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【要旨】 

 

年収 3,000 ドル未満の低所得者（BOP）層は世界全体で 45 億人を超え、5 兆ドル規模

の購買力は新興・途上国市場の消費支出総額の 52%を占める。新たな市場開拓のために、

BOP 層を、購買対象とするだけでなく、包括的にバリューチェーンに取り込みながら継続

的な利益を目指すインクルーシブビジネスの構築が注目されている。その際に不可欠な社

会課題解決の視点は、既存市場では得られない革新的なビジネスモデルの開発を促すもの

となる。新興・途上国で急速に普及が進んでいる情報通信技術（ICT）は、社会課題解決

のための技術として高い潜在力が評価されており、様々な分野での活用が期待されている。 

世界各地でインクルーシブビジネスの取り組みが進むにつれて、外部障壁や内部障壁の

課題分析や、ターゲット市場の特質などの研究が蓄積されつつある。BOP 市場をビジネス

チャンスと捉える日本企業は増えてきたが、実際にインクルーシブビジネスに取り組んで

いる企業はわずかであり、試行錯誤の段階である。国内で ICT 関連企業を多く含む業種（電

機と情報・通信）では、インクルーシブビジネスに積極的な関心を持つ企業が多く、具体

的な取り組みの進展も平均以上であるが、ICT を活用した取り組みは限られている。 

ICT 企業が関与するインクルーシブビジネスのプロジェクトは、①既存ビジネスの応用

型、②啓発→市場創出型、③新規事業立ち上げ型、④対現地政府のシステム案件開発型の

4 つのパターンに大別できる。インクルーシブビジネスへの参入には、通常のビジネスと

は異なる組織や人的ネットワークに加えて、長期的な戦略との整合性がカギとなる。日系

企業が、現地の人材活用に一日の長がある欧米企業と差別化する方策の一つとして、現地

で必要な人材を日本国内で長期育成する「丁稚奉公モデル」の検討を提案したい。 

バングラディシュの事例では、中長期の販売戦略に整合したプログラムを進める

Microsoft、重要顧客と密着しながら将来のビジネスチャンスの拡大を目指す Huawei、他

国 BOP 市場向けの R&D 拠点として活用する Samsung など、収益への直結には至らない

が、社会課題解決と事業継続性の両立を目指す大手 ICT 企業の多様な取り組みが見られた。 

ICT 投資の拡大とモバイル機器の普及が進むなか、社会課題解決に資する新たなビジネ

スモデルを提案できる市場は拡大している。先行取り組みによる知見を活かしながら、よ

り柔軟な発想による創意工夫が日本企業にも求められる。 

 

キーワード：市場開拓、インクルーシブビジネス、ICT 
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1 はじめに 

 

日本企業がグローバル戦略を考える上で、新興国さらには途上国市場の攻略の重要性は

増すばかりである。その新興・途上国市場において、多くのグローバル企業が試行錯誤を

続けているのが、BOP（ベースオブピラミッド）市場におけるビジネスモデルの構築であ

る。BOP とは年収 3,000 ドル未満の低所得者層のことであり、従来、ビジネスの対象とい

うより国際的な援助対象と見られがちであった。しかしながら、国際金融公社（IFC）に

よれば、BOP 層の人口は世界全体で 45 億人を超え、2010 年における総合的な購買力は 5

兆ドルに達すると言われている1。これは新興・途上国の消費支出総額の約 52%を占める

ほどの市場規模である。この BOP 市場を産業別の構成について見ると、食料・飲料部門

が 47%と圧倒的なシェアを持ち、以下、住宅部門、衣類・フットウェア部門、エネルギー

部門と続いている（図表 1 参照）。新興・途上国の経済成長は、BOP 層の多くの人々の所

得の向上、ひいては購買力の向上につながることが期待されることから、BOP 市場は、今

後大きなビジネス機会をもたらす新たなボリュームゾーン（「次の市場」）として注目され

ている。 

 

図表 1 BOP 市場の産業別内訳（2010 年） 

 

（出所）IFC（2014） 

（注）金額単位は 10 億ドル（2005 年購買力平価換算） 

                                                   

1 IFC（2014）では、新興・途上国 92 カ国の年収 3,080 ドル以下の家計データを基に、2010 年の BOP

市場規模を 2005 年購買力平価換算で 5 兆 400 億ドルと算出している（“Global Consumption Data for 

Inclusive Business”）。 
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とはいえ、先進国や中間・富裕層市場に比べれば、BOP 市場は貧困に伴う様々な社会課

題を抱えることが多く、個々の購買力も小さい。このため、BOP 市場に適合したビジネス

を成立させようとすれば、地域の実情に応じた社会課題を解決しながら、ビジネス継続に

十分な利益を確保するというビジネスモデルの構築が不可欠となる2。 

このようなビジネスモデルは、昨今、インクルーシブビジネスと呼ばれている（図表 2

参照）。持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）では、インクルーシブビジネ

スを、バリューチェーンを含む企業活動を通じて、商業ベースで BOP 層の人々に雇用や

起業の機会を創出するビジネスソリューションと位置づけている3。BOP 市場に限定した

ビジネスを行うというより、BOP 層のニーズを考慮したビジネスモデルを検討しながら、

通常の経済活動に BOP 層を取り込み、ビジネスを継続・拡大していくことが望まれてい

る。 

 

図表 2 インクルーシブビジネスの考え方 

 

（出所）富士通総研作成 

 

                                                   

2 地域などの社会課題解決に資する企業の取り組みの一つに社会貢献活動があるが、社会貢献活動は直接

的な企業利益を期待しない。本来、社会貢献活動には企業利益の還元という側面があり、企業業績に左

右されがちであるため、地域にとっても社会課題解決のための自立的かつ持続的なビジネスモデルが構

築されるほうが望ましい。BOP 市場開拓のための戦略的な CSR の考え方は、生田（2012）で整理し

ている。 

3 http://www.inclusive-business.org/inclusive-business.html  
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http://www.inclusive-business.org/inclusive-business.html
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インクルーシブビジネスが注目されるもう一つの理由は、社会課題解決の視点をビジネ

スに組み込むことで、これまで検討しなかった革新的なビジネスモデルの開発を促すこと

が期待されることである。例えば、BOP 層が直面する食料、水、衛生、住宅、ヘルスケア

などの課題を解決するための製品やサービスを供給する方法を検討したり、エネルギー、

通信、金融、保険などの主要インフラや社会システムの整備の強化について、ビジネスと

して成立させたりしようとすれば、成熟市場において高い支払い能力のある層を対象とし

た従来型のビジネスとは異なる創意工夫が求められよう。一方で、BOP 層の平均年齢は低

く、若者が多い傾向があるため4、特に新たな技術を活用した製品やサービス、ビジネスモ

デルを受け入れやすく、革新的なビジネスモデルを導入する機会が拡大しやすいのではな

いかという期待もある。 

昨今、新興・途上国を中心とした社会課題解決を促す技術の一つとして、情報通信技術

（ICT）の潜在力が注目されている。新興・途上国における ICT 投資の拡大とモバイル機

器の普及は急速に進んでいる。国際電気通信連合（2014）の推定では、新興・途上国にお

ける携帯電話普及率（住民 100 人あたりの加入契約数）は 2014 年末には 90%に達し、全

世界の携帯電話加入契約数の 78%を占めると考えられている5。同じく 2014 年末の新興・

途上国のモバイルブロードバンド普及率（住民 100 人あたりの加入契約数）はまだ 21%で

あるが、全世界の加入契約数のシェアで見れば 55%となっている。WBCSD（2012）は、

ICT の活用によって、新興・途上国の社会課題解決が可能な産業分野（農業、食品、健康、

緊急対応、水・エネルギー、金融・保険、教育、公共サービスなど）と活用可能な技術（遠

隔データ収集、教育・普及啓発、双方向通信・トレーニング、分析・報告、地理情報・ト

ラッキング、遠隔サービスなど）の組み合わせを例示している6。新興・途上国における

ICT の普及・活用は今後さらに進むことは間違いなく、ICT が社会課題解決の新たな駆動

力となることが期待されている。 

以上のような背景から、本レポートでは、インクルーシブビジネスを巡る状況について、

先行取り組みから抽出・体系化された課題や、日本企業の動向などについて整理したうえ

で（2 章）、ICT 企業によるインクルーシブビジネスの活用に関する考え方の整理と先行取

り組みから ICT 企業のアプローチを類型化するとともに（3 章）、バングラディシュにお

ける ICT 企業の事例研究を行い（4 章）、日本企業の課題と ICT 企業のインクルーシブビ

ジネスモデル構築のあり方を考察した（5 章）7。 

  

