
ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.959,  2005.7.13 
 

27  

【環境】 
 

牛から電力、木の実で起業－Seed 賞受賞者発表（国際） 

 
 環境に優しい稲作、高地で発見された多用途の果実を栽培する計画－これらのプロ

ジェクトが、持続可能な開発に関する賞を新たに受賞した。 
 この他に、インド洋で地域コミュニティを基盤に実施された海洋保全活動、ラテン

アメリカでの画期的な給水計画、食肉処理場の廃棄物をエネルギーに変換する西アフ

リカの発電プラントも共に表彰される。 
 
 上記 5 者に対する「Seed 賞」（Seed：Supporting Entrepreneurs for Environment 
and Development Initiative、環境保護と持続可能な開発を目指す事業を支援するイ

ニシアチブ、詳細は後述）の受賞式が、ニューヨークでの国連持続可能な開発委員会

第 13 回会合(CSD13)期間中の 2005 年 4 月 20 日の記念式典において執り行われた。 
 受賞者は世界 66 ヶ国、1,200 の団体からあった計 260 件以上の応募の中から選ば

れ、選定理由は、地域での持続可能な開発を促進する潜在能力と、国連の「ミレニア

ム開発目標」達成への貢献度である。 
 地域コミュニティ、非政府組織（NGO）、企業、そして公的機関の連携によって、

持続可能な開発／生活環境を実現するための画期的で斬新な解決策がもたらされ、普

及していく。受賞したプロジェクトはその模範的な例であり、いずれも特性の似た地

域に適用できる可能性があり、開発途上国の様々な課題解決の一助となる。各受賞作

についての概要は以下のとおり。 
 
1. 環境に優しい稲作（SRI 農法で栽培した固有種米の世界規模販売戦略パートナーシッ

プ） 

 アジアと西アフリカの農業生産者は環境に優しい農法で固有種の稲を栽培し、市場

に売り出すことで地域の収入増加という共同イニシアチブを進めている。 
 発展途上国における販売目的の稲作については、市場価格の低迷、化学肥料や農薬

使用によるコスト面・環境面の負荷及び大量の水を消費することから、次第に疑問視

されるようになってきた。 
 このイニシアチブではカンボジア、マダガスカル、スリランカでは苗を植える時期、

苗と苗の間隔、除草方法といった一連の作業について、栽培地域の条件と米の品種に

適した個別メニューを採用する農法である、「稲集約栽培法（SRI：System of Rice 
Intensification）」という農法を用い、参画した小規模の地元生産者は、最大で 50%
の水使用量削減と、100%の収量アップを達成している。 
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 米国のコーネル大学、複数の NGO、地域コミュニティの協力体制の下で進められ

たこの農法の成功は水田に大量の水を流入させず、その結果強い稲が育ち、化学肥料

や農薬の量を削減できたことによる。 
 このような方法で栽培された米は高値を期待でき、生産者が地域及び国際市場での

プレミアム価格を活かして利益を得るというメリットがある。 
 米国とカンボジアの研究機関、並びに農業生産者組織が共同で実施したこの新プロ

ジェクトによって、強力な市場販売計画の開発に役立つ経験と技術が蓄積されており、 
輸出先市場の開拓に関しては、欧州や米国で「フェアトレード」（訳注）等の認証制度を

