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１ はじめに 
  世界を変えながら日本自身も変わる、アントレプレナー国家を目指す。それが本稿の主

張である。だが似たようなスローガンは既に聞きおぼえがあるとともに、漠然としたイメ

ージしか残らない場合も多い。そこで本稿はこのテーゼが意味するところを明らかにする。 
 
２ 閉塞感の「原因」 
  いうまでもなく日本は、現在も世界有数の経済大国である。しかもUNDPの2007年度

の人間開発指数（Human Development Index1、）は10位、経済平和研究所（Institute for 
Economics and Peace）の2010年度の平和度指数（Global Peace Index2）は3位に位置

するなど、傍目からは幸せそのものにも思える。だが経済的な豊かさは幸福と同義ではな

い、とは長年指摘され続けてきたことである。イギリスの NGO であるＮＥＦ(the new 
economics foundation)の2009年度の幸福度指数（The Happy Planet Index 2.03）では

75位にランクするなど、指数による順位のかい離が著しい。もちろん指数はあくまで目安

であり、個々人が感じる具体的なリアリティそのものを示すわけではない。しかし日本人

が漠然と感じている閉塞感のせいか、経済的には豊かでも幸福ではないことを示す、妥当

な数字と感じてしまう。 
日本に漂う閉塞感と悲観論の正体は何であろうか？就職が決まらない大学4年生にとっ

ては未定の将来かもしれないし、不況を痛感する社会人にとっては、業績悪化やリストラ

の不安かもしれない。また行政の専門家にとっては、少子高齢化、社会保障費の増大、天

文学的な債務残高が原因であるかもしれない。閉塞感や悲観論の個別の原因は枚挙にいと

まがないであろう。だが個別の問題の集積が、全体の閉塞感や悲観論へと論理必然的に結

びつくとは限らない。また原因が必然かつ常に結果を生むとは限らない。自動車に乗らな

ければ加害者として人身事故を起こすことはないだろうが、自動車に乗るからといって常

に事故を起こすとは限らない。つまり行き詰まりの原因の多寡と閉塞感が比例の関係にあ

るとは限らない。閉塞感はなによりもリアリティをもった「物語」である。よって学術的

にすべての要因の関連性を解き明かすことも困難であろう。 
ではこの「物語」を解きほぐすにはどうすればよいのか。日本人の閉塞感が「物語」で

あるなら、それを解きほぐすカギもまた「物語」にある。つまりこの閉塞感の「リアリテ

ィ」を書き換えるには、実証的な分析を踏まえたうえで、感覚的に「納得」できるものを
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示す「物語」が必要となってくる。 
この閉塞感に関して、ホスピス病棟医である小澤竹俊の指摘は大きな示唆を与える。小

澤によれば、アメリカオレゴン州の尊厳死法を利用して尊厳死を選択する人々は、「体の

いろいろな機能を自分で調節することができなくなったり、お別れするまでの期間に自分

が思い描くような行動をすることができなくなったと感じたり、自立して行動することが

できなくなったと感じたことなど」を契機に尊厳死を選択したという4。つまり「行動する

ときに他人に頼るしかなく、自分で自分の身の回りのことができなくなる（自立が失われ

る）と、人は生きていく気力を失ってしまう」という。 
日本に蔓延する閉塞感や悲観論もまた、この「自立の喪失」と似た構図を持っているの

ではないだろうか。日本は経済的には豊かでありながら、できることは限られている、と。 
確かにそれは日本だけの現象に限られないかもしれない。例えば、相互依存の深化、も