                                                   

4 IFC(2014)によれば、BOP 層の 44%が 20 歳以下、61%が 30 歳以下とのこと。 

5 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2014-e.pdf 

6 WBCSD (2012) “Information and Communication Technology: An enabler for inclusive business 

solutions” 

7 本レポートは、1 章と 2 章が生田、3 章と 4 章が大屋・加藤、5 章を生田・大屋が担当した。 



4 

2 インクルーシブビジネスを取り巻く潮流 

 

2.1 インクルーシブビジネスの研究蓄積 

 2000 年代以降、BOP 市場のビジネス機会への注目が高まるにつれて、世界各地で民間

企業や公的機関などによるインクルーシブビジネスに対する取り組みが活発になってきた。

具体的な取り組みが進むにつれて、インクルーシブビジネスの課題もまた浮かび上がるよ

うになってきた。インクルーシブビジネスにおける課題は、従来のビジネスで直面する課

題とは異なるものが少なくなく、近年、これらの課題の分析や対策に関する研究が蓄積さ

れつつある。 

例えば、IFC は 2005 年以来、インクルーシブビジネスを展開する 400 以上の企業に 110

億ドルを投融資してきた経験と関連調査を基に、2010 年に、企業の外部に存在する障壁と

して、5 つの中核的課題（①顧客範囲の拡大、②金融サービスへのアクセス促進、③発想

と行動の転換、④適正商品とサービスの設計、⑤価格設定及び支払い方法の策定）を挙げ

て、具体的な対策を例示している（図表 3 参照）8。そして、パートナーシップの構築や

テクノロジーの活用が、これらの課題への対策の重要な原動力としての役割を果たしてい

るとしている。 

 また、WBCSD（2013）9は、インクルーシブビジネスの成立にはビジネスの規模拡大

（scale-up）が必須であり、そのためには、前述の外部障壁に加えて、企業内部すなわち

組織上の障壁を克服する必要があるとしている。このような内部障壁として、相互連関す

る 3 つの課題（①投資に対する機会費用、②戦略と行動の不一致、③能力のギャップ）が

あるとし、その対策を整理している（図表 4 参照）。 

 Shimanis and Duke（2014）10は、BOP 市場でのビジネスを成功させるためには、ま

ずは小規模でも BOP 市場での収益モデルの確立を最優先すべきとしている。そのために

は、ターゲットとする市場の性質の見極めが極めて重要であり、BOP 市場が直面する課題

として、①消費者行動の変化と、②製品の製造・流通方法の変化、を理解する必要がある

としている。具体的には、消費者の習熟の必要性と、市場の成熟度（バリューチェーン修

正の必要性）のそれぞれを 3 段階に分類した組み合わせから、ターゲットとする市場の性

質を 9 分類した事業機会マップを基に、それぞれの市場に最適なビジネスモデルを検討す

べきとしている（図表 5 参照）。 

 

 

                                                   

8 IFC（2010）「インクルーシブ・ビジネスの成功例」 

9 WBCSD (2013), “Scaling up inclusive business” 

10 Simanis and Duke（2014）“Profits at the Bottom of the Pyramid” Harvard Business Review 

October 2014 
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図表 3 インクルーシブビジネスの外部障壁 

課題 対策 

顧客範囲の拡大 流通チャネルの共有 

非公式チャネル 

ミニ・フランチャイズ 

地域密着型代理店・仲介者 

ハブアンドスポーク 

金融サービスへのアクセス促進 キャッシュローン 

現物支給の運転資本貸付 

マイクロリース 

発想と行動の転換 上昇志向型マーケティング 

試用販売 

コミュニティネットワーク 

トレーニング 

当事者意識 

適正商品とサービスの設計 小袋・小分けビジネス 

モジュール式 

共用アクセス 

実質本位の商品とサービス 

プロセスの単純化 

価格設定および支払い方法の策定 プリペイド 

利用回数制 

段階的価格設定 

補助金 

（出所）IFC（2010）を基に富士通総研作成 

 

図表 4 インクルーシブビジネスの内部障壁 

課題 対策 

投資に対する機会費用 ポートフォリオアプローチ 

最高幹部の支援 

総合的な価値の定量化 

外部の投資家の活用 

戦略と行動の不一致 ビジネスプランとの連動 

企業内「温室」からの脱却 

パフォーマンス目標の調整 

別会社設立 

能力のギャップ 外部のパートナーの活用 

中核となる能力の内部化 

専門能力の開発支援 

中核的研究拠点の設立 

（出所）WBCSD（2013）を基に富士通総研作成 
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図表 5 BOP 市場の事業機会マップ 

 

（出所）Simanis and Duke（2014）を基に富士通総研作成 

 

 

2.2 日本企業の動向 

2.2.1 インクルーシブビジネスへの取り組み 

インクルーシブビジネスに取り組む日本企業も徐々に増えている。東洋経済新報社

「CSR 企業総覧」によれば、2014 年の掲載企業 1,305 社の 8.4%（110 社）がインクルー

シブビジネス11に「すでに取り組んでいる」、6.1%（80 社）が「検討中」と回答している。

つまり、14.6%（190 社）の企業がインクルーシブビジネスへの取り組み・検討に着手し

ていることとなり、2011 年（掲載企業 1,117 社）における取り組み・検討中の企業の比率

9.9%（111 社）と比較すると、大幅に増加している（図表 6 参照）。また、製造業と非製

造業を比較してみると、製造業の方がインクルーシブビジネスへの取り組み・検討に積極

的であり、この傾向は過去 4 年間で拡大している。 

                                                   

11 設問では「BOP ビジネス」の名称を使用 

競合者の市場の
征服
主要成功要因

新市場へのコンピテンシー移
転のビジネスプロセスとコア
能力の成文化

グリーンフィールド
市場の拡大
主要成功要因

新たな文化的背景へのビジ
ネスモデル適用を容易にする
柔軟な固定資産モデル

新市場の創出

主要成功要因

高掛金収入（高売上総利益
＋高価格帯）

ディストリビューション
の拡張
主要成功要因

非伝統的なパートナーとの
パートナーシップ

新チャネルの創出

主要成功要因

スモールビジネスの拡大を育
成し、低い労働資本を含むビ
ジネスモデル

新ビジネスモデルの
開発
主要成功要因

消費者行動の変化に対する
戦略を含むビジネスモデル

ターゲット
マーケティング
主要成功要因

無学で疑り深い消費者への
メッセージ戦略

製品の再デザイン

主要成功要因

新製品をテストする対象外の
消費者に対するラピッドプロト
タイピング

新製品の開発

主要成功要因

各社会経済セグメントに合せ
た製品提供を可能とするブラ
ンドプラットフォーム

消
費
者
の
習
熟
の
必
要
性

小

大

バリューチェーン修正の必要性小 大

成熟市場
投資額：5万米ドル以下

投資回収：1-3年

フロンティア市場
投資額：50万米ドル以上

投資回収：10年以上

成長市場
投資額：20万米ドル以上

投資回収：4-7年
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図表 6 インクルーシブビジネスへの取り組み状況 

（出所）東洋経済新報社「CSR 企業総覧」を基に FRI 作成 

（注）設問では「BOP ビジネス」の名称を使用 

 

 

