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【要旨】 

 

 新興国・途上国の低所得階層を対象とした BOP（Base of Pyramid）層は、5 兆ドルの

市場規模から世界経済の「次の市場」として注目される一方で、貧困に伴う様々な社会課

題を多く抱えている。BOP 市場開拓には、社会課題解決につながるビジネスモデルの構築

が有効であり、CSR（企業の社会的責任）活動とビジネスの戦略的な関連付けが重要なカ

ギを握る。近年の BOP ビジネス支援拡大と CSR の戦略性向上を巡る考え方や取り組みの

方向性は近接しており、共通するキーワードは社会課題解決と企業利益の両立である。 

 日本では、主要企業の 1 割が BOP ビジネスに着手・検討している程度で、2 割の企業

が将来のビジネスチャンスとして関心を示している。これまで、日本企業は BOP 市場に

関連した社会貢献活動に数多く関与しているが、寄付中心で主体性が低い取り組みが多く、

本業と乖離した活動にとどまっている。戦略的 CSR に近い取り組みを行っている企業は

ごくわずかである。 

 日本企業が BOP 市場開拓のために戦略的 CSR を検討する際には、まず、本気で BOP

市場での事業展開を考えるのか、「CSR 活動≒社会貢献活動」の認識を変えられるのか、

を問い直す必要がある。具体的な検討にあたっては、BOP ビジネスと CSR 活動の双方を

洗い直す個々のプロジェクトベースでの対応に加えて、社内体制・経営システムの確立な

どの全社的対応が必要である。CSR 活動の洗い直しには、活動の目的を明確にし、活動内

容及び活動地域との間に整合性がとれていることを確認する必要がある。ビジネス開発を

目的とする場合は、活動内容と活動地域の双方が本業と密接に関連していることが求めら

れる。社会貢献目的から BOP 市場に関与し、パートナーシップを活用しながらビジネス

モデルを検討し、活動成果の見える化によってビジネス化を判断する「CSR 起点型」のビ

ジネス開発は、日本企業にとって特に検討が望まれる考え方である。 

 

キーワード：BOP、CSR、企業戦略 
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1 はじめに 

 

新興国・途上国の低所得階層を対象とした BOP（Base of Pyramid）ビジネスが注目さ

れている1。年間所得 3,000 ドル以下の BOP 層は約 45 億人で世界人口の 7 割を超え、5

兆ドルの市場規模に達すると言われている2。新興国・途上国の経済成長に伴って、従来、

国際社会で援助対象として扱われていた BOP 層が、新たなボリュームゾーンとして、世

界経済の「次の市場」になると考えられている。日本でも、2010 年 10 月に経済産業省が

BOP ビジネス支援センターを設立するなど3, 4、日本企業に対する BOP ビジネス参入支援

体制の整備が進行している。 

BOP 市場は、貧困に伴う様々な社会課題を多く抱える市場でもある。例えば、2000 年

に設定された国連ミレニアム開発目標（MDG）では、2015 年までに国際社会が達成すべ

き 8 つの目標（①極度の貧困と飢餓の撲滅、②初等教育の完全普及の達成、③ジェンダー

平等の推進と女性の地位向上、④乳幼児死亡率の削減、⑤妊産婦の健康の改善、⑥HIV/

エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止、⑦環境の持続可能性の確保、⑧開発のた

めのグローバル・パートナーシップの推進）を掲げている5。その多くが BOP 市場におい

て社会課題として認識されている事柄である。 

BOP 市場を開拓するためには、このような市場ニーズに合致した社会課題解決型のビジ

ネスモデルの構築が特に重要となる。日本企業が強みを発揮してきたハイエンド市場や、

近年積極的に取り組んでいるミドル市場の事業展開とは、発想を変える必要がある。BOP

市場の多くは、市場インフラの整備が不十分なため、従来の大量生産・流通システムの適

用は困難である。つまり、個々の地域の実情に適合したビジネスモデルの構築が求められ

ているとともに、対象市場における社会課題の解決と事業継続を保証する 低限の利益確

保の両立という視点が欠かせないというわけである。 

社会課題解決に貢献する企業行動と言えば、企業の社会的責任（CSR）として認識され

る活動でもある。企業が社会の一員であるという大前提に立てば、社会に必要とされる企

業とは、社会の課題解決に寄与できる企業であり、そのような企業が社会と共存しながら

長期的な競争力を維持できることになる。言い換えれば、社会の課題を解決するためにど

のような価値（商品）を提供できるかが企業に問われている。このような視点に立てば、

                                                  
1 海外では、BOP 層を通常の経済活動に取り込むという視点から「インクルーシブ（包括的）ビジネス」

の名称が用いられることが多い。本稿では、個別プロジェクト名以外は、日本国内で定着している「BOP
ビジネス」を用いる。 

2 IFC and WRI (2007) “The Next 4 Billion” 
3 http://www.bop.go.jp/ 
4 個別の支援施策としては、例えば、JICA による 2010 年度からの「BOP ビジネス連携促進事業」

（http://www.jica.go.jp/priv_partner/BOP/index.html）、JETRO による 2011 年度からの「BOP ビジ

ネスパートナーシップ構築支援プログラム」（http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/oda/bop/）がある。 
5 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html 
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CSR 活動とビジネスとの戦略的な関連付けの成否が、BOP 市場開拓の重要なカギを握る

と言える。 

このような問題意識から、本研究は、CSR の戦略的活用（以下、戦略的 CSR）という

視点から、BOP 市場における日本企業の事業戦略のあり方について検討を進めるものであ

る（図表 1 参照）。ここでいう戦略的 CSR とは、製品・サービス供給を通じて社会的な価

値の提供と企業競争力の強化を図るという考え方であり、本業のビジネス展開に直結した

CSR 活動である6, 7。コンプライアンス・リスクマネジメント中心の内部管理や、社会へ

の利益還元の意味合いが強い対外的な社会貢献活動に代表される CSR 活動とは異なる。

図表 2 に示すように、BOP 市場開拓に有効なビジネスモデルを考える場合、企業利益優

先の一般的なビジネスモデルでは不十分であり、市場ニーズに適合した社会価値を提供し

ながら 低限の企業利益を確保する持続的なビジネスモデルが求められるはずである。こ

れは、直接的な企業利益を期待しない社会貢献活動とは異なる。つまり、従来の社会貢献

活動においても利益創出という視点から見直すことで、持続的なビジネスモデルに移行す

ることが可能である8。 

 

図表 1 本研究の基本的考え方 

 
（出所）富士通総研作成 

                                                  
6 「戦略的 CSR」については、事業活動を通じた価値創造・社会変革を促す取り組みにより競争優位を

確立する考え方として M・ポーターら（2006）が提唱したことにより普及した。ポーターらは、2011
年に「戦略的 CSR」をさらに発展させた「共有価値の創造」（CSV：Creating Shared Value）という

概念を提唱している（2.3 に後述）。 
7 生田・峰滝（2005）においても、「戦略的 CSR」という用語は使っていないものの、CSR 戦略として、

本業を通じて社会に価値を提供する課題解決型のビジネス展開のあり方を提案している。 
8 もちろん、社会貢献活動の全てが利益創出につながる必要はない。本論の趣旨は、BOP 市場における

持続的なビジネスモデル構築という視点で、従来の社会貢献活動の一部も社会価値を生み出しながら、

ビジネス性を高める形で再設計できるのではないかという考えである。 
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図表 2 BOP 市場開拓に有効なビジネスモデルの考え方 

 
（出所）富士通総研作成 

 