活用するケースもある。 
 また、Seed 賞を受賞したこの共同事業は、再保険会社スイス・リー社（Swiss Re）
の手厚い支援を受けている。 
 
2. 木の実をビジネスに（世界の頂上で沙棘を収穫）（ネパール） 
 沙棘（サジー、Seabuckthorn）はヒマラヤ地方によく見られる灌木で、その実は美

味である。根は脆弱な斜面の土壌を固定する高度な性質を有し、沙棘の自生林は、モ

ンスーンによる表土の流出を 30%削減することができる。この植物は同時に商業面の

用途も幅広くインド等では民間企業が開発に着手している。沙棘の実は栄養分に富み、

果汁が多い。油分も豊富で、化粧品や伝統的な治療薬に用いられる。葉も同様に治療

薬や家畜飼料として利用され、枝は燃料になる。 
 
 国際的な財団 HimalAsia は、チベットの地域協同組合、伝統的治療法を用いる地元

の開業医と共同で、沙棘その他の薬用植物に関する持続可能な栽培と、地域・海外で

の市場販売計画を展開している。 
 HimalAsia 等は、この活動を通して単に地域住民の持続可能な生活手段を導入する

だけでなく、ヒマラヤの山岳地帯における生物多様性を保全する上で重要な役割を果

たしている。 
 今後は、現在 3 ヶ所ある沙棘の育苗センターを拡大すること、果汁の抽出・前処理

技術について地域住民のトレーニングを実施すること、国際的な企業と地域コミュニ

ティの間で公正な取引が行われるよう仲介業者を支援すること等が計画に盛り込まれ

ている。 
 
3. 素晴らしきインド洋（マダガスカルで地域が運営する初の実験的海洋保護区） 
 現在、試算によれば地表面の 11.5%は保護区に指定されているが、地球上で同様の

恩恵を受けている海洋はわずか約 0.5%に過ぎない。 
 2002 年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議（WSSD、通称ヨハネスブルグサ

ミット）」の「実施計画」では、海洋保護区（MPAs：Marine Protected Areas）に関

する代表者のネットワーク設立が提唱された。 
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 海洋保護と持続可能な生活の実現に際し、地域住民・研究機関・NGO の連携はど

のように機能するのか。マダガスカルで展開されたこの地域主導型の実験プロジェク

トは、この点の解明を試みた、模範例の一つである。 
 
 本プロジェクトは、Andavadoaka 地域の合計約 700 ヶ所のコミュニティに焦点を

絞り、地元漁業生産者のニーズと共に、重要性の高い珊瑚礁保護活動のバランスを維

持している。 
 環境保全活動を進める上で、必要な収益を得る手段として、Andavadoaka ではエ

コ・ツーリズムも推進している。これは、地域経済に多様性を持たせ、漁種資源への

影響力を低減させるものである。 
 本プロジェクトから得られた技術は、他の地域で同様のプロジェクトを実行する際

の青写真として機能することを期待されている。 
 
4. すべての人に水を（Agua para Todos） 
 開発途上国において、衛生的な水資源へのアクセスは心理的な問題でもあり、時に

は市民の間に不安が拡がり、主要な社会問題となる。国連の「ミレニアム開発目標」

は、清浄な水と衛生環境を利用できない人の数を半減させることを提唱しているが、

ボリビアでの本プロジェクトはまさに、この課題解決を目標としている。 
 「すべての人に水を（Agua Para Todos）」というこのプロジェクトは、水供給網の

中間費用（例えば、公営水道局の主要な配水管から需要者に水を供給するまでの費用）

を誰が負担するか、という難問の解決策を見出した。 
 
 本プロジェクトに基づき、NGO と水道管メーカーで構成された地域の共同事業体

は、コチャバンバ（Cochabamba）市の公営水道局と協力し、水供給システムを開発

した。1 つの供給システム 1 単位につき、配管への接続戸数は低所得者層 100～500
世帯の水供給をまかなう。 
 費用は、共同事業体が返済期限 1 年以内の小口信用貸付制度を利用することでまか

なわれている。 
 現在 5 つの試験プロジェクトが実施されており、既にコチャバンバ市民 3,000 人分

の上水道費用が半減した。次段階として 85,000 人が利用できる計 17,000 の供給シス

テムを開発中である。 
 
5. 牛から電力 
 食肉処理場からの廃水・廃棄物は、開発途上国全域で人間の健康と環境に害を及ぼ

している。 
 ナイジェリアの Ibadan で実験的に行われているプロジェクトは、これらの廃棄物

をエネルギーに変換し、都市部低所得者層の収入を増加させ、気候変動の原因となる
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温室効果ガスの排出量を減らすというものである。 
 
