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0. ＢＯＰビジネス支援センターを通じた支援のあり方に関する調査結果報告と今後の方向性


波多野課長より、資料３－１を説明

1. ＢＯＰビジネスに係る資金調達の円滑化に関する調査結果報告


磯野様より、資料３－２を説明

2. ジェトロ・ＢＯＰビジネス案件形成支援事業（２０１２年度）


根本様より、資料４を説明

3. ＪＩＣＡ・今年度の振り返りと今後の方向性


山田様より、資料５を説明

4. 自由討議


【大野座長】「ＢＯＰビジネスに係る資金調達の円滑化に関する調査」に関して、社
会性の評価はどのような体制で、どのような方々が行っているのか、教えていた
だけないか。



【磯野様】社会評価を行う際には、評価指標を絞り込んだ上で、投資先企業にデ
ータを提出してもらっている。また、ファンドのスタッフが実際にフィールドサ
ーベイを行い、情報を収集している例もある。ただ、現状では比較的彼ら自身が
得意としている分野について、プロジェクトを拡大しているとのことである。例
えば、Root Capital は、スターバックス等が出資をしており、投資する分野とし
ても、コーヒー分野というのに特化しているといった形である。



【小山様】
平成 22 年度の調査結果として、ＩＲＩＳ等を用いた評価手法の策定と、
積極的な案件発掘事業計画の策定が必要だということを受け、23 年度でこのよう
な調査を行い、税制については課題を整理するという予定であった。また、社会
性、事業性の評価基準の一つとして、政府協力のビジネスコンテストの開催を検
討するということになっており、社会性評価手法についても、我が国に適した評
価の策定について検討を行うということになっていると思う。この様な計画・予
定の中で今後どういう施策につなげていくのか、実際にビジネスコンテストを行
うのか、政府が主導でやるのか、他の機関を支援するのかといった具体的な部分
にまで踏み込んでいければよいのではないか。



【山田様】ＩＲＩＳ等の指標が、資金調達の円滑化にどれぐらい役立っているの
か、また、評価される側はどの程度その指標を意識しているのか、お聞かせいた
だきたい。



【磯野様】２点目については、彼ら自身のウェブサイトやパンフレットに掲載し、
投資効果があることのアピールに用いている。
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【事務局】１点目についてだが、例えば、アキュメン・ファンド等のように、投
資家のお金だけでなく、ロックフェラー財団等からの寄付を集めているファンド
がある。こうしたファンドは、ロックフェラー財団等に対し、社会パフォーマン
スを提示することで、ファンドがＮＧＯによる非営利活動よりも優れていること
を示し、継続的な寄付を求めている。



【横尾様】これまでＮＧＯ等への寄附に回されていた資金がＢＯＰビジネスに流
れているということだが、そうすると、従来寄附活動に依存していたＮＧＯ等の
財源が食われてしまうのではないか。証券市場や株式市場に流れている資金をＢ
ＯＰビジネスに引っ張ってくるような仕組みでないと、ＢＯＰビジネスを活性化
するという本来的な目的を達成できないのではないか。



【事務局】ＢＯＰビジネスを行っている起業者は財務知識等が乏しいことが多く、
基本的な会計データすら手に入りにくい状態になっていることが多い。こうした
企業に投資するにはテクニカルアシスタントが必須となるが、投資資金からその
費用を捻出するとファンドのパフォーマンスが下がる。そのため、寄付によって
テクニカルアシスタントを行うことができれば、ファンドのパフォーマンスを高
く維持でき、結果として投資資金も集めやすくなると考えられる。



【岡田様】スターバックスが融資を行ったという話があったが、スターバックス
はどのような意識で資金を拠出しているのか。ドネーションに近いタイプの資金
としてこれを拠出しているのか、より事業寄りとして出してきているのか、お答
えいただきたい。



【磯野様】ドネーションに近い部分で拠出していると聞いている。ただ、コーヒ
ー産業の振興等に使用するという条件付きのものであったと聞いている。



【萩原様】ＢＯＰビジネスの場合、フィージビリティスタディのステージになか
なか行き着かない。ＢＯＰビジネスが最終的に目指す持続可能なビジネスの構築
とともに、貧困対策ということであれば、従来型のＩＲ重視のＦＳではなく、ベ
ーシックヒューマンニーズとの兼ね合いで、どこにフィージビリティスタディの
ポジションを置くかということを迫られる。ここが一番難しい。ＦＳのため、全
部数量化しなくてはいけないが、この金額換算は、絶対に鉛筆をなめてはいけな
い部分だと思われる。この部分にこそ、ＢＯＰビジネス進展・発展のためにも、
Project Cycle Management の手法が求められるのではないか。