しくはグローバリゼーションの進展、グローバルマネーに一国の経済はしばしば翻弄され

る。中国の景気の動向が世界の景気を左右する。こういった現象を「国家の消滅」の表れ

であるとする主張も目新しくはない。しかし、グローバリゼーションも相互依存も、その

結果が意図したものであるか否かはさておき、人間の行為の結果である。そして意図せざ

る結果を生み出す恐れもあるとはいえ、よりよいルールを設定しよう、国家を超えた連帯

を作り上げて課題に立ち向かおう、とする試みがある。ある意味、無力感や困難は、それ

にあらがう挑戦を生み出してきたといえる。 
しかし日本はそういった挑戦に希望を見出していないのではないだろうか。そこには歴

史的な背景があるかもしれない。というのも、第二次世界大戦後、日本は国際社会の主流

に位置しながら、国際社会の流れに大きな影響を及ぼすことはなかったからである。日本

が主流に位置づけられてきたのは、主としてその経済力を持ってであり、歴史の流れを形

作るプレイヤーとしてではなかった。日本は国際政治の受動的アクターであって主体的な

アクターではなかった。 
しかし自国の運命をより望ましい形で決定するには、世界のルールを変えていく必要が

あった。だが日本は国際社会のルールメイカーではない以上、日本は世界でよりよく生き

ていくすべを探求しなかった。確かに経済力は抜きんでた規模を保ち、国民の生活も、他

の多くの国々に比べて裕福である。しかしながら、世界の潮流にただ流されるだけの在り

方では、ただ死を待つにすぎない生ける屍だと、人々が漠然とした感覚で捉え、その結果

閉塞感に繋がっているとも言える。 
ではこの漠然とした閉塞感から脱するにはどうすればよいのか。小澤は「自律の喪失」

の克服について指摘する。「一方、身体的な自立が失われても、自分のことについて自分

で決めることができる=自律できると思えたとき、その人は生きる希望を捨てずに生きて

いくことができる5」と。具体的には「ベッドに寝たきりで動けないような状況でも、単に

おむつをされるのではなく、自分が望むときに排尿や排便ができるような」「自立を失っ
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ても自律できる」体制が必要だと。 
この小澤の指摘は日本の閉塞感にも応用できるだろう。つまり日本の閉塞感は、身体の

不自由さと相似形で語りうるということ、そして日本の「自立の喪失」を克服する「自律

の回復」が必要であると。 
では「自律の回復」には何が必要となるのか。日本は受動的であることによって、自立

を失った。ならば日本の運命を左右する世界に挑戦することこそ必要なのではないか、と。

しかし、世界への挑戦とか、グローバル化もしくは国際化といったスローガンは、すでに

耳慣れた言説である。すでに日本は世界に挑戦し続けてきたのではなかったか。 
 

３ 「世界」の転換 
むろん日本も「世界」を変えようとまではいかなくとも、世界に対して影響力を発揮し

ようと試みてきた。周知の通り、未曾有の高度経済成長を成し遂げた日本は、高度な技術

力で安全で安心できる製品を世界に提供してきた。商品の生産国としてのみならず、国際

機関への拠出金も群を抜き、ODA の総額は世界最大規模を誇ってきた。加えて国際社会

での発言力確保を目指して、他国に比較しては少ないながらも多くの日本人をニューヨー

クやワシントンやロンドンやジュネーブに送り込んできた。つまり「世界の中心」である

程度の発言力を確保し、安保理の非常任理事国としては最多当選を重ねるなど、いわゆる

外交の表舞台である程度の活躍を見せてきたといえる。 
しかしながら、日本の「活躍」が、国際社会での確固たる地位の確立に結びついた、と

感じる人は少ないだろう。典型的な事件は、湾岸危機／戦争を巡るトラウマであろう。日

本は総額130億ドルもの支援を行ったにもかかわらず、国際社会からの評価は低く、いま

でも「湾岸のトラウマ」として日本外交に暗い影を落としている。 
だが問題は、なぜ日本はそこまで影響力を行使できなかったのか、という点にある。し

ばしば「お金だけの貢献」と揶揄されてはいても、日本の援助がなければ、世界の開発援

助や国際機関の運営は滞ることは目に見えている。金銭的な援助のみならず、日本は安保

理の非常任理事国として、常任理事国についで世界の安全保障の決定の場に参画してきた。 
日本が世界を変えられなかった理由、それは「世界の中心」にあって、世界を「知って

