
CSR 推進 NGO ネットワーク第 4 回定例会 

【BOP ビジネスと CSR】 パネルディスカッション 議事録 

2009 年 2 月 3 日 作成：JANIC 

 

開催日時：11 月 30 日(月) 15:00～18:00 

会場：国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟 401 号室 

時間 内容 担当者 

15：00～15：05 開会挨拶 JANIC 

15：05 
～15：35 

基調講演 「BOP ビジネスと CSR」 
 

新谷大輔氏（株式

会社三井物産戦略

研究所／CSR 推進

NGO ネットワーク） 

15：35 
～ 

16：45 
 

パネリスト発表 
・ 小山智氏（経済産業省貿易経済協力局通商金融･経済協

力課長） 
・ 高野剛氏（JICA 民間連携室参事役） 
・ 冨田秀実氏（ソニー株式会社 CSR 部統括部長／CSR 推進

NGO ネットワーク） 
・ 渡邉清孝氏（特活ハンガー・フリー・ワールド事務局長／

CSR 推進 NGO ネットワーク） 
 

パネルディスカッション（30 分） 
・ NGO への期待、NGO がどういう風に関われるか 

ファシリテーター： 
新谷大輔氏 

16：45～16：55 休憩 

グループディスカッション（30 分） 

16：55 
～17：55 

Ｑ＆Ａ（30 分） 
・ 各グループからの質問 
・ パネリスト＆新谷氏回答 

17：55～18：00 閉会挨拶 JANIC 



１．基調講演「BOP ビジネスと CSR」 
新谷大輔氏（株式会社三井物産戦略研究所／CSR 推進 NGO ネットワーク）  

BOP ビジネスには色々な捉え方があるが、今回は CSR の視点から捉え、NGO の視点も

統合しつつ紹介する。 

そもそもビジネスには様々な形がある。CSR 的配慮のないビジネスもあれば CSR を意識

したレスポンシブルビジネスと呼べるものがあり、そのレスポンシブルビジネスの中にソ

ーシャルビジネスがある。 

今日の本題である BOP ビジネスも、上記３つの分類に呼応するように、以下の３つがあ

ると考えられる。 

１．悪徳 BOP ビジネス 

２．CSR を意識した BOP ビジネス 

３・ソーシャル・ビジネスとしての BOP ビジネス 

 
〔新谷氏による基調講演〕 

１．悪徳 BOP ビジネス＝搾取するビジネス 

  BOP 層と呼ばれる人々は、貧しい上に更に貧しくなるという困難＝「BOP ペナルティ」

を持っている。インフラがないゆえに物が手に入れにくくなり、物価が高くなるなどで、

たとえば水道が整備されていない地域での飲み水などがその例だ。また BOP 層は貧しい

ことにより、正しい情報を得ることが出来ず騙されやすい。企業側から見れば至極簡単

に価格を上げて利益を得ることが可能である。 

      このようなビジネスに対して NGO が果たす具体的な役割には以下のようなものがあ

る。 

      ・企業行動の監視と告発（環境、人権問題を中心に活発） 

      ・キャンペーンによる世論形成（フェアプレーキャンペーンなど） 

      ・BOP 層への直接の啓発活動、社会開発 

・NGO 自身によるフェアトレードなどの推進 

 

      NGO には、現地に入り込んで直接開発を支援していく役割ももちろんあるが、もう



一方で啓発していく、意見を言っていく役割も大いにある。企業と NGO が協働してい

くに当たって後者のような監視や啓発が本来の需要であると言える。 

 

２．CSR は意識した BOP ビジネス 

  アフリカでは、政府のガバナンス能力は低い。企業が現地で事業（途上国ビジネス）

をしようと思うと、まず自国で当たり前に果たされている政府の役割が果たされていな

いため、企業がその役割を肩代わりをする必要がある。例えば、HIV/AIDS の患者に対し

てのケアと対策は企業活動に影響を及ぼすことになるため、対応していくべきである。

しかし一企業としてどこまで行うべきか疑問が残る。「CSR=公共政策課題－政府の能力」

と捉えられるので、途上国程 CSR でカバーしなければならない範囲が広くなるというこ

とである。 

BOP ビジネスでは途上国ビジネス以上にこれをカバーしていかなければならない。対

応していかなければならないことが多いだけに、知見のある NGO と協働出来る可能性が

ある部分も多いだろう。 

 現市場で最低限 CSR を意識していると思われるビジネス事例はキリンの清涼飲料水販

売、ヤクルトの訪問販売などいくつかあるが、これらは BOP ビジネスになる可能性を秘

めているものの、今の段階ではただ事業性を追求した BOP 層を市場としただけの途上国

ビジネスである。 

 

３．ソーシャルビジネスとしての BOP ビジネス 

昨今社会企業家も BOP ビジネスに入り込んでおり、このタイプのビジネスの主役を担う

人たちだといえる。一般的に大企業が主役だと思われがちだが、中小企業、社会企業家も

十分可能性を秘めている。これらの層との戦略的 CSR や事業のパートナーとしての NGO

の役割もある。 

<事例紹介> 

米・Scojo Vision のメガネ事業 

欧米では高級なメガネを販売しているが、途上国では安価での販売（１つ原価 1 ドル、

販売価格 3 ドル）をしている。メガネがないことによって就業の機会を失っている途上

国の人々のための事業である。最初は財団による社会貢献的な事業であったが、事業モ

デルをビジネスに転換し今では BOP ビジネス化している。 

KDDI の出資 

11 月 17 日に開催された BOP 関連のセミナーで、ビジネスセクターの役割と社会企業の

役割を図で示したものがあった。通常のビジネスセクターと社会的ビジネスが連携する

ことによって新しいマーケットへのリンクを作り、規模が拡大され新しいモデルを構築

していくことができるビジネスモデルのあり方が提示されている。これを考える時に思

い出したのが、KDDI がバングラデシュのブラックネットに出資した事例である。この



会社にはバングラデシュ最大の NGO・BRAC も出資しており、売り上げ利益が上がる

と BRAC がその利益を使ってバングラデシュのコミュニティに還元するという事業を

行っている。ここに KDDI が出資したということは、KDDI にとってみればバングラデ

シュで新しいビジネスを展開しようとしているのかもしれないが、BOP ビジネスとして

考えるとものすごい規模になる。 

   

