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アフリカの消費市場概況
海外調査部 中東アフリカ課
金子 晃子
広木 拓
はじめに
サブサハラ・アフリカ（以下、アフリカ）は、これまで企業の関心をほとんど呼ばない地
域であった。事実、多くのアフリカ諸国では経済が低迷し、1980～1990 年代の間は名目
GDP 総額が 3,000 億ドル前後で推移し続けた。実質 GDP 成長率も、アフリカ平均は世界
平均を下回ることがほとんどだった（グラフ 1 参照）
。
【グラフ１】実質 GDP 成長率の推移

（出所：IMF「世界経済見通し（2009 年 10 月版）
」
）

ところが、2000 年代前半から状況が一変した。アフリカが、突如として世界平均を上回
るペースで経済成長を始めたのだ。2002 年には 3,410 億ドルであったアフリカの名目 GDP
総額は、
翌 03 年から毎年約 1,000 億ドルずつ増加し、08 年には 9,930 億ドルにまで達した。
実質 GDP 成長率も、02 年以降、年間 5%を超える勢いが 08 年まで続いた。09 年は世界経
済の低迷の影響を受けて成長率が 1.3%と減速したものの、2010 年は再び 4.1%の高成長率
が推測されており、名目 GDP 総額も 1 兆ドルの大台に乗ると見込まれている1。

1

数字の出所は IMF「世界経済見通し（2009 年 10 月版）」。
1
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個人消費が活発化
この高い経済成長の牽引役となっているのは何であろうか。1980 年以降の名目 GDP 成
長率と、支出面における構成要素のそれぞれの寄与度を示したのがグラフ 2 だ。このグラ
フをみると、2000 年代前半以降、高い寄与度を示しているのは家計最終消費支出であるこ
とがわかる。つまり、アフリカの高い経済成長を支えているのは、活発な消費活動であると
言えるのだ。
【グラフ２】GDP 成長率寄与度（需要項目別）

（出所：国連）
1980 年以降の家計最終消費支出額の推移を示したグラフ３を見ると、ほぼ横ばいであっ
た 1980～1990 年代とは対照的に、2000 年代の伸びがいかに著しいかがわかる。
【グラフ３】サブサハラ・アフリカの家計最終消費支出の推移

（出所：国連）
2
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こうした消費活動の活発化の背景には、主に 2 つの側面が考えられるだろう。所得向上な
どを背景とした消費者の購買力向上と、企業による新しい市場開拓戦略の登場である。
台頭する中間層
アフリカでは、雇用者数が順調に伸びている。国際労働機関(ILO)によると、2008 年のア
フリカにおける雇用者数は 2 億 8,951 万人と、10 年前の 1998 年（2 億 1,785 万人）に比し
て 1.3 倍となった（グラフ４参照）
。アフリカでは全体の人口も増加傾向であるため、雇用
率が劇的に上昇しているわけではないが、所得を得ることのできる労働者数が確実に拡大し
ていることがわかる。
【グラフ４】雇用者数の推移

（出所：ILO「主要労働市場指標（第 6 版）
」
）
また、消費者 1 人当たりの購買力も、2000 年以降、加速的に成長している。アフリカの
1 人当たりの購買力平価（PPP）ベースの GDP は、1990 年に 1,132 ドル、2000 年に 1,326
ドルと順調に増加しており、IMF 推計によると 2010 年には 2,167 ドルになると見込まれる。
さらにその伸び率を見ると、2000 年から 2010 年の 10 年間で 63.5%上昇するとされ、1990
年から 2000 年までの 10 年間の伸び率（17.1%）を遥かにしのぐ勢いである。
ただし、アフリカでは、依然として不平等度が解消されているわけではない点に留意しな
ければならない。所得分配の不平等度合いを測るジニ係数2を見ると、アフリカ諸国には、
南アフリカ共和国（57.8、2000 年）
、ケニア（47.7、2005 年）
、ナイジェリア（42.9、2003-04
年）
、コートジボワール（48.4、2002 年）を始めとして 40～50 台の値が多い。これは、タ
イ（42.5、2004 年）やマレーシア（37.9、2004 年）などの東南アジア諸国に比べると相対

ジニ係数は 0 と 100 の間の値にて表される。値が 0 に近づくほど平等性が高く、100 に
近づくほど不平等性が高いことを示す（出所：世界銀行「世界開発指標（2009）」
）。
3
2
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的に高い数値である。
すなわち、
アフリカには所得格差が大きい国が多いと考えられるのだ。
アフリカにおいては、購買力が向上しているといっても、所得層別にその購買力のレベルは
異なるという点を考慮する必要がある。
アフリカ全体における所得層別の人口割合に関する正式な統計はない。テキサス大学オー
スチン校教授ヴィジャイ・マハジャン氏は、アフリカ大陸全体（北アフリカを含む）の所得
別人口を、高所得層約 5,000 万～1 億 5,000 万人（構成比 5～15%）
、中所得層約 3 億 5,000
万人～5 億人（同 35～50%）
、低所得層約 5 億～6 億人（同 50～60%）と推定している3。
中でも、近年最も注目を集めている所得層は、台頭する中所得層（以下、中間層）だろう。
中間層の定義は必ずしも明確ではないが、世界銀行“Global Economic Prospects 2007”では、
購買力平価ベースで一人当たり所得が 4,000 ドル～1 万 7,000 ドルと定義されている。これ
まで一般的とされてきたような、
ごく尐数の高所得層と大多数の低所得層が存在するアフリ
カの人口構成が変化し始め、
その間に位置する中間層が出現していると言われているのであ
る。
確かに一部のアフリカ諸国では、
「中間層」の出現をもたらしたと考えられる動きがある。
南アフリカ共和国では、長年アパルトヘイト下で所得向上の機会を奪われていた黒人が、優
先的に経済的恩恵を受けられる制度が導入された。これを受け、一部の黒人が「ブラック・
ダイヤモンド」と呼ばれながら、着実に所得を増やしている。また、1986 年まで社会主義
型経済政策が採られていたタンザニアでは、市場が開放されたことにより、自由な経済活動
によって個人が所得向上を図ることができる下地が生まれている。

消費者ニーズに合う商品が市場に登場
一方、消費活動の活発化を促すもう 1 つの側面である供給面は、どのように変化したの
だろうか。
近年、アフリカの各地で、大型ショッピング・モールが店舗数を増やしている。食料品や
日用雑貨を豊富に取り備えたスーパーマーケットだけでなく、ファーストフードをはじめと
したレストランや映画館、レクリエーション施設、大型駐車場を兼ね備え、多くの客で賑わ
っている。

ヴィジャイ・マハジャン著（松本裕訳）
『アフリカ：動きだす 9 億人市場』
（英治出版）
。
ただし、この階層の定義は明記されていない。
4
3

Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

＜各国のショッピング・モール＞
南アフリカ共和国（ヨハネスブルク）

ケニア（ナイロビ）

ナイジェリア（ラゴス）

コートジボワール（アビジャン）

消費が活発化してきたアフリカだが、必要な製品を自国で賄えるようになったわけではな
い。1990 年と 2008 年の GDP の産業別構成を比較すると、農林水産業や鉱業が主要な産業
であることに変わりはなく、製造業は育っていない。製造業の割合は、1990 年に 16.7%だ
ったが、2008 年には 10.3%にまで低下している（グラフ 5 参照）
。
【グラフ５】アフリカの GDP 産業別構成（1990 年、2008 年）
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（出所：国連）
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ここから言えるのは、必要なモノを「輸入するアフリカ」だ。IMF の Direction of Trade
Statistics(DOTS) YEARBOOK 2009 によると、2002 年に約 1,000 億ドルだった輸入額は、
2008 年は約 3,754 億ドルにまで急増している。また、世界銀行の統計（WDI :World
Development Indicator）では、1990 年から 2000 年における貿易額の年平均伸び率が 5.6%
であるのに対し、2000～2006 年は 8.3%に上昇したことが示されている。
安価な中国製品はアフリカの一般家庭に浸透
それでは、アフリカはどこからモノを買っているのだろうか。
アフリカの国別の輸入額推移をみると、EU が主要な輸入相手先であることは変わらない
ものの、中国のシェアが年々拡大していることがわかる。2002 年には 5.0%だった割合がわ
ずか 6 年後の 2008 年には、12.9%を占めるまでに至った（グラフ 6）
。
【グラフ６】輸入額、及び日本・中国からの輸入割合(シェア)の推移

（出所：IMF DOTS 2009）
品目別にみると、特に、自動二輪車、テレビ等家電製品、靴・鞄や衣料品などの日用雑貨
に関しては、中国からの輸入が急増している（グラフ 7）。安価な中国製品は、低所得層の
多いアフリカ各国の一般家庭に浸透している。安価な中国製品の流入は、低所得者にも製品
購入の機会を広げ、消費活動を活発化させた要因のひとつだといえる。

6
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【グラフ７】主要品目の主要相手国別輸入額推移

（出所：主要国の対アフリカ輸出統計をもとにジェトロ作成）
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中国製品に代表されるように、
アフリカの消費者は
「安価な製品」
を購入する傾向にある。

＜ケニア：浸透し始めた自動二輪車＞

ケニアは首都ナイロビが涼しい気候のこともあり、他のアフリカ主要国と比べると、
自動二輪車はあまり普及していなかった。しかし、最近ではケニアでも、手軽な交通
手段として自動二輪車が浸透しつつあるようだ。

＜コートジボワール：アビジャン市内の中国製品量販店＞

“LA FOIRE DE CHINE”の目立つ看板の店内には、食器類や衣類、寝具、玩具など
日用雑貨がぎっしりと陳列されている。それぞれの品揃えも豊富。アビジャン在住のコ
ートジボワール人はクリスマスや誕生日の子供へのプレゼントを、ここで購入すると語
る。安価な中国製品は、コートジボワール一般消費者にも浸透している。

しかし一方で、アフリカの消費者が、総じて耐久消費財や一般消費財を購入できるように
なっているのも事実だ。アフリカの輸入額全体が順調に拡大していることや、乗用車に関し
ては中国以外からの輸入も堅調に伸びていることが、それを表している（グラフ 8）。
「アフ
リカでは安価なものしか売れない」というわけではないようだ。

8
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【グラフ８】乗用車の主要相手国別輸入額推移

（出所：主要国の対アフリカ輸出統計をもとにジェトロ作成）

＜南アフリカ共和国：ヨハネスブルク郊外の公園駐車場に並ぶ自動車＞

南アフリカ共和国の中高所得層にとって、自動車は大変重要な交通手段だ。休
日のヨハネスブルク郊外の公園には、写真のように自動車が列をなして駐車する。

＜コートジボワール：顧客を絞るターゲティング＞

日本製の自動二輪車は、価格は下げず、高品質とブランド戦略の高付加価値化
で、安価な中国製品とは差別化を図る。サリ・ヤマハ（SARI YAMAHA）のショ
ールームに並ぶ自動二輪車の価格は、YBR125 が 1,580,000CFA（約 316,000 円）、
DT125 が 3,180,000CFA（約 636,000 円）程度。主要なターゲットは、コートジ
ボワールの中高所得層だ。
9
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＜ナイジェリア：家族連れで賑わうレストラン＞

ナイジェリア・ラゴスの市内にあるレストラン。店内は外国人のビジネスマン
だけでなく、富裕層とみられるナイジェリア人の家族連れなどで賑わいを見せて
いる。食生活にも、ライフスタイルの変化が見られる。

アフリカでも儲かるビジネスモデル
アフリカ市場を開拓する上で、企業側も、技術革新や様々な商品開発・サービス提案など
企業努力を重ね、アフリカでも儲かるビジネスモデルを構築してきた。
企業は、これまで以上に消費者のニーズを特定した上で、商品を市場に投入できるように
努力し始めている。例えば、一部の南アフリカ共和国企業で、黒人をターゲットにした商品
開発に黒人の人材を登用する傾向が最近見られる。
これまで白人で占められた経営陣の下で、
白人による商品開発が行われていたものの、
必ずしも黒人の嗜好に合う商品を開発できてこ
なかったという反省を踏まえての変化だ。前述の通り、南アでは一部の黒人が著しく所得を
伸ばしている背景があり、
こういった黒人を主要顧客に取り込もうとする動きが南ア企業の
間ではよく見られる。
さらに、従来消費者とは見なされてこなかった層にも、企業は注目し始めている。アフリ
カ人口の大半を占める低所得層だ。従来、低所得層は、消費活動を行えるような所得を持ち
合わせていないとされてきた。
しかしながら、
手が届く価格帯でニーズに合う商品であれば、
低所得層であっても積極的に消費活動を行うことに、企業が気づき始めたのである。
その代表的な例が、携帯電話ビジネスだ。固定電話回線の整備が困難なアフリカで、回線
を必要としない携帯電話が急速に広まった。何故ここまで急速に広まったのか。その背景に
は、価格を引き下げて利用者を拡大するビジネスモデルがあった。携帯電話の収益性の指標
として、加入者一人当たりの月間売上高（ARPU：Average Revenue Per User）があるが、
例えば通信大手 MTN の ARPU は、年々低下していることが分かる（グラフ 9）。低所得層
にも通信のニーズがあることを注目し、
「薄利多売」で収益を上げることに成功、新たな市
場を開拓しながら、多くの顧客を獲得していったのである。
10
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【グラフ９】MTN 携帯電話契約者数推移、および加入者一人当たりの月間売上高

（出所：MTN “Final audited results 2008”をもとにジェトロ作成）

＜コートジボワール：アビジャン市内の携帯電話スタンド＞

市内に携帯電話スタンドが
設置されている。看板には
“1F/sec”
（=1 秒あたり 1CFA、
約 0.2 円）の表示が見える。
携帯電話は、通信手段として
だけでなく、送金サービスや
広告媒体としても利用されて
いる。
携帯電話の普及を背景に、
携帯電話を利用した送金サービスも低所得層のニーズに合致し、
利用者が拡大した。ケニアの携帯電話会社サファリコムは、携帯電話を介して送金ができる
サービスを開始したところ、
銀行口座を持つことのできない低所得層により利用が爆発的に
広がった。これまで、都市で働く出稼ぎ労働者にとって銀行口座を持つことが難しかったた
め、自身の収入の一部を地方に送金するには、鉄道賃等を支払って直接地方に帰るなどの手
段しかなかった。ところが、携帯電話を介せば、直接本人が移動しなくても、小額の手数料
で金銭の受け渡しが可能となる。低所得層にとっても、この安価で新しい送金サービスは魅
力的な商品だったのである。
また、商品の小型化も、低所得層の消費活動を促進させる要因になっている。まとまった
現金を持ち合わせていなくても手が届く価格帯の商品を、企業が作り始めたのだ。食用油、
調味料、石鹸など、日常生活に使う用品を中心として、１回限りで使い切るサイズの商品が
アフリカ市場に投入された。これにより、低所得層の潜在的な購買意欲が引き出され、消費
活動の活発化につながった面も大きいと見られている。
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人口増加で市場も拡大
国連人口部によると、2005 年のアフリカの人口は約 7 億 6,433 万人（世界の約 11.7%）
であった。グラフ 10 を見ると明らかなとおり、富士山型の人口ピラミッドを描いている。
すなわち、若年層人口が最も多く、年齢が上がるにつれ人口が減るという多産多死型社会で
ある。平均寿命は低く、典型的な途上国型の人口構成だと言える。
【グラフ 10】アフリカの年齢別人口構成（2005 年） （単位：千人）

（出所：国連人口統計）
高い人口増加率を背景として、
アフリカの人口は 2030 年には 13 億 783 万人
（同 15.7%）
、
2050 年には 17 億 5327 万人（同 19.2%）にまで昇ると推定されている。また、年齢別人口
構成の推移をみると、10 代から 20 代の若年層の人口は、2005 年は 3 億 969 万人だが、2030
年にはその約 1.7 倍、2050 年には約 2 倍にまで増加する。人口規模と若年層の増加予測は、
アフリカ市場が将来的にも伸びる可能性を秘めた市場であることを示す。
【グラフ１１】アフリカの年齢別人口構成（2050 年） （単位：千人）

（出所：国連人口統計）
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アフリカには、約 8 億人規模の人口がある。その全ての人口を市場と見なすことは難し
いとしても、消費者の購買力は年々高まっていることは確実だ。世界銀行“Global Economic
Prospects 2007”では、世界の中間層について将来予測をしているが、その数値を見る限り、
アフリカの中間層の割合も順調に拡大が見込める。
アフリカの中間層が世界人口に占める割
合は、2000 年には 0.2%だが、2030 年には 0.5%に拡大すると見込まれている。東アジア・
大洋州に比べれば割合こそ低いものの、世界全体の人口が増加することを考えれば、アフリ
カにおいても今後中間層の拡大が見込まれる。購買力を持った中間層は、より質の高い製品
や豊かな生活を求める重要な消費の担い手と捉えられる。アフリカは、中長期的にも日本企
業の販売戦略のターゲットとして一段と重要性を増す。アフリカには、“アフリカ”とひと括
りにできないほど、それぞれの所得ごとに厚い顧客層が存在する。有望な海外販路を模索す
る日本企業にとっても、アフリカの市場の将来性は十分魅力的に映り得るだろう。
以下に、南アフリカ、ケニア、ナイジェリア、コートジボワールの 4 ヶ国について、消
費市場の概況と企業戦略を、各国統計や各種調査レポート、インタビューをふまえてまとめ
る。
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南アフリカ共和国の消費市場概況
ヨハネスブルク・センター
髙﨑 早和香
はじめに
南アフリカ共和国（以下、南ア）の消
費市場は、1994 年の民主化に伴う国際社
会復帰とともに様変わりした。アパルト
ヘイト下では人口の大半を占める黒人の
職業や賃金は制限され、尐数の白人約
400 万人が南ア市場の主体だった。しか
し民主化以後は、政府による黒人エンパ
ワーメント政策により黒人の富裕層や中
間層が台頭し、消費を牽引している。ア
パルトヘイト時代に経済制裁や反対運動
を理由に撤退を余儀なくされた外国企業
は、再び市場に戻り南ア企業との競争を
繰り広げている。さらに、2004 年以降の
資源ブームによる高成長は、消費市場の
拡大をもたらした。南ア経済は 2004 年
から 2007 年まで毎年、約 5％の高成長
を遂げ、1 人当たり名目 GDP1は 2002 年の 2,440 ドルから 2007 年に 5,922 ドルとなり 5
年間で 2.4 倍となった。2008 年の小売業売上高2は 5,069 億 7,536 万ランドで、市場規模は
10 年前の 98 年から 2.7 倍に膨らんでいる。
若い世代が旺盛な消費
意欲をみせているのも特
徴的だ。南アの年齢別人口
構成をみると 61.1％が 29
歳以下で、19 歳以下の若
年層は全体の 42.1％にも
上る。こうした若年層が今
後ますます消費市場を活
発化させていくことが期
待される。女性の社会進出、
未婚化、晩婚化、離婚率の

1
2

IMF 統計
Global Insight Southern Africa
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上昇などにより家族構成にも変化が現れている。1 世帯当たりの構成人数は減尐し、人口増
加率 0.8％であるのに対して世帯数の伸びは 1.3％と人口の伸びを上回っており、家庭で必
要とされる耐久消費財・半耐久消費財を中心に消費財への需要拡大が見込まれる。
市場は黒人主導へ
南アの人口 4,869 万人のうち、黒人は 3,857 万人で全体の 79.2％を占める。次いで白人
450 万人（全体の 9.2％）
、カラード 438 万人（9.0％）、アジア系 124 万人（2.6％）となっ
ている。民主化後に導入された雇用均等法により、黒人にも雇用機会と所得向上がもたらさ
れた。黒人の総可処分所得3の実質値（基準年 2000 年）は 98 年の 2,400 億 5,800 万ランド
から 08 年には 4,131 億 4,500 万ランドとなり、10 年間で 70.4％増加した。しかし、人種
間格差は完全には解消されておらず、総所得の 40％は依然として白人が占める。1 人当た
り年収4は白人の 13 万 5,707 ランドに対して黒人は 1 万 9,496 ランドに過ぎない。
それでも、ここ数年企業は
黒人を消費者に取り込もうと
必死だ。その理由は、黒人に
おける中高所得層の台頭が目
覚しいからである。2008 年の
所得別世帯数をみると、中高
所得層と考えられる「年収 9
万 6,000 ランド以上」では、
白人の 160 万世帯に対して黒
人は 200 万世帯と白人を上回
っている。この数は 2006 年
には黒人が 141 万世帯に対し
て白人が 147 万世帯と上回っ
ていたが、2007 年に黒人が 169 万世帯、白人が 154 万世帯と逆転した。うち超高所得層と
見なせる「年収 36 万ランド以上」では白人の世帯数が 73 万世帯と黒人の 34 万世帯を上回
っているものの、将来は黒人の富裕層が数を伸ばすとみられる。黒人の所得の伸びが著しい
ことや、人口増加率が黒人の 0.8％に比べて白人はマイナス 0.6％と減尐傾向にあるからだ。
ケープタウン大学ユニリーバ研究所は黒人中間層に関する調査報告書5のなかで、黒人中
間層を「ブラック・ダイヤモンド」と名付け、消費を牽引する重要な存在と位置付けた。報
告によるとブラック・ダイヤモンドの定義は、①高等教育を受けている、②流行を作り出す
影響力がある、③月収 6,000 ランド以上となっている。2008 年時点で黒人消費者 2,430 万
人のうち全体の 12％にあたる 300 万人がブラック・ダイヤモンドで、購買力は南ア市場全
3
4

5

Global Insight Southern Africa, 2008（2000 年実質値）
Global Insight Southern Africa, 2008（名目値）
UCT Unilever Institute, Black Diamond〔2007,2008〕
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体の 4 割の 2,500 億ランドに上る。白人による消費が停滞しているのに対して、黒人中間
層はローンで不動産、自動車、家具・家電、衣服などを次々と購入し、旺盛な消費スタイル
をみせている。
この層の特徴として、
①上昇志向が高い、②好奇心旺盛で新商品に惹かれる、
③物欲が強い、③ブラ
ンド志向 が高くステ
ータスを重視する、④
黒人であ ることに誇
りを持っ ておりアフ
リカ文化 を好むこと
などが指 摘されてい
る。

低所得層を狙ったビジネスと小売業のタウンシップ進出
もちろん、全ての黒人の所得が向上しているわけではない。むしろ黒人間の格差は拡大し
ており、黒人のジニ係数6は 98 年の 0.57 から 08 年には 0.61 に悪化した。黒人中間層・富
裕層が出現する一方で、黒人世帯数全体の 53.9％は低所得層と考えられる「年収 4 万 2,000
ランド以下」に留まったままだ。
しかしながら、この低所得層も、消費者としての存在感を強めている。所得別の世帯数を
みると、低所得層の中でも貧困ラインである年収 6,000 ランド以下の黒人世帯数は、06 年
の 48 万世帯から 08 年には 25 万世帯とわずか 2 年間で半減し、徐々に貧困ラインを脱する
世帯が増えている。
総所得を人種別にみると 2000 年に黒人の総所得が白人のそれを上回り、
さらに総所得の伸びは、03～08 年の 5 年間で白人が 25.9％増であるのに対して黒人は
40.9％増と勢いもある。このためボリュームゾーンを狙った低価格商品であれば、人口が多
く全体の購買力が高い黒人が有望な顧客となる。このことから、小売業はこれまで目を向け
てこなかったタウンシップ（アパルトヘイト時代の非白人居住区）への進出を積極化させて
いる。
ヨハネスブルク郊外のソウェト地区は、約 120 万人の人口を抱える南アで最大のタウン
シップだ。旧黒人居住区であるこの地区は、2005 年以降ショッピング・モールや大型量販
店の進出が目覚しい。UNISA7が 2007 年に同地区を対象に実施した調査では、住民の 10
人に 4 人は月収 9,000～3 万 8,000 ランドを得ており、人口の 42％を 15～34 歳の若い年齢
Global Insight Southern Africa, 2008 *所得分布の格差を 0 から 1 の間の係数で示す指標。１に近づく
ほど格差が大きくなる。
7 UNISA, Bureau of Market Research, The impact of SOWETO shopping mall developments on
consumer purchasing behaviour〔2007〕
6
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層が占める。家計消費支出の総額は年間約 123 億ランドで、そのうち約 63％がフォーマル
セクターである小売販売店での支出となっている。従来ソウェトには、1994 年に建設され
たショッピングセンターを除いて、商業施設はほとんど見られなかった。ところが、2005
年以降はショッピング・モールの開発が相次いでいる。2005 年のプロテアガーデンモール
（73 店舗）を皮切りに、2006 年にはバラモール（47 店舗）、ジャブラニモール8（103 店舗）
が、2007 年にはマポニャモール（170 店舗）が建設された。前述の UNISA による調査で
は、タウンシップでも
中間層が出現してい
ることやフォーマル
セクターでの買い物
の習慣が定着してき
たことから、タウンシ
ップでの店舗展開は
小売業が利益をあげ
られる最後の開拓地
であると結論付けら
れている。

