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要約 

本稿の目的は、欧米では既に根付きつつある BOP ビジネスを日本でより普及していき、

またBOP層に対し社会的なインパクトを与え新たな貧困問題の解消を行なっていくための

政策提言を行うことである。現行の日本の支援制度の問題点を欧米の制度と比較しながら分

析し、成功事例の特徴を洗い出すことで、BOP ビジネスの支援制度をどのように改善して

いけばよいか考えながら政策提言を作り上げた。 

 

第１章第１節では本稿で参考にした先行研究の紹介と本稿の位置づけを行なっている。野

村総合研究所(2010)『BoP ビジネス戦略』では BOP ビジネスを行う企業がどのような姿勢

で行動すべきかを論じ、スチュアート・L・ハート、テッド・ロンドン著（2011）『BOP ビ

ジネス市場共創の戦略』では欧米における BOP ビジネスの現状と展望、そして BOP ビジ

ネスが BOP 層へどのような社会的インパクトを及ぼすことができるかを論じている。これ

らの先行研究をふまえ、欧米の BOP ビジネスがなぜ成功しつつあるかを探り、その知見を

生かし、日本企業にあった政策や新たな援助方法の確立をしていこうとしたのが本稿の位置

づけである。本稿では、「PCJ の導入」と「青年海外協力隊経験者を登用した研修制度」の

2 つの政策提言を行う。 

第２節と第３節では、BOP ビジネスを行うことでの日本側と BOP 層側のメリットにつ

いてである。 

[日本側のメリット] 

①これから成長していく市場を確保できること 

②新たな援助方法の確立できること 

[BOP 層側のメリット] 

①「貧困ペナルティ」の解消 

②BOP ビジネスの進出により BOP 社会の貧困問題の解消が見込まれること 

 

第２章第１節では日本の BOP ビジネス支援制度を概観し、問題点を挙げている。 

日本における BOP ビジネス支援制度の問題点については以下のとおりである。 

①ODA よりも BOP ビジネスのほうがより効率的で持続可能な支援ができるにもかかわら

ず、ODA と比較して BOP ビジネスに資金が費やされていない。 

②BOP ビジネスを行う上での資金的・人的リソースの不足を解消する制度の不足 

③海外と比べ、援助機関の質・数ともに务ること 

④国際機関や海外援助機関とのパートナーシップ構築の支援不足 

第２節では企業側からみたBOPビジネスの問題点を把握するために行なったヒアリング

調査を紹介している。企業側は日本市場の縮小やアジア地域の成長性を取り込むために海外

にも目を向けていきたいと考えているが、資金や BOP に適した人材の不足が足かせとなっ

ている。 

第３節では海外と日本での成功事例を紹介している。成功事例の特徴には、企業が本国の

政府機関・支援団体のみならず、他国の政府や団体の支援を受けていること、現地の NGO
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などとパートナーシップを結んでいること、BOP 層のニーズを適切に把握しビジネスを行

えていること、などを挙げている。 

第３章では、第１章と第２章をふまえた２つの政策提言を行なっている。 

一つ目は欧米では既に普及しているペイシェント・キャピタルを概説し、それを日本にも導

入しようと考えた政策である。 

[ペイシェント・キャピタルの特徴] 

①通常のベンチャーキャピタルより長期（10 年以上）の投資 

②自社の利益最大化よりも社会的影響の優先 

③ペイシェント・キャピタル投資家は従来の投資家よりリスク許容度が大きい 

④ペイシェント・キャピタル会社の BOP 企業に対する支援は資金提供にとどまっていない 

また、日本でなぜペイシェント・キャピタルが未発達かというと先行すべきベンチャーキ

ャピタルが十分に育っていないからである。 

そこで「PCJ の導入」である。PCJ とは日本政府によって後ろ盾されたペイシェント・

キャピタルであり、非営利団体である。PCJ の資金は従来の開発援助の効率化を図るうえ

で、ODA 等に向けられる資金を減尐させ、その分だけ PCJ の資本金に回していく。PCJ

の目的は貧困解消にむけて最大のソーシャルインパクトを追求することである。これらの機

能が存在することにより、BOP ビジネスを行いたい企業が資金面やパートナーシップ構築

面での援助を受けることができるようになり、政府としても効率的に貧困問題に対応するこ

とができるようになる。 

 

二つ目が「青年海外協力隊経験者を登用した研修制度」である。 

[制度の概要] 

JICA 青年海外協力隊の経験者を企業側が雇用し 

①事前研修として、日本で、現地についての情報提供を行う。 

②現地での調査及び事業展開の際に研修リーダーとして雇用し、企業の社員に研修させる。

研修後はそのまま、企業側社員として事業も続行する。 

①と②のどちらにおいても、JICA の青年海外協力隊と企業側の業務提携を結ぶ。政府はこ

の提携作業において、パートナーシップのための人材募集などを企業側、青年海外協力隊側

の双方に対して行い、両組織の仲介を行う。 

この制度は、企業が BOP ビジネスに進出する際に足かせとなる言語・文化の問題を JICA

青年海外協力隊の経験者の力を借りることにより軽減することにある。 
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はじめに 

本稿の目的は、BOP ビジネス事業を行う日本企業を増やすために新たな支援制度を提言

することである。 

まず、BOP とは Bottom of the Economic Pyramid の略であり、所得構造をピラミッド

形にしたときに底辺に属する層の事である。BOP 層の定義は多数あるが、その中でも有名

なのが国際金融公社（IFC）と世界資源研究所（WRI）が発表した定義である。彼らは年間

世帯所得の大きさにより、高所得者層（2 万ドル超）、中所得者層（3000～2 万ドル）、BOP

層（3000 ドル以下）として分類している。BOP に属す人は約 40 億人で、彼らの貯蓄を足

し合わせると総額で 5 兆ドル（購買力平価換算）と言われており、総額で見るととても大

きなマーケットである事がわかる。 

テーマの選出理由としては、日本経済の停滞があげられる。現在、日本の企業は先進国な

どを中心に存在する所得が安定しているターゲットを相手にビジネスを展開している。戦後

から 1980 年代までは、石油の価格が低く安定していた事や円が対外的に安く維持されてい

た事などの背景をもとに、そのようなビジネス方法を通して高度な経済成長を遂げてきた。

しかし、1990 年代初頭にバブルが崩壊してそれ以降日本は「失われた 20 年」と言われる

長い不況の時代に突入してしまった。2011 年現在、復調の兆しはまだ見えず、それどころ

か、東日本大震災での東北の壊滅的な損害、福島第一原発を機に電力供給の不安定などの状

況に陥った。さらに急激な高齢化や歴史的な円高などの構造問題をも抱える日本経済は、従

来のビジネスを転換する時期に迫っている。そこで、こうした現状を打破するために、新た

な市場開拓として BOP ビジネスが重要であると考えたのである。 

 本稿は、BOP ビジネスが今現在どのように行われているのかを①制度、②企業経営、③

成功事例、の 3 つの視点から現状分析した。①では政府による支援制度を整理することで、

日本全体として BOP ビジネス普及の程度を把握した。②では実際に BOP ビジネスを行っ

ている企業に対してヒアリング調査を行い現状と課題を洗い出した。③では海外企業と日本

企業それぞれの BOP ビジネス成功事例を整理しまとめることで、このビジネスを成功させ

るためには何が必要かを把握した。 

 上記の手法によって把握した現状を踏まえた上で、政策提言として 

1.ベンチャーキャピタルの導入 

2.青年海外協力隊１経験者雇用における仲介支援 

を提言する。第一の提言は多くの企業が持つ資金面の懸念をとることができる。第二の提言

は、BOP ビジネスを行う際に大きな課題となる「言語・文化・価値観」の違いというハー

ドルを大きくさげることに寄与する。以上の 2 つの政策提言により、日本企業による BOP

ビジネスをより行いやすくすることが本稿のねらいである。 

 

 

                                                     
１ JICA の青年海外協力隊はアジア、アフリカ、中南米、大洋州、中近東の約 80 カ国に原則として 2 年間

派遣され、ボランティア事業を行う。 
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第1章 BOP ビジネスの特徴 

第1節 BOP ビジネスに関する先行研究 
 

 本稿の目的は、BOP ビジネス事業を行う日本企業を増やすために新たな支援制度を提言

することである。本節では、BOP ビジネスに関する先行研究を紹介し、本稿の位置づけを

述べる。 

1-1 先行研究の紹介 

本稿を作成するにあたり、以下の文献を先行研究として参考にした。 

①野村総合研究所(2010)『BOP ビジネス戦略』東洋経済新報社 

②野村総合研究所(2011)『BOP 超巨大市場をどう攻略するか』日本経済新聞出版社 

③日本企業の BOP ビジネス研究会著(2011)『日本企業の BOP ビジネス』日本能率協会マ

ネジメントセンター 

④スチュアート・L・ハート テッド・ロンドン著、清川幸美訳(2011)『BOP ビジネス市場

共創の戦略』 英治出版 

 

①の文献は主に企業向けに書かれたものであり、BOP ビジネスの概略、支援制度のほか、

BOP ビジネスを行う企業がどのような姿勢でどのように行動すべきか、などが示されてい

る。BOP ビジネスを進めるための「経営陣の意識改革」や「組織能力を高めること」が重

要であると指摘し、さらに「BOP ビジネスを行える人材を企業内で育成する方策」を具体

的に提示している。 

 ②の文献は①と同様企業向けではあるが、特に日本の企業が海外企業より BOP ビジネス

に関して出遅れていることが協調されている。また、新たな BOP 層セグメンテーションの

紹介もある。具体的には、BOP 層を「郊外・農村」と「都市部」の居住地域で 2 種類にわ

け、さらに年間所得ではなく世帯所得でセグメンテーションを行う。この結果、より現実的

なニーズの把握ができる。 

 ③では、BOP 市場にすでに参入しているいくつかの日本企業（住友化学、ヤクルトなど）

が紹介されていると同時に、日本企業の BOP ビジネスに対する意識の薄弱性が非難されて

いる。そして、BOP 事業を成功させるためには、新たなビジネスモデルが必要だと指摘さ

れているが、具体的に取り上げられているのは、小分け販売モデル・直売モデル・起業家育

成モデル・連携モデル・認知啓蒙プロモーシェンモデルの 5 つである。 

 ④では、主に欧米の事例を用いて企業側が BOP ビジネスに進出していくメリットはもと

より、BOP ビジネスが貧困問題の解消に寄与するという点についても言及されていた。ま

た、欧米の BOP ビジネスにおいて重要な役割を果たすものとしてペイシェント・キャピタ

ルが紹介されていた。このペイシェント・キャピタルの存在により、資金面での問題やパー
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トナーシップ構築の問題を解消するのに企業が利用していること、社会的課題を解消するよ

