
BOPビジネスに関する実証研究　インド水ビジネスの事例

１　はじめに

1990年代より、開発途上国における民間活動

は、小規模金融（マイクロファイナンス）モデル

を始めとして開発経済学を中心に研究されてき

た。しかし、途上国における貧困層を「開発の受

益者」ではなく「市場の主役」として位置づけ、

経営学的なアプローチを導入したのが、Prahalad
教授（2004）１による「貧困層を顧客に変える次

世代ビジネス戦略」、いわゆる「BOPビジネス」
である。

BOPビジネスとは、「購買力平価で年収3000ド
ル以下の所得層２を対象として、社会課題の解決

に資することが期待される持続的な企業活動・ビ

ジネス」と定義され、たとえば、インドにおける

ヒンドスタン・ユニリーバ社（小分けした石鹸の

販売と「手洗い奨励」啓蒙活動の実施）、P&G社
（浄水剤の販売）などにおける取り組みなどが成

功事例として注目された。

ところが、これら一連の研究においては、BOP
が想定する社会開発課題の改善にどの程度寄与し

てきたか、という実証的問題に学問として取り組
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要　　旨

BOPビジネスはビジネスを通じて社会開発目標を達成することを目指しているが、最近学会や政
策レベルで大きな関心を集めてきた。本研究はインドにおいて安全な水を対象にBOPビジネスにつ
いて研究を行うものである。インドにおいて安全な水へのアクセスは健康衛生状況を決定づける重要
な役割を果たすが、隔離された農村の住人や貧困層にとっては割高なため実現が困難とされてきた。
本研究は塩素化技術をつかったBOP水ビジネスがビジネスとしても社会開発政策としても有効であ
ることを示した。一方、政府、ビジネス、学会が協力してその効果を高める必要があることも示した。
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英文要旨
Base of the Pyramid （BOP） business, aiming at achieving social development goals through business, 

has received much attention in both academic and policy circles. This study examines the BOP business in India, 
focusing on safe water.  The access to safe water determines the health and sanitation conditions in the country, 
which is too costly for the isolated rural villagers and poor people.  The study has shown that the BOP business 
in water sector through chlorination technology could be successful as business as well as social development 
policy.  However, it also showed the necessity to have collaborative partnership among government, business, and 
academics in order to maximize its effect.
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まれてきたとは必ずしも言えず、どちらかと言え