今後 NGO に何ができるかを考えると、途上国には社会企業家として活動しているとこ

ろが多くある。このような現地にいる社会企業家的 NGO が大企業と連携していくことは

大いに可能であるといえる、場合によっては買収も考えられる。活動の規模を徐々に拡

大し、スケールアウトしていくこともより多くの問題を解決していく上で重要だろう。 

 

冒頭で述べたように、BOP ビジネスには様々な捉え方があり、様々なアクターがいる。

共通して持つべき BOP ビジネスにおける最低限必要な視点は、1.あらためて CSR を認識す

ること、2.BOP ペナルティの解消を目指すこと、3.BOP のエンパワーメントに資することで

ある。今日の会も様々なセクターからご参加いただいているが、今日は参加していない社

会企業家も大きな役割を果たす。それぞれのセクターがそれぞれ、どのような役割を果た

してどのように連携していくべきなのか、今日はパネルディスカッション等を通じて話し

合っていきたい。 

 

２．パネリスト発表 
①小山智氏（経済産業省貿易経済協力局通商金融・経済協力課長） 

「BOP ビジネスの取組の現状と課題」 

経済産業省の貿易経済協力は、基本的には貿易拡大を通じて日本の経済成長と世界全体

への貢献を目指すものであり、最近では官民連携(PPP)を通じて貿易の拡大や各国の成長を

お手伝いするのが大きな仕事であるが、特にここ 1 年ほどは BOP ビジネスについても力を

入れて勉強をしている。 

１．BOP ビジネス普及拡大に向けた検討の意義・背景 

・官民連携 BOP ビジネスを巡る最近の動向、背景 

日本の場合、相対的に縮小が避けられない国内市場（少子高齢化等）、先進国市場の飽和、

大きな伸びが期待されている新興国市場への進出の遅れ（BOP 層に日本の企業がなかなか

入っていけない）という厳しい現実がある中、BOP ビジネスというのは企業だけでなく、

我々政府にとっても新たなフロンティアである。フロンティア進出の為には新たな商品・

サービス、そして連携の仕方を含むイノベーションが必要である。 

一方 MDGs も十分に達成されていない途上国にとっては、雇用、財政、海外直接投資を

いかに増やしていくかは大きな課題である。 

NGO、援助機関にとっても ODA が減っているという厳しい状況の中でいかに持続的な援



助を実現していくかという議論が盛んであると思うが、そこに民間の資金、ネットワーク、

物事を達成する力というものをどのように活用していくかが重要であると考えている。 

 

・経済協力に関する世界的潮流の変化（欧米の企業・援助機関） 

他国の取り組みとしても、途上国の低所得者層に着目したビジネスというのはかなり進

んでおり、その中のキーワードとなっているのは官民連携である。いかに BOP ビジネスを

通じて社会的課題の解決につなげていくかについて、ビジネスの枠組みを活用した効率

的・効果的開発援助というのが考えられている。 

 

まとめると、各関係者にとって新たなフロンティアである BOP ビジネスにはその為のイ

ノベーションが必要で、今までのやり方の根本的な見直しをしなければならないというこ

とだ。官民連携を通しての BOP ビジネスへの取組の拡大というのは、関係者にとって経済

的・社会的利益をもたらすものであり、Win-Win-Win の関係をもたらせるものと考えて勉強

をしている。 

 

２．関係主体別に見た BOP ビジネスの有する可能性 

・日本の視点 

政府は BOP ビジネスに対して、官民連携による継続的・効率的な経済協力が期待できる

という視点を持っている。ODA 予算がピーク時から 4 割下がっているという状況の中でい

かに民間の力を活用していくか、それによって途上国の生活水準・市場拡大が成されるこ

と最終的には日本経済の発展にもつながる。 

・ 企業の視点 

新たな市場、将来的な市場の獲得の為にいかに布石を打っておくかということで、各国

の先進的な企業は 5-10 年後を見越してアジア・アフリカの BOP 層への取り組みに注力して

いる。国内市場の逆展開（リバースイノベーション）として、壊れにくく、安くて使いや

すい商品をそういった地域で開発、販売ができれば、それがまた日本の国内に戻ってくる

という効果もある。中小企業でもおもしろいシーズを持っているところは多々あるが、そ

ういった企業にとっては東京よりもアジア・アフリカの方が有力なマーケットであるとい

った側面も考えられる。その際は政府、国際機関、NGO/NPO、社会起業家等との連携によ

るビジネス展開の効率化・円滑化が重要になってくる。 

・途上国の視点 

BOP 層から見ても BOP ビジネスの普及は必要な商品・サービスを手に入れることがで

きる。何よりも重要なのは雇用を通じて所得を得、貧困や BOP ペナルティから脱出できる

ということだ。 

・援助団体・機関の視点 

NGO/NPO や、援助機関にとっても今まで付き合いのなかった民間企業との連携のニーズ



発掘にもつながり、更に効果的な支援、効率的な MDGs の達成の為に活用できるのではな

いか。 

 

