
Ⅰ．「BOP ビジネス」の役割と課題について 
 
１．講演「貧困削減に資する『BOP ビジネス』とは」（新谷 大輔氏） 

 
まず、「BOP ビジネス」を考えるにあたって、少しずつ歩みよりはあるものの、関わるア

クターによって「BOP ビジネス」について考えていることが全く違うという点をしっかり

と認識していただきたい。NGO 業界では貧困削減や社会的課題の解決が目的であり、ビジ

ネスというのはあくまでもツールでしかない。一方、民間企業にとって貧困削減はそもそ

もの目的ではなく、あくまでも第一の目的はビジネスチャンスの獲得になる。社会貢献活

動的アプローチもあるので CSR 的要素とする捉え方もあるが、あくまでもビジネスであり、

民間企業の支援というのはマーケティング要素が強い。ソーシャルビジネスと捉えた場合、

その目的は問題解決ではあるが、戦略的 CSR やフィランソロピーといったような社会貢献

活動とビジネスを同胞するアプローチとして捉えることができる。このように非常にさま

ざまなアプローチがあり、捉え方も各々異なるため、企業と NGO が考える「BOP ビジネ

ス」には相当な開きがあることをまずは認識するところから話を進めていきたいと思う。 
今回は「貧困削減に資する」というのがテーマである。貧困は、絶対的貧困、相対的貧

困などと定義され、貧困になる理由がいろいろあるが、そのことについて深く理解してい

る企業人は非常に少ない。実は貧困について理解しておくことが「BOP ビジネス」を理解

する上で重要となる。 
最近「BOP ビジネス」が日本で盛り上がってきた背景には、経済産業省や JICA などの

政治セクターの存在がある。彼らが盛り上げている理由には、民間企業の海外投資や新し

い市場を作って欲しいという思惑もあるが、ODA を有効活用して欲しいという傾向が強い。

これまでの貧困削減に対する開発援助のアプローチに限界が出てきており、市場原理を導

入しようという新しい考え方が生まれている。市場原理を導入するとは、ユヌス氏のマイ

クロファイナンスの事例など、問題解決には貧困層を自立させなければいけないという発

想に基づき、市場原理に貧困層を参加させようという考え方である。このように、民間企

業がビジネスとしてやってきた市場と、開発援助でやってきた貧困削減の手法とが重なる

領域がでてきた。 
ただし、「BOP ビジネス」は途上国ビジネスとは異なる。BOP マーケットは誰も参入し

ていない儲かる市場として捉えるのが通常の企業の考え方。一方で、NGO は貧困層から搾

取するビジネスと捉え抵抗感を強く抱いている傾向もある。また「BOP ビジネス」を否定



する意見として、「新しい帝国主義」といった指摘が以前からされている。 
今回、「BOP ビジネス」の定義はあえてしないでおこうと思う。貧困層の捉え方も異なり、

アクターによっても捉え方が違い、さらに国際機関もさまざまなことを考えている。 
また、「BOP ビジネス」は「悪徳 BOP ビジネス」、「CSR を意識した BOP ビジネス」、「ソ

ーシャルビジネスとしての BOP ビジネス」の３つに分けることができる。もっとも悪いの

は悪徳 BOP ビジネスであり、端的に言うと貧しい人をだまして利益を得る貧困ビジネスと

いったアプローチで、これは日本国内でも現存する。こういった悪徳ビジネスの存在があ

るから「BOP ビジネス」に対する悪いイメージがうまれる。一方、最低限 CSR を意識して

いるものは、貧困層を新しいマーケットとして捉えているかたちで、すでに日本企業の消

費財メーカー、食品関係などの業界は参入している。「BOP ビジネス」というよりも、途上

国を市場としてビジネスをしようというアプローチで、CSR を意識していないという企業

はほとんどないという状況にある。 
「BOP ビジネス」を企業目線からアプローチしていくと、「BOP ビジネス」を構築してい

く上で、まず目的やミッションが大事となる。また進めていく上でいろいろなリソースを

使っていかなければならないし、作っていく上でプロセスも大切となる。また具体的にど

ういったソリューションに落としていこうというアプローチが必要となる。このようにさ

まざまな要素が絡んでくるため、企業がやるべきところ、NGO がやるべきところ、双方が

やるべきところがあり、「BOP ビジネス」を考えていく上で役割分担の必要がでてくる。 
 例えば、「BOP ビジネス」とは異なるが、サステイナブルベンチャーという考え方を国連

