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第３章 当該分野・当該国における潜在商品ニーズの析出 
 

１. 具体的商品とその潜在的ニーズ 

 
1） ソーラーパネルによるランタン 
 
まず、住宅環境上、窓がなく、日中も室内照明がなければ、室内作業や子供の勉強などがで

きない環境を改善するため、ソーラーパネルによる発電及び照明器具としてのランタンが考えら

れる。 
日本製品は現時点では、ケニアでは発売されていないが、中国製のソーラーパネル付き LED

ライトを装備したランタンはナイロビの総合量販店で販売されている。中国製品の価格は

2,000KSh 以下であるが、暗い室内で使ってみても明るさが十分ではなく、また耐久性に関して

も問題が残る。農村部や都市スラム地区では、住居の床が地面や土である場所もあり、ぶつけ

る、机から落とすなどのケースに耐えうる頑強性があるのか、疑問である。 
なお、日本製品例としては、ソーラーランタンが 60US ドル、別売りのソーラーパネルが 30US

ドルである。 
定量的な販売状況は不明であるが、都市部の BOP 層の価格は安くて実用面で問題がある商

品でも購入していくニーズを捉え、販売状況は上々であるとのことである。 
 
2） ソーラークッカー 
 
次に、調理熱源として、低コスト、十分な熱量、環境負荷を軽減するものとして、ソーラークッカ

ーが考えられる。 
ソーラークッカーは現地調査時に立ち寄った商店や農村部においても見ることがなく、インタビ

ュー訪問先の BOP 層にも尋ねてみたが、知っている人はいなかった。しかし調査を進めるにあ

たってKyoto Energy社というBOX型のソーラークッカーや再生可能エネルギー関連商品をケニ

アにおいて販売している企業が存在していることや、アンケート調査によるソーラークッカーへの

高い支持率を見ると、コストや使い勝手も合わせ、現地では非常にニーズが高い商品であるとの

認識に到った。 
弊社の 600 サンプルへのアンケート調査においても も欲しい調理の器具として、ソーラーク

ッカーが都市部居住者および農村部居住者の 50％以上の支持を得た。燃料フリーであり、環境

への配慮もあるソーラークッカーは、曇りの日に利用することができないというマイナス面はある

にしろ、現地の人からは支持されている。 
山岳部居住者の支持を得ることができなかったのは、あくまで薪ベースのカマドに拘りがある

保守的な一面が表れているのではないかと考えられる。 
 

図表 84 ソーラークッカー例 
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図表 85 もっとも良いと思う調理器具 

 
① ソーラークッカーの種類 
 

【パラボラ型】 

凹面鏡を利用して調理を行うもので、ソーラークッカーの中では、 も効率が良く、焦点に鍋を

置き、短時間に高温が得られる。晴天時の調理時間は、1 リットルの水が沸騰するのに 30 分、

目玉焼き 5～15 分、炊飯は約 40 分を要する。ケニアに多い長時間の煮込み調理に 適な型式

である。 

図表 86 パラボラ型ソーラークッカー28 

 

 

【熱箱型】 

断熱性の高い箱の中に鍋を置き、1～数枚の反射鏡を用いて透明窓を通過する光のエネルギ

ー密度を高める。性能は、パラボラ型に劣り、午前中に鍋を置き、日差しが強い昼頃に調理完了

できる程度である。 

図表 87 熱箱型ソーラークッカー29 

 

                                                  
28日本ソーラークッキング協会 http://www.geocities.jp/jscajp/ 
29日本ソーラークッキング協会 http://www.geocities.jp/jscajp/ 
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【パネル型】 

制作・組み立てが容易なパネル状の反射材を使用して集光し、透明な容器や気密性の高い

袋に鍋を入れて加熱する方式で、調理時間は熱箱と同様である。 

 

図表 88 パネル型ソーラークッカー（ネパール製品）30 

 

② ソーラークッカーの海外での使用例 

 

【家庭用ソーラークッカー】 
パラボラ型で直径は 140cm である。5 人から 10 人分の調理ができる家庭用タイプで、パラボ

ラ反射鏡で 1 点に集光するため比較的火力が強く、ガスコンロのような感覚で使用することがで

きる。アルミの反射板を使い軽量な設計である。太陽熱で得られる温度は 400℃にも達し、短時

間での調理が可能だが、太陽の移動に合わせて手動で位置調整を行う必要がある。 

 