３．BOP ビジネス促進に向けた経済産業省の取組 

これまでに述べたWin-Win-Winの関係をもたらすために、何が必要かを研究するために、

経済産業省では「BOP ビジネス政策研究会」を昨年からスタートさせた。主な活動内容は

下記①～③の通り。 

① BOP ビジネスの概念の普及と意識の醸成 

  シンポジウム、セミナーの開催 

② BOP ビジネスの実態及び BOP 層のニーズ・市場の調査 

・ 全体的なニーズの調査・・JETRO、各シンクタンクに依頼 

・ 国内企業への事例調査 

・ 海外の企業、国際機関の制度、実績の調査 

・ 支援機関や NGO、NPO への調査も行っていきたい 

③ 具体的なビジネスモデル形成支援 

公募により採択された企業提案について、ニーズ・市場・制度の調査、関係政府機関・

民間団体の探索、連携パートナーの発掘等の現地 F/S 調査を実施している。成功例・失敗

例をモデル化し広めていくのが目的である。 

 

こうした活動で得た情報をもとに、BOP ビジネスの位置づけ、今後の方向性、日本企業

としてどのようなところに重点を置くかといった視点を明確にし、経済産業省としての支

援策を今後考えていきたい。 

 

（参考１）「BOP ビジネス」に関する現地 F/S 調査事例紹介 

http://www.nri.co.jp/opinion/r_report/meti/090911_kekka.pdf 

（参考２）「BOP ビジネス政策研究会」について・・HP に資料公開 

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/bop/bopkenkyukai/bopkenkyukai.html 

（参考３）BOP ビジネス普及拡大に向けた課題と対応策の方向性 

・・各国の成功例を集めた事例/日本企業が直面している課題 



     
〔経産省・小山氏による発表〕        〔JICA 高野氏による発表〕 

 

②高野剛氏（JICA 民間連携室参事役） 

「JICA が取り組む BOP ビジネスとの連携」 

JICA としても、途上国の貧困層である BOP 層とどう向き合うか、BOP ビジネスにおい

て企業とどのような連携ができるか、等について調査研究を行っている。その結果、下記

の視点や方向性が出てきている。 

１．BOP 層をどのように考えるか 

BOP 層とは誰なのか。学者によっても説が分かれており確立した定説はいまだないが、

家計所得調査の数値データが低い、というだけで判断するのではなく、健康を害していた

り教育を受けられないなどの理由で脆弱な人々、さまざまな差別により社会的に孤立させ

られ周縁的な立ち場に追いやられる傾向の強い人々、つまり社会や開発プロセスから除外

されている状態にある人々 （「相対的貧困者」）を含む層も対象と考える。 

 

２．BOP ビジネスをどう捉えるか 

BOP ビジネスはまず BOP 層にとってのプラス効果（経済的・社会的利益）があるもので

なければならないと JICA は考えている。 

また、開発援助の分野では、世界的な流れとして民間の役割を重視する傾向が強まって 

いる。JICA としても、企業と連携することによって途上国の開発課題への解決がより早く、

より大きくなることが期待できる BOP ビジネスについては、積極的に連携していこうと考

えている。 

多くの開発援助機関は BOP ビジネスに関して官民連携の仕組みを持っている。イギリス 

やドイツなどの政府の援助機関は 10 年程度そういった制度を運用しており、JICA としても

同様の制度を検討する価値があると考えている。どういうものを連携対象としていくかを

含めてさらに検討を進めて、効果的な連携を促す具体的制度を作っていきたい。 

 

３.「開発課題対応型 BOP ビジネス連携制度」（仮称）骨子（素案）  

これまでに述べた視点や方向性をもとに、JICA として、新たに「開発課題対応型 BOP ビジ



ネス連携制度」（仮称）を立ち上げることとなった。その骨子は次の通り。 

 

（１）目的 

「開発途上国の BOP 層が抱える開発課題の改善をもたらしうるビジネス（以下「開発課題

改善型 BOP ビジネス」（仮称））に取り組もうとする日本の企業、NGO 等との連携により、

ビジネスの持続性と公益性を高め、もって途上国の貧困削減を始めとする MDGs や経済社

会開発への貢献を促進することを目的とする。 

 

（２）制度の概要 

・BOP ビジネスの主な担い手として企業を想定しているが、そういった新しいビジネスの

立ち上げにはパイロット的なものも含めた取り組みが必要であり、そのフェーズにおい

て連携・支援をしたい。 

・開発課題改善型 BOP ビジネスの構築に向けた情報収集・市場調査～パイロット事業の実

施・評価等～事業化計画作成までのビジネス・フェーズを対象とする。 

・JICA が提案を公募し、優れた提案をした企業や NGO の提案を採用し委託事業として実

施する。 

 

（３）制度構築に向けた今後の主な対応 

・平成 22 年度のできるだけ早い時期での立ち上げを目標としている。 

・まずは日本の法人から始め、将来的には現地の日系法人、更にその先では地場の企業・

NGO との連携も考えていきたい。 

・対象とするビジネスは、貧困層が抱えている課題に解決をもたらすような商品・サービ

スを提供するもの、ビジネスのバリューチェーンの中に BOP 層の人々を参加させていく

ことにより BOP 層との商取引や雇用の増加につなげるもの、あるいはその両方の側面を

有するもの、を考えている。 

・選考の観点としては、貧困削減効果がどれくらいあり BOP 層の潜在的能力を引き出すこ

とにどれくらい寄与するか、ビジネスとしてのサスティナビリティ、地域配慮性、など

を重視する。 

・JICA の事務所がある途上国を対象とする。 

・委託契約上限額は原則として 5000 万円以内とする。 

・実施期間は 3 年までとする。 

・2012(初年度)年には 2 回公募したい。 

・ 第三者委員会（仮称）を立ち上げ、選考において助言を得るようにする。 

 