次章以下では、BOP ビジネスと CSR に関する考え方や具体的取り組みを巡る国際的な

潮流と（2 章）、日本企業における BOP ビジネスへの関心と海外での社会貢献活動の状況

から戦略的 CSR の取り組み状況を把握したうえで（3 章）、BOP 市場における戦略的 CSR

検討のポイントについて整理しながら（4 章）、日本企業が BOP 市場にチャレンジするた

めの課題について述べることとする（5 章）。 
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2 BOP ビジネスと CSR を巡る潮流 

 

2.1 BOP ビジネスと CSR の近接 

近年の BOP ビジネスと CSR を巡るそれぞれの潮流を見ると、考え方や取り組みの方向性

が近接してきているようだ。両者の潮流に共通するキーワードは、社会課題解決と企業利

益の両立である（図表 3 参照）。 

BOP ビジネスについては、国際的枠組みから地域 NPO と企業の協働による個別プロジ

ェクトまでの様々なレベルで、ビジネス支援を拡大する動きが盛んであり、BOP 市場の社

会課題解決のために持続的なビジネスを根付かせたいという国際機関や NPO 等の思惑と、

新市場開拓を図りたいという企業の思惑が合致した取り組みとなっている。また、CSR に

ついては、戦略性を向上させて、本業のビジネスのメインストリームの中に位置づけよう

という考え方が普及しつつあり、CSR 活動の評価についてもビジネスへのインパクトを含

めた費用対効果を評価する取り組みが始まっている。以下では、BOP ビジネスの支援拡大

と CSR の戦略性向上の潮流についてそれぞれ詳細に述べることとする。 

 

2.2 BOP ビジネスの支援拡大 

2.2.1 国際的な支援枠組みの進展 

BOP 層の貧困削減と生活改善は、国際社会の課題として認識されている。国際機関は、

BOP 層の社会課題解決のために従来の援助中心の支援プログラムから持続的なビジネス

化を促すプログラムに比重をおいている。特にグローバル企業に対してビジネス機会を強

調しながら、企業の BOP ビジネス参画を支援しようとする傾向が見られる。 

 

図表 3 BOP ビジネスと CSR の近接 

 
（出所）富士通総研作成 
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例えば、国連開発計画（UNDP）では、2007 年に、民間セクターとの協力の枠組みと

して、「包括的な市場の開発（IMD: Inclusive Market Development）」9を掲げている。具

体的には、IMD に関する調査啓蒙のための「GIM (Growing Inclusive Markets)イニシア

ティブ」、ビジネスと開発を両立させる民間企業の投資を仲介する「GSB (Growing 

Sustainable Business)プログラム」、そのようなビジネスモデルを模索・促進するリーダ

ーシップ企業の情報交流プラットフォーム・支援プログラムである「BCtA (Business Call 

to Action)」などによって、企業主導のプロジェクトを支援している10。国際金融公社（IFC）

も、2002 年から「インクルーシブビジネス」に対する投融資業務とアドバイザリー業務を

行っており、2009 年時点で 40 億ドル規模の実績がある11。アジア太平洋地域では、アジ

ア開発銀行（ADB）が 2008 年から「インクルーシブビジネス促進イニシアティブ」を開

始し、10 カ国12を対象に BOP ビジネスベンチャー開発を目的とした技術支援プロジェク

トによって市場調査と投資ファンドの設立を進めている13。 

 CSR や企業の持続可能性を推進する産業界のグループも、BOP ビジネスの支援に積極

的である。これらの産業界の狙いは、CSR と調和した新市場開拓やイノベーション創出を

通じた企業競争力の向上であり、社会利益の増大にもつながるという考え方である。例え

ば、持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）では、発展途上国の経済発展を

2001 年から重点分野としているが、近年はインクルーシブビジネスプロジェクトを推進し

ており、優良事例の紹介や、マネジメントツールの開発、パイロットプロジェクトなどを

実施している14。また、EUでは、2010年10月に発表された新たな成長戦略「Europe 2020」 

の一環として、企業イニシアティブ「Enterprise 2020」が、CSR Europe によって設立さ

れた15。Enterprise 2020 の主要活動領域の一つには「BOP の包括的なビジネスモデル」

が明記されており、新たな事業領域としてBOPビジネスに対する高い関心が表れている。 

 

2.2.2 企業と地域 NPO の協働 

 BOP 市場において、日本を含む外国企業がビジネス展開を図ろうとする際、地域 NPO

との協働が有効となるケースは多い。地域 NPO にとっても、地域の課題解決を図る手段

としてグローバル企業との協働を有効に利用したいという思惑がある。 

 インドの Sakhi Retail の例を見てみよう。Sakhi Retail は、農村部の女性の能力開発・

                                                  
9 BOP 層を生産者、消費者、賃金労働者として捉え、BOP 層が必要とする雇用、商品、サービスを生み

出すことができる市場の開発を目指すもの。 
10 http://www.undp.or.jp/private_sector/index.shtml 
11 http://www.ifc.org/ifcext/tokyo.nsf/Content/BOP_Inclusive_Business 
12 当初の対象はバングラディッシュ、インド、インドネシア、パキスタン、フィリピン、ベトナムの 6

カ国で、カンボジア、ラオス、スリランカ、タイの 4 カ国が追加された。 
13 http://www.adb.org/projects/Base-Pyramid/default.asp 
14 http://www.wbcsd.org/newsroom/brand-window-stories/business-in-developing-countries.aspx 
15 http://www.csreurope.org/data/files/enterprise2020/enterprise2020jp.pdf 
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生活水準向上を目的とする NPO の SSP（Swayam Shikshan Prayog）を母体とする小売

ビジネスを行う営利団体である16。SSP は、1998 年にインド西部のムンバイを拠点として

設立後 10年で、3州 11地区 1,600農村の 7万人の女性をネットワーク化した。Sakhi Retail 

は、このネットワークを活かして、農村部市場参入を図る企業に対して販路供給、商品開

発支援を行うサービスを提供するために、2006 年に起業した。SSP によって訓練を受け

た Sakhi と呼ばれる農村女性の販売員は 830 人に達するという17。図表 4 に示すように、

Sakhi は農村部で戸別訪問を行い、商品の使用方法を実演しながら認知度を高め、販売に

つなげていく。農村部でも人口集積のある半市街化された地域では、Sakhi Retail が運営

する小売店（ショールーム）での商品販売も並行して行う。また、Sakhi は単に商品を紹

介するだけでなく、商品に対する消費者のニーズを直接聞いてフィードバックすることで、

企業の商品開発をサポートする機能も持っている。Sakhi Retail は、外国企業では、BP

ファーストエナジー（バイオマスストーブ）やユニリーバ（水質浄化剤）、ハネウェル（太

陽熱温水器）などとの協働実績があるほか、小型冷蔵庫、太陽光電灯、LED 電灯、肥料な

どの分野ではインド国内企業との協働実績がある。 

インド市場で BOP ビジネスを考える場合、全人口の約 7 割を占める農村地域の市場開

拓は重要であるが、特に外国企業にとって、自力での農村部へのアクセスは極めて困難で

ある。このため、市場アクセスをサポートし、かつマーケティング機能まで持つ Sakhi 

Retailのような地域NPOとの協働は魅力的である。インド国内では、他地域でも地域 NPO

と企業による同様の協働のモデルが見受けられる18。一方、地域 NPO にとっても、企業の

市場参入支援はメリットをもたらしている。一つには、Sakhi として働く農村女性にとっ

て収入機会が創出されることである。家計全体の収入は平均で 33%増加したと言われてお

り、生活水準の向上につながる19。また、農村地域にとっても、これまでアクセスする機

会もなかった（社会課題解決型の）商品を入手することで、生活を改善できるメリットは

大きい。 

 

図表 4 Sakhi Retail の販売システム 

 

