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はじめに
BOP ビジネスというビジネスについて日本ではどれ程認識されているであろうか。
BOP ビジネスは、貧困削減等を目標とする MDGs(Millennium Development Goals：
ミレニアム開発目標)の採択とほぼ同じ時期の 1990 年代後半に主張され始めた概念であ
る。BOP とは、Bottom of the Pyramid または、Base of the Pyramid のことで、世界
の経済ピラミッドの底辺を構成する貧困層のことをいう。実は、厳密な BOP ビジネス
の定義というものは未だ存在しないのであるが、経済産業省では、BOP ビジネスを「主
として途上国における BOP 層を対象（消費者、生産者、販売者のいずれか、またはそ
の組み合わせ）とした持続可能なビジネスであり、現地における様々な社会的課題の解
決に資することが期待できる、新たなビジネスモデル」としている1。
今や多くの先進国では、少子高齢化によって市場が縮小し、また市場の成熟化によっ
て市場の魅力が少なくなりつつある。そこで、BRICs、東南アジアなどの新興国のボリ
ュームゾーン（中間所得者層）を新たな市場と捉え、従来の先進国市場に加えて、これ
らボリュームゾーンに注目が集まっている。しかし、このボリュームゾーンを対象とす
る市場でも既に競争が激化しているため、欧米の多国籍企業などは将来ボリュームゾー
ンになる可能性を秘めている BOP 層を対象にしたビジネスに積極的に取り組んでいる。
一方、日本ではこうした欧米に比べて十分に BOP ビジネスが浸透しているとは言い難
い。
日本では、2009 年になってようやく経済産業省や国際協力機構（JICA）などの公的
機関が BOP ビジネス研究や取り組み支援を始める動きが見られるようになった。例え
ば JICA は、2010 年から日本企業の BOP ビジネスへの取組みを支援する「協力準備調
査（BOP ビジネス促進）
」という制度を開始した。具体的には、BOP ビジネスの構築に
向けた情報収集や市場構築から事業化計画作成までに必要な費用の一部を JICA が支援
するというものである。その制度を利用した案件リストを見ると、味の素や住友化学な
どの大企業のみならず、本稿でも扱う会宝産業のような中小企業が名を連ねている。そ
こで私たちは、味の素や住友化学などの大企業は BOP ビジネスにおいて一定のビジネ
スモデルを築いているが、中小企業の場合はどうなのであろうかという疑問に至った。
当初、私たちは中小企業が BOP ビジネスをするのはリスクが大きいのでなかろうかと
考えていた。なぜなら BOP ビジネスは従来のビジネス手法では対応できないことが多
く、日本の中小企業が BOP 市場に参入するとなると本業に差しさわりが出るといった
問題が予想された。しかし、日本には中小企業でありながら BOP ビジネスにおいてあ
る一定の成功を収めた企業も実際に存在する。例えば、大阪府にある日本ポリグルとい

BOP ビジネス政策研究会「BOP ビジネス政策研究会報告書〜途上国にお
ける官民連携の新たなビジネスモデルの構築〜」2010 年 2 月 3 日、 5 頁。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/bop/bopkenkyukai/bop_
finalreport.pdf（2012 年 11 月 25 日入手）。
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1経済産業省

う会社は、中小企業でありながら独自に開発した水の浄化剤をバングラデシュで戦略的
に販売することで一定の成功を収めた。このように、これまで大企業主導で進められて
きた BOP ビジネスを国内の中小企業がより積極的に展開することも不可能ではないは
ずである。そこで私たちは、国内の中小企業による BOP ビジネスの現状を調査し、そ
こから見える課題を整理し、そして日本の中小企業が持続可能な BOP ビジネスを展開
していく上で求められることは何かを明らかにすることにした。
以下、第 1 章では、発展途上国支援の主たる手段であった「援助」から BOP ビジネ
スへと人々の関心が向けられるようになった経緯を説明し、第 2 章では、まず、市場が
縮小しつつある日本経済の現状を踏まえ、今後、中小企業においてもグローバル市場で
ビジネスを展開する必要性が高まることに触れる。続いて、実際に私たちが足を運んだ
企業から得た聞き取り調査の内容や経営学理論を基に、中小企業が BOP ビジネスをす
る上での強みまたは課題は何かについて検証し、BOP 市場においては市場創造戦略が重
要であること、また、経営資源が少ない中小企業がコストのかかる市場創造戦略をとる
にあたって、外部資源の有効活動が重要であることを説く。続く第 3 章では、その外部
資源を提供するにあたって重要な役割を期待される経済産業省や JICA など日本の公的
機関が、BOP ビジネスを行う日本の中小企業にどのような支援を行っているかを見た上
で、それらが果たすべき役割を海外の公的機関の支援事例なども参考に検証する。そし
て第 4 章では、日本の中小企業が BOP ビジネスを展開するにあたって求められるステ
ークホルダー（利害関係者）間での理想的な関係を導き出し、最後に、第 1 章から第 3
章までを踏まえて、中小企業の持続可能な BOP ビジネスについて論じることにする。
（岩谷俊春）
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第 1 章 BOP ビジネスを巡る動き
第 1 節 援助からビジネスへ
第 1 項 世界における格差の拡大
1960 年以降、世界の GDP は右肩上がりで上昇しており、世界は確実に豊かになって
いる。しかしながら一方で、先進国と途上国における経済格差が拡大しているのも事実
である。例えば経済格差を示す指標として、1 人あたり GNI に着目してみよう。
図 1 先進国と途上国の 1 人当たり GNI（購買力平価に基づく）の比較（1960-2011 年）
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（出所）World Bank Data より筆者作成。
図 2 発展途上地域の 1 人当たり GNI（購買力平価に基づく）の推移（1980-2011 年）
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（出所）World Bank Data より筆者作成。
図 1 では、高所得国を先進国、低所得国を発展途上国として 1 人当たり GNI（国民総
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所得）の推移を比較している。ただしここでの高所得国とは 2011 年時点の 1 人あたり
GNI（Atlas method に基づく）が 12,476 ドル以上の OECD（経済開発協力機構）加盟
国、低所得国は 1,025 ドル以下の国になる2。図 1 より、先進国と発展途上国の間に大き
な所得格差が存在していることが確認できる。これは、技術の進歩や教育の普及が進む
先進国に比べて、途上国ではそれらが進んでいないことが原因である。そしてその格差
は年々広がっており、1980 年には約 1 万ドルだったものが、2011 年にはおよそ 4 万ド
ルにまで拡大している。
続いて図 2 では、図 1 の発展途上国グループのうち、サブサハラアフリカ、ラテンア
メリカ（カリブ海の諸国も含む）
、東アジア（太平洋の諸国も含む）に分けて、1980 年
から 2010 年までのそれぞれの 1 人あたりの GNI の変遷を示した。これより、同じ発展
途上地域でも GNI の推移の仕方が大きく異なることが読み取れる。ラテンアメリカが順
調に 1 人あたり GNI を伸ばし、東アジアが急激に成長しているのに対して、サブサハラ
アフリカのそれは緩慢な動きにとどまる。つまり、近年は先進国と途上国間の経済格差
のみならず、途上国間の経済格差も開いているのである。このように経済格差の結果と
して生み出されてしまった途上国の底辺にいる人々を救うために、先進国政府は途上国
に対して長らく援助を実施してきた。しかし、ドナー各国や国際機関それぞれが提供す
る援助には重複するところも多く、他方で、必要なところに十分にいき渡らない、効率
が悪いといった問題がかねてより指摘されていた。
第 2 項 援助の現状
2000 年、それまでドナー各国や国際機関がばらばらに目標を設定して実施してきた援
助の共通の目標となる、ミレニアム開発目標（MDGs: Millennium Development Goals）
が設定された。MDGs では、表 1 にみるように極度の貧困と飢餓の撲滅など、2015 年
までに達成すべき 8 つの目標（ゴール）が掲げられている。各ゴールにはそれぞれター
ゲットとなる具体的な指標が定められており、各国政府や国際機関はこのターゲットを
達成しようと努力している。しかしこれらの高い目標に反して、援助の供与額は、近年、
低迷気味である。図 3 は DAC（開発援助委員会）諸国による ODA 額の推移を示したも
のである。これによると、米国が突出して ODA 額を伸ばしているのに対し、その他の
DAC 主要諸国の ODA 実績が停滞していることが見てとれる。米国が ODA 実績を伸ば
している背景としては、2001 年 9 月のテロ事件がある。それ以降「貧困はテロの温床と
なる」という認識から、貧困削減が米国の外交政策の中心3となってきた。これに対して、
その他の DAC 主要諸国の ODA 実績が停滞しているのは、主に国内の財政状況が悪化し
2World

Bank Data http://data.worldbank.org/about/country-classifications（2012 年
10 月 25 日アクセス）
。
3山内麻里「付録：近年の米国の ODA の推移」秋山孝允、近藤正規編著『モンテレー会
議後の世界の ODA の変動 開発援助動向シリーズ 2』
財団法人国際開発高等教育機構、
国際開発研究センター、2003 年、156 頁。
6

ていることが原因である。
表 1 ミレニアム開発目標
ゴール
1.極度の貧困と
飢餓の撲滅

ターゲット
・2015 年までに 1 日 1 ドル未満で生活する人口の割合を 1990 年の
水準の半数に減少させる
・女性、若者を含むすべての人々に、完全かつ生産的な雇用、そし
てディーセント・ワークの提供を実現する
・2015 年までに飢餓に苦しむ人口の割合を 1990 年の水準の半数に
減少させる
2.普遍的な初等
・2015 年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全過
教育の達成
程を終了できるようにする
3.ジェンダーの
・可能な限り 2005 年までに、初等・中等教育における男女格差を
平等の推進と女
解消し、2015 年までに全ての教育レベルにおける男女格差を解消
性の地位向上
する
4.幼児死亡率の
・2015 年までに 5 歳未満児の死亡率を 1990 年の水準の 3 分の 1
引き下げ
に削減する
5.妊産婦の健康
・2015 年までに妊産婦の死亡率を 1990 年の水準の 4 分の 1 に削減
状態の確保
する
・2015 年までにリプロダクティブ・ヘルスへの普遍的アクセスを
実現する
6.HIV/エイズ、マ ・HIV/エイズの蔓延を 2015 年までに食い止め、その後減少させる
ラリア、その他の ・2010 年までに HIV/エイズの治療への普遍的アクセスを実現する
疾病の蔓延防止
・マラリア及びその他の主要な疾病の発生を 2015 年までに食い止
め、その後発生率を減少させる
7.環境の持続可
・持続可能な開発の原則を国家政策及びプログラムに反映させ、環
能性の確保
境資源の損失を減少させる
・生物多様性の損失を 2010 年までに確実に減少させ、その後も継
続的に減少させ続ける
・2015 年までに、安全な飲料水及び衛生施設を継続的に利用でき
ない人々の割合を半減する
・2020 年までに、少なくとも 1 億人のスラム居住者の生活を改善
する
8.開発のための
・さらに開放的で、ルールに基づく予測可能でかつ差別的でない貿
グローバル・パー 易及び金融システムを構築する
トナーシップの
・後発開発途上国の特別なニーズに取り組む
構築
・内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む
・債務を長期的に持続可能なものとするために、国内及び国際的措
置を通じて開発途上国の債務問題に包括的に取り組む
・製薬会社と協力して、開発途上国において人々が安価で必要不可
欠な医薬品を入手できるようにする
・民間部門と協力して、特に情報・通信における新技術による利益
が得られるようにする
（出所）外務省政府開発援助ホームページより筆者作成。
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図3

DAC 主要諸国の ODA 実績（1999-2010 年）
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（出所）外務省『ODA 白書』2000-2011 年より筆者作成。
ではこのように滞る援助の中で、どれほどまで貧困削減を達成出来たのか。 The
Millennium Development Goals Report 2012 によれば、2011 年の時点で MDGs のう
ち 3 つのターゲットしか達成されていないという。まず 1 つ目は、ゴール 1 のターゲッ
トの一つ
「1990 年から 2012 年までに 1 日 1 ドル未満で生活する人の割合を半減させる」
である。具体的には、極度の貧困地域に住む人々の数とその貧困率がともに、全ての開
発途上地域において減少した。だが現在の経済成長のペースのままでは、2015 年になっ
ても 10 億人は依然として 1 日 1.25 ドル未満で生活を続けなければいけない状態である
とも言える。2 つ目はゴール 7 のターゲットの一つ「2015 年までに、安全な飲料水と基
礎的な衛生施設を持続可能な形で利用できない人々の割合を半減させる」である。世界
全体で見ると、飲料水として改良水源を利用する人の割合は増加している。具体的には、
1990 年には 76％だったものが 2010 年には 89％に増加した。ところが地域別に見ると、
オセアニアやサブサハラアフリカの一部では未だ改良水源へのアクセスを持たない人が
数多く存在する。3 つ目は同じくゴール 7 のターゲットの一つ「2020 年までに、最低 1
億人のスラム居住者の生活を大幅に改善する」である。世界でスラム街に住む人の割合
は、2000 年の段階で 39％だったものが 2012 年には 33％にまで減少したという。とこ
ろがその割合は減ったにもかかわらず、実は世界の総人口が増加していることから、
1990 年に 6 億 5000 万人だったスラム街居住者は、2012 年では 8 億 6300 万人にまで増
加しているのである。
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こうした中、MDGs に加えて 2010 年 9 月には、MDGs 国連首脳会合で新たな援助政
策が打ち出された。まず MDGs のゴール 2、3 に対応する教育分野については「教育協
力新政策」
が出され、
2015 年までの 5 年間で 35 億ドルの支援を行うことが掲げられた。
また同じく MDGs のゴール 4、5、6 に対応する保健分野に関しては「国際保健政策」が
出された。これらが打ち出された理由は、現状のままでは 2015 年までに MDGs を達成
出来ないことが明らかであるからである。
以上のように、先進国からの援助により途上国の貧困は削減されつつあるものの、途
上国には未だに多くの問題が残されている。以上のことから、援助は非効率であり、援
助のみでは貧困を撲滅するのは困難でなかろうかとも考えられる。
第 3 項 途上国支援をとりまく潮流の変化
ここまで見てきたように、援助は当初期待されたほどの貧困削減効果をもたなかった。
更に、時が経過するにつれて援助の問題点も数多く浮上してきた。アフリカのザンビア
出身の女性エコノミストであるダンビサ（2010）は、援助は途上国にとって役に立って
いないと主張し、以下の 2 つの理由を根拠として挙げている。まず 1 つ目の理由は、
「マ
クロとミクロのパラドクス4」である。すなわち、一時的なものにすぎない援助は、途上
国に対して短期的には利益をもたらしても、長期的には便益をもたらさないということ
だ。例えば、先進国が製造した蚊帳を途上国に無料で配布したとする。先進国からの「援
助」により、途上国は一見利益を得られたかのように見える。しかし一方で途上国には
先進国製の安価な蚊帳が数多く出回るため、途上国で蚊帳を作っていた者は仕事を失っ
てしまう。更に、外国製の蚊帳は年月が経過すれば当然使用できなくなる。しかしなが
らその時には既に途上国内で蚊帳を作る者がいなくなり、途上国の経済発展は望めなく
なる。つまり、援助がなければ構築されていたはずの途上国の産業基盤が、援助によっ
て破壊されてしまうのである。したがって、援助は結果として途上国に利益をもたらさ
ないと彼女は主張する。
2 つ目として、ダンビサは「援助資金のファンジビリティ5」（流用可能性）を指摘し
ている。例えば、元々途上国が自国の予算で行っていた活動に対して、先進国が援助資
金を供与する。その資金は本来の活動の援助として用いられ、元々の予算は途上国の発
展のための別の活動に投じられることになる。しかし実際は、腐敗した途上国政府が援
助資金のお陰で浮いた自国の予算を、軍事費など途上国の発展に繋がるとは言えない分
野に投じる恐れがある。これでは、援助が途上国の発展に寄与することは期待できまい。
このように援助が政府の不適切な予算管理を促すとするならば、援助が新たな問題を創
出することになり、それゆえに援助には限界があると彼女は主張する。
そこで世界では、近年、援助という従来のアプローチとは異なる貧困問題の解決方法
4ダンビサ・モヨ『援助じゃアフリカは発展しない』東洋経済新報社、2010
5前掲書、64

頁。
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年、61 頁。

に注目が集まっている。企業が今まで無視していた貧困層とパートナーを組み、貧困層
自らがビジネスに積極的に関わると同時に、製品やサービスを提供する企業も利益を得
られる――このような優れた貧困救済のアプローチが必要だとアメリカの経営学者であ
ったインド出身のプラハラードは説く。BOP ビジネスの第一人者である彼は、企業家と
しても消費者としても潜在的可能性を秘めた貧困層市場は民間企業にとって不可欠なも
のになると考え、また、貧困層の貧困を緩和することも可能だと主張する6。そこで貧困
層向けの新たなビジネスモデルとして、Prahalad and Hart（2001）は以下の 9 つを挙
げている7。1.商品を低価格で提供、2.丈夫な商品の提供、3.効率的、4.労働集約的、5.
新たな国との提携、6.販売費及び一般管理費の適切な管理、7.内容量を少なくする、8.
シンプルな包装、9.持続可能。これらを軸としたのが BOP ビジネスである。そこで次節
では具体的に BOP ビジネスとは何かを見ていく。
（中川友梨）
第 2 節 BOP ビジネスとは何か
第 1 項 BOP 層と BOP ビジネス
そもそも、BOP とは Base/Bottom Of the Pyramid（ピラミッドの底辺）の略であ
る。図 4 は個人の支出額規模によって世界人口を表したものであるが、BOP 層とは世界
人口のうち、年間個人消費支出（2002 年時点での購買力平価に基づく）が 3,000 ドル以
下の人々を指す。彼ら BOP 層は従来、ビジネスの対象とはみなされてこなかった。そ
れは先に述べたように購買力が低いことから、BOP 層には生活の質を向上したいという
需要が存在しないと考えられていたことが原因である。しかしながら僅かではあるもの
の BOP 層にも購買力は存在し、また貧しいからといって嗜好品を求めないわけではな
い。このことから BOP 層の需要に目を向け、彼らの貧しいが故の問題を克服すること
も必要である。例えば水道や電気へのアクセスを持たない BOP 層は少なくないが、水
道が使えなければ飲料用や洗濯に汚染水を使用せざるを得ない。電気が無ければ食品の
保存や空調管理ができない。このように従来無視されてきた BOP 層のニーズを見つけ
出し、先進国企業がそのニーズを満たすべく、BOP 層を被雇用者や消費者といった形で
巻き込んで財・サービスを BOP 層に販売する。このとき、購買力の低い BOP 層でも購
入できるように財・サービスの価格を BOP 層の所得に合わせて低く設定する。これに
より BOP 層の生活水準が向上すると同時に、就業機会が生まれるため所得が増加する
ことが期待できる。これが BOP ビジネスである。そして、図 5 に示すように三角形の
経済ピラミッドをダイヤモンドの形に変えて、最終的には五角形のピラミッドに変える
ことが BOP ビジネスの意義であるとされる。
6プラハラード.C.K.『ネクスト・マーケット』英治出版、2005

年。
C.K. and S.L. Hart “Strategies for the Bottom of the Pyramid: Creating
Sustainable Development” 2001, Power Point.
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図 4 世界の経済ピラミッド

富裕層 2 億人
年間消費支出
20,000 ドル以上
中所得者層 16 億人
年間消費支出
3,000～20,000 ドル

BOP 層 45 億人(世界人口の 72％)
年間消費支出 3,000 ドル未満

（注）年間消費支出額は 2002 年時点の購買力平価に基づく。
（出所）岡田正大「BOP ビジネスに関する懇談会」研究報告『開発途上国低所得層（BOP）
におけるビジネスの実現と成功条件について』社団法人日本能率協会、2011 年より筆者
作成。
図 5 BOP ビジネスにおける経済ピラミッドの移行プロセス

TOP

MOP
TOP

BOP

MOP

ダイヤモンド

BOP

TOP

MOP

現在：三角形

五角形

（出所）菅原秀幸「入門 BOP ビジネス version5―貧困ピラミッドから、富めるハッピ
ー・ペンタゴンへ―」2009 年より筆者作成。
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また表 2 に見るように BOP 層を地域別に見ると、アジアの BOP 市場規模が一番大き
く、人口は 28 億 5800 万人、BOP 全体の 72%を占める。特にアジアの中でも中国、イ
ンドが大きい。中国、インド両国にはそれぞれ 10 億人、中国とインドを合わせた総人口
は BOP 総人口の 2 分の 1 を占める。この他にもバングラデシュやベトナムなど、アジ
アには BOP 市場が多く存在する。
表 2 BOP の人口と所得規模
地域