環境計画（UNEP）が打ち出しており、経済・社会・環境にインパクトを及ぼしていこう、

イノベーションを起こしていこうと考えたときに、ライフサイクルステージというかたち

で、原材料から生産、商品の使用、最後のリサイクルまで様々な商品製作のプロセスが存

在する。その中で「BOP ビジネス」を考えた場合、一部分しか捉えていないケースが多い。

例えば商品を売るところだけではなく、原材料調達にもBOP層は関わることができるのか、

さらにはパッケージや流通といったところに BOP がどのように関われるのか、BOP マー

ケットはどういったところなのかなど、あらゆるライフサイクルに「BOP ビジネス」は関

わってきている。 
意外と見落としがちなのが、エコノミーとソーシャルとエンバイロメントいうインパク

トエリアが混ざり合うような視点。「BOP ビジネス」は細かい社会的な問題にアプローチし

ている。例えば、マラリアの予防など。住友化学のオリセットネットはマラリアの予防を

達成しているという点でソーシャルという意味では非常に大きいインパクトがあるが、実

は環境問題も意識しなければいけないがそこが薄い。本来目的に活用されずゴミになって

いるという問題が起こっている。エコノミーとソーシャルとエンバイロメント、また環境

についても深く考えていかなければいけないので NGO が関わっていく部分がある。 
ここでジェトロの潜在ニーズ調査について紹介する。ユニチャームがインドネシアで紙

おむつを販売して富裕層だけでなくBOP層も含めた貧困層にかなりのシェアをとっている。

品質は落とさずコストダウンをし、流通網も以前から利用していた伝統的な卸売業者を応

用、さらにブランドの統一として富裕層向けの高級紙おむつと同じブランド名で売り出す

が価格を変えていく、というアプローチをしたビジネスモデル。あくまでも物を売るとい



う売り方のみが「BOP ビジネス」であり、BOP 市場に対して非常に効果的なアプローチを

している事例であると言える。本来は「BOP ビジネス」を考えていく上で、紙おむつを売

ることで何が社会問題の解決になるのかということを考えなければならないというところ

に重要性がある。今回、貧困削減に資することをテーマとしているが、そういったときに

NGO が何を企業に提案できるのかが肝心となってくるだろう。 
例えば、粉ミルクを途上国で事業展開したいとしたときどうするべきなのか。企業サイ

ドから言うと、粉ミルクはBOPも含め貧困層、富裕層の広い市場に参入できる商材になる。

一方で粉ミルクが起こす問題として、水の衛生の問題や温度管理などが上げられる。水の

衛生は貧困層にとっては重要なファクターであり、むしろ不衛生な粉ミルクを作ってしま

う可能性もある。また母乳との関連性も考えなければならない。母親が元気であれば粉ミ

ルクを買うというコストはかからない。一方で粉ミルクを提供することで母親の育児負担

を低減するという論理展開も可能になる。このように「BOP ビジネス」を考える上で、ひ

とつの商材を取り上げたときにいろいろなアプローチ、展開が考えられる。どういうこと

を考えていくかが大事となる。 
「BOP ビジネス」を始める前に、企業サイドと NGO サイドでは、捉え方がまず違うと

いうところからスタートしなければならない。そもそもの目的が異なるので捉え方は違っ

てあたりまえである。企業と NGO が連携をする上で、それぞれ問題解決をしたい、ビジネ

スをしたいと各々違う目的を持っていたとしても、共通の目的をシェアすることが重要な

ポイントになる。共通の目的は何なのかということを、お互いに徹底的に落とし込みして

いくことで「BOP ビジネス」の中でお互いの役割分担ができるのではないだろうか。そこ

が企業と NGO の連携や「BOP ビジネス」を進めるにあたってもっとも重要な要素となる

だろう。 
 
２．討論会「『BOP ビジネス』私たちの今の見解」 
①米良 彰子氏（オックスファム・ジャパン） 

 
「BOP ビジネス」の見解について話す上では、オックスファムという団体が持っているミ

ッションが深く関わってくる。私たちが唱えている「権利ベースアプローチ」とは、必要

とされる生活をみんなが営むことができる、そして社会的弱者の人たちが自分たちで権利

を主張して行使できる環境を整えていくことである。持続的な生計への権利、基本的な社

会サービスへの権利、生命と安全への権利、アイデンティティへの権利、声を届ける権利



という 5 つの権利に重きを置いて活動している。 
企業活動が環境に与えるインパクトについてはいろいろなかたちで企業のみなさんも取

り組んできたものの、貧困層に与える影響についてはまだ評価や検証を積極的にしてこな

かったのではないかと考えている。こういったところで、我々独自に poverty footprint（貧

困フットプリント）という調査を行い、いろいろなかたちで企業活動が現地に与える影響

を調べてきた。調査のベースとなったのは 2003 年から 2 年間かけて行われたユニリーバと

の共同調査である。すでに現地プロジェクトのインパクトをはかるために、いろいろな指

標がでている。例えばバリューチェーンを図るという意味では ODI の方でツーリズムのイ

ンパクトを計る指標を出していたり、USAID がアフガニスタンでトマト産業の影響をはか

るために調べていたり、現地プロジェクトのアセスメントとして、大型インフラのプロジ

ェクトがどのように進行しているか、どんなインパクトがあるのか調査していたりなど、

たくさんの団体がいろんなかたちで自分たちの活動をはかっている。 
poverty footprint は現状を知るためのツールで、チェックシートや評価基準ではないた

