
Copyright(C) 2012 JETRO, All rights reserved. 禁無断転載 

ジェトロの途上国向けビジネス支援制度 
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アフリカ・ビジネスセミナー 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 
途上国貿易開発部 開発支援班 山田 尚史  
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１．ジェトロＢＯＰビジネス支援事業 

２．ジェトロ開発輸入企画実証事業 

３．ジェトロの産業育成支援事業 
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 いま、なぜBOPビジネスか？ 
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 BOPビジネスは、途上国のBOP層にとって有益な製品・サービスを提供する
ことで、当該国の生活水準の向上に貢献しつつ、企業の発展も達する持続的なビ
ジネスです。途上国の急速な経済成長に伴ってBOP層の所得向上が期待される
ことから、BOP層は新たな有望市場「ネクスト・ボリュームゾーン」として、
世界的に関心が高まっています。 
 
※ジェトロはビジネスのターゲットをBOP層に限定せず、持続的なビジネスの
実現のために、3,000ドルを上回るボリュームゾーンの開拓についても支援対象
とします。 

ＢＯＰ
層 

14億人 

1.75億人 

1人あたり 

年間所得3,000ﾄﾞﾙ 

左図出所：「THE NEXT 4 BILLION」
(2007), World Resource Institute, 

International Finance Corporationより作成 

現在、世界で約40億人と推
定されるBOP層は、将来的
にはその多くが中所得層に
上昇することが期待されて
います。 

中所得層 

BOP層 

ボリューム 

ゾーン 

アフリカ： 

人口の9割以上
がBOP層 
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いま、貴社のステージは？  
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確 立 ・ 拡 大 段 階 

本格展開 

評  価 

横  展  開 

●BOPビジネス拡大に対する、現地政府
等からの支持・支援の獲得 

●BOP層とのパートナーシップ（事業者

／生産者としての取り込み）を通じた
事業の拡大 

●複数国・地域にまたがり同様の事業を
展開するパートナーとの連携 

先進事例にみる成功の要素 日本企業が直面している課題 BOPビジネスの展開プロセス 

●従来とは異なる新たなビジネスモデル
としてのBOPビジネスを検討 

●BOP層の社会課題の解決に資するニー
ズの把握 

●現地国・地域／政情・市場に関する情
報の把握 

●現地に精通した、事業計画能力のある
パートナーとの連携 

●研究開発に必要な資源（人的資源・資
金）の確保 

●BOP層への啓発・教育活動（生活習慣
の認知向上等）による市場の創出 

●現地活動（生産・流通・販売等）にお

ける人的・資金的拠出を担うパート
ナーとの連携 

事 業 計 画 段 階 

案件組成 

市場調査 

事業化基本設計 

事 業 化 段 階 

事
業
化 

詳
細
設
計 

試
行
展
開 

事
業
環
境 

整
備 

●ビジネスモデルの効率的な横展開・反
復 

●他企業による模倣リスクへの対応 

●社内外の利害関係者からの承認・支持
の獲得 

●現地ニーズ・市場環境等の正確な把握 

●現地キーマン、事業計画パートナーの
特定 

●製品コスト・仕様の見直し 

●事業化段階（研究開発、現地実証事業
等）のコスト負担 

●事業実施パートナーの確保、事業目的
の共有 

●公的支援制度の効果的活用 

●途上国の政策・制度面での課題（高額
な関税等）への対応 

案件熟成 
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 潜在ニーズ調査実施対象国・分野 
2010～2011年度実施分  

 
 
 
 
 
 
 
 

【潜在ニーズ調査】 
開発途上国の特定分野に焦点を当てて、生活実態を踏まえた潜
在ニーズを調査。そのニーズに対応した製品・サービスの仕様
およびビジネスモデルを提案。 

