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第４章 製品開発要件/商品仕様提案 

 

１. 潜在ニーズを満たす具体的商品提案 

 

(１) ソーラーパネル 

 

ケニアでは電力供給のインフラは未だ都市部にしか整備されておらず、地方部には電気を使

用する文化はあまり定着していない状況である。 
電力供給にアクセスできる都市部においても、初期接続料および電気料金が極めて高いため

に、BOP 層の通常電力の利用率は極めて低い。 
ソーラーパネルは、初期購入コスト以外のランニングコストが不要となるため、導入後は導入

以前に使っていたエネルギーコスト（照明用燃料代、携帯電話充電費用等）を節約できることか

ら、潜在的ニーズは極めて大きい。 
 
１） ソーラーパネル開発要件/商品仕様提案 

 
① 性能スペック：分割・追加型ソーラーパネル 
 

1 枚では携帯電話、2 枚で室内用照明、3 枚でラジオなど、電気用途別に必要枚数を買い足し

ていく方法。 
 
② 販売価格（案）：1 枚あたり 20US$ 
 

2） 価格 
 
一般的なケニアにおける室内照明に掛かるコストを国際通貨基金の統計データから見てみる

と以下の図としてまとめることができる。 
 

図表 93 照明エネルギー源への費用36 

支出項目 金額（KSh） 金額（円） 
ひと月あたりのクルボイへのケロシン購入費 180 約 210 
ひと月あたりの室内ランタンへのケロシン購入費 585 約 684 
年間ケロシン費用 7,000 約 8,190 

平均的なソーラーランタン費用 3,500～4,000 約 4,095～

4,680 
ソーラーランタンを 3 年利用した場合に削減でき

る費用 
17,000 約 19,890 

 
このように年間ベースで考えると、ケロシン料金が 7,000KSh にも上るため、BOP 製品のソー

ラーランタンを購入する方がよほど経済的である。 
 
しかしながら現状では一括で数千シリングを支払うことができないため、ケロシンから BOP 製

                                                  
36 国際金融公社（IFC） Tackling Climate Change through Standards transitioning From Fuel based lighting to renewable energy 
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品への移行が進まないという現状がある。 
 
そこで、小分けにすることで、単価を下げる方法を勘案し、一枚のソーラーパネルを、単純に

小サイズに分割し、携帯電話を充電するだけのソーラーパネルとして小さいパネルを一枚と携帯

電話への接続モジュールのみの商品を考えた。さらに、そのソーラーパネルは今後追加購入し、

すでに手元に持っているパネルとくっつけ一つのパネルにして、発電することができるようにする。

それにより、1 枚では携帯電話、2 枚で室内用照明、3 枚でラジオなど、電気用途別に必要枚数

を買い足していく方法を勘案した。 
 
1 枚あたり 30US$（約 3,900KSh37）の商品を 2 分割したとして、一枚あたり単価が 20US$（約

2,600KSh）であり、これに携帯端末への接続モジュールを追加しても、ケニアで市販されている

携帯電話充電ソーラーパネルセットが3,600KShであるため、これを下回る価格設定にする方法

であれば、長期的に利益を生み出すことができると考えた。 
 
しかしながら、実際は小サイズのソーラーパネルを製造するには商品ロスが多くでること、作

業工数が余計に掛かることから、コスト面では中サイズ一枚を製造するよりも高額となる可能性

が極めて高く、現状のパネルの製造方法ではコストパフォーマンス面で課題が残る。 
一方で中国製のソーラーパネルを搭載したランタン上部には 4cm 四方程度のソーラーパネル