詳細検討はこれから行う。また、今後の取り組みとして、JICA の実施体制の整備などが

ある。 



 

４. NGO/NPO への期待 

BOP 層の人々の潜在的能力の向上の重要性、脆弱性等を熟知し、人々の信頼を得ている

NPO/NGO と企業・JICA との連携の可能性が広がることは、BOP ビジネスの開発インパク

トをより一層高める上で重要と認識している。途上国の開発課題に対し多様なアクターが

共に取り組むために、NPO／NGO と企業との対話や協力において JICA も参画、貢献する

取組みを重視している。 

 

③冨田秀実氏（ソニー株式会社 CSR 部統括部長／CSR 推進 NGO ネットワーク） 

 「BOP ビジネスと CSR」 

 

１.BOP ビジネスに関して日頃感じること 

直感的に「正しい」方向で動いているのではないかと感じる。何といっても「面白い」

し、夢があって色々な可能性があると思う。また、理念的には「古くて新しい話」だとも

考えている。なぜなら、日本企業は昔からソーシャルビジネスの観点も持っており、利益

ありきではなく社会にいかに貢献するかといったところに起業理念を置いているところも

多いからだ。そういった意味で懐かしさを感じるところがある。SONY の会社設立もいかに

社会に貢献していくかということを目的としている。その現代版がソーシャルビジネスな

のかな、というように直感的に思っている。 

 しかしながら、実現は意外に難しいというのも感じている。事例は多いが本当に成功し

ている例はかなり少ないという印象がある。期待が先行しており、「BOP バブル」状態にな

っているところもあるが、一度バブルが起きて世の中に知られないと本当に成功しないの

で、ポジティブに捉えることもできる。今後どのように繋げていくかが重要である。 

また、BOP ビジネスの理解（定義）があいまいで、ビジネスの顧客といった観点からし

ても色々な捉え方・ターゲットがあるし（途上国ビジネス、ODA ビジネス、搾取型のもの

など）、雇用の観点から貧困層の雇用やフェアトレードをどのように扱うかにも意識の差が

ある。CSR との関係でも、CSR と BOP ビジネスの違いなどがまだはっきりと理解されてい

ない。 

しかし、あいまいさも非常に重要であって、限定しないという意味で可能性は広がる。

自分自身 CSR には長く関わっているが、CSR にもバブルと呼ばれた時代がある中、意外に

生き残っているのは、やはり定義があいまいであったことが良かったかと思っている。BOP

ももしかしたら同じ道を辿っていけるかもしれない。 

 

３．BOP ビジネスの位置づけ 

従来の CSR との差異として、売上が立つか立たないかが重要な境界線になってくる。ま

た、通常の途上国ビジネス・ODA ビジネスとの違いとしてはビジネスに社会開発の主体性



があるかないかで区別することができる。こういった観点から私としては BOP ビジネスを

持続可能で社会開発効果があるもの、と定義している。 

 

４．ビジネスから見た BOP マーケット 

BOP 層に新規マーケットの可能性は大きいが、ハードルも極めて高い。考えられる課題は

下記の通り。 

・ マーケットに対する知識が不足しており、社内リソースでは限界がある。 

・ イノベーションが必要。通常のやり方（ビジネスモデル、商品）では成功しない。 

・ ビジネス規模が期待できない。利益が出にくい。かなりニッチであり、投資効率が

悪そうという印象が強い。赤字が続けは撤退も有り得る。 

・ 社会開発効果をビジネスは本当に重視できるのか。 

・ 将来投資としてのビジネスと考えるのであれば、もはや BOP ビジネスである必要

はなく、ブランディング活動、CSR 活動と同じになってしまう。 

 

５．CSR からみた BOP ビジネス 

今までの CSR は資金が限られていた為、これがビジネスになれば大きな貢献効果が期待

できる。が、同じくハードルは高い。考えられる課題は下記の通り。 

・ 拠点のない途上国での CSR 自体、そもそもハードルが高い。 

・ 社内から適切なビジネスシーズを見いだしにくく、CSR の観点からビジネスを考え

るのは困難である。 

・ 事業部門の賛同が得られにくい。純粋な CSR の方が容易である。 

・ CSR の方針との一貫性も問われる。テーマが合致するのかどうか。 

・ 社内での経験不足。拠点、人材がない、パートナーがいない等。 

 

６．ガーナでの CSR 活動のケース「JICA & Sony for the next generation in Ghana 2009」 

 これは HIV／エイズの蔓延防止を目指した JICA との共同プロジェクトとして、2009 年 6

月 24 日から 7 月 3 日にかけてガーナ共和国の 7 都市で実施したものだ。これは BOP ビジネ

スではないが、CSR として FIFA スポンサーに伴う映像の使用権やソニーの映像機材などの

ビジネスシーズと、JICA の持つガーナでの現地活動のノウハウがうまくマッチした事例だ。 

 