め、一緒にこういったことに取り組んでいる企業に対して良い悪いをはかるものではない。

新谷さんもおっしゃっていたが、企業と NGO が見ているものが違うため、共通の目的を探

す上でこのような手法が活用できるのではないかと考えている。poverty footprint は検証

分野を多様性とジェンダー、健康と福祉、生活水準、安全と安定の 5 つに分けている。簡

単に言うと、多様性とジェンダーの場合、現地のみなさんが平等に雇用機会を与えられて

いるのかどうか、生活水準はどうなっているのか、いろいろなトレーニングをうけられる

のかということを、バリューチェーン、マクロ経済、制度・政策、環境分野への取り組み、

製品やマーケティングが現地にどのような影響をおよぼすのかといった 5 つの項目と掛け

合わせて見ていく調査である。 
貧困削減は企業だけでも NGO だけでも解決ができず、途上国・先進国政府などいろいろ

なアクターが参加してこそ解決できる。このように社会的なインパクトを見ていくという

ことも、NGO の視点として共有していきたい。 
 
②高木 美代子氏（ケア・インターナショナル ジャパン） 

 
CARE で「BOP ビジネス」というとインドのユニリーバのシャクティでの連携がよく紹

介されるが、最近ではバングラディシュでの連携事例が世界的な CSR の賞を受賞したり、

大学等研究機関の調査対象になったりと話題になっているのでその事例を紹介したい。 



CARE バングラディシュは 1952 年に設立され、CARE の中でも最大規模を誇る 900 人

のスタッフと約 40 億円の規模で年間事業を行っている現地事務所。2006 年からは特別に

Economic Development Unit という部署を設置して企業連携を促進している。 
ダッカから車で5時間ほどのボグラ事務所では、「BOPビジネス」関連の事業であるRural 