【大野座長】来年度の進め方について、意見交換いただければと思う。来年度は
運営協議会の開催は２回程度になるが、新たにＢＯＰビジネスフォーラムという
形で、皆様方に参画いただくことになるものと思われる。また、ジェトロに窓口
機能や支援センターの運営を含めた恒常的な機能も設けていただけると伺ってい
る。今後どのような進め方が考えられるのか、ご意見をいただきたい。



【松浦様】昨年取り組んだ内容及びこれから取組む予定の内容について説明させ
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ていただきたい。一つは、11 月にウェブページを立ち上げ、企業の許可が取れて
いる範囲で意見交換や情報交換の実態を公開していること、また一つは、２０１
５年に終了する国連のミレニアム開発目標の次の計画の議論が始まっており、ポ
ストＭＤＧｓの議論の内容を、開発に興味を持っている企業に伝え、どのような
方向性で進めるべきか意見を聞く機会を設けたことである。今後は、開発協力総
括課と共に、民間企業による草の根無償協力の活用法に関する勉強会を設けるこ
とも検討している。その他、グローバルヘルスに関する知見を蓄積しているパシ
フィックヘルスサミットの人々に日本に来ていただきシンポジウムを行うことや、
米国大使館の協力のもとＵＳＡＩＤによる支援の経緯やその歴史と日本への導入
可能性に関する勉強会も計画している。


【横尾様】ジェトロの情報面でのＢＯＰビジネスへの支援活動にはどの程度の規
模の予算がついたのか。また、ＪＩＣＡを始めとした他の機関と連携をしていく
ことが必要だという問題意識は前からあると思うが、具体的な話し合いは進んで
いるのか、お聞かせいただきたい。



【波多野課長】まだ国会審議中ですが、今年度のＪＥＴＲＯの予算要求の中には、
ＢＯＰ関連で１億５，６００万円を盛り込んでいる。



【根本様】２点目については、相談案件に対し、その都度各機関の強みを絡ませ
ながら、よりよい案件にできるような仕組みを考えている。また、クローズドな
情報共有の場も設けようと考えている。時間はかかりますが、一つ一つの案件を
丁寧に育てていきたいと考えている。



【富野様】ＮＧＯの状況についてもシェアさせていただきたい。４年前から企業
とＮＧＯを繋げる取組みを「ＣＳＲ推進ＮＧＯネットワーク」というプラットフ
ォームを立ち上げて行ってきたが、来年度からＣＳＲに限らない連携を図るべく、
「企業とＮＧＯの連携推進ネットワーク」という新たな名称に変えて活動を展開
していく予定である。また、ＮＧＯとの連携に関する企業からの相談窓口を設け
る予定である。ＪＡＮＩＣが事務局として対応できる部分と、各ＮＧＯの専門性
を活かして対応できる部分をうまく組み合わせていきたいと考えている。ネット
ワークや各ＮＧＯの強みを活かしつつ、外務省やジェトロ等の政府系機関との連
携を図っていきたい。



【大野座長】おそらく、ジェトロの相談窓口が一つのハブになり、各機関はそれ
ぞれの持ち分でジェトロと連携して企業等の照会に応えていくことになると理解。
ＪＡＮＩＣでも企業との連携窓口ができるとのことなので、ＮＧＯに関する企業
からの照会はこちらに繋ぐことができるだろう。まさに各機関が共に取り組む仕
組みができつつあることを聞き、非常に心強く思っている。



【萩原様】先ほど、平成２３年度の案件形成活動で１３件採択されたというお話
がＪＩＣＡさんのほうからあったが、２件は我々に深く関わり合いのある会社、
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技術であり、そのうちの１件は６月のリオプラス２０に、サイドイベントあるい
は展示という形で参加される予定である。また、来年のＴＩＣＡＤ Ⅴに向けての
企業としての立ち位置が非常にはっきりしているということもあり、タイミング
的には、リオプラス２０が終わる７月を目途に、一度ＢＯＰビジネスの例として
皆様に広く紹介するセミナーを行いたいと考えている。