７．BOP ビジネスの活性化に向けて 

これまでに述べた現状や課題を踏まえて、今後の BOP ビジネスの活性化に向けて必要と思

われることは下記 3 点である。 

・情報について、現地・現場の情勢をふまえた情報がまだまだ不足していることから、BOP

ビジネスの企画に必要な情報把握の体制が必要になってくるだろう。また一般への BOP ビ

ジネスに対する理解促進も必要である。社内で企画する際、事業部の人間が BOP ビジネス



を理解しなければ話が始まらない。 

・資金支援について、国、支援機関等による何らかの金銭的支援は非常に有効だと考える。

簡単に儲かる話ではない為企業としては踏み出しにくい領域であるからだ。公的支援スキ

ームを持っていること自体が社内で BOP ビジネスに取り組むことへのきっかけにもなるこ

とから、金銭以上の価値をもつ。 

・パートナーについて、現場に即した低コストかつ信頼できるオペレーションができる連

携相手が必要である。 

 

これら３つを克服していかなければ BOP ビジネスの成功は難しい。 

 

７．NGO の役割・期待 

NGO へ期待する役割は 2 つある。 

ひとつは BOP ビジネスのパートナーとしての役割だ。企業だけでは実施困難な部分が

多々あるので、現場に根差したパートナーとしての NGO が必要である。 

もうひとつは BOP ビジネスの監視役としての役割である。BOP ビジネスは搾取ビジネス

に堕する可能性もあるので、逆の意味でのパートナーとして、それらに対する監視、BOP

ビジネスの負の側面への配慮などへの提言、啓発活動を期待する。 

     
〔SONY・冨田氏による発表〕      〔HFW・渡邉氏による発表〕 

 

 

④ 渡邉清孝氏（（特活）ハンガーフリーワールド事務局長／CSR 推進 NGO ネットワーク） 

「BOP ビジネスにおける NGO の関与のあり方」 

 

最初にお断りしたいのが、NGO 業界で BOP ビジネスに関する議論はまだ充分されていな

いということ、またこれからお話することはハンガーフリーワールドの活動国、つまりバ

ングラディシュやブルキナファソなどの非常に厳しい経済状況や貧困地域の視点に立った

意見であるということだ。また話の内容は BOP ビジネスや NGO の関わりに関して少し懐

疑的なトーンでもあるが、決してそれを否定するものではない。 



 

１．NGO の BOP ビジネスにおける立ち位置 

まず、NGO の立ち位置として、現時点では NGO の中でも「『BOP ビジネスって何？』と

いう人」と「BOP ビジネス肯定派」がそれぞれ 25 パーセントくらいだろう。それ以外の 50

パーセント近い人たちが「BOP ビジネス懐疑派」ではないかと思われる。 

また、NGO が BOP ビジネスに期待することと望まないことは、下記のように整理できる

のではないか。 

・期待すること 

―生活の質の向上：製品/サービス､インフラ整備 等 

―所得の向上：雇用/起業･人材育成／材料調達 等   

・望まないこと 

―格差：経済／所得／競争力 等 

  GNP/GNI と分配は区別があり､公正な競争と所得の再分配が必須 

―侵害：人権／環境／資源 等 

  治安や民主化が伴わない経済成長は平和の安定に繋がらない  

 

２．NGO の特徴と関わり方 

NGO が BOP ビジネスにもし関わるとしたら、その特徴はなんといっても現場に密着した

活動をしていること、それが住民主体で活動をさせるような能力強化をしていることだ。

そういった特徴を踏まえた上で NGO の BOP ビジネスへのどんな関わり方があるかという

ことだが、下記のようなものが考えられる。 

 

・市場調査・・・地域のニーズ､生活習慣､価値観を熟知している為 

・製品の広報､教育／啓発・・・貧困層の人々が主体的に参加 

・調達､流通/販売（マイクロクレジット）・・・協同組合､女性グループ 

・CSR 監査（人権､環境）､保健衛生教育・・・監視/提言能力､専門性 

  

特に啓発の部分では、住民から住民、村から村へ情報が住民主体となって発信される活 

動ができる為、企業や行政では発揮できない部分である。 

 

３．重ならないアプローチ層 

先程冨田氏もおっしゃっていたが、日本の企業が BOP ビジネスに参加する場合、ターゲ

ットは BOP 層の中でも上の層（年間所得 2000 ドル～3000 ドル）であり、NGO が支援対象

としているのは下の層（年間所得 500 ドル未満）で、重ならない。NGO がカバーしている

一円も出せないような貧困層に企業が参入するのは何年後だろうかという印象で、私たち

NGO としては BOP ビジネスはあくまでもビジネスだと、一旦割り切ることも必要となって



くる。 

 

４．NGO が考察すべき視点 

NGO が BOP ビジネスに対してやれる事とやる事の違いについて述べたい。まずは先ほど

も説明した「貧困層の市場調査」について、これは本当に NGO がやることなのだろうか？

企業の、例えばセメックスやダノンの社員や役員が貧困層の村に長期滞在し、ニーズ調査、

商品開発している例はいくらでもある。非営利団体である NGO が営利企業に何で加担する

のかと言われかねないか？それは今、官民連携で言われている「一社支援」と同じような

ことではないか？という視点を忘れてはいけない。 

 

５．BOP ビジネスから派生する課題 

 07 年度の世界の都市人口は農村人口を上回った（途上国は顕著）。BOP ビジネスが途上国

に参入し、経済発展が起きると、近年都市化の問題、農村からの人口流出という問題がさ

らに深刻になる結果となる。本来の NGO のミッションである農村開発に力を入れなくては

いけないときに、BOP ビジネスに力をいれている場合なのか、ということになる。 

また、企業と貧困層のニーズが異なるものであるということも、考慮しなければいけな

い。例えば、途上国の人たちに殺菌の教育をして石鹸の販路を拡大したいという企業に対

して、その石鹸が環境に悪影響を与えないか、そもそも井戸があるのか、その土地の薬樹

や果樹が利用できるのではないか、などの視点を持つことが NGO の役目である。 

つまり、企業は競争環境に置かれているので、製品をつくりだすためのニーズをつくり

だし、利便性を追求することが根本的な企業の課題である。それは人権にからむような課

題とは少しレベルが違い、NGO の世界観とは違うのではないかということだ。 

 

