
新興市場でビジネスを成功
させるには？

新興市場に進出するチャンスを模索する企業のうち、
経済ピラミッドの下層部（BOP層）と呼ばれる45億人の
人々を、潜在的な顧客、新たな供給元、または流通
や小売の戦略的パートナーと考える企業が増えていま
す。一方で、企業の進出戦略を立てるために必要な
ごく基本的なデータすら見つからないことがしばしばあ
ります。

こうしたインクルーシブ･ビジネスの機会を探る初期段
階のリサーチや分析のために、世界銀行グループは最
も包括的な開発途上国の個人消費パターンに関する
最新データを公表しました。

世界銀行グループが発表した家計支出に関する最新データを利用し、
新興市場でのビジネスチャンスをつかむ

Global Consumption Databaseへのアクセスはこちらから： http://datatopics.worldbank.org/consumption

>>	 特定の商品やサービスへの消費者の既存の需
要や支払い意欲を測定

>>	 潜在的な需要が眠り、さらなる投資や連携によ
ってそれを開放できる部門を特定

>>	 個別のビジネス機会を精査するために、さらなる
市場調査が必要な分野を明確化

Global Consumption Databaseを活用してできること：

どんなデータが手に入る？

Global	Consumption	Databaseは世界の100万世帯以上を
対象とした調査から得られたデータのまとまりです。このデ
ータベースを用いて、消費額とその表やグラフを取得し、分
析に必要なデータをダウンロードすることが可能です。また、
データは以下のように、いくつかの方法で分類することもで
きます。	

国	ー	92の開発途上国、新興市場を国別に分類

地域	ー	都市部と農村部に分類

消費区分	ー	支出を大、中、小、最小の区分に分類

産業	ー	飲食料、住宅、衣料･履物、エネルギー、交通(運
輸）、保健医療、情報通信技術、教育、日用品、水道、金
融サービスの12の部門に分類

部類	ー	飲食料部門では乳製品、穀物、食肉･魚類、果
実･野菜など、全体で25の準部門レベルに分類

個別商品･サービス	ー	乳製品部類では生乳、保存乳、
卵、バター、チーズなど、全体で107の詳細な準部類レベ
ルに分類

5兆ドル*市場と
いわれる45億人

*	データベースに含まれる92カ国で支出区分が最小および小に分類され
た2005年のドル建て購買力平価の合計

Global consumption data
インクルーシブ･ビジネスのための



データから分かることは？

ターゲット消費者に手が届く価格と金融サービス
へのアクセスがインクルーシブ･ビジネスの成功
の鍵を握ります。BOP層に属する45億人の消費をま
とめると、世界で5兆ドル*という巨額の消費者市場を形
成しています。これは開発途上国と新興国の個人消
費全体の半分以上にあたります。しかし、1人あたりの
消費はほんのわずかです。つまり、企業が利益を生む
には、その商品やサービスを低価格で大量に販売する
必要があります。そして、買い物が高額か小額か問わ
ず、消費者への金融サービスは消費活動を促す鍵と
なります。

消費者の区分が違えば、ビジネスモデルも変化
します。BOP層と一口に言っても、さまざまな人々が含
まれます。たとえば、30億人は1日3ドル以下しか消費
しておらず、15億人はその3倍を上限に消費します。17
億人は人口過密の都市で生活し、28億人は広々とし
た地方に暮らします。年齢も、育った環境も、好みもさ
まざまな男性と女性がBOP層に含まれます。こうした
BOP層の多彩な消費者を対象にビジネスを成功させる
には、商品、マーケティング戦略、流通経路、販売価
格、支払い方法と、対象に合わせて変えていく必要が
あります。	

BOP層の若年層には、企業の投資を惹きつける
潜在性が満ちています。BOP層の中で若年層が占
める割合は平均すると、高所得者層に若年層が占める
割合よりも大きくなります。例えば、BOP層全体のうち、20
歳以下が44％を占め、30歳以下では61％に至ります。
若年層はとりわけ新しい商品やサービス、ビジネスモデ
ルを抵抗なく受け入れます。特にテクノロジーを活用した
ビジネスモデルは、こうした若者たちに消費者、サプライ
ヤー、流通業者、小売業者、従業員として活躍する大き
なチャンスを与えます。	

次のステップは？

世界銀行グループのメンバーであるIFCは、開発途上
国の民間セクターを対象に投融資を行う国際開発機
関として、世界最大の規模を誇ります。そして、IFCには
企業がBOP層とのビジネスで成功するよう支援をしてき
た実績があります。

2005年以降、インクルーシブ･ビジネスを展開する400
社以上の企業を対象に95億ドル以上の投融資を行
ってきました。これらの企業には、現地の企業であった
り、多国籍企業、家族経営の企業、上場企業が含ま
れ、さまざまな産業セクターで事業を展開しています。
これらの企業は、IFC全体のポートフォリオに含まれる
企業と遜色のない利益を上げています。