（出所）SSP 資料を基に富士通総研作成 

                                                  
16 SSP の他の業務には、マイクロファイナンス、社会的起業支援、総合健康保障イニシアチブ・マイク

ロインシュランスがあるが、いずれも非営利事業である（http://www.sspindia.org/）。 
17 SSP 代表 Prema Gopalan 氏からのヒアリングによる 
18 一般的には Shakti Entrepreneur Model として知られる。 
19 脚注 17 と同じ。Sakhi は販売マージンの 4 割を得ることができるとのこと 
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2.3 CSR の戦略性向上 

2.3.1 CSR の主流化 

 CSR とは、「社会の一員」として企業活動を行なうことであり、特定の新たな概念を意

味するものではない。CSR は、企業と社会の関係において、社会から企業への要請（企業

に対して社会が何を求めているのか）と、企業から社会への働きかけ（社会に対して企業

が何をすることができるか）をマッチングさせる作業とも言える。企業の事業内容、活動

地域、そして時代背景に応じて、企業と社会の関係が異なることから、それぞれ期待され

る CSR の姿は異なる。例えば、1970 年代から 80 年代は、企業利益の社会還元という意

味合いの強い慈善活動（フィランソロピー）や社会貢献活動が、CSR に該当する中心的な

活動であったが、90 年代の企業不祥事を受けて、法令遵守（コンプライアンス）を中心と

したリスクマネジメントが注目を集め、さらには、率先的な社会的取り組みを通じて企業

評価・ブランド力向上を図る考え方も浸透してきた。 

 そして 近では、戦略的に CSR を本業のビジネスのメインストリームに位置づける考

え方（CSR の主流化）が重視されるようになっており、CSR を通じてビジネス機会創出

や経営革新を促すことが期待されている。M・ポーターら（2011）が、「共有価値の創造

（CSV: Creating Shared Value）」という概念によって、企業の利益 大化・競争力向上

と社会課題解決の同時実現を図ることで、企業価値と社会価値を創出すべきと提唱したこ

とで脚光を集めている20, 21。本来、社会的行動と本業のビジネスを結び付ける考え方は、

近江商人の「三方よし」22に見られるように、日本でも古くから意識されている。野中ら

（2007）も、「共通善」23の実現に向けて行動することがイノベーションをもたらし、企業

に持続的成長をもたらすとしている。 

 

2.3.2 CSR 活動評価の進展 

 近年、CSR 活動を評価する多様なツールが開発されている（図表 5 参照）。CSR 活動評

価の 近の傾向として、前述した CSR の考え方の変化（主流化）に対応するように、①

社会とビジネスへの双方のインパクトを評価して費用対効果の把握を試みること、②評価

対象が（営利目的ではない）コミュニティ投資からビジネス活動にまで拡大していること、

などが挙げられる。これらのツールは BOP 市場での活動評価を目的として開発されたわ

けではないが、その多くは、BOP ビジネスの評価に用いることができる。 
                                                  
20 http://hbr.org/2011/01/the-big-idea-creating-shared-value 
21 本稿では、CSV という用語が必ずしも定着していないことから、より一般的な「戦略的 CSR」を用い

ているが、社会価値と企業価値の両立という考え方自体に違いはない。 
22 江戸時代から近江商人の経営理念として継承された「売り手よし、買い手よし、世間よし」という考

えで、売買の当事者だけではなく、社会全体の利益を考慮するべきというもの 
23 「共通善」とは、社会共同体にとって「善いこと」であり、企業にとっての社会的存在意義につなが

る。また、概念的に磨き上げられた唯一絶対の善ではなく、常に変化する状況、個別具体的な場面で、

全体にとって 善だと判断されるものとされており、普遍化、一般化されたものではない。 
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図表 5 CSR 活動評価ツールの例 

評価ツール 開始年 評価対象 評価方法 利用者・登録者

LBG Model 1999 年 コミュニティ投資 金額評価＋定性評価 300 以上 

Social 
e-Valuator 

2008 年 
コミュニティ投資 
＋ビジネス活動 

社会投資収益率（SROI） 2,500 以上 

MDG Scan 2009 年 
コミュニティ投資 
＋ビジネス活動 

便益を受けた人数 200 以上 

Community 
Footprint 

2010 年 
コミュニティ投資 
＋ビジネス活動 

人、経済、場所について 
インパクト評価 

10（パイロット） 

（出所）各種資料を基に富士通総研作成 

 

 LBG Model は、英国中心に 120 社以上の企業が参加する London Benchmarking Group

（LBG）が 1999 年に開発した基準である24, 25。評価対象は、企業のコミュニティ投資（非

営利目的の企業の自主的行動や慈善活動）に限定しており、人々、組織、環境、従業員、

企業の 5 つのコアエリアについて、活動の成果をアウトプット（結果）とインパクト（波

及効果）のそれぞれについて評価し、定量化できるものは、定量評価している。酒造メー

カーの Diageo 社が LBG Model を用いて、ナイジェリアでのポンプ導入プロジェクトを評

価した例を図表 6 に示した通り、コミュニティとビジネス双方へのベネフィットとインパ

クトを評価している。この LBG Model は、自社の取り組みの評価やメンバー間のベスト

プラクティスの共有を主目的としたものであるが、社会的責任投資（SRI）ファンドの Dow 

Jones Sustainability Index では、LBG Model を用いてファンド構成銘柄（企業）のコミ

ュニティ貢献を評価している。 

 Social e-Valuator は、事業の社会的価値を投資額で除した「社会投資収益率」（SROI）

をオンラインで評価するツールとして、2008 年にオランダの Social Evaluator が開発し

たものである26, 27。ソフトウェア使用料が 150 ユーロ/年と安く、社会的価値を金銭換算し

た SROI という形で費用対効果が定量化できることから、北米や欧州を中心に利用が進ん

でいる。MDG Scan は、MDG の実現に向けた企業の貢献度を評価するために、オランダ

の政府機関 NCDO（オランダ持続可能研究委員会）と民間調査機関 Sustainalytics が開発

したオンラインツールである28。MDG の 8 つの目標ごとに、企業活動によって便益を受

                                                  
24 http://www.lbg-online.net/ LBG は Corporate Citizenship によって運営されている。 
25 LBG のメンバー参加費は 3,750 ポンド（約 47 万円：1 ポンド=125 円） 
26 http://www.socialevaluator.eu/ 
27 SROI のコンセプト自身は、米国の REDF が 2000 年に提唱している。REDF が提唱した SROI は、

社会的価値と事業価値の双方を評価するものであったが、2006 年に英国で設立された SROI Network
が作成した SROI ガイドブック(2009)にて社会的価値を中心とした評価となっていることから、ここで

紹介した Social e-Valuator も社会的価値を中心とした投資収益率を評価するものとなっている。 
28 http://www.mdgscan.com/ 
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けた人数という形で表し、ポジティブな影響を評価していることが特徴的である。

Community Footprint は、英国の CSR 推進団体 Business in the Community が開発中の

セルフアセスメントツールである29, 30。原則的には英国内での事業活動が地域コミュニテ

ィに及ぼすポジティブ・ネガティブ双方の社会・経済的インパクトを評価するもので、人

（健康、幸福度、教育など）、場所（環境とインフラ整備）、地域経済の 3 つの視点から評

価する考えである。 

 

図表 6 LBG モデルによる Diageo 社のナイジェリアでのポンプ導入プロジェクト評価 

 
（出所）LBG 資料を基に富士通総研作成 

 

 

 

 

 

  

                                                  
29 http://www.bitc.org.uk/community/community_footprint/ 
30 Community Footprint のパイロットプロジェクトが 2010 年 6 月から開始されているが、2011 年 12