が搭載され、なおかつ 2,000KSh を下回る価格で市場に出ている。このことは、中国製では小さ

なソーラーパネルを製造する技術が優れているわけではなく、大きなソーラーパネルを製造する

過程で発生したロスを再利用していると考えられる。 
ソーラーパネルの製造コストを下げるには、ソーラーパネルのセルを一般的な 2 層構造の 2 セ

ルから 1 セルにグレードを下げることが もコストカットになるという。しかし、肝心の発電力が低

下するため、コストカットして発電力もカットしてしまうという本末転倒な結果とならざるを得ない。 
 
またソーラーパネルから直接電球に送電しているだけでは、 も利用したい夜間に明かりが

つかなくなってしまう。 
そのため、ソーラーランタンにはニッケル水素バッテリーが搭載されているケースが多い。昨

今では一部中国製品でも、携帯電話などによく利用されるリチウムイオンバッテリーが搭載され

るケースもあるようだが、コスト面がニッケル水素バッテリーよりも劣る点、費用が高額である点、

使い易いがバッテリー容量が少ないという問題点を抱えている。 
 
3） 頑強性 
 
BOP 層に利用されるということは、地面は凸凹で、室内も狭く、そのため衝撃や破損などのリ

スクが非常に高い。 
そのため、コストは抑えたいが、ソーラーパネルが未補強のむき出しの状態では、耐久性に問

題がある。特にソーラーパネルは屋根の上に置く方法が一般的であるため、高いところからの落

下時の衝撃に十分耐えうる必要がある。 
そのため板状のパネルの四方に補強を施す必要があると考えられる。 
 
また、屋外で利用するものなので、衝撃耐久性のみならず、防水性も勘案される必要がある。

特にケニアは雨季もあり、突然の風雨にも耐えられるつくりとなっている必要がある。その点、現

行のソーラーパネル自体が 100％完全防水のつくりとなっているため、仕様面でケニア向けに新

たな工夫を施すことなく、実用化が可能である。 
 
4） 操作容易性 
 

                                                  
37 100KSh あたり 0.77US$にて換算 
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照明の明るさの調節は、商品側面につけられたつまみによって行えるようにし、極めて操作は

容易である。 
充電に関しては、ソーラーパネルと照明を接続するモジュールがあるが、これも使いやすく、分

かりやすいように大きめのサイズにする、一目で接続箇所が分かるようにカラーリングするなど、

視覚的に判別しやすい工夫をする必要がある。 
 
5） アクセス可能性 
 
販路は大きな問題のひとつであると考えられる。これまで地方農村部から山岳部に掛けての

物流は大変な状況であるため、商品をどのように地方農村部や山岳部に提供することができる

のかを考えると、通常のインフラを用いただけでは市街地もしくは農村部の市場までしかリーチ

ができない。そこからさらに山岳部に持っていくには、実際に商品を持った販売員が訪問販売の

形でルートセールスのスタイルで各家庭を訪問する方法が確実である。 
この販売員は平易なメンテナンスも実施できるようにトレーニングを行うことで、消費者にも安

心感を与えるとともに、地方 BOP 層への雇用創出の機能も担っている。 
 
6） 環境配慮及び文化配慮 
 
再生可能エネルギーを利用することで、環境への配慮は十分であり、また環境及び文化配慮

のための商品カラーリングや商品ネーミングに関して考える必要があるが、すでにソーラーパネ

ル自体は発売されており、認知度も上がってきているため、突飛な名称ではなく、名称から、太

陽光発電装置であること、照明や携帯電話など幅広い商材とマッチング性が高いことなどアピー

ルできる名称が適していると考えられる。 
 

図表 94 ソーラーパネルのビジネスモデル 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本のソーラーパネルメーカー

・ソーラーパネルの製造
・ソーラーパネルの販売
・ソーラーパネルを活用した
　ケニア社会への貢献

ケニア政府

現地パートナー

・ソーラーパネルの流通網構築
・ソーラーパネルの販売マージン
　獲得
・ソーラーパネルの現地製造による
　雇用機会の創出

ケニアBOP層
（消費者/労働者）

・ソーラーパネル使用による
　家庭用エネルギーコスト削減
・クリーンエネルギー使用による
　生活環境向上
・事業者への労働力提供

職業訓練校

・ソーラーパネル販売員の育成

機材供給

売上・利益

支援

タイアップ

日本

ケニア

給与

労働力

売上・利益

機材供給

教育

・現地生産のための
　投資インセンティブ制度導入
・現地軽工業化の推進
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(２) ソーラークッカー 

 

ケニアの家庭での標準的な調理用エネルギーは、カマド用の薪、木炭、コンロ用のケロシン等

の化石燃料が中心である。これらのエネルギーは、BOP 層が購買可能な価格帯でかつ簡単に

入手できることから幅広く普及しているが、もともと低所得の BOP 層にとっては燃料費負担が家

計の大きな割合を占めており、ランニングコストの掛からないソーラークッカーを導入することで、

現在のエネルギーコストを節約できることに対する潜在的ニーズは、極めて大きい。 
火災等に対する安全面、薪集めの労力負担解消の効果が期待できることも、ソーラークッカー