BOP 人口

全人口に占める

BOP 所得

総所得に占める

（百万人）

BOP 層の割合

（百万ドル）

BOP 所得の割

（％）

合
（％）

2,858

83.4

3,470,000

41.7

中国

1,046

80.8

161,127

55.2

インド

1,033

98.6

93,710

92.7

360

69.9

509,000

28.2

東ヨーロッパ

254

63.8

458,00

36

アフリカ

486

95.1

429,000

70.5

計

約 40 億人

アジア
（中東を含む）

ラテンアメリ
カ・カリブ海諸国

約 5 兆ドル

（注） 所得の額は 2005 年時点の購買力平価による。
（出所）アラン・L・ハモンド他『次なる 40 億人ピラミッドの底辺（BOP）の市場規模
とビジネス戦略』世界資源研究所、国際金融公社、2007 年をもとに筆者作成。
第 2 項 BOP ビジネスの具体例
BOP ビジネスには様々な形があるが、ここでは代表的な 3 つのパターンを紹介し、
BOP ビジネスが具体的にどのようなものかを明らかにする。
まず一つ目に「BOP 市場向けに新たな製品を開発する」パターンがある。代表的な事
例として住友化学株式会社（以下、住友化学）のオリセットネットを挙げる。マラリア
は世界の三大感染症のひとつとして、人類にとって大きな脅威になっている。そこで住
友化学は、独自技術で長期残効型防虫蚊帳（オリセットネット）を開発し、アフリカの
国々におけるマラリア予防に貢献している。暑いアフリカでも使用しやすいように通気
性の良い網目の形状に設計したり、防虫効果が 5 年以上持続するように工夫したりする
ことで、マラリアの感染を効率的に防ぐことが可能になった。また前節では海外から輸
入された蚊帳が自国の蚊帳産業を崩壊させることについて言及したが、住友化学による
BOP ビジネスの場合、途上国の産業を崩壊させることはない。何故なら、途上国に工場
12

を建てて現地で生産し、現地の人を雇用するからである。例えばタンザニアではオリセ
ットネットの生産だけで約 7,000 人（2010 年 8 月段階）の雇用機会を創出しているとい
う8。また援助とは異なり、企業側が利益を得られるので先の事例のように一過性の蚊帳
供給にはなりえない。
二つ目に「先進国に既にあるものを小分けにして販売する」パターンがある。代表的
な事例として味の素株式会社（以下、味の素）の取り組みを挙げる。味の素は、うまみ
調味料である「味の素」を途上国に販売し、途上国の食生活改善に貢献している。3 つ
の A（Affordable:誰でも気軽に買える、Available:いつでもどこでも買える、Applicable:
どのような料理もおいしくすることをしっかり伝える）を達成すべく、味の素は「三現
主義」をとった9。
「三現主義」とは、
“現場”である市場にて“現物”を“現金”で直接
販売するシステムである10。BOP 層は大量の現金を保有していない。そこで商品を小分
けにして単価を下げることにより、購買力の小さい BOP 層でも購入できるようになっ
たのである。例えばフ ィ リ ピ ン で は 2.4 グ ラ ム で 0.5 ペ ソ（ 2012 年 1 月 18 日 の
為 替 レ ー ト で 約 1.19 円 11）、 イ ン ド ネ シ ア で は 1 グ ラ ム 50 ル ピ ア （ 同 約 0.53
円 ）、 タ イ で は 10 グ ラ ム 1 バ ー ツ （ 同 約 3.11 円 ） で販売している12。
三つ目に「 BOP 市場向けにサービスを提供する」パターンがある。代表的な事例と
して株式会社エヌ・ウェーブ（以下、エヌ・ウェーブ）が挙げられる。エヌ・ウェーブ
は、バングラデシュでバスの料金システムを IC 化するサービスを提供している。バング
ラデシュの人口は 1 億 4,869 万人、世界第 7 位である。バングラデシュではバスは主な
交通手段である。首都ダッカでは約 500 万人が日常的に利用しているが、交通渋滞や安
全面で様々な問題を抱えている。システム導入前はチケット販売員の不正や、経営低効
率の問題があり、交通システムは混乱していた。しかしシステム導入後は、チケット発
行の時間が短縮され、チケット販売員による釣銭の不正などの問題が少なくなった。こ
のように BOP ビジネスでは、BOP 層のニーズを正確に把握し、現地に合ったサービス
を行うことが求められる。
（劉鑫）
第 3 節 私たちが考える BOP ビジネスの定義
BOP ビジネスの概念はまだ新しく、具体的な定義や捉え方についても、識者や組織に
http://www.sumitomo-chem.co.jp/csr/africa/production.html
（2012 年 11 月 21 日アクセス）
。
9中尾洋三「味の素グループの BOP ビジネスと官民連携の可能性について」
「アフリカ産
業戦略」勉強会の Power Point 資料、2009 年。
http://www.grips.ac.jp/forum/pdf09/5th.pdf（2012 年 12 月 13 日入手）。
10日本企業の BOP ビジネス研究会『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、2011 年、136 頁。
11対顧客電信売相場『日本経済新聞』2013 年 1 月 19 日。
12日本企業の BOP ビジネス研究会、前掲書、130 頁。
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よって異なるようである。ここでは、我々の考える BOP ビジネスの定義を示したい。
端的には「BOP 層に財やサービスを提供するビジネスで、企業に金銭的利益をもたらす
と同時に、被雇用者かつ消費者である BOP 層にも社会的利益をもたらすもの」となる。
ではこの定義を具体的に説明していく。
まず「BOP 層に財やサービスを提供する」ということについてであるが、つまり、先
進国の人々に低価格の財やサービスを提供することを主として途上国で展開されるビジ
ネスは我々の考える BOP ビジネスの定義には含まれない。同様に、近年、フェアトレ
ードにも注目が集まっているが、我々は、先進国市場の消費者が主な財やサービスの受
給者であるフェアトレードは BOP ビジネスとは捉えない。そもそも社会的・経済的弱
者である途上国民に雇用の機会を与え、先進国の人々が公正な対価を支払うことで、貧
困層が貧困から抜け出すきっかけを作るのがフェアトレードである。途上国の貧困撲滅
に寄与している点では BOP ビジネスと同様に非常に有用な手段である。しかし、BOP
ビジネスにフェアトレードを含めてしまうと BOP ビジネスの定義が煩雑になる恐れが
ある。例えば、株式会社フルッタフルッタによる「ブラジル連邦共和国におけるアグロ
フォレストリー農法を用いた環境順応型 BOP ビジネス」を例に挙げよう。これは、様々
な種類の作物を混植した森をつくることによって荒廃した土地を回復させると同時に、
そこで産出された農産物を加工して先進国市場に供給するビジネスである。平成 23 年
10 月に JICA の「協力準備調査（BOP ビジネス連携促進）」に採択され、BOP ビジネス
として支援を受けている。しかし我々はあくまでも BOP 層に財やサービスを提供する
ビジネスにこだわりたいため、本論文ではフェアトレードの色合いの強いビジネスにつ
いては BOP ビジネスの定義に含めないことにする。
次に「企業に金銭的利益をもたらす」ことについてであるが、ある程度の収益を上げ
て持続されうるビジネスであることを条件としたい。ここで、P&G の浄化剤「ピュア
（PUR）
」の事例を取り上げて考える。PUR とは開発途上国の低所得者のために作られ
た製品で、10 リットルの汚染水を浄化できる小袋入りの粉末浄化剤である。グアテマラ
とフィリピンで市場テストを行った結果、あまり収益を得られなかったため 1 度はこの
ビジネスから撤退したものの、失敗を経てモデルを修正し、パキスタンで 2 度目の商業
販売を行う。このとき、公的機関である米国国際開発庁（USAID）からも資金援助を受
けていたという。しかし 2 度目も、ビジネスを持続できるほどの利益を出すことが出来
なかった。そのため P&G は「PUR 事業を、慈善活動部門が支援する非営利事業に切り
替えることに決定した13」という。PUR 事業を「子どもたちのための安全な飲料水プロ
グラム」へと転換することで、ビジネスを終了しても途上国にマイナスの影響がもたら
されないようにしたのだ。利益をもたらさなくても、そのビジネスを打ち切る時に途上
国側を配慮したという点では評価されるべき事例ではあるが、ビジネスを持続できてい
13スチュアート.L.H.、ロンドン.T.『BOP

ビジネス市場共創の戦略』英治出版、2010 年、

68 頁。
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ないことから、本論文ではこうした企業の慈善活動を主体としたものは BOP ビジネス
には含めないことにする。
最後の「被雇用者かつ消費者である BOP 層に社会的利益をもたらす」点については、
途上国での経済活動が新たな雇用を生むのみならず、途上国の劣悪な衛生環境、犯罪の
多発といった社会問題の改善が可能なビジネスであることを条件とする。途上国でビジ
ネスを行えば、何らかの形で現地の人を雇用する機会が創出されるため、その点では途
上国に貢献することは間違いない。しかしそのことが必ずしも途上国の人々の生活や社
会環境を改善するとは限らない。そこで、我々は、雇用促進のみならず BOP 層の生活
水準の改善といった社会的な恩恵を創出するものを BOP ビジネスの条件とする。
また、
直接 BOP 層をビジネスの対象とした B to C のビジネスは勿論のこと、
これに加えて B to
B のビジネスのように、間接的にではあっても BOP 層が社会的利益を被るビジネスであ
れば、それも BOP ビジネスとした。
以上より、
「BOP 層に財やサービスを提供するビジネスで、企業に金銭的利益をもた
らすと同時に、被雇用者かつ消費者である BOP 層にも社会的利益をもたらすもの」を
我々は BOP ビジネスと定義し、以下、本論文で「BOP ビジネス」という用語を用いる
際には、本定義を満たしているものとする。
（中川友梨）
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第 2 章 中小企業による BOP ビジネス
第１節 国内中小企業の海外展開の現状
第 1 項 日本企業の海外展開の必要性
第 1 章では、BOP ビジネスの定義と概要について述べたが、本章では、国内中小企業
による BOP ビジネスの事例や戦略・課題についてまとめる。はじめに、第 2 章第 1 節
では、BOP ビジネスを含めた国内中小企業の海外展開の必要性とその現状について述べ
る。
1992 年のバブル崩壊後、日本の実質経済成長率は 1%前後の低水準で推移してきた。
2009 年は国際金融危機の影響を受け、5.5％のマイナス成長となった。2010 年は 4.5％
に回復したものの、2011 年は震災の影響を受け再びマイナス成長となった。今後数年の
経済成長率も 1%程度にとどまる見込みである14。日本以外の先進国においても経済成長
率は低迷しており、2011 年の先進国全体の実質経済成長率は 1.6％であるのに対し、新
興国・途上国全体の経済成長率は 6.2％となっている15。図 6 に見るように、アジア諸国
では、中国をはじめとする新興国が実質 GDP を急拡大し、日本経済のシェアは相対的
に低下している。
図 6 アジア諸国の GDP 世界シェアの推移(購買力平価、2015 年は予測値)
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（出所)IMF World Economic Outlook Database , October 2012 より筆者作成。
14IMF

World Economic Outlook Database , April 2012

15前掲注。
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アジアの新興国の経済成長の背景には、日本企業の工場の進出なども影響しているが、
世界全体の GDP に占める新興国の割合が拡大していくにつれて、日本企業の新興国へ
の進出はますます増えていくだろう。また、日本国内では少子高齢化が進んでおり、日
本の総人口は 2005 年に戦後初めて減少した。2050 年には、現在から 3000 万人程度減
少し、9700 万人になると予測されている16。したがって、今後の国内需要の減少は避け
られず、大企業のみならず、多くの中小企業においても、海外需要を積極的に取り込む
ことが必要になってくるだろう。
第 2 項 中小企業による海外展開の動向
では、国内中小企業の海外展開の動向について見てみよう。日本貿易振興機構(JETRO)
が行った『日本企業の海外事業展開に関するアンケート』（2011 年度）によると、輸出
を行なっている 7 割の企業が「輸出の拡大を図る」と回答しているなど、中小企業の多
くが輸出拡大に高い意欲を示している。拡大したい輸出先国としては、1 位中国(67.1％)、
2 位アメリカ(31.6％)、3 位台湾(27.9％)、4 位タイ(26.9％)、5 位韓国(26.6％)とアメリ
カを除いて、アジアの新興国が中心になっている。また、中小企業による海外直接投資
も拡大する傾向にあり、海外直接投資を行なっている企業の約 7 割が「事業規模の拡大
を図る」と回答している。2009 年の統計では、海外に子会社を持つ日本企業は 7977 社
で、約 7 割の 5630 社が中小企業である17。しかし、企業数でみれば、日本国内の企業の
99.7％が中小企業に分類されることを考えると18、やはり大企業に比べて海外進出を行
う中小企業の割合は小さいといえる。
中小企業の海外展開の理由については、前述の JETRO のアンケート結果にもとづく
と、表 3 にみるように「海外での需要の増加」がトップになっている。日本政策金融公
庫が海外直接投資を行っている取引先の中小企業 324 社に対して行った『中小企業の海
外進出に関する調査結果(2012 年 1 月～3 月)』においても、表 4 に見るように、進出先
の需要拡大を見込んで進出した企業が半数に上り、安価な人件費を求めた工場移転や取
引先企業の進出に合わせた海外進出などよりも、海外市場の獲得を目指して海外展開を
行なっている中小企業が多いことが分かる。
JETRO が 2011 年に実施したアンケートでは19、海外直接投資を行う中小企業の進出
先の 85％がアジアであることが明らかとなった。特に中国が全体の 50.2％を占めており、
年 1 月。
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/newest04/hh2401.asp
17総務省『事業所・企業統計調査』2009 年。
18中小企業庁『中小企業の企業数・事業所数』2012 年。
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/120604kigyou.xls
19 日本貿易振興機構『日本企業の海外事業展開に関するアンケート』 2011 年度。
16国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』2012

http://www.jetro.go.jp/news/releases/20120301775-news/outline.pdf
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海外進出を行なっている中小企業の半数が、
「中国での販売強化」を今後の方針としてい
る。また、海外に進出しているサービス企業は大企業も含めて、2012 年 4 月時点で

約 800 社である20。中小企業であっても外食産業などで上海、シンガポール、北京、
バンコクなどの高所得者層向けに進出している企業は少なくない。以上のように多くの
中小企業が輸出拡大・海外直接投資に積極的な姿勢を示しており、中国を中心とする新
興国市場での販売拡大を目指す企業が多い。
表3

中小企業の海外進出の理由（複数回答あり）
64％

海外での需要の増加
取引先企業の海外進出

35.7％

日本国内の人件費や労働規制

22.5％

円高の影響

18.2％

（出所）JETRO『日本企業の海外事業展開に関するアンケート』（2011 年度）
表 4 中小企業が海外直接投資を行った理由
進出先の需要が旺盛、あるいは今後の需要の拡大が見込めるから

49.2％

進出先の労働力コストが安いから

16.4％

取引先や販売先が進出したから

13.1％

進出先の原材料・部品などの調達コストが安いから

11.5％

その他

9.8％

（出所）日本政策金融公庫『中小企業の海外進出に関する調査結果』(2012 年度)
第 3 項 中小企業による BOP ビジネスの概況
第 1 章第 3 節で述べたように、
途上国に海外直接投資を行なっている企業であっても、
BOP 層に対して財やサービスを提供し、社会的な利益をもたらすようなビジネスで無け
れば、BOP ビジネスとは言えない。国内中小企業による海外展開は拡大する傾向にある
ものの、BOP ビジネスの事例はあまり多くない。しかし、近年、公的セクターが積極的
に BOP ビジネス支援に乗り出すなど、BOP ビジネス参入への気運は高まりつつある。
2009 年に公的機関が BOP ビジネス支援を本格化させたことから、2009 年は日本におけ
る「BOP ビジネス元年」と言われている21。具体的には、経済産業省が「官民連携に寄
る BOP ビジネスの推進」プロジェクトを開始し、JETRO も BOP ビジネスに関するセ
20日本貿易振興機構『ジェトロ世界貿易投資報告」2012

年、78 頁。

http://www.jetro.go.jp/world/gtir/2012/
BOP ビジネス version5 ―貧困ピラミッドから、富めるハッピー・ペ
ンタゴンへ―」2009 年。
http://www.sugawaraonline.com/BOP/METI_BOPSeminar_Introduction_2010.pdf
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ミナーを始めた。また、翌年の 2010 年には、経済産業省が BOP ビジネス支援センター
を立ち上げ、BOP ビジネスに関する情報提供を行なっている。さらに、同年には、JICA
も BOP ビジネスに関わる企業の調査活動を支援する「協力準備調査（BOP ビジネス連
携促進）
」を開始し、現在までに 50 社以上の案件が採択された22。その中には、石鹸な
どの衛生用品や水関連事業分野などで中小企業も多く含まれている。
BOP ビジネスは、途上国の生活向上という社会貢献のみならず、将来の有望市場獲得
への大きな可能性も秘めている。大企業に比べて、経営資源の乏しい中小企業が BOP
ビジネス行うのは困難であると予想されるが、日本の国内市場の縮小や海外における既
存市場での競争が激化していることを踏まえると、中小企業も積極的に新たな市場を獲
得することが不可欠であろう。BOP 層を消費者とする市場は未熟であるが、競合の激し
い既存市場に比べ、将来的に拡大する市場の大きなシェアを獲得する機会となり得る。
また、途上国の貧困層の生活の向上という面でも、大企業に限らず、より多くの企業が
BOP ビジネスを通じて社会的利益を生み出すことが望まれる。2010 年の中小企業白書
においても、
「BOP ビジネスへの取組が拡大していくことは、中小企業を始めとした日
本企業にとって、海外進出及び新規市場獲得による輸出拡大や将来への布石、これまで
にない商品・サービス・販路等の開発・開拓につながる大きなチャンスであり、さらに
は日本経済全体の活性化にも資すると考えられる23」と述べられており、国内中小企業
による積極的な BOP ビジネスへの参入が期待されている。
（金和也）
第 2 節 中小企業による BOP ビジネスの事例
私たちは実際に BOP ビジネスを行っている企業を訪問し、現場の声を聞くことで
BOP ビジネスのあり方を考えることにした。本研究にあたり、会宝産業株式会社（以下、
会宝産業、本社金沢市、2012 年 6 月 13 日訪問）、サラヤ株式会社（以下、サラヤ、本
社大阪市、2012 年 9 月 24 日訪問）、株式会社サニコン（以下、サニコン、本社堺市、
2012 年 9 月 28 日訪問）
、株式会社エヌ・ウェーブ（以下、エヌ・ウェーブ、本社東京
都千代田区、2012 年 9 月 28 日訪問）の 4 社を訪問させていただき、お話を伺う機会を
得た。数ある中小企業の中からこれらの企業を選んだ基準は、第 1 章第 3 節で述べた私
たちが定義する BOP ビジネスにマッチした中小企業であること、次に、我々の生活拠
点である金沢市からのアクセスが容易であることの二つである。選出にあたっては、近
畿経済産業局『次世代有望市場開拓事例集』や、JICA が行っている協力準備調査（BOP
ビジネス連携促進）案件採択企業などを参照にした。いずれも BOP ビジネスを通して
社会貢献を行なっている中小企業ばかりである。以下、各企業の HP や各種媒体から得
ビジネスとの連携（2012 年 11 月 22 日アクセス）
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/BOP/index.html
23中小企業庁『中小企業白書』2010 年、161 頁。
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22国際協力機構ホームページ、BOP

られた情報やインタビューで分かったことをまとめる。
第 1 項 会宝産業株式会社
会宝産業を訪問した直接のきっかけは会宝産業の近藤社長が金沢大学の国際協力論の
授業で講演をされたことにある。加えて、途上国内でも問題になっている環境汚染問題
解決に一役を買っているなど社会インパクトの高いビジネスをしていると聞き、今回訪
問させて頂いた。
表 5 会宝産業株式会社概要
社名