Sales Programme の実施部隊 30 人が勤務している。同事業では、セールスレディがシャ

ンプー、保湿クリーム、歯磨き粉などの衛生用品、サンダルや携帯電話、またヨーグルト

などをバッグに入れ、10～20 タカくらいの価格で日々、訪問販売をしている。2004 年から

世界的な靴メーカーである BATA との連携で始まった事例で、現在はユニリーバやグラミ

ン・ダノンなど複数の企業とパートナーシップを組んでおり、市場としては 30 万世帯をカ

バーしている。2009 年の実績として、売り上げが 1 億円規模。 
CARE は、主に貧困層の女性に対してセールスレディとしての研修を行うとともに、流

通のハブとなる小売店経営者に対して、マネジメントやビジネストレーニングなどを実施

している。セールスレディを続けると自宅に在庫を確保できるほどのアセットを生むこと

ができる。未亡人がセールスレディとして働いて 2 年間で土地と家を買ったという事例も

ある。 
また「BOP ビジネス」を考える上で、流通だけでなく原料調達も重要となってくる。そ

こでもうひとつ平行して行われている事業に、Daily Value Chain Project がある。従来、

農民は個人のローカルトレーダーによってミルクを安く買い叩かれていたが、CARE はダ

ノン他、国内のミルクの加工業者と連携し、適正な価格で安定的な販売を可能にした。企

業側にとっては商品の原料であるミルクの質の向上や安定供給を確保することができる。

さらに同事業において提携する小売店では、家畜の病気に対する薬品や高品質のえさが売

られているほかにも、パートナー企業から獣医が定期的に派遣され家畜の病気などを治療

するなど、さまざまな形で連携が進んでいる。同事業に参加する前は、平均搾乳量が 1 日

に 0.7 リッターほどだったものが今では 2～3 リッターに増え、それにより農民の収入向上

という変化も見られている。高品質のえさ代や薬代が気になるところだが、家畜の健康状

態も改善することで、これまで高くついていた通院の交通費や治療代等を考えると実際は

安くつくという。 
バングラディシュの場合、物理的もしくは経済的理由から約 40％の人が小売店へのアク

セスができないと言われている。これらのペナルティを少しでも解消して、適正な価格で

商品へのアクセスができるようにすることで、人々のクオリティ・オブ・ライフが向上す

ることが考えられる。また、イスラム文化が根付く国でもあるため、女性が外に出て買い

物をすることが好まれないという文化がある。このような中、訪問販売が実現することに

よって女性の選択肢が増えるということも言われている。さらに、消費者としてだけでは

なくセールスレディとしての雇用の機会が増え、貧困層の女性たちのスキルアップや収入

の増加につながり、ひいては自立促進につながることが期待される。 
多くの NGO は企業や個人など寄付によって活動しており不安定な財政であるが、「BOP

ビジネス」での企業連携を通じて言えることは、単に「寄付」という形ではなく、NGO と

しての専門性をもって、企業と対等な連携を組む可能性があり、今後の展開に大いに期待

したい。また、ミッションとする BOP ヒエラルキーの解消、つまり貧困の削減を達成する



にあたっては、企業との継続的かつ有効な連携により、より高い開発効果をもたらすこと

ができるのではないか。社会システム自体を変えるというところにも、意義があると言え

るのではと考えている。 
一方、企業のメリットとして考えられる点は、地元の情報やネットワークをもつ NGO と

連携することによるマーケティング面での有利性が挙げられるが、それ以上にコストの削

減も期待できる点を強調しておきたい。バングラにおけるユニリーバの場合、卸売価格の

17％を占めていたマーケティングコストを 9％まで下げることができた。また、一定の商品

を単独で販売することではなかなか収益を上げることが難しいが、複数の企業と連携する

ことで商品の多様化をはかり、収益の維持や拡大が望めることもメリットとして挙げられ

る。こういったアプローチは、NGO などのコーディネートなしには実現が難しい場合が多

いだろう。 
最後に、「BOP ビジネス」における協働とは、企業と NGO のみの協働ではない。まさに

BOP 層自身も主要なアクターとして捕らえ、その 3 者が win-win-win になるようなアプロ

ーチを通じて、最終的には MDGs の達成を目指すのが理想。「BOP ビジネス」は、単に途

上国での BOP 層を対象としたビジネスではない。環境や文化、社会への配慮をした上での

持続可能なビジネスこそ、貧困削減につながり、望ましい「BOP ビジネス」の形ではない

かと思う。 
 
③後藤 公位氏（三菱ケミカルホールディングス） 

 
途上国支援の限界と「BOP ビジネス」の可能性ということで話したいと思う。途上国支

援を決めたのは、2006 年にグローバル・コンパクト参加したのを機に、MDGs に立脚した

途上国貧困削減のための支援を開始したのがきっかけ。目に見えてわかりやすく、4 つある

事業会社のどこの事業にも偏らないことをやろうということで、MDGs の 2 つ目、初等教

育の完全普及の達成を目標に、学校建設支援を実施した。いざやってみると非常にわかり

やすいのは良いが、学校を基盤にしてコミュニティ開発ができるということや、ましてや

MDGs への貢献といったところまでは社内の意識は及ばなかったというのが現状である。 
ここ 1～2 年、開発経済学の有識者からは、「援助」というものについて厳しい意見が聞

かれる。ユヌス氏の「施しは受け取るものの尊厳を奪い、意欲をも奪い去る」という発言

があるが、これを言われてしまうと企業としては資金など援助が中心となるため、自らの

行動に疑問を抱かずにはいられない状況に立たされる。当社としては、途上国コミュニテ



ィのエンパワーメント、自立支援を目指して始めたものの、「学校」が一人歩きして、ステ

ークホルダーからはハコモノ支援と批判を受けることも多い。また現地オーナーシップを

尊重するほどに、会社としてのプレゼンスが希薄になる。例えば、アフリカでソーラーシ

ステムを活用して何かプロジェクトを始めようとした場合、会社としては技術を活かした

支援がしたいため、自社のソーラーパネルを送りたいと思う。けれども NGO としては物品

は現地調達が原則であり、双方の意向の調整ができないというのが CSR 担当者の正直なと

ころである。これはもう、援助としてやっていくこと自体が間違っているのではないかと

感じている。また現状の連携方法では、NGO や現地コミュニティにとって当社はドナー、

スポンサーであり、パートナー関係の構築には至らない、これから先もパートナーとは思

ってもらえないのではと思っている。 
そこで「BOP ビジネス」への期待に至る。「BOP ビジネス」をどう捉えているかという

点で、当社では経産省の図そのものを使用している。縫製が途上国で行われるので、現地

で原料を提供した方がいいだろうといった市場開拓を目指したものは「BOP ビジネス」と

は捉えず、途上国ビジネスであると考える。「BOP ビジネス」と言うからには社会問題の解

決に資するのが第一前提であるということは常々社内にも周知している。戦略的フィラン

ソロピーをやってきて、今どうにか本業型の CSR が実現できて、次に目指すは「BOP ビジ

ネス」だろうと思う。途上国のインパクトも大きいと個人的にも考えている。 
ビジネスセクターが考える具体的な「BOP ビジネス」の課題として、口から入るもの、

皮膚に直接つけるものに関しては健康被害リスクがどうしても想定される。国内の場合、

薬事法のもと市販後も安全性を確保するためにかなり厳しい監視体制がある。途上国だか

らそういった体制は必要ないという理屈は通らない。しかし、せっけんなど安価な商品の

収益構造では体制を構築できるだけのコストがかけられない。新規参入しようとするとこ

ろには難しい。また「世界を変えるデザイン展」で展示されるような商品も作ろうと思え

ば作れるが、技術的にみても倫理的にみてもパテントがとれるのかという疑問がすぐに沸

いてしまう。パテントなしに製品化した場合、中国製品が参入しシェアを奪われることは

火を見るよりも明らかである。さらに、先進国と現地の価値観の違いも考えなければなら

ない。途上国の人が安全な水を必要としているというのは、先進国が勝手に思っているこ

とかもしれない。水について考えてきた結果、小規模な浄化ではなく、最近の官民連携の

動きにあるようにインフラ、水ビジネスで解決するというのが正しいのではないかと思っ

ている。 
以上、悲観的な話ばかりになってしまったが、素材産業だからこそできる「BOP ビジネ

ス」はあると思っているし、NGO と連携していく場面は大いにあるのではないかと考えて

いる。 
 
 
 