普及促進に繋がると考えられる。 
また、燃焼時の空気汚染による健康被害や、森林伐採 CO2 の発生による環境負荷は極めて

大きく、より環境負荷の少ない代替エネルギーに移行することについての社会的意義は大きい。 
 
1） 家庭用パラボラ型ソーラークッカー開発要件/商品仕様提案 
 
① 性能スペック：5 人から 10 人分の調理ができる家庭用パラボラ型タイプ 

 

ケニア地方部に典型的な、大家族にも対応することのできる家庭用高性能パラボラタイプを使

用する。（ も効率的な鏡面の反射率に加え、安全性・操作性に優れたスペックを設定38） 
凹面鏡を利用して調理を行うもので、各種ソーラークッカーの中では、 も効率が良く、ケニア

に多い長時間の煮込み調理に 適である。 

 

② 販売価格（案）：21,400KSh（25,000 円） 
 
日本国内での、同様のスペック製品の販売価格は約 30,000 円であるが、現地生産を行うこと

により、さらなる製造コストダウンを行い、現地販売パートナーが十分な流通マージンを確保でき

る販売価格を想定している。 
 

図表 95 パラボラ型ソーラークッカー製品イメージ39 

 

                                                  
38 EG SOLAR 社 http://www.eg-solar.de/english/solarcooker.htm 
39工房あまね http://w2.avis.ne.jp/%7eamane/ 
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図表 96 パラボラ型ソーラークッカー製品キットの内容40 

    

※1 現地での低コスト物流を実現するためのコンパクトな組立キットの梱包にする。 
写真例（41cm*41cm*16cm）。 
※2 誰もが容易に組み立てることができる、シンプルな部品点数。 
 
2） 価格 
 
現地でケロシンコンロを使用して調理した場合の燃料費に換算して約 2 年分に相当するが、

割賦販売やコミュニティでの共同購入によって、世帯あたりの初期負担費用を下げること等によ

り、現地 BOP 層が購入しうる価格設定とすることが可能である。 
 
3） 頑強性 
 
アルミ製部品を使用した単純構造であり、日々のメンテナンスは、鏡面の汚れ取り程度のみで、

万一故障した場合にも自力で修理可能なシンプルな構造である。 
長期間の使用を前提に、陽極酸化法や樹脂塗装などの表面コーティングにより耐摩耗性、耐

腐食性を向上させる。41 
 
4） 操作容易性 
 
誰でも組み立てることができる簡単な Kit 方式を採用する。 
 
5） アクセス可能性 
 
代替エネルギー（ケロシン等）の流通チャネルを活用し、ディストリビュータの販売意欲を高め

るだけの適切な流通マージンの設定を行うことが必要である。 
職業訓練校とタイアップして現地 BOP 層にソーラークッカー製造技術指導を行い、技術者を

育成することによって将来的な現地生産に備える。 
 
6） 環境配慮 
 
現地で幅広く普及している薪・木炭・ケロシン等の化石エネルギーについては、使用時の大気

汚染等も含め、CO2 等の環境負荷が極めて大きい。 
ソーラークッキング（太陽光を使った調理）を普及させることで、薪や石炭・ケロシン等の化石

                                                  
40工房あまね http://w2.avis.ne.jp/%7eamane/ 
41 アルミ表面コーティング加工による、耐摩耗性、耐腐食性向上について 

http://www.iri.pref.ehime.jp/iit/gaiyo/gaiyou/joho/hakko/h12/m3/p5.htm 

http://www.b-info.jp/halia/index.cfm?id=21422 
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燃料の使用を抑えることは、環境負荷の軽減の面で、極めて価値が高いと考えられる。 
 
7） 文化配慮 
 
ソーラークッキングは、アフリカに典型的な長時間の煮込み調理に 適な調理方法である。ま

た、従来薪集め等に要している単純労働から解放された時間を、文化的教育的時間として使うこ

とで、BOP 層の文化的向上に寄与することが可能である。 

 

図表 97 ソーラークッカーのビジネスモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) ふ卵器 

 
栄養価の高い食料として、鶏卵や鶏肉への潜在的なニーズは大きい。 
ケニアでは、国土の大部分が標高 1,100～1,800m であり、日中と夜間の気温差が大きく、特