会宝産業株式会社

本社所在地

〒920-0209 石川県金沢市東蚊爪町 1 丁目 25 番地

創業

1969 年 5 月

代表者

近藤典彦

資本金

5,700 万円

従業員数

62 人

売上高

21 億円 9,000 万円

事業内容

使用済み自動車の引き取り・解体・破砕前処理など
中古車・中古自動車部品の輸出販売

(出所)会宝産業ホームページ http://www.kaiho.co.jp/jp/(2012 年 12 月 19 日アクセス)よ
り、筆者作成。
金沢市に本社を置く会宝産業は現社長近藤典彦氏が一代で築き上げた会社である。使
用済みの自動車を引き取り解体しその自動車部品を日本国内にとどまらず海外に輸出し
販売することで急成長を遂げた企業である。輸出が売上高の約 7 割を占める。近藤氏は、
東京の親戚の下で 3 年間働いた後金沢に戻り、1969 年、当時 22 歳で会宝産業の前身で
ある有限会社近藤自動車商会を設立した24。そこではひたすら中古自動車を解体し鉄く
ずを販売していた。それからは時折困難に直面したが、92 年、新しく会宝産業として再
出発した。
そんな折、近藤氏に転機が訪れた。平成の初め頃に、大阪の商社の紹介でクウェート
人が中古車部品の買い付けのため会社を訪問したのだ。それまでは、中古車を分解して
も鉄くずとして販売することが多く、部品のまま売るケースはまれであった。このクウ
ェート人は鉄くず価格の 3 倍もの値段でサスペンションを買いたいと申し出たのである。
そこで近藤氏は、
「輸出すればかなりの儲けが出るのではないか」と考え、海外に販路を
求めるようになった。現在、ナイジェリア、タイ、シンガポール、ケニア、ガーナに中
第 25 話 解体屋とは呼ばせない（その 1～その 5）」
『北国新聞』
2009 年 5 月 2~6 日。http://www.kaiho.co.jp/jp/media/2009/
20

24「ふるさとから挑戦

古車の部品を販売する合弁会社を所有しており、08 年には大きく売り上げを伸ばし 20
億円以上の売り上げ実績をあげた。
途上国では大量の廃棄自動車があり環境問題になっている。ナイジェリアなどでは通
りに廃車車両が溢れており、環境汚染の問題が深刻になっている。そこで使用済みの自
動車を適切に解体処理しリサイクルを推進することが今求められている。私たちの取材
で、近藤氏は「先進国がそうしてきたように、途上国も商品生産の後始末を疎かにする
可能性がある。中古の自動車部品を途上国に輸出することで、先進国の一国として循環
型社会に向けた環境対策を進めるべきだ」と語っている。現在、ナイジェリアやブラジ
ルの合弁会社にエンジンなどの部品を取り出して再利用する工場を建設中であり、どち
らも 2013 年に完成・稼働予定である25。そこで取り出したエンジンなどは同国内で販売
する。これは同社にとって初となる海外の生産拠点である。このようにして現地生産の
ビジネスモデルを確立し、他の地域での展開も検討する。
会宝産業は独自に考案した在庫管理システム「KRA(Kaiho Recyclenet Alliance)シス
テム」や中古の自動車部品の品質基準を定めた「JRS(Japan Reuse Standard)」を導入
するなど IT システムを活用し、これを国内だけでなく海外進出先でも展開している。従
来、車の中古部品は相対取引が主流で、バイヤーが目利きだけで欲しい商品を選び、そ
の都度価格交渉をしていた。そのため、値付けや品質が不明瞭な取引形態が車の中古部
品事業の実態であった。これに対して、会宝産業では、KRA システムを導入して在庫を
管理し保証された品質の部品だけを販売することに成功した。私たちの取材で近藤社長
は「安さを追求するだけの競争はもはや成り立たなくなりつつある。KRA システム、JRS
などを使った品質の向上が求められる」と語っている。また、発展途上国では、使用済
み自動車を回収するノウハウがないことからなかなかリサイクルが進まない。こうした
現状を受けて、07 年には本社の敷地内に自動車リサイクルのノウハウを伝える教育セン
ターとなる、NPO 法人「RUM(ReUseMotorization)アライアンス」を同業者と協力して
開校し教育にも力を入れている。
私たちが取材に出向いたときに、社員の方々の挨拶が非常に素晴らしかったことが印
象に残っている。
「社員全体のひとづくりをきちんとすれば他の企業に負けることはない」
と近藤社長は述べていたが、その考えは実際に徹底されているように感じた。
（岩谷俊春）
第 2 項 サラヤ株式会社
サラヤに取材をすることにした直接の理由は、近畿経済産業局の『次世代有望市場開
拓事例集』に取り上げられていたからである。2011 年からウガンダで展開されている
BOP ビジネスが JICA の BOP ビジネス支援プロジェクトに採択されたこともそこで知
った。サラヤという会社は現社長がもともと強い海外志向を持っていたこともあって、
25「ナイジェリアで車解体」
『日本経済新聞』2012
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年 11 月 2 日、朝刊 39 面。

95 年のアメリカ合弁会社設立をきっかけに香港、タイ、台湾やベルギーなどにも進出し
ている。少なくとも全ての中小企業が海外展開に積極的というわけではない現状下で26、
サラヤの事例から海外展開を成功させるためのヒントが多く得られるのでないかと考え、
今回、インタビューをさせていただくことにした。
表 6 サラヤ株式会社概要
社名
本社所在地

サラヤ株式会社
〒546-0013 大阪府大阪市東住吉区湯里 2-2-8

創業

1952 年

代表者

更家悠介

資本金

4,500 万円
991 人

従業員数

2 億 1,800 万円

売上高
事業内容

家庭用及び業務用洗浄・消毒剤・うがい薬等の衛生用品と
薬液供給機器等の開発・製造・販売

(出所)サラヤホームページ http://www.saraya.com (2012 年 11 月 6 日アクセス)
より、筆者作成。
創業者の更家章太氏(現社長の父)の生家は三重県熊野市で代々農業を営んでいた。そ
こは太古の自然が息づく日本の原郷であった。章太氏の心の奥深くには父母の自然に対
する深い愛着や、少年時代を過ごした熊野の川や山での思い出が残っていたという。こ
の自然観や生活観が自然にやさしい商品に取り組むきっかけとなった。これはサラヤの
事業の原点として位置づけられ、現在においても企業の DNA としてしっかり受け継が
れているという。
1952 年、創業者の更谷章太氏は、戦後間もない時期に赤痢や疫痢などの伝染病が蔓延
する中、手洗いと殺菌消毒ができる石鹸液と石鹸液専用容器を日本で初めて考案し事業
化を進めた。その後、サラヤの代表商品となる植物系中性洗剤(ヤシノミ洗剤)やアルコ
ール手指消毒液を発売し、
「自然派のサラヤ」と呼ばれる程までになった。
1995 年にはサラヤ初となる合弁会社をアメリカに設立し世界進出に着手した。また、
SARS の流行を受けて、02 年から 04 年にかけて香港、韓国、タイ、台湾、ベルギーに
も相次いで進出した。
そして、2010 年から 12 年にかけて、ウガンダで「ウガンダ 100 万人の手洗いプロジ
ェクト」を始めている。サラヤはユニセフによる衛生改善のための手洗い普及活動を、
対象となるサラヤの衛生商品の売り上げの 1％を寄付する形で支援をしている。サラヤ

26近畿経済産業局『次世代有望市場開拓事例集』2011
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年 2 月、7 頁。

によると、MDGs の目標のひとつである乳幼児死亡率の削減のために最も簡単で有用な
手段が手洗いだという。製品の進化で日本の衛生環境を向上させるだけでなく、社会貢
献活動として世界の衛生環境の改善にも貢献したいという想いから、サラヤはユニセフ
への支援という形でウガンダ 100 万人の手洗いプロジェクトが始めた。具体的には、手
洗い設備の建設だけでなく子ども達への教育と自主的な衛生活動の支援、母親への啓蒙
活動、現地メディアでの手洗いキャンペーンの展開など、住民が石けんを使った正しい
手洗いを知り自ら広めていくことを目指し進められている。
このウガンダのうがいプロジェクトがきっかけで 2011 年 5 月にウガンダの首都カン
パラに現地法人 SARAYA EAST AFRICA（以下、SEA）を設立された。SEA の初代社
長に就任したのは、当時ウガンダで村落開発 NPO を運営していた宮本和昌氏である。
SEA 設立の目的は、それまでの 3 年間にわたる現地視察を通して、ユニセフへの支援だ
けでなく戦後の日本と同じようにウガンダで衛生製品の事業を展開することで、現地の
衛生環境改善に寄与する必要性を認識したからである。そして、2012 年 4 月に、ウガン
ダで BOP ビジネス事業を本格的に始動させた。これは JICA の「協力準備調査（BOP
ビジネス連携促進）
」の案件に採択され、JICA の支援を受けながら JICA と連携して展
開している。現在、サラヤは、JICA ウガンダ事務所が取り組んでいる公立医療現場で
のサービスの質の向上を目指す「5S27」プロジェクトに協力している。また、サラヤが
アルコール消毒剤と手指衛生啓発を通じて公立医療施設の院内衛生環境改善に尽力し、
一方の JICA はウガンダの関係省庁や公立病院とサラヤの橋渡しをしている。この 5S
プロジェクトとサラヤの手指消毒剤の協同事業は以下のように進められている28。まず
現地で新たにスタッフを雇用する。スタッフには院内感染予防や手指衛生啓発のノウハ
ウを徹底的に教え込み、
「衛生指導インストラクター」となる人材を育成する。次に、同
事務所が行う 5S プロジェクト対象病院からパイロットプロジェクトを行う病院を 2 カ
所選定する。そこではアルコール消毒剤を試験的に導入すると同時に、医療関係者を対
象に院内感染、手指衛生の重要性、アルコール消毒剤の有効性と使用方法についてのト
レーニングを先程のインストラクターが行う。そしてトレーニング後も抜かりがない。
トレーニングを行った病院にインストラクターを定期的に派遣しアルコール消毒剤の使
用状況をモニタリング調査する。モニタリングを通じて効果的に行動受容に繋げられる
啓発方法を模索していく。こうして、アルコール消毒剤を導入するだけでなくそれを病
院内に定着させるための十分な指導、啓発をすることに重きを置いている。加えて、こ
のパイロットプロジェクトの段階で使われたアルコール消毒剤は日本製であったが、現
地生産体制の確立に向けた調査も並行して行っている。例えば、現地の公立病院に日本
27Sort,Set,Shine,Standardize,Susutain

の頭文字をとったもので職場環境の維持改善に
使われるスローガンのことである。順に、
「整理」、
「整頓」、
「掃除」
、
「清潔」
、「躾」を
意味する。
28宮本和昌「SARAYA EAST AFRICA〜ウガンダで衛生事業はじめます！奮闘中〜」
。
http://tearai.jp/east_africa/（2012 年 12 月 24 日アクセス）。
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製のアルコール消毒液を提供するには日本円で 3000 円以上もする。これでは到底ウガ
ンダの病院には受け入れられない。実はウガンダではサトウキビが盛んに栽培されてお
り、バナナから採れる飲料用のアルコール（ウガンダで「ワラジ」と呼ばれる）もたく
さん出回っていることに宮本氏は目を付け、サトウキビからアルコールを作れないか考
えた。そこで宮本氏はサラヤ本社の開発部と共同で日本円にして 1000 円以下の価格で
販売できるアルコール消毒剤を完成させた。このように、BOP ビジネスでは現地の消費
者に受け入れられる価格設定が肝要であり、SEA は見事現地の状況に即してコスト削減
に成功したのである29。
「BOP ビジネスで重要なのは人、情熱、そして諦めない根性。とりわけ海外展開や
BOP ビジネスにおいて重要なのは信頼できる人の確保と教育」だと更谷社長は強調する。
実際、ウガンダでの衛生事業もインストラクターの教育を徹底するなどサラヤは人材育
成に力を惜しまない。
（岩谷俊春）
第 3 項 株式会社サニコン
次にベトナムで排水の浄化槽の設置などの水処理事業を行っているサニコンを取り上
げる。第 2 項で取り上げたサラヤと同様に近畿経済産業局の『次世代有望市場開拓事例
集』で紹介されており、ベトナムでの事業において、大都市ではなく地方都市を中心に
活動をしているという点などに関心を抱き、インタビューに伺わせていただいた。
表 7 株式会社サニコン概要
社名
本社所在地
創業

株式会社サニコン
〒591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥陵南町 3 丁 345 番地
1970 年 10 月

代表者

西賢太郎

資本金

8,000 万円

従業員数
売上高
事業内容

140 人
28 億 5,000 万円
設備改修工事・設計・施行、メンテナンス、緊急対応

(出所)サニコンホームページ http://www.sanicon.co.jp(2012 年 11 月 6 日アクセス)
より、筆者作成。
サニコンは、浄化槽の保守点検を行う企業として、1970 年に創業した。国内での実績
ganas「サラヤが“手洗い”で BOP ビジネス進出、
「アルコール消毒剤」
をウガンダで生産・販売へ」
http://dev-media.blogspot.jp/2012/01/bop.html（2013 年 1 月 23 日アクセス）
。
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を積み重ねながら業務内容を拡大し、現在では、水に関するトータルサービス（環境ア
セスメント、給排水設備の設計・施工とメンテナンス、コンサルティングサービス）の
他、空調設備管理、ビル清掃、害虫駆除、リフォーム事業なども手がけている。日本の
技術を発展途上国に教えたい、環境の大切さ伝えたいという思いから海外展開を考え、
中国などに比べ競合企業が少なく、今後の発展が見込めるベトナムを進出先に選んだ30。
1997 年にベトナム人研修生を受け入れた後、1998 年からベトナムで水処理に関する講
習会を実施するなどベトナム進出の準備を重ねたのち、2008 年にベトナム南部のキンジ
ャン県に現地法人サニコンベトナムを設立し、事業を本格化させている31。現在は、現
地のホテルや食品加工工場など現地のローカルな企業を対象に、浄化槽の設計、施工な
どを行なっている。2012 年時点において、ベトナムの現地法人における収益はプラスマ
イナスゼロの状態であるが、将来的には利益拡大が見込まれている32。
近年、ベトナムの水処理事業には、日本企業の他にも多くの海外企業が進出を行なっ
ている。サニコンの製品は、高品質であり、メンテナンスも重視しているため長期的な
ランニングコストが安くなることなどをアピールし、イニシャルコストの安い台湾・中
国製品と差別化を図っている。また、現地法人の社員は全てベトナム人であり、高度な
知識や技術が必要である設計以外の業務は現地法人に任せているそうだ。設計に関して
は原則的に日本と同じ水準で設計を行なっているが、ベトナムでは地価が安いことから、
大型だが安価な部品を使うなどの工夫をして、安価な製品を提供しているという。日本
の技術力を活かした高い品質の設備・製品を、低価格で提供可能にすることは、BOP ビ
ジネスにおいて重要な点であると思われるが、サニコンにおいては現地化の徹底がコス
トダウンにつながっていると考えられる。
また、前述のようにベトナム内においても首都ハノイなどの都市部ではなく、競合企
業がより少ない南部のキンジャン県において事業を行なっていることも特筆すべき点で
ある。現地自治体の環境関連の担当者に、水処理に関する講習会開催の協力や、企業と
の仲介をしてもらうなど地域に密着した形で、顧客との信頼関係を築いている。ベトナ
ムにおけるサニコンの事業は、BOP 層の人々を直接の消費者とするものではないが、途
上国の環境を改善し、BOP 層の人々に安全な水を提供するのに役立っており、現地に密
着した事業の行い方などを踏まえても、理想的な BOP ビジネスと言えるだろう。
（金和也・岩谷俊春）
第 4 項 株式会社エヌ・ウェーブ
最後に取り上げるのは、第 1 章第 2 節でもとりあげたエヌ・ウェーブという企業であ

302012

年 9 月 26 日 サニコンでのインタビューより

31サニコンホームページ

http://www.sanicon.co.jp/company/history.html(2012 年 12 月 23 日アクセス)
年 9 月 26 日 サニコンでのインタビューより
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る。エヌ・ウェーブは、バングラデシュでバスの料金システムの IC 化事業を行なってい
る。JETRO 発行のジェトロセンサーでも取り上げられており、本社の社員が 15 人とい
う比較的小規模なソフトウェア会社であり、途上国のインフラ整備という大規模な事業
に乗り出した点に興味を持った33。
表 8 株式会社エヌ・ウェーブ概要
社名

株式会社エヌ・ウェーブ
〒101-0032 東京都千代田区岩本町 3 丁目 4 番 5 号

本社所在地

1996 年 11 月

創業
代表者

矢萩章

資本金

1,000 万円

従業員

15 人

売上高

-

事業内容

UNIX・Windows を中心とする、システムの企画提案及び受託販売
IC カードを利用した情報処理システムの企画提案及び受託販売

(出所)エヌ・ウェーブホームーページ http://www.wave-net.co.jp/(2012 年 11 月 6 日アク
セス)より、筆者作成。
エヌ・ウェーブのバングラデシュ進出のきっかけは、2007 年 5 月に 3 人のバングラデ
シュ人を採用したことであった。バングラデシュ人の雇用は、現取締役社長である矢萩
章氏の実の妹矢萩晴子氏が、鎌倉市にあるインド料理レストランで店長のシャオン氏と
知り合ったことに端を発する。矢萩氏は、シャオン氏が面倒をみていた 20 代のバングラ
デシュ人エンジニアを採用し、彼らの母国に手助けがしたいという思いから、バングラ
デシュ進出を考えるようになった。
バングラデシュの首都ダッカでは、路線バスが交通手段の中心であるが、バスのチ
ケットはバスが来てから路上の屋台で購入するのが一般的で、乗り降りに時間がかかる
ことが、ダッカにおける深刻な交通渋滞の要因の 1 つとなっている。エヌ・ウェーブは
そこに目を付け、日本でも JR で使われる Suica 等の IC カードによる料金システムをバ
ングラデシュのバスに導入しようと考えた。2008 年 2 月、ダッカで開催された IT フェ
アにチケット販売の電子化システム（IC チケット・システム）を出展し、同年 6 月には
ABC（ダッカ市バス協会）に向けた IC システムのセミナーを開いた。2009 年に現地法
人「エヌ・ウェーブ BD（N-Wave Co.(BD) Ltd.）
」を設立し、業務執行取締役にシャオ
ン氏が就任することになった。
その後、IC カードによる料金システムの導入の前段階として、チケット販売の電子化

33『ジェトロセンサー』第

61 巻第 728 号、日本貿易振興機構、2011 年、27－29 頁。
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を行った。2009 年 1 月から 3 月に、国営バス会社 BRTC の経営するダッカの 2 カ所の
チケットショップで、IC チケット・システムのテスト運用を実施した。それにかかる費
用はエヌ・ウェーブが無償で負担した。その結果、従業員によって日常的に行なわれて
いた着服が防止され、チケットの売り上げが約 150％増加したという。テスト運用の成
功を受けて、チケット販売の電子化を 2010 年 6 月から本格的に開始し、現在は、8 路線
52 のチケットショップで IC チケット・システムが導入されている。それによってバス
会社の売り上げが増加し、新規に数百台のバスを購入するなどバス会社の事業拡大につ
ながっている。そして、2012 年 2 月からは、JICA の技術協力プロジェクトとして、IC
カード「SPASS」を用いた料金支払いシステムの導入を 2 路線で開始した。IC カードは
ソニー株式会社の技術提供によるものである。ソニーは、現地の展覧会などでの広報活
動の面でも、協力関係にあるそうだ。
現地法人では、チケットショップの販売員も雇用しており、日本並みの質の高いサー
ビスを目指した従業員教育を行なっている。しかし現在は、現地法人の社員の給料を払
うので精一杯な状況であり、本社にとっては宣伝材料としかなっていないそうだ34。そ
もそもバス運賃が一人当たり 30 円から 40 円のバングラデシュでは、
客単価が安いため、
大規模に事業を行わなければ利益が出にくいが、資金面で事業拡大が困難であるとのこ
とだ。しかし、IC カードの活用は、バス事業のさらなる拡大のみならず、
「電子マネー」
や「医療情報システム」等の様々な事業へ応用することが可能であり、大きな可能性を
秘めているといえる。
IC カードを用いた事業ではないが、エヌ・ウェーブではバス料金徴収システム以外に
も、2010 年 1 月にはバングラディッシュの国立大学病院 BSMMU(Bangabandhu
SheikhMujib Medical University)の入場料徴収システムを納入した。バングラデシュは、
日本とは異なり、通院・お見舞い等で施設内に入るためには入場料（約 10 円）が必要で
あるが、この売上管理を明確にすることを目標に導入された。これによって入場料の売
り上げは約 150 倍になったという。
中小企業による BOP ビジネスという視点に関して、矢萩社長は、
「大企業は四半期決
算や株主の存在が理由で、短期的な利益に走りやすいのに対して、中小企業は長期的な
視点でビジネスが行えるのでないか」とおっしゃられていたのが印象的だった35。
（金和也・岩谷俊春）
第 5 項 4 社の比較分析
本項では、以上にみた 4 社の比較分析を行う。まず、表 9 では、4 社それぞれの BOP
ビジネス経営戦略、収益確保の状況、人材育成の 3 点についてまとめている。