詳細に見ると、「すでに取り組んでいる」企業は、比率および企業数が年々増加してい

るものの、「検討中」の企業の比率は 2013 年から 2014 年にかけて 6.5%から 6.1%に減少

しており、企業数は 79 社から 80 社への微増にとどまっている。この直近（2014 年）の

「検討中」企業の比率減少は、製造業、非製造業とも同様の傾向が見られた。このことは、

新規にインクルーシブビジネスの取り組みを開始する企業が頭打ちになっているというこ

とを必ずしも意味しない。例えば、2014 年に新たに「すでに取り組んでいる」と回答した

企業 21 社の内訳をみると、前年「検討中」であった企業は 5 社、前年に無回答であった

企業は 6 社、新規対象（前年対象外）の企業が 10 社であった12。すなわち、「検討中」の

回答を経て「すでに取り組んでいる」と回答する企業は少数派であり、「検討中」企業の比

率（企業数）の増減が、「すでに取り組んでいる」企業の比率（企業数）の増減に直結して

いるとはいえない。このように、全体的にインクルーシブビジネスに取り組む企業（「検討

中」と「すでに取り組んでいる」の合計）は増え続けているといえるが、2013 年から 2014

年にかけて、その伸びは鈍化している。インクルーシブビジネスの取り組みに検討・着手

                                                   

12 2013 年から 2014 年の「すでに取り組んでいる」企業数の純増は 19 社である。これは、前年の「検討

中」企業のうち 2 社が無回答に転じたため。 
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しようとする企業が頭打ち傾向にあるかどうかを現時点で判断するのは早計であるが、次

年（2015 年）のデータが公開されれば、今後の動向がより明確になってくるだろう。 

 

2.2.2 インクルーシブビジネスの位置づけ 

インクルーシブビジネスの位置づけについて見ると、2014 年時点で「現行ビジネス」と

して位置づけている企業の比率は 4.3%（56 社）であり、2011 年の 2.3%（26 社）から年々

増えている（図表 7 参照）。一方で、2014 年時点で「将来のビジネスチャンス」として位

置づけている企業数 288 社は、2013 年と同数であったため、全体に占める比率は 2013 年

の 23.8%から（対象企業数が増えた）2014 年には 22.1%と減少する結果となった。この

ため、インクルーシブビジネスを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

心を持っている企業数の合計は 2014 年に 344 社と前年（332 社）より微増したものの、

全体に占める比率は 27.4%から 26.4%に減少した。 

 

 

図表 7 インクルーシブビジネスの位置づけ 

（出所）東洋経済新報社「CSR 企業総覧」を基に FRI 作成 

（注）設問では「BOP ビジネス」の名称を使用 
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 ちなみに、前項 2.2.1 で述べたインクルーシブビジネスへの取り組み状況との関係を見

れば、2014 年のデータでは、取り組みを「検討中」の企業（80 社）の 79%（63 社）が「将

来のビジネスチャンス」と考えており、「すでに取り組んでいる」企業（110 社）では 46%

（51 社）が「現行ビジネス」、35%（39 社）が「将来のビジネスチャンス」として位置づ

けている。また、「検討中」企業の 21%（17 社）と「すでに取り組んでいる」企業の 18%

（20 社）は、無回答あるいは（ビジネスではなく）社会貢献活動とみなしていた。 

 逆に、インクルーシブビジネスの位置づけから、同じく 2014 年データから取り組み状

況との関係について見ると、当然、「現行ビジネス」として位置づけている企業（56 社）

のほとんどの 91%（51 社）が「すでに取り組んでいる」状況である（残りの 9%（5 社）

の取り組み状況は無回答）。また、「将来のビジネスチャンス」として位置づけている企業

（288 社）の場合、22%（63 社）が「検討中」、14%（39 社）が「すでに取り組んでいる」

にすぎない。つまり、「将来のビジネスチャンス」として位置づけている企業の約 2/3（186

社）は、インクルーシブビジネスに対する関心はあるが、具体的な検討には着手していな

い状況ということができる。 

 このように、現段階では利益が確保できるビジネスとして成立している取り組みは少な

いが、その数は着実に増えている。一方で、インクルーシブビジネスに対する関心の広が

りはやや落ち着きを見せ始めており、将来のビジネスチャンスとしてその実現可能性の見

極めに慎重になってきているようである。また、製造業の方が、非製造業と比べて、ビジ

ネスチャンスを期待し、取り組みに検討・着手する企業の比率が高い。 

  

2.3 国内 ICT 企業の動向 

 国内 ICT 企業におけるインクルーシブビジネスへの取り組みと位置づけの動向につい

てみるために、東洋経済新報社「CSR 企業総覧」の業種分類から、ICT 企業をカバーする

業種として、製造業の「電気機器（電機）」と非製造業の「情報・通信」を抜き出した。図

表 8 は、2014 年における製造業全体（680 社）と電機（114 社）、非製造業全体（625 社）

と情報・通信（104 社）のそれぞれについて、インクルーシブビジネスへの取り組みと位

置づけを比較したものである。 

電機については、インクルーシブビジネスに「すでに取り組んでいる」企業の比率が

16.7%（19 社）、「検討中」が 9.6%（11 社）というように、取り組み・検討中の企業が対

象企業の 26.3%（30 社）を占めており、製造業全体の取り組みを大きく上回る結果となっ

ている。また、インクルーシブビジネスの位置づけについても、「現行ビジネス」5.3%（6

社）、「将来のビジネスチャンス」33.3%（38 社）というように、製造業全体よりもビジネ

スとしての関心が高いようである。一方、情報・通信は、インクルーシブビジネスの取り

組み（「すでに取り組んでいる」6.7%（7 社）、「検討中」4.8%（5 社））と位置づけ（「現

行ビジネス」4.8%（5 社）、「将来のビジネスチャンス」16.3%（17 社））の双方とも、非
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製造業全体とそれほど大きな違いは見られなかった。 

このように電機と情報・通信を ICT 企業とした場合、インクルーシブビジネスに関して

積極的な考えと具体的取り組みの進展が見られたが、ICT を活用した取り組みは限られて

いる。特に電機の場合、電気製品の製造・販売を主とする（ICT を主業務としない）企業

が多いこともあり、何らかの積極回答をした 48 社のうち、取り組み内容を開示している

のは 22 社で、さらに ICT 活用が明確な企業はわずか 4 社であった。一方、情報・通信業

の場合、積極回答をした 24 社のうち取り組み内容を開示した 9 社中 7 社において ICT 活

用が明確であった。結局、今回のデータでは、ICT 活用を具体的に示した国内企業は 11

社に過ぎず、その取り組みは端緒についたところと考えるほうが妥当である。また、その

取り組みについても、企業自らがインクルーシブビジネスと見なしているだけであり、内

容が BOP 層を取り込みながら、社会課題の解決とビジネスの継続・拡大を可能する取り

組みなのかどうかは、精査する必要がある。 

 

 

図表 8 国内 ICT 企業のインクルーシブビジネスの取り組みと位置づけ（2014） 

①インクルーシブビジネスの取り組み  ②インクルーシブビジネスの位置づけ 

 

（出所）東洋経済新報社「CSR 企業総覧」を基に FRI 作成 

（注）設問では「BOP ビジネス」の名称を使用  
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3 インクルーシブビジネスに ICT企業が関与する際のパターン 

 

 インクルーシブビジネスにおける ICT の利用は、情報格差を解消するだけでなく、市場

へのアクセスを容易にしたり、取引コストの削減を実現するなど、BOP 層が今まで接続で

きなかった機会を提供することに寄与している13。携帯電話の普及が BOP 層においても顕

著だが、それ以外にも様々な活用が進んでいる。ICT 企業がインクルーシブビジネスに関

与するケースを調査整理14する中で、次のようなパターンが見られることが判った。①既

存ビジネスの応用型、②啓発→市場創出型、③新規事業立ち上げ型、④対現地政府の

システム案件開発型の 4 つである。この章ではそれぞれのパターンについて事例を踏

まえて解説する。 

 

