一つは

借金苦によるもののようです。実にひどい問題だと思います。貧困や自殺の問題を個人の問題とし

てとらえるのは、どうしても無理があると思います。アメリカにもペイ・デイ・ローン（給与日融

資）と呼ばれる小口の消費者金融があり、高金利ですが、個人破産をして自殺するというのはあま

り聞いたことがありません。メガバンクが消費者金融の関係会社に強い影響力を持つようになるの

は、利益を多く出すためです。消費者金融は、金利が高いので儲かるわけですね。クレジットカー

ドを多く発行し、そして人々にもっと支出をさせようとする。クレジットカードなので、実際に使

う金額の意識が少なく、使いやすいのでたくさん物を購入してしまうのです。実際に返済できる金

額を考えずに、人々はたくさんお金を使ってしまうのです。そして、返済ができないと消費者金融

は金利をさらに上げるので、たくさん儲かるわけです。アメリカでのクレジットカードによるロー

ン金利は 17％から 25％の高金利です。アメリカの銀行ローンはわずか 3％です。バングラディシ
ュには、あまり消費者金融はありません。消費者ローンとしては、車や冷蔵庫を購入するときに使

う少額の消費者ローンがあるぐらいです。 
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マイクロファイナンスは、再生産プロセス、すなわち、ものづくりやサービスを提供する仕事を

するやる気のある人々をサポートしています。 
――― サブプライムローンの問題が昨年の金融危機のテーマとしてクローズアップされました

が、どう思いますか。 
ユヌス そうですね。それが金融危機の始まりになりましたね。しかし、サブプライムローンは表

面的な問題であって、金融危機の真の理由ではありません。よく知られるようになった理由として

は、銀行はその時に自分たちの行動が顕在化してしまったのです。いたるところで、銀行による問

題行動があったことがわかってきたのです。 
銀行側は、より金持ちの層に比べて貧困層は金融信用力がないという評価を下しているのです。

通常より格付けが劣るサブプライムとしてローン貸し出しをしたわけです。そして回収できなかっ

たわけです。銀行側はあたかも借りた人々に落ち度があったかのように主張していますが、私はむ

しろ組織の過失だと思います。グラミン銀行では最貧民層にまで貸し付けをしています。格付けゼ

ロの人たちにローンを貸し出しているのです。人ですから、仕事はできるわけで、きちんと返済を

してくれるのです。 
――― 日本の内需を拡大するには、中小・零細企業の末端の人々にお金が回るようにすることが

大切だと思うのですが。 
ユヌス おっしゃる通り、中小・零細企業にまで十分お金がまわっていくように配慮することが大

切だと思います。そうしないと、経済は末端細胞まで血液が行き渡らず壊疽
え そ

状態になり、需要が停

滞してしまいます。また、日本経済は輸出依存型で、国内消費需要が低すぎるという批判があるそ

うですが、ボトムアップをすることによって、国内市場の需要を拡大する必要があるのではないか

と思います。その必要性は中国経済においても言われていたことです。輸出依存型で急激な経済成

長を遂げていました。金融危機が生じたときに、中国は急速に方向転換したのです。輸出が不振で

も、中国は大国で人口が多いので、国内の工場で国内市場向けの生産に注力するようにしたのです。

ヨーロッパで購入してもらえるかどうかを心配するよりも、中国国内の人口は巨大ですから、国民

全体が様々な物を購入し、国内需要に対して生産設備を整えようとしたわけです。中国では輸出向

け生産から国内市場向け生産に転換することによって、今回の金融危機に対応しようとしたのです。 

「日本の問題は寡占にある」 

――― 日本経済新聞論説主幹として活躍され、ボーン国際記者賞を受賞したジャーナリストの武

山泰雄氏は、かつてアメリカの寡占経済の構造を分析されたことがあります。その彼が、亡くなる

４年前頃「日本の問題は寡占にある」と言い続けていましたが、「寡占的傾向」については、どう

お考えですか。 
ユヌス 寡占や独占は大きな問題です。市場シェアを共有して、競争の意識がないわけです。複数

企業のみで、一緒に利益を出してお金を儲けましょうというわけです。それを防ぐには、より多く

の企業を作り出すということ、政府からその市場への企業参入を奨励して、より競争を作り出すこ

とです。アメリカには反トラスト法（独占禁止法）があり、独占企業に対してはその企業を分割で

きるという権利が存在します。それがアメリカ的なやり方です。二つの大手企業だけで他社がない

場合、あるいは他社が非常に小さな企業でしかない、そして 90％以上のシェアを持っている場合
には、政府が介入して企業を分割することができます。独占・寡占によって特定の企業が利益を多

く出している場合に、市場が反応してより多くの資本家が参加し、また他の企業が参加し、競争が



 5

発生すると市場原理では考えられています。しかし、実際にはなかなかそうなりません。市場の 50％
以上のシェアを取るようになると、企業が強くなりすぎてしまい、新たに他の誰かが起業して参入