インクルーシブ･ビジネスを展開し始めよう、も
しくは拡大しようと考える企業に、IFCが提供で
きることは：

››  	知見・ノウハウ	ー	BOP層の市場に関する知識と利益
性の高いビジネスモデルに関するケース･スタディを共
有します

››  	投融資サービス	ー	ローン、株式、部分信用保証とい
った形で投融資を行い、さらなる投資家を呼び込む一
助となります

››  	アドバイザリー･サービス	ー	消費者の知識を高
め、BOP層のサプライヤー、流通業者、小売業者の
能力向上、バリューチェーン全体における融資の促
進に努めます

››  	連携の促進	ー	企業、政府、市民社会において同じ
志を持つ人々や、将来のパートナーと結びつけます

さらに詳しい情報はinclusivebusiness@ifc.orgまでEメールでお問い合わせください。2

 

“BOP層の支出に関するデータを民間セクターの役に立つ形で、

誰もがアクセスできるようにしたことで、インクルーシブ･ビジネス

の機会を模索する際に必要な調査コストを軽減したいと考えて

います。世界中で投資判断にまつわる負担を軽くし、インクルー

シブ･ビジネスが発展するペースを加速させたいのです。”

ー	IFC長官	Jin-Yong Cai	（蔡	金勇）	

* データベースに含まれる92カ国で支出区分が最小および小に分類された2005年のドル建て購買力平価の合計



 

飲食料

小規模流通網の活用： ミルク市場で大きなシェアを獲得する

1,810億ドル*

ラテンアメリカ・カリブ海諸国

2,860億ドル*

サハラ以南アフリカ

1,100億ドル*

中東・北アフリカ

1,980億ドル*

ヨーロッパ・中央アジア

9,260億ドル*

東アジア

6,460億ドル*

南アジア

* データベースに含まれる92カ国で支出区分が最小および小に分類された2005年のドル建て購買力平価の合計

さらに詳しい情報は、ウェブサイトhttp://www.ifc.org/inclusivebusinessをご覧ください。

2.3兆ドル*というBOP層全体での消費

コロンビアはラテンアメリカで2番目に1人当たりのミルクの消費量が多い国です。BOP層への生乳の
販売総額は年間4億8,100万ドルに達し、保存乳も3億1,200万ドルに及びます。こうしたミルクの販
売はほとんどが家族経営の零細商店や街角の販売店、キオスクなどの小規模小売店を通じて行わ

れ、その数は50万店舗に至ります。		

IFCのクライアント企業の取り組み：Alquería
AlqueríaはBOP層をうまく事業に取り込むことで、コロンビアの超高温殺菌（UHT）ミルク市場で最大手となり、乳製品でも国内第3
位の会社となりました。売上高のうち69％が小規模小売店を通じた販売によるもので、店舗数は14万に上ります。こうした小売
店は限られた冷蔵スペースしか持たないため、保存の利くUHTミルクは最適な商品です。

Alqueríaのスタッフはこうした販売店を毎朝訪問し、注文を取り、携帯電話で発注作業を行います。商品の配達は、独立業者が
トラック、オートバイ、もしくは手押し車で、週に3回から1日1回の頻度で行います。

2010年、IFCはAlqueríaに1,500万ドルの長期融資と500万ドルの資本参加を行いました。

BOP層の消費全体の約半分を占める同セクターでは乳製品、穀物、食肉･魚類、果
実･野菜、アルコール飲料・ソフトドリンク、その他の食品の消費データを網羅します
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さらに詳しい情報は、ウェブサイトhttp://www.ifc.org/inclusivebusinessをご覧ください。

 

住宅

住宅金融の拡大：BOP層の住宅市場を成長へと導く 

730億ドル*

ラテンアメリカ・カリブ海諸国

530億ドル*

サハラ以南アフリカ

350億ドル*

中東・北アフリカ

280億ドル*

ヨーロッパ・中央アジア

1,760億ドル*

東アジア

1,430億ドル*

南アジア

5,080億ドル*というBOP層全体での消費

今日、BOP層の人々は世帯消費全体の10％しか住宅関連の商品やサービスに費やしていませ
ん。住宅開発業者は顧客の強い願望と価格の手頃さを同時に実現する新たなビジネスモデルを
通じて、市場に潜む需要を掘り起こそうとしています。ほとんどの人にとって住宅購入は人生で最も