3.1 ICT企業の関与パターン 

3.1.1 既存ビジネスの応用型 

 このパターンは、既に、自社が保有する製品・サービスを仕様の変更など行わず、その

まま提供・導入するものである。例えば、ヒューレット・パッカード(HP)15では、アフリ

カ諸国を対象にした mPedigree16という医薬品における消費者保護サービスで、クラウド

のインフラとセキュリティシステムを提供している（図表 9 参照）。このサービスでは、

医薬品を購入する個人が携帯電話からショートメッセージ（SMS）で店頭に並んだ医薬品

の商品コードを送信すると、製薬会社によって登録された正規医薬品データと照合され、

判定結果が SMS で通知される。mPedigree Network という NGO が同サービスを運営し

ている。偽物の流通により損失を被っている複数の製薬会社が共同で資金を提供すること

で運用資金は賄われている。 

HP にとっては、既存の製品・サービスを提供するだけでよく、また同 NGO には製薬

企業から資金が提供されているため確実に代金回収が得られる手堅いモデルといえる。

mPedigree は、その後インドでも事業展開し、その際も HP がシステムを納入しており、

単なる納入業者ではなく、事業展開のパートナーとして連携しているといえよう。 

 

 

                                                   

13 Business Call to Action (ビジネス行動要請 BCtA)、国連開発計画のレポート「Breaking Through: 

Inclusive Business and the Business Call to Action Today Mapping Challenges, Progress and the 

Way Ahead」2014 では、インクルーシブビジネスにおける ICT 利用の効用について整理されている。

http://www.businesscalltoaction.org/wp-content/uploads/2014/09/BCtAImpactReport_BreakingThr

ough.pdf  

14 国際連合各機関（世界保健機関、国連開発計画、世界銀行グループ 国際金融公社他）、アジア開発銀

行が各ウェブサイトに取り上げるケースを中心に ICT 企業の関与を文献とインターネットで追跡調査

を行った。 

15 HP http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=814373#.VRjKt_yql0Q 

16 mPedigree http://mpedigree.net/  

http://www.businesscalltoaction.org/wp-content/uploads/2014/09/BCtAImpactReport_BreakingThrough.pdf
http://www.businesscalltoaction.org/wp-content/uploads/2014/09/BCtAImpactReport_BreakingThrough.pdf
http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=814373#.VRjKt_yql0Q
http://mpedigree.net/
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図表 9 mPedigree におけるＨＰのケース 

 

（出所）富士通総研作成 

 

 

一見、単なるモノ売りにも見える例であるが、NGO と社会課題の解決（この場合は薬

品の偽物流通を阻止する）を対等のパートナーとして推進するという関係が構築されてい

るからこそ、その後の事業拡大での自社製品サービスの提供につながっている17と言える。

従来の販売流通網に依存するだけでなく、社会課題をしっかりと解決していける NGO な

ど非営利組織を見つけ、深い関係性を構築していけるかがカギとなる。 

 

3.1.2 啓発→市場創出型 

このパターンは、現状では ICT を利用する需要がゼロ又は小さく、ICT を利用するため

の知識・ノウハウが利用者に不足しているような場合に時間をかけて需要を創り上げてい

くものである。 

IBM では、インドの遠隔地への商品・サービスの流通を、ICT によって効率化する

Drishtee18社の事業を、技術者等の人材派遣や資金援助によって支援している（図表 10

参照）。同社では農村部において、農業関連の情報・製品・教育・サービスの提供や、農村

と都市の市場を直接つなぐサービスの構築などの事業拡大を目指している。派遣された

IBM 社員は、ボランティア19で技術プラットフォームとソフトウェアの開発、市場調査、

                                                   

17 mPedigree の新たなサービス展開においても HP がパートナーとなっている。 

http://mpedigree.net/articles/most-innovative-personal-health-record-systems-mpedigree  

18 Drishtee Development And Communication Ltd. http://www.drishtee.com/  

19 From Smarter Cities to smarter villages Bringing digital innovations to India’s farmers and 

villagers         

http://mpedigree.net/articles/most-innovative-personal-health-record-systems-mpedigree
http://www.drishtee.com/
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事業管理および運営体制の整備等を行っている。 

Microsoft20も同様に、農村で作成された手工芸品等を e コマースによって販売する事業

を Drishtee 社と立ち上げている。地域のキオスク経営者が産品をウェブサイトに出品する

役割を担うが、その際の端末（タブレット型 PC）の提供や操作方法および手順について

の教育、指導を Microsoft が支援している。 

IBM、Microsoft 両社にとって、このケースはすぐに収益が獲得できる見込みは少ない。

反面、投下資本もボランティアスタッフの派遣や、一部の機器提供等、限定的である。長

い期間の地道な活動が求められる。このような場合、収益が獲得できるビジネスモデルの

構築というよりは、未開拓市場での自社ブランドの認知向上や、潜在顧客への需要喚起が

目的になっていると考えられる。 

このよう場合、折角活動しても単なる慈善活動に陥る可能性も考えられる。中長期的に

どのような構想で進出地域においてビジネスを立ち上げていくか、その戦略との整合性や、

事業拡大につながるビジネス・パートナーの選定が重要になる。各国毎に販売代理店を選

定するといった従来型のサプライチェーン構築に留まらず、各国・地域が抱える社会課題

を議論する国際会議など、営利活動領域に限定されない場への参加を通じて非営利セクタ

ーの NGO 等をビジネス・パートナーとするなどの発想も必要となる。 

 

図表 10 Drishtee 社における IBM、Microsoft のケース 

 

（出所）富士通総研作成 

                                                                                                                                                     
http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/grants/centennial_grant_dristee_2011.ht

ml   

20 Partners with Deep Local Roots Can Make the Difference 

http://blogs.microsoft.com/firehose/2011/10/20/partners-with-deep-local-roots-can-make-the-differe

nce/  

http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/grants/centennial_grant_dristee_2011.html
http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/service/grants/centennial_grant_dristee_2011.html
http://blogs.microsoft.com/firehose/2011/10/20/partners-with-deep-local-roots-can-make-the-difference/
http://blogs.microsoft.com/firehose/2011/10/20/partners-with-deep-local-roots-can-make-the-difference/
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3.1.3 新規事業立ち上げ型 

このパターンは、ICT 企業が自ら、BOP 層を対象に現地の社会課題やニーズに合わせた

サービスを新規に立ち上げるものである。インドでは現地企業の Tata Consultancy 

Service による mKrishi21や ITC Ltd.による e-Choupal22（いずれも農村を対象とした情報

配信等のサービス事業）等の例がある。（図表 11 に mKrishi のケースを示した）。Vodafone

のケニアの子会社 Safaricom によるモバイルバンキング事業 M-PESA23のように、グロー

バル企業の現地子会社が事業を展開する場合もある。 

事業の設計段階において現地の課題、ニーズを的確に捉えるだけでなく、サービス開始

後の想定外の事象に応じて内容を変更したりすることが要求される等、現地企業だからこ

そできる対応の早さや柔軟性がカギになる。 

自前であるが故に、BOP 層にサービスが浸透することが実現24すれば、獲得した顧客層

を対象に付随するサービスやその他のサービスを提供していくプラットフォームとしてビ

ジネス領域が拡大することもある。 

 

図表 11 mKrishi のケース 

 

（出所）富士通総研作成 

 

                                                   
21 http://www.tcs.com/offerings/technology-products/mKRISHI/Pages/default.aspx  

22 http://www.itcportal.com/businesses/agri-business/e-choupal.aspx  

23 http://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/my-m-pesa-account  

24 実現については、BOP 層にとってサービスへのアクセスが容易で、且つ支払い能力の範囲であること

が前提だが、その他にも、参入市場における政府規制の未整備に起因するような特殊事象もインクルー

シブビジネスの場合、その成否を左右する。 

http://www.tcs.com/offerings/technology-products/mKRISHI/Pages/default.aspx
http://www.itcportal.com/businesses/agri-business/e-choupal.aspx
http://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/my-m-pesa-account
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日本、欧米企業からすると既にサービスを立ち上げた企業との業務提携や M&A で参入