 このプロジェクトでは、食肉処理場の廃棄物を調理等の用途に適した「バイオガス」

に変換する。更に、副産物として農業に利用できる肥料も生産される。 
 プロジェクトを支援する共同事業体によれば、このバイオガスは既存の市販液化ガ

スに比べかなり安価とのことである。 
 この計画は 3 年以内にコストを吸収して採算が取れるようになり、15 年間は有効性

があると見込まれている。 
 
 
備考 
記者会見と受賞式について 

クラウス・テプファー国連環境計画（UNEP）事務局長、アキム・シュタイナー国

際自然保護連合（IUCN）事務局長、並びに受賞者による記者会見は、（2005 年 4 月

20 日水曜日）国連プレス・センターにて行われた。 
また、報道関係者を招いての授賞式は同日、国連本部から数ブロック離れたメトロ

ポリタン・カフェにて開催された。 
 
詳細情報・写真の参照先 
 受賞プロジェクトの詳細と写真は、www.seedinit.org/media に掲載されている。 
 
審査委員長並びに支援団体のコメント（引用） 
ニティン・デサイ審査委員長（ヨハネスブルグサミット開催時の会議事務局長）： 
 「持続可能性の進行過程には（自分達の行動が他者と自然界に及ぼす影響について

の）責任、パートナーシップ、技術革新が求められます。この 3 点すべてを実践でき

るということを証明された受賞者、並びに最終選考に残った皆様にお祝いの言葉を申

し上げます。こうした成果は、我々がヨハネスブルグサミットで支持したパートナー

シップの真価を示すものです。」 
 
クラウス・テプファーUNEP 事務局長： 
 「話し合いの時期は過ぎ去り、今は行動を起こす時です。持続可能な開発を実現す

ると共に、2015 年までに国連ミレニアム目標を達成し、貧困問題を克服するために

我々に必要なもの、それはパートナーシップです。個人・NGO・民間企業・地方自治

体・政府、そして国連の協力体制です。」 
「UNEP のモットーは『開発のための環境』です。我々人間にとって最強の財産で

ある独創性、創意工夫、想像力を活用する時に何をなし得るのかを、今回 Seed 賞を

受賞したプロジェクトは証明しています。受賞プロジェクトがより成熟し、環境と持
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続可能な生活のために地球の全地域に適用されることを期待しています。」 
 
ユルゲン・トリッティン氏（ドイツ連邦環境・自然保護・原子力安全省(BMU)大臣）： 
 「Seed イニシアチブの初期段階を振り返りますと、持続可能な開発に関するパート

ナーシップを表彰する、という発想が『現実的な評価』として適切なものか否か、我々

はそれを知りたいと切望していました。ところが昨年初め、世界経済フォーラムの会

期中に Seed 賞の創設を正式発表し、エントリーを呼びかけたところ、その反響はす

さまじいものでした。また、応募されたプロジェクトの質も非常に高く、我々は何か

重要なことを進めているのだと認識しました。」 
 「NGO・企業・教育機関・地方自治体・財団その他の場所で活動する人々は、持続

可能な開発に関して、政府のプログラムが導入されるのをただ待っているだけではな

いのです。今回の体験がはっきりと証明しています。パートナーシップが持続可能な

開発の問題点を全て解決する万能薬でないことは、疑いの余地がありません。しかし、

確実な有効性はあります。Seed 賞の受賞プロジェクトは、パートナーシップが地域の

原動力と技術革新、そして緊急課題に対応する新しい資源をもたらすことを示してい

ます。」 
 
ポーラ・ドブリアンスキー米国務省国務次官(地球規模問題担当)： 
 「Seed イニシアチブのようなパートナーシップは、地域コミュニティにおける市民

生活の質の向上に不可欠なものであり、開発目標達成に向けての我々の努力に重要な

貢献をするものです。今夜表彰される 5 つのプロジェクトは、ヨハネスブルグサミッ

トから始まった、持続可能な開発への新たなアプローチの模範であると認識していま

す。このような官民協力体制は、我々が貧困問題の緩和を目指してグローバルな活動

をする中、一歩一歩、目に見える成果を達成しています。」 
 
Seed 賞とは 
 Seed（= Supporting Entrepreneurs for Environment and Development、環境保

護と持続可能な開発を目指す事業を支援する）イニシアチブの目的は、ヨハネスブル

グサミット実施計画の実現に寄与する、地域主導型共同事業の潜在的な可能性を把握

し、刺激し、支援・開発することである。 
 このイニシアチブは「普通とは違ったビジネス」に重点を置いている。それは、真

の解決策を生み出す革新的な行動であり、小規模／大規模企業、地域／国際 NGO、

女性団体、労働者組織、公的機関と国連の関係機関、持続可能な開発の分野に携わる

その他の人々が実施する共同プロジェクトによってもたらされる。 
 
 Seed 賞は、2 年に 1 度開催される国際的なコンテストで、持続可能な開発に関する

地域主導型の新しい共同事業の中で、最も有望なプロジェクトを選出するものである。 
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 このイニシアチブは自然保護連合（IUCN）と UNEP、国連開発計画（UNDP）、公