342012
352012

年 9 月 26 日 エヌ・ウェーブでのインタビューより
年 9 月 26 日 エヌ・ウェーブでのインタビューより
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表 9 ４社の比較

会宝産業

サラヤ

サニコン

BOP ビジネス経営

BOP ビジネスによ

戦略

る収益確保の状況

KRA システム・JRS

進出先での再投資の

IREC でナイジェリ

による明瞭で高い品

スタンスをとるが、

ア等の海外研修生に

質を保証

それだけの収益は少

自動車リサイクル研

ない

修を実施

進出先であるウガン

CSR 活動の延長線

現地法人に元青年海

ダのサトウキビでで

上にあるため、利益

外協力隊の隊員を雇

きたアルコールを用

を出せる段階ではな

用

いた商品開発

い

比較的競争の激しく

収益はプラスマイナ

1997 年から既にベ

ないベトナム南部で

スゼロの状態だが、

トナムの研修生を受

事業展開

今後の収益拡大が見

け入れる

人材育成・雇用

込める
エヌ・ウェーブ

テスト運営において

現地法人のスタッフ

エヌ・ウェーブ BD

小銭を用意する等の

の給料の支払いで精

は現地スタッフ約

細かい配慮や日本式

一杯（国内外の宣伝

200 人雇用（本社は

の丁寧な接客

効果はある）

十数名）

(出所)各社 HP とインタビュー内容より、筆者作成。
経営戦略
まず、経営戦略についてであるが、会宝産業は、KRA システム・JRS といった IT 技
術を利用し、これまで不明瞭であった自動車中古部品取引をクリアにし中古部品の品質
を数値化することによって値段に見合う品質を保証することに成功した。しかも、これ
らのシステムを日本国内だけでなく、海外の合弁会社にも組み込むことで海外の販売会
社にも品質が明確な自動車中古部品を提供することが可能になった。このように BOP
市場でも情報技術を積極的に活用することで他の競合企業との差別化を図っていること
は注目に値する。
一方で、サラヤは現地のウガンダでサトウキビが多く栽培されていることや、飲料用
のアルコールが豊富にあることに注目して、サトウキビで作られた独自のアルコール消
毒液を開発することに成功した。これに対してサニコンは、競争の激しいベトナム北部
を敢えて選ばず、よりビジネスチャンスがあると考えられる南部を選び事業を展開した
点が特筆に値する。また、エヌ・ウェーブは、バングラデシュでは硬貨が不足しがちで
あることに配慮して、チケット販売の際に小銭を用意したり、販売員が丁寧な接客をし
たりするなどのきめ細かい心配りで、テスト運用において国営バス会社 BRTC の高い評
28

価を得ることができ、ハシナ首相の目にも留まりバングラデシュ内で注目を集めること
に成功した。これらの事例から、いずれも BOP 市場の状況に臨機応変に対応すること
がいかに重要であるかということが理解できる。今や多くの先進国企業が BOP 市場に
注目をしており、少しの判断の遅れがその市場での優位性を失うことにもなりかねない。
従って、状況の変化に即した迅速な経営戦略を展開するためには、経営者の権限が強く、
迅速な意思決定を下すことが可能な中小企業の方が比較的 BOP ビジネスに適している
とも考えられる。
また、サラヤはユニセフに売り上げの一部を寄付することでウガンダの「うがいプロ
ジェクト」をユニセフと協同して行っているが、ユニセフのような国際的に信頼のある
機関と連携することでコストパフォーマンスの高い PR 効果が得られるということを示
している。これは、これまであまり多く言及されてこなかったビジネスモデルである。
国内の企業、とりわけ中小企業が海外に展開するに際しては、現地における知名度はあ
まり高くはないのが一般的である。従来、進出先での PR 活動はメディアでの宣伝や口
コミ等に限られていたが、信頼と知名度の高い国際的な機関と連携して CSR（企業の社
会的責任）活動を行うことで現地での認知度を高め、その後の BOP ビジネスにおいて
他の企業より優位なポジションに立つことが期待できる。このビジネスモデルは BOP
戦略のひとつとして有効であると考えられるが、BOP ビジネス開始時点で、寄付を媒介
とした国際機関との提携は短期的には収益をもたらさないため、国内の本業の業績がし
っかりしていることが重要になる。したがって起業して間もないベンチャー企業などに
はあまり適さないかもしれない。
収益確保の状況
収益に関しては、現段階で、4 社とも再投資できる程の利益は出ていないということ
で一致しているように見える。しかし、4 社とも BOP ビジネスを始めたのは 21 世紀に
入って以降と日が短く、一般に BOP ビジネスは短期ではなく中長期的に見て利益を得
られるものであることから、こうした実態をもって中小企業による BOP ビジネスの将
来を悲観するのは時期尚早だと思われる。確かに、短期的には国内の本業の業績に依存
した形で BOP ビジネスを展開することにならざるを得ないかもしれない。しかし、中
小企業は非上場のため短期的な利益を求めがちな株主の意向に左右されることが少ない
ことからも、BOP ビジネスに求められる長期的な視点で利益を確保するということに関
しては、大企業よりも優れているのではないかと私たちは考える。
人材育成
人材育成・雇用に関しては、まず、会宝産業が、2007 年 4 月から本社敷地内に
「IREC(International Recycling Education Center)」を開校し、そこで自動車リサイク
ル技術者養成のための教育を提供していることが特筆に値する。ここでは、自動車リサ
29

イクル業同士で結成された NPO 法人である RUM の会員に加えて、海外の研修生も受
け入れている。例えば、JICA 北陸が途上国からの研修生に提供する研修プログラムに
協力しており、2012 年 3 月には、合弁会社のパートナー企業から 3 人のナイジェリア人
を自動車リサイクル研修生として受け入れた。そこでは、自動車リサイクル技術はもち
ろん、礼儀作法や物を大切にする精神についても教え込むという。また、サラヤは 2011
年に Saraya East Africa で BOP ビジネスを本格的に開始した際に、公立病院に配置さ
れる衛生指導インストラクターとなる新たなスタッフを現地で雇用した。このスタッフ
には院内感染予防、手指衛生啓発のノウハウを徹底的に叩き込み養成している。加えて、
サラヤはウガンダに現地法人を設立する際に、現地で村落開発 NPO を運営していた宮
本氏を SEA に迎え入れた。実は、宮本氏は海外青年協力隊の短期隊員としてウガンダで
農村開発の活動経験があったという。しかも、青年海外協力隊というのは任期を終えて
日本に帰っても仕事がないということもあるらしい。この現状を考えると、任期を終え
日本に戻った元協力隊員を現地のスタッフとして誘い雇用するという手法が有効である
と考えられる。これは企業にとってはグローバル人材の雇用を可能にし、元隊員につい
ては雇用が確保されるという意味で、両者ともに Win-Win の関係を築くことに繋がる。
特に中小企業の場合海外で活躍できる人材確保に苦労している。よって、この現地協力
隊員を雇用するという方法は中小企業でも非常に有効だと思われる。対して、サニコン
はベトナムに進出しようと考えていた段階（1997 年）で、ベトナムから研修生を 2 人受
け入れている。その内 1 人はカントー県の国際部長であったが、それが縁となって、研
修を終えて帰国した後に、この国際部長が自治体幹部や企業関係者らを集めて水処理に
関する勉強会を組織した際にサニコンにも声をかけたことから、ベトナムとの関係を深
めることに繋がっている。もう一人のベトナム人研修生は、水処理の技師であったが研
修後も日本で勉強を続け、現在ではサニコンベトナムの社長を務めている。また、エヌ・
ウェーブはひょんな巡り合わせで、日本に住んでいたバングラデシュ人の技術者を何人
か雇ったことがきっかけでバングラデシュに初めて進出することになったという。結果
的に、最初に出逢ったレストラン店長はバングラデシュ現地法人「エヌ・ウェーブ BD」
の責任者となり、エヌ・ウェーブ BD は現在従業員約 200 名を抱えるまでになった。
以上より、人材育成・BOP ビジネスに有用な優秀な人材の確保に関して以下のことが
重要だと思われる。ここで、企業の独自の付加価値を体現するのは言うまでもなくその
企業の社員であり従業員である。言い換えれば、その従業員がその付加価値を創り出す
とも言える。会宝産業は独自の在庫管理システムである KRA システムをうまく使いこ
なす人材が途上国でも必要である。サラヤはアルコール手指消毒剤を有効に使われるた
めに啓蒙、フォローアップする人材が必要不可欠である。また、途上国現地のみならず、
日本側においても、こうした途上国とのビジネス展開を支えるグローバル人材の育成が
重要である。特に地方になれば、英語に堪能で海外ビジネスに詳しい人材を確保するこ
とそのものが難しいのが現状である。このように、中小企業の付加価値を生かすために
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は人の教育がどうしても大切になるであろう。
一方、サニコンやエヌ・ウェーブを見ると、海外の研修生を受け入れることによって
そこから人脈がひろがり、ビジネスチャンスが訪れることが分かる。人との「縁」がま
た新しい別の人との「縁」につながっていくのである。また、サラヤの事例にみるよう
に、主体企業が現地に行って現地に精通している優秀な人を探すこと、言い換えると、
こちらから足を運んで人材を見つけるという積極的な姿勢が重要であると考えられる。
以上から、研修生であろうと、レストラン店長であろうと、積極的に海外の人材をこち
らから招き入れ、またサラヤの事例のように積極的に現地に赴いて必要とする人材を見
つけるなど、日本人だけでなく海外の人材探しが中小企業の BOP ビジネスにおいて重
要だと考えられる。
（岩谷俊春）
第 3 節 BOP ビジネス戦略の特徴と中小企業の強みと課題
本節では、まず第 2 節で紹介した企業や第 1 章で取り上げた味の素のほか、BOP ビジ
ネスを行っている企業として広く知られているヤマハ発動機株式会社（以下、ヤマハ）
やヤクルト株式会社（以下、ヤクルト）などのビジネスモデルを参考にしつつ、先進国
市場と比べ、BOP 市場で、企業が採るべき経営戦略の特徴をマーケティングの視点で理
論的に示したい。次に大企業と比較した中小企業の経営の特徴と BOP ビジネス戦略の
特徴から、中小企業の BOP ビジネスにおける強みと課題を考察する。
第 1 項 BOP ビジネス戦略の特徴
BOP ビジネスが行われる舞台、つまり発展途上国ではしばしばその市場環境の悪さが
指摘されている。実際にその市場環境の悪さから、発展途上国にビジネス進出すること
を控える企業も多く存在することは容易に想像できる。国連開発計画が 2010 年に出版
した『世界とつながるビジネス』では、貧困層を相手に企業がビジネスを行う際に、影
響を受ける制約要因を 5 つ示している。1 つ目は「市場情報の不足」である。これは、
企業が途上国の貧困層についての知識を持ち合わせていないことから、貧困層のニーズ
や購買力に対する情報が分からないことを示し、新規事業を行う際にその評価が難しく
なることを現している。2 つ目は「規制環境の不備」である。これは、法整備の未発達
から本来受けることのできる機会や保護を受けることができないことを現す。3 つ目は
「物的インフラの未整備」である。これは、社会基盤の不足からアクセスの問題を生じ
させる。4 つ目は「知識とスキルの不足」である。これは、貧困層を従業員としたとき、
知識とスキルの格差から生産を行う場合に製品を一定レベルに保つのが難しくなること
を示し、貧困層を消費者としたとき、製品やサービスに対する教育を行わなければなら
ないことを現す。5 つ目は「金融サービスの不足」である。これは、貧困層がクレジッ
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トを利用できないことから、その購買力の弱さを現す36。このように BOP 市場は先進国
市場と異なることが多く、BOP ビジネスを行うならば、従来先進国市場で行われている
経営手法そのものを見直さなければならない。
また、そもそも BOP 層には厳密に言えば市場そのものが存在しないと考える人もい
る。つまり、BOP 層では市場が出来上がっていないことが多く、市場を創出しながらビ
ジネスを行う必要があるという考え方である。コーネル大学のエリック・シマニスは
「BOP は『切実なニーズでいっぱいのバスケット』ではあるが、まだ伝統的な意味での
『市場』にはなっていない37」と述べている。確かに、前述の BOP 層の制約要因の 4 つ
目の「知識とスキルの不足」から分かるように、BOP 層はある製品やサービスに対して
の使用方法や利点を把握していない場合が多い、このように売り手と買い手の情報格差
が大きい場合、顧客レベルが低い場合には、一般的には市場創造戦略が採用されるべき
である38。マーケティング戦略において、市場創造戦略の対になるものとして市場適応
戦略が挙げられる。市場創造活動が「消費者の需要そのものの創造を志向する活動39」
であるとすると、市場適応活動は「消費者の需要への適応を志向する活動40」である。
これはエリック・シマニスが述べる市場創造と市場参入のアプローチの違いに言い換え
ることができる。市場創造のアプローチは「製品やサービスが価値のある生活の一部と
見なされるような新しい消費者マインドや日課、習慣を消費者に植えつけること41」で
ある。一方で、市場参入のアプローチは「現地のニーズを理解し、それを製品やサービ
スの形にすること、そしてそれらがもたらす利点を人々に訴えること42」である。つま
り、企業が能動的に需要を造るか需要に従うかの違いである。先発優位性が得られやす
いことと前述の「知識とスキルの不足」の 2 点から考えて、我々は BOP ビジネスでは
市場創造戦略を採用すべきであると考える。
BOP ビジネスにおいて、市場創造戦略が採用されるべきということは味の素やヤクル
ト、既に紹介したエヌ・ウェーブなどのビジネスモデルを見てもよく分かる。味の素は
新規市場開拓において、第 1 章で説明した三現主義を実践することによって、味の素を
BOP 層の生活に定着させ、新しい市場を構築した。ヤクルトにおいても、その企業理念
から、乳酸菌飲料という概念のなかった BOP 層で乳酸菌飲料を広め、生活に定着させ
た。エヌ・ウェーブはバングラデシュで IC カードを使った新しいサービスを生活に定着

36国連開発計画『世界とつながるビジネス』英治出版、2010

年、48,49 頁。

37エリック・シマニス「どこにでもあるニーズ、どこにもない市場」テッド・ロンドン、

スチュアート・L・ハート編、清川幸美訳『BOP ビジネス 市場競争の戦略』英治出
版、2011 年、163 頁。
38村田和彦『市場創造の経営学』千倉書房、1999 年、226 頁。
39前掲書、224 頁。
40前掲注。
41エリック・シマニス、前掲書、173 頁。
42前掲書、172 頁。
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させようとしている。このように味の素やヤクルトなど BOP ビジネスで成功している
と言われている企業はそれまで存在しなかった新しい市場を自ら構築しつつビジネスを
行っているのである。では、市場創造戦略において重要なことは何であろうか。市場創
造戦略はいかに自社の製品やサービスを定着させるかが鍵となることから、消費者教育
が戦略の大きな課題である43。それを踏まえたうえで考えると、①長期的な視点に立ち、
製品やサービスを供給すること、②定着させるためのプロモーション活動などが重要で
あると導き出される。
以上の考察より、BOP ビジネス戦略の特徴が見えてくる。まず 1 つめは消費者教育(プ
ロモーション活動)を行わなければならないことから、コストが高くなりがちなことであ
る。2 つめは市場に製品やサービスを浸透させるまでの時間がかかることから利益が出
にくいことである。3 つめは企業が自ら市場を造りながらビジネスを行うことから競争
相手が少なくなり、競争が激しくないことである。
ここまで BOP ビジネスでは市場適応戦略ではなく、市場創造戦略を採用するべきで
あるということを述べてきたが、BOP 市場で行われる市場創造戦略と先進国市場で行わ
れるそれとではアプローチの仕方が大きく異なってくるはずである。したがって、次に
BOP 市場の特徴から考えられる、より具体的なマーケティング戦略をマーケティング戦
略の中心であるマーケティングの 4P 別に提案したい。マーケティングの 4P(マーケティ
ングミックス)とは、Product(製品政策)、Price(価格政策)、Promotion(広告・販売政策)、
Place(チャンネル政策)の４つの P の視点で企業が狙っている市場に働きかける手段であ
り、それぞれを組み合わせることにより、マーケティング戦略が出来上がるものである。
表 10 では、私たちが企業インタビューや様々な文献から考えた BOP 市場でのマーケテ
ィングの 4P(マーケティングミックス)をまとめている。
下記の表 10 について詳しく解説する。まず、製品政策では、文化人類学や社会学に基
づいたエスノグラフィー調査などをし、潜在的なニーズを考慮した BOP 市場向けの製
品を開発しなければならない。先進国市場と同じものを売ろうとは考えてはいけないの
である。JETRO の BOP 市場向けの製品開発要件に関するレポートを見ていくと、低廉
性、頑強性、操作容易性、文化配慮、環境配慮が挙げられていた44。低廉性は BOP 層の
購買力の弱さを考慮して、小分けパッケージや製品機能を絞るなどの工夫を講じること
で実現できる。頑強性は現地の劣悪な環境の中でも壊れない製品が望まれていることを
示している。操作容易性は、上記の制約要因の「知識とスキルの不足」から分かるだろ
う。文化配慮はもちろんしなければならない。イスラム国家であるインドネシアで、味
の素が禁止されている豚を製造工程で使用したことから、
「味の素」が一時販売禁止とな

43石井淳蔵『日本企業のマーケティング行動』日本経済新聞社、1984

年、140 頁。
ビジネス潜在ニーズ調査報告書 タンザニアの農漁業」
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000372/Tanzania_bop_nougyogyou_zenbun.pdf(
11 月 25 日入手)。
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44日本貿易振興機構「BOP

ったことが良い例だろう。また環境にも配慮しなければならない。ゴミの回収制度が普
及していない国もある。人々の生活を向上させる BOP ビジネスが環境破壊につながる
のでは意味がない。
表 10 BOP 市場でのマーケティングの 4P(マーケティングミックス)
BOP 市場の特徴

特徴から考えられるマーケティン
グ戦略

製品政策

・購買力の弱さ

・小分けパッケージ

(Product)

・様々な文化が混在

・必要最低限の機能に絞る

・知識とスキルの不足

・頑丈

・劣悪な自然環境

・文化的な配慮

・物的インフラの未整備

・操作性の容易さ
・メンテナンスの容易さ
・維持費の安さ
・製品仕様変更の容易さ
・潜在的なニーズの把握

価格政策

・購買力の弱さ

・低価格

(Price)

・プリペイドシステム
・価値を高める

広告・販促政策

・メディアの未発達

(Promotion)

・徹底的な顧客教育
・アフターサービスの充実
・直接現地に赴き、商品説明
・体験キャンペーン活動

チャネル政策

・流通網の未発達

・自社で流通網を作る

(Place)