所得向上で嗜好品への支出が拡大
それでは、所得向上により購買力を得た消費者は、何に支出しているのだろうか。個人消
費支出の内訳をみると、
「食品・飲料（アルコール飲料を除く）」、
「住宅・光熱費」、
「交通」
などで消費支出の割合が高い。それぞれの支出をさらに細かくみると、「食品・飲料」では
肉類、穀物、乳製品、野菜が、
「住宅・
光熱費」では住宅費が、
「交通」では自
動車が増加している。一方、2000 年と
2008 年の比較において伸びが著しい
品目をあげると、
「アルコール飲料・タ
バコ」が 5.2 倍、
「レクリエーション・
娯楽用品」が 3.3 倍、
「家具・家電」が
2.7 倍、となっている。経済的余裕と
ともに嗜好品への支出や、半耐久消費
財への支出が伸びていることが窺える。

8

売り場面積はジャブラニが 4 万 5,000 ㎡、マポニャが 6 万㎡。
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南アの個人消費支出

（単位：千ランド、％）
2000年

2006年

2007年

2008年

前年比 00-08年
伸び率 伸び率

家具・家電製品

25,896,990

55,510,580

62,808,605

70,142,845

11.7

170.9

個人用輸送機器

78,730,223

136,785,394

145,780,297

156,892,249

7.6

99.3

コンピュータ

3,235,296

6,326,887

7,201,214

7,891,294

9.6

143.9

レクリエーション・娯楽用品

4,229,346

11,270,932

12,828,487

14,057,820

9.6

232.4

32,864,000

63,238,000

70,471,000

76,095,835

8.0

131.5

衣料品・履物
家庭用繊維製品・雑用品

5,078,062

10,959,127

12,470,667

13,930,085

11.7

174.3

食料・ノンアルコール飲料

141,082,574

228,144,458

262,457,159

305,046,022

16.2

116.2

16,395,607

63,669,148

73,316,666

85,260,576

16.3

420.0

6,127,348

5,493,140

6,446,316

7,506,543

16.4

22.5

住宅借料

67,239,652

136,212,860

159,848,684

186,139,037

16.4

176.8

家庭用サービス

18,076,195

21,786,818

24,651,150

27,529,696

11.7

52.3

医療

44,767,000

90,681,000

100,892,000

115,892,749

14.9

158.9

交通・通信サービス

26,960,824

70,535,482

74,978,840

79,814,872

6.4

196.0

アルコール飲料・タバコ
家庭用燃料

レクリエーション・娯楽サービス

36,606,290

67,062,059

75,463,953

84,635,671

12.2

131.2

144,536,248

228,352,911

264,619,565

308,036,043

16.4

113.1

合計
668,650,000 1,225,845,000
【出所】Global Insight Southern Africa 2008をもとにジェトロ作成。

1,388,960,000

1,577,920,000

13.6

136.0

その他

以下では、このように売り上げを伸ばす品目を中心に、業種別の消費動向と企業の販売事
例を紹介する。
自動車：
南アの国内自動車販売は 2004
年以降急拡大し、2005 年に 60
万台、2006 年には 70 万台を突
破し驚異的な伸びをみせた。な
かでも乗用車は 2005 年に前年
比 28.1％増の 41 万 9,868 台、
2006 年には同 14.7％増の 48 万
1,558 台と大幅に増加した。この
時期には好調な経済成長を背景
に輸送需要が拡大したほか、所
得水準の向上、黒人中間層の出現、民間企業の設備投資および政府や国営企業による公共投
資の拡大、低金利などの要因が消費を後押しした。ところが、2007 年には融資規制強化や
消費過熱を抑えるための金融引き締めによる高金利の影響で乗用車の需要が低下し、
販売台
数は前年比 9.7％減の 43 万 4,653 台となった。小型商用車や中型・大型商用車は、旺盛な
公共投資により 2007 年もそれぞれ前年比 2.4％増、12.1％増と伸びを示したが、2008 年に
は売り上げが低下した。合計の自動車販売台数は、2007 年が前年比 5.3％減の 67 万 6,108
18
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台、
2008 年には世界経済減速の影響で前年比 21.1％減の 53 万 3,387 台まで低下した。
2009
年は前年比 28.1％減の 38 万 3,000 台との予測だ。
南ア自動車製造者協会（Naamsa）加盟のメーカー別乗用車販売台数をみると、2008 年
はトヨタ（レクサスブランドを含む）がカローラ、ヤリスなどを中心に 6 万 5,206 台でト
ップ、続いてポロやシティーゴルフなどが根強い人気のフォルクスワーゲン（アウディ、セ
アトなどを含む）が 6 万 3,159 台で第 2 位となった。第 3 位のダイムラークライスラーは
メルセデスが 2 万 2,785 台で合計では 2 万 7,561 台、第 4 位のゼネラル・モーターズ（シ
ボレーなどを含む）は 2 万 3,412 台となっている。
2007 年以降、新車販売台数は低下しているが、自動車の需要そのものが低下しているわ
けではない。新車の販売が鈍化する一方で、中古車の販売台数は増加している。市場アナリ
ストは、2009 年の中古車販売台数は前年比 10～15％増の 60 万台に上るとしている9。自動
車販売大手のマカーシーによると、同社が販売する自動車のうち景気が良かった 2006 年に
は新車と中古車の販売比率は 1.43 対 1 だったのが、2007 年は 0.67 対 1 になった。2008
年 7 月から 2009 年 6 月までの年間売り上げをみると、新車は前年同期比 31.6％減の 30,290
台だったのに対して、中古車は同 6.4％増の 4 万 4,824 台となった。景気の悪化に伴い新車
から中古車に切り替える消費者が増えており、景気が回復すれば再び新車に戻ると予想され
る。また、南アの乗用車保有率は 2006 年が 22.8％、2007 年が 24.0％、2008 年が 25.2％
と徐々に増加しており、この拡大傾向は続く見込みだ。黒人の多くはアパルトヘイト時代に
強制移住させられたタウンシップに住んでおり、
数十キロ離れた市街地まで毎日数時間かけ
て通勤している。公共交通機関が発達していないため、トヨタのハイエースワゴンなどを使
った「コンビ」と呼ばれる安価の乗り合いバスが主な移動手段になっている。コンビには規
定の路線がなく、より多くの利用者を拾うために迂回するほか、定員以上の乗客を乗せるた
め窮屈で不便だ。このため利用者の間では自動車通勤への憧れが強く、所得を得ると尐々無
理をしてでも自動車を購入しようとする傾向がある。
こうした事情により低価格の新車や中古車の需要は大きい。
新車では各社がエントリーク
ラスと位置付ける低価格帯の車種が人気だ。フォルクスワーゲンのシティーゴルフ（価格
84,700～113,500 ランド）
、トヨタのヤリス（価格 126,900～228,200 ランド）10のほか、ダ
イハツ、キア、ヒュンダイ、タタなどの小型車も市場に進出している。低価格車では中国製
も徐々にみられるようになった。2009 年 6 月には自動車販売大手のインペリアルとマカー
シーが合弁で、チェリーおよびトラック大手フォトン11の南アでの輸入販売会社を設立した
12。両社は、中国ブランドが将来的にグローバルブランドになることを見込んで、中国車の

販売強化を図っていくとしている。
9

2009 年 9 月 21 日付けビジネスリポート紙
自動車価格は Auto World による。http://www.autoworld.co.za（最終アクセス 2010 年 1 月 10 日）
11 北汽福田汽車公司
12 McCarthy Limited. Annual Results 2009
10
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家電：
家電の年間売上高は 2006 年が前年比 15.3％増、
2007 年が同 12.6％増、2008 年は同 11.8％
増の 136 億 8,400 万ランドとなっている。南アの家電市場では幅広い価格帯の商品が取り
扱われており、所得格差が大きいことから売れ筋商品も二極化している。ムービーカメラや
液晶テレビなどを中心に最先端の技術を搭載したものが人気の一方で、CD ラジカセや二槽
式洗濯機といった低機能の商品も売り上げは好調だ。販売チャネルについてある日系企業駐
在員は、
「南アの流通網は比較的よく整備されており、小売店もターゲットとする顧客層を
明確にした販売戦略をとっていることから、
投入する製品の販売対象を絞り込み適切な小売
店に売り込めばヒットする確率は高い」としている。
白物家電では洗濯機、冷蔵庫、掃除機などを中心に LG、サムスン（Samsung）などの韓
国メーカーが市場を席巻している。家電メーカー関係者は、
「韓国は南ア市場にまだ誰も目
を向けていなかった 10 年以上前にいち早く参入し、長い期間をかけてブランドを構築させ
てきた」と指摘する。民間調査会社によるブランド調査（2008 年）では、全業種を対象と
したランキングでサムスンは 11 位、LG は 14 位となっており、ブランド浸透力の高さが窺
える。南アの白物家電の需要実績（2007 年）13をみると、冷蔵庫が 40 万台、洗濯機が 17
万台、掃除機が 45 万台、レンジが 49 万台となっている。韓国メーカーのほかには、南ア
のディファイ（Defy）やケイアイシー（K.I.C.）、独ボッシュ（Bosch）、米ワールプール
（Whirlpool）
、サルトン（Salton）
、サンビーム（Sunbeam）
、英ラッセルホブス（Russell
Hobbs）、蘭フィリップス（Philips）
、中国サンスイ（SANSUI）、ハイセンス（Hisense）
などが進出している。量販店のチラシを広げると、目玉商品として並んでいるのは LG、サ
ムソンなどの韓国ブランドだ。また、冷蔵庫、洗濯機、掃除機とモノは違っても、一押し商
品はどれも同じブランドであることが多い。関係者によると、このようなメーカーは納入価
格の交渉にあたって単価を提示するのではなく、
店舗側が発注する量に応じて割引価格を提
示する。そのため、量販店は同一ブランドの商品を大量に発注することでコストを抑えるの
だという。
売れ筋商品14をみると、冷蔵庫では容量 300 リットル未満のものでは、低価格のハイセン
ス（1,899 ランド）
、ケイアイシー（2,399 ランド）
、ディファイ（2,799 ランド）などが売
れている。一回り容量の大きい 400 リットル台では、LG（5,999 ランド）
、サムソン（5,999
ランド）などが人気だ。中高価格帯の冷蔵庫では、デザイン性が高く表面がメタリック調の
ものが売れているという。洗濯機では、蓋が上から開く韓国製のトップローダーが一部販売
されているものの、欧州の影響から横型ドラム式が主流だ。低所得層の家庭では安価な二槽
式洗濯機が使われており、1,599 ランド（ディファイ、8KG）程度で販売されている。中高
13

日本電機工業会（JEMA）
「白物家電 7 品目の世界需要調査」
白物家電の価格は game, OK Furniture 等の店頭販売価格。2010 年 1 月。スペック：①300ℓ未満では
ハイセンス（210ℓ、白）
、ケイアイシー（230ℓ、白）
、ディファイ（240ℓ、メタリック）、すべてダブルド
ア。②400ℓ台では LG（420ℓ、メタリック）
、サムソン（430ℓ、メタリック）
14
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所得層の家庭では家政婦を雇うことが多いため、
高機能の洗濯機よりはむしろ簡単に操作で
きるシンプルな洗濯機が人気だ。全自動式洗濯機では、コンパクトで低価格の LG（6KG、
3,299 ランド）が売り上げを伸ばすほか、LG（8KG、5,699 ランド）
、サムソン（8KG、1,899
ランド）などが並んでいる。
一方、テレビやデジカメなどの高機能の家電製品では、日系メーカーがシェアを拡大させ
ている。テレビは 2010 年のサッカーW 杯需要や、2011 年の地上デジタル放送への移行に
伴う買い替え需要が追い風となっている。店頭では液晶テレビが人気でソニーBRAVIA（32
インチ 5,399 ランド、40 インチ 9,999 ランド）が売り上げを伸ばすほか、サムソン（32 イ
ンチ 5,999 ランド）
、LG の SCARLET（32 インチ、8,999 ランド）などが並ぶ。デジタル
カメラではソニー、キヤノン、富士フイルム、三洋電機などの日本製が目立ち、価格はソニ
ーの SONY のハンディカムが機種によって約 2,299～7,800 ランド、キヤノンのカムコーダ
ーが約 2,999～7,999 ランドとなっている。
ソニーはアフリカ地域で初のソニーセンターを 2008 年 10 月にプレトリアにオープンし
た。同センターはほぼ全種類のソニー製品を揃え、製品の機能を体感できる空間を設けるほ
か、修理サービスなどの機能も備えている。同年 12 月にはヨハネスブルグに第 2 号店をオ
ープンしたが、
この際には当初の見込みをはるかに上回る約 1,000 人が開店前から殺到し、
警備体制が間に合わず開店日を延期せざるを得ないほどの反響ぶりをみせた。同センターで
は高価格製品の売れ行きが好調で、
メーカーへの信頼や高品質を追求する高所得層からの支
持を得ている。同社は黒人層の市場開拓にも積極的だ。黒人層に商品をアピールするため、
黒人層顧客の割合が高い店舗には、黒人の嗜好に合わせた派手なディスプレイを施し、製品
ブランド名にプラスして現地語（ズール語）のキャッチコピーを使うなど工夫している。現
地語のキャッチコピーの例としては、音響機器は「Mgongo（音の力）」、デジタルカメラで
は「Khumbula（思い出は永遠）
」などがある。
金融・保険：
金融・保険部門では、黒人中間層の出現に伴い金融各社が信用販売やローンなどの金融サ
ービスを拡大させたほか、小売各社も顧客の囲い込みを図るため、自社のクレジットカード
を発行するなど割賦販売を進めた。
住宅ローンやクレジットカードなど家計への信用拡張は、
2004 年の 4,787 億 4,100 万ランドから 2008 年には 1 兆ランドを超えるほどに膨らんだ15。
低所得層向けの商品開発でビジネスを拡大する企業もある。2001 年に設立された南ア企
業のブルー・ファイナンシャル・サービスは、低所得者向けに小額の無担保融資を提供する
マイクロファイナンスビジネスを急拡大させている。小額無担保により低所得者の資金アク
セスを促すマイクロファイナンスは、貧困削減のためのツールとして援助機関や NGO が運
営に関わり、援助的な側面を持つ場合もある。しかし、同社は慈善事業としてのマイクロフ
15

南ア準備銀行 Quarterly Bulletin（2009 年 12 月）
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ァイナンスではなく、
ビジネスとして低所得者にプロフェッショナルな金融サービスの提供
可能性を追求する。
保険会社のモメンタムヘルスは、南アでは珍しい低所得層向けの医療保険を開発した。こ
の商品の対象は、月収 7,000 ランド以下の低所得層だ。販売当初から加入希望者が殺到し、
同社は設立からわずか 6 年間で加入者を 6,000 人から 13.5 倍の 8 万 1,172 人に伸ばした。
南アの病院には、無料だが水準の低い公立病院と、高額で高度な医療サービスを提供する私
立病院の 2 種類がある。民間医療保険は、私立病院の医療費の一部をカバーするものだ。
同社は、もともと人口の 14％に過ぎない保険加入者が増加していないにもかかわらず、私
立病院の利用者が増加しており、
なかでも保険に加入していない利用者が増えていることに
着目した。
高額の医療費を払ってでも私立病院で質の高いサービスを受けたいというニーズ
があったにも関わらず、低所得者が加入できる保険商品がこれまでなかったのだ。
食料品・飲料：
食料品・ノンアルコール飲料への家計消費支出の総額は、2000 年の 1,410 億 8,300 万ラ
ンドから 2008 年には 3,050 億 4,600 ランドへと倍増した。なかでも、多くの世帯に経済的
な余裕が生まれたことや若年層の人口増加により肉類や乳製品の市場が拡大している。鶏肉
や牛肉を中心とした肉類への支出は 752 億 4,800 万ランドと全体の約 4 分の 1 を占め、伸
び率は 2006 年が前年比 12.9％増、2007 年が同 15.0％増、2008 年は同 16.2％増となって
いる。乳製品への支出も拡大しており、2008 年には前年比 16.2％の 300 億 5,100 万ランド
となり、2000 年比では 2.3 倍増となった。乳製品では、南アクローバーと仏ダノンの合弁
会社であるクローバーダノンが 1997 年に設立されヨーグルト市場では 44％の高いシェア
を占めている。ダノンは南アの乳製品市場は将来性が高いとして 2009 年 12 月に合弁会社
のすべての株式を取得し、アフリカ市場でのビジネス拡大を強化させていくと発表した16。
また、金額は小さいが、魚類への支出も 2008 年は 104 億 4,700 万ランドと 2000 年から倍
増している。魚介類加工 I&J によると、食の多様化により魚類の需要が増え、なかでもホ
テル・レストランからの注文が増加している。
加工食品大手のタイガーブランズは、
南アでここ数年の商品の売れ行きを左右しているの
が、①生活環境の変化、②所得向上、③女性の労働時間の延長だという。スーパーマーケッ
トの農村部への進出により生活環境が変化し、これまで家庭で手作りだった調味料や穀物類
などをスーパーで手軽に買えるようになったため、ドレッシングやマヨネーズ、ライスやパ
スタの売り上げが伸びている。
所得向上で多くの世帯で経済的な余裕がでてきたことや一世
帯当たりの幼児数が減っていることから、ベビーフードや栄養食品、スナック菓子も売れる
ようになった。ベビー食品への支出は 2008 年には 41 億 5,000 万ランドで、2000 年から 3
倍増となっている。また、女性の家事労働時間の短縮で、手軽に用意できる食品が売れてい

16

同社 2009 年 12 月 10 日付けプレスリリース “Danone to acquire 100% of Danone Clover joint-venture
in South Africa”
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る。スナック感覚で栄養が摂れるシリアルバーや、牛乳や水と混ぜるだけで作れるインスタ
ントメイズなどは、南ア市場にこれまでなかった商品であり、まだまだ市場開拓の余地は大
きい。
美容品：
生活が豊かになり女性のファッション・美容への支出も伸びている。家計消費支出のうち
女性衣料品への支出は、2007 年が 201 億 7,200 万ランド（前年比 11.4％増）、2008 年は
217 億 8,200 万ランド（同 8.0％増）と着実に拡大している。女性履物への支出も、2007
年が 53 億 6,900 万ランド（前年比 11.4％増）、2008 年は 57 億 9,700 万ランド（同 8.0％増）
と、同様に伸びている。こうした傾向は、女性の社会進出や所得向上を背景に今後も続くも
のとみられる。なかでもブランド志向が高く旺盛な消費意欲をみせるのが、中間層の黒人女
性だ。ケープタウン大学ユニリーバ研究所は、これら中間層の黒人女性を「ブラック・ダイ
ヤモンド・ウーマン」と名づけ、その市場規模は 150 万人で購買力は全女性の購買力全体
の約 4 割にあたる 1,200 億ランドだとしている。男性との所得格差は縮小傾向であること
から、中間層の黒人女性の台頭は、化粧品、ヘア用品などの美容部門の消費を引き上げると
みられる。
黒人女性向けヘア用品を製造販売するキンキーの売り上げは、ここ数年は前年比 30％増
で毎年推移している。売り上げが好調な背景には、自社製品を直営店で販売するという南ア
では新しいスタイルを取り入れたことがある。直営店は 2009 年だけで新たに 8 店舗が追加
され、計 24 店になった。この直営店でのきめ細かいサービスが、製品への知識を深めたい
消費者に受けた。同店では、高価格帯に位置する 600～700 ランドの商品を購入する女性が
増えており、品質が良ければ高い支出でも惜しまない女性が増えているという。
おわりに
南アの消費市場に関する企業へのヒアリング17では、①消費の牽引役が白人から黒人に代
わり、商品嗜好が変化していること、②消費者の経済格差が大きく市場が多様であることの
ほか、以下の特徴が指摘された。
・ 消費行動が保守的で新製品への反応が鈍い：
古くから知られ「Trusted since ～年（～年来の信用）」と宣伝文句に謳われるよう
な、代々家庭で使われてきたブランドに執着する傾向がある。とくに経済的に余裕が
ない低所得層の消費者は新しいものに手を出して失敗したくないという心理が働き、
従来家庭で使っているブランドを使い続ける。
・ 世界的な大型店が進出しておらず価格交渉が国内で完結する：
卸業者やメーカーがグローバル展開する外資大型店と価格交渉する場合、
通常は本社
17