ば、一つ一つの事例を定性的なエピソードとして

紹介するにとどまり、統計分析や計量分析を駆使

した本格的な研究は行われてこなかった。

こうした問題意識を持ち、筆者は科研費基盤

研究（C）「開発途上国におけるBOP企業活動と
社会開発の実証的研究」（平成23 ～ 25年度）及

び関連調査において、主としてインドの南部３

州（AP、タミルナドゥ、カルナタカ州）を中心
に、インドの「水ビジネス」に焦点を当てた実証

研究を行い、それぞれの州から２村を選んでパイ

ロット調査を実施し、「水ビジネスの事業性と社

会開発（雇用、所得、衛生面等）」について現地

NGO・社会企業（ソーシャル・ビジネス）と協
力して約400世帯をランダムに抽出した家計調査

を実施した。

家計調査では、水汲みの状況やコスト、衛生状

況・水因性疾病状況をインタビュー形式で集計し

た。同時に、水ビジネスを展開する欧米企業・本

邦企業による萌芽的BOP活動による先行事例を
レビューし、各企業が取り組む開発課題（水・衛

生環境改善、雇用創出、貧困削減等）別に類型化

すると同時に、そうした企業活動を支援する政策

的・制度的な枠組みについて JICA、UNDP、世
銀を訪問し、支援の特徴や方法についてとりまと

めた。

本稿は、これらの研究成果の一部として、

「BOP水ビジネスがインド農村における飲料水確
保に寄与するか」について検証することを目的と

したものである。具体的には、「水ビジネス」（塩

素剤を用いた小分け販売事業）を事例研究し、当

該ビジネスが企業にとっての事業性を持ちうるの

かについて、事業計画を作成し、費用便益分析、

財務分析を行ったものである。

本研究の意義としては、Prahalad 教授らが萌芽
させたBOP経営論に新たに実証的な付加価値を
加えると同時に、従来の開発経済論では十分に扱

われてこなかった「企業活動と開発」に光をあて、

同時に、「社会開発を目指した企業活動の収益性

の確保は可能か」という経営論的側面から接近し

ていくことにあった。またその成果を経営学・経

済学を専攻する研究者のみならず、企業の社会的

貢献の在り方を模索するわが国の企業経営者、政

府関係者とともに共有し、産学連携・産学官連携

を促進することにより、研究の社会的意義への貢

献にもなるものと期待される。

以下、インドの水事情、フィールド調査概要、

アンケート調査結果、財務分析、開発へのインパ

クトについて触れ、最後に残された課題について

の分析を報告する。

２　インドの水事情

インドにおいては、水因性疾病（下痢、ウィル

ス性肝炎、腸チフス）の症例が多く報告されてい

る。すなわち、飲料に不適切な水を飲んでいる人

口が多く、特に乳幼児においてはこれらの疾病が

死亡につながってしまう率が高く、より安全な水

を確保することが極めて重要となっている。

インド政府は、第12次５カ年計画（2012 ～

2017年度）において、農村においては、①地下水

が農業用（灌漑）と家庭用（飲用）の主要な水源

となっており、用途別の調整がなされていないた

め、農業用水が多量に使用される場合には飲料用

水が不足するという「水量」の問題、②地下水に

依存しているため、土壌によってヒ素・フッ素等

の化合物が混入したり、下水・トイレなどの汚水

が処理されていないためバクテリア・大腸菌等が

混入したりして飲用に適さないという「水質」の

問題、について対策を講ずる必要があるとの認識

を示している。

インドにおいては水道も徐々に普及している

が、人口の６割弱は依然として井戸水を主要な飲

用水の水源として使用している。水道の普及を妨

げる要因としては、水道料金（貧困層が支払うの

に困難）および安全性（末端までの水質が保障さ

れていない）という点がある。特に、社会階層の

低い世帯にとっては、安全な水を確保するコスト
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表１　インド各層別にみた飲料水不足人口
単位：1,000世帯あたり

社会階層 農村 都市部

指定下層部族 237 157

指定下層カースト 131 107

その他下層民 120 87

非下層民 130 80

注：分類はインド政府によるもの
出所：インド政府　家計調査2008-09

が割高になっているといういわゆる「BOPペナ
ルティ」の問題（社会階層が低いほど、基礎イン

フラへのアクセスが制限されているため、生活必

需品・サービスの確保が却って割高になってしま

う）がある。

こうした状況を受けて、インド政府としては各

州と協力して、2012 ～ 2017年までに、家庭用水・

農業用水・下水・トイレなど、水回りの総合対策

を講ずる計画である。具体的には、農村における

水道普及率（30.8％）、トイレ普及率（30.7％）を
向上させる予定である。ただし、財政難を抱える

各州が水道・トイレ設備を劇的に整備するために

財政支出を行うことは困難であり、飲料水に関し

ても、当面は既存施設に依存しつつ、水浄化装置

などを活用した衛生対策を行わざるを得ないのが

現状である。

そこで水インフラの整備を中心とする従来の公

共政策を補完するものとして、民間企業を中心に

商品化されている塩素剤等の「水ビジネス」が同

国の水問題解決に寄与しうるかについて、BOP
ビジネスの観点から注目されてきた。

貧困層にとっても衛生的な水を得ることは重要

であり、彼らの多くはボトル水（平均的な1.5リッ
トル入りで約20円）は高価購入できないため、煮

沸などの簡便・廉価な方法で水を浄化するか、ま

たは、井戸水をそのまま飲用するケースが多い。

彼らにとって、新たな方法で水を浄化ないしろ過

することは、新たな出費を招くのみならず、それ

までの生活習慣の変更をも求めるものであり、容

易ではない。

図１　インドBOP構造
出所：IFC（2007）

図２　プロジェクトサイト
出所：Google Map

表２　水処理技術の比較

利点 欠点

煮沸 煮沸によりバクテリ
ア、ウィルス、病原
菌を殺菌

エネルギーと時間、
環境に負荷。化学的
汚染に対応できない

塩素 大腸菌等微生物的汚
染の除去に効果的

化学的汚染には対応
できない

砂ろ過 汚泥の除去に効果的 化学的汚染に対応で
きない。流速が遅い

太陽光 環境に負荷かからな
い

化学的汚染には対応
できない。時間がか
かる

凝集剤
＋塩素

不純物の除去と病原
菌の殺菌に効果的

水質浄化が煩雑

紫外線 井戸水等の微生物殺
菌に効果的

前処理が煩雑

RO（逆
浸透）

加圧により不純粒
子・イオンを除去

ろ過できない水は汚
水として排出。前処
理が煩雑

注：なお、生物的汚染とは、バクテリア（大腸菌、サ
ルモネラ菌など）・ウィルス等、人間・家畜の排せ
つ物に由来するものであり、化学的汚染とは、ヒ
素、フッ化物、塩等による汚染をいう。また、汚
泥などは物理的汚染と区別される。

出所：筆者作成
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そこで、インドの事情から鑑みて、飲料水を浄