いる」つもりで、実は「紙の上から眺めている」に過ぎなかったからである。日本が見て

いた世界とは、ニューヨークなど世界の中心であった。日本の認識では、国際社会のルー

ルを作り、世界の運命を作り上げるということは、国際機関で規則や文書を作りあげ、国

際会議での決定に参加することを指していたのではないか。日本人の多くは、「世界」とい

う言葉を聞いて、いわゆる欧米、もしくは、少し詳しい人になればアジア各国の首都など

を思い浮かべる。「向こうではこうだった」という典型的な語りに含まれる「世界」は、著

しく偏りを見せている。確かにそこは「世界の中心」だが、世界のごく一部である。 
ルールの作成や国際的な決定を迫る必要性が、つまり新しい世界の現実が生み出される

場所は、それら「世界の中心」ではない。新しい現実は、60数億人の人間が住む世界その

ものから発祥する。新しい現実は、確かに「世界の中心」を経由するが、民族や文化によ

って相異なった60数億の人々から生じてくる。例えば地球温暖化による祖国水没の危機、



 

ＨＩＶのまん延、飢餓、ジェノサイドや民族浄化アフリカの紛争や飢餓の問題など、異な

る現実に直面する人々から生じてくる。HIVや飢餓、ジェノサイドや国内紛争が討議され

るのは、確かに世界の中心においてである。しかし議論に加わるためには、現場で何が生

じ、何が必要な処置であるのか、事前に知っておく必要がある。各国は世界で何が起き、

何をなすべきなのか、それぞれの基準で判断を持つ。しかし、日本はそういった個別具体

的な世界の情報を持たず、世界の意思決定の場に臨んでいた。つまるところ、日本は世界

の中心を見て、世界が始まる場所への関心が欠けていたため、国際社会への貢献と影響力

の間に顕著な開きが生じたといえる。個々の場所への影響力や情報を持たない日本が中心

にいても無力なのは必然だろう。 
つまり日本は、世界の中心を見て世界そのものを見ていなかった。それは日本の経済成

長の歴史とも関係があるのかもしれない。日本経済は主として米国を最大の輸出国とした

「ハイ・エンド」の製品を、成長の原動力としてきたからである。だがこの経済成長モデ

ルが、より安価でまた品質も良い生産国の出現とともに立ち行かなくなった。 
では日本が「世界を変える」ためには何が必要となるのか。それは日本人が抱いている

「世界」像の変革である。もちろん感覚は、感じ方を変えることによって変更することは

できる。だが感覚は、現実の漠然とした何かを反映してあらわれてくる。現実に無力であ

るのに、頭の中で無力感を振り払おうとしたところで、何も変えることはできず、ただの

現実逃避となってしまう。「人が水に溺れるのは、人が重力の思想に取りつかれているせい

だ」とし、「頭から叩きだせば、あらゆる水難を免れる」といった精神論は無益どころか有

害である6。 
よって世界像を変革するためには、実践が必要である。つまり世界の中心へと顚倒して

いる世界像を、再び世界の始まる場所へと再顚倒するための実践が必要である。そこで次

節において、BOPビジネスを例にとり、実践による世界像変革の可能性を論じる。 
 
４ 「世界」への浸透 
（１）BOPビジネス 

BOP（Base of the Pyramid）ビジネスは、従来は貧困層と見なされてきた人々を対象

としたビジネスである。年間所得 3，000 ドル以下の人々を区分して使われた言葉で、世

界総人口の 3 分の 2、約 40 億人いる層を対象としたビジネスである7。世界 110 カ国の

家計調査データを基に、総調査対象人口 55 億 75 百万人の 72％（約 40 億人）が BOP
層に属するとしている。 
従来これらの人々を対象とした施策は、いわゆる「援助」として捉えられてきた。言い

換えると貧困層は、先進国という「自分達」の外にある存在であり、パートナーとして捉

                                            
66 マルクス・エンゲルス（廣松 渉編訳、小林昌人補訳）『ドイツ・イデオロギー 新編輯版』

岩波書店、2002年、15頁 
7 BOPビジネスに関連した定義及び数値については次を参照。 
Allan L. Hammond et al. (2007) The Next 4 Billion: Market Size and Business Strategy at the 
Base of the Pyramid, World Resource Institute. 