 
 
 



④赤堀 久美子氏（リコー） 

 
 2 年ほどかけて社内で「組織横断の志チーム」というかたちで「BOP ビジネス」に取り

組んでいる。どういう想いで活動をしているかをご紹介したい。 
 リコーが「BOP ビジネス」に取り組む背景・目的は、会社が永続的に発展していくため

には持続性と事業の成長が絶対的に必要となると考えているからである。社会全体の持続

性なくしては会社の持続性もない。そのためには社会的責任を果たしていくこと、つまり

社会の課題を解決しながら、社会の持続性を確保していくことが経営的にも必要である。

また、企業として成長していくためには、途上国や新興国などの成長領域と呼ばれている

ところでチャレンジし、新しいイノベーションを起こしていくことも重要と考えており、

これは企業リコーとしての課題でもある。 
さらに、制約のあるところでこそ、現地、現場でコミュニケーションをとっていくこと

から新しい発想やイノベーションが生まれていくだろうとも考えている。そういった意味

で BOP は、制約があるからこそイノベーションの機会がある。そして制約の中の社会の課

題を解決することで貢献できる領域があると考えている。 
 「BOP ビジネス」への取り組みのきっかけは、丁度 2 年くらい前に、新たなことにチャ

レンジしてリコーをもっと成長させていかなければならないと考えている新規事業戦略や

技術戦略を担当している部門長クラスのメンバーや、CSR 室のメンバーが集まって、「BOP
ビジネス」に取り組んではどうか、と考えて「志チーム」と言うかたちで活動を始めた。

リコーの本業、例えばコピー機を通じたビジネスだと、途上国で売れるのか？と言う話に

なってしまうので、事業分野に拘らず、組織化しない有志メンバーの集まりとして、この

プロジェクトを開始した。 
この「志チーム」のこだわりは、スチュアート・L・ハート氏著の「未来をつくる資本主

義」をもとにしている。「BOP ビジネス」は貧困層の搾取ではなく、課題の解決を中心に置

くことだ。現地に土着化して困りごと、ニーズを把握することで、リコーとして解決に貢

献できることがあるだろう。そして解決策を押し付けるのではなくて、現地の人たちと一

緒に解決していく方法を見つけていこう、ということを方針として最初から掲げている。 
 初期に考えた活動ステップは、市場調査→現地でパイロットテストの実施→事業化 と

いう普通に商品を開発するステップと同じもの。「BOP ビジネス」に関しては市場調査を徹

底的に突き詰めようと重視している。やはり BOP の市場、途上国の人たちの生活というの

は日本の企業の中で考えていてもなかなかわかるものではないので、しっかりと生活や文



化を理解することに時間をかけた上で、現地の人たちの課題というのを考えていきたい。

その中からリコーが提供できる製品やサービスを考えていきたいと思っている。 
 市場調査をする前に、日本側でも様々な調査活動をした。2008 年の 10 月頃から様々な

団体にヒアリングに出かけ、講演会に参加するなどして、調査地域を検討した。最終的に

信頼できる NGO などの現地パートナーがキーということで、地域はバングラディシュに決

まった。バングラで実際に調査を開始しようというところまで進んだのだが、経営層に答

申したところ、リコーとして強化しなくてはいけない中国かインドで実施するようにと指

示があった。そこで去年の今頃にインドに方向転換をし、インドに詳しい方にヒアリング

に行くなど日本で地道に情報収集をし、連携先の候補もできて、実際に現地のパートナー

にヒアリングに行くという段階まで、これまで取り組んできた。 
 一方社内では、経営層に「BOP ビジネス」を認めてもらうために説明を行ったり、ビジ

ネスでいかに社会的課題に貢献するという考え方を社内で共有する機会を増やしたりして

いる。7 名のメンバーでスタートした「志チーム」だが、社員ひとりひとりが社会視点で事

業活動を行うことが必要であると考え、色々な事業分野の企画・設計部門などにも勉強会

やワークショップを行っている。今年は技術系の新人約 200 名に新人研修でも 1 日使って

CSR の講義とワークショップを行った。 
 一方で、現地に土着化するということが必要だと考えているので、現場に滞在する社員

を探すために、説明会を開催したり、関心のある人を口コミで募ったりしている。今「BOP
ビジネス」に関心ある人が社内に 140 名くらいになる。 
 先ほど「世界を変えるデザイン展」の話も出ていたが、リコーで何ができるかというア