化・ろ過する方法について、水処理技術の観点か

ら利点・欠点についてとりまとめた。

それぞれの処理方法に一長一短はありつつも、

塩素による処理方法が優れていると判断した理由

は、例えば、ROや先端的なろ過方式と比較し、
低い初期費用と維持管理費で水処理を行うことが

でき、日常的な水質汚染の大半を占める微生物的

汚染に機動的に対応することができる利点を有す

るため、BOPビジネスとして最適であると判断
されるからである。

本研究では、国内で塩素剤分野では大手のＳ社

の協力も得ながら、以下の通りフィールド調査

を実施した。Ｓ社製品（以下Ｓ製品）３は、ジク

ロロイソシアヌル酸ナトリウム（C３Cl２O３N３・

Na）が有効成分であり、その有効塩素量は63％
である。水中で次亜塩素酸ナトリウム（HClO）
とイソシアヌル酸（C３H３N３O３）に変化する。

加水分解した次亜塩素酸（HClO）および次亜塩
素酸ナトリウム（NaClO）が殺菌作用を保有して
いる。

３　フィールド調査概要（2013年６月～９月）

本研究での本格的なフィールド調査は2013年６

月から開始し、９月までに終了した。研究対象地

域は南インド４州（アンドラ・プラデシュ州、カ

ルナタカ州、ケララ州、タミル・ナドゥ州）であ

るが、これらの地区のうち現地協力者とも議論し

たうえで、パイロット事業実施地区としてタミ

ル・ナドゥ州とアンドラ・プラデシュ州で各々１

つの村（合計２村）を選定した。

ひとつはアンドラ・プラデシュ州Tettupuram
村（以下Ａ村）、もうひとつはタミル・ナドゥ州

Tennampattinam 村（以下Ｂ村）である。この村
を選定した理由は、以下の通りである。①両村と

も塩素による水の殺菌がほとんど行われていない

こと、②塩素では処理不可能な、フッ素や砒素等

の深刻な水質問題が無いこと、③両村とも現地協

力者の本拠地のあるチェンナイから車で５～６時

間の距離にあり、比較的アクセスが良いこと、④

現地NGOが水に関する知識や、パイロット実施
の経験があること、⑤両村ともBOPターゲット
層である年収2,000ドル以下世帯の比率が大きい
（Ａ村で57％、Ｂ村で42％）。

調査項目はＳ社・現地協力者と相談の上、以下

のように、飲料水に対する教育的活動も取り入れ

ながら実施した。①村人の水に関する考え方や生

活習慣に関する質問、②飲料水の殺菌の重要性に

対する理解に関する質問、③塩素剤製品の使用に

より、水因性疾病の減少を確認する、④パイロッ

ト実施村でＳ製品の使用感等を聞き取りにより確

認する、⑤Ｓ製品の使用による経済効果を確認す

る、⑤購買意欲（以下WTP）調査。
なお、各村から200世帯にインタビュー調査を

し、計400世帯を調査対象とした。Ｓ製品の取扱

資料は、現地語（Ａ村はタミル語、Ｂ村はテルグ

語）に翻訳したものを用い現地協力者がフィール

ドワーカーにトレーニングを実施した。Ｓ社が直

接両村を訪問、村人に対して同製品の使用デモン

ストレーション（簡易測定キットでの残留塩素の

測定含む）を行うなど、調査は安全に配慮し、特

段の問題は生じなかった。

また、パイロット調査を実施する前に、開発

実務では普及している「参与観察」（Participant 
observation）、すなわち、BOP層の人々の日常生
活や習慣を知ることから始めることとした。対象

とした２つの村の家庭に数日間生活に密着するこ

とで彼らの日常生活（例えば起床時間や就寝時

間、誰と食事し、昼間は何をして過ごしているか

等）について、水に限定せずありのままに観察し

た。

参与観察の目的は、観察対象の家庭に今回の調

査の目的を伝えずに行うことである。もし住民が

調査の目的を認識してしまうと、彼らにバイアス

を与えることになり、本来の日常生活や考えが正

しく観察できなくなる恐れがあるためである。こ

の観察結果を元に、ベースライン調査に使用す
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るアンケート案を作成した。参与観察は、現地