する方策もあろうが、いずれにしても先進国から市場に入り込んでサービスを立ち上げる

にはハードルが高いアプローチといえる。 

 

3.1.4 対現地政府のシステム案件開発型 

このパターン25は、現地政府のシステム開発案件を受託するものである（図表 12参照）。

発展途上国の中央、地方政府においても、ODA や国際機関の支援を受けながら、政府の

電子化が推進されている。開発規模は様々だが、1 件あたり数億～数十億円規模になるも

のもある。政府業務の効率化や、アクセスの向上、政府プロセスの透明化が狙いである。

また、行政サービスの利便性や信頼性を向上することは外国企業からの直接投資を呼び込

むためにも重要であることから、各国政府における行政の電子化の政策的優先順位は高い。 

ICT 企業にとっては、単体のプロジェクトもさることながら、政府のプロジェクトに参

加する実績を重ねることで、当該国における他のビジネスへの基盤づくりになることも期

待される。開発案件が海外から融資を受けるプロジェクトでは国際競争入札により機材の

納入業者やシステムの開発業者が選定されることが一般的である。現地企業や価格競争力

のあるインドのシステム開発企業など、開発における人件費が低く抑えられる企業による

応札が多くみられる。 

 

図表 12 現地政府開発案件におけるステークホルダー 

 

（出所）富士通総研作成 

                                                   

25 ADB(アジア開発銀行)が手掛けるプロジェクトの中から、承認（Approved)されたプロジェクトの内、

"ICT"及び"Transport and ICT"のカテゴリーに属するプロジェクトを分析したもの。ネパールの電子政

府プロジェクトを１例として挙げる。多くのケース場合、社会インフラや交通インフラのプロジェクト

の中に ICT の利用が含まれており、ICT の活用のみのケースは少ない。

http://adb.org/projects/details?proj_id=38347-022&page=overview 

http://adb.org/projects/details?proj_id=38347-022&page=overview
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欧米の大手 ICT 企業においては、提携する現地企業を介して、自社ソフトウェア・製品

を販売・供給しており、直接受注する例はあまり見受けられない。いわゆる「手離れのよ

い」状態をつくり、プロジェクトの失敗や遅延等のリスクを低減し、着実に収益を上げる

ビジネスを展開している。 

直接受注する場合は、開発は勿論のこと、開発後の運用を担うパートナーの存在、人材

の育成、確保が必要になる。また、ODA や国際機関が支援する案件では、公的機関に所

属するコンサルタントや、民間コンサルティングファームが仕様、設計の策定支援にあた

っていることが多く、これら組織との関係構築、情報収集も重要である26。 

 

3.2 ICT企業におけるインクルーシブビジネスへの参入のカギ 

前節で紹介した ICT 企業におけるインクルーシブビジネスへの参入のパターンを整理

し、俯瞰してみると図表 13 のようになる。 

 

3.2.1 通常のビジネスとは違った組織や人的ネットワークの重要性 

それぞれ形は異なるが、通常のビジネスの範疇で想定されるパートナーや代理店という

狭義の関係だけでなく、現地が抱える社会課題に取り組む政府機関、国際機関、NGO、

NPO など幅広い機関との日常的な意見交換を通しての情報収集・信頼関係構築が参入に

必要な要件になっている。そうした関係性を起点にプロジェクトを組成し、ビジネスの機

会を各社とも狙っている。 

 

図表 13 ICT 企業におけるインクルーシブビジネスへの参入パターン一覧 

 

（出所）富士通総研作成 

                                                   

26 JICA, 世界銀行の ICT 分野担当者からのヒアリングによる。 
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インクルーシブビジネスの領域には、地域の枠を超えて世界規模で社会課題解決を推進

する団体が多数存在する。国連や、世界銀行、アジア開発銀行等の国際機関だけでなく、

各種基金や財団が社会課題の克服を掲げて活動をしている。こうした非営利の活動ながら

潤沢な資金を背景に活動している団体との連携を模索し、インクルーシブビジネスの需要

がある市場へ着実に入り込むための足掛かりを世界規模で見つけることが重要となる。そ

のためには、環境や貧困問題等、社会課題の解決を目的とした国際会議への参加などを通

して、通常のビジネスライン以外の人的ネットワークを創り上げることが必要になる。 

構築したネットワークと連携して、自社による支援やビジネスモデルにより社会課題の

解決を表明する際には、自社単独の声明ではなく、国際機関や、会議の総意として発信し

ていくことも重要である。自社のインクルーシブビジネスが単なる利益追求の活動ではく、

非営利セクターと協調することで同時に社会課題の解決を目指すものであるという位置づ

けを得ることになる。 

 

3.2.2 長期的な戦略との整合性 

今回紹介した 4 つのパターンにおいて、各 ICT 企業はリスクとリターンのバランスを考

慮し、自社のリソースやビジネスで対応できるパターンを見極めた上でインクルーシブビ

ジネスに参入している。既存の製品、サービスを投入し、短期間に利潤を得るものから、

中長期的な市場開拓を目指して当面の利益獲得は見込めない中でも自社の認知向上、パー

トナーとの関係構築を企図したと思慮されるケースも存在する。 

重要なのは、どのパターンにおいても、将来的に対象とする地域でどのようなビジネス

を展開していきたいのかという長期的な戦略の中で、取り組むインクルーシブビジネスを

しっかりと位置付けられるかということである。それぞれのパターンは、いずれも長期的

な戦略に基づいたインクルーシブビジネス参入の 1 つのフェーズであるともいえる。日本

の ICT 企業がインクルーシブビジネスに参入する際には、自社が持つリソースや取り得る

リスク、目指す利益規模の大きさ等に加え、長期戦略とのつながりを考えてビジネスモデ

ルを見極めることが不可欠であるといえる。 

 

3.2.3 日系 ICT 企業の現実的なインクルーシブビジネス参入の可能性～丁稚奉公モデル

の提案～ 

ここまで ICT企業のインクルーシビジネス関与における 4つのパターンと展開に必要な

要素等について論じた。では、実際に日系の ICT 企業はどのようにしてインクルーシブビ

ジネスに取り組んでいけばいいのだろうか。速やかな体制構築が適えばよいが、一足飛び

に実現に結びつけるのはなかなか難しいのが現状ではないだろうか。ここでは、一例とし

て「丁稚奉公モデル」について提案してみたい。 

発展途上国の多くは社会インフラ構築や法整備が進んでおらず、地政学上にも不安定な

地域が多い。インクルーシブビジネスの推進には現地の文脈を理解し、多様な人的ネット
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ワークを構築しながら様々な状況の変化に対応できる人材であると同時に、日系 ICT 企業