2009 年 3～12 月にかけて南ア企業、当地進出の日系企業および外国企業を対象に実施。
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で一括して交渉を行い、現地では本社で決められた価格で納品する。しかし、南アの
場合は外資の大型小売店がないため、商品販売に当たっては現地の小売店と直接交渉
することになる。したがって、卸業者やメーカーは国内市場の状況に応じて柔軟に価
格を設定できる。
・ 広告のミスマッチが生じている：
黒人をターゲットとする企業が増える一方、広告制作者は白人であることが多く、し
ばしば宣伝のミスマッチが生じる。例えば、黒人をステレオタイプで捉え、家政婦や
ティーレディーを起用した広告は、
職業を自由に選べなかった時代の母親の姿を侮辱
するものだとして批判を招いた。
・地元に密着した長期的なマーケティングが必要：
ある米系日用品大手は、
同社製品の利用を習慣付けることで消費者の囲い込みを図っ
ている。例えば、各地の学校を訪問し女子学生に生理用ナプキンを 3～４年間無料で
配布する。学生の頃から同社製品の使用を習慣付けることで、その後の購買につなげ
る。最初の取り組みから４～５年を要するが、ブランド構築には欠かせない。
こうした特徴のもと自社独自のビジネスモデルを築いた企業は、
それを用いて周辺国を始
めとしたサブサハラ・アフリカ（以下、アフリカ）地域に事業を拡大させている。もともと
南ア企業は、1994 年以降に再び同国市場に進出してきた外国企業との競争が激化してきた
ことから、アフリカを中心とした開発途上国市場への進出を余儀なくされた経緯を持つ。し
かし現在では、アフリカは急成長する有望市場として前向きに捉えられている。各国企業の
アフリカ展開が広がりをみせる中、
南アはマーケットとしての魅力を備えた市場としてだけ
でなく、アフリカ消費市場の先進モデルとして、その重要性をさらに増しているのである。
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【医療サービス】ネットケア
ヨハネスブルク・センター
髙﨑 早和香
企業概要
JSE 上場年：2006 年
収益：217 億 3,500 万ランド（2008 年度：07 年 10 月～08 年 9 月）
営業利益：33 億 7,000 万ランド（同上）
病院数：108（南アフリカ 52、英国 56）
ネットケアは私立病院の運営をはじめ、緊急医療、緊急移送サービスなど幅広い医療サー
ビスを提供する医療企業で、
近年の中間層台頭に伴う医療ニーズ拡大を背景に急成長してい
る。2008 年度の収益は前年度比 17％増の 217 億 3,500 万ランドで、2004 年度からの 4 年
間では 3.2 倍となった。営業利益は前年度比 13％増の 33 億 7,000 万ランドで、2004 年度
から 3.6 倍に拡大した。
1996 年にヨハネスブルグ証券取引所に上場した当初は 6 つの病院を経営するに過ぎなか
ったが、その後、病院の買収を進め現在では南ア国内で 52 の私立病院、英国で 56 の救急
病院を経営し、両国内で最大の私立病院ネットワークを誇る。同社は収益の 48％を南ア国
内の事業から、残りの 52％を英国事業から得ている。
ネットケアは 2001 年に英国に進出した。経験が浅い英国市場での事業リスクを回避する
ため同社は収入が確保される政府との連携を試み、英国国民保健サービス（National
Health Service, NHS）と一定数の手術を請け負う契約を結んだ。NHS と同社との契約内
容について、
業界関係者からはネットケアが提案した費用での契約手術件数の達成は不可能
との批判もあったが、同社は契約を遂行することで英国市場での信頼を築いていった。2006
年には英国の私立病院チェーンであるジェネラル・ヘルスケアグループ（GHG）の株式
50.1％を取得し、英国での病院経営に乗り出した。
アフリカ諸国での拡大機会探る
ネットケアが海外での展開に目を向け始めた背景には、
独占禁止法の規定により南ア国内
の医療企業間での合併が難しいことや、
病院の設立地域や数が限られているなどの事情があ
る。このため、経済成長に伴い医療ニーズの拡大するアフリカ諸国での事業拡大の機会を探
っている。
ネットケアは 90 年代にもアフリカ諸国での事業拡大を試みたが、失敗した経験を持つ。
内戦終結後のルワンダに進出し病院の改築事業を行ったが、
費用回収が進まず何百万ランド
もの損失をだし 2 年で撤退を決めた。ネットケアはこの時の失敗は進出のタイミングが早
過ぎたためだと見ており、
現在は政治情勢も安定し経済成長もみられるとアフリカ進出に前
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向きだ。
しかし、
アフリカでの事業拡大についてはリスクが高いとして二の足を踏む競合他社もあ
る。平均所得が低く支払い能力のある患者は依然として尐ないため、費用回収のリスクが高
いというのが理由だ。これに対してネットケアは、官民連携により「低価格の私立病院」を
実現させることでそのリスクが回避できるという。従来アフリカにおいては、私立病院では
公立病院より質の高いサービスが提供される分、治療費用も高く設定されている。そのため
費用回収のリスクも高い。それを政府と提携することで、医療の質を落とさずに低価格でサ
ービスを提供することが可能だというのが、ネットケアの見解だ。
官民連携で投資リスクを回避
ネットケアはこの官民連携モデルを利用した病院建設を、2009 年 3 月レソトの首都マセ
ルで開始した。総工費 1 億ドルで、アフリカでは最大の官民連携パートナーシップ（PPP）
事業だ。この事業でネットケアは同社が最大株主（40％）となるコンソーシアムを結成し、
レソト政府と 18 年間の契約でベッド数 390 台の公共病院の設計、建築、機器の調達、医療
サービス、病院経営を請け負う。南アフリカ開発銀行（DBSA）が 7 億ランドの融資を行う
ほか、レソト政府が 4 億ランドの建設費用を負担、病院開設後には国際金融公社（IFC）が
5 年間の運営費用として 620 万ドルを供与する。さらに、レソト政府は契約期間の 18 年間
は毎月一定の金額を病院に支払う取り決めとなっている。この政府の毎月の支払いから運営
費用と融資返済額を差し引いた残りがネットケアの利益となる。
ネットケアは政府との連携により、
単独で進出するよりはるかに低いリスクで海外での事
業を展開できるとする。
政府や国際機関からの融資により初期投資費用も最小限に抑えるこ
とができた。また、その他のメリットとして、①18 年間はレソト政府からの収入が保証さ
れること、②病院内に民間ベッドとしてネットケア専用のベッド 35 台を設けたことで高所
得者向けに高度な医療サービスを提供できることを挙げている。
一方、レソト政府にとってのメリットは、①民間企業との連携により医療体制の改善や経
営の効率化などを学ぶことで公共医療サービスの質が向上すること、
②開発機関からの融資
により多額の病院建設コストを一括ではなく長期間で分割して支払えることなどがある。
拡大するサブサハラ医療市場
ネットケアによると、
南ア国内での好調な業績も海外での事業展開が可能となった要因だ
という。南ア国内では、①近年の経済成長で中間層の民間医療保険加入者が拡大しているこ
と、②ジェネリック薬の普及により低価格の医療サービス提供が可能になったことから、私
立病院の利用者が増加している。ネットケアは、私立病院の年間利用者数を約 850 万～900
万人と見積もっており、延べ数だと人口の半数は年間に最低 1 回は私立病院を利用すると
試算している。南ア民間医療保険カウンシルの 08/09 年度報告書によると、2008 年の民間
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保険加入者数は 677 万 7,164 人と全人口の 14％程度に過ぎないが、05 年以降は年率 6％で
増加している。また、保険加入者の増加率 6％に対して、加入者のヘルスケアへの支出は
2007 年の 571 億ランドから 2008 年には 13.6％増の 649 億ランドと拡大しており、医療へ
の支出単価が増えていることを示している。さらに、ネットケアによると所得向上に伴い民
間医療保険に加入していない人の利用も増えており市場は着実に拡大しているとする。
2008 年の家計消費支出の内訳をみると、医療サービスへの支出は前年比 9.7％増の 484 億
9,400 万ランド（2000 年価格、実質値）となっており、2003 年と比較すると 13.1％増とな
っている。
サブサハラ域内の医療市場も拡大している。世界銀行（2007 年）によると、サブサハラ
域内の医療支出は、2005 年の 167 億ドルから 2016 年には 350 億ドルに倍増すると推計さ
れる。この需要を満たすためには、250 億～300 億ドルの投資が必要で、うち 110 億～200
億ドルは民間部門からの投資になるとみている。
ネットケア以外の医療企業にも、サブサハラ域内での事業展開の動きがみられる。南アの
レンメッドヘルスは、2009 年中にモザンビークでの病院経営を開始する計画だ。同社が経
営するヨハネスブルク市内の病院には、
高度医療を求めてモザンビークを含めた周辺国から
来院する高所得者が増加しており、これを受けて国外への進出を決めた。インド最大の病院
チェーンであるアポロホスピタルズは、2009 年 8 月に英企業と合弁でモーリシャスにベッ
ド数 220 台の病院を設立した。同社が力を入れるメディカル・ツーリズム市場を狙ったも
ので、
医療旅行者の目的地のひとつとして同地はアフリカ域内からの医療旅行者にとっても
魅力的だとしている。
同社はナイジェリアでの病院建設も検討するなど積極的にアフリカ展
開を進めている。
情報ソース
・ 2009 年 8 月 4 日 Investor Relations Executive, Fundisa Mgidi 氏インタビュー
・ 2009 年 9 月 14 日 Executive Director, Dr.Victor Litlhakanyane 氏インタビュー
・ ネットケア http://www.netcare.co.za
・ Council for Medical Schemes, South Africa http://www.medicalschemes.com
・ 国際金融公社（IFC） http://www.ifc.org
・ 南アフリカ準備銀行 http://www.reservebank.co.za
・ レンメッドヘルス http://www.lenmed.co.za/
・ アポロホスピタルズ http://www.apollohospitals.com/
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【金融】ブルー・ファイナンシャル・サービス
ヨハネスブルク・センター
髙﨑 早和香
企業概要
設立年：2001 年
営業収益：7 億 9,367 万ランド（2009 年度：08 年 3 月～09 年 2 月）
営業利益：1 億 5,488 万ランド（同上）
従業員数：3,000 人
ブルー・ファイナンシャル・サービス（以下、ブルー）は、低所得者向けに小額の無担保
融資を提供するマイクロファイナンス企業だ。2001 年の設立以来着実にビジネスを拡大さ
せ、2006 年にはヨハネスブルグ証券取引所の新興企業向け市場である AltX（Alternative
Exchange）に上場した。同社の 2009 年 2 月末の貸付高は前年同月末比 200％増の 14 億
5,000 万ランド、営業利益（09 年度）は前年度比 92％増の 1 億 5,488 万ランドと好調だ。
東南部アフリカを中心に 13 ヵ国で 300 店舗を展開し、顧客は 40 万人に上る。
小額無担保により低所得者の資金アクセスを促すマイクロファイナンスは、貧困削減のた
めのツールとして援助機関や NGO が運営に関わり援助的な側面を持つ場合もある。しかし、
ブルーのデーヴ・ヴァン・ニーケーク社長は、「当社はアフリカで慈善事業をするつもりは
ない。
ビジネスとして責任を持って低所得者にプロフェッショナルな金融サービスを提供す
る。事業資金は援助機関からではなく民間の市場から調達したい」とし、あくまで事業とし
てマイクロファイナンスの可能性を追求する。
顧客層と商品の見直しで他社と差別化
ブルーが顧客として狙うのは、
定職はあるが就業または起業したばかりで所得が小額であ
る低所得層だ。つまり、従来のマイクロファイナンス機関が対象とする「貧困層」と、その
対極にいる銀行口座を保有する「中・高所得層」との中間に位置する人々である。南アの顧
客の 9 割は政府職員や教員、警察官など公務員で、その他の国でも 9 割が給与からの天引
きが可能な公的部門の被雇用者だ。
ヴァン・ニーケーク社長はブルーを立ち上げる前に、マイクロファイナンス機関で働いた
経験を持つ。その際、返済不履行による債務を抱え経営破綻に追い込まれる同業者をみてき
た。失敗しやすい要因として同氏は、①返済の見込みの低い最貧困層だけを対象としている
こと、②単一の融資プランしか提供していないこと、③運営資金を援助機関に頼っているこ
とを挙げ、それでは持続可能なビジネスはできないと指摘する。これに対してブルーは、職
のある顧客を対象に多様な融資プランを用意し、
運営資金も多様な民間ファンドから調達し
ている。
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ブルーの顧客の債務不履行率は 4％程度にとどまっているが、これは返済方法を給与から
の天引きにしていることに加え、多様な融資プランを提供していることが理由だという。ブ
ルーの融資プランには、教育、携帯電話購入、家の改装用品購入、起業など用途別のプラン
が用意されている。ブルーは顧客に直接融資する代わりに、教育ローンであれば学校に、家
の改装用品であれば顧客にブルーが提携する日曜大工店のプリペイドカードを現金の代わ
りに渡し、当初の目的以外の用途に使われることがないよう管理している。これはローンに
不慣れな顧客が現金を手にして当初の予定外の出費をしたり、他の金融機関からのローン返
済に充てたりといったリスクを回避する上でも有効だ。
アフリカ域内開拓が収益向上のカギ
ブルーは経営戦略として、
「迅速なアフリカ市場開拓」を掲げる。現在は南アでのビジネ
スが約 45％、残りをその他のアフリカ諸国 13 カ国が占める。南ア国外への市場開拓にこだ
わる理由には、①市場としてのポテンシャルが高いこと、②経営効率を上げるためには規模
の経済性が必要なことがある。同社はアフリカ市場のポテンシャルについて、「9 億人の人
口のうち公務員は 9,000 万人で、ブルーはその中の 0.5％未満しか取り込んでいない。現時
点での潜在顧客は 1,400 万人に上る」と試算しており、開拓の余地は大きいとする。
経営効率については、
「スタッフは顧客の信用調査のために道路事情の悪い農村に出向い
たり、顧客とのコミュニケーションに多大な時間を割いたりと、労働集約型の経営にならざ
るを得ない。経営コストを尐しでも削減するためには、マーケティングや人材育成、法務な
ど各店舗で共通する業務を本社に集約化させ、ひとつの機能を多くの店舗で共有することで、
規模の経済性を作用させる必要がある」とする。
このためブルーはシステム整備に多大な費用を投資した。アフリカでは地上通信網が未整
備の国が多く、複数国で運営する場合システムを利用した経営管理が難しい。これを解決す
るため同社は、他社に先駆けて衛星通信を使った仮想専用線（ VPN: Virtual Private
Network）で企業内システムを構築した。デジタル方式で常時接続が可能な衛星通信によ
り、安定したシステム運営を図っている。例えばナイジェリアの店舗に顧客が訪れた場合、
現地のスタッフがその場で顧客情報をシステムに入力し、それをもとに同時並行で南アフリ
カの専門スタッフが融資審査を行うという仕組みだ。
徹底した市場調査でリスク回避
新規市場開拓にはリスクも伴う。ヴァン・ニーケーク社長は、
「リスクとチャンスは背中
合わせだ。インフラ未整備はビジネス運営上のリスクとなるが、一方で、道路事情が悪いた
めに街へのアクセスがなく金融機関を利用できない人々はブルーの潜在的な顧客でもある」
と述べる。
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ブルーは新規市場参入にあたっては現地調査に最低でも 1 年半から 2 年はかける。約 20
人のスタッフでチームを作り、進出先の法規制、政治経済情勢、ビジネス阻害要因、事業提
携先の選定、事業計画の策定、行政手続、資本調達、政府との交渉などを徹底して行う。電
話、メール、書面でのやり取りは最小限にとどめ、何度も現場に足を運ぶことが大切だとす
る。そのためビジネス間接費用のかなりの割合を移動費が占める。
マイクロファイナンスやクレジットに関する規制や法律がない国に進出する場合、準備期
間はさらに長くなる。そのような国では、政府と一緒になって法制度を作ることから始める
ことになる。これには時間を要するが、競合他社より先に進出することで、ブルーが持つ基
準がその国の基準となり、同社の運営にあった法制度作りができるため、初期投資は大きく
ても長期的には先行利益につながるとする。ヴァン・ニーケーク社長は、
「早く市場に進出
して基準を作ることが大切。競合他社より先に種を植える」と強調する。
事前に入念な準備をしても進出後に予期せぬトラブルは発生する。
例えばケニアの場合は、
2007 年末の大統領選挙に伴う政情不安により 1 ヵ月の休業を余儀なくされた。マラウイで
は、総選挙のキャンペーン中に立候補者である大臣の一人が「マイクロファイナンスは貧し
い人々を苦しめている」
として公務員の給与からの天引きシステムを差し止める命令を発し、
ブルーは一時的に貸出金の回収ができなくなった。
このようなトラブルへの対策として、メディアを活用したマイクロファイナンスへの理解
促進も重要だという。ブルーは、08 年 3 月から 09 年 2 月末までの 1 年間に事業を展開し
ているアフリカ諸国において 533 件のプレス掲載記事、250 件の屋外広告、6,500 回のラジ
オ広告を行い、テレビやイベントのスポンサーも請け負った。タンザニアではブルーのロゴ
入りのバイクを地元の警察に寄贈した。また顧客の教育を目的に発行する「ミスター・ブル
ー」のコミックブックは、店舗で配布すると同時になくなるほどの人気だ。
新規市場への参入に際しても広告は有効なツールになる。ローンやクレジットを知らない
潜在顧客に分かりやすくアピールすると同時に、
ブルーが狙う就業したばかりの上昇志向の
強い若者が好むような宣伝文句で顧客を惹きつける。ヴァン・ニーケーク社長は、「ブルー
は現在展開している 13 ヵ国に加え、アンゴラ、モザンビーク、ガーナ、エジプトへの拡大
を計画している。
これらの国々でもメディアを利用してブルーのブランドをいち早く浸透さ
せることが成功につながる」と主張する。
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進出先と店舗数
国名
南アフリカ
ボツワナ
ザンビア
ウガンダ
タンザニア
レソト
マラウイ
ケニア
ナミビア
スワジランド
ルワンダ
ナイジェリア
カメルーン

設立年
2002 年
2002 年
2005 年
2006 年
2007 年
2007 年
2007 年
2007 年
2007 年
2008 年
2008 年
2008 年
2009 年

店舗数
178
12
20
16
10
4
5
6
15
2
1
30
1

情報ソース
・ 2009 年 8 月 12 日 Corporate Financial Manager, Pieter Potgieter 氏インタビュー
・ 2009 年 9 月 2 日 Chief Executive Officer, Dave van Niekerk 氏ヒアリング (Omega
Investment Research 主催、Microfinance-An International Conference Focused on
Africa セミナー会場にて)
・ ブルー・ファイナンシャル・サービス http://www.blue.co.za
・ National Credit Regulator (NCR)

http://www.ncr.org.za/
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【日用品】キンキー・ワールド・オブ・ヘア
ヨハネスブルク・センター
髙﨑 早和香
企業概要
設立：1971 年（2008 年インド・ゴドレージュ・コンシューマー・プロダクトが買収）
売上高：9,620 万ランド（2008 年度：08 年 4 月～09 年 3 月）
税引後収益：1,060 万ランド（同上）
従業員：400 人
店舗数：24
キンキーは、黒人やカラードの女性向けのファッションかつら、付け毛（エクステンショ
ン）などの製造と販売を手がけるヘアケア用品企業だ。2008 年には同社の成長を見込んだ
インド企業ゴドレージュ・コンシューマー・プロダクト（以下、ゴドレージュ）が、2 億
6,500 万ランドで同社を買収した。キンキーの製品は南アフリカ国内のダーバンで製造され、
大手量販店を通じて販売されるほか、独自の専門店を展開し直接顧客に販売している。同社
の 2008 年度の売上高は 9,620 万ランド、純収益は 1,060 万ランドで、2008 年の買収以前
の財務内容は非公開だが、CEO のレオナルド・バーラー氏によると、ここ数年の収益は年
率 30％台の伸びで推移している。
直販店の展開により収益増
近年収益が大幅に伸びている理由についてバーラー氏は、女性の美意識が高まっており美
容品への支出を惜しまないことや、
所得の底上げにより顧客層が広がったことを挙げている。
また、
美容品を必需品とみなす女性も増えており、
不景気でも売れ行きは伸びているという。
こうしたなか顧客を取り込むため、
キンキーは販売戦略として直販店の展開を積極的に進め
ている。
バーラー氏によると、
美容品を専門とした直販店を持つ競合メーカーはまだ尐なく、
ニーズの拡大に合わせて素早く専門店舗を展開させるのが成功のカギになるという。従来、
女性はヘアサロンでかつらや付け毛を選ぶというのが一般的だったが、サロンではスペース
が限られており特定の種類のかつらやヘア用品しか選べないことが消費者の不満につなが
っていた。
キンキーは 1971 年に直販店第 1 号店をオープンし、90 年代には 5 店舗、その後 2008
年までに 16 店舗、2009 年には 24 店舗にまで店舗数を増やした。専門店販売にこだわる理
由としてキンキーは、顧客の選択肢が広がるということだけでなく、自社ブランドが構築さ
れるというメリットを挙げている。これまで、経済力がなくサロンを利用できない低所得者
は、路上や量販店の隅に置かれた無名ブランドのカツラを購入していた。ところが、キンキ
ーの専門店では品質の保証されたヘア用品が置かれ、専門のスタッフが商品の特徴やアレン
ジなどの利用方法を丁寧に説明する。こうして付加価値を明確にすることで顧客の満足度を
32
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高めているという。
多様な商品レンジで幅広い顧客層にアピール
キンキーは、幅広い顧客層を取り込むため、ファッション用かつらだけでも 30 ランドか
ら 700 ランドまでの価格帯で幅広い製品を用意している。これは顧客の間に大きな所得格
差があることを考慮しているためだ。所得分布の格差を示すジニ係数は１に近づくほど不平
等が高いとされるが、南アフリカのジニ係数を人種別にみると黒人が 0.62、カラード 0.56、
アジア系 0.53、白人が 0.46 で、黒人間の所得格差が最も大きいのがわかる。
幅広い顧客を対象としているため、宣伝にも工夫が必要だ。キンキーは、CM や雑誌での
広告のほか、とくに低所得層向けの宣伝方法として口コミの効果を重視している。黒人層の
多くは住居が密集するタウンシップで生活しており、都市部の生活と比べて近所との結びつ
きが強いからだ。同社は口コミの評判を高めるため、商品を市場に導入する前には頻繁に商
品テストとサンプル配布を行い、
多くの人々が新商品を無料で経験する機会を増やしている。
女性の社会進出で美容品市場が成長
一方、バーナー氏は、売れ筋商品の変化として、これまで人気のあった低価格商品から現
在は高価格商品に売れ筋がシフトしていることを指摘している。この理由として、中間層に
位置する黒人女性の間で、美容品への執着が強くなっていることを挙げている。このような
顧客は製品への知識が高く、人毛かつらなどの品質の良いものを求めており、高価格のモノ
を身に付けたがる傾向がある。また、中間層の女性の特徴としてブランド志向が高く、テレ
ビで人気タレントが着用したかつらと同じものを使いたがるなど流行に敏感であることを
挙げている。中間層の女性は社会的地位が高い場合が多く、消費トレンドをリードする存在
としても注目している。
ケープタウン大学ユニリーバ研究所は、中間層の女性を「ブラック・ダイヤモンド・ウー
マン」
として、
その市場規模は 150 万人で購買力は女性の購買力全体の約 4 割にあたる 1,200
億ランドだとしている。
男性との所得格差も縮小していることから、
中間層の女性の台頭は、
化粧品、ヘア用品、スキンケア用品などの美容部門の消費を引き上げるとみている。
周辺国市場の将来性にも期待
キンキーを買収したゴドレージュは生活用品を扱うインド企業だ。同社は、2006 年には
南アフリカのヘアカラー製造販売会社のラピドルも買収した。ラピドルは 1952 年に設立さ
れた歴史のある企業である。ラピドルが販売するヘアカラー用品のイネクトブランドは、エ
スニック（黒人・カラード）向けのヘアカラー用品では 80％の市場シェアを誇り、2008 年
の売り上げは前年比 30％増と順調に伸びている。また、ザンビア、モザンビーク、タンザ
ニア、コンゴ民主共和国、スワジランド、ガーナ、ナミビア、ジンバブエ、モーリシャス、
セイシェル、マダガスカルなどの周辺国でも販売流通網を築き売り上げを伸ばしている。
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2008 年のラピドル全体の業績をみると、売上高が前年比 12％増加の 9,200 万ランドで、営
業利益は 1,220 万ランドとなっている。ラピドルを買収した際、ゴドレージュは、「成長が
著しい巨大なアフリカ市場への進出を加速させていく」とコメントしているほか、キンキー
買収の際には、
「ほぼ全ての黒人女性は何らかのヘア用品（付け毛）を使っている。アフリ
カは将来的に高い潜在性を秘めている」とコメントしている。このような同社のアフリカの
ヘアケア市場参入への積極的な動きからも、市場のポテンシャルの高さが窺える。
情報ソース
・ 2009 年 9 月 30 日 CEO, Leonard Buhler 氏インタビュー
・ Kinky World of Hair http://www.kinkyhair.co.za
・ Godrej Consumer Products Limited