NGOに実施を委託した。
調査項目のうち、WTP（購買力調査）に関し

ては、以下のような方法をとることで、サンプリ

ングにおけるバイアスをできるだけ介入させない

ように心がけた。

Ａ村（タミル・ナドゥ州）においては、初期の

15日間は、無償サンプルによるパイロットを実施

した。次の15日間は、有償によるテストマーケ

ティングとして最大で50％（100世帯）がＳ製品

を購入するという推定のもとで実施した。Ｂ村

（アンドラ・プラデシュ州）においては、30日間

の無償サンプルによるパイロットを実施した。

両箇所で販売方法を分けた理由は、商品を無償

で配布した場合と有償で購入してもらった場合と

では、真のWTPや使用感が異なる可能性がある
と判断したため、現地協力者による対応が可能な

タミル・ナドゥ州において実験的に有償販売を

行ったものである。一般に無償配布の場合の方

が、WTPや使用感（満足度）を高く申告する傾
向にあるため、こうしたバイアスをできるだけ除

去したうえで分析を行うこととした。

図３　塩素剤（Ｓ製品）と専用ボトル（Ａ村）

４　アンケート調査実施結果

アンケート項目は詳細に及ぶため、全文の掲載

はできないが、各村での調査結果の概要は以下の

通りである。

（１）Ａ村　

平均月収は4,500 ～ 6,000ルピーが81世帯と最も
多く、次いで4,500ルピー未満が76世帯であった。
6,000ルピーを超える世帯も37世帯あった（４世
帯については回答なし）。水源は、ほぼ全ての世

帯が自家井戸または無料の州政府スキームによる

パイプラインからの河川水（以下、政府スキーム）

であり、飲料用／生活用水の両方に使用してい

る。乾期には井戸水の水位が低下し海水が浸入す

るため塩分濃度が上昇することから、政府スキー

ム水の使用率が高くなる。

Ａ村では、95％の世帯が未処理で飲用している

こと、直近30日間に下痢・腹痛を患っていた世帯

数が198世帯中、117世帯であったこと、198世帯の

内194世帯が、価格が合えば購入する準備ができ

ているとの回答を得た。

また、Ａ村では、上記基礎調査終了後、市場調

査として15日間の無償サンプルを配布後、実験的

に、30包／セットのＳ製品を、25リットルの専用

ボトルとでセット販売（３ルピー／包×30日分＝

90ルピー）（図１）したところ、用意していた100

セットが数日で売切れとなった。なお、10日分（10

袋）では、３ルピー／袋の価格設定をしていたが、

これについては全く売れなかった。

さらに、購入した100世帯に対し、水因性疾病

改善の有無やＳ製品の使用感等のインタビューを

行った。なお、100世帯のうち15世帯が井戸水を

処理、76世帯が政府スキーム水を処理した。これ

ら合計の91世帯のうち、８世帯が井戸水、川水の

両方を処理していると重複返答した。残りの17世

帯が無回答であった。

同村では、さらに、以下の定量的・定性的結果

を得た。

・ 100世帯中56世帯が、製品使用後、腹痛を訴え
る回数が減り、健康維持に有用である、と回

答した。

・ Ｓ製品とボトルを購入した購入対象者100名の
うち、同症状を訴えたのはわずか１名であっ

た。
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・ 85世帯が、処理水の味は問題ないと回答した。
・ 18世帯が、塩素臭がやや気になるとのことで
あったが、それ以外は問題なかった。