月末現在、成果及びオンラインツールは公開されていない。 
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3 BOP ビジネスと CSR を巡る日本の現状 

 

3.1 BOP ビジネスへの取り組みと位置づけ 

 図表 7 は、東洋経済新報社「CSR 企業総覧 2012」（2011）に掲載された日本企業 1,117

社におけるBOPビジネスへの取り組み状況とBOPビジネスの位置づけを整理したもので

ある。BOP ビジネスに取り組んでいる企業が 50 社（全体の 4.5%）、取り組みを検討中の

企業が 61 社（同 5.5%）であり、約 9 割の企業が BOP ビジネスへの検討を行っていない。

製造業（農林水産業、鉱業、建設業を含む）と非製造業を比較すると、製造業の方が非製

造業と比べて、取り組んでいる企業と検討中企業の双方とも比率が高くなっている31。 

 BOP ビジネスの位置づけについて見ると、現行のビジネスとして位置付けている企業が

26 社（全体の 2.3%）、将来のビジネスチャンスとして位置付けている企業が 207 社（同

18.5%）というように、実際に BOP ビジネスへの取り組み・検討に着手している企業の 2

倍以上の企業が、現行ビジネスあるいは将来のビジネスチャンスとして関心を持っている

ということである32。製造業と非製造業を比較すると、現行ビジネスとして位置付けてい

る企業の比率は非製造業の方が若干高いが、将来のビジネスチャンスとして関心を持つ企

業の比率は製造業が非製造業より高いという結果が示されていた33。 

 

図表 7 日本企業の BOP ビジネスへの取り組み状況と位置づけ 

① BOP ビジネスへの取り組み状況 

 全体 製造業 非製造業 

すでに取り組んでいる    50（ 4.5%）    29（ 4.9%）    21（ 4.0%） 

取り組みを検討中    61（ 5.5%）    41（ 6.9%）    20（ 3.8%） 

取り組みを行っていない 1,006（90.1%）   521（88.2%）   485（92.2%） 

合計 1,117（100%）   591（100%）   526（100%） 

② BOP ビジネスの位置づけ 

 全体 製造業 非製造業 

現行ビジネス    26（ 2.3%）    12（ 2.0%）    14（ 2.7%） 

将来のビジネスチャンス   207（18.5%）   141（23.9%）    66（12.5%） 

社会貢献・無回答ほか   884（79.1%）   438（74.1%）   446（84.8%） 

合計 1,117（100%）   591（100%）   526（100%） 

（出所）東洋経済新報社「CSR 企業総覧 2012」を基に富士通総研作成 
（注）表中の数値は企業数。カッコ内の数値は構成比。 
                                                  
31 取り組んでいる企業が も多い業種は電機機器（10 社）で、輸送用機器（6 社）、卸売（5 社）が続く。 
32 BOP ビジネスの取り組み状況と位置づけは必ずしも一致しない。 
33 現行ビジネス位置づけ企業が も多い業種は卸売（4 社）で、化学（3 社）、情報通信（3 社）が続く。 
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3.2 社会貢献活動の状況 

3.2.1 日本企業の社会貢献活動 

 日本企業は、CSR という言葉が定着する前から、社会貢献活動に熱心に取り組んできて

いる。日本経団連では、1991 年から毎年、前年度の社会貢献活動実績調査を実施し、結果

を公表している。2011 年 10 月に公表された 2010 年度実績調査によれば、支出額を回答

した 407 社の社会貢献活動支出額総額は 1,567 億円であった。1 社平均で 3.85 億円、経常

利益比で 1.8%を占める金額が、社会貢献活動に支出されていることになる34。 

図表 8 は、1990 年度から 2010 年度までの 1 社平均の社会貢献活動支出額と経常利益

に占める比率（経常利益比）の推移を示したものである。20 年余りの間、若干の変動があ

るものの、社会貢献活動支出額（1 社平均）は 4 億円前後、経常利益比（1 社平均）が 2%

前後で、おおむね堅調に推移してきたことがわかる35, 36。 

 

図表 8 日本企業の 1 社当たり社会貢献活動支出額と経常利益比の推移 

 
（出所）日本経団連「2010 年度社会貢献活動実績調査結果」（2011） 

 

                                                  
34 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/097/kekka.pdf。調査時期は 2011 年 5 月～8 月。東

日本大震災に関する支出は含まれていない。ちなみに日本経団連によれば、東日本大震災に係る被災

者・被災地支援のための企業による支援額（調査対象期間 2011 年 3 月 11 日～9 月 30 日、458 企業・

グループが回答）は 896 億円とのことである

（http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/112/sokuho.pdf）。 
35 1990 年度～2010 年度の社会貢献活動支出額（1 社平均）の平均値は 4.1 億円（ 大値は 5.3 億円、

小値は 3.3 億円）。同期間の経常利益比（1 社平均）の平均値は 2.2%（ 大値は 3.5%、 小値は 1.4%）。 
36 社会貢献活動支出額と経常利益比の推移は、景気変動（例えば GDP 成長率の推移）と相関が見られな

かった。逆に言えば、景気変動に関わらず、企業が利益の一定比率を社会貢献活動に充ててきたことに

なる。 
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3.2.2 国際的な社会貢献活動の状況 

 日本企業の社会貢献活動の状況を見るために、企業の具体的活動が公開されている日本

経団連「2009 年度社会貢献活動実績調査結果【事例調査編】」を用いて37、各社の取り組

みの対象地域を調べた。その結果、2009 年度調査における対象企業（支出額回答企業）

348 社の半数を超える 194 社が国際的な社会貢献活動に関与しており、活動メニューの件

数にすると 396 件が該当することがわかった。 

この 396 件の内容を精査すると、日本企業の国際的な社会貢献活動の傾向として、以下

の 3 つのことが言える（図表 9）。第一に、BOP 市場を含む地域が活動の中心となってい

る。活動メニュー全体の 98%にあたる 388 件が新興国・途上国を対象とした活動であり、

その多くが BOP 市場に関連性の高いものであった。第二に、活動形態を見ると、企業の

主体性が低い寄付活動が多いということである。寄付を含む活動は 307 件と全体の 78%に

あたっている38。寄付自体、社員が直接参加する社会貢献活動などに比べて企業の関与度

合いが低い活動であるが、このうちの 198 件（全体の 50%）は国際機関・NPO などの他

者の企画へのプロジェクトに対する寄付に該当している。企業の主体性が感じられないば

かりか、「寄付しただけ」で企業にとってのメリットも見出しにくい活動となっている。そ

して第三に、本業との関連が強い社会貢献活動がわずか 2%（7 件）しかなかった。 

 

図表 9 日本企業の国際的な社会貢献活動の傾向 

①活動地域        ②活動形態        ③本業との関連性 

 

（出所）日本経団連「2009 年度社会貢献活動実績調査結果【事例調査編】」（2010）を基

に富士通総研作成 
（注）円グラフ中の数値は活動メニュー件数（総数 396）。カッコ内の数値は構成比。 

                                                  
37 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/095/jirei.pdf。2010 年度調査の事例調査は、2012

年 1 月末現在、公開されていない。 
38 日本経団連では、社会貢献活動の活動形態を、寄付金（金銭）、現物寄付、施設開放、社員の参加・派

遣、その他寄付、自主プログラム、協働事業、社員のボランティア活動支援、その他に分類している。

このうち、本稿では、寄付金（金銭）、現物寄付、その他寄付を一つでも該当する活動メニューを「寄

付を含む」活動とした。日本経団連の調査では、複数の活動形態を回答している活動メニューが多く、

逆に言えば、89 件の活動メニューは、寄付を全く含まない活動であるということを意味する。 

388
(98%)