６．NGO の関与すべき役割とは 

勿論、NGO だけで全てが解決できるとは思わない。企業の製品やイノベーション力が必

要なことはある。しかし、社会企業家など BOP ビジネスに関与する様々なアクターが存在

する中で、NGO が参入する優位性は果たしてあるのか。 

私からの問題提起は、CSR の社会貢献活動の支援だけではだめなのか、CSR 監査や調達

の部分での関わりだけではだめなのか、ニーズだけでなく権利に基づく開発の視点、つま

り政府が行うべき義務の遂行を追求すること等は疎かにならないかといった点だ。 

 

それでも関与したい場合、相当の気合いを入れて、BOP ビジネスに関与すべきだと考える。 

特に、以下の点に注意する必要がある。 

１． リスクマネジメント or マーケティング or 貧困削減？ 

２． 何を指標とするのか？ 

３． GC､MDGs､ISO26000 等の整合性は？ 



４． 環境は？生物多様性の視点は？ 

５． 製品／サービス＋インフラをどう設計できるのか？ 

６． 誰を含めるのか？ 

 

７．BOP ビジネスにおける HFW の経験 

具体例ということで、ハンガー・フリー・ワールドと BOP ビジネスに関する 2 つの事例

をご説明します。 

・某大手Ｔ社との事業・・・企業の技術を使った支援をしたい、ということでパイロット

事業のお話が先方よりあり、協議を重ねて現地でも調査を何度も行ってきた。しかし、結

局景気低迷によりアジアに場所を移すことにした、ということをメールで告げられ終了し

た。 

・CSR 監査（ウガンダのオーガニックコットン産業）・・・BOP というよりは CRM の事例

だが、現地の視点が入っているので、ご紹介する。ウガンダで取れるオーガニックコット

ンを使った製品の売り上げの一部を寄付したいとの話がきたが、コットン業界は児童労働

が存在する産業であり、それを黙認し寄付を受け入れるか、寄付がもらえないかもしれな

いというリスクをとりながらも企業の活動へ監査をいれていくのか迷ったが、結果当方か

ら企業側に監査を申し入れ受け入れていただいた。ポイントとしては、寄付がもらえない

かも知れないというリスクがありながらも企業行動に関してきちっと声をあげていくのが、

NGO の存在意義ではないかということだ。 

 

NGO の特徴は、住民の人たちの名前や背景を知っている現地の人々の重要なパートナー

であるということだ。だから景気低迷で即撤退ということはあり得ないし、そういうこと

で企業に振り回されるのは大変に困る話である。企業の皆さんには、NGO と組むときはそ

ういったリスクがあるということをご理解いただきたいと思う。現場に介入する謙虚さや

援助に対する理念をビジネスに打ち込む。これが、我々NGO が出来る最低限、且つ最も重

要な役割である。 

 
 
３．パネルディスカッション 
（NGO への期待、NGO がどういう風に関われるか） 



 
〔パネリストによるパネルディスカッションの様子〕 

(ファシリテーター：新谷氏)前半のパネリストの発表から、BOP に関してセクター毎でそれ

ぞれ違う捉え方があるということが見てとれた。渡邉氏の発表に関しては、NGO と BOP ビ

ジネスの関係性の課題を確認できたのではないか。企業としては、BOP ビジネスを行なお

うとしても現地の情報が測り知れない部分があるのということだが、ここでは各パネラー

に地域での情報収集の仕方を聞いていきたい。普段の事業において現地のニーズを具体的

にはどのように把握していくのか。 

(高野氏)JICA の場合は政府開発援助の機関として、途上国の政府、もしくは政府の関係機

関との対話等を通じても、相手国側のニーズ、JICA が果たしうる役割、等を把握する。地

域の人々が抱えている課題に対して政府がどのような対策を持っているか、当該国の政策

環境やステーホルダーの関わり方はどうか、なども調べるようにしている。課題を抱えて

いる地域の調査をする場合、A さん B さんという個々の人々のレベルまで見えている必要

がある。そのようにマクロな政策レベルと対象層の人々の現況や課題とを複層的に把握し、

支援の対象としなければならない人はどの人々なのか、潜在的能力を発揮させるためには

どのようなニーズがあるかなどを見る。また、政策担当者、現地の人々の能力開発のニー

ズやそれに対応する上での課題の調査なども行う。JICA の強みのひとつは途上国政府との

つながりや現地の多様なネットワークを活かせることにもある。これからは BOP ビジネス

連携を進める中で、BOP ビジネスの対象層の人々の立場を踏まえた調査や分析をさらに強

化していきたい。 

(渡邉氏) 住民のニーズを把握するといった目的のため大きく 3 つ行っている。1 つ目として、

行政などが出している統計的なデータを用いる。2 つ目は、HFW であれば「飢餓」が主要

なテーマだが、それに関連する各項目について住民に対して聞き取りを行う。これは住民

参加型農村調査(PRA)として、住民の人々がフォーカスグループディスカッションなどで問

題を出し合い共有していくもの。表の場では言えないこともある（家計・財産のことなど）

ので、ニーズを引っ張り出すというよりは、自分たちはどんな問題があって何をしたいの

かというのを明確化し、住民と一緒に取り組めるプロジェクトを作っていく。 

 



