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本テクニカルガイドは、極度の貧困層を持続可能な暮らしへ移行させることを目
的とした統合された5つのステップ方式を用いるグラデュエーション(卒業)ア
プローチに基づくプログラムの実行を希望している実務者のためのロードマッ

プの「ハウツー（利用法）」を提供する。本ガイドは8カ国10プログラムを含む全世界的
な8年間(2006-2014)のパイロットプログラムの過程で得られた教訓から導き出されたも
のである。 

まず本ガイドは、導入部にて 極度の貧困層を助けることの根本的な理由と、なぜ経済開
発における介入がしばしばこの最も脆弱な層を見落としがちなのかという理由を説明す
る。さらに、この導入部でCGAP-フォード財団のグラデュエーション・プログラムの根
拠となる“変化の理論”(Theory of Change:p24参照)の背景、そしてプログラムがどのよう
に機能したのかの概観を紹介する。 

導入部でカバーされるキーポイント：

• 標的母集団 極度の貧困層は、各国ごとに定義された貧困ライン未満で生活する
人々のうち、下半分の層と定義する。世界的なレベルでは、通常1日あたり1.25
ドル以下で暮らす12億人(2012年推定)を極度の貧困層とみなしている。この集
団は不安定な食料、不健康、教育の欠如といった問題を抱え、非耐久的な性格
の資産（例えば、家畜など）をほとんど、または全く持っておらず、さらに社
会的に孤立している傾向がある。
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• 極度の貧困層への到達の難しさ  全世界の極度の貧困層のほとんどはソーシャルセーフティ
ネットにむらがあり、せいぜいそのような制度がぼろぼろになった国に住んでいる。非常に
限られた予算で運営し、その他の多くの難題に直面している開発途上国ではセーフティネッ
トは他の公共的な支出ニーズと競い合わなければならない。ソーシャルセーフティネットが
ある程度利用可能なところでさえ、極度の貧困層はしばしば社会的に孤立しており、それゆ
え彼らはそのような補助が存在していることさえ知らなかったり、どのようにその制度を利
用できるのかわからずにいたりする。その結果、極貧層はよく宗教団体や慈善団体、あるい
は決して彼らよりも裕福とはいえない親族や友人のネットワークに頼らなければならないの
である。たとえ故意でないとしても、経済開発における介入は頻繁に極貧層を排除する。そ
れは、この層に到達するコストが法外に高いからか、あるいは、そのような介入（特に、独
立したマイクロファイナンス・プログラムを含む）が経済的に活発に活動しているさほど極
端には貧しくない層を故意に対象としているからである。 

• 極貧層への到達の緊急性  より多くのより品質の良い食料が極貧層にとっての最優先事項で
あることが裏付けされている。子どもの栄養失調が、特に低IQや発育阻害、ミネラル不足と
いった深刻な問題を引き起こし、それに付随して個々人と、社会発展の両方に悪影響を及ぼ
すことから、この優先順位付けにより、極度の貧困が一見手に負えず、多世代に渡るという
性質を打破できると期待されている。さらに極貧層は、子どもに十分な教育を受けさせる可
能性が低く、彼らを生涯に渡って低収入の状況に置くことにより、極貧の自己永続サイクル
が強化されることになる。最後に、極度の貧困層は、定義により、ほぼすべての介入の恩恵
を最も受けやすい人々であるといえる。研究者 Jo Sanson (2012) はそれを、「1日1食から2
食になることは、ある世帯にとって１日2食から3食になることより間違いなく重要なことで
ある」と表現した。 

• 10 件のパイロット
• 8 カ国: エチオピア (Relief Society of Tigray [REST]), ガーナ (Presbyterian Agricultural 

Services and Innovations for Poverty Action), ハイチ (Fonkoze), ホンジュラス
(Organización de Desarollo Empresarial Feminino Social and Plan International 
Honduras), インド(3プロジェクトBandhan, Swayam Krishi Sangam [SKS], Trickle 
Up), パキスタン(Pakistan Poverty Alleviation Fund [PPAF] via Aga Khan Planning 
and Building Services, Badin Rural Development Society, Indus Earth Trust, Sindh 
Agricultural and Forestry Workers Coordinating Organization [SAFWCO], and Orangi 
Charitable Trust), ペルー (Associación Arariwa and Plan International Peru), and イエ
メン (Social Welfare Fund and the Social Fund for Development)

