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民間開発支援（
民間開発支援（PDA）
PDA）に関する勉強会
する勉強会、
勉強会、補足資料
・ 民間開発支援（特に企業）の開発効果を考える着眼点 ①開発インパクト、②プロセス、等
・ 公的資金で支援を行う理由 ①追加性、拡張性、②フロンティア市場、レバレッジ効果、等

①BOPビジネス
ビジネスの
類型：
ビジネスの3類型
類型：貧困層に
貧困層に何をもたらすか
をもたらすか？
アプローチ

BOPビジネス
BOPビジネスの
ビジネスの例
・栄養食品
・浄水装置
・洗剤やシャンプー（小型化）
・衛生的な公衆トイレ
・防虫剤を織り込んだ蚊帳
・小規模電力ネットワーク、
太陽光発電、等

①貧困層の基本的
ニーズに応える

②貧困層の生産性を
向上させる

③貧困層の収入を
増やす

・送金機能を備えた携帯電話
・安価で耐久性あるPC、及び農業・
教育・医療等の情報ソフト提供
・生産資機材、小規模灌漑システム
・マイクロファイナンス、等
・アグリビジネスのバリュー・チェーン
構築と技術支援
・一村一品運動、等

貧困層の
貧困層の位置づけ
位置づけ

消費者

消費者、生産者、流通・
小売業者、従業員、企業家

生産者、流通・小売業者、
従業員、企業家

↓
貧困層の
貧困層のエンパワーメント
（内在する能力を引き出す）
（出所）筆者作成

（出所）大野泉「開発からBOPビジネスをみる」2章、『BOPビジネス入門』菅原・大野・槌屋、2011（近刊）

②プロセス：
プロセス：貧困層と
貧困層とパートナーを
パートナーを組むとは？
むとは？
企業

調達

結果

生産・製造

流通

消費

バリューチェーン
パートナーへの
経済的なインパクト

アイデアや
アイデアやニーズの
ニーズの提供
原材料生産
サプライヤー

労働力

労働力

商業利益

顧客

他の開発・環境・
社会的なインパクト

BOP層
層
（出所) PWC「動き出した40億人 ネクストボリュームゾーンへのアクションはいかに
BoP/インクルーシブビジネス支援」を参考に作成 www.pwcjp.com
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民間セクター
民間セクターによる
セクターによる開発協力
による開発協力：
開発協力： 開発効果を
開発効果を考える枠組
える枠組と
枠組と評価手法
企業が
企業が参照可能な
参照可能な分析ツール
分析ツール・
ツール・事例
アプローチ
事例
1 Local assessment: Livelihood impact & stakehoder views
SAB Miller/PwC assessment of 'enterprise development'
企業活動の途上国現地でのインパクトを分析
in the supply chain
（雇用・賃金、技能開発、企業開発、文化・社会
Diageo/LBG assessment of 'Water of Life' projects
的問題、資源開発の影響等）
Body Shop assessment/verification of Community Trade
Anglo American Social Economic Assessment Toolbox
Vodafone assessment of the impact of mobile phones
企業経営・環境マネジメント、インフラ・財・
サービスの供給、雇用・技能開発、現地調達・ WBCSD Measuring Impact Framework
納税等
2 Value chain footprinting
特定分野のバリューチェーン全体を視野に
Oxfam Poverty Footprint Methodology（バリューチェーン分
入れて企業活動が貧困層に与えるインパクトを 析に加え、現地での開発インパクト、マクロ経済の観点を含
分析
め包括的な分析を試みる）
Uniliever/Oxfam assessment of Uniliever Indonesia
Pro-poor mapping of tourism value chains
(ODI, IFC, SNV, etc.)
3 Economic contribution and multipliers
企業活動が途上国経済に与える乗数効果、
Uniliever (economic footprint in South Africa)
GDPへの寄与等、マクロ経済的観点からの分析 SABMiller (contribution to SAB to South Africa's
Tourism Sattelite Accounts
4 Scorecard performance, reporting against fixed indicators
一定の指標に基づいて企業活動を評価
Global Reporting Initiative (GRI）indicators
UN Global Compact indicators
'Good for Development' label
インフラ投資の持続可能性・貧困削減への
ASPIRE (A Sustainability Poverty and Infrastructure
インパクト評価（ソフトウェア）
Routine for Evaluation)
（出所）Approaches to assessing business impacts on development (Draft framework paper for May 12, 2009
meeting 'Harnessing the power of the private sector for development' organized by DFID, ODI, and Business
Action for Africa を参考に作成

開発金融機関が
開発金融機関が導入している
導入している評価手法
している評価手法・
評価手法・ツール
主に、財務、経済、環境・社会、民間セクター開発の観点から開発効果を分析
・国際金融公社（IFC）: Development Outcome Tracking System (DOTS）
・ドイツ投資会社（DEG）: Corporate-Policy Project Rating
・欧州復興銀行（EBRD）: Transition Impact Monitoring System (TIMS)、等

（出所）IFC website より “IFC’s Evaluation Framework for Investments”