【先行事例調査】 
ＢＯＰビジネスで先行している欧米グローバル企業の戦略を調
査。同時に、ＢＯＰビジネスを支援している国際機関や各国援
助機関の支援策、企業のパートナーとしてＢＯＰビジネスに参
加しているＮＧＯ／ＮＰＯなどの実態について調査。 

現地ニーズ・市場を把握するために 

 

インド ： 情報・通信技術分野、農業資機材分野、 教育・職業訓練分野  

バングラデシュ： エネルギー分野 、 保健・医療分野  

ミャンマー： 農業資機材分野 

インドネシア： 教育・職業訓練分野、 衛生・栄養分野 

フィリピン： 住宅分野  

ベトナム： 教育・職業訓練分野  

エチオピア： 栄養分野 

ケニア： 農漁業資機材分野
 、 エネルギー分野  

タンザニア： 保健・医療・衛生分野
 、 農漁業資機材分野  

ナイジェリア： エネルギー分野
 、 衛生・栄養分野 

調査報告書はすべてジェトロのウェブサイトより 
全文を無料でダウンロードいただけます。 

→ http://www.jetro.go.jp/theme/bop/precedents/ 
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【視察ミッション】 
開発途上国のＢＯＰ層のライフスタイルやニーズの把握、現
地で展開されているＢＯＰビジネスの課題や可能性に関する
情報収集を支援するため、途上国への視察ミッションを2011

年度より派遣。農村部家庭や小売市場等を訪問し、将来的に
ビジネスのパートナー候補となる現地の企業・団体、国際機
関とのネットワーク構築を図る。 

  

2011年12月ケニア・タンザニアミッション 

２０１１年４月： インド（ニューデリー・ムンバイ・プネー） 

２０１１年１２月：  東アフリカ（ケニア・タンザニア） 

２０１２年７月： インドネシア（ジャカルタ・スラウェシ島）  

２０１２年度内：    11月 西アフリカ（ナイジェリア・ガーナ）、 

         12月インド（チェンナイ）、2月バングラデシュ （予定) 

インド（チェンナイほか） 

インドネシア 

西アフリカ（ナイジェリア・ガーナ） 

ＢＯＰ層の生活圏にネットワークを
持つ現地企業・団体と組んで流通・
販売網を確保しなければ、現地での
展開は難しいと感じた。 

ミッションで出会った農村の技術開
発系ＮＧＯとの連携を考えたい。 

企業単独ではアプローチの難しいＮ
ＧＯの訪問や農家の生活視察が有意
義だった。 

東アフリカ（ケニア・タンザニア） 

インド（ニューデリー・ムンバイ・プネー） 
バングラデシュ 

Copyright © 2012 JETRO. All rights reserved.  



Copyright(C) 2012 JETRO, All rights reserved. 禁無断転載 

    現地でのマーケティング・マッチングのために 
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【相談窓口でご利用可能なメニュー】 

 製品・サービス改良のために途上国でのテスト・
マーケティングや試行展開をサポートします。 

 ビジネスパートナー候補を含む現地情報の収集・
提供、およびパートナー候補とのマッチングをア
レンジします。 

  ● ご要望に応じてスポット調査を行います。 

 途上国でのビジネスアイデアの受容性をジェトロ
が調査し、日本企業へフィードバックします。 

 途上国の課題・ビジネスニーズ把握のために特定
分野に詳しい企業・団体間の連携を日本でサポー
トします。 

【海外コーディネーターを配置】 

ＢＯＰビジネスの対象国として日本企業の関心が高 

いインド（ニューデリー・チェンナイ）、インドネ 

シア、バングラデシュ、カンボジア、ベトナム（ホ 

ーチミン）、ケニア、タンザニアに、企業皆さまの 

の現地活動をサポートするコーディネーターを配置 

しました。 

ジェトロは、途上国でのBOPビジネスを検討されている日本企業のさまざまなご相談にお応えするため、

2012年4月より「BOP／ボリュームゾーン・ビジネス相談窓口」を開設しました。現地ビジネスパートナー

のご紹介やご相談内容に応じた個別調査や試行展開など、途上国の社会的ニーズに着目して新規市場にお

けるビジネスの開拓を目指す皆さまにいつでもご利用いただけます。 

BOP／ボリュームゾーン・ビジネスにご関心をお持ちの皆さま、まずはお気軽にご相談ください！ 

 