• パイロットへの参加者5,376名 (1世帯より1名の参加) 
• 10プロジェクトのうち4プロジェクトは女性のみが対象
• 10プロジェクトのうち9プロジェクトは農村部で実施
• 6プロジェクトが完了(ハイチ, ホンジュラス, パキスタンからそれぞれ1プロジェクト

づつ; インドから3プロジェクト) 
• 完了地域では75〜98 パーセントの割合でグラデュエーション（卒業）を達成
• インド、ハイチ、パキスタンの5 パイロットプログラムで規模拡大

CGAP-フォード財団　グラデュエーション・プログラムの
主要事項
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• グラデュエーション・アプローチ　グラデュエーション・アプローチは、直接
的な食糧援助または現金のいずれかの消費支援を実施しながら進められる。最
新の行動研究では、目下の消費ニーズへの対応がなされない場合、人々は、ス
トレスと次の危機に対処する時間的余裕が失われることを意味する「通り抜け
（tunneling）」症候群により最善とは言えない経済的意思決定を行うことがわ
かった。Eldhar Shafir (2012)は、「欠乏はあなたに思慮深くない方法で借りる
結果をもたらす。彼らがもう少しだけ貧しくなかったならば、同じ人物ははる
かに良い方法で借りるだろう」と述べている。消費ニーズへの対応が十分にな
されれば、グラデュエーション・アプローチは、貯蓄（リスク管理のための不
可欠なツール）、資産移転（通常、家畜等の現物資産）、技能訓練、および定
期的な指導と奨励といった支援を行う。参加者にとっての目標は、定められた
期間内（一般的に18〜36ヶ月）に、持続可能な暮らしへと “卒業”することであ
る。包括的な卒業目標－極度の貧困から抜け出し持続的な暮らしへ移行するこ
と－は、全てのパイロットに共通だが、測定基準が異なっている。貧困の特徴
は状況によって異なるので、各パイロットは卒業のために独自の地域に適した
計量法を設定する。 

• グラデュエーション・アプローチの根本原理　強靭で普遍的な社会的保護の適
用は、望ましい目標かもしれないが、現実からは程遠い。現実には、世界のほ
とんどの極貧層は、十分な社会保護も正式な雇用の機会もない国で暮らしてい
る。給与や賃金制の仕事につけない状況を考慮するとグラデュエーション・ア
プローチは、彼らにとっての唯一の現実的な選択肢である自営業を通じて極端
な貧困から持続可能な暮らしへの移行を助ける（とりわけ彼らにとって）実用
的なアプローチである。もともとバングラデシュのBRACによって開発された方
法を応用し、グラデュエーション・アプローチは、将来にわたる持続可能な暮
らしを促進しながら、短期的には参加者を保護するための社会的保護、暮らし
の発展、金融へのアクセスの要素を組み合わせている。万能薬ではないが、グ
ラデュエーション・アプローチは、多くの非常に脆弱な世帯を持続可能な暮ら
しへ、また経済的安定へと移行させることによって不平等を削減しようとして
いる。 

導入部では実施者が取り組まなければならないいくつかの内部考慮事項と、プログラ
ムが開始する時点までに下しておかねばならないいくつかの決定をレビューする。こ
れらの中で主要な問いは、リーダーとなる実施者がだれかということである。CGAP-
フォード財団卒業プログラムは厳選された実施者、その大半は非政府組織（NGO）と
共同で行われている。とはいえ、特にプログラムがパイロット段階から「卒業」し、
大規模に展開されていくにつれて、将来の実施者の多くが、政府系社会保護機関や他
の公共部門からの参加となることを本ガイドは意識している。政府機関を介して実施
されるのであれば、どのようなアプローチで実施されるのが最善かということは、
まだわかっていない。しかし、我々は、それが政府機関の既存の構造とそれぞれの能
力、パートナーシップに利用できる効果的なNGOの才力の展望、他の未知の要因によ
り状況に応じて異なってくると考えている。導入部では、政府運営や政府後援での実
施のためのいくつかの想定できるシナリオが説明され、そのような実施者が検討すべ
き点が含まれている。

開始前におけるもうひとつの重要な考慮事項は、参加者の標的母集団を定義すること
である。このガイド全体で述べたように、CGAP-フォード財団プログラムは「極端な
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貧困層」の参加者という固有の集団を対象としている。しかし、導入部の詳細にあるように、貧困
は、様々な特徴や要因を有しており、グラデュエーション・アプローチは2006年から2014年のパ
イロットフェーズ中で対象とした人々以外の貧困の影響を受けた集団にも適用することができると
思われる。