に夜間の気温低下のために、自然環境では卵が孵化しない状況にある。 
また、2007 年には鳥インフルエンザのため、鶏が激減し、現在も頭数が回復できていない。 
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

日本のソーラークッカーメーカー
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（消費者/労働者）

・ソーラークッカー使用による
　家庭用エネルギーコスト削減
・クリーンエネルギー使用による
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日本政府系機関/現地ＮＧＯ等

・途上国支援プログラム
　への組み込み
・日本人専門家派遣による
　現地技術者育成

職業訓練校
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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。 
 

1） 養鶏ビジネス用ふ卵器 開発要件/商品仕様提案 

 

① 性能スペック：手動転卵式・低価格タイプ 

 入卵数：一回（3 週間）あたり鶏卵 200～250 個。 

 熱源：電気式ヒーター190W 

 寸法：間口 80 ㎝×奥行 78 ㎝×39 ㎝ 

 

海外の競合メーカーのふ卵器は、中国や韓国メーカー製の低価格製品は、ケニアのような気

温の変化の激しい環境においては、ふ卵器として必要な温度・湿度を維持することができず、ま

た欧米製品は基本的に超大規模養鶏場向けの大型ふ卵器に特化しているため、ケニア現地の

ニーズに応えることが難しい。その意味で、中・小型器で必要な性能を持つ、ふ卵器開発を得意

とする日本製品に特に優位性がある。 

 

② 販売価格（案）：270,000KSh（約 31.5 万円） 

 

現在日本で販売されている、同スペック製品の日本国内向けの販売価格は 25 万円。同製品

を海外で使用する場合は、さらにケニアまでの海上輸送費約 1 万円が必要となる。本提案では、

電源として 100V の発電機を使用し、日本国内仕様で対応することを想定している。 
日本仕様製品（100V 用）を現地の電線に接続して使用するスペックとするためには、220～

240V の電圧に対応するための変圧器 5 万円が必要となるが、センサー部分を除いた基本構造

は比較的単純であり、現地で 220～240V 対応の製品を生産することにより、さらにコストダウン

が実現できる可能性は高い。 

 

図表 98 養鶏ビジネス用ふ卵器イメージ42 

 

図表出典：昭和フランキ http://www.showafuranki.co.jp/ 

 

                                                  
42 昭和フランキ http://www.showafuranki.co.jp/ 
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③ 電源 
 

市販のポータブル発電機を使用。 

 

性能スペック： 大時 600W までの電源供給可能。 

燃料：ガソリン （満タン 2.3 リットルで 4.5 時間稼動） 

メンテナンス：100 時間稼動毎にオイル交換 

価格：1 台 55,000 円（現地で中古機を調達することで大幅なコスト削減が可能） 

ランニングコスト： 365 日×24 時間稼動時の年間ガソリン代は約 20 万円。 

 

2） 価格 

 
想定初期投資額は、ふ卵器 22,000KSh（約 26 万円）+小型発電機 47,000KSh（約 5.5 万円）、

合計 270,000KSh（約 31.5 万円）となり、現地でのマイクロファイナンスによる支援、または割賦

販売によって初期費用を下げることにより、現地 BOP 層による起業を支援することが必要。 
当ふ卵器を導入することによって、3 週間毎に 200～250 羽のヒナを孵すことができ、年間

3,000～4,000 羽規模の鶏を生産する安定した養鶏ビジネスの展開が可能となる。 
生産した鶏を、食肉用のブロイラーまたは産卵用のレイヤーとして販売し、得た現金収入によ