イディアのひとつとして、足踏みミシンを改良して足踏みで発電する机を試しに作ってみ

たところ、縁あってデザイン展に出展できることとなった。そのご縁で色々な企業の方や、

NGO の方ともネットワークも増え、今また別のプロジェクトが動いている。この足踏みミ

シン発電机を作ったのは、足踏みで発電するというところにコピー機の発電・蓄電・放電

の仕組みを応用している。こうした取り組みから、途上国にコピー機を持っていっても売

れないが、コピー機の技術を応用すれば新しい商品を開発できるということを社員にも知

ってほしいという思いもある。 
 何回かインドの農村部に調査に行った結果、「BOP ビジネス」というのは、持続的にその

地域の経済社会を回していくような仕掛けをすることが重要であり、現地コミュニティと

の信頼関係やそこで連携するパートナーとの信頼関係の構築も必要だと考えている。また

土着化して現地と一緒にやっていくことも必要だ。リコーとしては現地の農村地域の人た

ちと一緒に何か新しいイノベーションが生み出していきたいと考えている。この場所をイ

ノベーションセンターと呼んでいるが、建物を作るのではなく、そのような場を作ってい

く予定。10 月以降、リコーの社員が一定期間そこに滞在して、現地の人たちといろいろ課

題を話し合いながら、現地の人たちのビジネスにもなりつつ、将来的にはリコーのビジネ

スにもなるようなアイディアを見つけていきたいと、計画している。 
 
 
 



⑤パネルディスカッション 

 
（新谷氏）NGO から 2 名、企業の方 2 名に話をいただいた。オックスファムからは社会的

インパクトの重要性について。CARE からは企業、NGO、BOP 層の 3 者の win-win-win
のかたちを考えていかなければいけないということ。三菱ケミカルからは援助の限界を感

じている中で、これから「BOP ビジネス」をやっていく上で企業だからこそ考えられる視

点を。リコーからは「BOP ビジネス」をやっていく上で土着化が非常に重要な要素になる

こと。コピー機の技術を応用した足踏みミシンの話も非常におもしろかった。そういった

いろいろなアプローチが見えてきたところで、高木さんが後で少し話をしたいとおっしゃ

っていた 6 つの条件についてお話していただきたい。 
（高木氏）貧困に資する「BOP ビジネス」における企業と NGO の連携にあたり、6 つの

条件を挙げたい。一つ目の「選考」については、当該商品がコミュニティのニーズにあっ

ているかどうかを見極めることがまず必要だということ。売りたい商品を、売り手主導の

マーケティングによって流通させるべきではない。また CARE では、Due Diligence のプ

ロセスを通じて、企業自身が本体の事業や CSR 活動などにおいて、正当性を十分に確保で

きる企業であるかどうかを見る。また、企業トップのコミットメントを連携の必須条件と

することによって事業の持続性を確保しており、これも重要なファクターではないかと思

っている。 
 二つ目の「目的共有」については、最大の目標は収入を上げることではなく、社会課題

の解決にあるということを、互いの上位目標として、パートナーと共有することである。

極端なことを言えば、この最終目的が共有できなければ協働はできない。特定企業の海外

事業の下請けのような形では、NGO のドナーや支援者の理解は得られないだろうという見

解を持っている。 
 三つ目の「調査」については、現地のニーズをはじめ、社会問題、文化、生活、風習な

どを知り尽くす必要がある。マーケットリサーチに非常に大きな時間を割かなければいけ

ない。それと同時に、最初から規模を大きくしすぎずにまずはパイロット的に小規模で始

めて、その分析を踏まえて徐々に事業を拡大していくことが重要なのではと考えている。

2004 年に BATA と CARE が連携を始めたときにも、最初の 1 年間は 49 人のセールスレデ

ィによりパイロット的に開始。調査結果をもとに、環境負荷であったり、人権侵害、コミ

ュニティの格差の是正といったものにも配慮してビジネスプランを立てていく必要がある。 
 四つ目の「協働」は声を大にして言いたいのだが、商品開発やニーズ調査の段階から NGO



を含めたパートナーとともにビジネス戦略を立てるようなスタンスを企業の方に持ってい

ただきたいと日々感じている。CARE の事務所に寄せられる問い合わせや依頼の中には、

すでに完成した商品を持ってきて CARE のグローバルなネットワークで購入もしくは販売

できないか、という相談を持ちかけられることが結構多い。しかし多くの場合、特定の地

域の人たちのニーズを満たしていない場合が多く、残念ながら断らざるを得ない状況。商

品開発やニーズ調査の段階からヒアリングを行うことをお勧めしたい。 
 五つ目は「サステナビリティ」。立ち上げ時は、一定の初期投資が必要ではあるが、軌道

に乗ってしまえば、売り上げに応じた企業からのコミッションのみでプログラムの実施が

可能となるようなビジネスモデルを構築することが、三者 win-win-win の関係を作る上で

重要なのではないかと考えている。継続してこそ意義がある。 
 最後に「評価」については、連携の最初の段階で、どのタイミングでどういう基準で評

価をしていくのかということについても、企業と NGO の関係者間で十分に協議をしておく

ことが重要だと考える。 
（新谷氏）今度は企業サイドから見た質問をしたい。「BOP ビジネス」に限らず NGO と協

働するときに、商品開発の最初の段階から協働したいという話であったが、NGO とパート

ナーシップを考える上で、こういった条件があるというのがあれば教えていただきたい。 
（後藤氏）弊社の場合、特定団体との情報交換はやってはいる。それ以外にも「BOP ビジ