図表 89 家庭用パラボラ型ソーラークッカー使用例31 

 

 

【コミュニティ用大型機】 
30 人から 40 人分の調理ができる大きなタイプ。鏡が反射板になっており、自動的に太陽の軌

跡を追うために回転する機械的な時計仕掛けの機能付きタイプもある。 

 

 

 

 

 

 

                                                  
30 日本ソーラークッキング協会 http://www.geocities.jp/jscajp/ 
31 NGO ジュレーラダック http://julayladakh.org/PRJCT1.htm 
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図表 90 コミュニティ用大型ソーラークッカー使用例32 

  
 

 
3） 小型のソーラーパネル 
 
特に電線への接続ができない地域居住者もしくは電線への接続コストを負担することができな

い層への、総合的なエネルギー源として、小規模なソーラーパネルを複数利用することで、生活

における電力をオフグリッドで賄っていくための商品である。 
BOP 層が必要とする電気として、個人向けには携帯電話と室内照明のニーズが高く、また室

内照明に到っては、燃焼煙による健康被害を引き起こすケロシンに代わるエネルギー源が求め

られている。それらの用途のために、太陽光発電が有効であるが、求められる発電容量は決し

て大きくはないにも関わらず、BOP 層は購入することができない。 
その背景として、アクセス性と価格が理由となっている。 
現在携帯電話は一回の充電あたり 10KSh 程度であるが、市販されているソーラーパネルは

3,600KSh である。つまり携帯電話を 360 回充電してようやく元が取れる計算となる。仮に週に 1
回携帯電話を充電すると、360 週が初期投資の回収期間として必要である。年間 52 週で除算す

ると、6.9 年掛かることになる。この数字は現実的な数字ではない。 
価格もさることながら、販売されているのがナイロビの 24 時間営業の総合量販店であり、都市

スラム地区居住者ならまだアクセス可能性はあるが、地方農村部居住者には手に届かない商材

である。 
但し問題点として、小型ゆえに持ち運びが便利である反面、盗難に遭う可能性の高い点があ

る。 
 
4） スモークレスバイオマスコンロ 
 
山岳部においては改良版薪カマドへのニーズも高いことから、より効率的に薪を燃焼させ、か

つ煙を出さない改良版として、Kyoto Energy 社が販売しているスモークレスバイオマスコンロが

ある。この製品は室内で薪を燃やしても、煙が室内に充満しないコンロであり、且つ従来のカマド

よりも燃焼効率が優れている Kyoto Turbo という商品である。33 
Kyoto Energy 社の商品として発売されている Kyoto Turbo は 10 ユーロ（約 1,300KSh34）で

                                                  
32 NGO ジュレーラダック http://julayladakh.org/PRJCT1.htm 
33 Kyoto Energy 社 
34 為替レート 1 ユーロあたり 130KSh にて換算 
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ある。煙が出ないのは、焜炉部が二重構造となっており、煙が焼却部に送り込む空気の流れを

生み出すためである。焼却部では温度が 700℃まで温度が上昇し、その温度ですべての煙の構

成物質を蒸発させてしまう仕組みである。なお、燃焼率も非常に高く、木炭の Jiko と比較すると 3
倍の効率で燃焼するという。 

 
ソーラークッカーの項目において、アンケート結果を掲示したが、その中で特に、山岳部では

燃料効率や人体への悪影響が改善された薪ストーブへのニーズが圧倒的に高いという結果もあ

った。価格もさほど高額ではないが、市場にはほとんど流通していない背景には、あくまで BOP
製品であり、広告などを打ち出していないためであると考えられるが、定量調査結果からも、潜

在ニーズは非常に高いと考えられる。 
 

図表 91 Kyoto Turbo の仕様 

 
 
5） ワインドアップソーラーパネル付きラジオ 
 
室内照明へのニーズに対応する商品として、オフグリッドの室内照明及びラジオ等の多機能

製品であり、本体に取り付けられている取っ手を回すことで手動で発電することができる製品が

挙げられる。当該製品は BOP 製品として、ナイロビの総合量販店で販売されているものである。 
本調査における BOP 層のインタビュー時に、購入した実機を持参して意見を聞いて回ったとこ