 

えることはなかった。企業にとって「おまけ」の存在であり、日本にとっても一方的な支

援の対象であったといっても過言ではない。 
 しかし BOP ビジネスは、おまけではなく、企業活動の本業として捉えることを主眼に

置いている。つまり人々が何を持っていないかではなく、何を持っているのかに着目し、

「貧しい人々を一方的なほどこしの対象として別扱いするのではなく、彼らが経済の網の

目の中で一定の役割を担えるような交換の仕組み」を作り上げることに着目する8。企業は

BOP層を対象とした製品開発を行うとともに、BOP層を生産・流通などの経済活動に取

り込んでいくことになる。その結果、企業はイノベーションを可能にし、BOP層は経済状

況を改善できるという、WIN-WINの相互作用を可能にする。 
 槌屋詩野は次のように指摘する。「BOPビジネスに着手済みのき多国籍企業の狙いは売

上だけでなく、CSRとしての効果や新規市場で起こるイノベーションへの期待が大きいと

いう。制約条件がある市場だからこそ、先進国市場では見つけられないイノベーションの

ヒントがあるのだ。こうして、単に消費者数を増やすだけでなく、自社の将来を見据えた

研究開発として捉えている企業も少なくない」9。そしてこれらBOPビジネスの成功例と

して、ノキアの BOP 層対象の携帯電話や、フィリップスの無煙ストーブ「チャルファ 
(Chulhua)」の事例を槌屋は紹介している。これらBOPの成功事例を概観して共通するの

は、現地のニーズを的確に把握し、技術革新に挑戦し続けたという点であろう。 
たとえばノキアの携帯電話の事例は、BOP層もまたコミュニケーションを必要としてい

るとの前提から出発する。それは出稼ぎの家族との会話から、例えば、天気予報であった

り、農作物の市場価格といった情報は必要不可欠である。そのためノキアは諸課題を克服

するイノベーションを起こす。例えば、月額数ドル程度が支払限度を満たし、先進国と異

なる環境のため防塵性を備え、充電機会が限られているため３６０時間充電府用の機種を

開発し、数人でシェアできるための仕組みを作り、文字が読めない層のために特殊なアイ

コンを開発した10。 
また、フィリップスはインドで新しいかまどを開発した。インドの貧困層が使用するか

まどは、「キラー・イン・ザ・キッチン」(キッチンの殺し屋)と呼ばれ、「性能が悪く、料

理のたびに室内に煙がこもるため、 1日にタバコー箱分を吸うのと同じ程度の健康被害を

もたらしている」という。そこで独自の排煙技術や糞尿や木材などを効率的に燃焼できる

バイオエネルギーを活用する11。 
欧米のみならず BOP ビジネスに取り込む日本企業も存在する。例えば日本ポリグルは

水質浄化剤（PGα21Ca）を開発し、バングラデシュにおける BOP 層を対象に既に事業

展開を行っている。また住友化学の、防虫剤を練りこみ耐用年数が 5 年以上となる蚊帳、

オリセットネットは既に事業化され、主にアフリカ地域におけるマラリア予防に貢献して

                                            
8 下村恭民・小林誉明編『貧困問題とは何であるのか「開発学への新しい道」』勁草書房、2009
年、15頁 
9 槌屋詩野「BOP ビジネスの最前線」『国際開発ジャーナル』2009年5月号、22頁 

10 同上、2009年6月号、39頁 

11  同上、2009年7月号 



 

いる。その販売手法は、購入者と消費者／受益者が従来とは異なっている。つまり援助機

関やNGOに販売し、最終的には彼らから人々のもとに届ける。従来の発想を超えて、BOP
ビジネスは様々な形態に展開しつつある。 
こういった技術革新や新たな手法をもたらす BOP ビジネスの可能性を日本は自覚して

おり、経済産業省は2009 年度に「官民連携による BOP ビジネスの推進」プロジェクト

を開始している。このプロジェクトの一環である BOP ビジネス政策研究会は 2010 年 2
月に報告書12を提出し、現状を次のように認識している。「我が国の状況に目を転じると、

一部の先進的な企業において取り組んでいる事例は見られるものの、欧米諸国と比較して

未だ低い水準であり、行政の支援も個別案件ごとの対応に留まっているのが現状である13」。 
ここで最大のキーワードとなるのは現地であろう。現地のニーズをどうやって発見し、