ネス」に関心のある営業チームがいて、彼らは NGO の方々にどういった途上国にニーズが

あるのか非常に聞きたがってはいるのだが、あまりにも素人なので、いきなり NGO の門を

たたいて邪魔にならないのかというのを危惧している状況ではある。 
（赤堀氏）市場調査をすると考えたときに、企業がいきなり途上国の農村地域に行ってヒ

アリングができるなどとは思っていないので、NGO と連携することを前提に考えていて、

どの団体とどういった連携をしたら目的を共有できるのか、いろいろなところにヒアリン

グに行っていた。６つあげていただいた点については企業の視点からもまったく同じだと

思う。どういう NGO とだったら連携できるのかという企業視点からの選考をしている。バ

ングラを想定して連携先を探したとき、日本側の窓口もあるし現地でのネットワークもし

っかりしているところを候補としてかなり絞った。インドに関してはこのような NGO が見

つけられなくて、NGO 的なこともやっている現地企業をパートナーとして調査を進めてい

る。農村のネットワークをもっていることはもちろん、目的が共有できるかということも

連携する上で非常に重要。 
（新谷氏）ここでひとつ気づいたことは、すべての NGO がこういった条件を設けているか

といえばそういうわけではない。ある程度の経験とノウハウや実績を持っていないとなか

なか難しい。オックスファムでは poverty footprint を作られて、これの今後の活用の方向

性は？ 
（米良氏）今まではオックスファムの中でも昔から活動しているイギリス、アメリカ、オ

ランダが中心となってこのリサーチをやってきたわけだが、貧困問題を解決するために企

業との連携・エンゲージメントなくしてはいろいろな意味で目標を達成できないというこ

とで、オックスファム全体のプロジェクトとして取り上げることとなった。日本は今まで

グループに入っていなかったが、日本本社の大きなグローバル企業も多くあるので、今後



は少しずつ関わっていく。どういったかたちでリサーチが一緒にできるのか、先ほどトッ

プの意思というのをおっしゃっていたが、すぐに商品やサービスにつながるリサーチでは

ないので、ただ現地のことを思えばこういった影響をちゃんと知っておくということが必

要なので取り組んでいきたい。もうひとつ poverty footprint の調査で条件としているのは、

終わった後は情報公開をするということ。日本の企業と話したときに、よくそこがハード

ルとなる、すべて情報を外に出すというのはどうかと指摘もいただいた。けれど、悪い結

果が出たときを想定するのではなくて、現状はここだと、今後こういった取り組みをして

いこうというスタート地点だと思って見ていただきたい。今後こういったことを業種を問

わずにできるような調査方法にしていきたい。今のところどちらかというと食品であった

り、ユニリーバであったりそういった企業が調査の対象となってきたが、もう少し幅を広

げていきたいと考えている。 
（新谷氏）短時間のパネルディスカッションであったが、6 つの条件であったり、パートナ

ーシップの重要性など改めて浮かび上がったのではないかと思う。共通の目的が重要であ

るということも改めて認識した。こういったように先進的な NGO は様々な動きをしている。

一方、企業では CSR 室というようなところは関心を持っているが、営業部においては全く

良くわかっていないなどギャップが存在する。CSR 室が「BOP ビジネス」を引っ張ってい

く体制にはどうしても限界があるだろう。組織として本格的に「BOP ビジネス」において、

捉えどころはどこなのかということを落とし込んでいかないといけないだろうし、そうい

ったところで企業トップのコミットメントが重要な要素になっていくのではないかと改め

て感じた。 
 
３．グループディスカッション（全体共有） 
テーマ１「BOP ビジネスにおける企業の役割・NGO の役割とは？」 
テーマ２「CSR 推進 NGO ネットワークとしての「BOP ビジネス」の定義と新たな名称」 
 
 グループディスカッションでは 5～6 名×7 グループに別れて上記のテーマで話し合った。

全体共有では新谷氏のファシリテーションの元、各グループで決めた名称と、その理由を

発表した。 
 
①BOP 向け課題解決ビジネス／可能性ビジネス 

単なる途上国ビジネスとは違うということをアピールさせようということが目的。あく

まで課題の解決に資することを目的としたビジネスであることをもっと打ち出していきた

いと思っている。もうひとつ｢可能性ビジネス｣としたのは、課題解決ビジネスは企業とし

ても相当な体力と時間とお金をかけないと成しえない。ある程度の可能性を見る、長期的

な可能性を見る、可能性を作っていくビジネスであるから。 
 
②BOP（Balance of Pyramid）事業／BOT（Balance of Triangle）事業 
 ビジネスというと色がついてしまうので事業という言葉にした。Balance としたのは、三