http://www.godrejcp.com/
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【食品】タイガーブランズ
ヨハネスブルク・センター
髙﨑 早和香
企業概要
設立年：1921 年
JSE 上場年：1944 年
売上高：204 億 3,040 万ランド（2009 年度：08 年 10 月～09 年 9 月）
従業員数：1 万 417 名
タイガーブランズは南アフリカ最大の総合食品メーカーで、缶詰、冷凍食品、レトルト食
品、調味料、菓子類、ベビー食品などを中心に約 30 種類のブランドを展開している。同社
の事業は、①国内食品、②ヘルスケア用品、③冷凍シーフード食品、④輸出、の 4 部門か
ら成る。2009 年度の売上高は 204 億 3,040 万ランドで、2008 年度の 189 億 5,400 万ラン
ドから 8％増と好調に伸びた。
高いブランド浸透力
同社商品は南アフリカ市場で圧倒的なシェアを占める。
豆缶詰、野菜缶詰、
トマトソース、
ジャムは市場シェア 6 割以上、ピーナツバター、パスタは約 4 割を誇る。2008 年のサンデ
イタイムズ紙によるブランド好感度調査では、食品部門のトップテンに同社商品のタスティ
ック（コメ、1 位）
、エース（メイズ粉、3 位）
、クー（缶詰、4 位）
、アルバニー（食パン、
7 位）の 4 つがランクインした。
このうち缶詰の「クー」ブランドは 1940 年の発売以来、あらゆる人種や所得層の消費者
を取り込み、各家庭に深く浸透している。「クー」ブランド名では豆のほか果実、野菜、ピ
クルス、シチューなど 50 種類以上の缶詰商品が販売されている。消費者を飽きさせないた
め、定期的に缶のデザインを変更し新たな商品を投入しているが、販売当初から「The best
you can do」のキャッチコピーは変えていない。同社のマイケル・フレミング財務部長は、
「消費者を飽きさせず興味を引くためには継続した商品開発が必要。
一方で一貫したブラン
ド・イメージの確保も信頼を得る上で重要な要素になる。両者のバランスを取りながらマー
ケティングを行っている」としている。
コンスタントにブランド構築に投資
同社は徹底してブランド構築への投資を行っている。広告、マーケティングなどブランド
への投資コストは、
たとえ売り上げが不調な年であっても優先して確保している。
そのため、
消費者の置かれている状況に機敏に対応できるマーケティング体制を築いている。2008 年
に発生した世界金融危機の影響で消費者の節約志向が高まったときには、
「Partnering with
mom in difficult times」とストレートなキャッチコピーを打ち出した。家計を切り盛りす
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る消費者の心を捉えるには現実的でシンプル、かつ自分の状況と関連付けられるコピーが効
果的だとする。
人気ブランドの買収による事業拡大も戦略のひとつだ。09 年にはマヨネーズブランド「ク
ロス・アンド・ブラックウェル」をネスレから買収した。フレミング氏は「新たなブランド
を構築するには多大なコストと労力がかかる。トップブランドを買収する方が効率的である
ことも多い」とする。この理由として同氏は消費者が保守的で一度愛用した商品を手放さな
い傾向が強いことを指摘する。消費者は数十年前からある商品に信頼を置き、なかでも経済
的に余裕がない低所得層の消費者は新しいものに手をだして失敗したくないという心理が
働き、従来家庭で使っているブランドを使い続けるという。そのため同社は先述の「クー」
ブランドのようにブランド名は変えずに、同じブランド名で新たな商品を投入する方法をと
ることが多い。
売れ筋商品に変化
ここ数年の売れ筋商品の変化にも注目している。
フレミング氏は売れ筋商品に影響を与え
る要因として、①生活環境の変化、②所得向上、③女性の労働時間の延長を挙げている。
生活環境の変化は、スーパーマーケットの農村部への進出によりもたらされた。これまで
農村部の多くの家庭では手作りの調味料、伝統的な主食のメイズが主流だったが、スーパー
で手軽に買い物できるようになったため、調味料ではドレッシングやマヨネーズ、穀物類で
はライスやパスタなどの売り上げが伸びている。
所得向上により売り上げを伸ばしているのは、
ベビーフードや栄養食品、
スナック菓子だ。
経済的な余裕が出たことで、子供や健康のためにかける費用が増加し、より質の高いオーガ
ニックや栄養食品への関心が高まっているほか、
嗜好品のチョコレートやキャンディーなど
も売り上げを伸ばしている。
一世帯当たりの幼児数が減っていることもベビーフードの売り
上げを拡大させている。
また、女性の労働市場への参加が進み家事に割く時間が減ったことで、手軽に用意できる
食品が売れている。スナック感覚で栄養が摂れるシリアルバーや、牛乳や水と混ぜるだけで
作れるインスタントメイズなどは、南アフリカ市場にはこれまでなかったことから、開拓の
余地は大きいとされる。
アフリカ進出に本腰
近年、同社は他のアフリカ諸国でのビジネス展開にも目を向け始めた。国内の小売店がア
フリカ諸国進出を加速させていることが理由だ。
同社商品を多く扱うスーパーマーケットの
ショップライトもアフリカ 15 ヵ国で 72 店舗を展開しており、タイガーブランズの商品も
ショップライトを通じて各国で販売されている。
これまで、
南アフリカ以外で販売される商品については国内で取引を完了させ流通は小売
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店任せだったが、今後は自社が主導的にアフリカ展開を進める計画だ。アンゴラやザンビア
を中心にアフリカ市場での売り上げが急速に伸びており、無視できない状況になっている。
今後はアフリカの主要国に地域拠点を設置し、そこを通じて流通する体制に移行させていく。
インフラが未整備のアフリカでは南アフリカを拠点にして物流を展開させるのと、市場に近
い地域ハブで流通を行うのとでは、リードタイムに大きな差がでてくる。2008 年には西ア
フリカ拠点としてカメルーンの製菓メーカー・チョコカム、2009 年には東アフリカ拠点と
してケニアの日用品メーカー・ハコインダストリーを買収した。
タイガーブランズは買収のポイントとして、
①その国の市場でトップのブランドであるこ
と、②現地に製造施設があること、③市場への独自の流通網・アクセスを持っていることを
あげている。地域拠点をプラットフォームにして販売体制を強化させる計画だが、こうした
投資による利益が得られるまでには 6～8 年のタイムスパンを想定している。
情報ソース
・ 2009 年 10 月 1 日 Chief Financial Officer, Michael Fleming 氏インタビュー
・ タイガーブランズ http://www.tigerbrands.com
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【飲料品】ディステル
ヨハネスブルク・センター
髙﨑 早和香
企業概要
設立年：2000 年
収益：108 億 6,373 万ランド（2009 年度：08 年 7 月～09 年 6 月）
営業利益：14 億 1,101 万ランド（同上）
従業員数：4,200 人
南アフリカのステレンボッシュに本社を構えるディステルは、蒸留酒、ワインなどの酒類
製造販売メーカーだ。2000 年にステレンボッシュ農業者ワイナリー（SFW、1925 年設立）
と、蒸留酒メーカーのディスティラーズ（1945 年設立）が合弁して設立された。蒸留酒で
は 19 種類、ワインでは 32 種類、サイダーや瓶カクテルなどの RTD（Ready to Drink）飲
料では 5 種類を扱っており、南ア市場のシェア 20％を占める。2009 年度（6 月末決算）の
売上高は前年同期比 15.5％増の 108 億 6,373 万ランド、
営業利益は同 4.8％増の 14 億 1,101
万ランドと順調だ。収益は 2003 年度から 2009 年度までの 6 年間で、52.5％増と大幅に伸
びた。
新たな消費者に期待
同社は成長戦略の要として、①南ア国内の黒人中間層への販売促進、②サブサハラ・アフ
リカ（以下、サブサハラ）市場でのプレゼンスの拡大を掲げている。いずれもここ数年間の
トレンドの変化を表している。
以前は白人をターゲットとして販促活動を行っていた。
また、
輸出先では欧州、北米が中心だった。
同社財務ディレクターのメルウェ・ボタ氏によると、近年の売れ筋商品の変化が明らかに
黒人の嗜好を反映していることから、同社も急いで黒人顧客の開拓に努めている。同氏は、
「酒類の消費量、購買力や債務比率を比べると、白人層よりも黒人中間層のほうが将来的に
有望な顧客だ」と言い切る。同社の分析によると、黒人中間層は、男性にはビールやブラン
デーなどの蒸留酒が、女性にはサイダーや瓶カクテルなどの RTD（Ready to Drink）飲料
の人気がそれぞれ高い。また、男女とも共通して消費性向が高く、次々と目新しいモノを購
買する傾向がある。例えば、ワインではスパークリングワインなどが売り上げを伸ばしてい
る。ディステルは多様な商品レンジを揃えているため、目新しいモノを嗜好する消費者にも
豊富なオプションを提供できるという面で有利だ。しかし、同社は黒人の購買パターンを十
分に理解しているとは言えず、どの商品を投入すべきかという判断の正確性には欠ける。今
後の課題は、黒人消費者層へのマーケティングと新商品の開発や市場投入だ。
一方、ディステルの海外部門の売り上げは全体の 27.8％を占める。2009 年 1-6 月期の海
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外での販売量は前年同期比 27％増、収益は同 37％増で、このうちサブサハラ地域の収益へ
の寄与率は 52％に上った。同社の輸出先はもともと英国や北米が中心で、ロンドン、ニュ
ーヨーク、サンパウロ、シンガポールに海外拠点を持ち、78 ヵ国の代理店ネットワークを
カバーしている。
しかし、
先進国市場の飽和に伴い売り上げが停滞気味になっている一方で、
2000 年以降に急速にサブサハラ地域の酒類市場が拡大してきたことから、同社は海外部門
の方針を転換した。2002 年に、Grow Africa Business（GAB）プログラムを打ち出し、社
内で大々的にサブサハラビジネスの強化を図ったのだ。
サブサハラ事業への投資を拡大させ、
市場調査や販売スタッフを増強した。サブサハラでの販売拠点は、ケニアとタンザニアに置
いている。そのほか、アンゴラ、モザンビーク、ガーナ、ナイジェリア、ウガンダでは代理
店または販売スタッフを雇って展開している。タンザニア、ケニア、ジンバブエ、モーリシ
ャスでは合弁会社と共同で製造販売を行う。
従来、サブサハラ市場では駐在員や観光客など外国人が主な顧客だったが、経済成長で現
地消費者の所得が向上したことから、現在は地元の人々を対象としたビジネスも十分に成り
立つようになった。売り上げが好調なのは、アフリカ原産のマルラという木の実を使ったク
リームリキュールのアマルラ、ケニアで製造しているブランデーViceroy だ。両方ともアフ
リカ色を強く打ち出している。次いでワイン、サイダー類などが続く。ディステルには南ア
国内市場で揃えてきた多様な商品ポートフォリオがあるが、
すべての国で同じ商品が売れる
とは限らない。2002 年から多額の投資をして市場把握を試みているが、サブサハラで市場
調査を行うのは非常に困難であるという。調査市場が成熟されておらず、調査の拠点もない。
そのため、
先進国市場での調査に比べて何倍もの費用と時間がかかるのが実態だ。
そのほか、
市場調査と並行して、現地パートナーからの情報収集、宣伝活動の強化、現地販売チャネル
の拡大など、日々の地道な活動を通じてサブサハラ市場でのプレゼンス向上を図っている。
サブサハラ市場は道路未整備、
港の混雑、
ガバナンスの不在など問題をあげればきりがなく、
リスクも高い。それでも、アンゴラ、モザンビーク、ナイジェリアを中心に有望な成長市場
を抱えており、リターンは大きいと同社は踏んでいる。
情報ソース
・ 2009 年 11 月 19 日 Financial Director, Merwe Botha 氏インタビュー
・ ディステル・ホームページ http://www.distell.co.za
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【小売】ショップライトホールディングス
ヨハネスブルク・センター
髙﨑 早和香
企業概要
設立年：1936 年
売上高：593 億 1,856 万ランド（2009 年度：08 年 7 月～09 年 6 月）
営業利益：29 億 4,091 万ランド（同上）
従業員数：6 万 6,000 人
南ア小売業大手のショップライトホールディングスは、南アを含む 17 ヵ国で 1,240 店舗
を展開している。内訳は国内が 1,042 店舗、海外が 198 店舗となっている。コアビジネス
のスーパーマーケット「ショップライト」（373 店舗）のほか、家具専門店「OK ファニチ
ャー」
（183 店舗）
、日用品量販店「Usave」
（116 店舗）など、14 種類のブランドで店舗展
開している。
先行利益を狙う
南アでは高所得者向けのスーパーマーケットも展開するが、他国では低所得者向けである
ショップライトを中心に展開している。90 年に初の海外店舗をナミビアにオープンした。
その後 95 年から本格的にアフリカ進出を加速させ、ザンビア（95 年）
、モザンビーク（97
年）
、スワジランド（97 年）
、ボツワナ（98 年）と続き、2000 年以降は 05 年までの 5 年間
で 11 ヵ国に進出した。海外進出を開始したのは、南ア国内市場はいずれ飽和状態になると
判断したためだ。
今でこそ南アの小売業やサービス業はこぞってアフリカ展開を戦略に掲げ
ているが、当時は誰も目を向けていなかった。同社のピーター・デュ・プレ総務部長は、
「前
例のない地でのビジネスは試行錯誤の連続だったが、この十数年の経験が他社にはないビジ
ネスモデルを作り上げた」という。現在の重点国は経済成長の著しいアンゴラ、ナイジェリ
ア、
ザンビアなどだ。
新たな進出先ではコンゴ民主共和国、カメルーンなどを検討している。
他社が進出していない市場にいち早く参入し、先行利益を得るのが同社の戦略のひとつだ。
現地政府との交渉でトラブル回避
デュ・プレ氏によると、進出の準備には最低でも 5 年はかかる。店舗の立地条件、法整
備、市場規模などひと通りの調査を終えたら、投資許可を得るため政府と交渉を始める。政
府の多くは外資に対する警戒心が強い。そのため、通常は現地のパートナーと組むことを勧
められる。特に 2002 年に内戦が終結したばかりのアンゴラでは、市場や法制度が未整備な
ことから現地パートナーなしでは市場参入は非常に難しいと言われる。ところが、同社は現
地パートナーなしで進出を果たした。熱意のあるパートナーが見つからなかったため、単独
で進出するようにとの社長命が下りたからだ。その後、他の南ア企業がパートナー選びで妥
協した結果、労働に見合わない高い報酬を要求されたり、パートナーである政府関係者の利
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害闘争に巻き込まれて商機を逃したりなどのケースを見ると、単独進出は適切な判断だった
と考えられるという。一方、現地パートナーを持たないショップライトは、政府と正面から
交渉することになった。当初は難しくみえた交渉も、大型投資による雇用創出や市場の活性
化など地元へのメリットを訴えることで乗り切ることができたという。アンゴラには 03 年
に進出したが、準備は内戦中の 97 年から始めていた。2000 年には土地を購入したが地元
の土地開発業者が見つからず、自社で土地開発を手がけ、建築資材はすべて輸入した。こう
した準備のコストは南アでの出店コストの 5 倍にまでハネ上がり、初期投資を取り戻すま
でには 5 年以上かかった。しかしその甲斐があって、アンゴラには競合相手はほとんど存
在しないため、商品のマージンは南アより 6～7％高く得られる。
地元の農家育成で現地産品の比率向上
海外店舗の運営コストのうち、商品調達コストは大きな割合を占める。このため、開店当
初は商品の約 70％を輸入に頼るが、可能な限り現地産に切り替えていくよう努めるという。
現地で調達できない消費財は別だが、生鮮品は輸入コストが高い上、物流面でのリスクも大
きい。とはいえ、現地産品の比率を上げるのは容易ではない。地元の農家と提携して栽培方
法や品質向上の指導を行い、店で販売できるレベルの産品を作り上げる。ザンビアでは開業
から 14 年経ち、現在では現地調達の比率が 70～80％、輸入の比率が 20％に改善された。
その他の国でも野菜類はほぼ現地産だ。9 ヵ国で数百戸の契約農家を育成している。
進出国が増えるにつれ、横のネットワークを活かした流通網の展開も可能になった。これ
まで物流は南アを拠点に行っていたが、
ザンビアで生産した生鮮品をナイジェリアに輸出す
るなどしている。南アが加盟していない他のアフリカ地域協定である東部・南部アフリカ共
同市場（COMESA）などを利用することもある。商品の調達先は世界中に点在するので、
関税同盟のある国同士であれば南アを経由せずに直接搬送する。
こうした関税協定のメリッ
トは高いが、原産地証明などの書類が煩雑といった問題が残っている。将来的に運用が改善
されれば、域内関税協定を軸にした物流戦略を練り直す計画だ。
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ショップライトの海外進出状況
国名
ナミビア
ザンビア
モザンビーク
スワジランド
ボツワナ
ジンバブエ
ウガンダ
マラウイ
レソト
マダガスカル
モーリシャス
タンザニア
ガーナ
アンゴラ
インド
ナイジェリア

設立年
1990 年
1995 年
1997 年
1997 年
1998 年
2000 年
2000 年
2001 年
2001 年
2002 年
2002 年
2002 年
2003 年
2003 年
2004 年
2005 年

店舗数
84
23
7
11
22
1
2
7
15
7
1
5
2
9
1
1

情報ソース
・ 2009 年 10 月 28 日 Company Secretary, Pieter G Du Preez 氏インタビュー
・ ショップライト・ホームページ http://www.shoprite.co.za
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【小売・卸売】マスマートグループ
ヨハネスブルク・センター
髙﨑 早和香
企業概要
設立年：1990 年
売上高：431 億 2,870 万ランド（2009 年度：08 年 7 月～09 年 6 月）
営業利益：19 億 5,060 万ランド（同上）
従業員数：2 万 8,162 人
南ア企業のマスマートグループは、以下の 4 部門で量販店を展開している。①マスディ
スカウンター（日用雑貨、93 店舗）
、②マスウェアハウス（倉庫型バルク販売、13 店舗）
、
③マスビルド（日曜大工用品、71 店舗）
、④マスキャッシュ（食料品卸売り、79 店舗）
。マ
スマートは 90 年の設立以来、量販店の買収を繰り返しながら、事業を拡大させていった。
2000 年にはヨハネスブルグ証券取引所に上場し、売上高は同年度の 104 億ランドから 09
年度には 4 倍の 431 億ランドまで伸びた。営業利益は 2000 年度の 2 億 150 万ランドから
09 年度には 19 億 5,060 万ランドと格段に経営を効率化させている。同社は事業多角化を目
的とした買収による成長戦略のほか、店舗数拡大で得られる規模の経済による経営効率化を
目指している。店舗は南ア国内に 232 店、南ア以外のアフリカ 14 ヵ国に 24 店ある。09 年
の南ア国内店舗数の増減をみると、
低所得者向けのマスキャッシュは地方都市やタウンシッ
プ（旧黒人居住区）への進出で店舗数は前年比 8 店増となっているが、中高所得層向けの
マスディスカウンターやマスウェアハウスはそれぞれ 3 店増、増減ゼロとなっており、国
内の店舗数は将来的には頭打ちになりそうだ。
国内市場飽和でアフリカ進出に本腰
日用品量販店マスディスカウンターのアフリカ担当部長マーク・ターナー氏は、
「国内販
売も黒人中間層の台頭を背景に順調に伸びているが、アフリカ市場はそれを上回る成長ぶり。
競合も尐なくハイリターンが狙える」とする。
マスマートグループはアフリカ進出において、
マスディスカウンターが運営する量販店「ゲーム」を主力店舗としている。ゲームで販売す
る日用品や小型家電などは単価が安いため、
損失が出たとしてもその規模を比較的小さく抑
えられるからだ。ゲームの店舗展開が成功すれば他の量販店の進出機会も検討する。
同社は今後 5 年間でゲームのアフリカ店舗を現在の 2 倍にする計画だ。南ア以外のアフ
リカの現在の市場は、30～40 年前の南アの状況に近いという。店舗を構える小売店が尐な
く路上での買い物が主流で、
国によってはショッピングセンターという概念を知らない消費
者もいる。このような国では、単独で 1 店舗だけポツンと建てるのではなく、複数の小売
店と連携してショッピングセンターに連なる１店舗として進出する方が集客しやすいとい
う。幸い、他の南ア企業もアフリカ進出を加速させており、スーパーマーケットやファース
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トフード店などとの連携機会が増えたことはビジネスリスクの軽減につながっている。
当初、ナイジェリアでは撤退も検討
海外展開を加速させる同社だが、ナイジェリアでは撤退を考えるほどの苦労があった。ナ
イジェリアに進出したのは 2006 年。出店にあたって政府から命じられたのは、店舗の 7 割
の商品を現地調達すること。このため、ナイジェリア中を回って調達先を探した。新たに生
産を委託した商品もある。例えば、家具が見つけられないときは、ナイジェリア国内の材木
屋に行って商品製造を委託した。この結果、商品調達コストは、当初輸入品で想定していた
金額の何倍にも膨れ上がった。現地で調達できる商品には限界があり、商品内容の 4 分の 3
は南アの店舗とは異なる。残る 3 割の輸入品も棚に並べるのは容易ではなかった。まず、
港の混雑によりコンテナが降ろせない。平均すると 90 日程度かかるが、毎回の所要時間は
読めず在庫調整は不可能だった。また、税関からは賄賂を執拗に要求された。書類の記入ミ
スがあると偽装輸入だとして、多額の罰金を取られた。税関はマスマートという企業の存在
を知らず、税関との関係構築には時間を要した。マスマートは長い時間をかけて、自分たち
が上場企業であること、
賄賂や密輸に対して厳しい社内倫理規定があることなどを繰り返し
税関に説明した。そうするうちに、当初は 6 ヵ月かかった通関の時間が徐々に短縮されて
いった。こうして改善を続けるうちに、初年度には絶望的だった財務状況が好転し、2 年目
を過ぎた頃からようやく軌道に乗り始めた。
問題が多いのはナイジェリアだけではない。93 年に進出したボツワナとナミビアは南ア
の延長線上という位置づけで問題はなかったが、
ザンビアに進出した頃から次々と難題を抱
えることになった。まず土地開発のトラブルが発生した。地元の土地開発業者が見つからな
い、なんとか見つけても納期遅延などの契約不履行は当たり前、ショッピングセンターのイ
メージを知らない業者が勝手に建物を作ってしまう、などだ。トラブル回避策として、現在
では土地開発は自社で請け負う方針にした。このため、出店の準備には最低でも 3 年はか
かるという。アンゴラは準備開始から 7 年が過ぎたが、法的問題が多く、未だに完成して
いない。
それでもターナー氏は、
小売店が皆無に等しいアフリカ市場では開拓の余地は大きいと言
い切る。競合他社より先に進出すれば、価格や保証制度などで新たな水準を作れるというメ
リットもある。市場に関するデータが欠乏しており顧客の実態や市場規模は測れないが、こ
れまで進出した市場での経験値や、人口増加と若年層の割合の高さ、雇用数の拡大などを考
慮すると、アフリカ市場は長期的に取り組むに値する有望市場だとする。
情報ソース
・ 2009 年 12 月 16 日 Mass Discounters, Director-Africa, Mark Turner 氏インタビュ
ー
・ マスマート・ホームページ http://www.massmart.co.za
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【有料衛星放送】マルチチョイスアフリカ
ヨハネスブルク・センター
髙﨑 早和香
企業概要
単独決算は非公開
＜参考＞
ナスパーズ有料放送部門（マルチチョイス南アフリカ、マルチチョイスアフリカ）
収益：148 億 9,725 万ランド（2009 年度：08 年 4 月～09 年 3 月）
営業利益：42 億 6,900 万ランド（同上）
マルチチョイスアフリカは、
アフリカ域内 48 ヵ国で有料放送番組を提供する南ア企業だ。
メディア企業ナスパーズが 100％出資している。アフリカ初の有料放送はエムネットによっ
て 86 年に開始された。その後 93 年にエムネットの顧客管理部門が独立し、マルチチョイ
スとしてアフリカ大陸への進出を開始、衛星を通じて 20 ヵ国以上に放送拠点を設けた。同
社は世界中から 70 以上の番組を輸入し、英語、フランス語、ポルトガル語、アジア（イン
ド）のチャンネルを提供する。一部の国では携帯電話テレビ向けの番組配信を開始した。ア
フリカでは有料放送事業者は尐なく、07 年にゲートウェイがケニア、タンザニア、ウガン
ダ、ザンビア、ジンバブエ、マラウイに参入し低価格（月 140 ランド、15 チャンネル）で
サービスを始めたが、09 年 7 月には撤退した。市場はマルチチョイスの寡占状態といえる。
低価格の加入オプション提供で顧客を拡大
南アの有料放送加入者数は、08 年の 156 万 9,542 人から、09 年には 9.7％増の 173 万
8,810 人に増加した。同社のスク・シンワ広報部長によると加入者の増加の理由は、台頭す
る黒人中間層に焦点を当てたマーケティングの結果だという。具体的には、①新たに加入し
やすいように加入価格帯を増やし、
②目新しい番組を取り入れ人気のあるスポーツ番組など
を拡充させた。加入オプションには、プレミアム（月額 499 ランド、視聴 80 チャンネル以
上）
、コンパクト（219 ランド、36 チャンネル）
、セレクト（148 ランド、26 チャンネル）、
イージービュー（20 ランド、15 チャンネル）がある。このうち、新たに用意したイージー
ビューは 20 ランドと破格の料金であることから、手頃な価格に惹きつけられて加入者が増
えている。シンワ氏によると、家庭での娯楽が尐ないため一度加入すると、不景気などでダ
ウングレードすることはあっても解約することは尐ない。そのため同社は、顧客を取り込む
ためのエントリー段階でのマーケティングに注力している。
南ア以外のサブサハラ諸国の加入者数も、08 年の 53 万 8,706 人から 09 年には 24.7％増
の 67 万 2,028 人と順調に伸びている。ここでも低価格帯の加入者数が伸びており、現在 31
万 3,000 人に達している。アフリカでは国営放送しかない国が多いため、有料放送が参入
できる余地は大きい。また、テレビ普及率（世帯数）と有料放送加入者数の乖離が大きいこ
とから、今後も市場は拡大するとみている。一方、アフリカにおけるオペレーションで難し
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いのは代金回収だ。支払い滞納による強制解約を避けるため、支払い方法の多様化を進めて
いる。携帯電話やインターネットでの 24 時間支払いのほか、銀行、ATM、クレジットカー
ド、デビットカード、プリペイドカードなどあらゆる支払い方法を用意している。
地元の映像産業育成に貢献
同社は、代理店、合弁会社、フランチャイズの形態でアフリカ事業を展開している。各国
の拠点を通じて力を入れているのが、現地の番組内容に対するニーズの把握だ。同社は 70
番組以上を提供しているが、
多様な顧客をどのように満足させるかという課題を常に抱えて
いる。言語、文化、宗教、年齢などが異なる各国のニーズに応えるため、南部、東部、西部
でプログラム構成は異なる。
近年のトレンドとして、地元で制作された番組が絶大な人気を集めていることがある。こ
れは同社にとって意外な傾向だったという。地元で制作された番組は、輸入番組に比べて映
像技術や音響など多くの面で見务りするため人気はないと考えられていたためだ。05 年に
ナイジェリアで制作されたドラマや映画、ドキュメンタリー番組を一日 7 時間に限定して
放映したところ、プログラム枠を拡大してほしいとのリクエストが集中。他の国の視聴者か
らも、なぜナイジェリアだけ地元番組があって、自分の国のドラマや映画はないのかとの問
合せが相次いだ。
これを受け、07 年 4 月にはナイジェリアの地元制作番組を流す Afri Magic
を 24 時間体制に変更、08 年 6 月には東アフリカの地元制作番組を流す Afri Magic プラス
を開設した。また、スポーツ番組でも欧州のサッカーリーグの試合だけでなく、ザンビア、
ケニア、ナイジェリア、アンゴラなどの地元サッカーリーグの試合を放映、音楽番組でも地
元ミュージシャンの出演機会を増やしている。
「アフリカ人によって作られたアフリカ人のための番組」へのニーズが高いと分かった同
社は、地元の映像産業や娯楽産業を発展させることも会社の使命だと考えるようになった。
このため地元の映像産業に対してコンテンツ、音響、編集、演技、著作権、音楽などの面で
の技術移転を含めて、長期的な投資を行っている。ナイジェリアではノリウッド、ケニアで
はリバーウッドと呼ばれる地元制作の映画の発展を支援している。また、これらの映画産業
を連携させて共同制作番組を作るなど、アフリカ域内での相乗効果も促している。同社は
2000 年以降、南ア以外でのアフリカ諸国での番組制作費に 1 億ドルを投じており、アフリ
カの映像産業発展への貢献は企業の社会的責任（CSR）の一貫だと捉えている。
情報ソース
・ 2009 年 10 月 7 日 Stakeholder Relations, Manager, Skhu’ Xinwa 氏インタビュー
・ マルチチョイスホームページ http://www.dstvafrica.com
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【食品】アーヴィンアンドジョンソン（I&J）
ヨハネスブルク・センター
髙﨑 早和香
企業概要
設立年：1910 年 11 月 16 日
売上高：20 億 2,640 万ランド（2009 年度：08 年 7 月～09 年 6 月）
従業員数：2,000 名
アーヴィンアンドジョンソン（以下、アイアンドジェー）は冷凍・チルド食品の製造販売
を手がける南ア魚介類加工大手で、国内市場のシェア 6 割を占める。同社は食品、化粧品、
履物などの流通販売を手がける大手 AVI のグループ会社だ。2009 年度の売上高は前年度比
5.4％増の 20 億 2,640 万ランドで、営業利益は同 61.5％増の 2 億 4,240 万ランドとなって
いる。販売の 55％は輸出向けだ。南アから欧州市場やナミビア、モーリシャスなどのアフ
リカ諸国に輸出しているほか、
豪州と中国の製造工場を拠点としてシンガポールや日本など
のアジア諸国などにも輸出しており、輸出先は合計 28 ヵ国に達する。輸出を本格化させた
のは欧州への輸出を開始した 1970 年だが、1980 年代にはアパルトヘイト政権に対する国
際社会からの経済制裁により豪州子会社を通じてオペレーションを行っていた。
過去 10 年でシーフード市場は拡大
食生活の多様化に伴い国内での魚類の販売量も拡大している。南アの個人消費支出をみる
と食料品のうち魚類への支出は、2000 年の 50 億 852 万ランドから 2008 年には 104 億 4,700
万ランドと 2 倍増になっている。アイアンドジェーの国内販売のうち 45％は小売店向けで、
その他はホテルやレストランなどの業者向けだ。小売店販売用の商品では、フィッシュアン
ドソースと呼ばれる魚にソースがコーティングされ電子レンジで数分温めるだけのインス
タント食品が人気だ。同社は新技術の導入と商品開発を積極的に進め、毎年 4 月と 10 月に
市場に新商品を投入し 2～3 年間で商品の 3 割は新商品に切り替わるようにしている。
近年、ホテルやレストランなど業者向けの販売は伸びている。経済成長に伴い外食産業が
拡大したこと、
寿司ブームや健康志向の高まりで魚料理に関心をもつ消費者が増えたことな
どが背景にある。
シーフードチェーン店のオーシャンバスケットやファーストフードのテー
クオーウェイズといったフランチャイズ店舗が急速に拡大したことや、魚の価格低下により
シーフードの人気が上昇したことも同社の売り上げ増の要因となった。ショッピング・モー
ルの開発が著しいヨハネスブルクやプレトリアといった都市部での売り上げが伸びており、
両都市が位置するハウテン州だけで売り上げの 45％を占める。
小売店での販売を強化
一方で、小売店での販売はここ数年やや停滞気味だ。この原因は、魚を家庭で料理する習
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慣が十分に普及していない点にあると、同社のブルース・ヴォルクウィン販売部長は指摘す
る。消費者は概して魚に対して不安をもっており、生臭い匂いや魚の感触そのものを不快に
感じる場合が多い。そのため、魚料理が健康だと理解していても、調理法が分からず家庭で
は料理しないという。このような問題を解決するために、同社は 2008 年に新商品キャッチ
オブザデイを市場に投入した。
同商品は黒のプラスチックトレイに透明のビニールで密閉さ
れているが、このビニールには中身がクリアに見えるように特殊加工が施されており、新鮮
で清潔なイメージを消費者に与えるよう工夫した。
消費者からレストランと同品質の商品を
小売店で並べてほしいとの要望があったためだ。ヴォルクウィン氏によると、新たなビニー
ル包装技術の導入で魚に対するイメージも改善されつつあるという。同商品の売り上げは
徐々に伸びてきている。
さらに近年では冷蔵・冷凍輸送の流通網が整備されていることから、
将来的に市場の拡大が見込まれる。
そのため同社はこれまで手がけていた鶏肉加工や野菜加
工部門を他社に売却し、当面はコア事業のシーフード食品に注力するとしている。
情報ソース
・ 2009 年 10 月 13 日 Marketing Manager-Exports, Bruce Volkwyn 氏インタビュー
・ アーヴィンアンドジョンソン（I&J） http://www.ij.co.za
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【医薬品・医療機器】テルモ株式会社
ヨハネスブルク・センター
髙﨑 早和香
企業概要
設立：1921 年 9 月（南ア駐在員事務所は 2007 年）
資本金：387 億円
連結売上高：3,027 億円（2009 年 3 月期）
従業員数：4,737 人（テルモグループでは 13,352 人）2009 年 9 月末時点
医薬品・医療機器の製造販売会社テルモ株式会社（以下、テルモ）は、2007 年 10 月に
南ア駐在員事務所を設立しアフリカでの事業拡大に乗り出した。南ア市場では 5 つの代理
店を通じて販売活動を行っており、
輸血の際に使用する血液バッグなどの輸血関連商品が売
り上げの 6 割を占める。血液バッグの市場シェアは 4～5 割に達するが、現在は心臓の手術
で使用する人工心肺や狭心症などの治療に使用するカテーテル商品など循環器疾患分野に
も注力している。南アでの売り上げは進出以降、毎年前年比 2 割増と順調に伸びており、
なかでもカテーテル商品は毎年 5 割増と伸びが著しい。同社は駐在員事務所の開設による
販売強化で知名度を向上させ、
取引先の新規開拓や既存顧客との取引を順調に拡大させてい
る。南ア事務所の眞田幸茂所長によると、南ア市場では、既にシェアの高い輸血関連商品を
さらに伸ばすと共に、付加価値の高い商品の拡大を目指している。注射針などの一般商品は
すでに欧米企業がシェアを占めている。そのため、心臓や血管治療などの高度医療に使われ
る商品や、安全装置のついた注射器（医療従事者への HIV 感染等の防止）などを販売の核
にしたいとしている。
所得向上で医療ニーズが拡大
眞田所長は南ア進出の理由として、
①黒人を中心とする新たな中間層の増加により市場が
拡大していること、
②より高度な医療を求める患者の増加で質の高い医療品への需要が伸び
ていることをあげている。南アでは近年の経済成長を背景に黒人中間層が台頭しており、こ
のため血液バッグ、針や注射器といった医薬品・医療機器のニーズが拡大するとともに、白
人を中心とする高額所得者は先進国並みの医療水準を求めることから低侵襲治療器具や人
工心肺など高度な医療機器へのニーズも高い。
しかし一方で、市場成長の阻害要因もみられる。例えば、黒人中間層は育っているものの
とくに若年層は民間医療保険に入らない傾向がある。そのため、保険業界では高齢化が進み
保険料を値上げせざるを得ない厳しい状況が生じている。また政府の医療関係予算では
HIV/AIDS 治療に予算の多くが割り当てられており、その他の医療分野への財政支援は十
分とは言えない。さらに、世界的な経済減速や為替ランドの変動により、欧米の競合他社の
なかには売り上げが低下した企業もある。
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また、同所長は南アでビジネスを展開する上で、政府系病院の医療スタッフの人員不足及
び技術水準が問題だとみている。
南アには先進国並みの医療技術を誇り英国などにも進出す
る民間医療サービス企業もあるが、政府系病院は概して水準が低い。このため同社は技術水
準が低い看護スタッフに対して器具の使い方など実地トレーニングを提供しながら安全性
を高めている。医療専門スタッフによる臨床サポート、現地代理店への定期的な商品研修、
顧客へのテクニカルサービス、アフターサービスの拡充にも力を入れている。
南アの医療従事者に対する指定講習を実施
南 ア 政 府 は 医 療 従 事 者 の 知 識 ・ ス キ ル の 維 持 向 上 を 目 的 に CPD （ Continuous
Professional Development）ポイント制度を導入している。これは、学会や指定の講習を
受けることによりポイントを獲得し、年間取得ポイントが一定基準に満たない場合には手術
資格が剥奪される制度だ。2008 年にはテルモが実施するトレーニングが CPD 制度の指定
講習として認可された。このため同社のトレーニングルームには、受講を希望する医師や看
護士が定期的に訪れる。
こうした機会を利用してトレーニングに加えて新商品の説明やプロ
モーションを行っている。さらに医療従事者の日本での技術トレーニングも計画しており、
2008 年にはクワズルナタール州の保健局の関係者や医師ら約 10 人が同社の医療トレーニ
ング施設「テルモメディカルプラネックス」を訪れた。こうした包括的なサービスを提供す
ることで、競合他社との差別化を図りブランド構築に努めている。
国内の独占禁止法の規定により医療企業間での合併が難しいこともあり、
南アで病院運営
などを行う医療サービス企業の多くは、
所得が向上する近隣諸国での新たなビジネス拡大の
機会を探っている。眞田所長はこうした南ア企業の動きを利用し、南部アフリカ展開を図り
たいとしている。また、南アの代理店はサブサハラ地域に販売網を張り巡らせていることか
ら、南ア市場で知名度を獲得すれば自然に周辺国での展開につながる。南アを拠点に成長の
著しい周辺諸国へのアクセスを拡大できれば、アフリカ市場は開拓の余地の大きい有望な市
場になると捉えている。
情報ソース
・ 2010 年 1 月 13 日テルモ株式会社南アフリカ駐在員事務所眞田幸茂所長インタビュー
・ テルモ株式会社ホームページ http://www.terumo.co.jp
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ケニアの消費市場概況
ナイロビ事務所
関