うなビジネスにペイシェント・キャピタルは支援していること、などが論じられていた。 

1-2 本稿の位置づけ 

本稿は、BOP ビジネスのメリットを企業側と BOP 層の両サイドの観点から、具体的に

示している。 

また、現行制度の整理を行っている。そして BOP ビジネスを行う日本企業にヒアリング

調査をすることで現実的な課題を把握し、それらを改善できるような政策提言を行った。 

具体的には、「より効率的な資金援助」および「社会的課題解決への貢献方法」を普及さ

せることを目的として、ペイシェント・キャピタルの育成を提案している。 

もうひとつの政策提言は人材育成の課題を解決することを目的としている。また、この政

策が実現的であるかどうかを確認するために、ヒアリング調査を行った。 

 

  

第2節 BOP ビジネスのメリット 
BOP ビジネスは大きな注目を得ている一方で、批判も多い。代表的なものは、「BOP 市

場規模はそれほど大きくない」というものや、「利益率の低さ」、「社会的および政治的なイ

ンパクトが軽視されている」というものである。１本節では、これらの批判を踏まえたうえ

で、BOP ビジネスを行うことのメリットを述べる。 

2-1 日本側のメリット 

まず BOP ビジネスを行うメリットの 1 点目は、BOP 層の人々が将来 MOP 層になる可

能性が大きいことである。2005 年時点で、3000 ドル以下の BOP 層は 47 億人存在し 5 兆

ドル規模の市場となっており、3000 ドル～20000 ドルの MOP 層は 16 億人で 21 兆ドル規

模の市場、20000 ドル以上の富裕層は 2 億人存在するといわれている。そして 2030 年には、

BOP 層は 27 億人に減尐し 3 兆ドル規模の市場に縮小するが、MOP 層は 53 億人で 68 兆ド

ル規模の市場に膨らみ、富裕層は 4 億人になると推測される。富裕層は２５年で 2 億人し

か増加しないが、MOP 層は 37 億人増加するうち BOP 層からは 20 億人流入し市場は 26

兆ドル分拡大すると考えられる２。BOP ビジネスを行っても１人当たりの消費が尐なく市

場規模が小さいという批判もあるが、今から BOP 層を相手にビジネスをすることで、将来

より多くのお金を使うことができる MOP 層となるターゲットのうち半分近くをも顧客に

することができるだろう。よって、富裕層対象のビジネスよりも BOP ビジネスを世界で行

うことによって、進出企業はより市場規模を拡大し利益を得ることができるだろうと考え

る。 

                                                     
１  Aneel Karnani (2009) ”Romanticizing the Poor,” Stanford Social Innovation Review, winter 

2009http://www.ssireview.org/articles/entry/romanticizing_the_poor (2011/10/17アクセス)などがあ
る。 

２経済産業省『日本政府による BOPビジネスへの政策的支援と具体的取組』 

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/bop/pdf2/bopbusiness_japanese.pd

f（2011/11/14アクセス） 

http://www.ssireview.org/articles/entry/romanticizing_the_poor
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そして 2 点目は、新しい援助方法を確立できるということである。現在日本では政府開発

援助という形での援助が一般的である。2009 年の日本の政府開発援助（ODA）実績は、支

出純額で二国間 ODA が約 60 億 124 万ドル（約 5,605 億円）、国際機関に対する出資・拠

出などが約 34 億 6,737 万ドル（約 3,239 億円）、ODA 全体では対前年比 1.4％減の約 94 億

6,861 万ドル（約 8,844 億円）となっている 5。１９９０年からの支出純額の推移を見ると

多尐の波はあるものの、どちらかというと横ばいとなっている。地域別の二国間 ODA はア

ジアが最も多く、次いでアフリカ、中東が上位３地域となっている。その目的は、貧困削減、

平和への投資、持続的な経済成長の後押しの３本柱で構成されており、３つ目に関しては環

境、インフラ整備及び投資環境整備に重点的に取り組んでいる。BOP ビジネスも持続的な

成長を目標としている上、BOP層という今まであまり注目されていない層に対してビジネス

を行う事で、よりその地域住民が求めているものや環境を提供することができるだろう。現

在行っている ODAに加えて BOP ビジネスを用いることで、各企業・援助国にとってより適

切な方法での援助をすることができる。そしてこのビジネスを行う事で、企業は利益を追求

するだけでなく社会的課題を解決することができるのである。 

 

2-2  BOP 層へのメリット 

BOP 層に対してのメリットは以下の通りである。 

 まず、BOP 層の人々が従来よりも安価で良質な製品やサービスを受ける事ができるよう

になる事が挙げられる。BOP 層の人々は貧しくて十分な移動手段を持てない事で市場に参

加する事が困難であり、また十分な教育を受けていない事を理由に、中間業者によって市場

価格よりもはるかに高い価格で製品やサービスを 強いられている現実がある。このような

貧困であることを理由として製品やサービスを享受する際に高額な料金を払わされること

を「貧困ペナルティ」という。１ 例えば、食料品や日用品のコストは富裕層が払っている

額通常の 5 倍から 25 倍にも跳ね上がる。また、地元の貸金業者からお金を借りる際の利子

が 600％から 1000％であることも往々にしてある。日本企業が BOP にビジネス進出する

事で、中間業者によって法外に上乗せされた価格よりも低価格で製品やサービス を供給す

る事ができ、またBOP消費者に製品やサービスが届くようにビジネスが設計されるために、

BOP 消費者の可処分所得が増加したり、仕事や家事などに割く時間を増加する事が可能に

なったり、BOP 層全体の生活向上に役立つと考えられる。 

 

  次に、BOP ビジネスは BOP 社会に対して大きなプラスの影響を及ぼす事が可能である

ことである。例えば、世界には安全な飲料水を飲むことができない人が 12 億人もいて、そ

のうち４億８０００万人はインドに住んでいる。その現状に憂慮してビジネスを行なったの

がウォーターヘルスインターナショナル （WHI）である。WHI は独自の紫外線水処理技

術を用いたコミュニティ浄水システム（CWS）を製造し販売している。BOP 層の人々は汚

染された水が健 康上に影響をきたすという事をよく理解していなかったりするために、

WHI は製品を BOP 社会に根付かせるために、現地の NGO 組織とパートナーを組んで 教

育を進めていくことにより、徐々に人々に安全な水がもたらす健康的な利益を認めてもらう

事に成功し、商品を利用してもらえるようになった。優れた製品や サービスを開発しても

現地の人々に理解してもらい利用してもらうのは大変な労力を必要とするものである。しか

し、安全な水を利用することによる現地の人々 の健康的な利益の向上は大きなものとなっ

ている。BOP ビジネスで成功している企業は、BOP 社会の改善に役立つことで持続的にビ

                                                     
１ C.K.プラハラード(2010)『ネクストマーケット 「貧困層」を「顧客」に変える次世代ビジネス戦略』

英治出版 78-79 頁参照 
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ジネスを行うことを可能 としているため、BOP ビジネスは BOP 層の人々と Win-Win の

関係を築いていくことができる。また、政府などが行う伝統的な開発援助プログラムの対 象

期間は立ち上げから評価までで 3 年とするプロジェクトが多い中、BOP ビジネスは長期的

に行うことでようやくビジネスとして軌道に乗るという考えがある ために、より長期にわ

たり BOP 社会にプラスの影響を及ぼしていくことが可能であると考えられる１。 

 

 

                                                     
１  スチュアート・L・ハート テッド・ロンドン著、清川幸美訳(2011)『BOPビジネス市場共創の戦略』 英

治出版 
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第2章 BOP ビジネスの現状分析 

第1節 日本の BOP ビジネス支援制度の現状 
 

1-1 日本における BOP ビジネス支援制度 

日本政府による、主な BOP ビジネスへの支援制度を整理する。 

BOPビジネスは、国際協力機関の立場からはPPP（官民連携）のプロジェクトと捉えられ

ている。企業のBOPビジネスに呼応する形でPPP（官民連携）を実現することで、地域の

社会問題の解決に寄与するという考え方は、積極的に評価されるようになっている。理由と

して以下の二つがある。①先進国から途上国へ流れるODA資金がまだ絶対的貧困層１１億

人の生活を底上げするために必要な額に達しておらず、民家企業も積極的に動員したい。②

BOPビジネスが寄付や資金援助のような一時的な支援と異なり継続性が課題であるため、

民家企業の資金、人材、技術ノウハウを動員し、利潤を再投資することで継続的かつ効率的

な事業経営が期待できる。これらの要因から、日本に限らず世界のBOPビジネス支援は援

助機関単独で行うような直接的な協力ではなく、実際にBOPビジネスを行おうとしている

民間企業に向けて援助しBOPビジネスを促進するといった、間接的な協力が中心となる。

BOPビジネスはグローバル化時代に生まれた、多様なアクターとのパートナーシップによ

る新しいビジネスモデルであると言える。 

図 1 「BOP ビジネス支援センター会員内訳」(出典：経済産業省 貿易経済協力局 通商金融

• 経済協力課(平成 23 年 9 月)『BOP ビジネス支援にかかる日本政府の取り組み』) 
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図 2 は BOP ビジネス支援センターに登録している会員数の内訳であるが、1058 の企業が