って購入時の負債を返済することが可能となる。（1 羽 400 円売価の場合、年間売り上げ 120 万

円から 160 万円となり初年度から黒字化が可能） 
海外の競合メーカーのふ卵器は、中国や韓国メーカー製の低価格製品では、ケニアのように

昼夜の気温変化が激しい環境においては、ふ卵器として必要な性能（温度・湿度の安定等）をコ

ンスタントに発揮することができず、また欧米製品は基本的に超大規模養鶏場向けの大型ふ卵

器に特化しているため、現地のニーズに応えることができない。その意味で、中・小型器で必要

な性能を満たすことのできるふ卵器開発を行っている日本製品に特に優位性がある。 
 

3） 頑強性 

 
基本的に、強化プラスチック製の外板の内側に断熱材を貼り付けた箱に、サーモスタットを取

り付けた単純構造であり、日本で、30 年間全くメンテナンスを行わずに、トラブル無く稼動し続け

ている事例もある。 
 

4） 操作容易性 

 
稼動開始時に温度設定を行う以外には、原則として一切機械の調整作業は不要であり、ふ卵

のために必要な転卵作業も手動で行う単純設計となっている。 
同タイプの機種が、ウズベキスタンでの ODA 支援活動に使用された事例があり、現地での評

価も極めて高い。 
 

5） アクセス可能性 

 
ディストリビュータの販売意欲を高めるだけの適切な流通マージンの設定が必要である。 
当初は ODA による支援メニューの中に加えたり、また日本人の養鶏専門家を現地に派遣して

養鶏について教育・啓蒙を行って現地 BOP 層による成功事例を作りあげ、早期に他国に真似の

できないビジネスモデルとして定着させることも重要である。 
 

6） 環境配慮 
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電力源として使用する発電機の余剰電力は、他の照明・調理等の家電製品に使用することが

可能である。 
 

7） 文化配慮 

 
養鶏ビジネスが定着することによって、現地のふ卵器販売パートナーや卵・鶏肉の販売パート

ナーのビジネスが拡大し、さらに消費者としての BOP 層の雇用創出および生活水準向上に大き

く貢献できる可能性が高い。 
 

 

 

図表 99 養鶏ビジネス用ふ卵器のビジネスモデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8） ふ卵器に関する参考情報 

 
①ふ卵器関連情報 URL 
昭和フランキ（ふ卵器メーカー） http://www.showafuranki.co.jp/ 
 
 
 
 

日本のふ卵器メーカー

・ふ卵器の製造
・ふ卵器の販売
・日本製ふ卵器を活用した
　ケニア社会への貢献

日本政府系機関/現地ＮＧＯ等

・途上国支援プログラム
　への組み込み
・日本人専門家派遣
　による養鶏ノウハウ伝授

ケニアBOP層（事業者）

・自ら農業ビジネスを起業すること
　による生活水準向上・自立促進

現地パートナー①

・ふ卵器の流通網構築
・ふ卵器の販売マージン獲得
・割賦販売提供
・養鶏用原材料（飼料・燃料等）
　供給

ケニア政府

・現地生産のための
　投資インセンティブ制度導入

ケニアBOP層
（消費者/労働者）

・食料（卵・鶏肉）供給増
　による生活水準向上
・農業ビジネス振興による
　雇用創出

現地パートナー②

・養鶏事業の流通網構築
・卵・鶏肉の販売マージン獲得

日本 ケニア

機材供給

売上・利益

給与

労働力

BOP関連

支援

支援

売上・利益 機材供給

売上・利益

卵・
鶏肉
供給

売上・利益 卵・鶏肉供給

金融

・マイクロファイナンス提供
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(４) 自転車式発電機 

 
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。 
 

1） 自転車式発電機開発要件/商品仕様提案 

 

① 性能スペック：  

 

自転車とオルタネーター（自動車の運転制御に必要な電気を発生させるためにエンジンにベ

ルトで直結された交流発電機）を連結し、人が自転車をこぐことにより発生した電力をバッテリー

に充電することができる。1 時間こぐことで、通常の自動車用バッテリー（12V）1 個を充電するこ

とができる。1 日 10 時間稼動することで 1 日 10 台のバッテリーを充電し、ユーザーから料金を

徴収して貸与するビジネスモデル化が可能となる。 
 

② 販売価格（案）：25,000KSh（約 29,000 円） 

 
現在日本国内での、同様のスペック製品の製造コストはオルタネーター20,000 円、バッテリー

5,000 円、合計 25,000 円であるが、量産化によって大幅なコストダウンをすることが可能となる

見込み。自転車は現地中古品でも対応可能であるためコストとしては含めない。 
 

図表 100 自転車式発電機製品イメージ43 

 

 

                                                  
43日本オートパーツ http://nipponautoparts.web.fc2.com/jyouhou/jyouhou.html#bicycle 
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図表 101 自転車式発電機の仕組み44 

図表出典：日本オートパーツ http://nipponautoparts.web.fc2.com/jyouhou/jyouhou.html#bicycle 

 

2） 価格 

 