インド北部 

（ニューデリー） 

インド南部
（チェンナイ） 

バングラデシュ 

インドネシア タンザニア 

ケニア 

ガーナ 
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  ベトナム 

（ホーチミン） 

カンボジア 

ステージに応じたサポートメニュー 
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お問い合わせ先 
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途上国貿易開発部  

途上国貿易開発課 BOP班 
ＴＥＬ：   03-3582-5203、  ＦＡＸ：   03-3585-1630  
Email：   bopbiz@jetro.go.jp 
ジェトロウェブサイト BOP/ボリュームゾーンビジネス： 

 

【ジェトロが提供する情報のご利用について】 

ジェトロは、提供する取引候補企業・商品、法規制、税率、その他の資料・データ等の情報および助言をできる限り正確にするよう努力しておりますが、提供した情報
および助言の正確性の確認・採否はお客様の責任と判断で行なっていただきます。貿易投資相談、ビジネスライブラリー、ウェブサイト、Ｅメール・ＦＡＸ・電話等に
よってお客様に提供した情報および助言の利用に関連して、万一お客様が不利益を被る事態が生じたとしても、ジェトロは責任を負いません。 

◆ インターネット放送局 テレビ番組「世界は今-JETRO Global Eye-」 

世界の経済・産業の最新動向や貿易・投資などの国際ビジネスに役立つ情報をジェトロがお届けする無料の番組（毎週15分）です。 

 2011年6月21日放送「可能性広がるＢＯＰビジネス -低所得者層に潜む巨大市場-」 

 2011年6月28日放送「可能性広がるＢＯＰビジネス -潜在ニーズを発掘せよ！-」 など 

 

 URL： http://www.jetro.go.jp/tv  

◆ ジェトロ・オンライン書店 

ジェトロのBOP関連出版物をお気軽にお求めいただけます。 

2011年11月発行「欧米企業のBOPビジネスモデル」 

2011年7月号「ジェトロセンサー 特集 BOPビジネス 中小企業のフロンティア」 

2011年1月発行「アジアの消費-明日の市場を探る」 

2010年10月発行「アフリカＢＯＰビジネス-市場の実態を見る」 など 

 
 URL： http://books.jetro.go.jp  

ＢＯＰビジネスについて 

ジェトロになんでも 

ご相談ください！ 
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http://www.jetro.go.jp/theme/bop/ 
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開発輸入企画実証事業 

日本企業が立案し主体的に行う案件、「開発輸入企画実証事業」とは？ 

開発輸入企画実証事業 

公募により日本企業からの案件を採択 

ジェトロが採択案件の実証を支援 

※申請者：日本企業・団体等（個人は不可）   

採択企業 

対象産品を開発・改良から日本へ
輸入する各工程・課題を実証項目
に指定し、各項目に沿って活動を
行う 
＜求められるもの＞ 

①報告書（各活動および最終報
告） 
②成果物（輸入を達成した製品） 
③経費証憑書類 

ジェトロ 
①経費負担（最大500万円まで） 
 ■海外渡航旅費（含む協力専門家出張

費、現地ﾊﾟｰﾄﾅｰ招聘費、通訳・車両借上代。

人件費不可） 
 ■国内出張旅費 
 ■開発輸入経費（サンプル試作・購
入・  
  輸送・検査費等） 
 ■広報費（展示会出展、パンフ作成） 

②事業ノウハウや海外事務所ネッ
トワークを活用した事業管理・ア
ドバイス支援。 

日本での成果展示、現地機関等への報告書提供 
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開発輸入企画実証事業の評価基準 
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  開発輸入企画実証事業 