そして見知らぬ土地でどう事業を展開していくのかが課題となる。例えば上記報告書で中

小企業の参入を謳っているが、大手企業に比べて情報収集力が劣るうえ、見知らぬ土地へ

の進出はリスクが大きい。また大手企業、たとえ情報収集にたけた商社であったとしても、

現地の人々が抱える個別の「小さな」問題を抽出するのは大変なコストとなる。ではどう

「現地」を取り込んでいけばよいのか。 
 
（２）現場にいる日本人の活用 

世界の現場。きこえはいいが、実際にそこに出向くことさえ困難な場合が多い。そうい

った中でいかに現地に溶け込み、ニーズを抽出し、事業化の可能性を把握するべきか。 
回答の一つは、世界の各地で活動を続けているNGOやJICAの専門家や青年海外協力

隊員であろう。世界中に散らばる、いろいろな人々の日常の中にいる日本人の彼らなら、

ニーズを見つけだすことができる。彼らは現地の人々の中に入って、村落開発から、スポ

ーツ振興に至るまで、さまざまな職種で活動に従事している。かれらは現地の人々にとっ

て身近な存在であると同時に、現地の人々のニーズをくみ取ることができる人々である。

彼らは、日本の会社員と異なり、現地の人々の間に溶け込み、信頼を獲得しなければその

使命を達成することができない。ビジネスのために一時的に人間関係を築くよりもはるか

に深く、厚い信頼関係を築くことができると同時に、ニーズを把握することができる。こ

のことは既に PPP（官民連携、Public  Private  Partnership）として、BOP ビジネス

推進の前提となってはいる。 
しかし問題は、彼らと具体的にどういった連携を組むのかという点である。現地で活動

する人々に、具体的に、何を期待することができるのか。NGO や協力隊員は、既に存在

するニーズを満たすために、派遣されている。例えば、彼らは村落開発の専門家であって、

携帯電話の専門家ではない。そういった人々が何の役に立つのか、との疑問もあるだろう。

                                            
12 BOPビジネス政策研究会『BOPビジネス政策研究会 報告書 ：途上国における官民連携

の新たなビジネスモデルの構築』2010年、経済産業省のHPから参照 
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/bop/bopkenkyukai/bop_finalreport.pdf 

13 同上、3頁 



 