大きな買い物となりますが、特にBOP層の人々には融資へのアクセスが消費を促す鍵となります。	

IFCのクライアント企業の取り組み：Aadhar Housing Finance

BOP層の人々が年間9,900万ドルを住宅に費やすインドで、Aadar	Housing	FinanceはBOP層の人々が融資にアクセスできる方
法を開発してきました。同社の半数以上の顧客は月の所得が400ドル以下に留まっています。同社はこうした人々と個人レベル
での関わり合いを増やすことで成功してきました。

Aadharはまず勤務先や村の市場でイベントを開き、BOP層の消費者に住宅を所有する際に知っておくべき技術面、法律面、財
務面の情報を提供します。そして公式のクレジット･ヒストリーや収入証明書を持たない人々に対しても、同社は一人ひとりにイン
タビューを行い、自宅を訪問し、綿密なデュー･デリジェンスを行います。

AadharはIFCとそのクライアント企業Dewan	Housing	Finance	Corporation	Limitedとの合弁事業で、IFCは450万ドルの資本参加
を行いました。

BOP層の消費のうち10％しか占めない同セクターの商品やサービスには賃貸料
の支払い、家屋の修繕、家庭用電化製品や家庭用工具などが含まれます
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* データベースに含まれる92カ国で支出区分が最小および小に分類された2005年のドル建て購買力平価の合計



 

情報通信技術

モバイル･ペイメントの加速：セクターを超えた市場の拡大

180億ドル*

ラテンアメリカ・カリブ海諸国

120億ドル*

サハラ以南アフリカ

60億ドル*

中東・北アフリカ

130億ドル*

ヨーロッパ・中央アジア

1,200億ドル*

東アジア

370億ドル*

南アジア

さらに詳しい情報は、ウェブサイトhttp://www.ifc.org/inclusivebusinessをご覧ください。

2,060億ドル*というBOP層全体での消費

携帯通信機器は世界でもっとも苛酷な環境でも広く利用されるようになりました。アフガニスタ
ンのBOP層の消費者は年間5億6,200万ドルを携帯機器とそのサービスに費やします。モバイ
ル･ペイメントのような選択肢ができたことで、テクノロジーはセクター間を超えて参入障壁を低く
し、市場を拡大することが可能となりました。			

IFCのクライアント企業の取り組み：Roshan
Roshanはアフガニスタンのすべての人々に携帯電話通信サービスへのアクセスを提供し、同国の再建、再開発において重要な
役割を果たそうと考えています。同社は携帯電話通信の全国網を構築し、うち99％がBOP層となる600万人の顧客にサービス
を提供しています。

このうち、およそ120万人の顧客が、Vodafoneとの提携の元で提供される同社のモバイル･ペイメントサービスM-Paisaを利用し
ています。M-Paisaによって、顧客は携帯電話の通話時間を購入したり、請求書の支払い、預金や引き出しが行え、国内外で
暮らす親戚らに送金することも、給料や人道援助から提供された資金の安全な受領も可能となりました。M-Paisaは3ヶ国語で
音声認識ができるようになっており、これは70％もの人々が読み書きのできないアフガニスタンでは重要な機能になります。

2013年にIFCはRoshanに6,500万ドルの長期融資を提供しました。

このセクターの商品とサービスには通信機器及びサービス、視聴覚･写真･情報
処理機器とその修理、そして記録媒体が含まれます
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* データベースに含まれる92カ国で支出区分が最小および小に分類された2005年のドル建て購買力平価の合計



110億ドル*

さらに詳しい情報は、ウェブサイトhttp://www.ifc.org/inclusivebusinessをご覧ください。

 

教育

私立教育の普及：需要と供給の橋渡しとなる

150億ドル*

ラテンアメリカ・カリブ海諸国

サハラ以南アフリカ

50億ドル*

中東・北アフリカ

40億ドル*

ヨーロッパ・中央アジア

1,190億ドル*

東アジア

400億ドル*

南アジア

1,930億ドル*というBOP層全体での消費

開発途上国における質の高い教育への需要は通常、公共セクターが提供できる供給をはるかに
上回ります。質の良い教育への投資は、将来、就職と給与いう形で実を結びます。そのためBOP
層の人々は教育費を支払う意欲を持ちます。サハラ以南アフリカではBOP層の消費者が年間に

費やす教育費は110億ドルに達します。	

IFCのクライアント企業の取り組み：Bridge International Academies
Bridge	International	Academiesはこうした支払い意欲を引き出し、ケニアでおよそ9万人の生徒に259の小学校と幼稚園でサ
ービスを提供しています。Bridgeの学費は児童1人につき毎月わずか6ドルです。

その経費を低く保つため、Bridgeはデータとテクノロジーを活用し、専門家のアドバイスを取り入れ、質の高い教育を提供できる
よう、教育サービスの標準化と拡大に努めています。その取り組みの中には、どのように校舎を立てるか、どのように教師を採用
し、訓練するか、どのように授業を進め、内容の改善のために観察するか、といったことが含まれます。その結果、Bridgeの生徒
は同じ地域のほかの学校の生徒らよりも読解力で35％、計算で19％と平均学力が上回っています。