現地で普及している室内ランタン用のケロシン購入費用は、年間約 7,000KSh（約 4,100 円）

である。 

自転車式発電機 1 台 20,000 円とバッテリー1 個約 5,000 円を初期投資し、バッテリー充電料

金として利用者から 1 回 15 円を徴収するビジネスモデルを構築すると、バッテリー1 個あたり年

間充電量として 5,475 円の売上となり、現在使用されているケロシン購入費用と比較しても、

BOP 層の消費者に手の届く価格設定が可能である。 
事業者としての投資回収期間は、バッテリー1 台稼動の場合で 4.5 年（初期投資額 25,000 円

/年間売上 5,475 円）、バッテリー10 台を使用した場合は 6 ヶ月。 
マイクロファイナンスによって、現地 BOP 層の起業を支援する仕組みが必要である。 

 

3） 頑強性 

 
足こぎペダルで回転するタイヤを供えた自転車（中古機でも対応可能）とオルタネーターとバッ

テリーを組み合わせた極めてシンプルな構造であり、万一故障した場合にも、自転車部分は自

力で修理可能なシンプルな構造である。 
 

4） 操作容易性 

 
自転車をこぐだけで発電する仕組みであり、誰でも操作が可能である。 
 

5） アクセス可能性 

 
代替エネルギー（ケロシン等）の流通チャネルを活用し、ディストリビュータの販売意欲を高め

るだけの適切な流通マージンの設定を行うことが必要である。 
 

6） 環境配慮 

 
現地で幅広く普及している薪・木炭・ケロシン等の化石エネルギーについては、使用時の大気

                                                  
44日本オートパーツ http://nipponautoparts.web.fc2.com/jyouhou/jyouhou.html#bicycle 
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汚染等も含め、CO2 等の環境負荷が極めて大きい。 
自転車式発電機によって充電したバッテリーを家庭用電源として使うことにより、薪・石炭・ケ

ロシン等の化石燃料の使用を抑えることは、健康被害および環境負荷の軽減の二つの意味で、

極めて価値が高いと考えられる。 
 

7） 文化配慮 

 
BOP 層に対して、健康被害の無いクリーンな照明を提供することができ、夜間に家庭内で手

仕事を行うことによる収入増や、子供たちが夜間に勉強することが可能となる。従来薪集め等に

要している単純労働から解放された時間を、文化的教育的時間として使うことで、BOP層の文化

的向上に寄与することが可能である。 

 

図表 102 自転車式発電機のビジネスモデル 

 

8） 自転車式発電機に関する参考情報 

 

① 自転車式発電機によって充電したバッテリーの家庭内使用例 

 
フル充電したバッテリーによって、5W の LED 電球で 40W 電球相当の照明を、5～6 時間得る

ことができる。 

日本の自転車式発電機
メーカー

・自転車式発電機の製造
・自転車式発電機の販売
・自転車式発電機を活用し
た

ケニア社会への貢献

日本政府系機関/現地ＮＧＯ等

・途上国支援プログラム
　への組み込み

ケニアBOP層（事業者）

・自ら電力供給ビジネスを起業
　することによる生活水準向上
・経済的自立促進
・現地での雇用機会の創出

現地パートナー

・自転車式発電機の流通網構築
・自転車式発電機販売による
　マージン獲得
・割賦販売提供
・交換用バッテリー販売

ケニア政府

・現地生産のための
　投資インセンティブ制度導入

ケニアBOP層
（消費者/労働者）

・クリーンな家庭用電力使用
　による生活水準向上
・事業者への労働力提供

日本 ケニア

機材供給

売上・利益

給与

労働力

BOP関連

支援

支援

売上・利益 機材供給

売上・利益

金融

・マイクロファイナンス提供

ﾊﾞｯﾃﾘｰ貸与
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図表 103 LED 電球45 

 

＜仕様＞ 

市価：1,650 円  

定格消費電力：5W 

 定格電圧：AC100V（50/60Hz） 

 寸法 全長：98mm、 大径：60mm 

 設計寿命：40000 時間 

 メーカー：GlacialLight 社（台湾） 

 

① 関連情報 URL 

日本オートパーツ http://nipponautoparts.web.fc2.com/jyouhou/jyouhou.html#bicycle 

 