しようとしても、資金がかかりすぎるので競争できない、競争が生み出されていないわけです。非

常に大きな企業となり、政府の意思決定にも関与して影響を及ぼそうとするのです。例えば、マイ

クロソフトのような大手企業に関しても、ソフトウェア産業の独占なので政府がマイクロソフトを

分割しようと試みたこともありました。マイクロソフト側は、誰にでもソフトウェアを作ることが

できるだから、なぜ批判するのかと反論していましたが。 
――― ポスト金融危機時代の日本の役割をどう考えていますか。  
ユヌス 金融危機を日本が生み出したわけではありません。金融危機を生み出したのはアメリカの

金融のあり方です。日本は、金融危機の被害国のうちの一つです。ですから、日本の役割としては、

挑戦することだと思います。金融危機を生み出した人たちは、なぜそのような権力を持つに至り、

人々の生活を悲惨なものにしたのかということを疑問視していなかったのです。金融危機を規制す

るべき金融当局がなぜ監督規制しなかったのか、日本はそういったことを疑問に思い挑戦するべき

です。 
また、日本は、各国の金融機関を規制する国際的な金融規制当局を作るということでも貢献でき

ると思います。アメリカは自国の経済制度や金融制度を国内的と思いがちですが、実はわれわれの

ような海外にいる人々に影響を与えているのです。そういった国際金融規制の問題を取り上げ、議

論していくのが役割だと思います。ですから、日本といくつかの国々が集まってグループとなり、

金融分野に関する国際的な規制当局を作るべきです。国際規制として規制ガイドラインを作成して

いくべきです。今回のような金融危機を将来的に回避するにはどうしたらよいかを考えるべきです。 

日本がやれることはお金ではない 

――― 新たな資本主義の構築に向けて、日本にはどのようなことを期待されますか。 
ユヌス 今回の金融危機は確かに大きな危機ですが、同時にまた、システムを再設計する機会でも

あるということです。システムを考え直すよい機会です。というのも、すべての物事が非常にうま

くいっているときには誰も何も変えたがらないのです。しかし、うまく機能しなくなると、物事を

変えていくよい機会になるのです。したがって、金融制度や規制制度を見直し、ソーシャルビジネ

スのような新しいタイプのビジネスを考え出すよい機会になるのです。そして、その際に日本がリ

ーダー的役割を発揮して行うことができます。一歩一歩システムを再設計するということです。日

本が世界第二位の経済大国なので、日本が変革をしていくことにより世界経済に大きな影響を与え

ることができるわけです。 
――― 貧困問題の解決に向けて、日本の資金をどう活用すべきだと考えますか。 
ユヌス 貧困に関しては、一番大切なことは資金ではありません。大切なのはシステムの再設計を

するということです。例えば、金融制度を再考慮して、銀行が貧困層に貸し付けするようにするわ

けです。今の金融制度では、銀行は貧困層に貸し出しをしようとはしません。日本の新政権が小企

業へ金融機関からもっと貸し出しをするように主張しているわけですが、現在は銀行はそうしてい

ないわけです。世界的な形でそのような金融制度を新たに構築することが必要です。 
――― システムだけでなく、今までのマインドや心構え（Attitudes）にも問題があるのではな
いでしょうか。 
ユヌス お互いに関係があると思います。システム（制度）を変更することによって、心構えも変
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わってくると思います。また、心構えが変わればシステムを変えていく精神的エネルギーも生まれ

ます。お互いに作用し合うのです。システムを再設計すると、それに関して考え方も慣れていくか

らです。現在では、現行のシステムでしかできないと考えています。まず最初に、インスティテュ

ーション（銀行などの金融制度）を変えるのです。例えば銀行制度です。そのうえでソーシャルビ

ジネスを作り出すことです。貧しい国々の貧困層を助けるような素晴らしいソーシャルビジネスを

日本が作り出すことができると思います。ソーシャルビジネスとして、健康問題、マイクロ・クレ

ジット、住宅問題、環境問題、農業問題、そして質の高い水をもたらす、子どもたちに栄養を与え

る、と多くのことができるはずです。日本のビジネスは世界に誇れる一流の技術力を持っています

から、日本のソーシャルビジネスが技術力を活用することによって、バングラデシュやカンボジアなど

の貧しい国々の貧困間題や健康問題に関してすばやく助けることができるはずです。 

しかし、日本政府がカンボジア政府に対して今まで通りODAを行っても、何も変わらないのです。 
――― 日本がソーシャルビジネスに取り組む意味はどこにあるのですか。 