登録しており、関心も高まっていることが伺える。 

日本の政府や実施機関による BOP ビジネス支援は 2009 年に始まり、2010 年ごろに本格

化し、先駆者である欧米諸国とは 10 年ほどの経験の差がある。日本の BOP ビジネス支援

は「途上国の社会的課題の解決（経済協力政策）と、日本企業の海外展開・新規市場獲得支

援（産業政策）の両立」を目指している。欧米諸国と日本の制度面での大きな違いは、欧米

のほとんどが、各機関が独立して支援を行うのに対して、経済産業省および日本貿易振興機

関（JETRO）などの実施機関と外務省および JICA が協力することで組織を超えたオール

ジャパンでの協力体制を築いている点である。 

興機関（JETRO）などの実施機関と外務省および JICA が協力することで組織を超えた

オールジャパンでの協力体制を築いている点である。 

 

 

 

 

 

図 2 「日本における経済協力の実施体制」（出典：野村総合研究所(平成 21 年 3 月)『平成 20

年度アジア産業基盤強化等事業 (海外経済協力をめぐる国際動向調査) 報告書』） 
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図 3 「日本における経済協力の実施体制」（出典：同上） 

 
 

具体的な支援策としては①BOP ビジネスに必要な情報等の獲得支援②パートナーシップの

構築支援③現地 BOP 層・関係者への普及・啓発支援④資金・金融面の課題の解決支援⑤技

術開発の促進支援⑥途上国のビジネスインフラ（ハード、ソフト）整備の促進が挙げられる。

日本の現在の BOP ビジネスへの支援体制は複数の団体によって、その団体によって支援策

も異なるものとなっており多様化している。 

 

国際協力機構(JICA)は、政府との相談の上、ODA 地域に妥当性・有効性・効率性の確認

のための協力準備調査を行った後、政策助言のための専門家派遣、研修員受け入れ、機械供

与などといった技術協力・低金利且つ返済期間の長い緩やかな貸し付け条件で資金を貸し付

けて、開発途上国への取り組みを支援する有償資金協力・返済義務を課さないで資金を贈与

する無償資金協力といったものを組み合わせて援助を行っている。あくまで JICA が主体で

活動しており、法人に向けてのビジネスの援助も行われてはいるが上限が 5000 万円、機関

の３年以内のものと限定されたものである。 

日本貿易振興機関(JETRO)は、日本企業の関心の高い国へのビジネスの現場視察や市場

調査を行い（欧米企業の活動状況、消費市場の視察、政府関係者や既進出日系企業との意見

交換）、得た情報を国内セミナーのような形で企業に提供している。それ以外にもビジネス

アポイント取得サービス、海外の見本市、展示会へのブースの出展のサポートなど活動は多

岐にわたるが、現地関係者や企業と日本法人との良好なパートナーシップを築いていくため

の仲介機能を果たしている。 

経済産業省(METI)は、ODA 地域に対して現地技術者の研修事業、専門家派遣事業、実証

事業（日本で確立された技術・システムを実際に現地において普及させていく際に直面する

課題等を抽出する）などに加え、開発途上国の環境問題対応、投資環境整備といった経済社

会インフラ整備を行うことで日本の優れた技術・ノウハウを活用した円借款プロジェクトお

よび民間プロジェクトを行っていくことを目的としている。 

これら以外にも中小企業のBOPビジネスに対する資金融資や技術開発のための資金提供

を日本政策金融金庫や中小企業庁が行っていたりするなど BOP ビジネスへの支援対象、内

容はさまざまである。 
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1-2 日本における BOP ビジネス支援制度の課題 

日本の BOP ビジネス支援の問題点は以下のようになっている。 

第一の問題点は、多額の資金が投入されている ODA と比較して、BOP ビジネスに対し

て資金が費やされていない点である。 

日本に限った話ではないが、途上国の社会的問題の解決のために利用されている多額の二

国間 ODA による援助が、単なる途上国への資金提供にとどまっている。この結果、支援の

効果は一時的なものとなりがちであり、必ずしも援助を享受する国内の貧困解消、経済改善

にうまく結び付いているわけではないという非効率な側面がある。それに対して BOP ビジ

ネスは、ビジネスを通して長期的な支援を可能にすることで、持続可能性を高めた途上国支

援といえる。したがって従来の方法に代わって、BOP ビジネスに資金を費やす必要がある。 

ODA は現在、援助をする際にまず開発途上国の政府からの要請を受け日本政府がそれら

を吟味した上で採択されたものに関し援助を行うという流れになっている１。しかしこの方

式だと、プロジェクトの立案のノウハウを持たない上に援助国への交渉能力が低い国だと、

援助の要請すら行うことができない。また、援助を受ける際に優先順位を決めるなどの政策

が決定できない国や開発へのコミットが弱い国では、援助国の言うままに動き最低限の役割

しか果たさずプロジェクト終了後の維持や運営がうまくいかないケースが多い。政府の意識

改革を前提としてプロジェクトを実施しそこから先の維持を途上国に一任するため、途上国

政府の意識改革自体が行われなかったからだ。実際、1995 年から行われているネパールの

道路事業では政府も企業も土地の維持管理や作業員の供給といった役割しか担わなかった

うえに、第 3 国の労働者が雇われていたという２３。 

継続した成長を保つことができないという観点から、ODA が途上国のために十分に機能

していないという可能性が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                     
１外務省『2010 年版 政府開発援助（ODA）白書 日本の国際協力』25頁 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/10_hakusho_pdf/index.html 

（2011/11/14アクセス） 
２ ウィリアム・イースターリー著『傲慢な援助』218-219頁 参照 
３(財)運輸政策研究機構『第 58 回運輸政策コロキウム発展途上国における交通の改善と日本の政府開発援

助（ODA）の役割』59項 

http://www.jterc.or.jp/kenkyusyo/publication/collo_index.html（2011/11/14アクセス） 

図 4 「現在のプロジェクトアプローチの方法」(2010 年度『ODA 白書)』より抜粋) 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/10_hakusho_pdf/index.html
http://www.jterc.or.jp/kenkyusyo/publication/collo_index.html
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第二の問題点としては、企業の資金的・人的リソースの強化が必要な点が挙げられる。

BOP ビジネスはリターン回収期間が長いため銀行からの融資を受けることが困難な可能性

が高い。さらにリスクの高い事業を扱える人材とそれを評価できる企業側の姿勢が必要であ

る。したがって、短期間で一定以上の利益を上げることが求められる一般的な企業では、上

記のような特徴のある BOP ビジネスを継続的に発展させていくことは厳しい。 

 

図 5 「企業向けアンケート結果」(BOP ビジネス支援センター運営協議会自由討議用資料より

抜粋） 

 
図 4 は経済産業省が実際に企業向けに行ったアンケートの結果をもとに、BOP ビジネス

支援センターが作成したものであるが、BOP ビジネスを行う上で事業資金、社内での理解、

現地パートナーのリソースといったものが不足しているという企業が目立つ。そのため

BOP ビジネスに適した資金・ヒトのリソースの支援は有効であると思われる。 

 

第三の問題点は、援助機関の数や質がまだまだ満足できるようなものではなく、その点に

おいて海外の BOP ビジネスに比べて务っていることである。日本では日本大使館、JICA、

JETRO、商工会等が中心となって、民間企業の活動をそれぞれの役割から支援を行ってい

る。しかしそれ以外の民間機関からの援助は乏しく、官民連携で BOP ビジネスを進めてい

くために日本企業が必要な支援を受けられていないのが現状である１。また BOP ビジネス

を行う上で重要になる現地政府との関係の構築も遅れており、途上国現地に関する情報が不

足している点も問題になっている。実際にアメリカでは国際開発庁（USAID）が中心とな

って「GDA」２という官民連携モデルを導入し、BOP ビジネスに取り組んでいる。アライ

アンスという言葉が象徴するように GDA は、多様な民間セクターの関係者と USAID がそ

れぞれに強みを生かして、開発のために「同盟」を結ぶという発想にたっている、米国内外

                                                     
１野村総合研究所(平成 22年 2月)『平成 21年度アジア産業基盤強化等事業（途上国社会課題解決型ビジネ

ス調査・支援事業）報告書』 
２ Global Development Alliance(グローバル開発アライアンス)の略。 
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の NGO、民間企業、コンサルタント、大学、財団などが実施団体となり、提案する開発事

業を資金提供者である USAID が契約に基づいて支援を行うことで、合同となって BOP ビ

ジネスを実施しているが、これによって USAID は民間パートナーから開発資金を動員でき

るし、企業は USAID を通じて現地事情を知る実施団体とネットワークを作り、ビジネス上

の課題に直結した開発課題の解決に取り組むことができる。USAID の支援を受けた代表例

として P&G の PUR（ピュリファイア・オブ・ウォーター）などが挙げられるが１、BOP

ビジネスの良い成功例とされる事業が受けた支援には、USAID による支援が多く見受けら

れる。 

さらに USAID は 2010 年に「開発イノベーション・ベンチャー」を立ち上げた。これは

開発課題を解決するための革新的な取り組みを支援する、開発イノベーションファンドであ

る。大学、企業、NGO などが提案する事業を審査し、選定されたパートナーに助成金を出

す。このようにさまざまな活動を米国企業向けに限らず GDA を通じて行っていくことで、

これまで 3025 のパートナーと協働して 1065 件の事業を支援してきた２。このように日本

の BOP 支援団体は、国際機関・海外援助機関の既存イニシアティブにおける BOP ビジネ

スのノウハウを学ぶ必要もあるように思われる。 

 