実際、食料に困っている村が存在するという。その村のニーズは食料である。では食糧を

輸出もしくは援助することでニーズが満たされるのではないか。 
だがここで主張したいニーズとは、単に目に見える物資が必要であるという事実のみを

指すのではない。またその分野の専門家でないと気がつかないものでもない。例えば、近

年の日本で、主婦の知恵などを生かした商品開発がおこなわれているとおり、すべての人々

にはニーズを感知する能力が存在する。美容師であれ、柔道の教育者であれ、コンピュー

ターや農業の技術者であれ、ニーズをつかむことができる。美容師が害虫の問題を認識す

ることもあれば、コンピューター技術者が衛生面での問題点を見出すこともある。 
だがそれ以上に強調したいのは、彼らが現地に溶け込んでいるということの意味である。

いわゆる開発援助は、現地に行って、学校をつくればいい、井戸を掘ればいい、といった

単純なものではない。日本の ODA の失敗には、ダムをつくったが水が貯まらない、高価

な機器を提供したがメンテナンスできないといったものがあった。こういった失敗は実際

にやってみなければわからないことが多いが、そういった失敗を彼らは既に経験している

というのが最大の強みであろう。 
外部者である以上、失敗する要因に事欠くことはない。大小の差はあれ、失敗は必然と

いってもよいだろう。問題は事業継続を危ぶむような失敗を犯さないことである。そのた

めには、すでに外部者として現地に浸透する困難さ、日本と異なりインフラや各種制度も

整備されていない土地で、外部者として失敗の経験がある彼らの知見を活用できる点が最

も重要である14。 
また様々な知見は多様な方向へと展開できる可能性がある。例えば、農村に需要がある

製品を販売したいからといって、インフラが未整備の街であれば、配送は困難である。し

かも点在する村を一つ一つ訪問して販売するのはコストが見合わない。しかしその国では、

村人たちは出稼ぎに出ており、一年に一度、村に帰る。その時期に合わせて、村で需要が

あるものを都市で販売すれば、配達は、村人自身が行ってくれる。そういった知恵を取り

込むためにも、現地の経験が豊富な人々を取り込むことが重要であろう。 
 
（３）日本の強み 

では日本は、企業や官庁、そしてNGOや協力隊などの人々をどうとりまとめていくべ

きだろうか。BOPビジネス政策研究会の報告書では、USAIDのGDAやUNDPのGSB
など先駆的事例を念頭に、ワンストップの情報提供、（BOP ビジネスオーガナイズ機能の

整備、関係者間の情報交換・協議促進などの機能を有する「BOP ビジネス推進プラット

フォームの整備15」が予定されている。 
だが単にネットワーク化を進めれば、自然と情報共有が進み、BOPビジネスが軌道に乗

るというわけではない。単に情報をWEB化するだけでは、知の共有もイノベーションも

                                            
14 例えば、援助専門家の権威の前で、現地の知恵が押し込まれ、結果、失敗に至るケースが存在する。プロジェクトPLA編『続・

入門社会開発－PLA：住民主体の学習と行動による開発』国際開発ジャーナル社、2000年、11－80頁。 

15 BOPビジネス政策研究会、26頁 



 

生じないのと同じである。そこで着目したいのは、日本の高度成長の原動力となった「日

本株式会社」論である。かつて通産省は、個々の企業に割り当てを決め、日本をある種の

株式会社として組織し、集合的な能力を発揮した16。もちろんかつての「日本株式会社」

を復活させて、企業の自律性を損なう恐れがある政策は取ることはできない。しかし企業

ごとに存在する長短を国が司令塔となって補い、BOPビジネスをマネージメントすること

はできるだろう。日本の強みは単に技術力にあるのではない。個の利益を超えて、個の総

和以上の力を発揮する民族性にこそ、強みがある。 
では司令塔が、単なる私的利益を越えて、公益に資するような運営をするためには何が

必要だろうか。青年海外協力隊のOBなどを活用することで、世界各地のニーズのリスト

を作成するべきだと考える。このニーズ・リストに加えて、「我が国企業がすでに有する活

用可能な技術リスト17」をマッチングさせ、企業側からの提案を受ける一方で、司令塔か

ら事業を提案、もしくはパートナーを募集するという様々なオプションが可能となってく

る。またニーズ・リストがあり、国が資金的にも支援する体制を整えていれば、リスクに

躊躇する中小企業の中から、新たに BOP ビジネスに挑戦する企業が生まれてくる可能性

もある。 
以上のように BOP ビジネスへの国を挙げての挑戦は、日本のあり方を大きく変革する

可能性が潜んでいる。 
 

５ おわりに 
本稿は、閉塞感を超克する方策として、BOPビジネスを通じて世界を変え、そして日本

を変えていくことを論じた。 
もちろん、冒頭に述べたとおり、閉塞感に万能薬はなく、BOPビジネスも魔法の弾丸で

はない。だがこれを契機に、日本人にとっての世界が広がり、世界を少しでも変えること

が実感できるならば、日本人の自信へと、そして「自律の回復」へと結び付いていくであ

ろう。そしてこの成果が、様々な課題への挑戦へとスピルオーバーしていくことができよ

う。 
なによりグローバリゼーションが進展する世界において、日本人が日本だけで生きてい

くことはもはや不可能である。世界の様々な現場で活躍し、課題を解決していく日本人の

存在はこれから不可欠となっていく。BOPビジネスを契機とした「世界」の拡大は、日本

が世界に主体的に関わるための流れを生み出す。日本はその時、世界の問題が集約され、

新たな課題に挑戦する人々を生みだす挑戦の国となろう。つまり国家そのものがアントレ

プレナーとして、新たな再生を果たすことになる。 
 
 

 

                                            
16 Johnson, Chalmers A. (1983) Miti and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975, Stanford Univ Press 

17 BOPビジネス政策研究会、25頁 