者（NGO、企業、現地の人）の目的や期待などのバランスが取れた事業ということで Balance 



of Pyramid とした。BOT はその進化系で、Pyramid であると上下関係ができてしまうので、

Triangle として三者のバランスの取れた事業が望ましいと考えた。 
 
③Rights-Based ビジネス／Small ビジネス／調整型ビジネス／サステナブル・スマイルビ

ジネス／ハーモナイズドビジネス 
「BOP ビジネス」を展開する上で最低必要なキーワードは何だろうと考えるところから議

論をした。いろいろ話をする中で権利を地域の人に戻すということが論点となった。権利

に基づいたビジネスという意味をこめて Rights-Based ビジネスとした。また、色んな思惑

が入り混じっているが、幸福感や地域の将来像などの思いを調整し、上手くサステナブル

なものとして回っていき、かつハッピーになり、調和した社会が展開されることをイメー

ジして Small、調整型、サステナブル・スマイル、ハーモナイズドなどのキーワードも上が

った。 
 
④60 億人が主役のビジネス-People Center Approach-／ひとりひとりが主役のソリューシ

ョン／Beyond Ordinary People Business 
ピラミッドのかたちでベースの部分を言うのではなく、すべての人々、トップの人びと

も悩んでいる。ビジネスであったり資本主義、経済システム自体が、もっともっと一人ひ

とりが主役となって幸せを追求していくビジネスにしていこうという姿勢が大切なのでは

ないかと考えた。また Beyond Ordinary People Business としたのは、BOP の言葉自体を

他の解釈に変換していくというものの一つの提案。「BOP ビジネス」は単に儲けるためのも

のではなくて、先進国の経済自体も変えていく活動だという議論になった。 
 
⑤SRB = Socially Responsible Business for Base of Economic Pyramid 経済的貧困層の

ための「社会的責任ビジネス」 
社会課題の解決や現地の人びとのためになることがベースとしてあるが、経済と社会に

偏って環境が危うくなってしまうこともあるのではないかという懸念がある。サステナビ

リティや持続可能なものに資するものでなければならないと考えたとき、ビジネスとは言

わないという意見もわかるが、企業にとってはビジネスではないと取り組めないのでやは

りビジネスであると考える。またBOPといった時にベースと言ってもボトムを想像させる。

そこで Base of Economic Pyramid＝経済的な底辺として、経済的貧困層のための「社会的

責任ビジネス」とした。企業と NPO と違うセクターが協働しないと成り立たない。そして

コミュニティのためにということをロゴを加えた。 
 
⑥MDGs 実現のためのエンパワーメントビジネス 

社会課題を解決していくのが一つ目としてある。それを、MDGs を実現するためと表現

した。また可能性があるビジネスとしてエンパワーメントビジネスとした。エンパワーメ

ントということを非常に大事な言葉と捉え、一人ひとりの人がサステイナブルに未来に進

んでいくという思いを込めた。 
 



⑦Win×3（トリプルウィン）ビジネス／ドリームビジネス／フロンティアビジネス／貧困

削減ビジネス／BFS（ビジネス・フォー・サステナビリティ）ビジネス／スマイルビジネ

ス／課題解決ビジネス 
企業には商品力や技術力、人があって、NGO には情報や現地での活動実績がある。企業

としては長期的なコミットメント、NGO としては現地のサステナビリティのチェックをす

る、社会的課題に貢献しているかをチェックするというキーワードが出る中で、最初は貧

困削減ビジネスや課題解決ビジネスという案が出たけれども、BOP も含め名前が暗い、明

るい名前にしようという議論になり、3 つのセクターが win-win-win になるビジネスやド

リームビジネス、スマイルビジネスというのが良いのではないかという話になった。 

  
（新谷氏）真正面から BOP そのものを捉えているところもあれば、少し明るいところを捉

えているところもあり、どちらかというと CSR の要素を汲んだところもある。ひとつにま

とめることは私にはできないが、このネットワークで定義を決めるのか？ 
（富野）今日出たアイディアをコアメンバーに引き取らせていただいて、専門家にも相談

しつつ、できれば 2 月の東京シンポジウムでこのネットワークではこういうふうに考えて

いるというのをかたちにしたいとは思っている。時間をかけてみなさんとシェアしながら

名称などをまとめられたらと思っている。 
（新谷氏）今日は「BOP ビジネス」について、4 人のパネルディスカッションの後、ワー

クショップで「BOP ビジネス」の名称を考えてきたのだけれども、あえて定義づけする必

要はあるのかというそもそもの議論もあると思う。人それぞれ捉え方、感じ方が違うので

そのあたりをどう考えていくのか。「BOP ビジネス」自体は可能性があるので、しっかりと

見据えながら、それぞれの企業が間違った方向にいかないようにいろいろな計画をしてい

きたいと思っているし、このネットワークとしてもいろいろな方向で活用していかないと

いけないと感じている。最後に今日の感想として、代表でリコーのインターンに来ている

北川さんに聞きたいと思う。 
（北川氏）私自身が「BOP ビジネス」に非常に興味を持っており、民間の NGO の資金や

政府だけでは限界があり、そこで一番大きな要素となる企業の力が必要となってくるので

はと思っている。けれども企業がただ売るだけで社会課題の解決になるのかというと、正

直ならないのではと思っている。まだまだ発展しなければいけないところがあるというの

を再確認し、私自身もこれから研究していきたいと思った。 
 



 
以上 