ユヌス 例えば、日本の自動車メーカーがソーシャルビジネスとして、カンボジアを助けることができるの

です。それにより、技術やビジネス・スキルをその国にもたらすことができるのです。しかし、政府はそう

いったものを持ち合わせていません。ただお金を援助するだけです。日本政府がカンボジア政府に援助をし

ても、官僚主義であるがゆえ、正しい目的のためにそのお金が使われないのです。日本がソーシャルビジネ

スを行うことによって、貧しい国々の貧困層を助けることができると思います。技術力をもたらすというこ

とができるからです。大切な点は、今まで日本は何かを受け入れる際には、それを深く理解し習熟して一流

になってきたということです。教育が日本にもたらされた時代にも、その過程をスタートし、習熟して、や

がては世界一の教育国になっています。科学をマスターする際にも世界一の科学国になる努力をして、世界

一流の科学者を生み出しました。ビジネスの際も同様です。自動車製造業にしても、エレクトロニクス産業

にしても、それをよく海外から学び、習熟し世界一に上りつめました。ですから、その日本がソーシャルビ

ジネスに取り組んでもらえれば、より深く習熟していき、世界一流のソーシャルビジネスができるはずです。

日本がソーシャルビジネスに取り組めば、世界中のあらゆるところで大きな影響を与えることができます。

農業分野での日本のODA援助額は世界最大なのですが、社会的な影響（ソーシャルインパクト）はほとんど
与えていません。国民もJICA－独立行政法人 国際協力機構などの機関も満足していないわけです。したが
って、この資金と技術を活用してソーシャルビジネスをそれらの国々で行っていけば、大きな影響を与える

ことができます。 

日本の再生は“多生力”で 

――― どのような具体的なアプローチの方法がありますか。 

ユヌス 例えば、ソーシャルビジネス・ファンドをカンボジアで作る。そうすれば、カンボジアでソーシャ

ルビジネスをしたい人たちがその資金を借りたり、投資を受けることができるのです。ソーシャルビジネス

では、投じた金額を後で返してもらうことができます。例えば、100万ドルをその国にもたらす場合、ある一

定期間でその回収ができます。ですから、その国の人たちも何も取られるものがないので、恐れる必要がな

いわけです。日本の（海外の）企業が現地に進出すると、多くの利益も外国に取られてしまい、ますます貧

しくなるとその国の人たちは考えがちです。しかし、ソーシャルビジネスの場合は、何も取られるものはな

いのです。 

――― 日本には「利他の心」という哲学があります。こうした考え方についてどう思いますか。 
ユヌス ソーシャルビジネスで語っていることは、まさに「利他の心」なのです。ですから、ソー
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シャルビジネスは日本の考え方によく合うものであり、「利他の心」を実践していく上で役立つは

ずです。 
――― BOP（Bottom of Pyramid）は「利他の心」の現れでしょうか。 
ユヌス BOPの考え方は、もともと C. K. プラハラード（Coimgatore Krishnarao Prahalad）氏
が考え出したものです。プラハラード氏は、アメリカのデューク大学の教授で、最初に BOP とい
う用語を使い始めました。私は BOPを好みません。ボトム･オブ・ピラミッド（経済ピラミッドの
底辺）に大きな市場があり、そこで利益を出すことができる、と彼は言っているわけです。しかし、

私はそれに反対です。経済ピラミッドの底辺にいる人たちをお金儲けの機会として考えるべきでは

ありません。そうではなく、彼らを底辺から救って上へ抜け出せるように助けることが必要なので

す。例えば、これら経済ピラミッドの底辺の人たちに高金利でお金を貸して、多くの利益を稼ごう

とする人たちがいます。しかし、マイクロクレジットは、これら底辺の人たちにローンを与えて、

その人たちが底辺から抜け出せるようにするものです。したがって、この二つの考え方にははっき

りとした違いがあるわけです。これが BOPに対する批判ですね。BOPが、マントの下に鎧を隠す
ようなことにならないことをくれぐれも願っています。 
また、寡占的企業は PMB（Profit Maximizing Business）のことしか考えない傾向が特に強く、
「利他の心」はありません。資本主義システムそのものを崩壊に導きかねません。 
――― これからの抱負は何ですか。 
ユヌス 人生における喜びは、世間が「君にはそれはできない」と言うことをやってのけることで

ある（The great pleasure in life is doing what people say you cannot do.）、と言われていますが、
私にとって人生における最大の喜びは、ソーシャルビジネスにより人々の幸福（happiness）にプ
ラスのインパクトを与えることだと信じています。日本は「利他の心」で世界に貢献していって欲

しいですね。その際、あなたが常日頃おっしゃっている多律共生（Poly-Covalent）の力、多生力
を発揮していくことがとても大切になると思います。 

（2009.9..28～30） 
 
 
ムハマド・ユヌス（Muhammad  Yunus） 
1940年バングラデシュ・チッタゴン生まれ。グラミン銀行総裁。2006年ノーベル平和賞受賞。受
賞記念講演で提唱した「ソーシャルビジネス」（Social Business）は、資本主義システムを救う 21
世紀の新しいビジネスモデルとして世界で話題になっている。また、ユヌス氏が始めたマイクロフ

ァイナンスは、今や世界中の国々で展開されている。最近は、発展途上国のみならず米国のニュー

ヨークや英国のグラスゴーなどでもグラミン銀行の活動を広げている。今年、3月に聖路加看護大
学、9月に九州大学で記念講演を行った後、続けて北海道大学から名誉博士号を授与され、記念講
演を行った。また、日本の自殺者の多さに驚き、その問題解決に関心を抱いている。 