四つ目の課題点は、日本企業側がBOPビジネスの事業パートナーに関しての情報に乏し

く、国際機関・海外援助機関の動向を把握していない場合が多いために、パートナーシップ

構築のきっかけが生まれにくいことである。日本企業によるBOPビジネス萌芽事例におい

ては、国際機関・海外援助機関との関係を積極的に構築している事例は数が限られている。

一方で、民間企業とのパートナーシップイニシアティブを積極的に展開している国際機関・

海外援助機関からは、環境技術など日本企業が強みを持つ分野における連携が望まれている。 

例として国連グループのUNDP（国連開発計画）が挙げられる。民間セクター開発の一

環として、開発とビジネスの連携の推進の役割を担うUNDPは、2003年からBOPビジネス

支援を本格的に開始し、数年のうちに15カ国で50件以上のプロジェクトが実施され、75以

上の企業と協働してきた３。この中には、インドネシアでの浄水システムの事業化調査（ヤ

マハ発動機）、ケニアで太陽光発電技術を活用した農村電化の事業化調査（三洋電機）とい

った日本の企業との連携事例もある。 

 欧米・国際機関による BOP ビジネス支援の成功要因としては以下の要素が考えられる。

①企画段階において、企業提案の評価基準を明確に持ったうえで競争原理を働かせた公正な

プロセスを確立している。②NGO・現地法人をパートナーとして加えることにより、民間

企業とのパートナーシップだけではなし得ない開発目標を達成している。③提案採択から実

施までのスピードが速い。これらの長所を持つ海外機関の支援は日本の援助機関では未だ達

成できておらず、利用する価値は十分にあるように思われる。 

一方で、日本と国際機関の連携はあまりなされていない。日本政府は、2011年国連通常

予算（241,470万ドル）の内、12.5%にあたる29,430万ドルを負担しているが、我が国企業

の国連機関の調達への参加状況は図5の通り極めて尐なく、自動車等の輸送機関が中心とな

っている。その要因としては国連機関の調達参加方法に不案内であることや、英語での調達

が不慣れであることが想定される。４このように日本の企業が国連をはじめとする国際機

関・海外機関との連携において希薄である点は否めない。 

 

 

 

                                                     
１ 事業内容は第 3 章 第 3 節で詳述する。 
２菅原秀幸 大野泉 槌谷詩野著(2011 )『BOP ビジネス入門 パートナーシップで世界の貧困に挑む』 
３ 同上 
４ 経済産業省 貿易経済協力局通商金融・経済協力課(平成 23 年 9 月 26 日)「BOP ビジネス支援
に係る 日本政府の取組み」参照 
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図 6 経済産業省 貿易経済協力局通商金融・経済協力課 (平成 23 年 9 月 26 日) 「BOP ビジ

ネス支援に係る日本政府の取組み「国連調達への参加状況」」（BOP ビジネスセンター資料より

抜粋より抜粋） 

 
 

そのため各国における国際機関・海外援助機関の動向や海外機関へのアクセス窓口の把握

を行い、日本企業に共有し、さらに仲介をするような機能を国内外に設けることが有効と考

えられる。そうすることで、日本企業は国内支援制度に限らず、多種多様な支援を活用し、

BOPビジネス萌芽事例をより発展させていく可能性を高めることができると考えられる。 

 日本のBOPビジネス支援の現状を踏まえたうえで、日本の強みを生かした独自性のある

経済協力政策として考えられるのが、日本の民間企業との経済連携を行う日本独自のイニシ

アティブの実施である。民間連携イニシアティブを立ち上げる際にすでに促進されている欧

米の制度を参考にすることはできるが、先ほど述べたように機関内の人材、機関自体の数、

質が不満足である、海外機関との連携が希薄であるなど、他国の制度を模倣するだけでは、

上手く展開していけない要素が存在する。したがって途上国において日本の民間企業の力を

最大限に生かすためのビジネスパートナーの構築を国内で新たに形成していくことは非常

に有効であると考えられる。 

第2節 企業側から見た BOP ビジネスの課題 
 企業が抱える BOP ビジネスに関連する課題を把握するために、BOP ビジネスを行う日

本企業へのヒアリング調査を行った。本節ではヒアリング調査の概要と、調査結果にみる現

状と課題を整理する。 

2-1 ヒアリング調査 

【目的】 

BOP ビジネスを行っている日本企業が 

①どのような支援機関を利用したか 

②BOP ビジネスに対してどのような考え方、姿勢、ビジネスプランを持っているか 

など企業側の現状を把握するために、本ヒアリング調査を行った。 
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【方法】  

本調査は、BOP ビジネスを行っている企業を対象に電子メールによって行った。調査対象

は、JICA の F/S 調査採択一覧表１や JETRO のパートナー発掘サポート・パートナー連携

促進現地活動サポートの公募採択案件を参考に抽出し、ウェブサイト上の問い合わせフォー

ムなどから調査依頼を行った。 

 

【主要の質問内容】 

・BOP ビジネスについての F/S 調査を行うにあたって、支援機関からどのような支援を受

けたのか 

・現行支援制度に望むこと 

・ビジネス対象として、BOP 層に力を入れる理由 

・現地での雇用に関して、最も大きな課題点 

・現地人材に求めていること 

 

【回答内容概要】 

ア 実際にうけた支援に関して 

・JICA による支援をうけた。JICA は建物を建設した際の効果測定など、コンサルタント

機能面を支援している 

 

イ 支援機関に対して望むこと 

・民間企業がモノや商品を開発する際に必要な試作・試販のようなプロセスのコストや、言

語という大きな問題に対しての通訳などの支援されない分野を拡充して欲しい 

 

ウ BOP 層のみを対象としているかどうか、BOP 層に対してビジネスを行う理由 

・特に BOP ビジネスに注力しているという訳ではなく、たまたま事業化を検討していた内

容と対象国が JICA の BOP ビジネスの調査対象となった 

・BOP をさらに細かいセグメントでとらえている。対象としているセグメントは BOP の

上位セグメントと MOP の下位セグメントである。この理由は、ビジネスによっては BOP

をひとくくりでとらえると正しいマーケティングの戦略が取れないものもあるからであ

る。 

・BOP ビジネスを単なる貧困層対象のビジネスとは考えていない。外国企業がビジネスを

主導し雇用や市場を生むモデルでなく、現地の BOP 層が自らの手でビジネスを興してい

く事業を BOP ビジネスと考えている。そして、このような BOP ビジネスの成長が現地

の経済的、社会的発展のカギを握ると考え、これを現地の企業家の主体性を重視しつつ支

援する新しい手法として社会的投資を実施している。本調査では、社会的投資も広義の

BOP ビジネスととらえ FS 調査の対象として、今後、日本で社会的投資を促進していく

仕組みづくりの一助としたいと考えている 

 

エ BOP ビジネスを行う上での課題 

・ある程度のプロジェクトに取り組む場合、投資した資金の回収、営業計画が事業計画通り

にいかないことが十分あり得るため、 回収リスクが高くなる。 

・建設業などの場合、完成品を輸入するわけにいかないので、基本的に地元の素材、技術、

人材で行う部分が大きくなる。こうしたことは不良品の発生、クレームや人員管理コスト

のリスクを高くする要因となる。 

                                                     
１ JICA F/S 調査採択案件一覧表 

http://www.jica.go.jp/press/2010/pdf/20101228_01.pdf (2011/11/1 アクセス) 

http://www.jica.go.jp/press/2010/pdf/20101228_01.pdf
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・全ての海外ビジネスにおいて人材の問題は企業にとって一番悩ましい。物価が遥かに安い

国にいつまでも高コストの日本人スタッフを大量に送り続けることはできない。したがっ

て利益を確保するには、現地のコストの範囲で会社を維持していかなければならない。会

社の成長期に日本との橋渡し役となる現地の幹部をどれだけ教育し、定着させることが出

来るかが、その後の現地法人の成功を左右する要因になると思われる 

・言葉や慣習の違いが問題点である。現地パートナーを作り、その方に採用を手伝ってもら

うことが方法として考えられる。採用含め事業展開がいくためには、現地に自分たちと想

いを一つにする優秀な人材が必要不可欠であると考えている 

 

 2-2 現状と課題  

企業側の現状と課題を、1.企業経営、2.事業を行う際の資金調達、3.企業内のリスク判断、

4.雇用や人事、5.現地化、6.企業の BOP ビジネスへの進出理由 の項目に分けて整理した。 

 

1. 企業経営 

企業の観点から日本経済は現状として、複数の大きな問題点を抱えている。第一に尐子

高齢化の存在があり、需要サイドの人口の減尐や、団塊世代の退職による熟練技術者の不

足に加え、若年労働人口の減尐などの問題がある。更には、デフレが一向に治まらず、市

場は成長の活路を見出し辛く、飽和に近い状態となっており、そこに世界的な金融危機や

東北大震災の甚大な被害によって、景気は不況のまま停滞している。一方で、海外の情勢

では中国をはじめとるアジア地域などの途上国や新興諸国の発展が目覚ましい。その為、

需要を国内だけでなく、海外にも目を向けるべきだという流れが強くなっている。 

 

2. 事業を行う際の資金調達 

中小企業が途上国でビジネスを行う際に、資金調達は非常に厳しく難しいものである

が、同時に最重要項目となる。それは BOP 事業特有のリスクが大きく、更に資金の貸し

手が経営上の具体的な事業内容などの情報を得る機会があまり無い事や、日本の金融機関

がリスク回避的である傾向に起因する。 

 

3. 企業内のリスク判断 

現時点の日本企業の経営や昇進スタンスとしては、リターンよりもリスクを最小限に抑

え、利益追求を行う姿勢であるので、リスクが高い BOP ビジネスには企業はなかなか踏

み切れずにいる。これは日本人のリスク回避的な側面を反映している。 

 

4. 雇用や人事 

現地でビジネスを行う際には、言語や文化などの精通した人材が必要とされる。安価な

労働力などを考慮すると、必然的に現地人を雇用することが合理的である。しかしその時

に、その国での人種間の対立関係や労働気質（どれだけの賃金もしくは余暇を求めるのか）

などが解りづらいという現状がある。  

一方で、資金や資源の余裕が大企業に比べて比較的尐ない中小企業にとって、BOP ビ

ジネスを立ち上げたとしても、その部門を任される人はそれまで BOP ビジネスとはまっ

たく関係のない部署だった人という例も多く、企業はリソースを BOP 部門に回すことが

難しいので、担当者を研修する余裕がない。その為、担当者に丸投げする形となってしま

い、事業は奔走する傾向にある。 
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5. 現地化 

BOP ビジネスを行う際、一番重要とされるのは現地の文化や風習を理解することであ

る。事業を始める際にマーケティングが決定的なことは明らかであるが、日本と違う国で

の事業となると、大まかに言えば先で述べた人種・文化・言語、細かい面でならば金銭感

覚・労働態度などの様々な違いが顕著である。その為に、企業としては現地について詳細

な情報を得る必要がある。しかし中小企業には、ビジネスとして使える情報を集めるまで

の間、従業者を現地で生活させるだけの余裕はないと思われる。また、技術者や科学者を

研修生として該当国に派遣する制度は国の政策としてあるが、ビジネスマンを直接現地に

派遣する研修制度が無いため、企業は BOP ビジネスに乗り出しづらい。 

 