共政策研究所（GPPi：Global Public Policy Institute）、パートナーシップス・セン

トラルが共同で行っている。本プロジェクトを支援しているのはドイツ、米国、オラ

ンダ、英国の各国政府、国連のグローバル・コンパクト（GC：Global Compact）、そ

してスイス・リー社である。 
 
詳しい情報の問い合わせ先 
UNEP 
メディア部長 Nick Nuttall 氏 

電話 +254 20 623084、携帯 +254 (0) 733 632755、e-メール 
nick.nuttall@unep.org 
Seed イニシアチブ事務局マネージャー Darian Stibbe 
電話 +44 7789 263616、e-メール darian.stibbe@seedinit.org 

 
IUCN 

グローバル・コミュニケーション担当部長 Corli Pretorius 氏 
電話 +41 79 251 6435、e-メール：corli.pretorius@iucn.org 

 
UNDP 

Michael Hooper 氏 
電話 +1 212 457 1077、e-メール：michael.hooper@undp.org 

 
受賞プロジェクト 
すべての人に水を（Agua para Todos） 

共同事業体 Agua Tuya（ボリビア）（http://aguatuya.com） 
Gustavo Heredia 氏 
電話 +591 4424 5193、携帯 +591 7071 0321、e-メール：gustavoh@aguatuya.com 

 
木の実をビジネスに（世界の頂上で沙棘を収穫） 

HimalAsia 財団（ネパール）（http://www.himalasia.org） 
 Susanne von der Heide 博士 
 電話 +977 1441 9559、 携帯 +49 172 214 3180、e-メール：himalasia@wlink.com.np 
 
牛から電力 
 環境と経済開発研究の地球ネットワーク（ナイジェリア） 
 Joseph Adelegan 氏 
 電話 +234 803 721 9555、携帯 +234 805 560 6619、e-メール：gneeder_africa@yahoo.co.uk 
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環境に優しい稲作（SRI 農法で栽培した固有種米の世界規模販売戦略パートナーシップ） 
（米国）コーネル大学（http://ciifad.cornell.edu） 
  Olivia Vent 氏 電話 +1 607 255 8939、e-メール：ohv1@cornell.edu 
  Norman Uphoff 氏 電話 +1 607 255 0831、e-メール：ntu1@cornell.edu 
（カンボジア） 

Yang Saing Koma 氏 電話 +855 2388 0916、e-メール：yskoma@online.com.kh 
（マダガスカル） 
  Jean-Robert Estime 氏 電話 +261 2234 808、e-メール：JRE@chemonics.mg 
（スリランカ） 
  Gamini Batuwitage 氏 e-メール：batuwita@sltnet.lk 
 
素晴らしきインド洋（マダガスカルで地域が運営する初の実験的海洋保護区） 
（英国）Blue Ventures（http://www.blueventures.org） 
 Alasdair Harris 氏 電話 +44 208 341 8919、e-メール：al@blueventures.org 
（マダガスカル） 

Edouard Mara 氏 電話 +261 2094 435 52、e-メール：maraedouard@hotmail.com 
以上 

編集：情報・システム部 
（参考資料） 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/?DocumentID=430&ArticleID=4776&l=en 
 
（訳注）フェアトレードとは、1960 年代に、開発途上国の生産者に対して通常の国際

市場価格よりも高めに設定した価格で継続的に農産物や手工芸品などを取引すること

で自立を促すという人道的側面が強い社会運動としてヨーロッパから始まった制度。

現在では、経済的、社会的、環境的問題のバランスをとる持続可能な発展のための社

会的措置であると認識されている。 
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