テクニカルガイドの核心は、グラデュエーション・アプローチを実践しようとしている人が学べるよ
うプロセスを詳しく説明した「プログラム立ち上げ」のセクションである。それは主要なステップを
（それぞれに副次的ステップが含まれる）明示し、詳細にそれぞれ説明している。各ステップにおい
て、本ガイドはヒントや注意事項のリストを提供する。また、本ガイドの読者の状況やニーズが、元
のパイロット実施者のものとはいくつかのケースでは異なるであろうと思われるので、特に政府の実
施者向けに質問や提言のセットを提供する。

「プログラム立ち上げ」に含まれるステップとは；

• 計画策定　このセクションでは、プログラムを確実に成功に導くために必要な先行的な作業
について詳しく説明する。副次的ステップには、参加者のプロファイルを決定するための
対象の選定基準の開発、フィールド条件と現地スタッフの能力を評価するための初期設計ワ
ークショップ、現地パートナーシップの構築、スタッフの雇用・動機付けおよびトレーニン
グ、予算編成と財政計画、撤退基準の決定、最終的なスケールアップのための計画、が含ま
れる。本ガイドは、予算ツール、標的ツール、職務記述書の見本、およびグラデュエーショ
ンの基準見本といった、計画段階で有用である多数の附属書を含む。

• 実施　実施セクションは、グラデュエーション・アプローチの5つの構成ブロック―消費支
援、貯蓄、資産移転、技術的技能訓練、生涯技能コーチング―について紹介し、それぞれに
ついて詳しく説明する。 
• 消費支援においては、本ガイドは、期間給付金の額、どのくらいの期間継続されるべき

か、現金と現物支援のどちらの形をとるべきか、という問題を考察する。
• 貯蓄について、本ガイドは、このフェーズがいつ（資産移転の前または後に）開始され

るべきか、金融リテラシーの訓練へのリンク、自発的か強制か、個人かグループか、そ
してフォーマルかインフォーマルな貯蓄なのかとういう問題について検討する。

• 市場分析および資産の移転に関する議論は、選択された収入創出活動が参加者の技能に
ちょうどよく合っていること、継続的なサポートが利用可能であること、商品やサービ
スに最終的な市場があること、を確実にすることに焦点を当てている。

• 技術的技能訓練セクションでは、このような訓練（非常に集中した、持続時間が短く、
かつ参加者が認識していないかもしれない既存のリソースへの参照を含む）の最適な特
徴を検討する。また、資産移転と技能訓練の間にはタイムラグがあってはならないこ
と、多くの場合、定期的に再教育が必要とされていることを強調している。

• 最後に、生涯技能コーチングの議論はグラデュエーション・パイロットの成功における
このステップの重要性の核心となっている。パイロットフェーズ実施者は、個別化され
た「手がかり」が非常に重要であるが、パイロットがスケールアップされる際には、こ
のアプローチにおける時間と労働集約的なステップがそれを提供する際の最も大きな困
難となるだろう、との一貫した見解を示している。本ガイドは、代替的な方法（eコー
チング）について検討しているが、生のマンツーマンコーチングの代替策の効力につい
ては、今のところ不明である。

• モニタリング　モニタリングフェーズでは、参加者の経験に関するデータを収集するだけで
なく、プログラムがうまく進んでいることを確認するために、スタッフのパフォーマンスを
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モニタリングすることも重要である。人的要素に非常に依存しているグラデュ
エーション・アプローチのような介入ではスタッフのパフォーマンスは特に重
要な要素である。追跡すべき問題は、予定通りフィールドワーカーが世帯を訪
問しているかどうかや担当したフィールドワーカーによって参加者の成果に大
幅なばらつきがあるかどうかなどである。そして、世帯レベルのデータ（家畜
は健康か、収入創出活動は想定したリターンをもたらすか、世帯は貯蓄をして
いるか）がプログラムの成果全体を描写するために集積される。本ガイドは、
サンプル顧客モニター・ツールを提供し、経済・社会指標の例を含み、そして
どのようなモニタリングデータがどのタイミングで収集されるべきかという作
業行程表を提示する。  