・金融サービスの不足

・現地主義

・物的インフラの未整備

・現金販売

・知識とスキルの不足

・現地企業などとの協力関係の構
築

(出所)筆者作成。
二つ目の価格政策では、BOP 層がアクセスできる金額にすることがとにかく重要であ
る。そのためには、先進国市場では「製造コスト＋利益＝価格」といった考え方をする
が、BOP 市場では「価格―利益＝製造コスト」といった考え方が重要であり、「現地の
人々が感じる価値を高める」
「工夫により価格を下げる」の 2 つのアプローチをとるべき
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である45。ヤマハ発動機はタンザニアにおける船外機事業で「現地の人々が感じる価値
を高める」という前者のアプローチを採り、スペアパーツの入手を容易にしたり、製品
保証をしたりするなどで中国製品より高価だが、人気があるという46。
三つ目の広告・販促政策については、BOP 市場にはメディアが少ないことから、消費
者教育も兼ねて、実際に自社の社員もしくは現地パートナーが直接現地に行き、製品や
サービスを説明すべきである。味の素は試食会を開催したり、サンプリングを配ったり
するなど積極的にキャンペーンを展開し、
「味の素」を草の根から浸透させた結果、BOP
ビジネスで成功したのである。また、現地に行き、始めて気づくこともあるだろう。
四つ目のチャネル政策については、流通網が発達していないことから、自分たちで流
通網を作ってしまうべきである。例として、ヤクルトレディが挙げられる。ヤクルトレ
ディのようなシステムは流通網を作るだけでなく、現地の人が直接販売するため、分か
りやすさから大きな宣伝効果もあると考えられる。
サービス業においては、上記のような 4P を中心とした伝統的なマーケティング(エク
スターナル・マーケティング)に加え、企業と従業員の間に位置するマーケティング(イ
ンターナル・マーケティング)、従業員と顧客との間に位置するマーケティング(インタ
ラクティブ・マーケティング)という、さらに次元の異なる 2 つのマーケティングも展開
しなければならない47。
インターナル・マーケティングとは、従業員に対するマーケティングである。従業員
に対して教育や動機付けを行うことにより、サービスの質を上げ、顧客満足度を高め、
最終的には企業利益につなげるという考え方から生まれたものである。エヌ・ウェーブ
が現地社員に教育を行っている映像を見ると、彼らは自国の人々の生活を豊かにするこ
とができる新サービスに自らが関われることを誇りに思っているようであった。このこ
とから考えると、BOP ビジネスでは比較的動機付けは簡単にできるように感じられる。
彼らが自分たちの生活を豊かにすることができる新サービスの導入には積極的である分、
企業が従業員に対して、提供するサービスによって彼ら自身の生活を豊かに、便利にす
るかをいかに教えることができるかが重要である。また教育を通じ、現地の従業員がビ
ジネスの当事者意識を持つことでビジネスが成功する確率は格段に高まるのではなかろ
うか。
これに対してインタラクティブ・マーケティングとは、従業員と顧客の双方向のマー
ケティングである。従業員自身が顧客と多様な接点を作り、顧客の声を聞いて、その声
をサービスに生かすマーケティングであり、具体的な方法としてインターネットや電話、
45野村総合研究所『BoP

ビジネス戦略』東洋経済新報社、2010 年、181 頁。
ビジネス潜在ニーズ調査報告書 タンザニアの農漁業」
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000372/Tanzania_bop_nougyogyou_zenbun.pdf(
11 月 25 日入手)。
47和田充夫、恩蔵直人、三浦俊彦『マーケティング戦略』
、有斐閣、1997 年、291-295
頁。
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店舗でアンケートをとる方法などが挙げられる。近年、途上国で爆発的にインターネッ
トや携帯電話が普及していることは指摘されているが、それでも、先進国と比べれば、
まだまだこれらを用いるマーケティングには限界があろう。このことから、直接顧客の
声を伺うことが一番現実的にできる方法である。重要なことは顧客の声をいかにサービ
スに反映していくかである。顧客の声を多く反映するためには、現場にある程度権限を
与え、迅速な意思決定を行うことが重要になる。
第 2 項 中小企業の経営特徴から考える強みと課題
本項では、大企業と比較した中小企業の経営特徴とこれまで考察した BOP ビジネス
の戦略の特徴を踏まえて、中小企業の BOP ビジネスにおける強み、課題をそれぞれ考
察する。
大企業と比較した中小企業の経営特徴は以下の表 11 にみるようにまとめられる。こ
の表から中小企業の BOP ビジネスにおける強みと課題を抽出する。
表 11 大企業と比較した場合の中小企業の経営の特徴
①規模が小さい
②中小企業に固有の業種が多く存在する
③下請け企業として存在する企業が多い
④活動範囲が狭いものが多い
⑤ニュービジネスが生まれやすい
⑥成長性の高いものと低いものの両極がある
⑦革新の影響が外と内を問わず大きい
⑧経営者の役割が非常に大きい
⑨従業員一人ひとりの貢献が大きい
（出所）小川英次『現代の中小企業経営』日本経済新聞社、1991 年、194 頁より筆者作
成。
まず、強みは 3 点あげられる。1 点目は①の「規模が小さい」ことから生まれる強み
である。中小企業は資金力、従業員数など経営資源が大企業よりも少ないが、従業員数
が少ないということはそれだけ、無駄な人員を抱えておらず、効率的な管理を行えるこ
とも意味し48、これは意思決定の迅速さに繋がる。BOP ビジネスでは現地の状況の変化
に即座に反応する迅速な意思決定を行わなければならない。この点で中小企業は大企業
よりも有利である。
2 点目の強みは⑤の「ニュービジネスが生まれやすい」
、つまり革新性が高いことであ
48小林龍雄、
「中小企業経営の特質」、小林龍雄、瀧澤菊太郎編『中小企業とは何か』有

斐閣、1996 年、56 頁。
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る。中小企業が持つ最も優れた点は「変わり身の早さ」である49。市場変化や技術革新
の影響を受けやすいため、常に革新を行いながら、中小企業は経営を行っていかなけれ
ばならない。このことは BOP ビジネスに対しての取り掛かりやすさを示すと共に、実
際ビジネスを行い、現地で不測の事態が起きたときでも大企業以上にうまく立ち回れ、
ビジネスを成功させる可能性が高くなることも示している。
3 点目の強みは⑧の「経営者の役割が非常に強い」
、言い換えれば「経営者の権限が非
常に強い」ことから生まれる。一般的に大企業は株式を上場し資金を得ていることが多
い。このため、大企業の経営者は株主の意向に沿った経営、つまり目先の利益を求めが
ちであり、近年、その傾向が強まっているとも言われる。株主の意向に沿い、利益を上
げなければ、経営者は更迭されてしまうからである。このような目先の利益を求める経
営は BOP ビジネスには向いていない。何度も言うが、BOP ビジネスは長期的な視点に
立たねばならないビジネスである。もちろん利益が上がらなければ、ビジネスを続ける
ことができないが、利益が上がらなくともある程度我慢することも必要なのである。中
小企業は、株主も経営者やその親族であることが多く、長期的な視点でビジネスを行い
やすいことから有利であるといえる。
課題は 4 点挙げられる。1 点目の課題は①の「規模が小さい」ことそのものである。
特に中小企業の資金力の弱さは、市場創造戦略を採用することでコストが大きくなりが
ちな BOP ビジネスでは不利な点であると言える。加えて、中小企業が海外進出をする
際には、現地通貨の調達問題も存在する。海外で初期投資を行う場合、余剰資金が豊富
な大企業は初期投資を余剰資金で賄うことができるが、中小企業においてはそれが困難
であることも難しくない。仮に金融機関から融資を受けたとしても、為替リスクや進出
先から日本への送金規制などが存在することから、現地で資金調達を行う方が望ましい。
しかし、現地金融機関は金利が高いことや借入の際に担保資産を求められたりすること
があり、資金調達は難しいと考えられる50。
2 点目の課題も①の「規模が小さい」ことから発生している。つまり、経営資源が乏
しく、それだけリスクに弱いことを示している。海外でビジネスを行うだけでも国内と
は違う様々なリスクが伴う。まして BOP 市場ならば、本節第 1 項で示した制約要因の 2
つ目の「規制環境の不備」からリスクは増大するであろう。また、市場創造戦略は市場
適応戦略よりも将来を見通すことが難しいため、この点からもリスクは増大する。した
がって、国内でビジネスを行う何倍ものリスクが生じるのである。リスクに弱い中小企
業としては、このことから BOP ビジネスに参入することを躊躇ってしまうのではなか
ろうか。
3 点目の課題は⑨の「従業員一人ひとりの貢献が大きい」、つまり裏を返せば、「従業
49小川英次『現代の中小企業経営』日本経済新聞社、1991

年、183 頁。

50「経営情報」(日本政策金融公庫)、http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/383.pdf

年 1 月 23 日アクセス)。
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員一人ひとりの責任が大きい」ということである。したがって、BOP ビジネスを行うと
なれば、従業員一人ひとりが言語面はもちろん、文化や宗教、国際情勢にもある程度精
通していなければならないだろう。一般的に大企業よりも中小企業の方が優秀な人材確
保に苦労をしていることは周知の事実である。その上で上記のような条件に当てはまる
人材が中小企業にはどのくらいいるのであろうか。人材を新たに確保しようにも、近年
の若者の大企業志向に見る通り、優秀な学生ほど大企業に就職しがちであり、人材確保
に苦労する状態は続くのではなかろうか。また新たに人材を新しく教育しようにも、当
然コストが大きくなるであろうし、そのような機会も限られている。したがって求める
人材が確保しにくい点が中小企業の BOP ビジネスを困難にすると思われる。
4 点目は上記の表には載っていないが、
「情報の格差」である。情報の格差にも 3 種類
あり、1 つ目は「企業規模」から発生する情報の格差である。大企業と比べ、中小企業
が獲得できる情報量は、情報の受け皿が小さい分、当然ながら少なくなるであろう。2
つ目は「先行事例の少なさ」から発生する情報の格差である。中小企業の BOP ビジネ
スの先行事例が少ないことで、中小企業に対する、BOP ビジネスの情報の少なさ、つま
り中小企業ならではの BOP ビジネスでのノウハウが分かりにくいことも事実であろう。
3 つ目は「企業立地」から発生する情報の格差である。JICA の協力準備調査に採択され
た企業が東京、大阪、愛知の三大都市にほぼ集中していることから51、都市と地方の間
にも情報の格差があることが分かる。
BOP ビジネスを行う上で、ヒト、カネ、情報、リスクなど、経営資源の乏しい中小企
業が抱える課題は多いことが分かった。4 つのなかには企業だけで解決することが難し
いものも当然存在する。一般的に不足する経営資源を獲得する方法として、「内製」「新
規調達」
「外部経営資源の活用」の 3 つが挙げられるが、中小企業にとって、最も重視す
べき方法は「外部経営資源の活用」である52。つまり、様々なステークホルダーと協力
しながら BOP ビジネスを進めていく必要があり、特に信用力が弱く、民間機関からの
サポートを受けづらい中小企業にとっては、公的機関のサポートの重要性は計り知れな
いと言えるだろう。
（大田純也）

51国際協力機構ホームページ「協力準備調査(BOP

ビジネス連携促進)」
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/BOP/index.html (2012 年 12 月
23 日アクセス)。
52林伸彦、
「市場を創造する中小企業」
、巽信晴、佐藤芳雄編『新中小企業論を学ぶ』有
斐閣、1997 年、101 頁。
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第 3 章 公的機関が果たす役割
第 1 節 日本の公的機関や公的支援の現状
第 1 項 公的機関が実施する BOP ビジネス支援策
ここまで述べてきたように中小企業による BOP ビジネスには公的機関の支援が必要
不可欠であることがわかる。民間セクターも企業による BOP ビジネスの支援を行って
いる一方で、BOP ビジネスの必要性の高まりにあわせて、公的機関は日本企業等の BOP
ビジネスを推進するために様々な取り組みを行ってきた。援助機関をはじめとする公的
セクターが BOP ビジネスの支援することにより、民間企業の資金や技術を活用して途
上国における社会的課題を効率的に解決することが期待される53。実際、2010 年 10 月
に経済産業省が「BOP ビジネス支援センター」を設立するなど、近年、公的機関による
BOP ビジネス支援の取り組みがひろがっており、BOP ビジネスということばも日本で
徐々に浸透しつつある。これにより、NGO、NPO のみならず、民間企業の中にも BOP
ビジネスへの参入を検討する動きが見られるようになった54。しかし現状では、中小企
業が BOP ビジネスに参入するにあたって十分な支援があるとはいえない。本節では、
公的機関に求められる支援をあぶりだすために、まず、公的機関による BOP ビジネス
支援の現状を見ていく。
経済産業省は 2010 年 10 月 13 日に「BOP ビジネス支援センター」を設立した。その
目的は、BOP ビジネスの総合的な支援の実施である。支援の内容は主に①ポータルサイ
トによる一元的情報提供、②マッチング(関係者間の情報交換・連携促進)支援、③相談
窓口の提供である55。また、経済産業省には地方局が 9 つあり、地域に密着した取り組
みを行っているが、第 3 節で近畿経済産業局を取り上げる。近畿経済産業局は 2009 年
に経済産業省で BOP ビジネス政策研究会が立ち上げられたことをきっかけに、中小企
業による BOP ビジネス支援を始めた。しかし、BOP ビジネスに特化した支援をしてい
るのではなく、あくまで企業の海外展開支援の一環にすぎない。近畿経済産業局は、近
畿地方の企業への訪問やヒアリングを行うなどして得た BOP ビジネスに関する情報を
同地方で発信するとともに、本省へもその情報を提供している。近畿地方には、海外展
開を試みる中小企業が多いことで、他地域に比べて、中小企業の支援が進んでいる。企
業の主なニーズは情報であるとの認識から、支援の内容としては、セミナーの実施や事
例紹介等、情報面の支援を提供している。
かねてより日本企業の海外展開支援や、海外企業による対日投資促進等の業務を行っ
ている日本貿易振興機構(JETRO)は、上述の BOP ビジネス支援センターによる施策を
53経済産業省貿易経済協力局「BOP

ビジネスの現状とこれまでの取組について」2010
年、4 頁。 http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g90804c05j.pdf
54野村総合研究所『平成 22 年度貿易保険制度等委託事業（BOP 層等を対象とした新た
な市場開拓に向けたファイナンス調査）最終報告書要旨』2011 年 2 月、5 頁。
55BOP ビジネス支援センターホームページ
http://www.bop.go.jp/ (2012 年 9 月 20 日アクセス)。
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実施するために BOP ビジネスパートナーシップ構築支援プログラムを 2011 年 4 月にス
タートさせた。将来のボリュームゾーン市場になりうる BOP 市場での販売拠点等のビ
ジネスネットワーク確立の促進が支援開始の理由である。具体的には日本企業が必要と
する現地有力パートナーの発掘と連携の支援を目的とし、日本企業による途上国の低・
中間層向けビジネスパートナーの発掘や、日本企業と現地パートナーとの連携支援を行
っている。
図 7 に見るように、
BOP ビジネスに参入する企業への支援はもちろんのこと、
BOP ビジネス拡充のためのセミナー等も実施している56。
図 7 BOP ビジネスパートナーシップ構築支援プログラム

BOP ビジネスパートナーシップ構築支援プログラム
日本企業の BOP ビジネス参入ステージに応じた多様なサポートを拡充

BOP ビジネスミッ

パートナー発掘調

ション

査サポート

パートナー連携促進
現地活動サポート

日本企業への BOP ビジネスノウハウ・経験の普及

シンポジウム・セミナー
(出所)日本貿易振興機構ホームページ http://www.jetro.go.jp/indexj.html より筆者作成。
これに対して、長らく途上国支援を展開してきた JICA は協力準備調査(BOP ビジネ
ス連携促進)事業として調査研究フェーズ(情報収集・市場調査等)、ビジネスモデル開発
フェーズ、ビジネスプラン策定の範囲で現地調査の費用を一部負担する支援を行ってい
る。調査費用の上限は 5 千万円であったが、2011 年から中小企業向けに 2 千万円の枠も
設定された。また、途上国政府が実施する事業への円借款、日本企業が現地で実施する
事業への海外投融資も行っている。海外投融資は 2001 年に一度廃止されたが、2011 年
3 月に再開された。これは途上国の開発に資する民間企業等が行う事業や、民間金融機
関等では融資が困難な事業に対して、融資・出資する支援である。対象分野は①インフ
ラ・成長加速化：貧困削減に向けた生活・成長の基盤整備、②MDG・貧困：貧困層を直
接受益者とする事業への支援、③気候変動対策：気候変動等により貧困層が被る負の影
56日本貿易振興機構ホームページ

http://www.jetro.go.jp/indexj.html (2012 年 10 月 2

日アクセス)。
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響の予防・軽減の 3 分野である。出資は原則として現地企業等への直接出資で、出資比
率は 25％以下である。対して、融資は原則として総事業数の 70％を上限(80％の場合も
ある)とする57。これらに加えて、JICA もセミナーやシンポジウムを開催し BOP ビジネ
スの普及促進を目指している58。
以上の三機関が実際に BOP ビジネス支援を行っている代表的な公的機関になる。
BOP
ビジネスは出現したばかりのビジネスであるので BOP ビジネスだけに特化した支援施
策・支援制度はまだ少ない。しかし、BOP ビジネス支援を標榜していなくても、中小企
業が BOP ビジネスに参入する際に活用できる支援は他にもいくつか存在する。これら
については次項の後半で述べる。
第 2 項 日本企業が BOP ビジネスに参入する際に活用可能な支援
本項では、日本企業が活用可能な支援策をビジネスの事業段階ごとに紹介する。事業
を展開するにあたって、一般的に三つの段階を踏むことになる。まず BOP ビジネスに
取り組む準備をする事業計画検討段階、続いて BOP ビジネスに実際に取り組みはじめ
る事業化段階、最後に BOP ビジネスを本格的に展開し、拡大させる確立・拡大段階が
ある。各段階の主な内容は図 8 に示した通りである。表 12 では、上記の事業段階ごと
に、中小企業が支援の対象に含まれ、かつ、中小企業が BOP ビジネスに参入する際に
活用可能な公的支援ツールをまとめている。
図 8 BOP ビジネスの事業の三段階
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(出所)BOP ビジネス支援センターホームページ http://www.bop.go.jp/ (2012 年 12 月
14 日アクセス)より、筆者作成。
まず、事業計画検討段階の支援ツールを説明する。日本政策金融公庫、国際協力銀行
は日本にとって重要な資源の開発・取得を促進する事業、日本産業の国際競争力の維持・
向上を図る事業を対象にフィージビリティ・スタディー（F/S 調査）を行っている59。

57国際協力機構民間連携室「国際協力機構（JICA）の民間連携事業」2012

年、15-20 頁。
http://www.jica.go.jp/ (2012 年 9 月 20 日アクセス)。
59経済産業省貿易経済協力局通商金融・経済協力課編『BOP ビジネスのフロンティア―
途上国市場の潜在的可能性と官民連携―』財団法人経済産業調査会、2010 年、123 頁。
41
58国際協力機構ホームページ

F/S 調査とは、企業が新規分野に参入するときに採算が合うかどうかを知るための調査
である。同様に、JETRO も投資環境や市場についての調査、セミナーの開催や現地パ
ートナーとの連携サポート、現地での展示会の情報提供および展示会への出展をサポー
トしている。これらは公共セクターが調査をし、情報を提供するものになる。対して、
JICA は BOP ビジネス連携促進のための調査事業として BOP ビジネスの事業アイデア
を公募し、採択案件の提案者に直接調査を委託している。この際の委託費の上限は前項
でも述べたように 5,000 万円か 2,000 万円を選択できる60。このように、事業計画検討
段階で活用できる支援ツールは情報取得のための調査やセミナーの開催が主である。
表 12 我が国における活用可能な個別支援施策・制度(日本企業が対象となるもの)

事
業
計
画
検
討
段
階

事
業
化
段
階
確
立
・
拡
大
段
階

支援ツール

支援対象

支援実施機関

投資環境・市場開拓ミッション派遣事業

日本企業

JETRO

国内セミナー開催

日本内の法人、

JETRO

個人
海外市場調査・情報提供

日本内の法人

JETRO

F/S 調査

日本の法人等

日本政策金融公庫、
国際協力銀行

展示会出展支援

日本内の法人

JETRO

BOP ビジネス連携促進のための調査事業

日本法人

JICA

海外展開資金

中小企業

日本政策金融公庫

輸出金融

日本の輸出者

日本政策金融公庫、
国際協力銀行

貿易一般保険

日本内の企業

日本貿易保険

海外投資保険

日本内の企業

日本貿易保険

(出所) 経済産業省貿易経済協力局通商金融・経済協力課編『BOP ビジネスのフロンティ
ア―途上国市場の潜在的可能性と官民連携―』財団法人経済産業調査会、2010 年 6 月、
118-143 頁より筆者作成。
次に事業化段階の支援ツールについて説明する。まず国際協力銀行は、日本国内で生
産された設備等を開発途上地域へ輸出する場合や技術を提供する際に必要な資金のうち
5～6 割を融資している。その際、融資金額は、輸出契約金額、技術提供契約金額の範囲
60国際協力機構民間連携室「国際協力機構(JICA)の民間連携事業」2012
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年 9 月、30 頁。