 

6.企業の BOP ビジネスへの進出理由 

BOP 固有の理由は持っていなく、これからの世界市場のボリュームゾーンがたまたま

BOP 層に重なったという経済的理由や、途上国の貧困を解消して持続可能な社会を作り

出したいからなので、MOP 層や BOP 層どちらでも対象にする、という社会的な理由に

分かれた。 

 

第3節 成功事例 
本節では、BOPビジネスを成功させるためには何が必要であるかを確認するために、BOP

ビジネスの成功例を企業ごとに整理する。 

3-1 海外企業の成功事例 

i. P&G 

「安全な水を確保できない人が１１億人いる」といった状況や「水と衛生設備がない、

あるいは不備があるために下痢を原因に死亡している子供が１８０万人いる」といった社

会的課題を解決することを目的として、P&G は安全な飲料水確保のために PUR(ピュリ

ファイア オブ ウォーター)という製品を新興国や途上国に提供している。PUR は水を

浄化する粉末で、１袋で１０リットルの水を浄化可能であり、飲料水を確保できる。すで

に構築している国際機関や NGO に対して販売することで、実際の消費者となる人々への

流通網を確保し PUR を普及させた。現在までに 30 億リットルの安全な飲料水が、PUR

によって提供された。１事業開始当初は、USAID からプロジェクトのために１４０万ド

ル融資を受けたり、DFID の間接的支援２を受けたりした。これに加えて、P&G のスタッ

フを最小限にすることで、コスト削減を行い、持続性を高めた。 

実際の事業でパートナーとなった団体は、国際機関から NGO まで合わせると約７０あ

り３、それぞれ展開する国ごとにパートナーを選定していった。これは、各地域によって

団体に対する評判に差異があるためである。 

 

                                                     
１ P&G Children’s Safe Drinking Water 「PUR Packet」 

http://www.csdw.org/csdw/pur_packet.shtml (2011/11/1アクセス) 
２ DFID は英国国際開発省。P&G が提携している NGO に対して融資支援を行った。 
３  PSI, CARE, World Vision, USAID, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, 

Americares, the International Council of Nurses, International Federation of Red Cross and Red 

Crescent Societies Johns Hopkins University, Samaritan's Purse and Save the Children など。 

http://www.csdw.org/csdw/pur_packet.shtml　(2011/11/1
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ii. トムソン・ロイター 

情報サービス企業であるトムソン・ロイターは米国に本社を持つ企業である。「インド

における農民が、農業に必要な情報にアクセスできないでいることを理由に、最終価格の

２０％～２５％の金額しか手に入れることができない」という社会的課題を解決するため

に、RML という情報提供サービスを開始した。RML によって、携帯電話のＳＭＳを利

用して、農業に関するアドバイスから地元の天気予報、作物の取引価格などの情報を受け

取ることができる。この RML の元となったアイデアが発案されたあと、社内ベンチャー

委員会によって３００万ドルの投資を受けて開発が開始された。事業立ち上げの際にはイ

ンド国政府公認のプロジェクトとして立ち上げられた。実際の購読者は 2007 年の開始以

来 20 万人の購読者を獲得し、2009 年には年間 100 万ドルを売り上げている。１  

 

iii. SC ジョンソン 

家庭向けのクリーニング用品や食品保存用品、殺虫剤などを製造する SC ジョンソン

は、「トイレなどの基本的な衛生設備を利用できない人が開発途上国人口の半数であるお

よそ２６億人にのぼる」という社会的課題を解決するために、ケニアで BOP ビジネスを

行っている。具体的には、自社製品を使った地元青年団による共同トイレの清掃サービス

を提供している。また、BOP 層に有料トイレビジネスを行う企業家となってもらい、そ

のビジネスをサポートしているＮＰＯや NGO だけでなく、地元の青年団とパートナーシ

ップを結ぶことが、ニーズを満たすことに成功した一因であるといえる。 

共同トイレ清掃サービスは、1 年間以上ものパイロット事業の展開を繰り返すことによ

り、ニーズの把握やビジネスモデルの構築を行ってきた。 

 

iv. セメックス 

セメックスは、メキシコに本社を置くセメント製造など建築事業を行っている。メキシ

コにおいて、郊外では居住者自身による建設が約 3 分の 2 を占め、こうした住宅に住む

人数はメキシコ総人口の約 40%強にのぼるという。このような地域では建設資材の保管

場所がないために盗難が頻繁におきている。また、地元セメント工の専門知識がかけてお

り、建設費用が膨らんでいる。結果として、务悪な住居ばかりが建ち、路上生活者も増え

ている、という問題が起こっている。 

この問題を解決するために、セメックスは、住居を増改築する際のアドバイスや建築資

材の購入支援や管理などをビジネスとして行った。特徴的な点は、現地に元来存在する独

特の資金運用方法２を改善することで事業の土着化を進めたことである。この仕組みによ

って個人がより資金を効率よく調達するようにすることができる。この結果 2000 年の開

始以来、このプログラムを利用して自宅を建てた家族はメキシコで 25 万世帯、その他地

域で 1 万 5 千世帯に及んでいる。３ 

セメックス事業計画段階から、実際の事業確立まで一貫してアショカ財団４の支援を受 

けた。アショカ財団はコミュニティに対する影響力を持った人物の選定など重要な役割を

担った。また、ドイツの開発援助機関 InWEnt５ともパートナーシップを結び、アショカ

                                                     
１ Thomson Reuters 『6 Apr 2010 Reuters Market Light wins Award for Innovation』 

http://thomsonreuters.com/content/news_ideas/articles/financial/RML_wins_award 

(2011/11/1 アクセス) 
２ 「タンダ」という複数名でグループを作り、共同で資金をためる仕組み。 
３ http://www.cemex.com/SustainableDevelopment/LowIncomeHousing.aspx (2011/11/1 アクセス) 
４ 社会企業家を支援する団体で、支援内容は主に生活費の援助、法律・マーケティング等々の専門的サー

ビス提供、他のソーシャル・アントレプレナーとの連携などである。AshokaJapan ホームページ
http://www.ashokajapan.org/ 参照。(11 月 9 日アクセス) 

５ Internationale Weiterbildung und Entwicklung 

http://www.ashokajapan.org/
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財団により選ばれた現地のリーダーへのトレーニング・プログラムの実施について支援を

受けた。これらも持続可能性を高めている大きな要素であるといえる。 

 

v. MARS 

世界最大手の菓子販売会社である MARS は、カカオの品種改良を実施し、農園の開発

を行っている。90 年代半ば、カカオ農園がブラジル北東部に集中していたことによって、

その地域が気候変動の影響を受けたときに、チョコレートの生産量が急減するという事態

が起こった。そこで原材料の安定的確保のために、他の地域へのカカオ農園の開発に着手

した。このような自社利益の追求と同時に「開発途上国の貧困層の約 4 分の 3 が農村部

に住み、農業で生計を立てているので、農業や農村の開発を通じて農民の所得向上や農村

の生活環境整備と雇用機会確保を図る」という社会的利益も追求した。USAID とパート

ナーシップを結ぶことにより、展開地域の選定や現地でのパートナーシップを組む NGO

団体の選定、専門知識の提供、さらには他国への展開のための情報共有を行った。 

3-2 日本の成功事例 

vi. 住友化学 

住友化学は、「HIV/エイズ、結核、マラリアなどの感染症により死者数が毎年５００万

人にも及んでいる」という社会的課題解決のため、マラリア防止のためのオリセットネッ

トの販売を行っている。製品自体は国際機関や海外援助機関に対して販売され、現地政府

に提供されたのちにユニセフや NGO、赤十字などを通じて、消費者に届けられている。 

住友化学は、事業の各過程において、様々な組織による支援を受けている。事業計画段

階では WHO からの使用の推奨をうけたり、アキュメン・ファンドがパートナーを選定

したりした。事業化段階では、現地に設立した合弁会社 AtoZ の工場設立資金 580 万ドル

を JBIC から支援された。さらに、ユニセフがビジネス試行段階で一定数を購入し、オリ

セットネットを普及させた。事業化の後も、プロキュアメントエージェントとして、

Crown Agents による販売促進を行っている。 

AtoZ の設置により、「タンザニアではオリセットネット生産だけで約 7,000 人（2010

年 8 月現在）の雇用機会」１を創出し持続可能性を高めている。 

 

vii. 日本ポリグル株式会社 

日本ポリグルはメキシコ、タイ、バングラデシュなどで安価で使い方が容易な水質浄化

剤を販売している。もともとは産業排水などの下水処理用として開発され、日本国内での

販売を行っていた。しかし、開発途上国から災害時に販売依頼があり、ボランティアとし

てスタートさせた。そこから、持続可能な販売を可能にするために、「ポリグルレディ」

と呼ばれる現地の女性による販売を開始した。２現在、ポリグルレディは 70 人におよび、

今後も拡大する予定である。パートナーシップを結んだ NPO 法人は、安定した資金調達

のための基金を日本ポリグルと共同で立ち上げた。さらに、その NPO 法人は経済産業省

の事業で全国の中間支援 NPO との連携を進めているので、様々な国で活動する NGO と

の繋がりを可能にする。３今後パートナーシップ関係を結ぶ予定の NGO 団体などは日本

に本部があるものに限定し、確実な配布プロセスを確保することを目指している。 

 

                                                     
１ http://www.sumitomo-chem.co.jp/csr/africa/production.html より引用 
２ 菅 原 秀 行 (2009) 『 中 小 企 業 に よ る BOP ビ ジ ネ ス の 星 ： 日 本 ポ リ グ ル 株 式 会 社 』

http://www.sugawaraonline.com/BOP/Poly-Glu.pdf  (11 月 1 日アクセス) 
３ http://www.hnpo.comsapo.net/weblog/myblog/467 11 月 1日アクセス 

http://www.sumitomo-chem.co.jp/csr/africa/production.html
http://www.hnpo.comsapo.net/weblog/myblog/467　11月1
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3-3 成功事例にみる特徴 