ろ、ラジオ、室内照明等の複合的な機能に加え、手動発電とソーラーパネルによる複合的な発

電手段を持ち合わせ、安定したパフォーマンスが特徴的な商品である。 
ラジオと照明を同時に利用した場合の消費電力などの実用性に関する検証の余地はあるが、

利用方法の多様性から BOP 層にはお得感が感じられるようである。 
 
照明は照明、ラジオはラジオなど機能別に製品を購入するよりもコストとしては低価格となるた

め、一定の割合でこのような複合機を購入する層はある程度存在していると考えられる。 
また複合機能に関して、より綿密にマーケティングを行い、製品開発を推進することで、今後

の市場参入のための可能性も十分あると考えられる。 
BOP 層への製品を考える場合には、複合的な機能を有する製品という切り口は重要であると

考えられる。一方、保守的な者に単機能の製品を好む傾向が見られたのにも注意が必要であ

る。 
 
6） 手動揚水ポンプ 
 
水道敷設が遅延している農村部及び山岳部には、公共利用のための井戸が存在していること

もあるが、自宅への水道敷設にはまだ程遠い段階であるため、そのような地域への水供給のニ

ーズへの商品として手動による揚水ポンプがある。 
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そのため、公共の井戸からの揚水システムの強化をより充実させていく必要がある。しかしな

がら、電動揚水ポンプは非常に高額であり、さらに設置コストも別途掛かり、電力も継続的に発

生するという負担の大きな設備となる。 
 
そこで、人力で代用が可能なものは人力にしてしまい、コストカットした商品が手動の揚水ポン

プである。農村部では時間にゆとりのある人材は多いため、専任のポンプ担当を置くのも有効で

ある。またそのような人材がいないケースにおいても、利用者が必要な分だけ、自分の力を使っ

て利用すればよく、初期費用は決して少なくないため、購入主体は個人ではなく、村や集落、或

いは隣人数人が集まったグループとなるが、潜在ニーズの非常に高い商品であると考えられる。 
 
7） 複合的再生可能エネルギーを応用した揚水システム 
 
特に公共の水道が敷設されていない農村部や山岳部において揚水は重要であり、前項目に

おいては、手動の揚水システムを取り上げた。しかし手動のシステムでは人が井戸まで行くため

のアクセスが必須であり、井戸へのアクセス性が依然として問題となる。この点を解決し遠隔地

においても水を供給するために、電気エネルギーによる揚水システムの稼動が想定される。 
再生可能エネルギーの問題点は天候に左右される点で、ソーラーのみでは曇りの日や雨季な

どで稼動しなくなる、風力のみでは風が吹かない日では揚水システムが稼動しない、という事態

になる。 
結果的に、ソーラーと風力を複合的に利用し、両方が稼動できる日にはバッテリーに蓄電し、

緊急時に備えることができるシステムである。 
ケニアにおいては再生可能エネルギーの総合商社が商品を販売しており、井戸の深さに応じ

た商品スペックを提供してもらうことができる。 
 
8） 風力発電による家庭用発電キット 
 
室内照明のニーズに対応した発電システムである。高地で風が抜ける農村部や山岳部での

有効性が高いと考えられ、太陽光の弱点である雨季でも発電が可能という特徴がある。家庭用

の風力発電システム及び蓄電用のバッテリーのセットである。ソーラーに次いで民生用の発電シ

ステムとしてはポピュラーであり、高地で風が吹きぬける地域が多いケニアでは効率的な発電が

可能なシステムと考えられている。 
但し、ソーラーパネルと比較すると、歯車部分のメンテナンスが必要であり、取扱い店舗でもソ

ーラーの方を進めている現状である。 
 
9） 省エネルギーバルブ 
 
室内照明として発電方法以外に、実際の室内灯における効率性や低コストへのニーズに対応

した商品である。従来の電球よりもドイツの Osram 社製の省エネルギーバルブは市販されてお

り、Green Energy Project においても一般家庭 100 世帯に無料配布しており、話題となった商品

である。 
特にビクトリア湖周辺において「Energy Hub」と呼ばれるパイロットプロジェクトがあるが、この

プロジェクトは、漁師が魚を呼び寄せるための明かりのために、ケロシンランプを利用しており、

収入の 70％をケロシンを購入するために支出している現状をうけ、これを Osram 社の省エネル

ギーバブルによる明かりでまかなうことができると、ケロシン消費量の 40％を削減することがで

き、且つ CO2 の排出量も抑えることができるというものである。 
なお、このプロジェクトを契機に販売拡大に繋げたい Osram 社は約 200 万ユーロを投資して