8 (2%)

新興国・途上国

先進国

198 
(50%)

109
(28%)

89
(22%)

寄付以外

寄付含む

（他者企画）

寄付含む

（自主企画）

7 (2%)

389
(98%)

本業と関連強い

本業と関連弱い
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以上の結果を見る限り、日本企業は BOP 市場に関連した社会貢献活動に数多く関与し

ながら、寄付中心で主体性が低い取り組みが多く、本業と乖離した活動にとどまっている

といえる。社会貢献活動自体の意義はあるとしても、少なくとも、これまで多くの日本企

業は、社会貢献活動を自社のビジネスと関連付けるための戦略的発想を持ってこなかった

ともいえよう。また、3.1（「CSR 企業総覧」）では BOP ビジネスへの取り組み企業が 50

社であったにも関わらず、海外の社会貢献活動報告での本業との関連づけがほとんどない

という事実も、ビジネスと社会貢献活動が乖離している日本企業の現状を示唆したものと

みなせる39。 

 

3.3 戦略的 CSR の萌芽 

 3.2.2で紹介した国際的な社会貢献活動のうち、本業との関連性の強い 7件を戦略的CSR

に近い活動と考えた場合、①本業を活用した CSR 活動 6 件と、②ビジネス開発への移行

を目指した CSR 活動 1 件、に分類することができる。 

 

3.3.1 本業を活用した CSR 活動 

 本業を活用した CSR 活動とは、自社のビジネスに直結することを意図した取り組みで

はないが、自社製品やサービスを無償提供することによって、対象地域（新興国・途上国）

における製品・サービスの認知や企業イメージの向上が期待できる活動であり、将来的に

はビジネス機会拡大を容易にする可能性がある（図表 10 参照）。例えば、川崎汽船の大規

模災害時の支援物資海上輸送協力や40、商船三井の南アフリカにおける移動図書館車海上

輸送は41、自社のサービス（海運）を用いた活動である。コマツのカンボジアやアンゴラ

での対人地雷除去機の提供42、住友化学のハイチやアフリカなどでの防虫蚊帳の寄付43, 44、

能美防災の台湾での住宅用火災警報器寄贈も45、自社技術・製品の提供を通じた社会貢献

活動で、企業イメージの向上に寄与しやすい。また、日清食品は、ケニアの市場に適合（味、

形状を変更）した「チキンラーメン」を開発し、現地に生産ラボを建設することで、食産

業育成・自立支援を行っている46。 

 

                                                  
39 CSR 企業総覧 2012 における調査時期（2011 年 6 月～10 月）と日本経団連 2009 年度社会貢献活動実

績調査の調査時期（2010 年 7 月～9 月）に 1 年程度の差があるため、厳密には、両者を比較できない

が、社会貢献活動における本業との関連付けが 1 年で急激に改善したとは考えにくい。 
40 http://www.kline.co.jp/csr/responsibility/other.html 
41 http://www.mol.co.jp/csr-j/news/article/20101202.html 
42 http://www.komatsu.co.jp/CompanyInfo/csr/landmines/ 
43 http://www.sumitomo-chem.co.jp/csr/report/docs/csr_highlight2010.pdf 
44 住友化学の防虫蚊帳は、寄付活動とは別に、国連などに販売する形での BOP ビジネス化が進んでいる。 
45 出典は日本経団連社会貢献活動実績調査のみ 
46 http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/csr/oishii/about/index.html 
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3.3.2 ビジネス開発への移行を目指した CSR 活動 

 ビジネス開発への移行を目指した CSR 活動とは、対象とする地域の社会ニーズに適合

した製品・サービスを開発することで、製品・サービスの認知と販路の開拓を図り、将来

的な自社製品・サービス市場の拡大を目指すものである（図表 11 参照）。日本経団連の社

会貢献活動実績調査の事例からは、味の素がガーナで行っている栄養改善プログラムのみ

が、唯一、明確にビジネス開発を指向する活動であった47。このプログラムは、2009 年度

に着手したもので、離乳食に添加する栄養サプリメントを開発し、テスト販売と母親への

栄養教育を行いながら生産・販売体制を確立し、2013 年度内の本格販売・普及、他国への

展開を目指すものである48。 

 

図表 10 本業を活用した CSR 活動の考え方 

 
（出所）富士通総研作成 

 

図表 11 ビジネス開発への移行を目指した CSR 活動の考え方 

 
（出所）富士通総研作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                  
47 3.3.1 に前述した日清食品の活動も、内容としては「ビジネス開発への移行を目指した CSR 活動」に

位置づけることが可能であったが、日清食品に確認した結果、「本業を活用した CSR 活動」に位置づけ

ることとなった。 
48 http://www.ajinomoto.co.jp/activity/csr/pdf/ghana_project.pdf 
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4 BOP 市場における戦略的 CSR 

4.1 戦略的 CSR の考え方 

 3 章で述べたように、日本企業の 近の BOP ビジネスに対する関心・取り組みと、新興

国・途上国で行われている社会貢献活動の間には連携が乏しく、社会価値と企業利益の両

立を図る戦略的 CSR の考え方に合致する例がほとんど見られなかった。BOP 市場開拓の

ために戦略的 CSR を検討する際のポイントは、次のように考えることができる。 

図表 12 に示したように、BOP 市場における戦略的 CSR は、個々のプロジェクトベー

スの対応と全社的対応の 2 つに分けて考えることができる。プロジェクトベースの対応で

は、BOP ビジネスと CSR 活動の双方について、それぞれ洗い直しをすることが必要であ

る。戦略的 CSR という観点から、BOP ビジネスを洗い直しするには、取り組み中あるい

は検討中の BOP ビジネスについて、対象地域の社会課題解決ニーズに対応した商品開発

を含んでいるかどうか、自社の経営資源及び CSR 方針と整合性が保たれているかどうか

を確認し、必要に応じて修正すべきである。一方、CSR 活動の洗い直しについては、活動

の目的と内容及び活動地域の整合性を確認して修正を図るとともに、2.3.2 に述べたように

活動成果の社会性・経済性を評価することで、企業利益や社会価値への貢献の実効性を高

めることが求められる。 

 

図表 12 BOP 市場開拓のための戦略的 CSR の考え方 

 
（出所）富士通総研作成 
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これらのプロジェクトベースの対応に加えて、戦略的 CSR を実現するためには、社内

体制・経営システム確立などの全社的対応が必要である。例えば、CSR と本業を明確に関

連づけた企業方針（CSR 方針）の明確化や、CSR 部門と海外事業部門（さらには経営企

画部門など関連部門）の連携緊密化、長期的視点に基づく全社的な CSR 評価指標と PDCA

サイクルの導入、そして、取り組みの成果をステイクホルダーと共有するためのコミュニ

ケーション戦略などが検討対象となる。 

次節以下では、特に日本企業が検討すべき BOP 市場における CSR 活動（現状ではほと

んどがビジネスと乖離した社会貢献活動）の洗い直しに焦点をあてて、詳細に述べる。 

 

4.2 CSR 活動の洗い直し 

 4.1 に前述したように、BOP 市場における CSR 活動の戦略性を高めるためには、CSR

活動の、①目的、②活動内容、③活動地域について整合性を確認する必要がある。図表 13

は、これらの関係を確認するために図式化したものである。CSR 活動の目的には、ビジネ

ス開発に限らず、利益還元や慈善活動や、従業員の満足度向上、リスクマネジメント、企

業評価・ブランド向上など、個々のケースに応じて目的が異なるのは当然であるが、まず

は、この目的が明確化されているかどうかを確認する必要がある。CSR 活動内容について

は、本業との関連性の有無を確認する必要がある。そして、活動地域についても、事業と

関連した地域であるかどうかを確認する必要がある。事業との関連性がある場合は、既存

事業を展開している地域なのか、新規参入を検討している地域なのかを確認するとともに、

バリューチェーンにおける位置づけ（原料を調達している地域なのか、製造拠点等が立地

している地域なのか、市場として捉えている地域なのか）を確認して、それぞれの関係性

を明確にすることで、CSR 活動の有効性（戦略性）を評価することができる。 

 