3-2 で述べた成功事例から、その特徴を整理する。 

 

【資金面】 

①その企業の本国の政府機関・支援団体による支援のみならず、他国の政府や団体の支援

を積極的に受けにいっている点 

USAID やイギリス、ドイツの開発援助団体や、解決する社会的課題に関連する国連機

関、現地政府や大学など、幅広い機関から支援を受けているところが多い。事業内容を

様々な視点から把握し、それに賛同してくれる団体を、所属する国を問わずに探してい

るといえる。たくさんの団体とのパートナーシップを視野に入れることで支援を受けら

れる金額は高まるだけでなく、さまざまな視点からその事業を把握し発展させることが

できる。 

 

②研究開発費用や人材を確保している点 

多種多様の機関からビジネスの仕方や資金面での援助を受けることにより、リスクの軽

減や効率的な現地情報の収集などを行っているといえる。 

 

【持続可能性】 

③現地でのネットワークを構築している団体とパートナーシップを結んでいる点 

現地で活動している NGO 団体とパートナーシップを結ぶことで、すでに構築された人

脈や販売ネットワークを活用することができる。これらは事業のいずれの段階でも重要

なものである。なぜなら調査段階においては、現地の住民とのコミュニケーションを通

してニーズ把握やマーケティング調査が行われるし、事業展開段階においては、製品や

サービスに必要な資材調達網や実際の販売網を確保する必要があるからである。このこ

とから、BOP ビジネスをスムーズに進めていくためには、現地 NGO とのパートナー

シップが欠かせないのである。 

 

④土着化を図り、現地 BOP 層の人材を雇用している点。 

現地の人材を雇用することで BOP 層の雇用機会は増えるうえに、自社社員数を段階的

に最小限にしていくことによってコストの削減をも実現できる。したがって、事業の持

続可能性を高めるものであるといえる。 

 

⑤BOP 層のニーズを適切に把握している点 

自国で行うビジネスモデルとは全く別の新事業と捉えることができれば、BOP ビジネ

スの可能性はかなり大きなものになる。上述した成功事業例では、現地 NGP とのパー

トナーシップや現地の人々との関わりを重んじることで、ニーズを正確に把握できてい

た。事業計画の際に掲げた「解決すべき社会的課題」を、現地での実践から「具体化」

することが重要である。 
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第3章 政策提言 

第1節 PCJ の導入 

1-1 BOP ビジネスとベンチャーキャピタルの関連性 

 近年、貧困とそれが故に生じる諸問題から脱出するための鍵として、ソーシャル・ベンチ

ャリング（Social Venturing）が注目を浴びている。ソーシャル・ベンチャー・キャピタル

（SVC）は、BOP 層を対象としている事業に対して投融資を行うことで、BOP ビジネスの

促進に貢献している。SVC 会社は多種多様で、アキュメン・ファンドのような非営利団体

のみならず、responsAbility のような、利益と社会貢献の両方を同時に追求する会社もある。 

 さらに、従来ソーシャル・ベンチャリングを目的としていなかったものも、貧困層のニー

ズに応じるよう努めている事業に投資するようになってきている。それは、米国のベンチャ

ーキャピタルの聖地、シリコン・バレーのことである。 

 2007 年、New Enterprise Associates (NEA)は、インド市場を自らの活動の中心とする、

＄100 のパソコンを開発した Novatium に対して投資を行った１。NEA の投資が大成功し

た後、スウェーデンの大手企業 Ericcson が発展途上国の市場でのシェアを拡大すべく、

Novatium の株式を購入した２。また、NASDAQ に上場している全企業の価値の１９％を

創成したと言われている、米国のベンチャー界の王者の名を誇る Sequoia Capital が再生エ

ネルギー源の開発に取り組んでいる Clean Cell International に投資するなど、BOP ビジ

ネスにも資金を注ぎこむようになってきている３。 

 インドの農村地域において低価格で医療サービスを提供する病院のチェーン（Vaatsalya 

Healthcare Solutions ）を立ち上げたアシュウイーン・ナイーク氏の話によると、「5 年前

に会社設立のために資金を集めようとしたとき、興味を示したのはソーシャル・ベンチャ

ー・ファンドだけだった。しかし、3 年経つと、メインストリ―ムのベンチャーキャピタル

からも電話がかかってくるようになった」という４。この事実は、BOP ビジネスに関する

意識がいかに高まってきているかを如実に物語っている。つまり、世界中の投資家や起業家

は、所得ピラミッドの底辺に所属している人々を、顕著な購買力のある消費者として深く見

                                                     
１Amy Westervelt,(2007)“Venture funds head for base of pyramid,“ Sustainable Industries Magazine， 

http://sustainableindustries.com/articles/2007/09/venture-funds-head-base-pyramid (アクセス日時：
02.11.2011) 

２ http://www.investinindia.com/news/ercisson-india-acquires-minority-stake-novatium-solutions-pvt-lt

d-17h2 アクセス日時：02.11.2011 
３Crunch Base「Sequoia Capital」 

http://www.crunchbase.com/financial-organization/sequoia-capital (アクセス日時：02.11.2011) 
４Next billion ”Crossing the Divide - The business of social good”  

http://www.nextbillion.net/news/crossing-the-divide---the-business-of-social-good (アクセス日時：
02.11.2011) 

http://sustainableindustries.com/articles/2007/09/venture-funds-head-base-pyramid
http://www.nextbillion.net/news/crossing-the-divide---the-business-of-social-good
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直したのである。マイクロファイナンス会社の成功例が示したように、製品・サービスの設

計に人間中心の考え方を導入したアプローチのもとでは、些細な機会は大きなソーシャルイ

ンパクトへとつながり得る。 

1-2 ペイシェント・キャピタルの概要 

 BOP ビジネスの発展に大きく寄与しているのは、いわゆるペイシェント・キャピタルで

ある。ペイシェント・キャピタル（忍耐強い資本） とは、通常のベンチャーキャピタルよ

り長期間（10 年以上）の投資に専念している資本のことである１。この資本は、伝統的な資

本が魅力の感じないようなリスクの高い社会的投資を行い、世界の貧困問題を解消するとい

うのを目標として掲げている。しかし、このような動きを後押ししているのは何なのだろう。 

それは、従来の開発援助アプローチはうまくいかなかった、ということである。過去 60

年間、1 兆 5000 億ドル以上の援助や寄付金が発展途上国に向けられたが、貧困指標にはあ

まり改善が見られない２。ニューヨーク大学の教授、ウィリアム・イースターリー―（William 

Easterly）、アフリカの国々に対する援助の効果を研究しているロバート・カルデリシ

(Robert Calderisi)などの経済学者は、今まで主流だった開発プログラムの非効率性を提唱

している。イースタリ―教授によると、従来のアプローチのもとでは、援助先国はどうして

も先進国からの支援にしがみついてしまい、自らの国民のポテンシャルを引き出すことがで

きなくなるという。また、Burnside, Dollar (1997)が 56 ヶ国に対して外国援助と経済成長

の関係性について実証分析を行った結果、援助は健全な政治的体制下でしか経済成長につな

がらないということが判明された３。ところが、発展途上国は大抵、政情が非常に不安定で

あったり、様々なレベルでの汚職が問題になっていたりなど、理想から程遠い状態にあるた

め、開発援助は必ずしも正の効果を及ぼしているとは言えない。そのうえ、World Bank 

Institute の元会長、ダニエル・カウフマンは『Aid Effectiveness and Governance』とい

う記事において、汚職は援助の効果を大きく歪曲する要因だと指摘している４。 

そこで、民間による新しい解決策として、ペイシェント・キャピタルが生まれたわけであ

る。「フィランソロキャピタリスト（慈善的資本家）」５と呼ばれる人々が登場し、貧困問題

に関心を示した。彼らの作ったゲイツ財団、オミディアネットワーク、アキュメン・ファン

ド、ルート・キャピタルなどのような非営利組織は、伝統的な開発援助機関と異なり、プロ

ジェクトを実行する際、資源をより効率的にしようとするべく、ビジネスのツールとテクニ

ックを採用する。これらのペイシェント・キャピタルの役割は、革新的なアイデアを持つ社

会起業家を見極め、BOP 企業の育成に向けて資金を提供する、ということにある。 

重要なことは、ペイシェント・キャピタルは通常のベンチャーキャピタルと異なり、キャ

ピタルゲインを追求しないことである。だが、インカムゲインを追求するわけでもない。貧

困を克服するという目的のもとで、できるだけ大きい社会的インパクトをもたらし、かつ、

今まで無視されてきた莫大な BOP 市場の開拓を目指すわけである。ペイシェント・キャピ

                                                     
１ Business Week (2011)“The Case for Patient Capital”  

http://www.businessweek.com/smallbiz/content/may2011/sb20110524_877194.htm 

 (アクセス日時：04.11.2011) 
２ The World Bank “World Development Indicators ”  

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators(アクセス日時：07.11.2011) 
３ Henrik Hansen, Finn Tarp (2000) “Aid Effectiveness Disputed” jstor.org より  

(アクセス日時：05.11.2011) 
４BROOKINGS “Aid Effectiveness and Governance: The Good, the Bad and the Ugly “ 

http://www.brookings.edu/opinions/2009/0317_aid_governance_kaufmann.aspx  

(アクセス日時：05.11.2011) 
５ スチュアート・L・ハート テッド・ロンドン著、清川幸美訳『BOP ビジネス市場共創の戦略』(2011)

英治出版 

http://www.businessweek.com/smallbiz/content/may2011/sb20110524_877194.htm
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タルをあえて位置づけようと思えば、非営利団体と従来のベンチャーキャピタルの間にあた

るところになるであろう１。 

もう一つ注意すべき点は、ペイシェント・キャピタルは単なるチャリティー・ファンドで

はないということである。従来の意味での利益最大化を目指さないとはいえ、あくまでも元

本と利子が返ってくると期待されている投資である。ペイシェント・キャピタル会社は社会

起業家と契約を結ぶ際、相手の責任を明確にし、それに沿った行動を厳重に求めている。そ

うすることで、開発援助にどうしても伴う国外からの給付金への依存を回避し、現地の起業

家の自立心を高めることができるであろう。BOP 企業が成長をし、低所得者の今までアク

セスできなかったサービスや財を安価で提供できるようになる。さらに、雇用の増加が経済

成長へと直結することが期待される。つまり、これは貧困解消問題に対する持続可能なアプ

ローチだと言ってよい。 

 