(ファシリテーター：新谷氏)主語が「住民」というのがポイントだろう。企業側からすると

どうしても住民視点が薄れがち。NGO は住民、JICA は政府の窓口であるということが見え

る。次に、地域と企業の関わり合い・関係作りについて冨田氏にお聞きしたい。 

(冨田氏)地域のコミュニティに関して言うと、オペレーションをしている周辺地域というも

のは優先順位が高い。工場周辺の住民との関係づくりや交流などは非常に重要である。し

かし BOP ビジネスに関して言えば、普段であれば接点がないところに飛び出していくこと

になるので、企業としては住民との対話が非常にしにくい状況である。企業がコミュニテ

ィのニーズを直接的に把握するのは限界があるので JICA や NGO との連携は非常に重要な

部分であると思う。 

 

(ファシリテーター：新谷氏)企業と地域の関わりは様々あるが、BOP ビジネスに関しては特

殊な、「BOP コミュニティ」との関わりになるので他セクターとの連携が重要になってくる。

官民連携を考える上で、例の一社支援の問題が常につきまとっている。経産省や JICA が具

体的な企業を支援することに関する疑問は ODA 業界では常に語られるが、NGO 目線でも

きちっと監視しておかなければならないこと。小山氏に方向性をお聞きしたい。 

(小山氏)個人的な見解では、経産省のなかでは一社支援はタブーでもなんでもなく、技術協

力などその利益が広く国民に行き渡るものであれば積極的に行っている。プロセスの透明

性や公平性が結果的に広く周辺の利益になればよいと思う。 

(高野氏)イギリス・ドイツ政府は過去 10 年間、企業との BOP ビジネス促進を図っているが、

特定の企業を任意に支援しているのではなく、競争性、公平性のある提案公募型により優

れた提案を行った企業を選定する手続きとなっていると理解している。JICA が NGO、地方

自治体、大学等との連携促進を図るための草の根技術協力制度においても、優れた提案を

出していただいた特定の団体を選定し、その特定の NGO 等と連携している。この提案公募

型連携制度が特定 NGO 支援ではないか、との批判はない。国際的に見てもプロセスの公平

性、透明性が確保されているものについては問題視されていないと理解している。 

 

(ファシリテーター：新谷氏)常に企業と接している経産省の視点からするとそんなにタブー

ではないということだ。イノベーションは明確に BOP ビジネスで重視されていくべきであ

る。最後の質問として、BOP ビジネスにおけるそれぞれのセクターの役割を簡潔にお答え

いただきたい。 

(小山氏)BOP ビジネスは、企業・行政・NGO すべてにとって新たな「フロンティア」とな

りうる。しかしそのフロンティアを改革する為には「イノベーション」が必要であること

を、特に企業の関係者にわかっていただきたい。それによって関連する人々にとって「プ

ラスになる可能性がある」ものにしていくことが政府の仕事である。以上 3 つがキーワー

ドであると考えている。 

 (高野氏) BOP ビジネス、およびそれとの連携は JICA にとっても新しいものである。途上



国の開発は途上国政府や開発援助機関だけがアクターではなく、民間企業の役割について

の認識が国際的にも高まっていると認識している。また、NGO の関わりについても、NGO

が寄付に基づいた資金を活用して財やサービスを貧困層に無償配布により提供するだけで

はなく、新しい取り組みとして、ソーシャル・ビジネスの形で財やサービスの提供を持続

的に拡大していくことへの関心も広まっている。途上国開発の現場において、途上国側、

NGO、開発援助機関･国際機関に加えて、企業もパートナーとして加わっていっていただけ

る仕組みを日本でも作っていきたい。BOP ビジネスにおける多様なアクターとの連携は、

それだけのポテンシャルがあるテーマであると思う。 

(冨田氏)顧客のニーズを満たしつつ社会的なニーズを満たすという巧みなスキームが必要

である。違った価値観を持つプレーヤーが議論をすることがイノベーションを生み出すプ

ロセスであると考えられる。企業の観点からすると企業がビジネス主体でメインプレーヤ

ーであることは間違いないし、ソーシャルニーズを主体的に考えることが必要で、これを

やっていかないと企業の国際的競争力を失う問題であり、国の競争力を失いかねない問題

だと考えている。 

(渡邉氏)NGO は貧困削減だけをやっているわけではない。効果の実測値では測れないよう

な人々の幸福観や達成感を長い目で成長させいくという活動もある。そういった援助の理

念を確立させることと、企業の行動に関してきちんと声を上げていくということが NGO の

役割である。 

(ファシリテーター：新谷氏)結局のところ BOP ビジネスはどこのセクターも単独でできる

わけではないというのは間違いのないところだ。日本が持っている優位性をどのように活

用するかも課題であるが、BOP ビジネスはコストの安い世界なので薄利多売という側面が

あって、例えば中国企業が参入すれば日本企業はどう太刀打ちするかなど難しい課題もあ

る。中国の企業は CSR やコンプライアンスの側面を考えないままアフリカでビジネスをや

ることもある。「ALL JAPAN」での BOP ビジネスということも言われるが、BOP ビジネス

を本格的に考えるのであれば、いったい何のための開発技術なのかということを考えてい

かなければいけない。もちろん BOP 層の為であるし、冨田さんのおっしゃられた競争力に

関わってくるというところも事実である。そういったところも考えて BOP ビジネスを考え

ていく必要がある。 

続くグループ・ディスカッションでは、予めメンバーが振り分けられており、グループの

中が連携の場・マルチステイクホルダーになっているので、積極的にご議論いただき、最

後は各グループからの質問という形で意見を吸い上げていきたい。 

 
４．グループディスカッション 
【参加者は 8 名程度ずつにグループ分けがされており、CSR と BOP ビジネスについて今日

の学びや感想をシェアし、さらにパネリストに対して、もっと聞いてみたい事柄や疑問を



出し合った。CSR 推進 NGO ネットワークのメンバーをファシリテーターを担い、ファシリ

テーターはテーブルごとにその質問事項をまとめた。】 

 