【星様】経産省のＢＯＰビジネス支援センター運営協議会、外務省のＭＤＧｓ官
民連携ネットワーク、ＪＡＮＩＣのＣＳＲ推進ＮＧＯネットワークがそれぞれ立
ち上がって活動が進むとともに、これら相互の間でも連携が図られている。オー
ルジャパン体制が構築できつつあり、非常に良い流れを感じている。２０１３年
にはＴＩＣＡＤ Ｖが行われる予定だが、２００８年のＴＩＣＡＤ Ⅳ時点でも既
に、民間企業によるアフリカ支援というテーマは非常に大きな重要性を帯びてい
た。経団連会長・副会長会社トップを委員とする「ＴＩＣＡＤ･日本アフリカ交流
年協力推進協議会」が外務省で立ち上がり、アフリカ開発に関して企業の意見が
求められる機会があった。また、ＴＩＣＡＤ Ⅳに際して開催された経済産業省・
ジェトロ主催のシンポジウムには８００名を超える参加者があり、非常に盛り上
がりを見せたことを記憶している。官民連携でＢＯＰビジネスとＭＤＧｓに取り
組む体制がようやくできてきた今、来年のＴＩＣＡＤ Ｖに向けて早くから手を打
っていく必要があるのではないか。



【小田様】皆さんが仰っているオールジャパンといった体制は、自分の体験から
も必要だと思われる。また、１つ感じていることだが、ＢＯＰビジネスに取り組
むには、日本の優しさ・質を分かっていただける地域に絞ることが効果的だろう。
また、ＢＯＰビジネスを始める前の段階で、現地視察等の企画を行っていただき
たい。現地に行かなければ分からないことも多く、また現地を見たからこそ思い
つくアイディアもある。是非企画していただきたい。また、もう一点感じている
ことは人の重要性だ。現地の方が、現地政府共に人の心を動かすことを何よりも
先に行うべきだと感じている。



【小山様】２点コメントさせていただきたい。一点は中小企業についてである。
現在流通政策を担当しているが、流通サービス産業、特に中小企業の支援につい
て注目している。第二第三の小田会長といったように、ＢＯＰビジネスに成功す
る中小企業を生み出すべく、支援を行っていただきたい。もう一点は、海外に進
出した際、現地で横のつながりができ、効果的な支援を行えるように、各組織が
横の連携を図れるような仕組み、プラットフォームを作っていただきたい。大使
館が中心となれば、ジェトロやＪＩＣＡ、国際機関も非常に集まりやすくなるの
ではないか。外務省の貢献を期待する。また、一つ心強い動きがある。１月２４
日の総理の施政方針演説の中に、アジアのインフラ需要と巨大な新・中間層の購
買力を取り込んでいくことがとても重要であり、そういった方法で成長を続けて
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いくことが、我が国の国益を実現するための最大の戦略目標だということが入っ
た。また、一昨日の予算委員会でも総理自身が新中間層という言葉を使っており、
政府の中でもこの分野に取り組む状況が出てきたのではないかと感じている。引
き続き皆さんにも是非御協力いただきたい。


【守山様】中小企業の海外進出支援に関しては、中小企業庁からも是非お願いし
たい。中小企業の技術を持って、海外のＢＯＰ層へのアプロ―チを行うことに非
常に注目している。ただ、中小企業には人材育成という課題がある。現地での販
路開拓や現地政府との関係構築等を賄える人材が不足している。我々としても人
材育成には取り組んでいく予定であり、是非ご一緒させていただきたい。



【齋藤様】海外における支援についてだが、外務省においても、現地ではジェト
ロやＪＩＣＡ、民間企業との連携を拡大ＯＤＡタスクフォースとして推進してい
る。また、民間連携に関しては、現在は相談が来るのを待っていることが多いが、
これからは前面に出、我々の方からヒアリング等を行い、情報収集・情報発信を
行っていきたいと考えている。また草の根無償についても、積極的に活用してい
きたいと考えているので、皆様からも情報やアドバイスをいただければと思って
いる。



【大野座長】様々な取組みがつながってきており、非常に頼もしく思っている。
ＩＦＣも途上国現地にオフィスがあると思うので、特にアフリカを含め、オール
ジャパンを超えた連携ができるのではと期待している。来年度はこれまでの課題
を基に、日本・海外でのハブとなるべく、またオールジャパン体制を構築できる
べく取り組んでいきたい。



【波多野課長】平成２４年度は、一つでも多くの成功事例をここで共有できれば
と思っている。ＦＳまではいくが、実業の段階まで進んでいる例はまだ非常に尐
ない。それらが進み始め、ＡＤＢやＪＢＩＣに話が行くほど、資金需要が膨らん
でくる段階までぜひ持っていきたいと思っている。皆様の協力よろしくお願いい
たします。
以
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上