・ Ｓ製品の購入を希望する全79世帯では、２ル
ピー以下／包であれば継続購入したいと回答

した。

・ 薬剤とセット販売した25リットルボトルは、
容量設定や使い勝手が良かったと回答した。

・ 100世帯中、12世帯がＳ製品の販売に従事する
ことに興味を示した。

（２）Ｂ村　

Ｂ村では市場調査は実施したものの、無償で配

布したＳ製品に基づき意見をヒアリングを実施し

た。結果概要は表３に記載の通りであるが、以下

の定量的・定性的結果を得た。

・ 全世帯が処理水の味は問題ないと回答した。
しかし66世帯が、塩素臭が気になると回答し

た。

・ 全世帯が継続利用するには２ルピー／包程度
が必要で、30包／セットの販売単位（１ヶ月

分）については適切と回答した。

・ 全世帯が井戸水をＳ製品処理した。
・ 全世帯がＳ製品は家族の健康向上に役立つと
考えている。

・ 全世帯がＳ製品飲用前と比べ下痢などの症状
が減ったので、医療コストを２～５％削減で

き、うち１世帯では50％削減できたと回答し

た。

・ ベースライン調査では18世帯で下痢・腹痛患
者が発生していたが、パイロット期間中に下

痢・腹痛患者数はゼロであった。

・ ８世帯が、30％の口銭でＳ製品の販売に従事
することに興味を示した。

以上のように、BOP層の多くがＳ製品につい
て消費者としてのみならず、「販売者」として従

事することに興味すなど、BOPビジネスが開発
対象（水分野）の問題解決のみならず、農村にお

ける雇用促進効果を持つことを示すものとして特

筆に値する。

表３　調査結果概要

Ａ村 Ｂ村

調査世帯数 198世帯 174世帯

平均月収

4,500ルピー未満 76世帯 19世帯

4,500 ～ 6,000ルピー 81世帯 98世帯

6,000ルピー以上 37世帯 54世帯

無回答 ４世帯 ３世帯

水源

井戸 １世帯 168世帯

RO水 １世帯 ５世帯

政府スキーム（河川水） ７世帯 ０世帯

井戸＋政府スキーム 189世帯 ０世帯

他 ０世帯 １世帯

水経費

井戸 自家井戸の
ため無料

自家井戸の
ため無料

RO水 － ６ルピー／
20リットル

政府スキーム 無料 －

医療費

０ルピー ７世帯 ５世帯

300ルピー未満 10世帯 32世帯

300 ～ 600ルピー未満 27世帯 118世帯

600ルピー以上 ６世帯 18世帯

無回答 148世帯 １世帯

Ｓ製品感想

引き続き使いたい 74世帯 －

使いたくない 26世帯 －

WTP

３ルピー／日未満 79世帯 174世帯

３～５ルピー／日 ０世帯 ０世帯

５ルピー／日以上 ０世帯 ０世帯

無回答 21世帯 ０世帯

出所：アンケート結果
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５　事業性分析

（１）ホール・ピラミッド戦略の有効性

フィールド調査においては、インド市場におい

て水ビジネスはBOPが抱える課題解決にとって
は有益であるものの、ビジネスとして当面の事業

性確保のためには購買力が低いBOPにのみ焦点
をあてることは、中間層（以下MOP）や上位層
（以下TOP）の既存顧客層を取り込みつつの事業
戦略をたてることが必要ではないかと考えられ

る。これを、本稿では便宜上ホール・ピラミッド

（Whole Pyramid）戦略と呼ぶ。
ホール・ピラミッド戦略は、Ｓ社を始めとする

インド内外の企業がインド水ビジネスに参入する

ことを前提とした事業化計画を念頭に置いたもの

である。すなわち、まず進出初期段階では、市場

として参入可能性が高く早期に収益性の確保が

見込めるMOP/TOPビジネスに重点を置き、具
体的案件の成立を進めつつ、「超薄利超多売」の

BOP市場における革新的なビジネスモデルを立
案・模索していくことにより、長期スパンの継続

的収益確保を図るというものである。

図４　ホール・ピラミッド戦略
出所：筆者作成

こうした全体戦略の中で、本調査の主眼であ

るBOP市場に対しては、例えば浄水場や二次塩
素処理施設における利用を想定した「上流」アプ

ローチ、給水車・集合住宅における自家浄水設

備・地域や学校の共有貯水タンク等を対象とす

る「中流」アプローチ（以上いわゆる「B to B」
型ビジネス戦略）、そして小袋販売によりPoint of 
Useで使用者自身が浄水処理をする「下流」アプ
ローチ（「B to C」型ビジネス戦略）それぞれに
ついて、市場参入・事業化を進めていくというも

のである。

そして最終的にBOP層への市場浸透性を高め、
安全な水の確保に最も苦しんでいる社会層に到達

するためには、消費者を主要な顧客とする「下流」

アプローチ（「B to C」型ビジネス）をもって市
場開拓していくことに主眼を置くべきであるとい

うビジネス・モデル仮説を設定し、以下のように

事業性について検証をしたものである。

（２）財務分析

本研究ではＳ社製品がBOPビジネスの主力製
品になるという仮定し、同製品がビジネスとして

事業性・採算性を持ちうるかを検証するため、幾

つかの前提を置きつつ、10年にわたる事業計画を

策定した（別表１）。

前提条件として、事業化初年度にタミル・ナ

ドゥ州１地区からパイロット的に事業開始し、市

場規模をタミル・ナドゥ州全体、事業開始５年後

には南インド３州（タミルナドゥ州、AP州、カ
ルナタカ州）に拡大し（102万世帯）を獲得する

ことを目標としている。その前提として、１袋あ

たりの販売価格を３ルピーとし、原価を1.1ルピー
（税込）としている。

その他、以下の前提を置いている。

・ ターゲット市場は、南インド３州の総人口の
50％とした。

・ 世帯数は、世帯あたり５人とし、Ｓ製品使用
者は１ヶ月に15袋消費するものとする。

・ ボトルは販促費として１世帯あたり１ボトル
を無償供与する。ボトルを１度入手した世帯

のうち90％は引き続きＳ製品を使用し続ける

とする。ボトルを入手した世帯のうち10％が

Ｓ製品の使用を継続しない（ボトルが無駄に

なる）。
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・ 広告費用は現地企業による見積額を用いた
（１年目、２年目は１地区のみのため、300万