図表 13 CSR 活動の目的、活動内容、活動地域の関係性の把握 

 
（出所）富士通総研作成 
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4.3 ビジネス開発を目的としない CSR 活動 

 CSR 活動の洗い直しとは、活動の目的を明確にし、その目的と活動内容及び活動地域と

の間に整合性がとれていることを確認することである。当然のことながら、BOP 市場で行

われる CSR 活動の全てがビジネス開発につながる必要はない。ここでは、BOP 市場にお

けるビジネス開発を目的としない CSR 活動の例を 2 つ紹介し、日本企業へのインプリケ

ーションを考えたい。 

 

4.3.1 現地大手企業による社会貢献活動 

 インド 大の IT コンサルティング企業であるタタコンサルタンシーサービシズ（TCS）

は、2002 年に従業員のボランティア活動を促進するために TCS-Maitree という組織を設

立し、職場内や外部コミュニティでの社会・環境分野のボランティア活動を運営している49。

TCS-Maitree がインド国内 63 ヶ所で実施している農村部での学校（児童の就学）支援プ

ロジェクトの一つであるムンバイ近郊の Panvel School（10 歳～16 歳の児童対象）を例に

とると、校舎建設（発電設備併設）、教材の提供、コンピューター室の整備などを支援して

いるほか、幼稚園も併設し、隣接する集落での井戸整備、女性の就業機会（織物・バッグ

製作販売）を支援している50。 

 この活動の目的と内容・地域の関係について整理すると、図表 14 に示すとおりである。

TCS-Maitree の取り組みの目的は明確で、社会的企業としての利益還元（社会貢献活動）

さらには従業員の満足度向上が主目的である。そもそも、TCS が所属するタタグループは

インド国内での知名度が極めて高いこともあって、活動の宣伝を目的としていない。活動

内容は、コンピューター教育を含んでいるため、本業との関連はあるが、CSR 活動の地域

と事業との間に密接な関連はない（あくまで本社があるインド国内を対象とした社会貢献

活動であって、原料調達、製造拠点、市場に直接関係づけた活動をしているわけではない）。 

 

図表 14 インドの現地大手企業による農村部就学支援プロジェクトの考え方 

  
（出所）富士通総研作成 

                                                  
49 主な活動内容は、①職域活動（クラブ活動、社内行事など）、②コミュニティ活動（教育・スキル開発、

生活水準向上、健康問題普及啓発、IT 教育支援）、③環境活動（自然保護、地域清掃、再生可能エネル

ギー導入）。 
50 現地ヒアリングによる情報（2011 年 7 月）に基づく。 

活動地域と事業との関連目的 活動内容と
本業との関連

直接の関連なし

従業員満足度向上

利益還元・慈善活動

関連あり
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これは、いわゆる「地場優良企業」が地域に貢献するという類の CSR 活動である。日

本企業も、日本国内では類似の事例に事欠かないだろう。逆に、例えば、インドへの新規

進出を図る（現地での実績がない）日本企業が、進出予定地域で社会貢献型の取り組みを

行っても、期待する成果（市場参入）に直結しないことには留意すべきである。 

 

4.3.2 外資系企業のリスクマネジメント 

 インドネシアで、ある外資系企業が工場周辺のコミュニティに対して公的施設の建設や

雇用などの貢献を積極的に行っている例がある51。この活動の目的と内容・地域の関係は

図表 15 に示すとおりであり、単なる社会貢献ではなく、リスクマネジメントを主目的と

した活動と考えられる。この工場が立地する地域周辺では暴動が頻発しているが、地方政

府の力が弱く、問題解決を期待できないという悩みを抱えている。企業にとっては、操業

停止リスクに直結する暴動の回避は優先課題である。このため、自らコミュニティ活動を

積極的に行うことで、その企業が地域にとって重要な存在であることを地域住民に理解し

てもらい、暴動の発生を抑制する（あるいは暴動に工場が巻き込まれないようにする）こ

とを意図している。その意味では戦略性が高い CSR 活動といえる。 

言うまでもなく、地域の特性と目的に応じた有効な CSR 活動をデザインしていくこと

は、日本企業の海外における CSR 活動においても重要である。 

 

4.4 ビジネス開発の検討 

 ここでは、BOP 市場でのビジネス開発を目的とした CSR 活動の考え方を整理してみた

い。活動の目的と内容・地域の関係性について見れば、ビジネス開発を目的とする場合、

活動内容と本業との関連性は必須であり、活動地域も本業と密接に関連があることが求め

られる（図表 16 参照）。逆に言えば、本業との関連が説明できない活動は、ビジネス開発

以外の目的への適合と必要性を再考すべきである。以下、BOP ビジネス開発のアプローチ

として、既存事業強化と市場創出（新規参入）のそれぞれについて述べる。 

 

図表 15 インドネシアの外資企業によるコミュニティ活動の考え方 

  
（出所）富士通総研作成 

                                                  
51 この事例は、シンガポールのCSR普及団体Singapore CompactのExecutive Directorである Thomas

氏からのヒアリング情報に基づく（2010 年 9 月） 

活動地域と事業との関連目的

リスクマネジメント

活動内容と
本業との関連

既存事業 製造拠点関連なし
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図表 16 ビジネス開発目的の CSR 活動の考え方 

 
（出所）富士通総研作成 

 

4.4.1 既存事業強化 

 戦略的 CSR の観点による既存事業の強化とは、既に BOP 市場（を含む新興国・途上国）

で行っている事業の社会的価値を明確にする（あるいは強化する）ことで、企業競争力を

強化するという考え方である。 

 例えば、フィリピンのマリワササイアムセラミックス（MSC）のタイル工場における

zero-wasted rice（もみ殻等の農業廃棄物）の燃料利用プロジェクトは、ビジネス開発に

つながる戦略的 CSR と考えることができる。このプロジェクトは、従来使用していた化

石燃料の 95%を農業廃棄物由来のバイオ燃料に代替するための技術開発を伴うものであ

る52。2009 年にはセラミックス業界初の農業系バイオ燃料活用技術ということで、国連工

業開発機関（UNIDO）のブルースカイ賞53を受賞している。 

このプロジェクトは、企業と社会の双方にメリットをもたらしている。企業のメリット

は、第一に燃料の安定確保につながっていることである。バイオ燃料の約 8 割を地域の精

米業者、2 割を直接農家から仕入れている54。第二に、生産されたタイルは、環境配慮型

製品として付加価値を持つ商品「グリーンタイル」として発売されている。特に、フィリ

ピン国内のエコラベル認証を取得したことで、フィリピン政府のグリーン調達基準に適合

し、公共事業向け需要拡大にもつながっている。つまり、既存事業の原料調達と市場の両

面を強化することができたということである。 

地域社会に対しては、農家の廃棄物を燃料として有償で引き取ることで、収入機会の増

加と（もみ殻を燃料化するための品質管理など）雇用機会の創出というメリットを生み出

している。また、バイオ燃料の焼却灰が、ブロック化されて有機肥料として農業に利用さ

                                                  
52 http://www.mariwasa.com/?file=kop21.php#envi 
53 再生可能エネルギー分野において新興国で も投資価値のある先端技術を表彰する制度