隆夫

はじめに
ケニアの消費市場は、2003 年のキバキ大統領誕生後の経済活性化に伴い、変化してきた。
経済は、2002 年を底に反転し、2007 年に実質経済成長率で 7.1％を記録するまで、右肩上
がりを続けた（その後は、総選挙後の混乱と 2 年連続の干ばつから停滞中）
。この好況の中
で、雇用は増加し、賃金は上がった。銀行は IT システムの導入などで効率性を増し、金融
が深化したことで、融資の利用可能性が高まった。国民の 8 割が生計を頼るとされる農業
は、堅調を維持した。在外ケニア人からの海外送金の増加と、キバキ政権の公約である初等
教育の無償化（2003 年から導入）は、家計の可処分所得を引き上げた。こうした理由から、
消費が活性化され、更なる経済成長を促す好循環を生んできた。
そのケニアの
一人当り GDP は、
838.3 ドル（2009
年、IMF）。日本
にとって馴染み
のあるアジアの
国では、カンボジ
アやラオスと同
等である。一人当
り GDP を 1 ヵ月
に直すと約 70 ド
ルであり、市場と
しては小さく感
じるであろう。し
かし、これは、
GDP を人口で除
した算術平均だ。
実際のところ、
ケニアの市場は、南アフリカ共和国やナイジェリアに次ぐ、
アフリカ域内では屈指の市場と言えるだろう。ケニア市場は、
一般に日本人が思い浮かべる、
「皆が貧しい」イメージではない。富裕層が存在し、中間層も育っている。と、同時に、厚
い貧困層も存在する。
その消費者は、
多層に渡る。選ばれる商品も安さだけが全てではない。
定着したブランドへの信頼は厚く、最新トレンドにも敏感だ。
市場として検討する上で、重要な変数である人口と所得をみると、ケニアの人口は、国連
統計によれば、3,600 万人あまり（2005 年）
。世代別人口構成は、典型的な開発途上国のピ
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ラミッド型だ。人口は、ケニアも開発途上国の一般的特徴に漏れず、今後、拡大の一途を辿
る。年齢を経るごとに各世代の人口は減尐するが、乳幼児死亡率の低下から、現在のピラミ
ッドは、かつてのピラミッドよりも大きい。そして、また、将来のピラミッドも、現在のも
のよりも一回り大きくなる。総人口は、2030 年には 6,300 万人、2050 年には 8,500 万人を
超える。もう一つの変数、所得は、経済成長に大きく依存するため、今後の経済成長が市場
として成熟の命運を握る。目下、政府は、干ばつの影響を受けた農業の建て直しのため、灌
がい設備の建設などに取り組む。経済成長を誘発する企業活動の活性化に向け、ビジネス環
境の改善にも取り組んでいる。周辺国とは、ケニアを含めた 5 カ国で、東アフリカ共同体
（EAC）を形成し、域内経済統合を進めている。これらの取り組みが、徐々に効果を発揮
すれば、ケニア経済は再び成長軌道に戻り、市場としての魅力も増してこよう。
イメージを覆す富裕層の存在
現地の生活実感として、ケニアには、他の多くのサブサハラ・アフリカ諸国と比べて、相
対的に厚い高所得層が存在する。一般にイメージされる市場の姿と異なり、現実には、以下
のような高所得層が存在するからだ。高所得層は、主に 5 つの層に分類できる。(1)国連や
大使館、援助機関を含む外国政府関係者、(2)多国籍企業の駐在員、(3)ケニア政府高官、(4)
多国籍・地元企業の地元出身管理職・専門職、(5)インド人コミュニティである。
ケニアが他国と大きく異なるのは、東アフリカの政治・経済上の拠点である点だ。ケニア
には、首都ナイロビを中心に、多くの外国人専門家が、国際公務員や多国籍企業の駐在員と
して居住する。ナイロビには、国連環境計画（UNEP）と国連人間居住計画（UN-HABITAT）
という、国連機関が二つも本部を構える。この他の国際機関や外国政府、多国籍企業も、立
地上の重要拠点とみなしてケニアに事務所を置くところは多い。
派遣される専門性の高い外
国人の給与は高く、彼らの存在が高級消費市場に厚みを与える一因にもなっている。
途上国の公共部門の待遇は低いと思われがちだが、ケニアの場合、ある一定の役職以上で
は、各種手当てが充実しており、給与水準は高い。その典型である国会議員なら、給与は月
額 1 万 1,700 ドル（各種手当て込み）、南アの 3.6 倍、ノルウェーの 1.6 倍だ1。
地元出身管理職・専門職では、グローバル化も関係する。優秀な人材は希尐だが、優秀で
あればあるほど、国境を越えて活躍の場は広がる。雇用の場は、ケニア国内に留まらない。
また、雇用されるケニア人側も、対価が十分であれば、海外に出て働くことに対する抵抗は
尐ない。従って、ロンドンの銀行街でも働ける人材を引き止めるには、高い給与が必要だ。
ケニア国内でも、金融や通信など成長著しい分野では、他社より優秀な人材を確保すること
に熱心である。また、上述の国際機関や外交・援助機関の地元職も、賃金水準は高いとされ
ており、優秀な人材を巡る獲得競争は、国内外で激化している。

1

人権に関する国家委員会（KNCHR）[2007]“政治的説明責任を求める運動”
http://www.knchr.org/dmdocuments/mopa.pdf（2009 年 12 月 17 日アクセス）
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在外インド人コミュニティも無視できない。歴史的経緯から、アフリカ東海岸から南部に
かけては、インドに出自を持つコミュニティが存在する。ケニアに根を下ろす在外インド人
コミュニティは、約 7 万 5,000 人で、鉄鋼製品加工や小売業などを中心に、ケニア経済の
30~35％を支える2。手元資金を倍にする方法を常に考えるとも言われる在外インド人には、
経済的に成功した者も多く、インド人コミュニティの中には、結婚式に 300 人を招待して
タイにチャーター便を飛ばした事例さえあるという。
増える中間層
中間層として消費を支えるのは、主に給与所得者だ。2008 年の正規雇用数は 258 万人、
非正規雇用（インフォーマル部門）は 793 万人を記録した。好況の中で、企業が事業を拡
大し、外国政府・援助機関の活動も拡がったことで、正規雇用は 2003 年から 2008 年まで
に 12％増、年間給与は 49％増えた3。この間、非正規雇用も就業人口で 38.8％増加し、法
定最低賃金は、大都市部で 33％増えた。
雇用主が優秀な人材を求める流れは強まり、女性の社会進出も進んだ。ケニアでは、一般
家庭でもチャンスさえあれば、
共働きに躊躇はない。高所得者でなくても、女性が外で働き、
家政婦を雇って、家事一切を任せることもよくある話だ。家政婦として雇われる側も、自分
が留守にする家に、より安い給与で家政婦や親類・縁者を入れて、働かせていることさえあ
る。所得格差の大きい社会構造ゆえに成り立つのだが、一方で、優秀な女性の社会進出を可
能にするという効用もある。女性の社会進出は、オシャレや結婚準備にお金を使える女性を
増やすことにつながっており、新たな消費を生み出している。
給与所得は、安定収入をもたらし、銀行からの借り入れを可能にした。折しも、銀行業界
は、IT を利用した効率化を推し進め、以前よりもリスク管理ができるようになってきたと
ころであり、銀行各社は、店舗網の拡充と新規顧客の獲得に向け、激しい競争を繰り広げて
きた。給与所得者には、住宅や自家用車を購入するための不動産融資や、自動車ローンの活
用が可能になったことも、消費に拍車をかけてきた。

2
3

インド在外インド人省による推計。
ケニア国家統計局[2009]“エコノミックサーベイ 2009”
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為替変動の影響も、消費者に恩恵をもたらした。経済の好調を反映して、ケニア・シリン
グの価値が上昇した。そのため、自動車や家具、電化製品など、外国からの輸入が圧倒的シ
ェアを占める耐久・半耐久消費財の価格は、これまでよりも割安感が増し、絶好の購入契機
となった。日本からの新車・中古車輸出が大きく伸びた理由でもあった。また、為替変動と
ともに、海外送金の流入も所得を押し上げる効果があった。
依然、多い貧困層
給与所得者が増加し、中間層は育っているものの、全国的にみれば、ナイロビなど、一部
都市に限られる。既述のとおり、多くの国民は、農業に生活を依存する。消費は、毎年の天
候（による収穫と販売価格）に左右される。農家である多くの国民は、消費者としては、脆
弱なままだ。片や都市部でも、スラムに居住する都市貧困層の存在がある。都市貧困層の生
活も不安定だ。英国オックスファムによれば、都市部に住む貧困層の 400 万人が収入の 4
分の３を食料購入に当てる。都市部のジニ係数は 0.59 でアパルトヘイト末期の南ア・ヨハ
ネスブルグに匹敵する4。例えば、ケニアの日刊紙が紹介したスラムでチャパティなどを作
る料理人の生活は、
「一日 100～150 ケニア・シリング（以下、Ksh）を稼ぐ（販売変動制）。
この内、20Ksh をカップ一杯の乾燥小魚、20Ksh を主食であるウガリ粉（250g）の購入に
充て、時々、牛乳一袋（14ksh）を買う。この他、夜間の灯りの燃料を購入するため 30Ksh
を残し、翌朝の朝食用に砂糖などを買うかどうか悩む」という暮らしだ5。
苦しい生活が続く貧困層だが、IT 技術と初等教育の無償化が、貧困層の可処分所得を押
Oxfam[2009]”Urban Poverty and Vulnerability in Kenya”
http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/conflict_disasters/downloads/bn_urban_poverty_k
enya.pdf（2009 年 12 月 17 日アクセス）
5 2009 年 9 月 11 日付デイリーネーション紙
4
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し上げている。ケニアの携帯電話会社で最大手のサファリコムが、2007 年３月からサービ
ス提供を開始した携帯端末を利用した送金サービス「M-Pesa」は、都市部に出稼ぎに出る
家族や親類からの安価な送金を可能にした。
「M-Pesa」では、携帯電話のショートメッセー
ジ（SMS）を利用して、最寄りのキオスクなどを通じて、現金の授受が可能だ。
「M-Pesa」
の営業開始以前は、同郷の人伝いに現金を届けてもらうか、郵便局での電子送金などに頼る
他なかった。しかし、
「M-Pesa」の出現は、都市部への出稼ぎ労働者に、より安全・安価で、
こまめな送金を可能にした。「M-Pesa」の活用の結果、農村部に残る受領側では、最大で
30％の所得押し上げ効果があった6。また、初等教育の無償化は、キバキ大統領の公約とし
て 2003 年に導入された。公立小学校に通う児童一人あたり、年間 1,020Ksh（学費 650Ksh
と教材費 370Ksh）が無料になった。貧困層の多産の大家族ほど、可処分所得の引き上げ効
果は大きい。教科書を買いに行く交通費など、関連する支出も考慮すれば、実際の節約効果
は額面の数倍となる。貧困層にとって、細々とでも消費が続けられる状態が生まれている。
人生を楽しむために支出
消費者の支出を概観するため、アフリカ開発銀行が推計した個人消費支出の内訳7をみる
と、意外にケニア人のサービス購入が大きいことが分かる。娯楽（28.1 ドル）、レストラン・
ホテル（21.8 ドル）
、雑貨・サービス（21.5 ドル）などへの支出は、衣類･履物（14.2 ドル）
や家具・修繕費（21.5 ドル）と同等かそれ以上の支出である。サービス購入は、耐久・半
耐久消費財を上回る。アフリカ平均と比べると、各項目への支出割合は、住宅・光熱費で
6.1 ポイントも小さい。一方、健康、交通、娯楽では、3 ポイント以上も大きく、レストラ
ン・ホテルも 2.4 ポイント上回る。健康は、医療費、交通は、通勤・通学にかかる費用が中
心だと考えられる。どうやら娯楽やレストラン・ホテルは、絶対額も大きく、アフリカ平均
と比べても相対的に支出割合が高く、生活を楽しむ志向が強いと言えそうだ。また、経済的
には、好況が続き、生活に余裕が出てきたことの表れと捉えることができるだろう。アフリ
カでは「余裕資金でいかに人生を楽しむか」を考える傾向が強いと言われる。しかし、ケニ
アでは、この傾向が更に強いようだ。このメンタリティこそがサービス消費を支えている。
以下では、日本企業の関心の高い商品と、サービス消費に関連する産業を紹介する。
自動車：
ケニアの国内自動車新規登録台数（2008 年）は、6 万 8,453 台（乗用車・商用車含む）8。

Olga Morawczynski and Mark Pickens [2009] “Poor People Using Mobile Financial
Services: Observations on Customer Usage and Impact from M-PESA”, CGAP Brief,
Consultative Group to Assist the Poor (CGAP).
http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.36723/ (2010 年 1 月 13 日アクセス)
7 アフリカ開発銀行[2009]“Main Report on the Comparative Outputs, Incomes and Price
Levels in African Countries”
8 Kenya National Bureau of Statistics[2009]
“Leading Economic Indicators”November2009。
全体から二輪車、三輪車、トラクターを除いた数字。一方、国内の保有自動車台数は、ケニア自
動車バザール協会によれば、65 万台（2008 年 5 月 20 日スタンダード紙）
。
6

55
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

2003 年の 2.2 倍を記録した。
しかし、新規登録台数は、人口
1,000 人当り 2 台9であり、今
後の拡大余地はまだ大きい。新
車販売を行うケニア自動車工
業会（KMI: Kenya Motor
Industry Association）加盟企
業の販売台数（2008 年）は、1
万 3,135 台である。両者の差が
中古車販売であるとすると、中
古車は 5 万 5,318 台。
新車と中
古車の販売比率は、およそ１対
４である。日本側の輸出統計で
は、同年、ケニア向け中古車輸出は 4 万 576 台（構成比 73.4％）
、これ以外にドバイやシン
ガポールなどを経由して流入する中古車もあり、
日本が輸入元として圧倒的シェアを占める。
国内自動車販売は、自動車ローンの普及に加え、為替価値の上昇が大きく貢献した。個人の
顧客には、所得向上も大きな要素である。新車販売は小さいものの、東アフリカ域内では最
も大きな市場である10。そのケニアの新車販売では、官需より民需が大きい11。企業幹部向
けの社用車が新車購入では多いとされる。
新車販売店は、各社ともアフターサービスの充実を図る傾向にある。特に社用車向けに正
規販売店による真正部品を用いた維持管理は、市場に氾濫する中古車との差別化源泉と捉え
られている12。トヨタ東アフリカの場合、ナイロビでも顧客の多いギギリ（国連関係や大使
館が多い）
、ウエストランド（インド系ケニア人が多い）にサービス拠点を設置し、顧客の
利便性向上を図る。自動車リースにも力を入れており、中小企業向けのリース市場を開拓す
るため、関連会社を通じた融資も手がける。大手企業では、醸造会社イースト・アフリカン・
ブリューワリーズなどが既にリースシステムを活用している13。
中古車販売は、2007 年以降、大きく増えた。2007 年の増加は、ケニア自動車バザール協

GM 東アフリカがメディアに答えたところ、1,000 人当りの販売台数は、リビアで３台、南ア
で 15 台、サウジアラビアで 15 台など（2007 年 11 月 20 日デイリーネーション紙）
10 KMI によれば、EAC 域内の年間自動車需要は 18 万台、その 10%が新車。EAC 域内の新車
販売の内、ケニアは 72%を占める（2009 年 1 月 28 日ビジネスデイリー紙）
。
11 プラドやランドクルーザーなどが政府に人気で、政府への納入比率が比較的高いと考えられ
るトヨタ東アフリカの場合でも、2008 年の政府納入は 18％に留まる。（2009 年 8 月 25 日ビジ
ネスデイリー紙）
。他の販売店では、CMC が販売の 10％（ランドローバーは約 30％）を政府調
達、GM 東アフリカでは 10～15％、DT ドビーでは、メルセデス・ベンツが約 15％の割合。全
体では、政府調達は 30％程度と見込まれている（2009 年 6 月 18 日ビジネスデイリー紙）
。国内
組立て車両では、90％が政府調達との報道もある（2009 年 7 月 7 日ビジネスデイリー紙）
。
12 一方で、報道によれば、ケニアの修理市場では、80％が中古部品を活用しているという（2009
年 1 月 8 日スタンダード紙）。
13 2007 年 6 月 12 日ビジネスデイリー紙
9
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会（Kenya Auto Bazaar
Association：KABA）によれ
ば、同年末の総選挙への立候
補者が選挙活動用に輸入した
14。確かにケニアを含め、アフ

リカ諸国では選挙年に消費が
活発になる経験則が知られて
いる。自動車販売にもこの経
験則が当てはまる可能性があ
る（次回総選挙は 2012 年）
。
但し、2008 年以降も中古車販
売は、同水準を維持している。
販売増加の要因として、より
重要なのは、銀行各社による自動車ローンが整備されたことや、為替価値の上昇により、消
費者が購入できる環境が整った点であろう。経済の減速後は、為替安基調（円高シリング安）
となり、販売の大幅な落ち込みが予想された15。しかし、2008 年は、2007 年の販売水準を
維持、2009 年は、通年で若干の増加さえ見込まれる。新車の購入希望者が予算制約から中
古車購入へと切り替えるなど、需要のシフトが生じた可能性が高い。
ケニアでは、自動車はステータス・シンボルでもあり、資産でもある。資産としての車は、
保有年数による減価が日本のように急ではなく、特に、人気のある 4 輪駆動車ほど、中古
車市場でも高値を維持する。ケニアの一般顧客の間では、製造年同様、登録の時期（ナンバ
ープレート）も市場価格を測る上で重視される。登録時期を重視するのは、ケニアに新たに
輸入され、これまでケニアで使われていないことに価値を見出す傾向があるためだ。ケニア
人は、既に国内で使用された中古車を「ケニア人の乱暴が雑で、道が悪いため、車が痛んで
いる」とみなす傾向がある。そのため、中古車輸入販売店では、国内中古車も扱いつつ、新
たに輸入した中古車を「ケニアに新着（New In Kenya）
」であると宣伝する営業をする。
自動車市場では、新たな動きとして新興国メーカーの積極展開もみられる。ケニアでも、
中国メーカーの代理店が増加している。インドからは、タタも進出した。