内で、頭金部分を除いた金額になる61。また日本政策金融公庫は中小企業が海外展開を
する際に一定の条件を満たしていれば、設備資金および長期運転資金の融資を行ってい
る。融資限度は直接貸付で 7 億 2 千万円(運転資金 2 億 5 千万)であり、融資期間は設備
資金が 15 年以内、運転資金が 7 年以内となっている62。しかし、現段階では、BOP ビ
ジネスに特化した支援は少なく、BOP ビジネスを行う企業が融資を受けるのは難しいの
が現状である。
最後の確立・拡大段階における支援ツールはあまり多くはない。しいて言うならば、
輸出金融や貿易一般保険、海外投資保険が挙げられるが63、いずれもも日本企業の輸出
を支援・保証するにすぎず、BOP ビジネスを直接的に支援するものではない。
表 13 では、同様に、直接的に BOP 市場を支援するものではないが、海外に進出した
中小企業が BOP ビジネスに取り組む際に活用できる公的支援策をまとめている。この
うち、表の上から協力準備調査、円借款、無償資金協力、円借款案件形成等調査及び民
活インフラ案件形成等調査、海外投融資、事業開発等金融、貿易投資円滑化支援事業、
投資金融は、BOP ビジネス対象国の政府や現地企業に対して資金援助や調査を行うもの
で、現地のインフラ整備や現地企業による事業の円滑化につながる。また、技術協力、
経済産業人材育成支援研修事業、産業技術等向上支援専門家派遣事業、中小企業の技術
開発への資金支援は、途上国における技術力向上につながる。国際研究協力事業は研究
を共に進める大学等のパートナーへの支援である。最後に貿易代金貸付保険、海外事業
資金貸付保険は、日本の銀行に対して、日本企業が海外展開する際の融資をしやすくす
る。これらの支援は、どれも BOP ビジネスを行う企業を支援の対象としているわけで
はないが、
上手く活用することで BOP ビジネスを行う際の有効な支援となるであろう。
以上が日本企業の BOP ビジネスに参入する際に活用可能な公的機関による支援策で
ある。最後に、ここで中小企業に特化した海外展開支援について紹介する。日本政策金
融公庫と国際協力銀行は、2012 年 4 月に日本政策金融公庫から国際協力銀行が株式会社
として独立する際に東京・大阪のそれぞれのオフィスに中堅・中小企業向け支援を専門
とするユニットを設置した。このユニットでは、この項で紹介した投資金融・輸出金融
等に加えて、中小企業が海外事業展開において直面する様々な課題に関する情報提供は
もちろんのこと、法務・会計・税務の専門家等によるアドバイスの提供サービスが提供
されている。さらに、企業への協調融資、共同セミナーの開催、意見交換等、日本国内
61国際協力銀行ホームページ

http://www.jbic.go.jp/ja/ (2012 年 11 月 13 日アクセス)。
http://www.jfc.go.jp/c/jpn/ (2012 年 11 月 13 日アクセ

62日本政策金融公庫ホームページ

ス。)
63貿易一般保険と海外投資保険は日本貿易保険が、日本企業を対象とし、輸出契約や仲

介貿易契約、技術提供契約などの契約当事者に起因しない不可抗力により日本企業が
損失を受ける場合や日本企業が海外に有する資産（株式や不動産等の権利）を、外国
政府による権利・利益侵害や戦争、テロ、天災といったリスクの顕在化により損失を
受ける場合にその損失を補填するものである。日本貿易保険ホームページ
http://nexi.go.jp/ (2012 年 11 月 14 日アクセス)。
43

の地域金融機関との連携も進めている64。
表 13 我が国における活用可能な個別支援施策・制度(日本企業以外が対象となるもの)
支援ツール

支援対象

支援実施機関

協力準備調査

相手国政府

JICA

技術協力

ODA 対象国

JICA

経済産業人材育成支援研修事業

開発途上国の産業技術者等

(財)海外技術者研修協
会
(財)海外貿易開発協会

産業技術等向上支援専門家派遣

現地日系企業、ローカル企

事業

業

貿易投資円滑化支援事業

ODA 対象国

経済産業省

投資金融

日本の法人等が出資する現

日本政策金融公庫、国

地法人

際協力銀行

開発途上国政府、外国金融

日本政策金融公庫、国

機関等

際協力銀行

貿易代金貸付保険

日本内の銀行

日本貿易保険

海外事業資金貸付保険

日本内の銀行

日本貿易保険

国際研究協力事業

企業、大学等

新エネルギー・産業技

事業開発等金融

術総合開発機構
中小企業の技術開発への資金支

中小企業

中小企業庁広報室

日本法人

経済産業省

円借款

開発途上国の政府

JICA

無償資金協力

開発途上国

JICA

中小企業の海外展開支援

中小企業

中小企業庁

海外投融資

途上国企業

JICA

援
円借款案件形成等調査及び民活
インフラ案件形成等調査

(出所) 経済産業省貿易経済協力局通商金融・経済協力課編『BOP ビジネスのフロンティ
ア―途上国市場の潜在的可能性と官民連携―』財団法人経済産業調査会、2010 年 6 月、
118-143 頁より筆者作成。
JICA も中小企業に特化した支援を行っている。日本政府により 2011 年 6 月に「中小
企業海外展開支援大綱」が策定(2012 年 3 月改訂)され、途上国支援が主な役割であった
64「中堅・中小企業の海外事業展開への支援」
『JBIC

力銀行。
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Today』
、2012 年 10 月号、国際協

JICA もこれに関与することとなった。中小企業の海外進出が求められる中、JICA は、
日本商工会議所、東京商工会議所と連携し、開発途上国の開発課題解決のために有効な
中小企業のもつ新たな有望技術及び事業アイデアを募り、その事業化に向けた計画の策
定を支援する中小企業連携促進調査(F/S 調査)を試行的に実施している。採択されると
1000 万円の F/S 作成費用を JICA が負担する。
対象期間は 1 年間である65。このように、
中小企業のグローバル展開に特化した支援の動きはさらに進行していくことが考えられ
今後とも注目していきたい。
しかし、本調査からは、様々な公的機関がそれぞれに企業の支援を行っているが、重
複する部分も少なくなく、企業にとっては、複数の窓口が散在し、情報が点在している
ことも明らかとなった。こうした問題は、企業の立場からすると、煩雑で利用のしにく
さに繋がり、改善が必要であると思われる。
（山口芽久実）
第 2 節 欧米の公的機関による BOP ビジネス支援
前節で見たように、日本において BOP ビジネスの支援体制が徐々に整備されつつあ
るが、依然として十分に確立しているとは言い難い。その一方で、国際機関や欧米諸国
は、こうした日本に先駆けるかのように、1990 年代末時点で、既に BOP ビジネス支援
に着手している。そこで本節では、国際金融公社(IFC)、米国国際開発庁(USAID)、ドイ
ツ連邦経済協力開発省(BMZ)それぞれの BOP ビジネス支援について事例と共に紹介し
たい。
第１項 国際金融公社(IFC)
国際金融公社(以下、IFC)は、途上国の民間セクターに直接、投融資とアドバイスを行
う世界銀行グループの一機関であり、100 カ国以上の国に現地オフィスを配置、130 カ
国以上の国で業務を展開している。
IFC は世界資源研究所(WRI)と『次なる 40 億人』を共同出版するなど、早くから BOP
ビジネス支援に積極的に取り組む姿勢を示してきた。IFC では、
「BOP 層を消費者、生
産者、流通業者、あるいは小売業者として位置づけバリューチェーンに組み込んだ、ビ
ジネスとして成立しかつ規模を拡大できる事業モデル」66をインクルーシブ・ビジネス
としている。インクルーシブ・ビジネス支援の特筆すべき点として、2010 年に本部のア
ドバイザリー・技術支援部門の中にインクルーシブ・ビジネス支援の担当チームを設置
65国際協力機構ホームページ

http://www.jica.go.jp/ (2012 年 12 月 18 日アクセス)。

66国際金融公社『インクルーシブ・ビジネスの成功例』
、

http://www.ifc.org/ifcext/tokyo.nsf/AttachmentsByTitle/Inclusive+Business+Report
+2011/$FILE/Inclusive+Business+Report+%28J%29+201107.pdf
日入手)
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(2012 年 10 月 3

し、これによりインクルーシブ・ビジネスに取り組む企業に対して技術支援も行えるよ
うになったことが挙げられる67。この技術支援と従来の投融資業務を組み合わせること
でより総合的な支援が可能となっている。IFC は 2005 年以来、80 以上の国々で 300 社
を超えるクライアント企業に 70 億米ドル以上の投融資をおこなってきた68。
IFC による投融資を受けるには①プロジェクトが IFC の加盟国である開発途上国に所
在していること、②民間セクター向けであること、③技術的に健全であること、④収益
を上げる見込みが良好であること、⑤現地経済に便益をもたらすこと、⑥環境面・社会
面で健全であり、投資受入国と IFC の環境・社会基準を満たしていることといった要件
を満たす必要がある69。前述した通り、IFC は途上国の民間セクターを対象に業務を行
うが、先進国企業がインクルーシブ・ビジネス支援の恩恵に授かる場合、途上国に設立
した子会社・パートナー企業等が IFC から実際に支援を受け、それら現地企業を通して
間接的に利益を得るというケースが想定される。コカ・コーラ社は、アフリカのボトリ
ングパートナーが IFC による支援を受けたことで、貧困層への商品供給を拡大すること
が可能となった70。
第 2 項 米国国際開発庁(USAID)
米国国際開発庁(以下 USAID)は、二国間援助の企画と実施のみならず、NGO や現地
機関、大学、企業、国際機関等とも協働している。世界 72 カ国に在外事務所を設置、活
動範囲は 100 カ国以上に亘り、経済的、社会的な発展を目指して努力している発展途上
国や移行国の人々を助けることを使命としている。
USAID は 2001 年に、企業利益と開発課題を同時に改善する官民連携モデルとして
GDA(Global Development Alliance)を導入し、BOP ビジネス支援を進めている。多く
の場合、NGO、コンサルタント、大学、財団が実施団体となり、USAID、企業が資金
提供者となって、開発事業が展開される71。USAID と企業は案件形成段階から実行まで
を協力して行う。
これまで 1000 以上の案件を 3000 以上のパートナーと形成してきた72。
GDA において満たされるべき要件は以下のようなものである。①申請団体は半分以上
の資金あるいは現物を投入、②関わるパートナーに共通の目標を設定、③社会的、経済
的開発課題を合同で解決、④新たなパートナー(企業、財団など)を加える、⑤リソース、
67菅原秀幸、大野泉、槌屋詩野『BOP

ビジネス入門 パートナーシップで世界の貧困に
挑む』中央経済社、2011 年、43 頁。
68国際金融公社ホームページ、
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/
home (2012 年 10 月 3 日アクセス)。
69前掲注。
70国際金融公社『インクルーシブ・ビジネスの成功例』
71菅原秀幸、大野泉、槌屋詩野、前掲書、44 頁
72米国国際開発庁、GDA、http://idea.usaid.gov/gp/about-gda-model
(2012 年 10 月 3
日アクセス)。
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リスク、成果を分け合う、⑥開発に関して、革新的、持続可能なアプローチをとる 73。
開発課題解決を主たる目的としており、企業の海外展開や新市場開拓を直接の目的とし
ていないため、自らの開発目標の達成に寄与する事業のみを支援の対象としている。ま
た、一社だけが独占的に利益を享受するような事業には投資せず、事業環境を整備する
ことで多くの主体がその利益を享受できるような公益的な事業のみを支援する。
USAID は BOP ビジネス支援を行う上で、権限の現地委譲を進めている。
「アライア
ンス・ビルダー」と呼ばれる官民連携推進者を育て、現在約 100 人が地域局、分野別局、
主要な現地事務所に配置されているが、例えばこの現地事務所は案件形成段階から積極
的に企業と関わりを持つようになっている74。こうした BOP ビジネス支援の現地化は、
BOP ビジネスのモニタリングや人材育成など、技術支援を行うのに適していると言えよ
う。つまり、案件形成から事業実施まで、資金面・技術面で一貫して企業を支援するこ
とが可能と言いかえることができる。
以下では、USAID による BOP ビジネス支援事例として、USAID、フランスに本拠を
おいて栄養失調治療食事業を展開している企業ニュトリセット、マラウィの NGO であ
る PPB(Project Peanut Butter)の GDA モデルを取り上げる。
ニュトリセットは 1986 年にフランスで設立された、栄養失調治療食分野のベンチャ
ー企業で、2009 年の売上高は 5,200 万ユーロに上る。なかでも「プランピー・ナッツ」
という栄養失調治療食はニュトリセットの代表的な製品であり、国際機関や NGO への
販売を通して途上国の子供たちに届けられる。2001 年にフランスに自社工場を設けて製
造を行っていたが、需要が拡大するのに伴い、2005 年、
「プランピーフィールド」と呼
ばれる現地生産ネットワークを立ち上げ、生産体制をフランチャイズ化した。プランピ
ーフィールドにおいては、ニュトリセットはフランチャイズメンバーに生産・販売に関
するライセンスを無料で供与しており、ニュトリセットはそのメンバーに製品の原料と
なる栄養素を販売することで利益を得ている。
たとえば、2002 年にマラウィに設立された PPB はプランピーフィールドのメンバー
であり、マラウィの現地メーカーを通して生産活動を行っている。米国人医師マナリー
氏がニュトリセットの協力を得て立ち上げた PPB は、プランピーフィールドの実施に先
立ってニュトリセットが行った現地生産プロジェクトに試験的に組み込まれた。その後、
本格的な生産活動を行うため USAID の支援を受け(図 10)、ニュトリセットと合弁で生
産施設 Peanut Butter を設立し、2005 年にプランピーフィールドの発足メンバーに参加
するに至った。
USAID はこの GDA において、PPB に対して資金面・技術面での支援を行っており、
総合的なサポートに取り組んでいることが見て取れる。つまり、資金を提供するに止ま
る短期的な支援ではなく、持続的な官民連携を推し進めていると言えよう。さらに、GDA
73前掲注。
74菅原秀幸、大野泉、槌屋詩野、前掲書、45

頁。
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では原則として官民 1:1 で資金を拠出する必要があるが、13 万ドルという拠出額はニュ
トリセットの企業規模に見合ったものであり、GDA における柔軟性が伺える。
図 10 GDA における三者の関係

USAID

ニュトリセット

・$130,000

・寄付

・スタッフのト

・知財

レーニング

資金・現物
($450,000 相当)

PPB

Peanut Butter

(出所)日本貿易振興機構『BOP ビジネス先行事例 ニュトリセット』2011 年。
Fex Ennoline:USAID in public-private alliance initiative より筆者作成。
また、USAID が GDA の対象をアメリカ企業だけに限定することなく、フランスの企
業とも協力していることも特筆すべき点であり、グローバリゼーションに伴う企業の多
国籍化に対応して開発援助に取り組む姿勢が示されている。
2012 年 5 月、
味の素が JICA
および USAID と官民連携の覚書を締結し、アフリカでの BOP ビジネス展開に本格的に
着手した。このように、将来的に日本企業と USAID の結びつきが増えることも十分に
考えられる。
第 3 項 ドイツ連邦経済協力開発省(BMZ)
ドイツ連邦経済協力開発省(以下、
BMZ)はドイツの ODA のほとんどを所管しており、
ドイツの援助政策を決定、事業を立案している。ただし、具体的業務は委託を受けた複
数の開発援助協力機関が行っている。
ドイツでは 1999 年に官民連携プログラム(developpp.de)が導入されたが、スキームを
明確化するため、2009 年に現在の形に改編された。新たな官民連携プログラムは開発ト
ピック(developpp.topic)、開発イノベーション(developpp.innovation)、開発アライアン
ス(developpp.alliance)の三つの枠組みで編成され、ドイツ技術協力公社(GIZ)、ドイツ
投資開発公社(DEG)、ドイツ経済開発職業訓練財団(sequa)が業務を行っている。
まず、開発トピックでは、BMZ が GIZ、DEG、sequa それぞれが有する得意分野を
踏まえ、担当する対象を特定し、BOP ビジネス支援を行う。支援分野は BMZ が毎年決
定する。二つ目の開発イノベーションではテーマが定められておらず、革新的な提案の
採択に重点が置かれている。実施機関は GIZ、DEG である。三つ目の開発アライアンス
でもテーマは定められておらず、実施機関は GIZ、DEG であるが、途上国一カ国では達
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成が難しい構造的な改善を促進することに主眼が置かれている。
開発トピック、開発イノベーションでは公募で企業が申請する案件を審査・選定し、
開発アライアンスでは企業が個別に案件を申請できる。いずれの場合も案件形成から協
同して行い、
1999 年から 2011 年にかけて約 1500 件のプロジェクトが実施されている75。
USAID は支援企業の国籍を問わないが、BMZ も同様に、ドイツ国籍の企業のみならず、
EU の企業も支援の対象としている。
この官民連携プログラムにおける要件は次の 5 点である。①プロジェクトが開発方針
に符号・関連し、環境・社会的に健全なものであること、②官民はそれぞれの目標を達
成できる方法で相互に補完し合う、③公的資金は企業がプロジェクトを完遂しなければ
全額提供されない、④企業はいかなる競争優位も得てはならない、⑤企業は少なくとも
全体の 50%の資金を提供しなければならない76。開発トピック、開発イノベーションの
一つのプロジェクトにおける資金規模は最大 40 万ユーロである。つまり、官側は 20 万
ドルまで資金を拠出し、企業側は少なくとも 20 万ユーロを拠出する必要がある。前節で
述べたように、2011 年、JICA が協力準備調査費用の上限を中小企業向けに 2000 万円
に設定したことからも、20 万ユーロという額は中小企業に見合ったものであり、BMZ
による支援を受けやすい体制であると言えよう。一方で、開発アライアンスにおいては
官民で少なくとも 75 万ユーロが拠出される。このように、ドイツの官民連携プログラム
では中小企業から大企業まで幅広く支援を行っており、その結果として累計 1500 件の
プロジェクト数につながっているとも考えられる。
ドイツの官民連携プログラムにおける特徴は、BMZ から委託を受けた GIZ、DEG、
sequa が事業を実施している点にある。GIZ、sequa は主に技術支援を、DEG は主に資
金面での支援を行う。これらが BMZ による統括の下で業務を行っており、GIZ、sequa
はもちろんのこと、DEG も例えば拠出した資金で途上国に人材育成センターを設けるな
ど、
IFC や USAID と同様に資金協力と技術協力の両方によるサポートがなされている。
また、各機関が協力して同一案件に取り組む事例も見られることから、将来的にそれぞ
れの連携が強化されていく可能性も十分に考えられよう。
（岡口宗弘）
第 3 節 BOP ビジネス支援において公的機関に求められるもの
第 1 項 日本の公的機関の支援の問題点
我々は、2012 年 9 月 3 日、日本、特に一地方における BOP ビジネス支援についての
調査を目的に、近畿経済産業局を訪問し、インタビューをさせて頂いた。まず、そこで
(2012
年 10 月 3 日アクセス)。
76ドイツ連邦経済協力開発省ホームページ、官民連携プログラム、
http://www.bmz.de/en/what_we_do/issues/wirtschaft/privatwirtschaft/ppp/develoPP
P/index.html (2012 年 10 月 3 日アクセス)。
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は公的機関の BOP ビジネス支援の問題点についても触れられたので、ここで伺った内
容を紹介する。近畿産業局が BOP ビジネス支援を行うにあたっての問題点として挙げ
られたことは三点ある。一点目は、BOP ビジネスに関する特別の予算がないことだ。一
般予算を用いて支援を行っているので、さらに支援を拡大させることは難しい。二点目
は、近畿経済産業局と企業との BOP ビジネスへの意識のギャップである。企業が受け
身の姿勢をとるのではなく、企業から積極的に産業局が提供する情報にアクセスする必
要があり、海外展開に成功した企業はたいてい積極的であるという。最後に三点目は、
数年単位で産業局の人員配置が変わることである。これにより産業局の担当者が BOP
ビジネス支援の専門家にはなりきれないため、提供サービスにも限界が発生する。この
ような問題は他の公的機関にも通ずることであろう。このインタビューにより公的機関
間で連携の動きがあることを知ることができた。具体的には、近畿地方では 2010 年 10
月に近畿地域中小企業海外展開支援会議が設置され、これにより外務省や JETRO 大阪
支部をはじめとし、多くの自治体や金融機関、支援機関が中小企業の海外展開支援に参
画することが可能になった。支援メニューや情報を共有し、最適な支援策を選択するな
ど、個別の機関がそれぞれ支援を行うのではなく、ネットワーク化を進めているという77。
上記に加え、本章第 1 節で公的機関による BOP ビジネス支援の現状を述べたが、こ
れから BOP ビジネスに参入する中小企業を増やすにあたって、公的機関の役割がさら
に大きくなっていくであろう。しかし、公的機関による BOP ビジネス支援体制は十分
とはいえない。本節では、日本の中小企業が BOP ビジネスを展開するにあたって直面
する問題点をヒト・カネ・情報の三つの観点からあげ、求められる公的支援を以下に列
挙したい。
まず「ヒト」に関しては BOP ビジネスを行うにあたり重要となる人材教育について
の支援がないことである。企業が新たな途上国で事業を行う際、現地での人材育成や人
材発掘は困難であるといえる。JICA の技術支援のスキームを利用して、企業が求める
人材を育成することなどが必要ではないだろうか。
続いて「カネ」に関しては、なにより事業化および確立・拡大段階での BOP ビジネ
スに特化した資金援助がないことであろう。我々の調査では、BOP ビジネスに成功して
いる中小企業は、国内ビジネスである程度の成功を収めており、資金面での心配がない
企業が多いことが判明した。仮に財政基盤がぜい弱な企業が BOP ビジネスに取り組む
ような場合には、資金面でのサポートがより求められるであろう。
最後に「情報」に関しては、情報の点在があげられる。公的機関の間で十分な協力関
係が形成されていないことが原因と思われる。例えば、JICA は外務省の管轄で、JETRO
は経済産業省の管轄といったような縦割り行政の悪弊の影響は依然としてみられる。
JICA、JETRO 共にそれぞれ BOP ビジネスの支援のためのシンポジウムやセミナーを
開催しているが、重複する無駄があるようにも思われる。また、BOP ビジネスに参入す
772012