• グラデュエーション（卒業）の達成　グラデュエーション・アプローチのこの
最終段階では、特に目的の明確さと成功の定義において、おそらく先行計画の
重要性が最も明らかになる。本ガイドは、具体的な例として、児童福祉の具体
的な目標を設定し、これらの目標に従ってそのプログラム、およびその評価指
標を設計したプラン・インターナショナルの事例を挙げている。期間内のある
一定時点までに特定の行程表の節目に到達することに加えて、本ガイドはその
成功指標が将来のショックと脆弱性への潜在的な回復力の測定を組み込む必要
があることを重視している。それは、本ガイドで確認されたように、特に経済
的に脆弱な国家や繰り返し発生する天災や人災といった仮想的な将来の事象に
耐えられるような実際の現時点での能力を決定する困難な、かつ本質的に主観
的なタスクである。しかし、増加した回復力（例えば、銀行の貯金、自信の
増加、慢性的な健康状態の改善）を評価する妥当な推計でさえ、それらがプロ
グラムの目標を反映しているため、価値がある。グラデュエーション・アプロ
ーチは、極度の貧困からの短期的な脱出ではなく、その代わりに、プログラム
が終わった時に参加者が持続できるようにツール、暮らし、そして自信を彼ら
に備えさせることを目指す。本ガイドは卒業式を推奨し、利用可能な行政サー
ビスの紹介、ヘルスケアへのアクセス、追加の金融サービスへのアクセス並び
に、「期間内」に卒業することができなかった人たちを支援する方法を含む卒
業後の重要なフォローアップの議論を含む。

CGAP-フォード財団卒業プログラムは、プログラムの開始以来進められている意欲的
な研究や学習課題を含む。プログラムの無作為化比較実験（RCT）によるインパクト調
査結果の公式報告書は2015年までは発表されないが、このガイドの結論とネクストス
テップのセクションでは、非常に有望な結果である最初の所見のいくつかをレビューし
ている。このセクションでは、すでに進行中の大規模展開に関するいくつかの情報を提
供し、パイロットで使用された方法の一つ以上の点で修正がある特定の実施状況につい
て、議論する。

それゆえ、本ガイドは多くの場面で、その内容は2006年から2014年のパイロット段階
で実施されたグラデュエーション・アプローチのみ、すなわち意図的に統合された連続
的な５つの介入のひとセットのみに対応していること、を強調している。CGAPとフォ
ード財団はグラデュエーション・アプローチには重要な先行投資が必要であること、そ
の実施は複雑で実践的であることを認識している。第二世代実施者はアプローチの要
素の中から必要に応じて選択し、または既存の試験的な形で実施するにはあまりにも高
価だったり複雑であったりするようなこれらの要素を修正していくことが可能である。
この方法論にて実践するコミュニティを構築することによって、CGAPとフォード財団
は、そのような修正の一部またはすべての結果を聴取できることを期待している。と
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は言っても、読者は二つのことを心に留めておくことが求められる。まず、このテクニカルガイド
は、パイロットされモニターされた完全に統合された方法論としてフォーカスされたため、本ガイ
ドはそのような修正についてのガイダンスを提供していない。第二に、同様に、達成されたインパ
クトの結果に影響を与えるすべての参照は、如何なる省略および修正も施されていない完全なひと
セットの介入に基づいている。

CGAPとフォード財団は、グラデュエーション・アプローチに従事する、または既に従事しているす
べての人々からの協力を積極的に求める。ガイドの第二版は、2015年に公開される予定で、第二世
代の実施者から学んだ教訓と経験、特に大規模プログラムの展開を取り込もうとしている。

CGAPとフォード財団は、このテクニカルガイドとグラ
デュエーション・アプローチの両方について改善のため
の質問、コメント、および提案を歓迎します。こちらま
でご連絡ください。 

graduation@worldbank.org

 
このガイドの第二版（2015年中旬出版予定）の形成にお
いて、CGAPとフォード財団がグラデュエーション・ア
プローチを実践する結合力があり効果的なグローバルコ
ミュニティを構築するのに、読者からのフィードバック
は非常に重要です。

この短い動画（4-17）はグラデュエーショ
ン・アプローチの起源とその方式を説明し
ています。グラデュエーション・アプロー
チを実践する成長段階にあるコミュニティ
から数名のメンバーが集まり、政府運営の
社会プログラムとつながる可能性について
議論します。

「社会保護プログラムとの良好な適合」
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