の事業内容や商習慣にも精通した人材を確保することが必要になる。従って、単純に現地

で人材を確保するだけでは十分とは言えない。欧米企業であれば、欧米に留学した人材を

採用して、現地人材に登用することも容易である。だが、欧米に比して日本に留学する学

生は、絶対数が圧倒的に少ない。 

では、これをどのように克服すればよいだろうか。発展途上国各国に進出する前に必要

な現地人材を日本国内で育成し、その後、現地の商習慣のみならず、地域の社会課題とイ

ンクルーシブビジネスを結びつけることができる人材を確保しようというのが「丁稚奉公

モデル」である。江戸時代の商家の「丁稚奉公」の制度にならい、自社の事情を理解した

人材をまず日本国内で育成し、「暖簾分け」に代わって、出身各国に帰国後にインクルーシ

ブビジネスの担当者として活用しようというものである。 

日本に留学している学生を採用する、または各国でインクルーシブビジネス担当者を直

接採用する方法だけに依存しようとすると、前述のとおり、欧米勢に一日の長がある。こ

ため、人材採用・育成を全て自前で実施することにこだわらずに、産学官で連携して必要

な人材を確保することを提起したい。例えば、国際協力機構（JICA）では、ICT の技術者

育成を民間企業各社と連携して実施している。JICA 側では、政府開発援助（ODA）を実

施する中で、各国からインフラ・ハードの整備に加えて、人材の育成についての期待が一

層高まっている。従来のようにいわゆる「箱もの」だけの援助では、システムの運用が出

来ず、折角の設備導入も宝の持ち腐れになってしまうことから、自分達で運用、整備がで

きるようにして欲しいという声が、現地の政府からも強く出ている。 

ODA の枠組みと、一企業がインクルーシブビジネスを検討する際の目的が必ずしも当

初から一致する訳ではないが、産学官が連携し、win-win の関係を構築して現地に必要な

人材を確保できれば、一社だけでなく、日本全体でもインクルーシブビジネスを日系企業

が取り組む際の人材育成を進めることにもつながる。日本の ODA 支出額は現在も世界有

数の規模を誇る27。今まで蓄積された途上国との関係をインクルーシブビジネス開発に大

いに活かすことができる可能性があると言えるだろう。現地人材育成支援に積極的に取り

組むことはインクルーシブビジネスが単に低所得層向けに購入可能な製品・サービスを提

供するだけでなく、中長期的に BOP 層が経済的に成長・発展することに寄与するといえ

る。丁稚奉公モデルのように自社のインクルーシブビジネスの開発を進めると同時に、現

地の人材育成を兼ね備えるインクルーシブネス（包括性）が成立することで、他国のイン

クルーシブビジネスとは差別化の図れるモデルの構築も可能となるのではないだろうか。 

  

                                                   

27 総支出額で世界第２位、純支出額で同４位。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki.html 
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4 バングラディシュにおける ICT企業のインクルーシブビジネスの取り組み 

 

 前章では ICT 企業について 4 つのインクルーシブビジネスのパターンをみたが、本章で

はバングラディシュ人民共和国（以下、バングラディシュ）に進出している大手 ICT 企業、

中でも IBM, Microsoft, HUAWEI, SAMSUNG各社のインクルーシブビジネスの取り組み

を紹介する28。 

 

4.1 バングラディシュの概況と ICT市場 

 インドの東に隣接するバングラディシュは人口 1 億 5,250 万人を擁する。2000 年以降

の平均経済成長率は 6.1%（～2013 年）と、発展途上国の中では、高成長持続とはいかな

いが、比較的安定的に経済成長を続けている。しかしながら、一人あたり GDP は 960 ド

ル（2013 年）に留まり、未だに人口の約 3 割は最貧層に属している29。 

 バングラディシュ国内の ICT の市場規模は約 4 億ドルで、GDP に占める ICT の市場規

模は 1％にも満たない。技術者の数は約 7 万人と非常に小規模である。ソフトウェアの輸

出高を見ると 2006～2013 年平均で毎年 20％超の拡大を見せている。2013 年には輸出額

は 1 億ドルを突破した。輸出先は米国が 6 割超を占める。今後の ICT の市場拡大の余地が

大きいと見込まれる。近年は隣国インドでの ICT 技術者の賃金上昇が著しいが、それに比

してバングラディシュの技術者の賃金はインドの半分以下であり、難易度の低い事業から

アウトソーシング先として徐々に注目を浴びている30。政府も ICT 分野への投資を推進し

ており、産業団地の整備や ICT 企業誘致にも積極的である。 

 

4.2 バングラディシュにおける大手 ICT企業の取り組み 

4.2.1 IBM のケース ～目的、手段、提携パートナーが整わず～ 

 IBM のバングラディシュ進出は非常に古く、1964 年に溯る。このため、政府や金融機

関、大学など大規模事業者では圧倒的な市場シェアを有する。しかしながら、市場規模が

小さいこともあり、2001 年以降、同国におけるビジネスは現地のパートナー企業に移管し

ている。 

                                                   

28 文献での調査に加え、現地調査、関係者ヒアリングについては一般財団法人アライアンス・フォーラ

ム財団の協力を得て調査を実施した。 

29 バングラディシュの概況については、外務省、JETRO、JICA のバングラディシュのページを参考に

作成。 

外務省：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/bangladesh/data.html 

JETRO：http://www.jetro.go.jp/world/asia/bd/#basic 

JICA：http://www.jica.go.jp/bangladesh/ 

30 バングラディシュの ICT 産業概況については、「Bangladesh Beckons」(KPMG, 2012)を参考にした。

https://www.kpmg.com/BD/en/Documents/UNITC%20KPMG%20Whitepaper.pdf 
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そのような中、隣国インドの IBM 統括拠点が主導する形で、2011 年に現地大学生向け

に無償で技術者を養成するプログラムの立ち上げを発表している。IBM の同プログラム立

ち上げの目的は、自社製品・サービスのプロモーションを企図したものである。しかしな

がら、プログラムの立ち上げは表明されたものの、活動の進展を見られずにいる。 

プログラムの推進が図られないのには、プログラムを実行する際のステークホルダーと

現地拠点との連携がなかなか進んでいないことや、IBM が今回目的として掲げるプロモー

ションと、提供しようとした技術者養成では目的に乖離があることなどが理由であるよう

に推量される。 

 

4.2.2 Microsoft のケース ～自社の中・長期の販売戦略に上手くインクルーシブビジネ

スを位置づける～ 

 Microsoft は 2004 年から現地に子会社を設立し事業を展開している。直接の販売は、現

地パートナー企業に委ねているが、OS の販売、データベース、保守・メンテナンスサー

ビスを提供しており、最大の顧客はバングラディシュ政府である。 

Microsoft にとってのバングラディシュ国内での最大の懸案事項は、海賊版占有率が 9

割を超えていることである。今後のビジネスの伸長を企図する場合、海賊版利用者を排除

するのではなく、正規品へのコンバートを促進することが重要と考えられており、以下の

ようなプログラムが行われている。 

  

① Microsoft Security Cooperation Program 

 正規品の利用を促進するために、知的所有権の保護や、サイバー攻撃対応など必要なセ

キュリティー上の対策整備を無償で政府や大学などの教育機関に提供するプログラムであ

り、正規品利用へのコンバートを推進するために具体的な方策をユーザーである政府等に

提供するものである31。情報セキュリティー上の問題はバングラディシュ一国に限定され

ず、インターネット上の他のネットワークへの被害を及ぼすことも懸念される。このため、

海賊版の利用可能性がある相手であっても、積極的に関与して Microsoft 自身や他のユー

ザーへの被害軽減を推進することは、同社にとって経営上重要な要素と考えられる。また、

情報セキュリティー対策というシステムの根幹に関与することで、広く将来のビジネス拡

大に寄与することも期待ができる。 

サービスを受ける政府や大学にとって、自力では難しい情報セキュリティー対策を無償

の支援で進められるメリットは大きい。安全な ICT の利用促進は、政府にとっても、効率

的かつ開かれた電子政府サービスを提供することにつながる。さらに、途上国等において、

                                                   
31 http://www.microsoft.com/bangladesh/AboutMicrosoftBangladesh.aspx 

http://www.microsoft.com/casestudies/-/American-International-University-Bangladesh-AIUB/Uni

versity-and-Microsoft-Promote-IT-Security/4000003506 

http://www.highbeam.com/doc/1P3-1883539431.html 
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政府の運営能力向上がもたらすメリットは国民にとっても大きい。 

 