1. 日本市場ニーズ 

4. 現地社会への寄与 

2. 事業計画の妥当性 

3. 事業主の能力 

14 

評価基準（ポイント１）：日本市場ニーズ 

日本市場の消費ニー
ズを事前に把握して
いるか 

消費ニーズの高さを
裏付ける考え・根拠
（資料・データ） 

日本の関連業界団体
との摩擦が生じるも
のではないか。 

日本市場へのインパ
クトはあるか 

販売規模、ニュース
性があるか。 

新規製品でユニーク
な案件か。 

オリジナル性・ス
トーリー性が高く非
価格競争力があるか 

（例）対象製品は当
該国でしか入手でき
ないオンリーワン製
品 

（例）当該製品は当
該国が発祥の地でオ
リジナル製品 

（例）当該製品はそ
の国で育まれた歴
史・文化的価値を有
しストーリー性があ
る。 

開発輸入企画実証事業～実施方法 
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• 事業実施前の現状と実施後の成果予想像とその成果指標が明確か。 

• 実証すべき項目・ポイントが明確になっているか。 

• スケジュールや成果像は現実的なもので実現可能か。 

事業計画とスケジュールとが
綿密に組まれているか 

• 十分な能力をもつプロジェクトメンバーが揃っているか。 

• 専門家を確保し、理解と協力をとりつけてあるか。 

 

実施体制がきちんと組まれて
いるか、専門家を確保してい
るか 

• 開発輸入案件に関わるすべてのパートナー・関係先を特定しているか。 

• すべてのパートナー・関係先が信頼たるものかの評価を事前に行っている
か。 

現地ビジネスパートナー、信
頼できる現地オペレーター等
を確保しているか 

• 途上国との取引には常に不確定要因やリスクが存在。対処法を考えている
か。 

不確定要素やリスクファク
ター把握とその対処が検討さ
れているか 

• 自社や取引先の企業秘密との理由でサクセスストーリーに必要な経緯や成果
を対外的に発表できないリスクはないか。 

• サクセスストーリーをケースタディとして広く一般に共有・公開できるか。 

サクセスストーリーづくりと
その対外発表が可能か 

評価基準（ポイント２）：事業計画の妥当性 
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  開発輸入企画実証事業 

熱意があるか 
対象製品分野へ
の経験・知識を
有しているか 

専門家確保など当該経
験・知識不足を補完す
る手段を講じている
か。 

当該分野で経験・知識
を有しており、そのノ
ウハウ・創意工夫が活
用されているか。 

同等製品の輸入実績が
あるか。 

対象製品を日本
市場で輸入販売
できるネット
ワークがあるか 

日本市場での販売ネッ
トワークを有しない場
合、これを補完する手
段を講じているか。 

日本市場での販売ネッ
トワークをもっている

か。 

対象案件を現地
で実施するため
の現地ネット
ワークがあるか 

ネットワークや関係
先を通じて応募企業
自らのアレンジで現
地活動が実施できる
か。 

評価基準（ポイント３）：事業主の能力 

16 

  開発輸入企画実証事業 
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相手国の政策
ニーズ・産業
政策との関連
性はあるか 

現地政府は当該
産業分野に力を
入れて取り組ん
でいるか。 

現地政府や関連
団体との摩擦を
生むものではな
いか。 

現地パートナー
は本案件を理解
し、協力的か 

現地パートナー企
業等は本案件実施
に同意し、協力の
意思があるか 

現地パートナー企
業等は本プロジェ
クトを必要として
いるか 

現地の付加価値
が向上するか 

対象製品の改良
点や開発箇所は
何か。 

対象製品の開発
輸入で、現地に
どのような付加
価値が残るか。 

現地社会への
波及効果が期
待できるか 

現地パート
ナー企業等の
収益増加や雇
用創出、技術
移転が期待で
きるか。 

当該製品の開
発輸入はス
ポット的なビ
ジネスでなく
中長期的に継
続するか。 

評価基準（ポイント ４）： 現地社会への寄与 

  開発輸入企画実証事業 

         モロッコ「唐辛子」 

＜収穫・軸取り方法の指導＞ 
①収穫 

 