2014年、IFCはBridgeに1,000万ドルの資本参加を行いました。

BOP層が教育にかける全消費額は所得の高い層の消費額と大きな変わりはなく、
データは初等、中等、高等教育のほか、技術･職業教育を合わせたものです
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*	データベースに含まれる92カ国で支出区分が最小および小に分類された2005年のドル建て購買力平価の合計



 

教育

さらに詳しい情報は、ウェブサイトhttp://www.ifc.org/inclusivebusinessをご覧ください。

 

2,430億ドル*というBOP層全体での消費。うち710億ドル*が病院での診察といった医療サービスへの消
費。インドではApollo	Hospitalsが、同社が小都市や地方でチェーン展開するReach病院を通じて、最も一
般的に必要とされているもののうち、ある一定の保健医療サービスを提供しています。3つのReach病院で
は年間で、1日2ドル以下の収入しか持たない12万人の患者にサービスを提供しています。

保健医療
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衣料･履物・日用品
4,050億ドル*というBOP層全体での消費。ブラジルでは、Tribancoが地域の家族経営の零細商店と取り組
み、信用供与を拡大することで、BOP層の消費者も必要とする商品を購入できるようになると考えました。商
店主がどの顧客が店舗専用クレジットカードを取得するのに適格か判断し、取引手数料を低くする代わりに
期日通りの返済を奨励します。これまでにTribancoは9,000店の商店を通じて、250万枚のカードを発行して
います。

 

エネルギー
3,170億ドル*というBOP層全体での消費。うち1,370億ドル*が電力消費。ブラジルのマラニョン州
で、CEMARは良質な顧客サービス、効率向上のための投資、政府との提携を活用し、その半数以上が低
所得層に属する200万世帯以上に電力へのアクセスを提供してきました。そして、電灯照明や電化製品と
いった商品への需要を掘り起こしています。

 

交通
2,980億ドル*というBOP層全体での消費。うち250億ドル*がオートバイへの消費。インドネシアではPT	
Summit	OTO	FinanceがBOP層の顧客に、オートバイ購入のために150万ドル以上の小口融資を提供してき
ました。オートバイは個人事業を始めたり、給与の高い仕事を得るための機会を創出します。そして、顧客は

クレジット･ヒストリーも築くことも可能となります。 

 

水道
320億ドル*というBOP層全体での消費。ボトル入り飲料水は除く。フィリピンではManila	Waterが地元政府
や地域レベルで活動する組織と提携し、水道施設に融資を提供したり、建設を請け負ったり、ときには施設
の運営を行ってきました。これにより100万以上のBOP層の世帯が水道へのアクセスを得ました。こうした顧
客が支払う費用は、これまで飲料水の販売業者に支払っていた金額の5％にしか至りません。

他のセクターとIFCのクライアント企業の取り組み

*	データベースに含まれる92カ国で支出区分が最小および小に分類された2005年のドル建て購買力平価の合計



IFCについて
世界銀行グループのメンバーであるIFCは、民間セクター開発に専念する国際開発機関としては、世界最大の規模を誇り、
世界が直面する最優先課題に取り組み、雇用を創出しています。

100カ国以上で民間企業とプロジェクトを持つIFCは、その資本、専門性、影響力を活用し、極度の貧困を撲滅し、繁栄する
社会の構築を目指します。2013会計年度には、これまでで最大の180億ドルにおよぶ投資を行いました。IFCが投融資やア
ドバイザリー･サービスの提供を行う企業のうち9％がインクルーシブ･ビジネスを展開しています。

インクルーシブ･ビジネスの重要性を認識し、IFCは2010年にインクルーシブ･ビジネスモデル･グループを設立しました。今
日、同グループは以下に挙げるようにIFC全体でインクルーシブ･ビジネスを促進する取り組みを牽引しています。

•	 市場データと見識を共有することでアイデアとイノベーションを触媒し、カスタマイズされたツールと資源を開発し、クライ
アント企業がインクルーシブ･ビジネスモデルを複製できるよう支援します。

•	 IFCのクライアント企業、投資家、思想的リーダー、国際開発の利害関係者を一同に集め、毎年開催されるインクルー
シブ･ビジネスフォーラムやその他の国際会議の場でコラボレーションを促進します。

•	 レポートやケース･スタディを通じて成功を収めたビジネスモデルやベストプラクティスを発信し、Financial	Times/IFC共

催のTransformational	Business	Awardsの場でイノベーションを取り上げ、その功績をたたえます。

さらに詳しい情報は、ウェブサイトhttp://www.ifc.org/inclusivebusinessをご覧ください。

最も必要とされているところに機会を創出する