２. 検討の結果選外となった商品アイデア 

 
現地調査を踏まえた結果として、実現性は薄いと思われるため詳細な商品スペックまでは調

査していないが、参考までに弊社が検討した商品案を以下にまとめる。 

                                                  
45 GlacialLight LED 電球 （E26 タイプ 電球色 40W 相当 全光束 200lm）

http://store.shopping.yahoo.co.jp/hiatec/14100002.html 
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図表 104 検討の結果選外となった商品アイデア例 

 
 

 

具体的な商品

夜間の冷え込みに対する暖を取る設備のアイデアであ
るが、必要な設備が非常に大掛かりである点やBOP層
のニーズがあまりないため、選別した。

選外となった理由

回生ブレーキは発電効率さえ向上できれば、農村部の
台車に取り付けることで、相当なエネルギーを供給でき
ると考えられる。ただし本提案ではコストや台車の整備
状況から商品化は難しいと考えた。

揚水に関しては、事前の想定よりも現状で優れた商品
郡があり、重複が見られた。

アンケート結果では浄水はニーズが高かったが、現地
調査の時点では水に対する要望は、比較的少なかった
ため、優先順位の都合により外した。

握力による発電は発電容量のため、選別されたが、人
的動力による発電を生活に活かせれば、BOP層の生活
改善には有効であると考えられる。

・ソーラーパネル
・風力による揚水(従来のもの)
・ハンドポンプ式揚水(従来のもの)

・ストロー(ソーラー)
・手動式浄水器
・電池式浄水器
・太陽光による殺菌

・ソーラーパネル
・人的握力発電キット
・折りたたみソーラー充電器
・カバンのストラップから発電
・人体発熱から発電

・ソーラークーラー
・バイオマス暖房

・ソーラーラジオ
・ソーラーラジオの応用人的発電ラジオ
・折りたたみソーラー充電器
(フィルム状ソーラーパネル)
・靴、膝サポーターなどからの動力（圧式）発
電
・温度差から発電
・人体発熱から発電

・ソーラー殺虫灯
・ソーラー家庭内照明システム
・振って発電する懐中電灯の室内用向け
・地域内発電システム(大規模でなく)
・照明付きロッキングチェア(自己発電)
・ソーラーエネルギーによる街灯

・植物油を燃料とする安価型コンロ
・牛糞によるバイオガスコンロ
・人糞によるバイオガスコンロ
・生ごみによる発生ガスのバイオガスコンロ
・農作用肥料発酵から出るバイオガスコンロ
・スモークレスバイオマスコンロ

・電気自動車
・波浪推進船
・道、橋、車の振動から発電
・カバンのストラップから発電
・振動と太陽光で発電するスーツケース

・耕作機(ホンダ)
・回生ブレーキ
・植物の代謝エネルギー発電

特に意識した点は、人体の動きから発電するようなシス
テムであった。小中学生が通学や放課後の遊ぶ時間に
発電をして、それを夜の宿題などに活用できればと考え
たが、世界的にも施策段階で、低コストでの商品化は見
なかったため選外となった。
他にもフィルム状のソーラーパネルなどを応用したもの
も勘案したが、現地の住宅を見たところ特にフィルム状
である必要はなかく、むしろ低価格な小さなパネルの方
が有効であると考えた。

照明類に関しては、特にロッキングチェアの動力による
発電というものを面白いのではないかと考えていたが、
実際に現地調査に行ってみると、流通に問題があるた
め、イスを運搬するコストで見合わなかった。もともと
ロッキングチェアの文化があれば、発電キットのみの販
売という可能性もあるが、特にロッキングチェアの文化
もないため、選外となった。

調理用の熱源に関してはバイオガスを利用したコンロ
が有力であると考えていたが、アンケートや現地調査を
踏まえると、事前の想定よりもはるかに安い商品にしな
ければならないため、選外となった。

物流時の動力を利用した発電も一つのアイデアでは
あったが、現地の物流インフラ整備状況から、発電を求
める分野としては現状は難しいと考えた。

暖

物流

調理

照明

水

揚

浄

分野

教育

携帯

農作機

14


	第４章 製品開発要件/商品仕様提案
	１. 潜在ニーズを満たす具体的商品提案
	(１) ソーラーパネル
	(２) ソーラークッカー
	(３) ふ卵器
	(４) 自転車式発電機


	２. 検討の結果選外となった商品アイデア