〔グループディスカッションの様子〕 

５．Ｑ＆Ａ 
Q１：BOP ビジネスの定義は何か。 

A：（新谷氏）定義は非常にあいまいである。 

（高野氏）公式な定義があるわけではない。しかし、「貧困」という言葉が出てこない BOP

ビジネス論は見たことがない。貧困削減が大きなテーマとなっていると理解している。 

（新谷氏）BOP ペナルティーの意識をしっかりすること、BOP エンパワメントを行ってい

くことが大切である。 

Q2：現地の情報をどのように入手したらいいのか。 

A：（高野氏）JICA としては、途上国にある JICA の現地事務所の中に NGO-JICA ジャパン・

デスクを設けて、現地にどのような NGO があり、どのような活動をしているのか、等の調

査や情報提供をしている。企業等からの問い合わせも増えている。これからもそのような

ニーズに応えていきたい。 

（渡邉氏）いま日本の企業はあまり NGO にパートナーシップを求めていない。また、JICA

関係者の人員と比べてみると、全体的に NGO 職員は少ないため、NGO よりも JICA にパー

トナーシップを求める企業が多い。この他にも、現地の NGO のネットワーク組織に情報を

求める方法もある（Ex.ウガンダ NGO フォーラム）。社会企業家に連絡を取るのも一手で

ある。 

Q3：地元企業は BOP ビジネスをやらないのか。 



A：（新谷氏）マイクロ・ファイナンスなどの活動を地元企業も行っている。必ずしも海外

の企業や団体だけが BOP ビジネスをやっているわけではない。 

 Q4：CSR と BOP ビジネスの区切りはどこか。 

A：（冨田氏）売上が直接あるかないかが一番大きいと思うが、線引きは極めて難しい。企

業内の実施部隊として、プロフィットセンターがやるのか、コストセンターがやるのかが

大きな違いなのではないだろうか。 

Q5：連携プロジェクトをどのように選択していくのか。連携の基準は。 

A：（高野氏）先に説明したとおり、次のような観点で連携対象を考えたい。 

①開発インパクトがあること。②一定の利益をあげながら長期的に展開できること、また

モデル性があって他地域等に広げていける可能性を持つものであること。③新谷氏のプレ

ゼンテーションにもあったように、地域に対する配慮性があること、リスポンシブル・ビ

ジネスの考え方に適ったものであること。 

（新谷氏）何をもって成功とするのかは NGO と企業で違うので、連携の基準がずれるかも

しれない。長期的な目標が同じであれば、直近の目的は NGO と企業で違っていてもいいの

かもしれない。 

 Q6：ＢＯＰビジネスのリスクをどうマネージメントするのか。また、ＢＯＰビジネスは現

地の経済に負の影響を与えるのではないのか。 

A：（冨田氏）BOP ビジネスを黒字のままで持続していくのはむずかしい。社会的リスクも

あり、現地に社会的、環境的影響を与えてしまうこともある。 

（高野氏）BOP 層の立場に立って考えると、同層にとってプライオリティーの高いものを

提供できるかどうかが大切で、それ自体がビジネスの持続性を高めることにもつながる。

BOP 層の本当のニーズに肉薄していく気迫が必要で、それなしでは BOP ビジネスとしての

成功は望み難いのではないか。また、そこには現地での規制の課題や、途上国政府として

の支持や支援があるのか、という観点もある。そのような観点においても JICA が連携する

ことで、企業にとってのリスクを軽減し、また住民にとっての負のインパクトをきちんと

管理することにつながる効果を期待できるのではないか考えている。 

 Q7：BOP 層を消費者ではなく、生産者として扱うべきなのではないか。 

A：（渡邉氏）企業のアドバイスによって、現地の生産能力が向上する場合もある。そのよ

うな面でみると、この質問には一理ある。 

 Q8：CSR や BOP ビジネスに関する、情報のマッチングの場所があるのか。情報のプラット

フォームを作る計画はないのか。 

A：（高野氏）日本全体として民と官とで広く情報交換の場を持てるようになることが望ま

れる。一方、対象とする国によっては、企業が必要とする情報が違ってくる部分もあると

思うので、国や分野等の対象をより絞った場も併せて必要となろう。 

 Q9：BOP ビジネスの 10 年後にはどのような展望があるのか。 



A：（渡邉氏）BOP 層の中で、NGO が活動している下層の部分まで、企業の活動が下りて

くるのが 10 年後ではないのだろうか。 

（冨田氏）BOP ビジネスが当たり前の世界になるという希望がある。 

（高野氏）日本の企業の強みがこれからの BOP ビジネス展開において活かせると考えてい

る。また日本の企業や NGO は BOP 層の人々のニーズに肉薄していくことができると考え

る。また、NGO の活動については、寄付金などを原資とする無償配布の支援は継続されな

がらも、ソーシャル･ビジネスとして人々が必要とする財･サービスに支払い可能な範囲の

「価格をつけて販売」しコストを一部または全部回収して、それにより、さらにより多く

の人々、地域を対象に支援を届けられるようにするために再投資していく、という支援の

形も広まっていくものと考えている。 

（新谷氏）いろいろな機関で変革が起こるのでは。同じ消費でも、価格が安い、品質が良

いなど、その中身が大切になってくる。このように消費の中身が変わる時代になればよい

のではないだろうか。 

 

                                                         

以上 

 


