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第105回 CSR-BOPウォッチ会合 



JICAについて 

2016年度の事業規模 

1兆7,915億円 

技術協力 

円借款 ボランティア 
事業 

企業との 
連携事業 

海外投融資 
国際 

緊急援助 
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無償資金 
協力 
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開発途上国への流入資金は、民間資金がODAを上回る 

民間資金の重要性 

出所：OECD 



ODAにおけるパートナーシップの変化 

無償資金 
協力 

4 

技術協力 
（専門家派遣、研修員受入） 

資金協力 
（円借款、無償資金協力） 

コンサルタント、政府・自治体、 
民間企業、大学、個人から人材を派遣 

商社、ゼネコン、メーカー、 
コンサルタントから調達 

従来：政府間合意に基づく事業に民間企業から参画 

近年：民間企業等の提案をもとにその活動を支援 

民間提案型事業 
市民参加協力 

民間企業、 NGO、自治体等の 
発意を基にその活動を支援 



日本企業 
JICA 

官民連携 

技術 アイデア 

ノウハウ 資金 

国内外の拠点 
ネットワーク 

専門人材 
公的機関との 
つながり 

支援 

SDGsの達成 

JICAのリソースを日本企業のビジネス展開に活用 

援助対象の 
開発途上国・ 

地域数 

150 
カ国・地域 

専門家派遣数 

11,134 
人 

海外拠点数 

96ヵ所 
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JICAの民間連携の取組 

国内拠点数 

14ヵ所 



約40億人 
（世界人口 
の約72%） 

1.75億人 

年間所得 
3,000ドル 

年間所得 
2万ドル 

14億人 

BOPビジネスについて 

 当初のBOPビジネスの定義 

ボリュームゾーン
の獲得 

（出典）経産省：海外経済協力政策をめぐる国際動向調査報告書（平成21年3月）を基に作成 

Inclusive Business 
BOP層 ＝ 消費者層（consumers）    生産者層等（employees, entrepreneurs) 
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ＢＯＰ 

MOP 

TOP 

• あくまで中心をBOP層に置きつつ、
MOP層～ＴＯＰ層も含む全体のビ
ジネスモデル（ホールピラミッド・
アプローチ）を採用。 

• BOP層の抱える具体的な現状
や課題の把握、それに基づくビ
ジネスの企画・立案を支援する。 

 

 

• BOP層を消費者として捉えるだ
けでなく、バリューチェーンの中
に位置づけるビジネスも含める。 

BOP層の課題解決 事業化可能性・持続性 

貧困 原因 結果 

調達 生産 流通 消費 
アフター 
サービス 

ホールピラミッド・アプローチ等 

これまでのJICAによるBOPビジネス支援 
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2010年~ BOPビジネス支援の調査制度を運用 
通算10回の公示において624件の提案を受付け、114件の調査を実施。 



  

 

 ・応募件数 → 当初4回は70-90件で推移、その後は40-50件 

 ・国/地域別分布 → 応募・採択ともに東南アジア、南アジア、アフリカで90％超 （図1参照） 
  → インド、バングラデシュ、インドネシア、ベトナム、ケニアの5か国で過半 

 ・分野別分布 → 農業・農村開発、保健医療で約6割（図2参照） 

 ・法人規模別分布 → 中小企業が過半を占める （図3参照） 

【図3：法人規模別分布】 【図1：地域別分布】  【図2：分野別分布】 

N=114 N=114 N=114 

BOPビジネス調査の採択実績 
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アフリカ 
33% 

南アジア 
32% 

東南アジア 
30% 

その他（中南

米、東・中央ア

ジア、大洋州） 
5% 

大企業 
46% 

中小企業 
54% 

農業・農村開

発 
36% 

保健医療 
23% 

資源・エネル

ギー 
11% 

水資源・防災 
11% 

教育 
9% 

環境管理 
3% 

水産 
3% 

その他 
4% 



事業化に至った調査に共通的な４つの特徴。 

C 
現地ニーズの優先順位に 
合った事業であること 

A  
企業の中長期的な戦略の中に 

位置づけられていること 

B 
実施体制が具体的かつ適切に 

想定されていること 

D 
基礎的な事業環境を 
確認していること 

BOPビジネスの課題とリスク 
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 Digital Grid Solutions ケニア・タンザニア 電力の「量り売り」 
 東大が開発したデジタルグリッドとソーラーパネルをキオスク（小売店）に設置
し、周辺住民が所有するソーラーランタンや携帯電話向けの充電ビジネス 