年 9 月 3 日、近畿経済産業局に対するインタビューより。
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る際に支援機関が多くあり、企業は様々な機関にそれぞれコンタクトをとらなければな
らない。窓口が一つに統一されれば、公的支援の無駄と企業の負担も減るであろう。も
っとも、2012 年になり外務省と経済産業省の間で協力体制が生まれ、地方局の職員の仕
事にも変化、交流が見られつつあることも調査を通じて明らかとなった78。これは好ま
しい展開と思われる。行政部門のみならず、金融機関や財団法人等も含めた協力体制も
求められよう。
また、BOP ビジネスの認知度の低さも問題である。一般的に BOP ビジネスを知って
いる人は依然として少なく、BOP ビジネスの名前は聞いたことはあるが中身については
わからないという企業もあるくらいだ。逆に、企業が BOP ビジネスとは意識せずに BOP
ビジネスに準じた経済活動を行っているケースもみられる。BOP ビジネスが企業、支援
セクター、途上国それぞれに相応のメリットをもたらすことは期待できるので、日本政
府がより効果的な宣伝を企業や国民に対して行うべきである。これによって、国民の理
解を得て、国家予算の一部を BOP ビジネス支援に使えるようになれば、縮小する日本
の国内市場を前にして、BOP ビジネスを通じて中小企業が海外展開を実現することが期
待できるかもしれない。また、企業に対して、BOP 層相手のビジネスでも成功できるこ
とが発信されれば、企業が持つ“貧困国はビジネスの対象にはならない”というような
先入観を変えることもできるであろう。
（山口芽久実）
第 2 項 欧米の公的機関に倣う点
本項では、前項で挙げられた、BOP ビジネス支援における日本の公的機関のヒト・カ
ネ・情報に関する問題点に対して、欧米の公的機関に倣うべき点は何か考えてみたい。
まず、
「ヒト」の人材育成と「カネ」の事業化段階における資金援助についてであるが、
USAID や BMZ は、案件形成から事業実施までの一貫したプロジェクトに対して資金協
力を行うと同時に、技術協力も行っている。これに対して現在行われている JICA の協
力準備調査は市場調査からビジネスプラン策定までの案件形成段階のみに限定して費用
を拠出するものの、USAID や BMZ のように、案件形成から事業実施までの一貫したプ
ロジェクトを実現するに至っていない。そこでこうした問題を解決するために、図 11
のような二通りの支援を提案したい。一つには、協力準備調査に既存の技術協力を加え
て一つの BOP ビジネス支援スキームとし、事業化段階での企業の負担を軽減させると
いうものである。この場合の技術協力としてはやはり、途上国への専門家派遣、途上国
からの研修員受入を通じた人材育成が想定される。もう一つは、国際協力銀行等の公的
機関による資金協力を組み込み、技術協力とともに、同じく一貫した支援を提供すると
いうものである。これについては、USAID や BMZ では既に同様の支援を一機関で実施
している。これらに比べると日本の支援には依然として不十分な点があることや、後述
782012
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するように公的機関同士でさらなる協力関係を形成していく必要があることがわかる。
また、2012 年 10 月から本格的に再開した海外投融資を通じて、BOP ビジネス支援を目
的とした一貫したスキームの開発も期待される。これに関しても IFC が資金協力と技術
協力の双方を実施している点に学ぶことができよう。
図 11 JICA に求められ得る支援
例1
協力準備調査

調査研究

ビジネス

＋技術協力

プラン策定
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事業実施

整備
JBIC 等の資金協力

協力準備調査

JICA の技術協力
例2
(出所)筆者作成。
次に、
「情報」の問題について考えてみたい。まず、BOP ビジネス支援に際して公的
機関の間で協力関係が形成されていないことに伴う情報の点在に関してだが、日本では、
援助実施機関を一つに統合しようとする動きが 1950 年代からあり、このような動きの
中で、USAID がそのモデルとして考えられ、1990 年には経団連が独立した「国際協力
省」の設置を要望する動きもみられた79。ドイツにおいても、BMZ は外務省や経済技術
省から独立した省庁である。こうした援助実施機関の一元化が一つの解決策として挙げ
られよう。もっとも、財政が逼迫し、ムダの削減が叫ばれる現在、新たに省庁を設立す
ることは現実的ではない。そのため、経産省や JETRO と、外務省や JICA が協力して
BOP ビジネスを推進し、それを日本の強みとできるような体制を構築していかなければ
ばらない。
また、BOP ビジネスの認知度を高める点については、アメリカやドイツで行われてい
る事例が参考になろう。アメリカでは、USAID が GDA を対外的にアピールし、民間企
業や NGO の興味関心を集めたことが一因となり、GDA のプロジェクト数増加に繋がっ
ODA 海外援助―量と質の大いなる
矛盾』スリーエーネットワーク、1992 年、138 頁。
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79フランツ・ヌシュラー著、佐久間マイ訳『日本の

ている80。USAID においては、アメリカ政府の機関でありながら、アメリカの企業に限
定せず、外国の企業とも積極的に連携している点は驚きであるが、それが認知度の向上
に結びついているというとも考えられる。一方ドイツでも、企業向けにパンフレットな
どの宣伝資料の作成や、セミナーなどでのプレゼンを通して認知を進めるほか、他機関
とも共同でセミナーやイベントを開いており、官民連携のスタート以来、認知度は高ま
っているという81。第 2 章第 3 節で述べたように、日本の中小企業には BOP ビジネスを
行う上で「情報の格差」という問題が存在しており、特に地方の中小企業には BOP ビ
ジネスが浸透していないと思われる。日本政府が BOP ビジネスの認知度を高め、その
促進に繋げる必要があるが、その中でも近畿経済産業局が行っているような情報発信の
取組が、今後各地域においても求められよう。
（岡口宗弘）

1 回 BOP ビジネス政策研究会参考資料」
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g90804c07j.pdf (2012
年 11 月 14 日入手)。
81日本貿易振興機構『平成 21 年度社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業
実施
報告書』http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2010fy01/0022036.pdf (2012 年 11 月
14 日入手)。
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第 4 章 中小企業による持続的な BOP ビジネスを実現するためには
第 1 節 中小企業による BOP ビジネスの課題
これまで論じてきたように、中小企業による BOP ビジネスの多くは公的機関や金融
機関、他のパートナー企業といった多数のステークホルダーと連携しながら行われてい
る。なぜなら BOP ビジネスにおいては、国内でビジネスを行う際とは違った企業への
サポートが求められてくるからである。そこで、本節第 1 項では前章までで述べた日本
中小企業の事例や公的機関の支援の状況等をもとに、ヒト・カネ・情報の３つの観点か
ら BOP ビジネスを行う際に発生する課題や問題点を抽出し、BOP ビジネスを実現する
際に求められるサポートを具体的に提案する。続いて第 2 項では、実際にビジネスにか
かわるステークホルダーとなる組織を挙げ、それぞれの役割と必要性について示す。
第 1 項 中小企業が BOP ビジネスを行うにあたっての課題と求められるサポート
BOP ビジネスを行う際に忘れてはならないのは、第 1 章でも述べたとおり、企業が
BOP 市場から利益を得るだけでなく、BOP 層に対して社会的恩恵をもたらす必要があ
るということである。特に従来の援助では達成できなかったより効率的な社会の発展を
ビジネスを通じて実現し、企業と BOP 層の両者が利益を得られる win-win な関係を構
築することが求められる。しかし、そのような理想的な BOP ビジネスを中小企業が実
際に行うためには、様々な課題が存在している。なかでも、ヒト、カネ、情報へのアク
セスが大きな課題として挙げられる。以下で、それぞれについて具体的に論じていく。
1 点目の課題は「ヒト」である。まず初めに、
「ヒト」の課題として挙げられるものと
して、人材の育成がある。企業において、グローバル社会に対応できる人材の育成は重
要な課題であるが、第 2 章で述べた通り、中小企業が独自で人材教育を行うにはコスト
面からも限界があると予想される。特に BOP ビジネスを行うにあたっては、企業側の
BOP ビジネスに対する情報不足により、十分な人材教育がなされないことも考えられる。
したがって、現地のニーズを把握している JICA や JETRO のような、現地の情報を豊
富に持つ公的セクターなどから人材教育面でのサポートが得られるならば望ましい。
次に 2 点目の課題として、「カネ」の問題が挙げられる。第 2 章第 3 節で述べたよう
に、BOP ビジネスで利益を回収できるようになるには相応の時間が必要である。また、
消費者教育も不可欠であることから、ビジネスを展開するにあたってのイニシャルコス
トは大きくなりがちである。このような初期投資もさることながら、販売促進や宣伝活
動のための中・長期的な資金も調達する必要がある。ゆえに、BOP ビジネスにおいて、
最も支援が望まれるものは、事業計画検討段階を超えた、少なくとも事業化段階までの
資金協力である。したがって、民間金融機関がリスク回避に走り、それにより企業が事
業化のための資金のバックアップを十分に得られなければ、当然企業の BOP 市場参入
への意欲が削がれることになる。したがって、資金力の乏しい中小企業においては、各
種金融機関との連携が課題となる。すでに第 3 章で述べた、各段階において政府系機関
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が提供する資金面での支援は中小企業にとって重要なツールであるが、特に中小企業は
地域経済との結びつきが強いため、地銀や信金から融資などの資金面での支援を受けて
いることが多い。現状では、地方になればなるほど、保守的な考えを持つ金融機関が多
く、明確なビジネスとして確立しているとはいいがたい BOP ビジネスへの融資には消
極的であるようだ82。ゆえに今後、中小企業がいかにして資金調達を行うかが鍵となる。
地方であれば、地銀といかに連携するかといった模索が必要になろう。このように、「カ
ネ」に関しては、欧米の例にみるような、事業計画検討段階にとどまらない一貫した資
金サポート体制の早急な構築が課題となる。
3 点目の課題として、「情報」の問題がある。日本での BOP ビジネス先行事例の多く
は大企業によるものであり、中小企業向けの情報は十分とはいえない。また、規模の大
きな企業に比べて、中小企業の場合、どうしても情報の受け皿が小さくなりがちである
ことは否めず、さらに、都市部よりも地方の方がその傾向は強くなることも否定できな
い。このような「情報の格差」は中小企業にとって大きな障壁となる。そもそも大企業・
中小企業を問わず、BOP 市場に進出しようとする日本企業は、多くの場合、進出前にそ
の市場の実態やニーズといった現地事情に詳しくないのが一般的である。BOP ビジネス
に限ったことではないが、市場にマッチした商品を販売しなければ利益を得ることは出
来ないため、いかにして現地の情報を把握するかが課題となる。この点において重要と
なるのが、国内の公的セクターとの連携である。企業の立場からすると、これらの機関
から情報をすばやくかつ効率よく収集できることが望ましいが、現実には、JICA、
JETRO、JBIC、経済産業省といった複数の公的機関が BOP ビジネスに関与しており、
それぞれがセミナーやシンポジウムを開催するなど、煩雑な状況にあることは否めない。
つまり、企業が公的機関から情報を収集する際に、どの機関に当たればよいのかわかり
にくい状況にある。これはまさしく日本の縦割り行政の弊害そのものであり、窓口を一
元化したり、一貫したスキームを構築したりするなどの対策が求められる。他方、BOP
ビジネスの認知度をさらに高める工夫も求められる。BOP ビジネスの認知度の低さを踏
まえるならば、そもそも BOP 層に対してビジネスが可能であるという考え自体を持た
ない企業も現段階では少なくない。そのような企業に対して、BOP ビジネスの存在を広
く知り渡らせ、BOP ビジネスの認知度を高める工夫が今後求められる。
これに加えて、ビジネス環境や企業の技術に関する課題もある。途上国では、一般的
にインフラの水準が低い。インフラが確立されていなければ、生産や運搬などで追加的
なコストがかかることが予想される。そのため、現状ではインフラの整備が十分になさ
れていない地域には進出が困難な状況である。また、前述の公的セクター間の連携も企
業が BOP ビジネスをスムーズに行うためのビジネス環境整備に向けた課題である。企
業の技術に関して言えば、第 2 章第 2 節で取り上げた４企業の事例が示すように、韓国
や中国の競合企業に負けないように商品の差別化をはかる必要がある。商品提供後のメ
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年 11 月 22 日、北陸銀行でのインタビューより。
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ンテナンスやアフターケアを提供するなどして、いかにして付加価値を付けるかが課題
であり、企業の力量が問われるところである。
以上、BOP ビジネスの問題点を挙げたが、これらの課題解決にあたって必要なサポー
トを事業計画検討段階、事業化段階、確立・拡大段階のそれぞれについてまとめ、その
サポートを提供可能な各種機関（ステークホルダー）をまとめたものが表 14 になる。た
だし、人材教育と現地市場調査については、3 つの段階の全てにおいて求められるため、
段階別には表記していない。
表 14 BOP ビジネスにおいて求められるサポート
段階

全段階

支援が可能又は望まれる主な機関

必要なサポート

(ステークホルダー)

人材教育

公的セクター等

現地市場調査

JICA、JETRO、JBIC 等

BOP ビジネス先行事例等の情報、

経済産業省、JICA、JETRO 等

事業計画

セミナー・シンポジウム

検討段階

現地市場規模・ニーズ調査資金

JICA、JETRO 等

現地パートナーの発掘

JETRO、NGO、在外公館等

現地拠点設立資金

金融機関、財団等

現地パートナーへの技術提供

大学/研究機関、NGO 等

ビジネス環境の整備

日本政府、現地政府等

啓発活動(消費者教育、商品の推奨等)

NGO、国際機関等

生産拡大のための設備資金

金融機関、財団等

普及拡大のための宣伝活動

NGO、国際機関等

不可抗力による損害への救済（保険）

日本貿易保険等

事業化
段階

確立・拡大
段階

(出所) 筆者作成。
表 14 にみるように、各段階に求められるサポートは異なり、課題ごとにサポート可能
な機関が異なることが読み取れる。これだけ多くの機関が別々に動くとなると非常に煩
雑である。例えば、第 3 章でみた USAID の事例のように、企業の BOP ビジネスを長期
的に支援する際に中心となる機関がなければ、安定したビジネスを継続して行っていく
ことが難しくなる。また、中小企業が持続的な BOP ビジネスを行うにあたって、支援
セクターとの長期的なパートナーシップが理想的であり、その体制をどう構築していく
か、どの機関がイニシアチブをとるのかが重要となる。具体的な策に関しては第 3 章を
参考に次節で述べる。しかし、そこで提案する体制はまだ日本では未構築であるため、
現状では支援セクター間での協力や官民による連携、各機関との効果的な連携が現実的
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であろう。そこで、次項では表 14 に示した各ステークホルダーについて、BOP ビジネ
スにおける具体的な役割を述べ、各機関との効果的な連携の必要性を示す。
第 2 項 各ステークホルダーの具体的な役割とその必要性
実際に BOP ビジネスに関するステークホルダーはどのような役割を果たしているの
であろうか。ビジネスの主体となる国内の中小企業は、たとえ技術力に優れていても、
ヒト・カネ・情報面での問題から BOP ビジネスが十分に展開できない可能性がある。
しかし、より多くのステークホルダーと連携することによって、これらの問題が緩和さ
れることが期待できる。表 15 では、表 14 で挙げた各ステークホルダーが提供できるサ
ポート内容およびその強みと弱み（連携にあたっての不安点）をまとめている。
まず、最初のステークホルダーは、主体企業がビジネスを行うにあたってパートナー
となりうる現地企業である。現地企業はもともと主体企業が進出を考えている BOP 市
場にてビジネスを行っているので、現地企業との提携によって、主体企業の市場参入が
より容易になる。また、主体企業と現地企業が合同で出資する合弁企業は現地密着性を
確保しつつ、日本企業の現地への技術導入を容易にする器となりうる。
次に BOP 層は、BOP ビジネスにおいて、消費者と被雇用者という二つの役割を担っ
ている。一般に BOP ビジネスは BOP 層の人々を顧客と捉えて行うものであるが、ヤク
ルトの事例のように、販売員として雇用してビジネスを展開するという形態も存在する。
この形態のメリットは、BOP 層の人々を雇用して事業を行うことにより、BOP 層の人々
の雇用問題を解消することができる点にある。また、会宝産業やサニコンの事例のよう
に、BOP 層の人々を技術者(生産者)として雇用し、技術教育を行いながらビジネスを行
うという形態も存在する。これは、現地の人に日本が持つ技術やノウハウを伝え、身に
着けさせることができるという利点も持つ。
公的機関に関しては、第 3 章述べたため詳しい説明は省略するが、JETRO や JICA
は、現地はもとより、国内でも情報提供やパートナーの紹介等において重要な役割を果
たしている。また、国際機関は信頼性・専門性に優れ、強大なネットワークを持つ有力
なパートナーである。こうした国際機関と提携することで、より大規模な事業を行うこ
とが可能となる。また、国際機関の信頼性を利用することで企業の宣伝を行うことも可
能である。例えば、サラヤでは、ユニセフに売上高の 1％を寄付することで、ユニセフ
の後ろ盾を得て会社の知名度や信頼性を高め、BOP 層への手洗い教育の促進や商品宣伝
に役立てている83。
そして、資金面における課題を主として解決してくれるのが金融機関である。中小企
業が BOP ビジネスを行うにあたって資金面のサポートは必要不可欠である。民間の地
方銀行である北陸銀行では、資金面のサポートのみならず、海外に駐在員事務所を設置
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年 9 月 24 日、サラヤでのインタビューより。
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したり、情報収集や日本から訪れた企業に対してアテンドを行ったり84、海外の銀行と
連携することで中小企業が現地の銀行から容易に融資を得られるように支援している 85。
表 15 BOP ビジネスにおけるステークホルダー
ステークホルダー
主体企業
企業
現地企業

主な役割
ビジネスの主体
ビジネスパートナー

強み
技術力

ビジネスの対象

現地密着性、現地市
場への参入が容易
人数が多い

生産、販売

現地密着性

情報提供、現地調査
資金提供、セミナー
開催
啓蒙活動、事業への
調査・認定、製品提
供
資金調達、現地情報
提供、商談会の設置、
外銀への融資保証
資金調達、セミナー
開催、民間金融機関
の融資保証

信頼性、専門性、ネ
ットワーク力

消費者
BOP 層
被雇用者
日本公的セクター
(JICA、JETRO 等)
国際機関
(WHO、ユニセフ等)
民間
(銀行等)
日本金融
機関

政府系
(JBIC 等)

NGO

日本政府
政府
現地政府
大学/研究機関

在外公館/大使館等
(出所)