2007 年 8 月 2 日デイリーネーション紙
KABA によれば、2009 年上半期の中古車販売は前年比 50％減（2009 年 7 月 7 日ビジネスデ
イリー紙）
。
14
15
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中国企業の場合、金融危機の影響が尐ない市場としてアフリカへの輸出を重視、インド企
業の組立ては、周辺国への将来的な輸出も視野に入れていると考えられる。ケニア製と見な
されれば、
EAC 共通市場を利用して、域内に無税で輸出できる。既に GM 東アフリカが 2009
年に域内輸出に先鞭をつけた。今後は、原産地基準を満たしながら、域内市場への組立て品
の競争が繰り広げられる可能性もある。
二輪車：
ケニアでは、長らく二輪車が普
及しなかった。しかし、新規登録
台数は、過去 3 年で大きく増加し
た。2006 年には 6,250 台、2007
年には 1 万 6,293 台、2008 年には
5 万 1,412 台へと増加した。この理
由には、税制変更による価格低下
と自動車に対する相対的な保有コ
ストの低下が挙げられる。従来、
二輪車が普及しない理由としては、
ナイロビが標高 1,700 メートルの
高地で寒いからといったものや、
道路が未整備で危ないから、また
は、治安が悪く危険だから、などの説明がなされてきた。しかし、道路の未整備や治安は、
西アフリカでの二輪車の普及を考えると、十分な説得力を持たない。高地で寒いとは言って
も、最も冷え込む 7～8 月でも、ベストやフリースがあればしのげる程度だ。
二輪車は、政府が 2008/09 年度（2008 年 7 月から 2009 年 6 月）に、二輪車向け（排気
量 250cc 以下）付加価値税（VAT16%）を廃止した後に急増した。二輪車が普及しなかった
本当の理由は、価格が高かった点にあるようだ。税制変更は、初期購入費用を引き下げた。
加えて、自動車の普及に伴う渋滞の悪化と燃料価格の高騰が、二輪車の魅力を引き上げた。
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二輪車の主要な顧客は、都市では、配送業者である。地方では、NGO や自動車までは買
えないが、ある程度の資金を持った人々が購入する。農村部では、ワンボックスの乗り合い
自動車（マタトゥ）も発達しておらず、特に西部では、自転車タクシー（ボダボダ）が主要
な交通手段である。このボダボダでも二輪車への切り替わりが起こっている。都市部の比較
的裕福な層の中には、購入した二輪車を毎月定額で貸与し、投下資本回収後に半値で払い下
げる（利回り 1.5 倍）投資家もあるという16。
二輪車でも中国メーカーは、積極攻勢をかける。日本勢も、旧来よりトヨタ東アフリカが
ヤマハを販売しており、2008 年には、ホンダが代理店（Ryce East Africa）を選定するな
どの動きがあった。しかし、中国メーカーの二輪車の圧倒的安さが、消費者を惹きつけてい
る。1 台あたりの価格は、日本メーカーの 9 万～12 万 Ksh に対し、中国メーカーは、5～8
万 Ksh だ。二輪車の急増に対して、事故の増加が社会問題化しつつある。
中古二輪車市場もあるが、二輪車の普及自体がケニアでは新しい潮流であり、まだ多くは
みられない。中古二輪車は、上述のように払い下げたりする形式で、個人的な取引が主流で
はないかと思われる。
家電・パソコン：
ケニアの白物家電の需要実績（2007 年）17をみると、電子レンジが 4 万 6,000 台、冷蔵
庫が 1 万 4,000 台、洗濯機が 5,000 台、電気炊飯器とルームエアコンが 4,000 台である。
市場としては、まだまだ小さい。いずれも外国人家庭やインド系コミュニティの購入比率が
高いとされる。ケニア人家庭では、家電製品はステータス・シンボルでもあり、実際には使
わないのに買うことさえあるという。比較的需要が大きい電子レンジの場合、
ケニア人では、
共働き家庭や、日中働く若い未婚の女性の間で広まりつつある。また、賃貸アパートの備え
付け備品としての需要もある。洗濯機は、電気だけでなく、水道水も利用できる環境でなけ
ればならない。これまで洗濯は、家政婦の重要な仕事だった（手洗い）。それでも、日用品
メーカーが洗濯機専用の粉末洗剤を相次いで投入している。これは、徐々に手洗いから洗濯
機の利用が増えており、今後の洗濯機の市場拡大が見込まれていることを示唆する。
テレビの保有世帯数は 300 万世帯18、年間販売台数は 13 万 5,000 台19などの報道がある。
販売台数は、電子レンジの 3 倍程度である。販売は、オリンピックやサッカーイベントな
どの前に増える傾向がある。南アで 2010 年に開催するワールドカップ大会を前に、テレビ
販売増加への期待は高い。韓国 LG では、2015 年までに 1,000 万台まで普及すると見込ん
でいる20。パソコンは、2007 年の輸入台数が 26 万 2,000 台（80％以上がノート型）
、2 億

18

2008 年 2 月 29 日ビジネスデイリー紙
日本電機工業会（JEMA）「白物家電 7 品目の世界需要調査」
2008 年 8 月 25～31 日イースト・アフリカン紙（週刊）

19

2007 年 2 月 18 日スタンダード紙

20

2009 年 12 月 31 日ビジネスデイリー紙

16
17
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1,000 万ドル規模。2011 年までに倍増が見込まれている21。
家電製品では、LG やサムソンなどの韓国勢が圧倒的に強い。イースターやクリスマスに
加え、インド系コミュニティの新年やムスリムの断食明けの祝日などに合わせて、大々的な
値引きや宣伝を打つ。商品展開も幅広い。洗濯機なら、LG は水の消費が尐ない機種も投入
済みだ。先進国では、環境意識の高まりが節水型への需要を後押しするのに対し、ケニアで
は、干ばつを理由とした水供給の切迫した事情が節水型を後押しする。日本メーカーでは、
サンヨーがかつてケニアで他社が撤退する中、最後までラジオの組立てをしていた。組立て
を止めてからも、サンヨー・アムコとして事務所を長年構える安心感から、消費者の信頼を
勝ち取っており、今でも人気が高い。ソニーやパナソニックも代理店や販売店を通じて、
2007 年頃から積極的な販促活動を行うようになっている。パソコンは、HP、デル、Acer、
東芝、レノボの上位 5 社が過半を占めると言われる。東芝は、2009 年に Mitsumi 社と代理
店契約を締結し、サービス体制も整備して、シェア拡大を目指している。
飲料品：
給料日後の週末ともなると、ナイロビ市内の酒場には活気がみなぎる。ケニアの飲料消
費量（2007 年）は、ビールが 3 億 5,094 万リットル、ソフトドリンクが 3 億 2,396 万リッ
トル。2003 年からは、ともに 1.7 倍になった。ナイロビでは、2004～2006 年に酒類取扱
免許が 6,000 件申請（内、認可 4,000 件）され、2009 年は 9 月までに 4,000 件の申請があ
った22。国民一人当たりの年間消費量は、ビールが 9.4 リットル、ソフトドリンクが 8.7 リ
ットルである。飲料品市場では、ビールにおいては、低所得層を狙った商品展開、ソフトド
リンクでは、健康・本物志向の高まりが注目すべき変化として挙げられる。
国内ビール市場は、イース
ト・アフリカン・ブリューワ
リーズ（EABL、英・アイルラ
ンドの「ディアジオ」が出資）
が圧倒的シェアを握る。同社
は、国民的ブランド「タスカ
ー（象牙の意）
」を持つ他、2008
年に販売量で国内 1 位を占め
た「セナトー（上院議員の意）
を展開している。この「セナ
トー」は、2004 年に販売開始した大衆酒場向けのブランドである。瓶や缶では販売してお
らず、店頭でのジョッキ売りに限定している。伝統的密造酒と違法なアルコールを添加した
醸造酒が、アルコール消費全体の過半を占め、失明などの事故を起こすこともある。そのた

21
22

2008 年 9 月 10 日ビジネスデイリー紙
2009 年 9 月 27 日デイリーネーション紙
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め、
「セナトー」は、低所得者向けに、安くて美味しい安全なビールを目指して開発された。
EABL は、原材料と包装と価格を慎重に検討して、価格引下げのために瓶や缶などの個別
包装を諦めた。ビール樽には、電気のない酒場でもジョッキ売りが出来るように手動ポンプ
を開発し、常温でも販売できるよう充填する炭酸を減らした。加えて、政府からは、闇酒類
に対抗して安全性を訴え、税の減免措置を引き出した。かくして「セナトー」は販売に漕ぎ
着け、300ml で 20Ksh という価格が消費者から支持される。「セナトー」は収益面で「タ
スカー」の半分に留まる23が、ビールで将来のボリュームゾーンと目される BOP（ボトム・
オブ・ザ・ピラミッド）市場を切り開いた事例である。
ソフトドリンクでは、EABL が 2 億 Ksh を投資24して、2008 年に麦芽炭酸飲料「アルバ
ロ（Alvaro）」を投入、コカ・コーラ社も同様に「ノヴィーダ（Novida）」を投入した。ジ
ュースと言えば、100％果汁か、合成着色料で蛍光色のジュースのどちらかという市場に、
フルーツの自然な甘みと炭酸の喉越しを提案し、成功を収めている。コカ・コーラ社は、ホ
ットドリンクにも本格参入した。ボタンを押すだけの専用機械を「Chaywa」のブランド名
で展開し、ガソリンスタンドや映画館などでコーヒーや紅茶を販売する。アフリカでは南ア
に次ぐ導入となるが、同社は消費者が洗練されていると導入理由を説明する25。
携帯電話：
携帯電話の普及は、アフリカ全体で急速に進む。ケニアの契約回線数は、2003 年から 2008
年までに 159 万回線から 1,630 万回線へと 10 倍以上に拡大した26。契約回線数は、2009
年 6 月末時点で 1,736 万回線、
人口比で 45.7%まで普及した27。業界首位のサファリコムは、
2014 年までに携帯電話保有率が 60～65％に達し、その後、安定すると見込んでいる28。携
帯キャリアは、サファリコム（英国ボーダフォンが出資）の他、Zain（クウェート資本）、
テレコム・ケニア（仏テレコムが出資）
、Yu（インド、イッサールが出資）の計 4 社。
携帯通話の経済効果は、基地局などのネットワーク構築にかかるインフラ投資や、通話料
収入などがもたらす直接的な効果以上に、情報共有や情報伝達の迅速化がもたらす間接的効
果も重要だ。企業では、希尐資源である意思決定者が、これまで以上に迅速に判断を下せる
ことで、時間密度が高まる。固定回線で頻発した混線や断線などによる機会ロスが大幅に減
っているとすれば、途上国における携帯電話の普及による効用は、先進国以上に大きい。農
業、畜産、漁業などの第一次産業では、ショートメッセージ（SMS）を使って市場によっ
て異なる取引価格情報を生産者に知らせる取り組みが始まっている。
買い手と売り手の情報
2009 年 11 月 2 日ビジネスデイリー紙によれば、
「タスカー」が 30％、
「セナトー」は 14％。
2008 年 4 月 11 日ビジネスデイリー紙
25 2009 年 10 月 21 日ビジネスデイリー紙
26 国際電気通信連合ウェブサイト 2009 年 12 月 17 日アクセス
（http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx）
27 Communications Commission of Kenya [2009] ”Sector Statistics Report April ~ June
2008/09”
28 2008 年 10 月 24 日ビジネスデイリー紙
23
24
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格差が縮まると期待される。携帯電話は、経済効率を高める触媒である。
今後、携帯電話を入手するのは、農村部の住民であり、都市部でも、より所得の尐ない層
である。
ケニアで購入される携帯電話端末の 70％は、4,000Ksh 以下のモデル29とされるが、
安価な端末の供給は、消費者の初期投資を抑えるので、加入者増に貢献する。安価な端末供
給のために、サファリコムは、中国 ZTE から OEM での携帯端末供給を受け30、香港拠点
の携帯電話端末会社 Mi もケニアへの参入が報じられた31。いずれも市場の変化を目聡く捉
えている。既述の通り、携帯電話の普及は、携帯電話端末を使った送金サービスを生んだ。
送金サービスは、貧困層の可処分所得の押し上げに貢献している。貧しい層ほど、小額の送
金でも所得の押し上げ効果は高い。携帯電話は、送金サービスを通じて、貨幣の流動性を高
めている。出稼ぎ労働者による都市から農村への送金は、家計レベルの所得移転だが、マク
ロ経済レベルでは、携帯送金はトリクル・ダウンを促進しているとも見ることができる。
結婚式：
結婚式市場は、サービス消費を考える上で、興味深い市場だ。法的に結婚が成立するのに
必要なのは、入籍費用（200Ksh）と結婚証明書の発行費用（300Ksh）の計 500Ksh のみ。
しかし、近年、メディアの影響から、都市部の中間層、高所得層にとっては、結婚式が西洋
映画やドラマで見た世界を体現するものになりつつある。若い人口を多く抱えるケニアの都
市部では、毎年、尐なくとも 2 万 8,000 組が結婚式を挙げる。結婚雑誌最大手のサマンサ・
ブライダルでは、上位中間層から富裕層の平均費用を 150 万 Ksh としており、富裕層の中
には、5,000 万 Ksh 支出する事例もあるという32。一方、結婚式の演出や結婚式を手がける
人材教育を行うディバイン・ウェディング社では、中間層の平均支出を 50 万 Ksh とみてお
り、10 年前と比べ 3 倍になっているという33。経済減速の中でも、結婚に関する支出は、
落ち込みがあまり見られず、不況の影響を受けにくい。サマンサ・ブライダルによれば、ケ
ニアの結婚式市場は、過去 5 年、中国の経済成長を上回る成長を記録してきた。市場の好
調に誘発されて、結婚式関連の商品を扱う店舗は、10 年前には、ナイロビに 2～3 店しかな
かったところ、現在では、20 店舗以上はある。
ケニアでは、若い世代でも結婚に対する感覚の違いが観察される。サマンサ・ウェディン
グによれば、1980 年生まれまでの世代は、比較的若くして結婚をする。成長過程でメディ
アに接する機会が尐なかったこともあり、結婚式の支出は控えめだ。両親が結婚式費用を拠
出することも多い。一方、1980 年以降に生まれた世代は、成長過程でメディアにも接して
きたことから、結婚式への支出は多めだ。晩婚化の上、結婚式の費用も自分たちで支出する
傾向が高くなる。
この世代は盛大な結婚式をステータス・シンボルとして捉える傾向にある。

29
30
31

32
33

2007 年 9 月 3 日ビジネスデイリー紙
2007 年 9 月 5 日デイリーネーション紙
2008 年 4 月 29 日ビジネスデイリー紙
2009 年 10 月 25 日デイリーネーション紙
2009 年 2 月 17 日ビジネスデイリー紙
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社会の階層別にも特徴がある。富裕層に数えられるインド系コミュニティでは、花嫁の両
親が結婚式費用を拠出し、多い場合、3,000 人のゲストを招く。ケニア人の富裕層は両親が
負担し、盛大なガーデンウェディングを催す。中間層では、本人達の貯蓄の他、親類縁者か
らの寄付も合わせて、400 人規模の結婚式が典型例だ。
市場の好調の要因には、結婚適齢期人口の増加に加え、女性の社会進出が挙げられる。女
性の社会進出は、晩婚化を進め、可処分所得の増加をもたらした。例えば、働く女性は、４
頭立て馬車の借上げ（費用は一日あたり 13 万 5,000Ksh 程度）といった演出で、憧れの結
婚を挙げることが可能になっている。女性が社会進出することで、時間に余裕がない本人に
代わり、専属プランナーを使って、思い通りに演出を叶えるカップルも増えている。
おわりに
ケニアで事業展開する企業への面談や公開情報34を通じた本調査のまとめとして、ケニア
市場の特徴を挙げるとすれば、以下のような性質が指摘できる。下記では、主に５W１H
の観点から、消費者は「誰＝どのような性質」で、
「いつ、どこで、何を、どのように」消
費するのかを纏めた。
また、
企業の市場戦略の中でケニアをどう位置付けるべきか検討した。
・ 消費者には、富裕層も、中間層も、貧困層もいる。
一般にイメージされるよりも幅広い消費者が存在する。市場全体の購買力を過大評価
すべきではないが、一人あたり GDP から想像できる消費者像に捉われて、過尐評価
することも避けなければならない。外国人専門家やインド系コミュニティもあり、自
社製品の導入を検討する際には、狙う消費者層を十分に見極める必要がある。
・ 所得源が分散されている。
地方の農家を除くと、副業を複数持っていることが多い。富裕層では、乗り合い自動
車（マタトゥ）や酒場、ホテル、農場などへの投資が典型的。スラムでさえ衣食住に
関わる副業がみられる。所得源が分散されているため、消費は、経済状態に応じて変
動するものの、完全に消費が断絶されることはない。
・ 価格が全てではない。
貧困層を中心に、低価格であることは、購入商品の際の重要な判断材料である。しか
し、低価格が全てではない。消費者は価格に見合った価値があるかを見極めており、
「健康に良い」、
「格好いい」等の付加価値を見出せば、支出可能な範囲で購入する。
工業製品では、安い自国製より、高くても信頼性に勝る外国製を選択する。
・ 定着したブランドへの信頼は厚い。
子供の頃から慣れ親しんだ商品には、厚い信頼を置く。新商品への切り替えには慎重。
34

2009 年 10～12 月にかけてケニア企業、当地進出の外国企業を対象に実施。
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一方、築いた信頼を維持するには、商品の分かり易い特徴を残しておくことも必要で
ある。例えば、子供の頃から見慣れた白い洗剤は、大人になってから商品が成分構成
を変更して刷新しても、白でなければならない。
（参考：漂白剤の Jik や洗剤の Omo
などの生活用品）
・ 最新トレンドにも敏感。
職のために海外に出ることを厭わないため、人材の移動が比較的多い。メディアの影
響もあり、中・高所得層を中心に海外の流行にも敏感である。海外の流行が国内に入
るまでの時差は、比較的短い。国内に入ってからの情報伝播は、人づてのネットワー
ク（おしゃべり）が機能し、想像以上に早く広まる。（参考：映画や化粧品など）
・ 最初に受け入れられることが肝心。
消費者は、保守的だが、最新トレンドにも敏感である。携帯電話にみられるように、
これまで国内になかった新技術を持った製品では、初めに普及したものが、業界標準
となる。
（参考：携帯電話キャリア「サファリコム」
、携帯端末「ノキア」）
・ プライドが高い消費者。
商品の国際的な知名度や最新の技術をもとに売り込んだだけでは、受け入れられない。
消費者の好みに合わせた仕様の微調整などを施し、供給側が自ら消費者に近づく努力
が必要である。
（参考：西アフリカより軽め・甘めにし、瓶を細身にしたマルタ・ギ
ネス＜非アルコール飲料＞、携帯電話キャリアのマーケティング戦略）
・ 祝祭日・新学期・イベント前などに販売が増加。
クリスマスやイースターの他、インド系コミュニティの新年（ディワリ）やイスラム
教徒の断食明け祭には、各社が大規模な販促活動を展開する。寄宿舎学校へ通う生徒
も多く、鉛筆や学習ノートなどの勉強用具、石けんや生理用品などの衛生用品、ジャ
ムなどの食品、靴や衣類は、新学期前に販売が増える。スポーツイベント前にはテレ
ビ販売も増加傾向。
（参考：家電販売店やスーパー）
・ 給料日前は消費が萎む。
給与所得者には、日払いや週払いなどの形態もあるが、月給制も多い。月給制の場合、
給与前の消費は抑制されており、同月内にも消費パターンは波があると示唆される。
（参考：給与前は、ガソリン代節約のために自家用車の交通が減り、乗り合い自動車
の利用が増加する。週末の酒場の活気も著しく減退し、給与後の週末は人が溢れる）
・ ハレの日には支出を惜しまず、見栄を張る。
若い世代では、メディアの影響を大きく受け、希望を叶える財力を持ちつつある。希
望を叶えた姿を人に披露するのに遠慮や謙遜はない。むしろ、成功を披露するのが、
一種のステータスである。
（参考：結婚式への支出や、普段は使わない家電購入）
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・ 上のクラスへの憧れが強い。
給料日後には、背伸びして高級層向けスーパーで買い物し、給料日前には低所得者向
けスーパーで買い物するなどの行動が見られる。高級スーパーの手提げ袋を持ち歩き、
自分が高級店で買い物できることを誇示するとともに、高級な雰囲気に触れることへ
の憧れがある。
・ スーパーでの買い物が浸透中。
これまでは中間層以上が買い物する場であったスーパーが増加中。狙う消費者別に複
数のブランドが並立し、各々店舗数を増加させている。スーパーは、小売市場の 3
割を占めるとされる。これまでスーパーを利用しなかった消費者も、パンや牛乳、卵
などの食品は、在庫の回転が速く、かつ、安いことに気づき、スーパーの利用が増え
ている。
（参考：高級層向け「ナクマット」、中間層向け「タスキー」、低所得者向け
「ウクワラ」など）
・ 非正規流通網も機能する。
消費者はスーパーのみにて消費するに非ず。商品によっては、売り子に商売機会を与
え、買い手に商品への口コミで安心感を与えることで、人的ネットワークを販路とす
ることも可能。特に社会構造として、大家族が多く、地縁・血縁が強い場合、新規商
品の導入に際しては有効な手法となり得る。
（参考：口コミによる化粧品販売）
・ 実際以上の広告効果。
新聞は回し読みし、ラジオもテレビも複数で視聴する。立て看板は、自家用車だけで
なく、乗り合い自動車（マタトゥ）利用者の多くの目にも触れる。新聞発行部数や、
ラジオ・テレビ、自動車の普及台数以上に、広告媒体が広告効果を持っている可能性
がある。
一方、
口コミの力が大きいため、
断片的な情報や誤報の流布には危険を孕む。
テスト市場としてのケニア
新規展開を考える際には、進出先の市場性をまず検討する。アフリカならば、南アやナイ
ジェリアなどが、その購買力や人口の多さから、真っ先に思い浮かぶ。実際、富裕層の数な
ど、規模を見込める市場としては、ケニアは両国に务るであろう。それでもケニアに優位性
があるならば、それは、ケニアが南アやナイジェリアを含めたアフリカ市場へのテスト市場
と捉えられる点だ。
ケニア市場にもアディダスやベネトンなどの国際ブランドが徐々に進出しているが、
南ア
やナイジェリア程、多国籍企業による競争は激しくない。しかし、市場は多様だ。国際感覚
に優れた外国人専門家や、アフリカ東海岸を中心に多いインド人コミュニティ、勃興する中
間層、まだまだ貧しい消費者など、幅広い消費者が生活する。
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ビジネス環境は、他の多くのアフリカで共通するように、インフラが不十分で、停電や水
不足に悩む。商品の輸出入にかかる諸手続きの煩雑さなどは、南アほど容易ではないが、ナ
イジェリアほど困難を極めることもない。アフリカの代名詞ともなってしまっている汚職も
あるが、
政府は、
汚職撲滅に向けた取り組みを進めているし、
資源国のような傲慢さもない。
官民ともに親日的であり、日本や日本企業への信頼は高い。比較的金融が発達し、アフリカ
大陸 30 カ国以上に就航するケニア航空が、域内をカバーし、地域ハブとして人の往来があ
ることから、ケニアでの新商品の投入や成功は、周辺国へのデモンストレーション効果が高
い。こうしたことから、中長期のアフリカ展開を見据えて、実験的にアフリカ市場に挑戦し
たい企業にとっては、
最初に取り組むべき市場として検討の価値があるのではないだろうか。
アフリカは、日本からは、物理的にも心理的にも遠い。しかし、ケニアは、今や飛行機に
乗れば、日本から 24 時間で辿りつく。アフリカの中では、地理的にも最も近い国の一つで
ある。実務上でも、ケニアは、日本企業がアフリカ市場に接近するために最も近い国ではな
いだろうか。
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【メディア】シルバーバード
ナイロビ事務所
関