 未電化地域における電力アクセス改善を通じた生計向上、教育環境の整備 

事例① 

（出所） http://www.wassha.com/index_en.php 

過去の採択案件 
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①販売網
の構築が
困難 

点在する未電化地域のターゲット層に広く
素早くアプローチする必要があった。 

リスク 

③BOP

層の支払
能力がな
い 

BOP層の支払能力が低いことが調査前より
想定されていた。 

課題 対応 

② 

市場規模
の確保が
困難 

当初、ケニアでの事業展開を進めていた
が、地方部も含め急速に電化が進行し、市
場の確保が困難な見通しとなった。 

過去の採択案件 
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現地でのリソース確保 

各地域で既にビジネスを行っているキオス
クのオーナーと連携し、キオスクをサービ
ス提供拠点として設定した。 

更に、サービスの需要が高い地域を抽出
し、優秀でモチベーションの高いキオスク
オーナーが運営する店舗を販売チャネル
として設定することで、事業拡大に向けた
流通・販売網を整備した。 

支払能力に合わせた提供方法の工夫 

現地での支払いに関する慣習を調査し、
パイロット販売において、複数の金融機関
と連携し、給与天引き払いや分割払い等、
提供方法のオプションを検証した。その結
果、分割払いでの購入を可能としている。 

複数国展開 

電化が遅れているタンザニアに事業対象
を拡大した。 



事例② 

 （株）雪国まいたけ（現ユーグレナ） バングラデシュ緑豆生産 
「もやし」の原材料である「緑豆」栽培拡充のため、バングラデシュの農村に栽
培ノウハウを提供し、収穫した緑豆を市場価格よりも高値で農民から購入、日
本で「もやし」として販売するビジネス 

地元住民の収入向上や、収穫後の選別作業、販売業務での女性の雇用創出
も期待 

 

（出所）http://www.maitake.co.jp/csr/ 

過去の採択案件 
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⑥ 

BOP層
の人材育
成が困難 

多数の農民を巻き込んで事業を展開する
には、栽培方法等の効率的な指導体制を
確立する必要があった。 

リスク 

⑧ 

BOP層
の協力を
得るのが
困難 

事業の拡大には契約農家の確保が必要
だったが、当初は事業への参加に興味を
持つ農家はごく少数であった。 

課題 対応 

⑦ 

生産・流
通網が不
在・脆弱 

バングラデシュにおいて緑豆の国外輸出
は禁止されていたため、ターゲットとしてい
た日本市場への輸出の実現には、規制の
緩和が必要だった。 

過去の採択案件 
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BOP層の組織化による育成体制を整備 

個々の農民に直接指導するのではなく、各
農村に指導者となるマネージャーを育成
し、そのマネージャーが農民に対して栽培
状況の管理や指導を実施することで、効率
的で規模を持った人材育成を実施した。 

BOP層の利益の明確化、信頼獲得 
時間をかけて農家説明会（100回以上）を
通した対話を続け、興味を持った農家が事
業参加による収入増加を実現することで他
の農家へも実績を示し、生産者からの信
頼を獲得、契約農家数を拡大した。 

販売体制の事前整備 

JICA等の協力も得ながらバングラデシュ
政府に働きかけを行い、輸出許可リストに
緑豆が追加された。日本市場への販売先
を確保していたため、栽培体制確立ととも
に販売も拡大可能となった。 