②Partners in Learning (PiL) Program 

 前述のプログラムと同様に、中長期的な正規品の同社製品利用促進を目的とするが、こ

のプログラムは末端の利用者を対象とするものであり、学校の教員の ICT リテラシー向上

を目的として提供されている。 

バングラディシュ国内の各営業所内に配置された Education Leader という専任ポスト

と PiL Manager32 が、営業担当と共に顧客にプログラムを提供している。ICT リテラシ

ーの向上を目指したプログラムの実施と同時に、教育関係者や生徒向けに割引価格での

OS を販売したり、無料のクラウドサービスを提供しており、プログラムの実施を通じて

顧客の囲い込みを目指すものと考えられる。また、現地の NGO である BRAC と提携して

いるほか、British Council が戦略的パートナーとして同プラグラムに加わっている。 

2006 年から開始された同プログラムは、すでに 14,000 名の学校教員へのトレーニング

を実施している。単純な ICT 機器の利用方法獲得に留まらず、情報処理、問題解決、コミ

ュニケーション促進等に ICT がどのように活かせるかという視点で、現地人材のトレーニ

ングが行われている。 

 

このように Microsoft のケースでは、目的とする海賊版から正規品へのコンバート促進

と、顧客の囲い込み、そして提供するプログラムであるセキュリティー対策や能力開発が、

整合性をもって実行されている。また、自社の営業部門の人材配置やミッションの設定、

現地 NGO 等との連携が構築されており、プログラムの推進が順調に進んでいるケースと

いえる。 

 

4.2.3 HUAWEIのケース ～重要顧客に密着したインクルーシブビジネスの展開～ 

 HUAWEI は今や通信機器大手であるが、中国国外への海外進出は 1996 年のロシアが最

初であった。大手が寡占する先進国では参入障壁が高いことに加えて、外交・安全保障上

の問題から、当初進出できる海外市場は発展途上国に限定されていた。バングラディシュ

へは HUAWEI にとって早期となる 1998 年に進出しており、現在では、現地の大手通信

キャリア各社に深く入り込んでいる。今後とも、高いシェアで、通信機器の販売、通信イ

ンフラの設置ビジネスを推進することを目的としている。バングラディシュでは携帯電話

の普及はかなり進んでいるが、第 3 世代、第 4 世代回線への設備投資はまだまだこれから

で、HUAWEI にとっては今後も重要な市場である。 

  

                                                   

32 https://www.linkedin.com/jobs2/view/2695553 
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① Phone Lady プロジェクト 

HUAWEIの顧客である携帯通信キャリアGrameenphoneが提供するプロジェクトであ

り、農村地域の女性に携帯電話を貸与し、農村地域の人が電話や情報アクセスサービスを

利用できるようにするものである33。低所得の農村地域の女性の現金収入機会の確保と、

農村地域におけるデジタルデバイド解消を目的としている。HUAWEI は戦略パートナー

として、このプログラムに必要なネットワーク機器の提供や、サービスのカスタマイズを

実施し、サポートしている。 

 

②太陽光発電を利用した基地局の導入 

 Phone Lady プロジェクト同様、Grameenphone と共同で実施するプロジェクトであり、

太陽光発電とディーゼル発電で独立して稼働するハイブリット型の第 4 世代回線基地局の

設置を実施するものである。 

 電力事情が不安定なバングラディシュ内において、特定の電源に依存しない基地局を提

供し、安定した通信インフラを提供することが重要な目的である。また、太陽光の利用に

よって二酸化炭素排出削減の効果も期待できる。 

 HUAWEI は 2～3 年での投資回収を想定しており、顧客からの要望に応えながら、独自

の技術開発にもつなげようとしている。 

 

 HUAWEI のケースは、顧客である Grameenphone と徹底的に連携し、現地の社会課題

解決の要望に応えるために、インクルーシブビジネスを通じて、顧客基盤の強化を図って

いる。また、現地の課題と提携するステークホルダーのミッションに対する自社能力の親

和性を高め、インクルーシブビジネスを活用しながら自社のビジネスチャンスの拡大を進

めている。 

 

4.2.4 SAMSUNGのケース 

 SAMSUNG は、R&D 拠点をバングラディシュに 2011 年に開設し、その後も拠点の規

模の拡大を進めている34。多国籍企業としては、初めてバングラディシュ国内に R&D 拠

点を開設したケースになる。 

 SAMSUNG にとっては、比較的低賃金でエンジニアが確保できることを企図している

ほか、イスラム教が主たる宗教であるバングラディシュにおいて、他のイスラム圏の途上

国向けのソフトウェアや製品の開設の拠点としての活用を目的としている。R&D 拠点は

                                                   

33http://www.huawei.com/jp/about-huawei/corporate-citizenship/huawei-csr/csr-activities/asia-pacific

/ 

http://www.huawei.com/en/about-huawei/sustainability/sustainability-report/index.htm 

http://www.csreurope.org/huawei-phone-lady#.VDN59Wdxm00 

34 http://techworldbd.com/samsung-rd-institute-bangladesh/ 
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自国や先進国に設置されることが多い中、需要サイドを対象とするのではなく、供給サイ

ドに注目してインクルーシブビジネスを展開しているケースと言える。 

 バングラディシュにとっては、R&D という付加価値の高い雇用機会が提供されること

に加えて、関連するビジネス機会の拡大など、供給サイドでの機会拡大に寄与することが

期待されている。 

 

4.3 まとめ 

本章で述べてきたバングラディシュにおける大手 ICT 企業のインクルーシブビジネス

の取り組み事例は、図表 14 のように整理できる。IBM のケースは、目的と手段が乖離し

たためにプログラムの進捗が見られなかった。一方、中長期の販売戦略に整合したプログ

ラムを進める Microsoft、重要顧客と密着しながら将来のビジネスチャンスの拡大を目指

す Huawei、他国 BOP 市場向けの R&D 拠点として活用する Samsung などは、これまで

のところ、収益に直結する取り組みには至ってないものの、継続的な取り組みが進んでい

る。 

 

図表 14 バングラディシュにおける大手 ICT 企業のインクルーシブビジネスの取り組み 

 

（出所）富士通総研作成 
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これらの事例におけるビジネスの対象や考慮する時間幅などの内容は様々だが、現地の

社会課題解決を企図するものであると同時に、中長期的な自社のビジネス拡大という目的

と整合性がとれるかが、インクルーシブビジネスに取り組む際の重要なポイントであるこ

とがわかる。社会課題解決だけにフォーカスしてしまうと、事業継続性の観点から、実施

が困難となりかねない。このため、直接的、短期的に売上・利益に貢献することは難しく

ても、中長期的に市場シェアの拡大や、ブランド力の向上、既存顧客との関係強化等に寄

与することが、インクルーシブビジネスには要求される。また、提携する政府や企業、NGO

との目的の首尾一貫性も求められよう。一方的なサービスの提供が実施されても、提携先

のミッションに寄与するものでなければ、継続的に事業を進めるのは難しい。企業にとっ

て、インクルーシブビジネスを実施する根本的な目的が何であり、その延長線上に実施す

る手段が規定できるかどうかが問われることになる。 
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5 おわりに 

 

