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ジェトロの途上国向けビジネス支援制度 

アフリカ・ビジネスセミナー 

２０１３年２月２６日 
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 

出所）BOPビジネス政策研究会「 BOPビジネス政策研究会報告書」 2010年2月、p.19等より作成 
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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 
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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/ 

【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  

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ＮＧ
Ｏ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 
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    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 

  ベトナム 
（ホーチミン） 

カンボジア 
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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！ 
http://www.jetro.go.jp/theme/bop/ 
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本事業の目的 

【アフリカ】 
日本企業とのビジネス
を通じた経済発展 

 

  

【日 本】 
調達先の多角化・
魅力あるアフリカ

産品の輸入 

Win-Win関係 

日本企業が主体の
官民連携事業！ 

Copyright © 2013 JETRO. All rights reserved.  
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事業概要 

• 対象国：アフリカ諸国 

• 対象企業：日本法人である民間企業 

• 実施期間：1年 

• 採択件数：8件程度 

• 採択上限：2回 
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ジェトロ支援内容 

         【海外】 

●出張旅費 

●開発経費 

         【国内】 

●出張旅費 

●広報・ＰＲ費 

●開発経費 

●招聘費 

経費
負担            【海外】 

●ビジネス情報 

●ネットワーク構築 

            【国内】 

●ネットワーク構築 

●招聘ＶＩＳＡ取得 

情報
提供 

Copyright © 2013 JETRO. All rights reserved.  
13 

化粧品 農産物 

IT 

ソフト 
衣 類 

食 品 雑 貨 

対象産品 
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公募採択のポイント 

日本市場ニーズ 

事業計画の妥当性 

現地社会への寄与 
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実証フロー（例） 

産品開発・改良指導 

サンプル輸入・フィードバック 

販路開拓・広報ＰＲ 

日本市場参入・販売実現 

7月 

9月 

11月 

1月 
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ウガンダ「ドライフルーツ」株式会社FAR EAST 

防虫対策・衛生管理指導 

現地社会への寄与 日本市場参入 

注文殺到で品切れ状態！ 

Win-Win 

収入増でレンガ造りの家へ改築 
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現地社会への寄与 日本市場参入 

ルワンダ「バスケット」（株式会社ルイズビィ） 

教科書作成でノウハウ移転 
Win-Win 

バスケット収入でヤギを購入 

大手百貨店等 

ハイエンドマーケットで販売 
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アフラトキシン対策・指導 

現地社会への寄与 日本市場参入 

通販サイトで販売開始 

モロッコ「唐辛子」（株式会社小林桂） 

Win-Win 
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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開始は 
３月中旬の予定です。 

 
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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