 サラヤ（株）ウガンダ アルコール消毒剤による感染症予防 
 公立病院において、殺菌用ジェルを病院関係者に対し普及させるビジネス 

 商品の販売と当社がこれまで実施してきた手洗い活動や青年海外協力隊員
による衛生意識の啓蒙活動をあわせることで、院内感染を防ぎ、乳幼児・妊
産婦死亡率を低減 
 

事例③ 

（出所） http://www.jica.go.jp/publication/j-world/1206/pdf/tokushu_02.pdf 

過去の採択案件 
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公共 

サービス
との競合 

医療・保健分野では、政府の予算による公
共サービスが中心であり、民間サービスの
シェアが圧迫される可能性があった。 

リスク 

規制・ 

許認可の
影響 

保健省を始めとする政府機関の院内感染
のリスクやその防止の重要性に係る理解
を促進し、公共サービス市場への参入可
能性を開拓する必要があった。 

ゼロから
の市場開
拓が必要 

現地医療機関では院内感染予防や手指
消毒に関する理解が十分ではなく、提案商
品の有用性を理解させる必要があった。 

対応 課題 

過去の採択案件 
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現地コミュニティの活用 

衛生啓発、院内感染予防、手指消毒に関
する知識の普及を担うインストラクターとし
て育成する「インストラクター制度」を作り、
医療機関における衛生教育を実施。 

公的機関を販売先としての事業実施 

保健省や医療機関を販売先として事業を
実施し、公的機関と競合とするのではなく、
連携することにより事業を実現した。 

実証結果による政府機関の理解促進 

青年海外協力隊が活動する公的病院にて
まずパイロット活動を行い、事業効果を提
示。また、院内感染防止の実績をデータと
して蓄積し、学会で発表することで事業効
果をアピールし、保健省の理解を促進。 
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・2015年9月、国連において、2015年から2030年までの 

 行動計画として掲げられた目標 

・「誰一人取り残さない」を理念とし、17ゴールが設定 

出所：国際連合広報局 

持続可能な開発目標（SDGs） 

出所：外務省 



SDGsに向けたJICAの方針 

17 

１．JICAは、国際社会の平和、安定、繁栄を目指し、人間の
安全保障と質の高い成長を実現する。SDGsは、この理念を

加速、推進するものであり、リーダーシップを発揮しゴール
の達成に積極的に取り組む。 
 

２．JICAは、我が国自身と開発協力の経験を活かし、SDGs
の10のゴールについて中心的役割を果たす。 

３．JICAは、SDGs達成を加速するため、国内の知見の活用、
国内外のパートナーとの連携、イノベーションを図り、SDGs
の達成に向けてインパクトを確保する。 



SDGsを経営戦略に取り込む動き 
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出所：GPIF 

・ESG投資
1
の高まりにより、非財務的要素への配慮した 

 企業経営の動き 

・SDGsを経営戦略に取り込み、継続的に企業価値を向上 

1 環境（Environment）、社会（Social）、企業統治（Governance）に配慮している企業を重
視・選別して行う投資 
2 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF） http://www.gpif.go.jp/operation/esg.html 

出所：経団連 



BOPビジネス支援からSDGsビジネス支援へ 

調査研究 
 (情報収集/市場調査) 

ビジネスモデル 
開発 

事業計画 
策定 

事業実施 事業拡張 

BOPビジネス連携促進 
   

資金（1件5,000万円まで） 
情報 
ネットワーク 

途上国の課題解決型ビジネス 
（SDGsビジネス）調査 

2010年～ 2017年～ 

対象を途上国のSDGs達成に貢献す
るビジネスに拡大。 
（BOPビジネスは引き続き重視） 

（協力準備調査） 
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途上国の課題解決型ビジネス(SDGsビジネス)調査 

対象 途上国のSDGs達成に貢献するビジネス（SDGsビジネス） 

形式 業務委託 

対象者 日本国登記法人 

経費 1件 5,000万円 

負担経費 
・旅費 ・人件費（外部人材のみ） ・輸送費 
・現地活動費 ・管理費 

期間 最大3年間 

公示 年1～2回 

採択件数 10件程度/回 

SDGsビジネス調査制度の概要 



応募件数 24件 

国別分布 SDGsゴール別分布（複数選択可） 
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公示日  2017年2月17日 （3月31日締切） 