いる。 
しかし省エネルギーバルブの効果を得るためには、そもそも電気を享受できる環境にあること

が必須であり、当該パイロットプロジェクトの成功事例をそのまま電力グリッドの通っていない農

村部や山岳部に置き換えて展開することは難しいと考えられる。 
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図表 92 ナイロビ市内で販売される Osram 社と Philips 社の省エネルギーバルブ 

 
10） 屋外ソーラー温水システム 
 
ケニアにおける居住地は赤道直下の立地であるが、高地であるため、日中は気温が高くなる

が、夜間は冷え込むことへのニーズに対応したシステムである。 
住居の屋根に貯水タンクとソーラーパネル一体型のキットを設置し、太陽光により、貯水タンク

の水を温水にし、夜間のシャワーを提供するシステムである。水温は 高で 72℃まで加熱が可

能であり、一晩貯水しておいても 5℃しか熱を失わない仕組みである。貯水量はタンクのサイズ

によるが160～320リットルである。ケニアの平均世帯人数が 5～7名なので、全員分のシャワー

を賄うには十分な貯水量である。 
貯水タンクにためる水も一緒に発売しているが、井戸水や雨水にて代用が可能なタイプもあり、

消費者のニーズにより選択が可能でる。 も小さい貯水タンクのキットで 88,000KSh（約

102,960 円）、雨水もしくは井戸水を利用する同サイズのキットで 99,000KSh（約 115,830 円）で

ある。 
都市部では一部採用するような動きがあるが、太陽光を使うことから、山岳部や農村部におい

ても、費用面で折り合えば、潜在ニーズは非常に高いと考えられる。 
問題点としては、温水システムは一種の贅沢品であり、水道すら通っていないエリアにおいて、

実際に購入する人がいるのかという問題点は残る。 
なお平均世帯人数が 2.55 人35である日本ではパネルは 3～4 ㎡で、貯水タンクの容量は 200

リットルが一般的である。水温は 高で 60℃強であり、一晩の貯水で 10℃程度水温が低下する

と言われている。しかしこれは赤道直下における太陽光など周辺環境が多分に影響するため、

単純な数値による性能比較はできない。なお、コスト面でも日本において販売されている製品は

20 万円台の製品が多いため、ケニアの類似製品の倍程度である。 
 
11） ふ卵器 
 
近年流行した鳥インフルエンザのため、特に農村部、山岳部において BOP 層が飼育していた

鶏が減少しており、鶏の飼育環境の必要性が高い。また夜間の冷え込みにより、鶏の卵が孵化

せずに死んでしまうこともある。そのような背景があり、また BOP 層が農作物のほかに収入を得

るためには、鶏を自宅で消費するのみならず、卵や鶏の販売を拡大する必要がある。ケニアに

おいて安定的な孵化のためには何らかの熱源・エネルギー源が必要であることから、本調査の

対象とし、ふ卵器のニーズを析出した。 
グリッドから電力を確保したり、再生可能エネルギーなど独立電源をベースにしたふ卵器の導

入によって、鶏肉および鶏卵の増産に繋がり、現地 BOP 層向けに食料を安定供給することが可

                                                  
35 総務省統計局 2005 年国勢調査結果 http://www.stat.go.jp/DATA/kokusei/2005/kihon1/00/04.htm 
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能となる。 
また養卵業は BOP 層に密着したビジネスであるため、ふ卵器を導入することで養鶏農家の育

成・自立につなげ、地産・地消を促進させる社会的意義は極めて大きい。 
 
12） 自転車式発電機 
 
室内電力のみならず、その商品特性から、公共インフラへの利用が可能な総合的な電力ニー

ズへのエネルギー供給のニーズへ対応する商品である。 
電力供給インフラが完備していないケニアにおいて、独立した電力供給ソースへの潜在的ニ

ーズは極めて大きい。都市部の電化された生活のメリットについては BOP 層も認知しており、あ

こがれの対象であるが、多くの人々にとって、高額なグリッドへの接続料金や電気使用量のため

に手が届かない状況である。自転車式発電機は、発電機本体および充電用バッテリーがあれば

稼動することができ、充電のために必要なコストは人的労力のみであるため、BOP 層が起業す

るためのビジネスモデル構築用ツールとして活用することが可能である。 
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