（http://www.unido-itpc.org/） 
54 MSC へのヒアリング情報に基づく（2011 年 7 月）。農家からの直接供給は、交通アクセスが可能な地

域（インフラ整備に加えてフィリピンが島嶼国であることも要因）に限定されてしまうために、比率を

上げられないとのこと。 



20 

れていることも、地域社会への貢献となっている55。もちろん、バイオ燃料の利用は、CO2

排出削減による地球環境問題への貢献にもつながっている。 

 この MSC の例は特別なものではなく、日本企業が既に取り組んでいる新興国・途上国

の事業においても、CSR の視点で精査すれば、類似の取り組みを発掘できる可能性は十分

あると考えられる。自社の事業活動が、自社の利益と社会（地域コミュニティ）の利益の

双方に貢献していることを具体的に示すことが重要である。 

 

4.4.2 市場創出 

 BOP 層の社会ニーズに対応した市場創出（新規参入）については、すでにいくつもの事

例が紹介されている。例えば、水・食糧分野では、水質浄化剤（P&G56や日本ポリグル57）

や栄養強化型食品（ダノン58、コカコーラ59、味の素）でビジネスモデルが構築されている。

BOP 層向けの商品の小分け販売ビジネス（ユニリーバ60）も有名である。また、インフラ

整備に関連する分野では、ソーラーランタン（パナソニック（後述））やスモークレススト

ーブ（フィリップス61）や、携帯電話を活用した通信やマイクロファイナンス（M-PESA62）

などの分野で、様々なビジネスが提案されている。 

BOP ビジネスの市場創出（新規参入）には、①他の市場（例えば新興国等の中間層市場）

に供給していた技術・ビジネスモデルを BOP 市場に適合させていく「ビジネス起点型」

と、②BOP 市場での CSR 活動を発展させる形でビジネス化させていく「CSR 起点型」に

大別することができる。例えば、パナソニックがケニアの無電化地域で展開しているソー

ラーランタン販売事業化の取り組みは、既存のビジネスの延長で開発した製品を現地で販

売するためのビジネスモデルを検討しているため、「ビジネス起点型」と考えられる63。ま

                                                  
55 MSC にとっては、自ら焼却灰を処分しなくて済むこともメリットになる。 
56 P&G は Children’s Safe Drinking Water プログラムにより、国際機関・NGO などのパートナーに水

質浄化剤 PUR を販売し、BOP 市場への普及啓発を任せている（http://www.csdw.org/）。 
57 日本ポリグルは、現地の女性販売員ネットワークを介した販売活動を主としている

（http://www.poly-glu.com/information/bop20090915.pdf）、菅原（2010）
http://www.sugawaraonline.com/BOP/METI_BOPSeminar_WorkingPaper_2010.pdf）。 

58 グラミンダノンフーズを設立してバンクラディッシュの子供向けに低下で栄養価の高いヨーグルトを

販売（http://www.danone.com/en/what-s-new/focus-4.html）。 
59 Vitingo と呼ばれる鉄分・ビタミンなどの栄養素を含む粉末を開発し、新興国・途上国向け清涼飲料に

添加（インドの例：http://www.coca-colaindia.com/sustainability/innovation.html）。 
60 2.2.2 に紹介した地域 NPO との協働と同様のケースをインド（Hindustan Unilever）にて展開

（http://www.hul.co.in/careers-redesign/insidehul/oursuccessandchallenges/shaktiprogrammeindia
.aspx） 

61 バイオマス燃料を利用し、かつ煙を屋外に排気する安価なキッチンストーブを開発・販売

（http://www.design.philips.com/about/design/designnews/newvaluebydesign/helping400million_p
eople_give_up_smoking.page）。 

62 ケニア、タンザニア、アフガニスタンなどで提供されている携帯電話を活用した送金サービス（ケニ

アの例：http://www.safaricom.co.ke/index.php?id=250） 
63 旧三洋電機が UNDP や JICA の協力を得て F/S 調査やパイロット事業に着手しているもので、ケニア



21 

た、3.3.2 に前述した味の素のガーナ栄養改善プロジェクトは、市場ニーズ（栄養改善）に

適合した製品を開発するプロセスを含む「CSR 起点型」と考えることができる。 

 「CSR 起点型」の市場創出は、積極的に社会貢献活動に取り組んできた日本企業にとっ

て、その戦略性を高めるために特に検討すべき考え方である64。図表 17 に示したように、

まずは、社会貢献目的から BOP 市場における CSR 活動に着手するわけだが、将来的にビ

ジネス開発につなげるという意識を持ちながら、ビジネスモデルを試行的に検討するとい

うことである。ビジネスモデルの検討にあたっては、対象地域の特性に応じて、社会ニー

ズの把握、商品開発、マーケティング、市場アクセス方法、バリューチェーン構築、普及

啓発方法、現地販売員などの人材育成、資金調達、資金回収などの各課題について検討す

ることとなろう。また、日本企業が新規参入を図る際には、特に、パートナーシップの活

用が重要となる。現地の状況を把握した地域の NGO やコンサルタントなどのパートナー

選定は不可欠であるし、国や地方政府の協力、あるいは国際支援機関や BOP 市場に詳し

い研究機関などの支援も検討すべきである。そして、CSR 活動からビジネス化を進めるか

どうかの判断をするためにも、活動成果の見える化を企業価値と社会価値の双方から行う

ことが必要である。 

  

図表 17 CSR 起点型のビジネス開発の考え方 

 

（出所）富士通総研作成 

 

  

                                                                                                                                                  
の複数の地域を対象に、ソーラーLED ランタンの販売方法やファイナンス方法について検討している

（http://panasonic.co.jp/sanyo/corporate/message/bop/index.html）。 
64 「ビジネス起点型」に該当する BOP ビジネス戦略については、金（2012）を参照。 
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5 おわりに－日本企業が BOP 市場にチャレンジするために 

  