第1回公示の応募実績 

ミャン

マー 
4 

バングラ

デシュ 
4 

ベトナム 
3 

インド 
3 

インドネ

シア 
2 

ブータン 
2 

その他 
6 

その他（各1件）： 
フィリピン、ネパール、スリランカ、ヨルダン・パレス
チナ自治区、チュニジア、ケニア 

② 飢餓・

栄養 
8 

⑨ インフ

ラ・産業 
6 

③ 健康 
5 

⑧ 経済

成長・雇

用 
5 

⑩ 格差

是正 
2 

⑪ 都市 
2 

⑫ 消費と

生産 
2 

その他 
5 

その他（各1件）： 
④教育、⑥水・衛生、⑦エネルギー、⑭海洋、 
⑮森林・生物多様性 



SDGs達成に向けて、規模及び持続性の観点から十分な貢献が期待できるか。 

SDGsを理解した上で、対象とする開発課題が的確に分析・設定されているか。 

SDGs達成に向けた適切なソリューションとなっているか。 

（１）途上国のSDGs達成への貢献 

（２）ビジネスの事業化可能性、持続性 

（３）調査実施体制 

※ BOP層への裨益、事業の実現性・持続性を重視する方針は継続 

調査体制・計画が適切であるか。 
（特に商品を新規開発する場合には、十分な調査期間が必要） 

事業の採算性の目途が立っているか。 

提案企業のコアビジネスとの関連が明確であるか。（CSRで止まるのではなく） 

ビジネスモデルの構造や、バリューチェーンが具体的に計画されているか。（規制の確認等） 
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評価の主な視点 



第1回公示採択案件 

対象国名 
代表提案法人名 

（共同提案法人名） 
案件名 SDGsゴール 

ミャンマー 
株式会社 
ボーダレス・ジャパン 

貧困農家の所得向上及び健康改善のた
めの無農薬ハーブ及び雑穀等生産・販
売ビジネス（SDGsビジネス）調査 

ベトナム 
有限会社 
臼井農畜産 

焼畑農業による森林減少抑制のための
女竹生産・流通システム構築ビジネス
（SDGsビジネス）調査 

ブータン 
株式会社 
ユーグレナ 

小規模農家の収入向上及び栄養改善の
ためのキヌア生産・販売ビジネス
（SDGsビジネス）調査 

バングラデ
シュ 

コニカミノルタ 
株式会社 
（株式会社miup） 

保健サービスへのアクセス改善のため
の健康診断ビジネス（SDGsビジネ
ス）調査 

ヨルダン・パ
レスチナ自治
区 

株式会社 
モンスター・ラボ 

難民等の雇用・人材育成を通じた経済
的自立のためのソフトウェア開発ビジ
ネス（SDGsビジネス）調査 
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株式会社ボーダレス・ジャパン  

SDGsに係る現地の課題 企業が有する強み 

SDGsビジネスの内容 

• 現地におけるハーブ生産・加工事業実績 
• ハーブティーの日本国内での販路 
• 現地における僻地農村部を繋ぐ流通事業実績 + 

• 商品作物（タバコ等）栽培における農薬
散布過多による健康被害 

• タバコ等の販売価格の乱高下および生
産コストの増大による低収入 

• 僻地農村部における割高な生活必需
品価格による生活費の逼迫 

• 高血圧・糖尿病患者の増加 

僻地農村部（シャン州及びカレン州）において、小規模農家を対象に、無農薬栽
培による高付加価値作物（ハーブ・雑穀）の生産・販売及び適正価格による生活
必需品の巡回販売を行うことで、農家の健康改善と収入向上を目指す 

企業： 

事業概要： • 多国籍シェアハウス運営事業 （日本/韓国/台湾） 
• 皮革製品及びアパレル製品の製造販売事業 （バングラデシュ/日本） 
• 衣料品等のリユース事業 （日本） 
• 農業生産販売事業 （日本/ケニア/ミャンマー） 
• 難民の雇用創出事業 （トルコ等） 

ミャンマー連邦共和国 

シャン州タウンジー市近郊農村地域、カレン州レイトー市近郊農村地域 
国・地域： 

貧困農家の所得向上及び健康改善のための 
無農薬ハーブ及び雑穀等生産・販売ビジネス（SDGsビジネス）調査 



国・地域： 

企業： 

ブータン王国 パロ県・ハ県 

株式会社ユーグレナ 

SDGsに係る現地の課題 企業が有する強み 

SDGsビジネスの内容 

パロ県及びハ県の小規模農家に対し、栄養価の高い雑穀であるキヌア
の栽培・収穫後処理の技術指導及びキヌアの栄養価に関する食育を実
施するとともに、キヌアを輸出するためのバリューチェーンの確立を通じ、
生産者の収入向上と消費者の栄養状態の改善を目指す 