ルピーと仮定した）。

・ 工場賃貸料はバンガロールの事務所賃料（１
平方メートルあたり1,076ルピー／月）４を参考
とした。工場は、１～２年目は100平方メート

ル、３年目以降は500平方メートルを賃貸する

と仮定。包装機１台当り、必要なスペース1.5
平方メートル。

試算によると営業利益は４年目には黒字とな

り、同年中に投入投資額が回収できるという計算

になる。財務的内部収益率（FIRR）に換算する
と、約30％に相当する。

これらの前提を変更し、（１）販売価格を２ル

ピー／包と設定した場合、（２）市場規模が伸び

悩んだ場合（ターゲット市場60％減）、（３）上

記の組み合わせの感度分析を行った。その場合、

（１）販売価格２ルピー／包の場合には、2019

年（６年目）にようやく営業利益が黒字となり、

2020年（７年目）に投下費用の回収が図られる。

（２）市場規模が伸び悩んだ場合についても、ほ

ぼ同様の結果で、2018年に営業利益が黒字、2019

年に投下費用の回収が図られる。（３）両方の組

み合わせの場合には、2020年に営業利益がかろう

じて黒字となるが、2023年（10年目）になっても、

投下費用を回収するだけの利益にならず、事業と

して失敗である。

なお、事業化後の資金調達は長期的には、現地

で行うことを想定している。すなわち、日本側か

らの資金調達なくして、プロジェクトとして十分

に採算がとれることを想定し、またその範囲内で

のビジネス化を当面は検討している。ただし、初

期投資コスト（約1,800万ルピー）に相当する部
分については、日本での借入を行う予定である。

その後、現地の販売・流通業者は現地の金融機

関（例えば、ICICI銀行は小規模企業向けにマイ
クロ・クレジットのサービスを提供している）を

通じて、資金調達をすることを想定している。現

地の資金調達コスト（金利水準）が日本と比較し

て高いことを想定しても、推定FIRR値等と比較
し、資金調達をカバーしうる収益を確保すること

が可能であると想定される。

（３）開発効果

Ｓ製品がBOP市場に受け入れられることがい
かなる点で開発に資するのかという開発効果につ

いては、開発実務においては「上位目標」「プロ

ジェクト目標」「プロジェクト成果」を結ぶ、ロ

ジック（論理構造）に整合性があり、矛盾が生じ

ないかにより評価５され、開発プロジェクトとし

て案件化される。

本研究においても、同手法を用い、Ｓ製品を案

件化することが可能かについて検討を行った。

まず、BOP層の安全な水が飲用できるように
なり、水因性疾病（特に子供）の減少、安全な水

確保に要する時間の縮減等を通じ、生産・教育・

訓練への参加機会の増大や、製品販売網を通じた

雇用の創出により、BOP層の生計向上が達成さ
れると同時に、女性の地位向上（ジェンダー・エ

ンパワーメント）が図られる、ことを上位目標と

して設定した。これらの目標階層の間において

は、論理矛盾は特にないと評価できる。

また、より短期的なプロジェクト目標として

は、以下の点が挙げられる。

１．BOP層が飲料用浄化剤を購入・使用できる
ようになる。

図５　BOPビジネスの開発効果
出所　筆者作成
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２．浄水剤の小分け包装・流通・販売の過程に