 

 
    

Before（軸無しで収穫） 
・割れ、欠けが発生 
・内部に菌が侵入し、アフラトキシンなどカビの産生 
 リスクが上昇 

After（軸付きで収穫） 

②軸取り 
 Before（口が大きく開いている） 

・内部の種が落下してしまう 
・開口部からカビ菌が侵入し、繁殖が進む可能性がある 

After（綺麗に口が閉じている） 
・対日規格品 
・見た目も良く、カビ菌が進入しにくい 
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        エジプト「ハーブ」 

＜乾燥方法の指導＞ 

Before 
・圃場近くの空き地で天日乾燥 
・工場入荷前の異物混入防止策なし 

After① 
・圃場近くの空き地でトレードライ（陰干し） 
・地表にある異物混入防止に効果的 

After② 
・乾燥中のトレーをネットで覆う 
・乾燥中の異物混入防止に効果的 

       ウガンダ「ドライフルーツ」 
＜異物混入防止策の指導＞ 
①工場の開口部 

Before（開口部が全開） After（開口部をネットで覆った） 

②乾燥機用ネット 
Before 
・乾燥機用ネットの強度が弱くネットの破片が混入 

After 
・ネットを交換することにより破片の混入はなくなった 
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        ＜包材とパッケージの改良指導＞ 
①包材 

Before 
・バリア性：なし（虫の孵化、混入発生） 
・材質：薄く、硬く、弱い 
・圧着シール：溶解し破損 

After 
・バリア性：あり（虫の発生はなくなった） 
・材質：厚く、柔らかく、強い 
・圧着シール：適正温度で2重圧着 
※脱酸素剤の導入 

②パッケージ 
Before 
・質感：景品のようなパッケージ 
・メッセージ性：なし 
・デザイン：目を惹かない＝訴求力なし 

After 
・質感：パッケージ力あり 
・メッセージ性：視覚的にストーリーを訴求 
・デザイン：鮮やかでスタイリッシュ＝訴求力あり 

    バングラデシュ・ネパール「ナチュラルソープ」 

＜異物混入防止策の指導＞ 
①保管方法 

Before 
・管理がずさんで埃等の異物が付着 

After 
・異物混入防止のため、保管庫を整備 

②道具の管理 
Before 
・石鹸を流し込む筒（虫が入り込ん 
 でいてもおかしくない状態で保管 

After 
・異物が混入しないように管理、 
 使用前の洗浄を徹底 
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           ＜品質の安定と管理＞ 
①品質の安定 

Before 
・外から量が見えない計量カップを使用（目分量） 
・ロット毎の品質のバラつきの原因 

After 
・計量カップを交換 
・ロット毎の品質の差異を最小限に留める 

②品質管理 
Before 
・油、苛性ソーダを買い置きすることにより品質が劣化 
・直射日光の当たる場所で保管 

After 
・必要な量をこまめに仕入れる 
・屋内で保管 

＜ブランディング＞ 
①原料と形状の改善 

Before After 
・可能な限り南アジア固有の植物原料を使用（ブランド個性） 
・スタイリッシュで使いやすい長方形のデザインに統一 

②パッケージ 
Before After 

・ブランドの確立（生産者の顔の見える商品） 
・パッケージの統一 
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ご清聴、誠にありがとうございました！ 
 

２０１３年度の開発輸入企画実証事業の公募日程を 
年内にご案内予定です。 

 
皆様からの案件応募を是非お待ちしております。 

お問合せ先 
日本貿易振興機構（ジェトロ） 
途上国貿易開発部 開発支援班     

〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階 
Tel：03-3582-5770   FAX:03-3585-1630   

e-mail：TEA-C@jetro.go.jp 
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