これまで述べてきたように、貧困に伴う社会課題を多く抱える BOP 市場を開拓するた

めには、社会課題解決型の持続的なビジネスモデル、すなわち戦略的 CSR によって企業

と社会に win-win の関係を構築することが極めて有効である。また、このような社会課題

解決と企業利益の両立という考え方が、貧困削減を求める国際社会と CSR の戦略性向上

によって競争力強化を図る国際的な企業グループの双方から支持されるようになっている

ということでもあった。日本企業が抱える課題は、BOP 市場を含む新興・途上国で CSR

活動を積極的に行いながら、そのほとんどが本業との関係が希薄で、しかも他者の事業に

対する寄付行動を中心とする主体性のない（あるいは「他力本願」的な）社会貢献活動が

多いという事実である。ビジネス開発に CSR が戦略的に活用されていない現状をいかに

改善するかということが本研究を貫く主題である。 

 BOP 市場に関連した社会貢献活動を行っている日本企業が、まず、自問すべきことは、

「何のために行っているのか」ということである。もちろん、企業によって答えは様々で

あろう。例えば、ビジネス市場としては全く関心がない（あるいは自社のビジネス領域が

BOP 市場に適合しない）が、BOP 層の貧困削減・生活向上に何らかの形で貢献したいと

いう意識が全社的に共有されているのであれば、問題はない。純粋な社会貢献活動として、

自社企画か他者企画であるかに関わらず、企業評価や従業員満足度の向上などの間接的な

効果も期待できる。逆に言えば、現状の「他力本願」的な社会貢献活動の多さは、日本企

業が BOP 市場でのビジネスを考えていないものの、何らかの形で BOP 層の問題解決に貢

献する姿勢を見せたいというスタンスを表しているのかもしれない。 

 しかし、「次の市場」と言われる BOP 市場を新たな企業成長の源泉の一つと捉え、ビジ

ネス展開を検討しているのにも関わらず、一方では、途上国で（通常、社内のビジネス開

発部門とは別部門で）本業と関係の希薄な社会貢献活動を営々と行っているのであれば、

社内資源の有効活用という観点からも問題である。ターゲットとする市場で既に何らかの

社会貢献活動に関わっていれば、内容の見直しが望ましいし、その市場で何も活動実績が

なければ、あらためて戦略的 CSR の活用を検討するべきであろう。 

 本研究のタイトルでもある「BOP 市場開拓のための戦略的 CSR」について、企業が検

討するということは、①本気で BOP 市場での事業展開を考えるのか、②「CSR 活動≒社

会貢献活動」の認識を変えられるのか、ということを問い直すことでもある。企業によっ

ては、意識改革と経営革新を必要とすることになるかもしれない。 

日本企業の BOP ビジネスへの本気度に関しては、まだ一部の企業にとどまっているよ

うである。3.1 で述べたように、「CSR 企業総覧 2012」掲載企業のうちの 10%が BOP ビ

ジネスに取り組み中あるいは検討中であったのに対し、20%強が現行ビジネスあるいは将

来のビジネスチャンスとして位置付けていた。裏を返せば、80%の企業が BOP ビジネス

に関心を持っていない、あるいは BOP 市場での取り組みをビジネスと結び付けていない
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ということになるし、20%強の（現行あるいは将来の）ビジネスに結び付けている企業の

半分は具体的な検討に着手していないという読み方もできる。海外で多くの日本企業がこ

れまで活動してきたハイエンド市場やミドル市場と比べて、BOP 市場での事業展開の難し

さを懸念して敬遠する風潮がないとは言えない。 

 また、日本企業の CSR に対する認識に関しては、社会価値と企業価値の両立という意

識はあるものの、ビジネスへの貢献というよりは、社会貢献活動を主とする意識が強いよ

うだ。少し古い資料になるが、日本経団連が 2009 年に実施した「CSR（企業の社会的責

任）に関するアンケート調査結果」65によれば、「企業にとっての CSR の意味」の設問（複

数（3 つまで）回答）に対して、「持続可能な社会づくりへの貢献」という社会貢献目的が

82%と も高く、76%が「企業価値（ブランド力や信頼等）創造の一方策」という間接的

な企業価値を回答した。また、同調査では、回答企業の 54%が、CSR を意識したマーケ

ティング活動を実施しており、ビジネスとの関連付けはそれなりに行われていると言える。 

 社会課題解決と企業評価に関して、BOP 市場を対象としたものではないが、富士通総研

が 2011 年 5 月末に実施した東日本大震災後の復旧・復興に関するアンケート調査の結果

が興味深い66。ここでは、大震災からの復旧・復興を我が国にとっての喫緊の社会課題と

して捉え、民間企業の取り組みに期待する分野を尋ねたところ、「被災地の商品の流通・販

路開拓支援」、「被災地での雇用受入れ」、「支援物資・自社製品の提供」など、民間企業な

らではの特徴、すなわち本業を活かした分野での貢献に対する期待が大きかった。また、

復旧・復興への積極的な取り組みを企業が PR することには好意的であり67、しかもその

ような積極的な取り組みを示す企業に対しては、製品やサービスを利用したいという回答

が多かった68。この結果は、国内市場においても、①本業と CSR 活動の関連付けが期待さ

れていることと、②積極的な CSR 活動を PR することが本業の収益に寄与する可能性があ

ることを、裏付けたものである。つまり、本研究において BOP 市場開拓を目的とした戦

略的 CSR という文脈で述べてきた、CSR 活動と本業の連携そして情報発信は、BOP 市場

に限定したものではなく、国内を含めて汎用的なグローバルビジネスモデルとして有効性

が期待できるのではないか。 

 さて、BOP 市場開拓にチャレンジする日本企業が CSR 活動を戦略的に活用するために

留意すべきことは、以下の 3 点に集約されよう。第一に、新興国・途上国での CSR 活動

を、目的との整合、本業との関連性から見直すということである。ビジネス開発の入り口

として社会貢献目的から市場にアプローチする際でも、自主的活動を重視すべきである。

                                                  
65 http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2009/075/index.html 
66 2011 年 5 月 30 日～31 日にマクロミルモニタ 1,030 人（20 歳以上、被災 3 県（岩手・宮城・福島）

を除く）を対象に Web アンケートを実施したもの。富士通総研公式 HP 内オピニオン 2011 年 6 月 15
日付「東日本大震災後の企業の取り組みはどのように評価されたか」に調査結果の一部を紹介

（http://jp.fujitsu.com/group/fri/column/opinion/201106/2011-6-3.html） 
67 「大いに PR すべきだ」16%と「ある程度 PR したほうがよい」52%を合わせて 68%が賛意を示した。 
68 60%が「製品やサービスを利用したい」と回答。 
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寄付活動であっても自主企画あるいはパートナーとの共同企画によって、ターゲットとす

る市場に「自社の顔」を見せることが重要である。「他社が活動しているから自社も同様に

参加する」というような「横並び」意識による CSR 活動では、差別化は期待できない。

ビジネス化への道のりの長短に関わらず、自主的、自発的な CSR 活動の検討が望まれる。 

 第二に、戦略的 CSR を持続的に実施するための社内体制の確立と経営システムの構築

が不可欠である。例えば、社内体制が確立されていないために、戦略的 CSR を熱心に進

めていた CSR 担当役員（あるいは部門長）が変わったとたんに継続性を失ってしまうと

いうことはよくある。特に、BOP 市場の開拓には時間を要することが多いため、CSR 担

当役員（部門長）を事業戦略の策定に継続して参画するレベルとする位置づけを維持する

仕組みづくりが望まれる。 

 そして第三に、目的意識を明確にした活動成果評価とコミュニケーション戦略が重要で

ある。日本企業には、社会貢献活動を喧伝することを躊躇するような「おくゆかしい」風

潮が残っていることは否めない。しかし、2.3.2 に前述したようにグローバル企業の多くが、

自社の CSR 活動を定量的に評価して自社の活動評価とコミュニケーションのツールとし

て利用し始めていることを考えれば、同様のレベルで活動を評価し、対象とする市場のス

テイクホルダーに伝えていく努力をする必要がある。つまり、「おくゆかしさ」と表現の「あ

いまいさ」から脱却したコミュニケーション能力の獲得が求められており、これは BOP

市場に限らず、グローバルな事業展開において不可欠となってこよう69。 

 グローバル化の進展によって、今やほとんどの日本企業が、サプライチェーンを通じて、

BOP 層を多く含む新興国・途上国に関わりを持っている。持続可能な開発を目指す国際社

会の課題とされる BOP 層の貧困削減・生活向上に対して、どのような形で貢献できるか

を明確に示すことは、多くの日本企業に求められていることである。東日本大震災後の様々

な取り組みでは、民間企業の活動を含めた我が国の「現場力」の強さが再確認された。BOP

市場においても、日本企業が持つ「現場力」の強さを活かしながら、社会課題の解決と企

業利益の両立を実現する企業として存在感を高めることで、長期的な競争力につなげてい

くことを期待したい。まずは、BOP 市場にどのように関わるのか、CSR 活動が有効に活

用されているかを自問することから始めながら、従来の事業活動の枠組みにとらわれない

明確な目的志向と柔軟な発想による持続的なビジネスモデルを構築していくことが望まれ

る。本研究が、戦略的 CSR という発想から BOP 市場開拓にチャレンジすることを検討す

る際の一助となれば幸いである。 

 

 

  

                                                  
69 国内市場でも重要となってくることは、前述の東日本大震災アンケート結果からも示された通り。 
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