隆夫

企業概要
企業名：Silverbird（K）Limited
設立：2008 年 10 月
売上高：非開示
収益：不明
従業員：150 人（グループ全体では 1,000 人）
シルバーバード社（Silverbird (K) Limited）は、ナイジェリアに出自を持つ総合メディ
ア・不動産企業のケニアにおける子会社である1。現在、本社は、モーリシャスに置き、取
締役の国籍は、ナイジェリア、南アフリカ共和国（以下、南ア）
、ガーナ、ザンビアが占め
る。本社はモーリシャスだが、会計や調達などのバックオフィスはケニアに設置している。
ビジネスを展開する国は、ナイジェリア、ガーナ（2008 年 11 月進出）
、ケニア。これに加
えて、ザンビアにも進出に向けて土地を確保（2009 年初頭）した。従業員数は、グループ
全体で約 1,000 人2。ケニアでは 150 人ほどを雇用するが、その多くは一時雇用者である。
正社員はグループ全体でも 60 名ほどに留まる。ナイジェリアでは、ラジオ放送（リズム
FM）やテレビ放送（シルバーバードテレビジョン）
、映画館運営などの他、ショッピング・
モールも運営する。同社のスクリーン数は 6 都市に 51。アフリカ域内で映画館を主軸に据
えた企業としては、スター・キンコル（Ster Kinekor、南ア、スクリーン数約 600）、ニュ
ー・メトロ（Nu-Metro、同、約 230）に次ぐ、3 番手にあたる。ケニア国内での市場シェ
アは、76%。国内の主な競合相手は、フォックスグループ3（Fox Theatres (E.A.) Ltd）と、
モンバサにある独立系映画館が主な競合相手である。
参入経緯
ケニアへは、南アの出版社 Avusa Ltd 傘下のニュー・メトロがケニアから撤退するのを
受けて、2008 年 10 月にその資産を買収して進出した4。この買収により、ナイロビ市内４
ヵ所、キスム市内１ヵ所のショッピング・モールに併設する映画館の運営を開始した。ニュ
ー・メトロにとっては、
十分に期待した利益を得られなかった模様だ。
ケニアの映画業界は、
いったん底打ちして反転した矢先に 200７年末の選挙とその後の混乱を受けて、再び客足が
遠のいたところであったため、ニュー・メトロには不運なタイミングであった。シルバーバ
設立者は、80 年代初頭に米国ブラックミュージック音楽協会（Black Music Association of
America）で取締役を務めたナイジェリア人（2009 年 3 月 13 日付ビジネスデイリー紙）
。
2 1,000 人には、ナイジェリアでのショッピング・モール運営にかかるスタッフなどを含む。
3 ナイロビのショッピングセンター（サリットセンター）内など、国内６館を運営。
4 買収額の総額は明らかでない。しかし、同時期に、ニュー・メトロはナイジェリアからも撤退
しており、ケニアとナイジェリアで併せて 3,700 万ドルとの報道がある。ナイジェリア資産を買
収したのは「Capital Alliance Private Equity」（2009 年 3 月 13 日ビジネスデイリー紙）
。
1
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ード社は、ケニアではまだ赤字だが、近く黒字転換を見込める状態である。ナイジェリアと
ガーナでは黒字を確保、ザンビアでは開設直後（2012 年）から黒字転換を見込む。
ビジネスモデル
シルバーバード社が目指すのは、映画館運営と映画配給を主軸に据えた、世界標準の汎ア
フリカ・エンターテイメント企業である。映画館運営にあたっては、一部に本や音楽 CD、
ゲーム機などの販売店舗も併設している。ニュー・メトロも同様の戦略を採っていたが、シ
ルバーバード社では、アップル社の IT 関連製品も扱う。映画配給では、ケニアにおけるワ
ーナーブラザーズ、21 センチュリー・フォックス、ディズニーの配給元でもある。本や音
楽 CD などのメディアストアでは、ウェブ上で無料会員クラブを導入している。会員クラブ
は、
子供やビジネスパーソンなどの対象別、ジャズや詩のようにテーマ別に分けられており、
各会員の関心に応じたニュースレターの発行や、講演会などの各種イベントを実施、割引特
典の供与などの手法で、顧客の囲い込みを図っている。同社が成功と評するクラシック音楽
の場合でも、会員数は 200 名規模と限定的だ。しかし、新譜発売の案内などに対して、購
入比率は高いと言い、効果的なマーケティング手段と認識されている。
対象市場は、人口の 35%相当と推計している中間層である。性別と年齢別では、25~60
歳までの女性がエンターテイメントへの支出に敏感なので重要視している。その他、銀行従
業員や経営層などの熟練労働者、国際機関などの専門家なども重要な顧客である。長期休暇
シーズンは里帰りする在外ケニア人の来館も来客数を押し上げる。これらの中で、一番重視
するのは、国内中間層であり、その対象は増加している。南アでは、映画一本鑑賞するのに
約 2.5 ドルだが、ケニアでは約 6 ドルかかる。ガーナは約 5.5 ドル、ザンビアは約 5 ドル、
ナイジェリアでは約 10 ドル程度。
それにもかかわらず、映画鑑賞できる顧客が増えている。
ナイジェリアだけは、尐し特別で、プレミアムシートで一人 50 ドルを支払って鑑賞する顧
客層がいる。プレミアムシートでは、スナックやシャンパンの無料サービスがある。特別な
扱いを受けるステータス感がナイジェリア人の間では人気がある。
ナイジェリアからケニアに本拠地を移転した理由は、本社がナイジェリアにあると国際的
な信用
（金融面を含む）
が得られないためである。
ケニアへのバックオフィス機能の設置は、
各国への移動が容易なこと、比較的、金融部門が整っていること、人材が優秀なこと、欧米
の調達先パートナーにとってもアクセスし易いことが決め手となっている。
ケニアにバック
オフィスを移転したことで、グループ全体では、利益を 10%程度改善する効果があったと
見ている。運営上、ガーナとザンビアには、ケニア人スタッフを派遣して運営にあたらせて
おり、今後もケニア人の活用を進めていくことを取締役会で決定している。
ビジネス拡大の上での挑戦
映画配給に関しては、配給元とは言え、どこでいつ何を上映するかの決定権はない。自社
が展開する映画館でも、映画制作会社の意向が強く働く。上映用複写テープは、通常、映画
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制作会社からケニアに 3 本送られる。内、1 本がシルバーバード社向けである。そのため、
人気作品も運営する映画館での同時上映ができず、時期をずらしての上映となる。これは、
機会喪失を意味する。グローバル化が進み、ケニア（アフリカ）でも、世界で封切られた作
品を同時期に観たいとの要望は強い。
広い意味で、海賊版対策も必要。なぜなら、インド映画の製作会社には、海賊版対策への
保証も含め、1 本あたり 1 万ドル程度を支払う必要がある（一方、ハリウッド映画は、5,000
ドル程度）からである。インド系ケニア人は裕福で、家族（大人数）で連れ立って鑑賞する
傾向がある。インド映画は、その調達コストゆえに収益分岐点が高い。上映ラインナップに
は、常時インド映画も必要だが、収益率は高くない（需要側からは、インド映画は、限られ
た数の富裕層（インド系ケニア人）には訴求力がある。しかし、ハリウッド映画の方が、や
はりその他の層も含めて一般に訴求力が高く、多くの観客を見込める）。
ナイジェリアでビジネスすること自体が難しい。
シルバーバード社が展開する国の中では、
ナイジェリアは最もビジネスが難しいが、同時に最も収益が上がる国でもある。ナイジェリ
アでは、港での輸入貨物の通関も 2~3 ヵ月かかることがザラにある。通関手続きがスムー
スな南アのダーバン港とは、比較にならないほど遅い。ケニアのモンバサ港であっても通関
は 2~3 週間で済む。本や CD など、販売グッズの品揃えにも大きく影響する。賃貸コスト
も大きな壁。一般に、ナイジェリアの賃料は、ケニアの 3 倍5。港からの物流コストに始ま
り、賃料に至るまで、ほぼ全ての面でコストが高い。映画館を併設するショッピング・モー
ルの建設・運営を始めたのは、自ら投資する方が（賃貸交渉にかかる時間も含めて）結果的
に安くつくと判断したからである。
ケニアでは、ニュー・メトロからのブランド転換に時間がかかっている。ニュー・メトロ
に利権を持っていたステークホルダーとの交渉が長引き、まだ完全にブランドを移行できて
いない。移行完了が、金融機関からの融資審査など、資金流動性に影響する。
将来展望
映画館は、将来的にはデジタル化が避けられない。映像品質そのものは、高画質テレビに
务るため、究極的には、デジタル化の次に３D デジタルへの移行が業界として進む方向で
ある。まずは、シルバーバード社もケニア国内で観客数の尐ない映画館を閉鎖しつつ、観客
数の多い映画館ではデジタル化を進める。
メディアストアの展開も加速していく。
既にケニアではジョモケニヤッタ国際空港内に店
舗開設済みで、今後、アフリカ域内の空港に順次進出を検討中である。ストアでは、メディ
ア機器の取り扱い品目を増やし、企業とのタイアップも強化していきたい。韓国 LG などは、

面談時に以下の参考価格に言及。ケニアの場合、1 平方メートルあたり賃料は、月額 16~20
ドル。一方、ナイジェリアは 50～100 ドル。
5
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非常に積極的。
映画で登場した携帯電話や電子機器などを映画鑑賞後に即座に買い求める消
費行動もみられるため、家電メーカーにとっても重要な販売網となり得る。
店舗の魅力を高める努力も継続していく。現在、ナイジェリア同様、ケニアでもラジオ局
とテレビ局の展開を予定して放送免許の申請中である。ラジオ局の免許取得後は、ショッピ
ング・モール内に DJ スペースを設け、来場者からお気に入りの曲のリクエストを受け付け
るなどして、集客効果を高める予定である。また、お酒を提供するバースペースの設置も検
討中。ナイジェリアでは、バースペースの設置が好評である。その他、携帯電話の販売、コ
ーヒーショップ、アイスクリームなどへと多品種展開を図る。
観察
アフリカでは、南アが先行する映画館を軸にしたエンターテイメント・メディア事業を南
ア以外で展開しつつ、国横断的な系列化に取り組む稀有な企業である。その事業運営では、
極めて合理的な経営判断に基づいていることが観察できる。
まずケニアへの進出動機としては、ニュー・メトロの撤退ありきであった。面談時、シル
バーバード社は、ニュー・メトロとの買収交渉で大きく価格引下げに成功したことを認めて
おり、既存施設の買収により初期費用を大きく抑えることに成功した。一方、ナイジェリア
では、賃貸料を巡る交渉にかかる費用や賃料の絶対水準の高さを勘案して、映画館を併設す
るショッピング・モールの建設まで参入した。
直接利益を生まない事務機能の移転も合理性を貫く。モーリシャスに本社を置くのは、税
金対策とみて間違いない。バックオフィスをケニアに置くのは、物流・人材・金融・パート
ナーからの信用などを考慮した結果である。
設立者を含め、取締役にはケニア人はいない
（今
後、採用予定）
。そこには取締役がそれぞれの出自に拘らず、ビジネスに徹する様子が伺え
る。いずれもコスト低減を最優先した結果であろう。
店舗価値向上にも真摯に取り組む。ナイジェリアで映画館建設に際し、ショッピング・モ
ール併設にしたのは、映画館単館よりも集客効果が見込めるからであろう。映画館でもメデ
ィアストアの併設や、ラジオ DJ ブースの設置（検討）は、集客力を高める効果がある。来
館者の視点から、わざわざ出かけてきた機会を最大限利用して、居心地よく支出できる空間
創出にも注力している。これが、バーや喫茶スペースの設置につながっている。
顧客戦略としては、万人受けするハリウッド映画を主力としながらも、常時、インド映画
も上映し、尐数ながら消費力のある顧客を取りこぼししてない点も指摘できる。
これまで、映画は人気のある娯楽であったが、もっぱら多くて数館を運営する独立事業者
が乱立割拠する状態だったと言える。映画業界としては、海賊版ビデオや DVD との競合に
70
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も晒されてきた。何より映画館に来場できる消費者が尐なかった。事業環境を考えると、小
規模では設備更新もままならない。顧客層の中心となる中間層が増加する中で、国横断的に
規模拡大を進めることで、設備投資が可能になっている側面もあると推察される。
情報ソース
・ シルバーバード・アフリカ・ホールディングス社面談（Mr.Anthony Starfield-Ward,
CEO）2009 年 11 月 17 日実施
・ シルバーバード社ウェブサイト（2009 年 10 月 13 日アクセス）
http://www.silverbird.co.ke/
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【化粧品】オリフレーム化粧品
ナイロビ事務所
関

隆夫

企業概要
企業名：Oriflame East Africa Ltd
設立：2008 年（スウェーデン本社は 1967 年）
売上高：非開示（本社 13 億 2,910 万ユーロ、2008 年）
売上総利益：不明（本社 9 億 2,610 万ユーロ、2008 年）
従業員：75 人（グループ全体 7,500 人）
販売員：2 万 5,000 人（グループ全体 290 万人）
オリフレーム化粧品は、スウェーデンに本社を持つ化粧品会社の子会社である。本社は、
Nasdaq OMX ノルウェー証券取引所の上場企業。生産拠点は、ポーランド、インド、スウ
ェーデン、中国、ロシアに持つ。世界 61 カ国に展開し、独立コンサルタントと呼ばれる販
売員を通じて製品を直接販売する。商品範囲は、スキンケア用品、マスカラや口紅などのカ
ラー化粧品、香水などのフレグランス用品、手足ケア・日焼け止めなどのパーソナルケア用
品、化粧道具などの小物類に至る。商品数は 1,500 アイテム。全社の総売り上げに占める
地域別割合（2008 年）は、CIS・バルカン諸国が 59%、欧州・地中海地域 30%、アジア 6%、
ラテンアメリカ 5%の順。同収益は、CIS・バルカン諸国が 65%、欧州・地中海地域 32%、
ラテンアメリカ 2%、アジア 1%となっている。進出先では、現地通貨建てで、年間売上 10%、
利益率 15%を目標としている。
ケニアでは 1,500 品目中、400 品目を販売中。ナイロビとモンバサに事務所を置いており、
倉庫や販売員研修所などを持つ1。東アフリカ域内では、ウガンダにも事務所を持つ。タン
ザニアでは商品の販売は始めているが、事務所は未設置である。東アフリカへの商品供給は
欧州からである。ケニアでは、地元パートナー（経営者はスウェーデン人）の出資も入るが、
出資比率は非開示。ケニアでは、ケニア・マーケット連盟（Market Society of Kenya）か
ら 2009 年の最優秀参入賞を獲得している。
参入経緯
オリフレーム化粧品は、2008 年にケニアに進出した。同社は、特に 90 年以降、新興国
を中心に多国籍展開を活発化させてきており、1990 年から 2007 年末までに 39 カ国へ進出
した。これは、毎年、平均 2.3 カ国に進出していることになる。北アフリカ（モロッコ、エ
ジプト）には、97 年に進出済みだが、サブサハラ・アフリカでは、ケニアが初の進出先で
ある。ケニアを選んだ理由は、南アフリカ共和国（以下、南ア）やナイジェリアと比べて、

2008 年 11 月 11 日付ビジネスデイリーでは、ケニアに進出するにあたり、配送ネットワーク
の構築に 1 億 4,000 万 Ksh を投じることが報じられている。
1
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市場としては小さくても、競争がないためである。今後のアフリカ展開を考える上でも、ケ
ニアが最適だった。なぜなら、小さな規模で事業を始めて、ある程度の利益を生みつつ、市
場から教訓を得るには、
ちょうどいい市場と考えられたからである。オリフレーム化粧品は、
社是として、進出市場でトップシェアをとることを掲げており、トップを取れるかという視
点も影響したと考えられている。
ビジネスモデル
オリフレーム化粧品の特徴は、販売員を通じた直接販売である。世界全体で販売員数は
290 万人を擁し、1 カ国平均 4 万 8,000 人いる計算だ。ケニアでは、2008 年の進出当初、
販売員は 300 人から開始した。300 人の販売員は、口コミで募集した。この販売員数は、2
年と経たないうちに急増し、現在までに 2 万 5,000 人にまで拡大した。周辺国では、ウガ
ンダで 2,000 人、タンザニアで 1,000 人が販売員として登録済み。販売員としての登録に
は、900Ksh かかる。販売員は登録によって、カタログなどの販売キットや化粧品について
の製品特性や使い方などの講習を受けた後、必要量を仕入れて販売する。同社では、販売員
を独立コンサルタントと呼んでいる。これは、
一販売員が、顧客から化粧や肌の悩みを聞き、
それに応じて商品を薦め、使い方をアドバイスできるからである。保湿クリームで言えば、
小売店でただ販売されているだけのニベアクリームと比べて、強く顧客に訴求する。販売員
として登録する人物はほとんどが女性で、化粧品販売とは別の本業を持っていることが多い。
そのため、自分が自由にできる資金の中で、登録料を支払うことができる。
同社は、進出先市場に化粧品の販売で２つの機会を女性に提供した。一つは「美の機会」
、
もう一つは「ビジネス機会」である。市場には、都市部中心に信頼できる高品質の自然派化
粧品を求める需要があった。しかし、十分に需要に応える商品は今までなかった。消費者の
嗜好は、グローバル化とともに似通う側面がある。欧州の流行は、メディアの影響もあり、
2 ヵ月以内にはアフリカにも広がる。欧州ブランドであることも顧客に安心感を与えるのに
有利である。流通の側面からは、先進国には化粧品を取り扱う小売業界が発達している。ケ
ニアでもショッピング・モールなどが出てきたが、
依然として小売店の数は尐ない。
これは、
化粧品を取り扱う効果的な販路がないことも意味する。
そこに直接販売が成功する素地があ
る。販売員にとっては、格好のビジネスチャンスである。販売員を通じた直接販売は、流通
コストの発生を抑え、商品価格にも反映できる。
販売員には、過去の販売実績に応じて、一時的な信用供与もする。信用供与の仕組みは、
モロッコなどで成功したスキームの移植である。無利子で返済猶予期間が 3 日間といった
類である。販売員が販売先の顧客に対して、支払いを柔軟に繰り延べたりすることは、実際
にはよくある状況であるという。販売員の販売先が近所や知り合いなど、個人のネットワー
クの範囲であるため、販売員は売掛債権を管理できる。個人のネットワークを活用した販売
は、模造品被害を防ぐのにも効果的である。
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販売促進策として、販売員への報奨制度もある2。売上に応じたポイントを一定期間に競
わせ、優秀者には国内リゾートへの慰安旅行を提供するなどである。
ビジネス拡大の上での挑戦
進出から間もないこともあり、大きな課題には直面していない。顧客の規模は人口の
2~10%までと考えられている。潜在顧客の居住地は、都市部が中心であり、化粧へのニー
ズがまだ限られる地方部への浸透には時間がかかる。肌の質など、地域の特性にあった商品
開発は、今後の課題と考えている。
将来展望
既にウガンダには事務所を開設し、タンザニアへの展開も始まっているが、ルワンダやコ
ンゴ（旧ザイール）など、他国への展開を進めていく。化粧品を需要できるのは、都市部の
女性が中心であり、各国の最大都市を中心に市場攻略を進めていく。ウガンダやタンザニア
へは事務所設立前から、
ケニアの販売員が個人のネットワークの範囲内で製品を販売する現
象が見られた。
収入機会となる噂を聞きつけた女性が新たに販売員として登録に来ることも
ある。5 年以内には、東アフリカでの経験に基づき、ナイジェリアや南アといった市場にも
参入する可能性が高い。
観察
販売手法は、いわゆる「ヤクルトレディ」であり、日本の化粧品であれば、専属販売員が
訪問販売する「メナード化粧品」に類似する。その手法は、アフリカでこそ真価を発揮する
可能性がある。オリフレーム化粧品の販売手法から浮かび上がるのは、社会構造を上手く活
用したビジネスモデルである。アフリカでは、通常、驚くほど個人の社会ネットワーク（血
縁・地縁）が広い。その範囲は、日本人が想像する範囲を大きく超える。従兄弟は合計 50
人といった状況の中で、各従兄弟の友人は、即座にブラザーである。口コミは、素早く、か
つ大きく広がる。実は潜在的に大きかった化粧品の需要に対し、供給側では正規の流通網が
限られていることから、
十分に商品を消費者に届けることができていなかったのかもしれな
い。正規流通網がないところを、インフォーマルなネットワークを活用して販路に仕立てる
手法は、学ぶべき点だ。オリフレーム化粧品によれば、直接販売の手法は、特にインドやイ
ンドネシアといった途上国では、大成功といえる成果を示している。反対に欧州では、比較
的成功していると言えるのは東欧だという。販売員の活用は、進出先の社会が個人中心では
なく、共同体意識がより強く残っているところに馴染む販売手法だと考えられる。販売員の
管理という点では、支払い可能な登録料を設定したり、販売報奨制度の導入で動機付けを図
ったりして、不活動販売員を抱えるムダを排除している。この点は、ケニア人が販売員とし
て動機付けに反応するという点で示唆を与える。オリフレーム化粧品では、販売員の多くが
副業との認識であることから、販売員活動が、週末や就業後の自由時間の補助収入手段とし

2009 年 11 月 3 日付デイリーネーションでは、目標販売額を上回る期待以上の販売実績に対し、
販売員に総額 3 億 Ksh のボーナスを支給することが報じられている。
2
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て「手軽である」ことも躍進を支える要因なのではないか。社会ネットワークに頼る販売で
あるために模造品を避けられるという発想も、販売員による顧客への掛売りも、社会的信用
を活用するという点では、マイクロクレジットにも通じる。
情報ソース
・ オリフレーム化粧品面談（Mr. Harry Njagi, Sales and Marketing Director）11 月
24 日実施
・ オリフレーム化粧品ウェブサイト（http://www.oriflame.com/）11 月 27 日アクセス
・ 2008 年 11 月 11 日付けビジネスデイリー紙
・ 2009 年 11 月 3 日付デイリーネーション紙
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【調査サービス】シノベート
ナイロビ事務所
関

隆夫

企業概要
企業名：Synovate
設立：1983 年（前身のステッドマン・グループ設立年）
売上高：非開示
収益：不明
従業員：420 人（旧ステッドマン・グループ全体）
ケニア最大の調査会社で、1983 年設立のステッドマン・グループを前身に持つ。2008
年 7 月からシノベート社へと社名変更。現在、ステッドマン・グループからシノベート社
へのブランド移行期間中。ステッドマン・グループは、ケニア以外のアフリカ 6 カ国（ウ
ガンダ、タンザニア、ガーナ、ザンビア、南ア、モザンビーク）に事務所を持ち、420 人の
専門家を雇用、3,000 人以上の支援要員を活用しながら、アフリカ 37 カ国以上で調査事業
実績を有した。サブサハラ・アフリカの調査会社としては、初めて ISO9001: 2000 の認証
を取得した他、ケニア経営研究所（Kenya Institute of Management）が主宰する年間賞（最
優秀イノベーション）を受賞（2006 年）するなど、受賞歴も多数ある。一般には、選挙前
の世論調査でよく認知された企業である。
参入経緯
シノベート社が 2008 年 7 月にステッドマン・グループを買収した。これにより、ステッ
ドマン・グループは、世界 63 カ国に 6,000 人以上のスタッフを雇用するシノベート社のケ
ニア部門となる。なお、シノベート社自体は、ロンドンに上場するエージス・グループ（Aegis
Group plc：持ち株会社）の市場調査部門である。シノベート社によれば、同社は市場調査
会社としては世界第 7 位の規模を誇る。業績は、年率 15％の成長を遂げており、業界平均
のおよそ倍に達する。ケニアでのステッドマン・グループ買収に際しては、主要な業務再編
成はせず、経営陣もそのまま留任した。
ビジネスモデル
主要業務分野は、世論調査、市場調査、社会調査やメディアモニタリングである。訓練・
戦略部門を有し、
調査志向の訓練や証拠に基づいた戦略的意思決定の発展と実施にも力を入
れる。主要顧客は、民間企業、政府（機関）
、NGO、メディアである。民間企業が最大の顧
客で、売上の約 40%を占める。以下、NGO30%、メディア 20%、政府（機関）10%の順が
大まかな売上比率となる。民間企業の業務の多くは、市場調査である。一方、NGO の場合、
顧客は 2 つの性質に大別できる。一つは、調査の必要性を理解し、その活用を図れる NGO、
もう一つは、ドナーからの資金援助の条件として必要であるためだけに調査を実施する
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NGO である。
シノベート社は、ステッドマン・グループとして、ケニア及びアフリカ市場で高い評価と
信頼を得てきた。シノベート社の一員となったことで、IT 先進技術を用いた調査ツールの
活用や、より高度な調査技術を利用できるようになった。例えば、コンピューターを利用し
た電話インタビュー調査も導入済みである。
ビジネス拡大の上での挑戦
アフリカ全般での調査産業にとっての障害を考えるとき、
顧客側では、調査費用ではなく、
調査が意思決定に果たす上で重要であるという点を十分理解されていない点が課題である。
業界として、調査の重要性への理解を深めることが必要だ。そのため、
「調査とは何か」、
「ど
うすれば調査を利用できるのか」といったニーズ形成に取り組んでいる。調査依頼の需要以
前に、調査へのニーズ醸成こそが必要である。
実施側では、調査実施能力が問題となる。市場調査などを教える教育機関はあるが、教育
は理論に偏り、実践に欠ける。通信や道路などのインフラの欠如でも、調査の実施が困難と
なる。
調査ツールとしての新技術への適応も鈍く、
調査の品質を左右する。この対応として、
同社は教育機関と連携して実践の場を提供している。学校のクラブ活動の一つとして、調査
に関心のある生徒向けに「リサーチクラブ」の立ち上げを支援している。
将来展望
調査産業全体では、民間企業の中でも、特に製造業からの売上が現在は大きいかもしれな
い。しかし今後は、情報通信（ICT）企業からの売上が上回ると同社はみている。製造業か
らの売上が大きいのは、一般に調査を活用する製造業企業は醸造会社などで規模が大きく、
費用を十分にかける傾向があるからである。ICT 部門は、政府が電子化を進めることにも
みられるように、今後、大きな成長が見込める。
観察
近年、ケニアの調査市場は大きく成長した。これに伴い、調査業界では、再編・進出も進
んだ。シノベート社が、ステッドマン・グループを買収した事例以外にも、複数の進出事例
が報じられてきた。例えば、2007 年 6 月には、米国世論調査会社「Harris Interactive」が
地場企業「Infotrak Research and Consulting」と組んでケニアに進出1した他、調査会社
「Global Edge International」が、ケニア企業「Infield Research」を買収して、
「Global Edge
East Africa」を設立する2などの動きがあった。最近では、オランダの民間投資ファンド
「TBL Mirror Fund」がケニアの「Research Solutions Africa」に 2,500 万 Ksh を投資3す
ることも報じられた。筆者は、一連の動きをアフリカに従来よりも関心が高まっている証左
1
2
3