連携時の不安点

技術力、資本不足
一人一人の購買力が
低い、知識や情報、
教養が不足している
知識や教養、技術が
不足している
公的セクター同士の
連携不足

信頼性、専門性、ネ
ットワーク力

官僚的組織

資金力、主体企業と
の密着性

保守的、海外支社が
少ない

資金力、信用性、民
間 金融 機関 には出
来 ない 案件 への融
資
広報活動、現地調査、 現地密着性、ネット
現地パートナーの選 ワーク力、流通・配
定、啓発活動
達力、専門性

対応が遅れがち(企
業のニーズにいち早
く対応できない)

ビジネス支援拡充
(補助金等)、参入国の
インフラ整備
ビジネス環境の整備
啓蒙活動
専門性の高い知見の
提供
情報提供、相手国政
府との仲介、現地要
人との人脈形成支援

企業(のビジネス活
動)との考え方に開き
がある、不安定な財
源
政策決定が出来る、 政策決定に時間を要
担 当分 野で の知見 する
がある
政策決定が出来る、 既存の概念に固執、
強い影響力がある
ガバナンスに問題
技術力、専門分野で 世 間 一 般 の 考 え 方
の 深い 知見 とネッ とズレがある
トワーク
優先課題（ニーズ） 日本の大使館職員は
の把握、現地ビジネ 数年で交代
ス環境の把握
→現地密着性が低い

筆者作成。

84北陸銀行の海外アテンドは現地の案内やホテルの予約、商談のサポートなど多岐にわ

たる。
年 11 月 22 日、北陸銀行でのインタビューより。
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続いて、前項で少し触れた NGO の役割について説明する。NGO には国際 NGO と現
地 NGO が存在する。どちらも民間企業や研究機関等の現地でのパートナーとの関係を
強化する役割を担っている。また、BOP 市場へ商品を戦略的に行き届かせるためには、
NGO が持つ現地でのネットワークが魅力的であり、重要な資源である。企業の中には、
「このネットワークを使わせてほしい」と率直に言う企業もあるくらいである86。この
ように、現地 NGO は現地の詳しい情報を提供する役割も担っている。加えて、技術や
資金面の援助を行っているケースもあり、NGO は現地での活動にあたって重要なパート
ナーである87。
最後に政府の役割について説明する。まず日本政府は、補助金等によるビジネス支援
に加え、相手国のインフラを整備する役割を担っている。続いて現地政府は自国のビジ
ネス環境を整備することで、外国企業が参入する際の障壁を削減する役割を担っている。
このような役割は政府にしかできない為、今後日本の中小企業による BOP ビジネス活
性化の為には現地政府の役割は重要である。さらに、これに関連して、例えば、我々が
聞き取り調査をしたサニコンでは現地の地方自治体から現地情報を提供してもらい、ま
た企業主催の現地でのセミナー開催を自治体に後援してもらうなど、現地地方自治体と
の連携も有効に活用していることが確認できた88。
その他に、事例は少ないが、大学や研究機関も有効なパートナーの 1 つである。大学
や研究機関が現地の市場調査やマーケティングを行い、それをもとに企業が製品を製造
するという事例も存在する。実際に製品化する際に大学の理工学部などとの連携も考え
られうる。このように、現地に根差したネットワークや高度の専門知識により BOP ビ
ジネスの成功に寄与している。以上に挙げたステークホルダーとは少し異なるが、BOP
ビジネスにおいて中小企業が頼れる機関として、在外公館や大使館が挙げられる。ここ
では現地の社会情勢等に関する詳しい情報を得ることができ、また相手国政府への仲介
や現地要人の紹介をしてもらうことも可能である。サラヤでは現地の大使館からの協力
を得て、現地の情報等を取得しビジネスを行っている89。
以上が BOP ビジネスにおける各ステークホルダーの具体的な役割である。どのステ
ークホルダーにおいても、企業が BOP ビジネスを行う際に必要不可欠な存在であるこ
とが分かるだろう。既に多くの研究でも述べられている通り、上記の多種多様なステー
クホルダーとの連携は BOP ビジネス成功の重要なカギである。これまで挙げた成功事
例でも、主体企業が複数の機関と連携していることは確認された。信頼できるパートナ
ーといかにして連携するかが企業にとって重要である。特に、現地密着性が求められる
BOP ビジネスにおいては、日本の企業が今までステークホルダーとしてさほど重要視し
86菅原秀幸、大野泉、槌屋誌野、前掲書、73,74

頁。
ビジネス 鍵はパートナーにあり」
『ジェトロセンサー』第 62 巻第 741 号、日
本貿易振興機構、2012 年 8 月 15 日、8 頁。
882012 年 9 月 26 日、サニコンでのインタビューより。
892012 年 9 月 24 日、サラヤでのインタビューより。
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てこなかった NGO との連携がカギとなるかもしれない90。図 12 は表 15 を簡潔に図式
化したものであるが、BOP ビジネスにおける各ステークホルダーとの連携の組み合わせ
が数えきれないほどあることが想像できるだろう。企業においては、常にそうした連携
の可能性を探っていくことが求められる。
図 12 企業を取り巻く BOP ビジネスステークホルダー

(出所) 筆者作成。
実際には、企業が行う事業の種類や性質によっても連携の仕方は多種多様であるが、
企業と支援セクターが、そして支援セクター同士が互いに重複することなく、的確に役
割を分担できれば、より効果的な BOP ビジネス展開が可能となり、ビジネス可能性が
さらに高まるだろう。
次節以降では、本論文のまとめとして、理想的な BOP ビジネスを展開するためのモ
デルを提言する。
（松下翔丸、中村佑弥）
第 2 節 中小企業のための理想的な BOP ビジネス環境
本稿では、日本の中小企業が海外で BOP ビジネスを展開していくにあたっての意義

15 回企業白書』168 貢、日本企業のステークホルダーに対する
重要度アンケートによると、顧客や金融機関などに比べ、NGO の重要度がかなり低い。
「今後の重要度」の項目においても他と比べるとまだまだ低く、NGO がビジネスパー
トナーとして十分に認識されていない可能性がある。
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90経済同友会(2003)『第

と課題を示してきた。中小企業が BOP ビジネスを行うにあたっての課題は、ヒト、カ
ネ、情報面の 3 点に集約できることが判明した。これらの課題は中小企業が単独で解決
するのは困難であり、中小企業は BOP ビジネスを行うにあたって各種ステークホルダ
ーとの連携を必要としている。その中でも、公的機関は重要なステークホルダーの一つ
である。しかしながら、日本の公的機関による BOP ビジネス支援は、それぞれが独自
に支援を行っているため、とりわけ地方の中小企業に対して、十分に支援が浸透してい
ないのが現状である。本節では、これらの課題を克服するために求められる支援体制を
提案したい。
第 1 項 求められる BOP ビジネス支援体制
私たちは、中小企業が BOP ビジネスを展開するにあたって求められる公的機関の支
援体制を図 13 のように提案する。
図 13 日本国内 BOP ビジネス支援体制の理想像

（出所）筆者作成。
ここでの重要なポイントは、公的機関の支援体制の一元化である。具体的には、まず
2010 年に経産省内に創設された BOP ビジネス支援センターを日本の BOP ビジネス支
援体制の中心機関とし、ワンストップ窓口とする。BOP ビジネス支援センターは途上国
支援ノウハウを持つ JICA、企業の海外展開支援ノウハウを持つ JETRO、JBIC をはじ
めとする各種金融機関、そして国際機関それぞれの BOP ビジネスに関する部門を統括
し、これらの機関と中小企業の橋渡しをする役割を担う。この支援体制のメリットは、
支援の重複や空白の問題を改善することができる点にあり、従来に比べてより効率的な
支援が可能になると考えられる。実は、2010 年に経済産業省が BOP ビジネス支援セン
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ターを設立した際、既に関係省庁、実施機関、民間企業、NGO などが一体となったプラ
ットフォームの構築、BOP ビジネスに関するワンストップサービスの提供が目的に掲げ
られていた91。しかし、本論文でみたように、依然としてそれぞれの機関が相互に重複
した支援を独自に展開しているようである。少なくとも、地方の中小企業にとっては、
現在の制度はまだ不十分であり、使い勝手のよいものではない。
実際、JICA や JETRO の事務所は地方にもあるが、BOP ビジネス支援センターは東
京に設置されているため、地方の中小企業が支援を得る為には、直接東京に足を運ばな
ければまとまった情報を入手することができないという問題も発生している。そこで、
私たちは経産省の地方局にも BOP ビジネスに関する窓口を設置することを提案したい。
全国に 9 か所ある経産省の地方局に BOP ビジネスに関する窓口を設置することで、地
方と都市間の情報格差の改善が期待される。
中小企業が直面する課題の打開策として、図 13 のような一貫した支援体制を導入する
ことで、日本国内のステークホルダーに関する情報が収束し、中小企業に対してベスト
なマッチング支援を行うことが可能となる。特にヒト・情報面の課題の改善に結びつく
可能性は高いと考えられる。
ヒトに関して考えられる課題は、前節で示したようにグローバル人材の不足をサポー
トする支援や現地で雇用した人々の教育に関するものである。支援機関を一元化するこ
とで、従来ばらばらに行われてきた人材に関する支援の重複が改善されることが期待さ
れる。支援の中心である BOP ビジネス支援センターが各支援機関を統括し指示を行う
ことで、人材に関する支援の不備を防ぐと同時に、1 つの機関で人材に関する支援を専
門的に行うことが可能となるため、現在不足しがちである人材支援における課題の改善
が期待される。
続いて、情報に関しては、企業規模による情報格差、中小企業がおこなった BOP ビ
ジネスの先行事例の少なさ、地方と都市間における格差といった問題が発生している。
大企業に比べて情報の受け皿が小さい中小企業にとっては、現在のように情報が各支援
機関に点在している状態は望ましくない。中小企業向けの情報に関しては先行事例が少
ないためこれから蓄積していく必要があるが、情報を一括して管理する窓口の存在は、
現在氾濫している支援を適切に企業に提供する点でも必要不可欠である。地方と都市間
の格差に関しては、先述したように経産省の地方局に BOP ビジネスに関する窓口を設
置することで、大きく改善することが期待される。
第 2 項 資金問題と金融機関
中小企業が BOP ビジネスを行う際に、金融機関は資金協力に躊躇しがちである。こ
れは、BOP ビジネスが一般に不確実性が高いビジネスと認識されていること、とりわけ
地方の金融機関には、BOP ビジネスに関するノウハウの蓄積が不十分であることが原因
91菅野秀幸、大野泉、槌屋誌野、前掲書、52-53
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となっている。金融機関は、融資対象企業が計画している事業に関して、確実なビジネ
スモデルや先行事例がなければ融資に積極的にはなれない。また、企業が BOP 市場で
活動を行う際に、現地通貨を調達することが困難という問題も存在している。そもそも、
日本の中小企業が外国の銀行（以下外銀）から突発的に融資を受けるのは難しい。ここ
では、株式会社北陸銀行（以下北銀）が中小企業の海外展開に際して既に行っている融
資の事例を参考に、これらの問題を解決するにあたってのモデルを提示したい92。
図 14 北陸銀行による企業の海外展開支援

（出所）北陸銀行でのインタビュー時の資料を参考に筆者作成。
図 15 金融機関による BOP ビジネス支援

（出所） 筆者作成。
北銀では、北銀が提携している外銀に対してスタンドバイ・クレジットを発行し、融
資を望む現地法人の日本の親会社の保証人となることで、北銀の取引先企業が資金を調
達できる環境を生み出している。スタンドバイ・クレジットとは、銀行の取引先企業に
対して発行銀行が支払いを保証する信用状のことである。このように、日本の銀行が保
922012

年 11 月 22 日、北陸銀行でのインタビューより。
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証人となって企業が外銀より資金を調達できるようにする仕組みは BOP ビジネスにお
いても応用可能なはずである。これをもとに図 15 で、BOP ビジネスを行う中小企業の
ための資金調達システムを提案する。
ここでは、政府系金融機関が民間金融機関を保証することが提案されている。中小企
業と提携している民間金融機関は、融資したお金が企業の BOP ビジネス失敗により返
ってこなくなることを恐れて融資に消極的になるため、政府系金融機関（例えば JBIC
など）が一定条件の下で一部保証するような支援がおこなわれれば、民間金融機関も今
より BOP ビジネスに関する融資に積極的になれるだろう。加えて、現地通貨の調達に
関する問題も、スタンドバイ・クレジットの手法を用いることで解決することが可能で
ある。
図 13、14、15 は中小企業が BOP ビジネスを行いやすくするために考えられる打開策
の一例であるが、支援体制を改善することによって、中小企業が BOP ビジネスを行う
にあたって障害となっているヒト・カネ・情報面の課題は十分に改善することが可能な
はずである。
（中村佑弥・松下翔丸）
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総括
BOP ビジネスは途上国の持続可能な発展を促すのみならず企業にとっても持続可能
なビジネスになる可能性を秘めていると私たちは考える。本稿の総括にあたり、BOP ビ
ジネスによってもたらされる恩恵と弊害を改めて分析した上で、中小企業による持続可
能な BOP ビジネスについて提言したい。
表 16 BOP ビジネスにおける Win-Win-Win の関係
BOP ビジネスから得られる恩恵

ステークホルダー
主体企業

・将来市場の創造
・企業ブランドの向上

BOP 層

・雇用の創出
・生活水準の向上
日本政府・公的機関

その他ステークホルダー

途上国政府

・自国・自身のブランドの向上
・国内市場の活性化
・雇用拡大・BOP 層の生活水準の改善

NGO など

・企業との連携による効果的な支援活
動

(出所)

筆者作成。

BOP ビジネスは、援助とは異なり、企業が「探索の精神」を持ってその国に適したビ
ジネス戦略を用いて展開される。探索とは、大掛かりな開発計画を練るプランナーに対
峙する言葉として、アメリカの援助研究者イースターリーによって編み出された「サー
チャー」に準じる言葉である。つまり、途上国のニーズに強い関心を持ち、常に需要側
の視点で物事を捉え、行動することを指す93。この探索の精神を持って企業主導型でビ
ジネスを展開することが Win-Win-Win 関係の実現に繋がると私たちは考える。ここで、
BOP ビジネスを通じて一般的にステークホルダーにもたらされる恩恵（Win-Win-Win
関係）を表 16 のようにまとめた。まず、主体企業が受ける恩恵は、将来市場の創造と企
業ブランドの向上である。まだ競争が激しくない段階から、将来 MOP 層として、より
大きな購買力を持つことが期待される BOP 層を対象としたビジネスを行うことは、将
来市場の創造にも繋がる。また、BOP 層に対してビジネスを通して社会貢献をすること
で企業のブランド力を向上させることも可能である。企業のブランド力は顧客である
BOP 層との信頼関係を創出し、ライバル企業が参入してきた際にも顧客を確保すること
が可能となる。このように、BOP 層に対してビジネスを行うことは、持続的なビジネス
に繋がる。次に、BOP 層にもたらされる恩恵は、雇用の創造と生活水準の向上である。

93戸川正人、友松篤信『日本の

ODA の国際評価』福村出版、2011 年、153 頁。
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企業が現地で雇用を生み出すことは BOP 層の貧困削減及び生活水準の向上というメリ
ットをもたらす。最後のその他のステークホルダーにもたらされる恩恵は、様々である
が、ここでは表 16 で取り上げた代表的な 3 者について言及する。まず、日本政府や公
的機関には、自国または自身のブランド向上に加えて、企業が BOP ビジネスで成功を
収めることにより、日本経済の活性化に繋がるという恩恵がある。次に、途上国政府に
は、国内市場の活性化や貧困層の雇用拡大、生活水準の向上に伴う経済成長と税収増大
という恩恵がもたらされる。また、NGO には、BOP ビジネスを通してより効果的に支
援活動を行うことが可能になるという恩恵がある。同様のことは、多くの BOP ビジネ
ス研究でも既にふれられているが94、このように、BOP ビジネスは、主体企業、対象とな
る BOP 層、加えてビジネスを支援する支援セクターの 3 者に Win-Win-Win の関係を実
現する理想的なビジネスである。
一方で、懸念されている問題も幾つか存在する。まず、主体企業の視点で見ると、BOP
ビジネスが本当に持続可能で、利益をもたらすビジネスになるかという懸念である。
BOP 市場は、日本市場と比べてリスクが大きい。また、第 2 章で挙げた企業にみるよう
に、短期で利益を得ることが困難であるのが BOP ビジネスの実態である。そして、よ
うやくビジネスが軌道に乗り、利益を挙げ始めた時に現地企業や他国企業との間で激し
い競争に直面することもあるかもしれない。進出先の政変やテロに直面するリスクも否
めない。しかし、縮小する日本市場よりも、成功した場合のリターンは大きい。このよ
うに、BOP ビジネスはハイリスク・ハイリターンのビジネスであることを認識する必要
がある。
次に、BOP 層からの視点では、BOP ビジネスが社会を変革するものであるとしても、
それが本当に好ましい変化なのかという懸念である。例えば、BOP ビジネスの事例でし
ばしば取り上げられる味の素も、視方によっては、現地の伝統的な調理方法や食文化が
失われるとの批判がないわけではない。また、例えば、先進国の小売業が BOP 市場に
進出することによって、現地の小売業が衰退するような現象がおきないとも限らない。
進出した先進国のショッピングモールが新たな雇用を創出し、洗練されたサービスを提
供するならまだしも、仮に、地域の小売店が衰退した後に、その原因となったショッピ
ングモールが撤退してしまうような事態になれば、現地の雇用や人々の暮らしにも大き
な影響を与えるであろう。他にも、先進国企業が途上国に新たに工場などを建設する際
の環境問題や、BOP 層の人々を雇用する際の労働条件が BOP 層の生活を悪化させるも
のにならないかといった懸念は少なくない。
また、本論文では、中小企業が BOP ビジネスを行うにあたって公的セクターの支援
が必要である点を主張したが、過度に公的セクターが企業を支援することによって、企
富野岳士『 NGO が考える BOP ビジネスの可能性と開発インパクト』国際
協力 NGO センター、2010 年では、NGO、BOP 層、企業の３者間での Win-Win-Win
が主張されている。
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94例えば、

業の「探索の精神」が弱められることが懸念される。本来、BOP ビジネスでは企業が自
由に探索を行い、自立したビジネスを展開することが原則であり、中小企業のように経
営資源が乏しいなどのハンディがある場合に限り、公的セクターがそのハンディを多少
緩和するためにサポートする形が求められる。だが、公的セクターが必要以上に企業を
保護した場合は、企業が政府に依存し、Win-Win-Win 関係に繋がる活動が損なわれる恐
れがある。
このように、BOP ビジネスを行うにあたっての懸念は尽きないが、それらを考慮して
も、私たちは中小企業による BOP ビジネスを支持したい。その際、先に述べた
Win-Win-Win 関係は BOP ビジネスの特徴であると同時に、持続的な BOP ビジネスを
実現するための前提条件となる。したがって、企業は常にこの Win-Win-Win 関係を意
識しながら、ステークホルダーとの間で建設的な関係を築き上げることが重要である。
対象となる BOP 層と密接な関係を築きあげることができれば、のちに競合企業が現れ
たとしても有利にビジネスを展開するができる。この関係を築くためにも、企業は自身
の活動に細心の注意を払い、自社の活動がステークホルダーに対してどのような影響を
与え、ステークホルダーが自社に対してどのような影響をもたらすかを常に考慮に入れ
ながら活動する必要がある95。また、この概念は支援機関も意識すべきである。支援機
関は、主体企業のビジネスとしての成功だけではなく、常に理想の Win-Win-Win 関係
を意識し、その関係に結びつく支援を行う必要がある。
中小企業による持続可能な BOP ビジネスを実現するには、支援体制の改善と、探索
の精神に基づき確固たる理念を持って活動する企業の姿勢が求められる。これらに加え
て、革新性の高さや意思決定の迅速さ、長期的なビジネス戦略などの特徴を活かすこと
で、より BOP 層に大きな恩恵、即ち Win-Win-Win 関係を意識した BOP ビジネスの実
地が可能である。大企業だけでなく中小企業までも海外進出を迫られつつある昨今、途
上国における社会問題の改善及び将来市場の獲得が実現可能な BOP ビジネスは非常に
魅力的である。今後日本の中小企業による BOP ビジネスがより推進されていくことに
期待したい。
（中村佑弥、松下翔丸）

95水谷内徹也、内田康郎『理念と戦略の経営学』学文社、2008
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年、175 頁。
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