• バングラデシュでの緑豆生産事業に 

おけるバリューチェーン構築の経験 

• バングラデシュにて導入した穀物選別機、
圃場管理用スマートフォンアプリの活用 

+ 
• 高い標高（2,000～3,000m）に 

起因する生育作物の制約と 

それに伴う栄養不足・低所得 

• 若者の農村離れなどによる遊休地
増加・食糧自給の脆弱性 

事業概要： • ユーグレナ等の微細藻類の研究開発、生産 

• ユーグレナ等の微細藻類の食品、化粧品の製造、販売 

• ユーグレナ等の微細藻類のバイオ燃料技術開発、環境関連技術開発 

• バイオテクノロジー関連ビジネスの事業開発、投資等 

小規模農家の収入向上及び栄養改善のための 
キヌア生産・販売ビジネス（SDGsビジネス）調査 



企業： コニカミノルタ株式会社、株式会社 miup 

SDGsに係る現地の課題 企業が有する強み 

SDGsビジネスの内容 

ダッカ近郊において、モバイル医療機器等とICTを活用した遠隔診断に、
機械学習技術・AIを組み合わせ、貧困層でも利用可能な安価な健診サー
ビスを展開することで、非感染性疾患による死亡率の減少を目指す 

関連写真 

 

• X線検査/超音波診断に関する商品・サービスの市場展開・
サービス提供実績 

• 試験事業を通じた健康診断サービスの需要把握 

• バングラ市場向けの健康アプリ/Data baseを開発 

• 症状やバイタルデータを分析し、糖尿病や貧血、心疾患等
に関する健康状態のスコアリングや将来健康状態の予測 

• 医療データにおける機械学習/統計モデル形成 

 

+ 
• 食生活や生活習慣に起因する心
臓病、糖尿病などの非感染性疾患
の増加 

• 医療機関・医療人材の不足 

• 貧困層の医療費支払い能力不足 

事業概要： 

• ICT を活用し、途上国の貧困層に対する医療アクセスを改善を目的として設立された東大発ベンチャー企業 

• バングラデシュを最初の対象国とし、機械学習や統計学を用いた医療データの分析やサービス開発を強み
に、現地医師らと提携して、健康診断ソフトウェアを開発 

コニカミノルタ社： 

miup社： 

• カメラ、写真フィルムなどに関わるコア技術をもとに多彩な技術を発展、応用 
• ビジネス・ソリューションやヘルスケア、産業用光学システムなど様々な分野の事業を展開 

バングラデシュ人民共和国 ガジブール県 国・地域： 

保健サービスへのアクセス改善のための 
健康診断ビジネス（SDGsビジネス）調査 



ヨルダン・ハシミテ王国及びパレスチナ自治区ガザ地区 

株式会社モンスター・ラボ 

SDGsに係る現地の課題 企業が有する強み 

SDGsビジネスの内容 

ヨルダンのシリア難民及びパレスチナ自治区ガザ地区の若年層を対象
に、ソフトウェア開発人材の雇用・育成を通じて、日本及び中東地域向
けのIT製品開発業務を行い、経済的自立を目指す 

関連写真 

• バングラデシュ等の海外拠点設立、雇用
維持・拡大実績 

• 移動制限下でもビジネスが可能なソフト
ウェア開発における実績 

• ソフトウェア開発受注のための十分な営
業力 

+ 
• 難民問題の長期化、大規模化によ
る難民の雇用機会の不足 

• 移動制限による経済発展の阻害・
高い失業率 

• 世界の最適な場所に最適なリソースを提供・活用する＝グローバルソーシングを
礎としたWebサービス・アプリ開発等のサービス開発事業 

• 音楽サービス事業「モンスター・チャンネル」 
• 世界7カ国14拠点でのモバイルゲーム事業 

国・地域： 

企業： 

事業概要： 

難民等の雇用・人材育成を通じた経済的自立のための 
ソフトウェア開発ビジネス（SDGsビジネス）調査 



◆ホームページ 
 
 
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/index.html 
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JICAトップページ ＞ 企業の方（民間連携）  

JICAの民間連携事業メニュー 

公示情報 

JICAによる情報提供 

http://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/index.html
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/priv_partner/index.html


◆お知らせ ・・・ 公示情報など、最新情報を掲載 
 
 
 
 

 
 

◆案件検索 ・・・ 国別、分野別他で検索可能 
   

 
 
 

 
 
 
 
◆JICA在外事務所による日本の技術活用が期待される開発課題の発信 
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JICAによる情報提供 



独立行政法人国際協力機構 民間連携事業部 

〒102-8012 東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル 

  TEL： 03-5226-6960  FAX：03-5226-6326 

 ostpp-contact@jica.go.jp 

  

                  

お問い合わせ先 

（本資料の、無断での使用・転載はお控えください）  
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信頼で世界をつなぐ 
Leading the world with trust 