て、BOP層の雇用が創出される。
３．トレーニング（衛生知識・製品用法・販売ス

キル・水質分析・分包技術）が継続的に実施さ

れる。

プロジェクト成果としては、以下の点が挙げら

れる。

１．以下の各事業が実現し、１包（20リットル用）

３ルピーの最終販売価格で製品が供給できる体

制が構築される。

１）現地に適合した工程修正など、開発が完了

する

２）現地輸入販売代理店・中間卸業者が確定す

る

３）現地NGOとの協力による販売ルートが確
立する

４）学校・病院などへの販売ルートが確立する

５）トレーニング実施体制が確立する

２．現地の販売拠点が負担する関連経費の資金調

達が滞りなく行われる。

１）運転資金調達（マイクロファイナンス等）

の仕組みが整備される

３．顧客の課題やニーズを吸い上げ、上流に

フィードバックする仕組みが定着する。

４．NGOによる衛生教育、コマーシャル・ラジ
オによる宣伝、さらには関連する援助事業の実

施により、製品・当社のブランドイメージおよ

び衛生概念が普及する。

外部条件により成否は左右されるものの、以上

掲げた手段・目的の間において特段の論理矛盾は

生じないと考えられるため、開発プロジェクトと

しては一応成立し得る。

６　結論及び残された課題

（１）結論

本調査の結果、大仰な機器類や電力などを使用

することなく農村でも簡易に使用できる薬剤Ｓ製

品を用いてBOP層に安全で衛生的な飲料水を提

供し「水因性疾患の減少」、また煮沸などが不要

なことから「安全な水確保に要する時間の削減」

という２点の開発効果の達成は、現行のＳ製品で

も充分可能であることが一応確認できた。

今回、２つの農村で実施した調査では、向上心

や自立心・強い成長意欲を持って自らの生活を豊

かにしていきたいと願う人たちが少なからず存在

することが判明した。まずは彼らをBOPビジネ
スの事業パートナーとして組み入れて教育するこ

とで、Ｓ製品を正しく、安全に販売・普及活動を

行うことを通じて自らの生活が豊かになるという

実感を積んでもらうことが、持続可能なBOPビ
ジネスの根底にあると考える。

販売員から始まったBOP層が、小さな成果を
積み上げて地域ごとの流通網が完成されていく。

その販売員のグループが、やがてサプライチェー

ンの川上に位置する小分け包装の段階まで関与す

ることで、生産から販売まで一貫した雇用の機会

を提供する。これによって、より利益を得ること

ができるようになれば、BOP層の所得向上をも
たらしMOP層への成長へとつながっていく。更
に将来の起業による雇用者数拡大にも寄与してい

く。また、コスト削減のため、サプライチェーン

の現地化は必須であり、民間企業ごとの個別の

事情を克服しつつ「BOP層の雇用創出」という
BOP開発課題解決の波及効果も期待できること
となる。

パイロット事業を実施した２つの農村でのアン

ケート結果で示された、購買意欲（WTP）は２
ルピー／包である。このままでは、採算がとれず、

「B to C」型の事業の継続性を確保できないので、
より一層の原価低減に加えて、ホール・ピラミッ

ド型のアプローチをとってターゲットの高位層へ

のシフトなどの見直しも考慮しなければならない

ことも判明した。経営論としては、ホール・ピラ

ミッド戦略を成功させるためには、広報・宣伝活

動によるブランドイメージ（「安全・安心な日本

の水」）を定着させ、事業規模の拡大につなげて

いくことが求められている。
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さらに、本製品を持続的なビジネスとして推進

していくうえで、現地で事業拡大していくための

設備投資（小分け機会、広告・宣伝費等）を金融

的に支える仕組みを確立していく必要がある。各

村の販売員の起業活動を支えていくため、BOP
層を中心とした零細起業家がマイクロファイナン

スを活用していくことも一案である。本製品を現

地起業家の「ビジネス」として成立させていくた

めには、インドで既にビジネスを行っている業者

（給水業者、ホテル等）に対する売り込み戦略、

すなわち、「B to B」型ビジネスの視点が重要に
なってくる。

一方、「B to G」型ともいうべき、G（Government）
に対するアプローチないし売り込み戦略も不可欠

である。すなわち、インド社会において、数億単

位で存在するといわれる、ピラミッド最下層に対

して、直接アプローチすることは無謀であり、ビ

ジネスとして成立しないと考えるべきである。彼

らに対しては、国際機関・国際NGOのルートや
国家戦略として農村開発・水対策に取り組むイン

ド政府機関（国・州、水道局等）をクライアント

とみなし、これら機関通じた製品の販売を考える

ことが現実的である。既に、カルナタカ州水道局

とは会合を持ち、本製品の農村給水における活用

についても協議を開始している。

以上のように、水ビジネスがインドにおいて

BOPビジネスとして成立させていくためには、
現地NGOや社会企業等の力を借りながら、消費
者（Consumer）に直接アプローチすることに加
え、ビジネス（Business）や政府（Government）
を巻き込み、従来インフラ分野に偏りがちであっ