1-3 ペイシェント・キャピタルの特徴 

ペイシェント・キャピタルの特徴を整理する。第一に、ペイシェント・キャピタルの長期

的な投資手法は、成長に時間がかかる BOP ビジネスに適している。4、5 年でのエグジッ

トを望むような通常のベンチャーキャピタルと違って、ペイシェント・キャピタルは成果が

出るまで 10 年前後待たなければならない場合が多い。それに対して、伝統的な開発援助プ

ログラムの多くはそれよりはるかに短い期間で実行されるため、BOP 層を対象としている

ビジネスに向いているとは思えない。 

第二に、ペイシェント・キャピタルに属する組織は、自社の利益最大化よりも、社会的影

響を優先する。たとえば、要求する収益の下限を設定したうえで、社会的利益を最大化する

ように投資を行うというやり方がある。一般に、投資収益はすべて新たな投資に回される。 

 ペイシェント・キャピタル投資家は従来の投資家よりリスク許容度が大きいというのは、

第三の特徴である。そのため、リスクが高いという理由で従来の金融機間などから資金を調

達することが不可能な BOP 事業は、ペイシェント・キャピタルを必要としている。 

 第四の特徴は、ペイシェント・キャピタル会社の BOP 企業に対する支援は資金提供にと

どまっていないというところである。その支援はより包括的で、ビジネスプランの作成、製

品の試験、様々な研修機会などを通じて、BOP 企業の育成に注力している２。 

  

次に、アキュメン・ファンドに焦点をあてながら、ペイシェント・キャピタル組織をいく

つか紹介しよう。 

ルート・キャピタル（Root Capital）３は、発展途上国における農村地域の小規模な農業

企業に投資している非営利団体である。コーヒーを栽培している農民の協同組合や工芸職人

組合などのようなビジネスは農村地域における持続可能な発展の原動力であるものの、マイ

クロファイナンス期間にとっては大きすぎるが、銀行にとってはリスクに見合わず小さすぎ

るため、資金調達が困難である。ルート・キャピタルの CEO、ブライアン・ミルダ―はこ

のような事業のことを「missing middle」と呼び、自社の主な投資対象として見ている４。 

ルート・キャピタルは創業以来、30 ヶ国にわたる 349 社の BOP 企業に対して、おおよ

そ 3 億 4000 万ドルの資金を提供してきた。そして 99％の投資回収率を誇っている。 

                                                     
１ Acumen Fund 「What is patient capital?」 

http://www.acumenfund.org/about-us/what-is-patient-capital.html (アクセス日時：08.11.2011) 
２ スチュアート・Ｌ・ハート、テッド・ロンドン著 清川幸美訳(2011)『BOP ビジネス市場共創の戦略』

英治出版 
３ http://www.rootcapital.org (アクセス日時：08.11.2011) 
４ http://www.nextbillion.net/ (アクセス日時：08.11.2011) 
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E+co はアフリカ、アジア、ラテンアメリカの 28 ヶ国のクリーン・エネルギー事業に投

資することで、発展途上国の低所者層にエネルギーサービスの供給拡大を図っている。2 万

500 ドルから 100 万ドルまでの資金を優れた起業家に提供するのみならず、市場調査・ビ

ジネスプランの作成、調整・会計など事業をあらゆる面から支援している。1994 年以来、

287 社のクリーン・エネルギー事業に対して、株式投資と債券投資の形で 3878 万ドルを投

資している１。 

アキュメン・ファンド（Acumen Fund）は、2001 年、Rockefeller Foundation, Cisco 

Systems Foundation、そして 3 人の慈善事業家の寄付金により創設された非営利団体であ

る。貧困層の生活に不可欠なモノやサービス（保健医療、水、住宅、エネルギーなど）を安

価で提供できる起業家を相手に、今日にいたるまで 63 の組織に総額 6000 万ドルを投資し

てきた。一件あたりの投資金額は 30 万ドルから 250 万ドルまでで、給付金ではなく、株式

投資と債券投資を用いて投資している。その他に、小規模でハイリスクで、実験という側面

が強い「ラブ投資」（“Lab investments”）をも行っている。 

アキュメン・ファンドはベンチャーキャピタル組織でありながらも、投資先企業の IPO

などを要求していない。投資の経済的見返りよりも、ソーシャルインパクトを重視している

からである。投資による社会的影響をより正確に測定するために、アキュメン・ファンドは

独自の方法,「Best Available Charitable Option」２を開発した。それは、自社による投資

の成果と同金額の資金を他の慈善活動に回したときの業績とを比較するといった、機会費用

の考え方を導入したアプロ―チである。 

また、ペイシェント・キャピタル業界内で投資パフォーマンスを比較・評価できるために、

アキュメン・ファンドとそのパートナーが 明確な評価基準の開発に取り組んだ結果、

「Impact Reporting and  Investment Standards (IRIS)」というものが生まれた。IRIS は

社会的インパクトと金銭的な業績の両方を図る指標を含んでおり、投資先の業界や国家によ

らず、投資効果を容易に比較できるよう設計されている。投資家のニーズに常に適するため

に、IRIS の枠組みは定期的に見直され、改善されている３。そのうえ、アキュメン・ファ

ンドは、ポートフォリオの運用に関する情報をリアル・タイムで収集するために、「Pulse」

というツールを利用している。月次ベースで集められているデータは、IRIS の枠組みに統

合される。このツールは、アキュメン・ファンドと Google 社により作られ、そして社会投

資家にとっては無料で提供されている。 

このように、ペイシェント・キャピタルは慈善団体とベンチャーキャピタルの間に位置づ

けられるが、通常のベンチャーキャピタルよりも、BOP ビジネスの発展可能性を握ってい

る。その理由は社会投資に見合った長期的な視野と高いリスク許容度にある。民間から生ま

れたイニシアティブであるペイシェント・キャピタルは、貧困問題の解消に関して、有効か

つ持続可能な解決策だと思われるのだが、現在、日本には存在しないという問題がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
１ http://eandco.net/about アクセス日時：08.11.2011 
２ http://www.acumenfund.org/investments/investment-performance.html アクセス日時：08.11.2011 
３ http://iris.thegiin.org/iris-standards アクセス日時：10.11.2011 
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1-4 日本におけるペイシェント・キャピタルの現状 

日本はなぜペイシェント・キャピタルが育ってこなかったのであろうか。まず、ペイシェ

ント・キャピタルの先駆けであるベンチャーキャピタルそのものが未発達の状態だというこ

とが挙げられる。 

 

 

図 7 「図表２日米欧 VC 年間投資額の推移」(出所：財団法人ベンチャーエンタープライズセン

ター、『ベンチャーキャピタル等投資動向調査』2010 年) 

 

図 8 「日米 VC 投資残高の推移」(出所：財団法人ベンチャーエンタープライズセンター、『ベ

ンチャーキャピタル・ファンド等ベンチマーク調査』、2010 年) 
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図6、図7から分かるように、日本のベンチャーキャピタルは、欧米よりも規模の面で著

しく务っている。ベンチャーキャピタル設立の経緯を見てみると、日本のベンチャーキャピ

タルは欧米を追いかけているような状況に置かれてしまい、そして未だに追い付いていない

といのは現状である。そして、銀行系・証券系ベンチャーキャピタルの割合が高いという問

題がある。金融系のVC会社の場合、独立系VCよりも投資先企業の経営をモニタリング・支

援するための専門的知識や経験が欠けているので、VC投資はアメリカと対照的にハンズ・

オフの形態をとる傾向がある。 

また、VC会社の形態に関して、日本においては法的制度の不備により、海外では一般的

なパートナーシップ形態に相当するものが長いあいだ存在しなかったため、独立系VCはあ

まり発展してこなかった。米国に比べて、初期段階への投資割合は近年増加しているもの、

その水準は依然として低いというのも、日本VCの特徴の一つである。 

さらに、日本は、年金基金は1981年まで法律上でVCファンドへの関与が禁止されていた

こともあって、ハイリスク・ハイリターンの投資ができるような機関投資家が不足している

様である１。 

日本のベンチャーキャピタルが発達していないことのもう一つの大きな要因は、必要な場

合はリスクを回避せず、革新的事業を成功に導いていけるような起業家が育成しにくいこと

である。2009年、財団法人ベンチャーキャピタルエンタープライズが54ヶ国に対して行っ

た「起業家精神に関する調査」の結果は図8で示されている。 

  

 

 

 

 調査結果をみると、日本国民の起業家意識がいかに低いのか簡単に想像できる。 

 上記のことを念頭に入れると、ペイシェント・キャピタルがおのずから出現するのを待つ

よりも、日本政府がイニシアティブをとるべきだと考えても妥当ではないか。要するに、日

本政府が欧米の経験を踏まえたうえで、ペイシェント・キャピタル組織を作るべきだという

ことである。 

                                                     
１ 忽那憲治、長谷川博和、山本一彦編著『ベンチャーキャピタル・ハンドブック』52 頁 

図 9「企業家精神に関する調査」（出所：財団法人 VEC のホームページより抜粋） 
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1-5 PCJ の導入 