 BOP 市場が注目されるようになってから 10 年以上が経つ35。この間、グローバル企業

や国際機関、政府、NGO 等による様々な取り組みが進むにつれ、BOP 市場に対する認識

も変化してきた。London ら（2014）は、BOP 層を消費者、生産者、起業家とみなしてビ

ジネス機会を探していた時代「BOP1.0」から、BOP 層をパートナー、同僚、アドバイザ

ーとして共にビジネスを創出しようとする時代「BOP2.0」への変革が進んでいるとし、

これまで以上にイノベーションと協調が必要とされるようになったとしている36。 

 2 章で述べたように、BOP 市場をビジネスチャンスと捉える日本企業は増えているもの

の、多くの企業が試行錯誤の域を出ていない。インクルーシブビジネスの課題についての

国際的な研究蓄積は 2.1 に紹介したとおりだが、特に日本企業にとっては、①社会貢献活

動との関連付けと、②BOP 市場に対する視野の拡大、が克服すべき課題として挙げること

ができる。 

日本企業はこれまで社会貢献活動に多く関与してきたが、本業との関連づけが希薄であ

る。特に海外では、社会貢献活動の内容が事業戦略と無関係に決められるばかりか、そも

そも活動内容自体が把握されない傾向にあるようだ37。社会貢献活動は利益を追求するも

のではないが、海外で社会貢献活動が行われる地域の多くは新興・途上国であることから、

これらの地域において、本業のビジネスを関連づけたインクルーシブビジネスに発展させ

る可能性を検討する機会を確保することが望まれる。そのためには、海外拠点を含めて、

社会貢献活動の担当部門とビジネス企画部門の連携を進める必要があるだろう。 

 また、インクルーシブビジネスを「BOP 市場限定のビジネス」という狭い視野で捉えて

しまうと、事業の発展性が損なわれるばかりか、「ターゲット市場と関係ない」と結論づけ

られてしまい、社内合意が得られにくくなる懸念がある。このため、新興国や途上国の市

場開拓の一つのアプローチとして、従来のターゲット市場と（バリューチェーンを含めた）

BOP 市場の連続性を考慮して、BOP 層に対する社会課題解決の要素を持つインクルーシ

ブビジネスの活用可能性を検討するという姿勢が肝要である。すなわち、インクルーシブ

ビジネスの実施を目的とするのではなく、市場開拓を行う地域において社会課題を考慮し

ながら事業展開を図るという取り組み方が望ましく、結果的にそのような地域で定着した

ビジネスモデルがインクルーシブビジネスに該当するということとなろう。 

                                                   

35 Hart and Prahalad (2002) “The Fortune at the Bottom of the Pyramid” において、BOP が始めて定

義され、ビジネス機会について言及された。 

36 London, Sheth and Hart (2014) “A Roadmap for the Base of the Pyramid Domain: Re-energizing 

for the Next Decade” 

37 日本経団連社会貢献活動実績調査（2012 年度）によれば、グループ連結対象企業の社会貢献活動の具

体的内容について、国内グループ企業では 92%の活動がある程度把握されているのに対して、海外グ

ループ企業の把握は 63%にとどまっている。さらに、社会貢献活動の内容を決定する際に、90%の企

業が国内では事業拠点やマーケット所在地との関連性を考慮しているのに対して、海外の活動について

考慮する企業は 73%となっている。 



26 

日本企業の中でも、インクルーシブビジネスのモデル構築に踏み出す取り組みも出始め

ている。例えば、パナソニック（非電化地域のソーラーランタン事業）38や味の素（乳幼

児の栄養改善プロジェクト）39などは、試行錯誤を経ながらビジネス化のためのスケール

アップのフェーズに移行しつつある。これらのプロジェクトに共通するのは、製品開発と

いう技術面のイノベーションに加えて、販売チャネルの拡充、バリューチェーン改善、普

及啓発などの現地の実情に適合したビジネスモデルのイノベーションに取り組んでいると

いうことである。特に、ビジネスモデルのイノベーションには、国際的な援助機関やNGO、

現地パートナー等との連携が極めて重要となる。 

このように BOP 市場におけるビジネスチャンスが注目される一方で、昨今の地域紛争

やテロの脅威、さらには感染症の大流行などに代表される地政学的リスクの高まりは、イ

ンクルーシブビジネスの事業環境を検討するうえでも懸念材料である。BOP 市場を含む新

興・途上国のリスクに対して、より慎重な見極めが必要とされていることは確かである。 

ところで、インクルーシブビジネスにおける ICT の役割を考える場合、社会課題解決を

促す技術としての重要性と高い潜在力が評価される一方で、ICT の機器やサービス単体の

提供では、社会課題を解決する手段になりづらいという課題がある。例えば、他業種のビ

ジネスモデルでは、食品供給によって栄養面での改善が期待されることや、洗剤供給によ

って衛生面での改善が期待されるなど、一般消費財の供給そのものが社会課題解決の手段

となるケースがある。しかし、ICT 分野の場合、たとえば、パソコンや通信機器、システ

ムの供給単体で、何らかの課題を直接的に解決できることは少ない。逆に、多様なステー

クホルダーが（ICT の利用自体を目的とするのではなく）、ある目的のために ICT を利用

することによって、初めて社会課題の解決につながるというケースもある。このため、よ

り一層、様々なステークホルダーとの連携の構築が必要となることが、ICT を活用したイ

ンクルーシブビジネスを検討する際の難しさといえよう。 

本レポートの後半では、海外企業の取り組みを中心に、ICT 企業が関与するビジネスモ

デルと、バングラディシュにおける ICT 企業の取り組み事例を見てきた。現時点では、日

本の ICT 企業に比べて、社会課題の解決とビジネスとを関連付けるビジネスモデル構築の

取り組みを進めている海外企業が存在するということである。ここで紹介した事例は、決

して日本企業が採用できないものではない。むしろ先行事例などから蓄積された知見を活

かしながら、より柔軟な発想による創意工夫によって、いかに自社の取り組みに活かして

いくかを検討することが肝要である。 

ICT 投資の拡大とモバイル機器の普及が進むなか、社会課題解決に資する新たなビジネ

スモデルを提案できる市場は拡大している。ICT を活用したインクルーシブビジネスの検

討においては、プロジェクトに関わる多様なステークホルダーとのコミュニケーションを

                                                   
38 http://panasonic.net/sustainability/jp/lantern/ 

39 http://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/ghana/ 
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円滑にするためにも、ICT の特徴でもある間接的な社会課題解決への貢献を含め、プロジ

ェクトに伴う社会課題解決へのインパクトを評価することが重要である。さらに円滑な事

業展開を図るために、社会課題解決と収益面の評価を含む PDCA サイクルの導入や、関連

部署の意思疎通の強化など、社内体制の整備を進めていくことはいうまでもなく、3 章に

紹介した長期的な人材育成のための「丁稚奉公モデル」も、一つの検討材料となろう。新

たな市場開拓を進める手法として、ICT 活用を考慮したインクルーシブビジネスを戦略的

に検討できるかどうかが、日本企業に問われている。 
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No.413 地域エネルギー事業としてのバイオガス利用に向けて 加藤  望 (2014年2月)

No.412 中国のアジア経済統合戦略：FTA、RCEP、TPP 金  堅敏(2013年11月)

No.411 
我が国におけるベンチャー企業のM&A増加に向けた提
言－のれん代非償却化の重大なインパクト－ 

湯川  抗
木村 直人

(2013年11月)

No.410 中国における産業クラスターの発展に関する考察 趙  瑋琳(2013年10月)

No.409 
木質バイオマスエネルギー利用の現状と課題 
－FITを中心とした日独比較分析－ 

梶山 恵司(2013年10月)

No.408 
3.11後のデマンド・レスポンスの研究 
～日本は電力の需給ひっ迫をいかにして克服したか？～

高橋  洋 (2013年7月)

No.407 ビジョンの変遷に見るICTの将来像 Innovation and 

Technology Insight Team
(2013年6月)

No.406 インドの消費者・小売業の特徴と日本企業の可能性 長島 直樹 (2013年4月)

No.405 
日本における再生可能エネルギーの可能性と課題 
－エネルギー技術モデル(JMRT)を用いた定量的評価－ 

濱崎  博 (2013年4月)

No.404 System Analysis of Japanese Renewable Energy 
Hiroshi Hamasaki

Amit Kanudia
(2013年4月)

No.403 自治体の空き家対策と海外における対応事例 米山 秀隆 (2013年4月)

No.402 
医療サービス利用頻度と医療費の負担感について 
高年齢者の所得と医療需要、負担感に関するシミュレー
ション 

河野 敏鑑 (2013年4月)

No.401 グリーン経済と水問題対応への企業戦略 生田 孝史 (2013年3月)

No.400 
電子行政における外字問題の解決に向けて 
－人間とコンピュータの関係から外字問題を考える－ 

榎並 利博 (2013年2月)

No.399 中国の国有企業改革と競争力 金  堅敏 (2013年1月)

No.398 
チャイナリスクの再認識 
－日本企業の対中投資戦略への提言－ 

柯   隆(2012年12月)

http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/research/ 
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