た、PPP（官民連携）を農村開発・水供給分野に
も広げていくことが彼ら（インド側）にとっても

有効であることを、援助機関を含め様々なチャン

ネルを通じて働きかけていくという視点も重要で

ある。これは「B to BCG」型ともいえる、新た
なビジネスモデルである。

本調査は大学、日本政府・援助機関、民間企業、

現地協力企業・NGOの共同作業で進められてき

た。今後もこうした連携を継続していき、BOP
ビジネス分野における最先端の理論を踏まえつ

つ、本製品の社会的意義を高めていきたい。大学

側にとってもインドにおける「ビジネスを通じた

社会開発」に具体的に貢献することで、「知の社

会貢献」につながる。大学では企業でのインター

ンを授業とみなして単位を提供する仕組みがある

が、例えば、開発分野に興味を持つ日本の学生が、

企業・NGOの「インターン」としてインド農村
にいって本製品の営業活動に従事することは、日

本における広義での開発人材を育成するうえで大

きな意義をもつ。

（２）残された課題

最後に今後の長期戦略を考える中で、残された

課題として「リバース・イノベーション」の視点

の重要性について指摘しておきたい。従来、イン

ドに進出しようとしたものの挫折した日系企業の

多くが、「よいものは売れる」「市場はついてくる」

といった（欧米市場における成功体験をそのまま

導入しようとする）思考形式に陥っていた。とこ

ろが、成功している企業は現地のニーズに合わせ

た、現地発のイノベーション（技術革新・マネジ

メント革新）、すなわち、リバーズ・イノベーショ

ンを実現してきたことにある。かつてHindustani 
Unilever社がシャンプー・石鹸の小分けビジネス
で示したように、水ビジネスの画期的なアイデア

はむしろBOP層からもたらされるかもしれない
のである。本調査においても、現に、パイロット

調査の一環として実施した「製品アイデア・コン

テスト」は、日本のライフスタイルからは着想で

きないようなアイデアが出てくるのではないか、

という考え方で実施されたものである。今後もこ

のような「現地化されたR&D活動」を続けてい
くことが有益である。革新は技術というよりアイ

デアとその活かし方（マネジメントの工夫）にみ

るべきという考え方である。

R&D活動の現地化により、従来存在しなかっ
た新たな水ビジネスが形成されれば、将来的には
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必ずしも価格競争に左右されない水市場が形成さ

れ、顧客も生産者もwin-winの関係（双方とも儲
かる仕組み）が成就するという意味での、真の

「ビジネス・モデル」が形成されることになる。

そのためには、BOP層の飲用に限定してきた本
製品の使途を含め、あらゆる前提を排除した柔軟

な発想が重要になってくることは言うまでもな

い。これがリバース・イノベーションを通じた、

「ブルー・オーシャン（青い大洋）」（既存市場を

抜け出し、過当競争自体を無意味なものにする未

開拓の市場を生み出す戦略）である。

では「青い大洋」はどこにあるのか。その答え

はMOP層がカギを握っているのではないかと示
唆される。過去10年来、インド経済が急速に発展

を遂げBRICSの主要メンバーとして世界経済の
中でも重要な地位を占めつつある中で、インド社

会全体における中間層（MOP層）が市場形成力
を持ってきている。彼らは、生まれこそBOP層
かもしれないが、熾烈な学歴競争に勝ち残り、上

昇志向が強く、また、健康志向も強い層である。

ここ近年のヤクルトの成功はそのことを裏付けて

いる。この層を何とか取り込むことはできない

か。化学薬品（塩素剤）ではなく新たなライフス

タイル提供する商品として、MOP層やその予備
軍的BOP層により魅力的で夢を提供するような
商品化や差別化ができた時にその答えは見つかっ

たことになるのではないだろうか。

【注】

＊ 本研究は基盤研究（C）「開発途上国におけるBOP企業活
動と社会開発の実証的研究」（平成23 ～ 25年度）及び関連
調査（国際協力機構による委託調査）の成果の一部をとり
まとめたものである。

１ Prahalad著（2004）の�e Fortunate at the Bottom of the Pyramid: 
Eradicating Poverty �rough Pro�ts（邦題『ネクスト・マー
ケット：「貧困層」を「顧客」に変える次世代ビジネス戦
略』）。また、IFC（国際金融公社）（2007）による�e Next 
4 Billion（邦題『次なる40億人』）も先駆的・網羅的な報告
書の一つである。

２ 世界銀行グループの IFC（国際金融公社）報告書によれば
全世界で40億人のマーケットが存在するといわれている。

３ Ｓ製品は厚生労働省医薬品認可（第２類）、米国EPA登録
既に、NSF/ANSI Standard60認証を受けている。安全性、
殺菌効果、保存安定性（未開封冷暗所保存で1～ 2年）に
特長がある。

４ JETRO資料
５ 実際に、国際協力機構（JICA）では案件の事業化にあたり、
プロジェクトデザインマトリクス（PDM）を用いて論理
構造の事前評価と事業化の判断を行っている。
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単位 タミルナドゥ州 カルナタカ州 アンドラプラデ
シュ州 インド全国

人口 百万人 85 61 72 1,190
首都 チェンナイ バンガロール ハイデラバード デリー
主要言語 タミル語 カンナダ語

一人当たりGDP INR 61,530 47,911 47,547 53,331
経済成長率（2007～12平均） % 7.7 7.2 8.2 8.0
乳幼児死亡率 ‰ 22 35 43 44
下痢死者数 人 12 1,279 124 3,124

貧困率：都市 % 6.54 15.25 5.81 13.70
貧困率：農村 % 15.83 24.53 10.96 25.70

トイレなし世帯率 % 76.8 71.6 67.8 69.2

農村電化率 % 90.8 86.7 89.7 55.2
携帯電話普及率 % 57.3 51.0 49.3 47.9

テルグ語・ウル
ドゥ語

ヒンディ語・
英語

別表１　BOPビジネス事業化計画

別表２　インド南部３州比較

出所：インド統計局（2011）
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