 本節で紹介した海外のペイシェント・キャピタルの事例と、日本におけるペイシェント・

キャピタルが発展していないという課題をふまえ、政策を提言する。 

アキュメン・ファンドに類似した組織の設立を提案する。この組織（PCJと名付けよう）

は政府により後ろ盾されている非営利団体となる。その目標は、日本国内よりも発展途上国

の有望な起業家を見出し、BOP事業の創設を支援することで、貧困解消にむけて最大のソ

ーシャルインパクトを追求する、と定義する。活動内容は特定の産業に絞らず、医療・水・

住宅など幅広くBOPビジネスと関わるように設定する。を従来の開発援助の効率化を図る

うえで、ODA等に向けられる資金を減尐させ、その分だけPCJの資本金に回す。PCJの活

動がしっかり軌道に乗った後、国内外の慈善資本家にアピールし、寄付金を募集すればよい。 

 おそらく、このようなプロジェクトはやはり民間の力を借りずには遂行できないであろ

う。よって、政府側は官僚だけに頼らないで、有力なVC投資家やNGOの仕事を経験した人

などを採用する必要がある。そうすることで、組織の希尐な資金はより効率よく配分される

のを期待できよう。 

 PCJ組織のパフォーマンスを評価するにあたって、アキュメン・ファンドの開発したIRIS

指標を採択する。また、アキュメン・ファンドの提供しているPULSEも無料で利用できる

ため、独自のデータネットウァーク設計に対する費用を抑え、組織の業績を十分に把握する

ことができる、というメリットがある。 

 そして、今まで問題となっていた海外支援機関との連携の薄弱さを克服するように、米国

の USAID やイギリスの DFID などようなの機関と予め協定を締結するよう働きかける。 

第2節 研修制度の整備と支援 
 本節では、企業による青年海外協力隊経験者を雇用し、BOP ビジネス対象国についての

事前国内研修リーダーおよび海外研修リーダー、さらには事業展開時のリーダーを行うこと

を提案する。そして、企業と青年海外協力隊経験者の仲介役として政府が制度を整備する、

という政策を提言する。 

2-1 本政策提言の概要 

BOP ビジネスを行うにあたって、現地の情報を知っているか否か、現地で即戦力となる

人材がいるか否かは、重要な鍵となる。そこで、企業が国内および現地で研修制度を行える

ように支援する政策を提言する。具体的な方法は以下の通りである。 

 

【青年海外協力隊経験者による国内および海外研修制度とその整備】 

JICA 青年海外協力隊の経験者を企業側が雇用し 

①事前研修として、日本で、現地についての情報提供を行う。 

②現地での調査及び事業展開の際に研修リーダーとして雇用し、企業の社員に研修させる。

研修後はそのまま、企業側の社員として事業も続行する。 
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事業内容 

人材募集要項の登録 

①と②のどちらにおいても、JICA の青年海外協力隊と企業側の業務提携を結ぶ。政府はこ

の提携作業において、パートナーシップのための人材募集などを企業側、青年海外協力隊側

の双方に対して行い、両組織の仲介を行う。 

図 10 制度概略 

 

筆者作成 

 図 9 のように、帰国した協力隊員は進路希望情報を政府機関に登録する。政府機関１は

BOP ビジネスを展開しようと考えている企業を募集し、BOP ビジネスを行う対象国と事業

内容、募集する人材に対する待遇をまとめ、進路希望の登録者向けにポータルサイトなどで

明示する。この情報サイトをもとに、青年海外協力隊 OB・OG が企業に応募する。企業側

は採用後にビジネスノウハウや研修方法を教授し、リーダーとして育成する。 

 

本節ではBOPビジネスを行う企業と青年海外協力隊経験者に対して行ったヒアリングをも

とに、これらの目的と予測される効果について明示する。 

 

2-2 ヒアリング調査 

本政策提言が現実的なものであるかを把握するために、青年海外協力隊経験者に対してヒ

アリング調査を行った。 

 

                                                     
１ 経済産業省、JETRO、JICA などを指している。 
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【目的】 

「「企業が、JICA の青年海外協力隊の経験者を研修リーダーまたは BOP ビジネス人材と

して雇用する」というシステム構築のために、政府機関が仲介者となる」という政策を提言

するが、それが実際に受け入れられるものであるかどうかを検証するために本ヒアリング調

査を行った。 

 

【方法】  

本調査は、青年海外協力隊の経験者(2 年間の派遣者)を対象に電子メールによって行った。

調査対象者は知人を通した紹介の他、ブログやホームページなど、ウェブサイト上に協力隊

経験者であることを公表している人に問い合わせフォームなどから調査依頼を行った。具体

的な政策提言案を述べたあと、対象者すべてに同じ質問をした。 

 

【質問内容】 

１．上記の政策提言のような政府機関への登録制度があれば、利用するかどうか１ 

２．質問１の回答理由 

３．実際に BOP ビジネスを行うことへ抵抗感や、不安要素 

４．企業または政府からどのようなサポートがあれば、この制度を利用しやすくなるか 

 

【回答結果概要】 

回答者は 9 名である。 

質問１ 本政策提言の募集があれば、応募するかどうか 

・9 名中 7 名が「応募したい」「待遇または業務内容により応募したい」と回答した。 

質問２ 質問１の回答理由 

ア 応募する 

・現地で培った経験を活かせる職は応募しやすい仕事であるから 

・経験を活かせる仕事の選択幅が広がる 

・進路開拓において協力隊経験を評価する機関が限られていたので、応募する機会が増

える 

イ 応募しない 

 ・現地についての指導は必ずしも協力隊ＯＢにしかできないことではない 

 ・事業計画が終了した場合の雇用状態、企業側の対応に関して不安がある 

質問３ 不安要素 

 ・途上国の政情不安などのリスクマネージメント 

 ・ビジネスノウハウがない場合もある 

・事前研修における内容として現地に関する情報提供を行うことが提言されているが、そ

れは協力隊の経験を経て体得したものであるので、系統立てて指導することが難しい 

・BOP ビジネスを行う上での企業側の姿勢に対して不安を感じる。真の意味での貧困改

善や雇用創出などが行えるかどうかに、これまでの企業の途上国進出の状況から疑問が

ある。 

・雇用される形態、待遇 

質問４ 本政策提言に対して、あればよいと思われる支援 

  ・指導やビジネスに対する、事前のしっかりとした教授法や研修があればやりやすい 

  ・実際のどのようなビジネスモデルを展開するのか、あるいは企業の方向性を詳しく明

示する 

                                                     
１ 政府機関を仲介役として、企業と人材のマッチングを行うものであり、最終的には企業に雇用される、

ということ。 
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2-3 本政策提言による課題の解決 

本節で紹介する政策提言に関連する BOP ビジネスを行う際の課題点を、企業側と青年海

外協力隊側にわけて整理する。そしてその各々の課題に対して、われわれの政策提言によっ

て解決できるかどうかを述べる。 

 

【企業側】 

第 2 章第 2 節で述べたが、企業に対して行ったヒアリングにおいて、BOP ビジネスで一

番苦労する点を調査したところ、 

①言語の違い 

②慣習や価値観の違い 

③把握できていない現地についての情報もある中で、事業を作り上げていくこと 

が挙げられた。 

 ①については JICAのF/S調査支援や JETROヒアリング調査においてもカバーされてい

ない点である。翻訳や通訳の支援はないからである。しかし今後事業展開する上で、自社内

で現地語を話すことのできる人材は必要不可欠となる。 

 ②については、事業化の際にしっかりと認識されていなければならない。現地の文化や考

え方を知ることはニーズの把握を行うことであり、ビジネスに欠かせない重要な要素となる

からである。 

 ③については現行支援制度でカバーできていない点であるといえる。現地でのビジネスの

試験的な調査（試作、試販）など、事業に直結した情報を得られる機会は支援に含まれてい

ないからである。 

 

【青年海外協力隊側】 

 JICA の青年海外協力隊はアジア、アフリカ、中南米、大洋州、中近東の約 80 カ国に原

則として 2 年間派遣されるボランティアである。１JICA では派遣期間を終了した協力隊経

験者のための「進路開拓支援」を行っている。２しかし、その経験を活かしてつける仕事は

限られており、前述のヒアリング調査でも「協力隊経験をプラスに評価する機関が限られて

いた」という意見があった。 

 ヒアリング調査によって判明した、青年海外協力隊経験者側の課題は 

④研修を行うことに対しての不安要素がある 

ということである。現地でのボランティア事業活動を行ってはきたが、それを指導する立場

を経験してきたわけではないからである。また、 

⑤雇用形態の明確化や事業内容の把握 

がなければ、応募しないという意見もあった。 

 

 本節で提示する政策提言では以上①～⑤の課題を解決することができる。まず、①、②に

関して、青年海外協力隊隊員は現地語でのコミュニケーションが可能である。３また、実際

に現地での生活を経験し、かつ地域に密着したボランティア事業を行っているので、文化や

習慣などを理解しているといえる。現地の人とコミュニケーションをとることはマーケティ

                                                     
１ JICA「JICA ボランティア」 

http://www.jica.go.jp/volunteer (2011/11/12 アクセス) 
２ 進路相談カウンセラー室の設置や進路情報提供など。 

http://www.jica.go.jp/volunteer/obog/career_support/ (2011/11/12 アクセス) 
３ 青年海外協力隊に合格後、日本で行われる派遣前研修において現地語の訓練を受ける。 

http://www.jica.go.jp/volunteer/application/seinen/jocv/training/ (11 月 12 日アクセス) 

http://www.jica.go.jp/volunteer
http://www.jica.go.jp/volunteer/obog/career_support/
http://www.jica.go.jp/volunteer/application/seinen/jocv/training/
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ング調査においてかかせない要素であるので、語学のスキルを満たしていることは事業を進

めるうえでも有効である。 

③については、海外での研修で解決することができる。現地についての情報を獲得しつつ、

企業自身によるパイロット調査ができるからである。 

 ④に関しては、企業側による教授法やビジネス知識の指導が必要であると思われる。政府

機関が代表して、教授法研修会などを開くということも考えられる。しかし、企業ごとに事

業内容やビジネスモデルが異なっていることを考慮すれば、企業レベルで行うべきである。 

 ⑤は、本政策提言内での政府機関が企業側の情報をまとめる役割を果たすことで解決でき

る。登録に応募した企業に対して、政府機関側での調査を行い、正確な情報開示を進めるこ

とでより良いマッチングが期待できる。 

 

2-4 まとめ 

本政策提言は、青年海外協力隊の経験を生かして現地土着化を早期に達成することで事業計

画をより実現しやすくすることができる。言葉の壁や文化の違いは容易に超えられるもので

はなく、BOP ビジネスに踏み込めない懸念材料の主たるものといっても過言ではないため、

この政策提言の実現が BO P ビジネス普及の第一歩となると考えられる。 
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