2007 年 6 月 25 日ビジネスデイリー紙。
2007 年 8 月 20 日スタンダード紙。
2009 年 7 月 17 日ビジネスデイリー紙。
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と捉えたい。
国内では、既存企業が意思決定にかつてよりも情報を必要としている。一方、国外では、
アフリカの経済成長に伴う機会を見出し、新規事業展開を考える企業からの情報需要が高ま
っている。調査業界の活況は、これらの状況を反映したと見える。国内では、実際のところ、
シノベート社 MD が需要以前にニーズ形成の重要性を強調したように、まだ調査が十分な
需要を掘り起こせていないのが実情だろう。しかし、これは同時に、中長期的な視点からニ
ーズ形成を図ることができれば、調査産業の潜在成長余地がまだ高いとも解釈できる。産業
のパイは拡大してきて、これからも拡大が予想される。シノベート社は、ステッドマン・グ
ループとしての高い認知力を活かしつつも、
産業の拡大を待つのではなく、
一歩踏み込んで、
リサーチクラブや教育機関への支援を通じて、自らパイを拡大する努力をしている。
面談では、海外からの調査需要増は明らかにできなかった。しかし、シノベート社自身が
ステッドマンを買収した事例に見られるように、
調査業界の系列化が進んでいる状況は示唆
的である。海外顧客が特定市場での調査の必要性がある場合、調査会社が現地に系列企業を
持つか持たないかが顧客の調査品質への期待値を左右すると考えれば、海外調査企業側から
の系列化には意味がある。海外調査企業が、ケニアの調査企業を系列化していること自体が
海外からの需要増加に対する自社の競争優位を確立する戦略と考えれば、その背後には、海
外からの調査需要の増加があると考えて良さそうだ。
シノベート社の場合、評価が確立された既存企業の買収という参入形態であって、経営陣
や事業の再構築は実施していない。現地の自主性に任せながら、新たな調査手法や技術ツー
ルを提供することで、買収側の抵抗を回避している点が指摘できる。
情報ソース
・ シノベート社面談（Mr. George Waititu, Group MD, Pan Africa）2009 年 11 月 10
日実施
・ シノベート社ウェブサイト（2009 年 11 月 23 日アクセス）
http://www.synovate.com/about/where/africa/kenya.html
・ ステッドマン・グループウェブサイト（2009 年 11 月 23 日アクセス）
http://www.steadman-group.com
・ 2007 年 6 月 25 日ビジネスデイリー紙
・ 2007 年 8 月 20 日スタンダード紙
・ 2009 年 7 月 17 日ビジネスデイリー紙
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【インフラ】グルンドフォス・ライフリンク
ナイロビ事務所
関

隆夫

企業概要
企業名：GRUNDFOS LIFELINK（Kenya）Limited
設立：2008 年 10 月
売上高：1,879.2 万ケニア・シリング（2009 年ジェトロ推計1）
収益：不明
従業員：７人
グルンドフォス・ライフリンク社（以下、GL 社）は、デンマークに本拠を持つ Grundfos
A/S 社2の傘下企業。ミレニアム開発目標の達成に向けて、水供給の分野で貢献するため、
2008 年 に 設 立 さ れ た 。 デ ン マ ー ク 政 府 機 関 、「 開 発 途 上 国 の た め の 工 業 化 基 金
（Industrialization Fund for Developing Countries：IFU）」から 590 万デンマーク・クロ
ーネの出資3を受けている。IFU の出資比率は明らかでないが、GL 社によれば、マイナー
シェアに留まる。
太陽光発電パネルと携帯電話を利用した送金システムを組み合わせること
で、コミュニティでの水供給に、環境負荷が小さく、透明性が高く、維持管理コストを最小
化したシステムを導入している。システム 1 式の納入にかかるコスト（既存の井戸を利用）
は約 270 万ケニア・シリング（Ksh、付加価値税（VAT）別）
。営業開始以来、2009 年 3
月の初納入を始めとして、４ヵ所に納入実績があり、2009 年内に、更に２ヵ所での導入が
決まっている。企業自らが、BOP 市場をターゲットとしていることを公言している。
参入経緯
参入動機は、多くの途上国で水供給システムの維持管理が欠如した状態であるがゆえに、
十分な水の利用ができない状況に対し、世界的なポンプ製造メーカーとして、その解決に役
立つという社会的責任、そして、維持管理の問題を安価な手段で解決できれば、大きなビジ
ネスチャンスにもなるとの考えからである。同社が、ケニアで設立したのは、ケニアの金融
インフラが比較的整っていたこと、域内ハブとしての立地条件、デンマークとの二国間関係
が良好であること、といった複数の条件を考慮した結果である。但し、親会社グルンドフォ
ス社は、GL 社としてケニアに子企業を設置する以前から、地元代理店「デービス・アンド・
シャトリフ(Davis and Shirtliff)」を通じて、45 年以上に渡り、ケニア国内で水道ポンプな
どを販売してきた。

1

今までに納入した現場では、全て既存の井戸を活用しているため、計算式は以下の通り。
システム 1 式×付加価値税×納入数＝270 万 Ksh×16％×6 ヵ所＝1,879.2 万 Ksh
2 Grundofos 社は、ポンプ製造メーカーとして、世界 45 カ国に進出、1 万 8,500 人以上の
従業員を雇用している。日本にも静岡県に拠点を持つ。
3 投資総額は、1,320 万デンマーク・クローネ。
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ビジネスモデル
いわゆるイノベーションは、いくつかの形に類型化が可能である。GL 社の場合、同社が
提供するのは、複数の既存技術の新しい組み合わせによる問題解決である。組み合わせるの
は、太陽光パネル、利用者を特定するマイクロチップ、携帯電話を活用した送金システムの
３点である。これらの組み合わせにより、半乾燥地帯などのコミュニティを対象に、維持管
理が安価で、持続可能な水供給システムを提供する。水供給システムは、太陽光パネルを動
力源とする。太陽光パネルは、深井戸からの水の汲み上げや、貯水タンクからの水供給の制
御などの動力源となる。マイクロチップは、ボタン状の小型キーホルダーのようなカギの中
に組み込まれ、中の PIN 番号を通じて利用者を特定する。利用者は、そのカギを機械にか
ざして暗証番号と購入量を入れる（銀行 ATM のイメージ）
。すると、機械から水の供給が
開始される（ガソリンスタンドの機械のイメージ）
。料金は事前に携帯電話を活用した送金
システムで入金したクレジットから利用分だけ自動的に決済される。
利用者が携帯電話送金
システムを通じて支払った料金は、コミュニティが持つ銀行口座に自動的に集金され、シス
テム導入にかかる費用の返済や、維持管理サービスの費用に当てられる。
システムの導入に際し、導入するコミュニティから見た想定される資金手当ての方法は、
以下の 3 種類がある。
１．商業ローンの活用：商業銀行やマイクロクレジット機関から融資を受けるもの。
２．援助機関やコミュニティ基金の活用：機材導入など一部を援助に頼るが、維持管理費
などは、コミュニティ側が負担するもの。
３．援助への全面依存：全てを援助に頼るもの。
これまで納入されたプロジェクトの場合、資金手当て方法は、全て上記２に当てはまる。
水の利用料金は、それぞれのプロジェクト現場での水量や利用者数などの条件次第だが、
20 リットルあたり 2～3 ケニア・シリング程度。これは一般的な水料金から比べると、遥か
に安価である4。完全な商業導入の場合、資機材は 5 年程度で代金回収を完了して、コミュ
ニティの資産となる設計をする。機材の保守管理は、原則、1 年に 1 回の点検でよい。しか
し、もし異常が発生すれば、自動的に SMS を介して、GL 社に通知され、修理工が現地に
派遣される。派遣されるのは、長年、親会社グルンドフォス社の代理店を務めている地元企
業「デービス・アンド・シャトリフ」の修理工である。
ビジネス拡大の上での挑戦
水の扱いを規定する「2002 年水法（Water Act 2002）」が十分でなく、法的枠組みに曖
昧さが残るため、調整コストがかかる。また、井戸がどこでどれだけ掘られたか、公式な記

4

水供給会社から購入する場合（複数家庭が共同で水を購入する。後部に水タンクを持つト
ラックが来て、家庭用貯水タンクに水を供給する）
、通常期で 20 リットル当り、５～10Ksh
程度。干ばつなど、水不足になると値上がる。
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録がない。需要側では、消費者によっては雤が降れば雤水を使うため、天候により水需要（が
変動し、売上に響くリスクを常に抱える。また、人間の飲料水には課金制度が受け入れられ
ても、家畜の飲用には受け入れられない傾向があるなど、初期想定から異なる事態に直面す
ることがある。
将来展望
まずは、ケニアでの拡大を目指す。しかし、将来的には近隣諸国、さらにアジアなど、他
地域でも同様のビジネス展開を図りたいと考えている。ケニアでは、携帯電話を活用した送
金システムを組み合わせたが、携帯電話を活用した送金サービスの存在は、新規参入への前
提条件とは捉えていない。進出地での各種条件を考慮にいれながら、柔軟にモデルを組み立
てる意向である。
観察
太陽光発電パネルと携帯電話を利用した送金システムを組み合わせることで、水の利用権
を巡る汚職やトラブルを回避しつつ、メンテナンスにかかるコストも省力化した画期的な企
業である。GL 社によると、このサービス形態は世界初だという。BOP 市場へのアプロー
チとしても、筆者が知り得る限りにおいては、同様のモデルは従来にない。
重要な教訓は、GL 社は新規参入企業であるが、45 年に渡る地元代理店との良好な関係
があってこその参入である点だ。同社も、対象市場への調査に当たり、地元代理店が持つロ
ーカルナレッジが果たした役割の大きさを面談時に認めている。
地元代理店からの示唆があ
ったために、GL 社は、コミュニティにおいて、個人識別の要諦をなすカギは「女性の方が
管理に適している」といった細かい点にも理解を有する。また、システムの維持管理も親会
社グルンドフォスの長年の代理店に委託している。アウトソースの活用で、GL 社自体は、
従業員 7 人という身軽さを保っている。BOP 市場参入に必要な地元知識と固定費を持たな
いという意味で、
親会社が築いた強力な地元企業との提携を十二分に活用していると言えよ
う。
ビジネスコンセプトは、非常に良く出来ている。但し、ビジネスとしての持続性は、未だ
未知数である。
特にコミュニティが援助に頼らないでも課金制度のある水システムを導入す
る可能性があるのかには、疑問が残る。純粋ビジネスとして考える場合、コミュニティの利
用人数・利用量にもよるが、導入費用に対して、コスト回収ができるのかは判断できない。
水のコストは、諸条件によりプロジェクトごとに違うが、機材導入費用に対し、面談時に伝
えられた一般的なコストは 5 年で費用を回収するには、安すぎるように思われる。同社の
想定では、起業家が融資などを活用しながら、自費でシステムを導入して資金回収するモデ
ルも考えられている。しかし、現在までに導入されたのは、全て援助機関が資機材導入を支
援しており、援助機関の支援なしには、導入が進まない可能性もあろう。
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情報ソース
・ グルンドフォス・ライフリンク社面談（Mr.Lars Laursen, GM）2009 年 11 月 11 日
実施
・ グルンドフォス・ライフリンク社ウェブサイト（2009 年 11 月 18 日アクセス）
（http://net.grundfos.com/doc/webnet/lifelink/int/index.html）
・ 「開発途上国のための工業化基金」ウェブサイト（2009 年 11 月 18 日アクセス）
（http://www.ifu.dk/en）および
（ http://www.ifu.dk/globalsite.aspx?ObjectId=0D3166EB-86C0-4545-AD5F-3CC85E535
183）
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【携帯電話】イッサール・テレコム
ナイロビ事務所
関

隆夫

企業概要
企業名： Essar Telecom Kenya Limited
設立：2008 年
売上高：非開示
収益：不明
従業員：250 人
イッサール・テレコム（以下、イッサール）は、ケニアで YU（ユー）のブランド名で展
開する携帯電話通信会社。ケニア国内で携帯電話通信を提供する会社としては、全 4 社の
内、最後発の企業である。親会社は、インドの巨大資本「Essar Global Limited」1の通信
分野の子会社「Essar Communications Holdings Limited (ECHL)」である。ECHL はイ
ンドでボーダフォンとの合弁企業ボーダフォン・イッサールを展開しており、インドでは
5,500 万回線以上の契約数を持つ。
参入経緯
元々、携帯電話通信事業者ライセンスを申請していたのは、ジンバブエに出自を持つ南ア
企業、エコネット・ワイヤレス・インターナショナル社2（EWI）のケニア子会社、エコネ
ット・ワイヤレス・ケニア社（EWK）である。しかし、EWI は地元資本家との出資を巡る
トラブルから法廷闘争となり、
ライセンス取得と営業開始に十分な資金を集められない状況
が続き、参入が遅れていた。EWI の資金困窮に対応して、ECHL が 2008 年 1 月に EWI
の増資を引き受ける形で 49%出資（2 億ドル）、ライセンス取得と営業開始を後押しした。
これに伴い、EWI が 70%保有した EWK もイッサールの傘下となった。携帯電話事業の営
業を開始したのは 2008 年 11 月である。
ビジネスモデル
最後発の携帯電話事業会社が採用するのは、
ローエンド市場を狙った低価格モデルである。
その実現には（１）通話エリアの拡大、
（２）競争力のある価格設定、
（３）効果的なサービ
ス拠点、に工夫が必要である。ケニアの携帯電話契約回線数の内、70％は都市部である。
人口では約 33％が携帯を所有する計算だが、潜在的には 65～66％程度まで増加すると見て
イッサールグループは、2009 年 8 月にケニア石油精製所も 50%取得し、3 年以内に 4 億ドル
を投資して、精製能力を日量 100 万バレル（現在は 7 万 2,000 バレル）へと拡張すると報じら
れている（2009 年 8 月 1 日スタンダード紙）。ケニア（モンバサ）と UAE（フジャイラ）を結
ぶ光海底ケーブル Teams（東アフリカ海洋システム）にも 10％出資。
2 EWI は、アフリカ、欧州、環太平洋東アジアの計 9 カ国（ボツワナ、ブルンジ、ケニア、レ
ソト、ニュージーランド、ナイジェリア、南ア、英国、ジンバブエ）で、通信事業（携帯電話、
固定電話、インターネット、衛星回線）を展開していた。
1
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いる。市場の置かれた状況を考えると、これから対象となる顧客層は、年齢では、18~35
歳の比較的若い層、地理的には、都市部でなく農村部が増加していくと考えている。業界ト
ップのサファリコムの顧客は、所得ピラミッドの上位層である。一方、後発のイッサールが
狙うのは、可処分所得が比較的尐ない層となる。
通話エリアの拡大は、契約者獲得に欠かせない要素である。自社でも 700 ヵ所以上の基
地局を設置したが、ケニア第 2 位の携帯電話会社 Zain と戦略提携関係を結び、基地局 300
ヵ所以上を共有した。営業開始からの人口カバー率は 74％に至っており、基地局を集中的
に開設してきた。事業開始からのカバー範囲の拡大スピードは、競合他社と比較しても最も
早い。
競争力のある価格設定では、他社よりも安い通話・通信料を提供している。プリペイド式
では、自社回線だけでなく、他事業者への通話も一律 6Ksh（毎分）で提供し、全事業者中、
最安値をつけている。また、一定期間、SMS の送信費を無料とするキャンペーンも展開し
た。最安値の通信料を提供することで、最も安い携帯通信事業者との認識を消費者に持って
もらう狙いがある。
サービス拠点は、顧客に便利であることが重要である。サービス拠点は 20 ヵ所に設置済
みだが、2009 年末までに 90 ヵ所以上へと拡大して顧客との接点を増やす。一方、2009 年
4 月には、小型乗り合い自動車（マタトゥ）の所有者組合とも提携して、マタトゥ車内でス
クラッチカードを販売する取組みを始めた。翌 5 月にはスクラッチカードを使わないプリ
ペイド方式も導入し、ペーパーレス化にも取り組んでいる。
ビジネス拡大の上での挑戦
ローエンド市場を狙った低価格モデルのビジネスであるため、利幅は薄い。そのため、コ
スト管理が重要となる。従業員は 250 名以下で、業界首位のサファリコムと比べれば、コ
ストを 10 分の 1 以下に抑えている。また、通信システムから事務用品まで、世界いずれの
メーカーであっても、自社が定める品質基準に見合うものであれば、最も安い調達先から購
入することを徹底している3。
消費者としてのケニア人は保守的である。
幼い頃から慣れ親しんで育ったブランドや商品
から切り替えを促すのは、非常に難しい。加えて、企業が「高みから鈴を鳴らして注意を引
き付けてもダメ」である。企業側には、
「企業が消費者に近づき、顧客の生活圏に降りてい
って、かつ、お辞儀をして受け入れてもらう」姿勢が必要だ。
EWK 時代のライセンス取得の遅れや出資を巡る法廷でのトラブルは、ブランド・イメー
イッサールは、2008 年 4 月にネットワーク敶設工事をエリクソンに 93 億 Ksh で発注した
（2008 年 4 月 14 日ビジネスデイリー紙）
。しかし、本原稿作成のため、面談に訪れたケニア本
社では、受付での約 15 分の待ち時間に中国人を 10 人は見かけた。街中で中国人を見かけるこ
とは普段なく、通信分野における華為集団などの中国企業の躍進を垣間見た思いだ。
3
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ジを傷つけた。イッサールが経営権を取得してからは、顧客に EWK の負のイメージを連想
させないブランド名を慎重に検討した。その結果、顧客が親しみを感じ、顧客本位であるメ
ッセージを持たせるため、
「You」と同じ音の「Yu」を採用した。
将来展望
イッサールは参入時から 3 年以内に 300 万回線の契約数を目標にしている。これまでの
報道では、2008 年 11 月の営業開始から 3 ヵ月で 6 万回線の契約数を獲得したことなどが
報じられており4、2010 年 3 月には 200 万回線を達成する見込みだ。今後、ケニア国内で
は、携帯番号持ち運び制が導入される予定であり、最も通話料の安い事業者のイメージを利
用者に持ってもらえれば、他事業者からの乗り換えも期待できる。
東アフリカ域内への展開も検討しており、
ケニアの自社ビル建設もイッサールがケニアを
東アフリカの拠点と捉えている証である5。2009 年 6 月には、ウガンダで携帯電話事業者免
許を取得した。その後、同年 11 月には、ウガンダとコンゴ共和国で営業するワリッド
（Warid）テレコムを 1 億 6,000 万ドルで 51％取得6するなど、着々と事業拡大への布石を
打っている。
観察
EWK が地元投資家と揉めてケニアでの事業開始が遅れたことは、非常に大きな機会損失
であった。EWK が 2003 年に事業免許を申請してから、イッサールの支援を仰ぎ、同社が
経営権を握って実際に事業を開始するのに５年以上がかかった。2003 年から 2008 年まで
に、ケニアの携帯電話回線契約数は、159 万回線から 1,630 万回線へと 10 倍以上に拡大し
た7。最後発の参入となった EWK は、業務用の需要や富裕層など、最も携帯電話の利用頻
度が高く、大きな利益が見込める顧客を取り込む機会を失った。EWK を取得したイッサー
ルに勝算があるのか、狭まる利幅に挑戦する興味深い企業事例として採り上げた。
まず指摘できるのは、日本とは異なる競争環境における市場の棲み分けである。日本の主
な携帯通信事業者は、地域ごとに棲み分け（NTT ドコモグループ）したり、特定企業の支
援（au）を受けたりする違いはあるが、対象とする潜在的な顧客には、所得の面で大きな
差異はない。しかし、ケニアでは、携帯電話事業でも所得の差異を考慮に入れなければなら
ない。ケニアの場合、先行した企業（サファリコム）が、最も大きな利益を見込める顧客を
取り込み、高級イメージを確立している。今後、携帯電話所有率が上がるにつれて客単価が
下がると見込まれる中、サファリコムは、新たな収益源としてデータ通信へ傾注し始めてい
る。一方、イッサールは、サファリコムとは狙う顧客層が異なる。同社の場合、客単価は低
くとも、今後契約数の拡大が見込めるボリュームゾーンに狙いを定めて、薄利多売で利益を
生める仕組みを作っているように見える。
薄利多売で利益を生む仕組み作りの一端が Zain との基地局利用にかかる戦略提携であり、
4
5
6
7

2009 年 2 月 9 日ビジネスデイリー紙
事務所は、機能性を重視して華美せず、コストを抑えているという。
2009 年 11 月 17 日ビジネスデイリー紙
国際電気通信連合ウェブサイト
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実績に捉われない最安値での調達であり、ペーパーレスのプリペイド方式の導入であろう。
これらは損益分岐点を引き下げるコスト管理に他ならない。
一方、薄利で利益を上げるには、実際に「多売」できるかが事業の成否を分ける。今後、
携帯電話を所有すると考えられる潜在顧客は、一般に価格により敏感な層であると考えられ
る。この層への訴求力を高める仕組みが、他社と比べて最も安い通話料であり、プリペイド
カードの安い単価設定であり、
潜在顧客が移動に使うマタトゥでのプリペイドカードの販売
提携である。こうした取組みは、今のところ、上手く対象顧客層に受け入れられているよう
だ。都市部においては、キベラなどのスラム街で競合他社を抑えてトップシェアを確保した
とイッサールは見ている。番号持ち運び制が導入されれば、消費ピラミッドの中位下級層か
ら徐々に競合他社の契約回線数を侵食する可能性も考えられる。
消費者についての考察も大変興味深い。先進国住民は、貧しい消費者には「先進国の製品
や先端技術への憧れがある」という幻想に陥りがちだ。そうした考えに立つと、途上国の消
費者は、手元資金が許せば、
「盲目的に先進国の製品や先端技術の商品を買い求める」と思
い込む危険がある。イッサールは、消費者へのアプローチに際し、Bidco（食用油や石鹸を
製造）やイースト・アフリカン・ブリューワリーズ（ビール会社）の事例を徹底的に研究し
たと述べている。その結果が、顧客本位に基づくブランド名であり、顧客の利便性を考えた
各種戦略として実現されていると考えられよう。
最後にイッサールが、立地戦略としてケニアを東アフリカ域内拠点として選択したのは、
同社がケニアをハブとして捉えているからである。
ここにはケニア航空の存在が大きく働い
ている。
情報ソース
・ イッサール・テレコム面談（Mr. James K. Naikuni, Head-Business Planning）11
月 24 日実施
・ YU ウェブサイト（http://www.yu.co.ke/）2009 年 11 月 24 日アクセス
・ イッサール・テレコムウェブサイト（http://www.essar.com/telecom.htm）2009 年
12 月 17 日アクセス
・ 国際電気通信連合（ITU）データベース
（http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Indicators/Indicators.aspx）2009 年 12 月 17
日アクセス
・ エコネットワイヤレス社ウェブサイト（http://www.econetwireless.com/）2009 年 12
月 17 日アクセス
・ 2008 年 4 月 14 日付ビジネスデイリー紙
・ 2009 年 2 月 9 日付ビジネスデイリー紙
・ 2009 年 8 月 1 日付スタンダード紙
・ 2009 年 11 月 17 日付ビジネスデイリー紙
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【金融】ケニア商業銀行
ナイロビ事務所
関

隆夫

企業概要
企業名： Kenya Commercial Bank
設立：1970 年（前身は 1896 年）
総資産（2008 年 12 月末）
：1,747 億 Ksh（KCB 単体）
営業利益：195 億 5,934 万 Ksh（同上）
税引き後利益（2008 年 12 月末）
：53 億 9,385 万 Ksh（同上）
従業員：約 4,000 人1（グループ全体）
ケニア商業銀行（以下、KCB）は、国内・東アフリカ域内最大の店舗網を持つリテール
バンクである。店舗網は、ケニア国内に 156 店舗、域内進出国を合わせると 182 店舗であ
る（2009 年 7 月末時点）
。ATM 網は、自社 ATM が 220 以上あり、ATM 専業のペサポイ
ント社との提携により、同社 ATM 網（110 ヵ所以上）も利用可能である。株主として、ケ
ニア政府が 23.1％保有しているが、政府の保有比率は徐々に引き下がってきている。KCB
が近隣諸国への進出を積極化させるのに伴い、新株発行により資金を調達したためである。
ケニア政府の持分は 2004 年までに 35％に下がっていたが、これまでの 2 回の資金調達（24
億 5,000 万 Ksh と 55 億 Ksh）により、現在の持分までさらに引き下がった。域内株式市
場では、ナイロビ証券取引所の他、ダルエスサラーム証券取引所、ウガンダ証券取引所、ル
ワンダ証券取引所で株式を上場している。KCB グループとしては、ケニア、タンザニア、
ウガンダ、南部スーダン、ルワンダでの銀行運営の他、不動産融資会社 S&L{Savings and
Loans（K）Ltd.}を展開している。CSR 活動やスポーツイベントへのスポンサーにも積極
的な企業である。
参入経緯
KCB の出自は、ケニア独立前のインド系銀行に遡る。1896 年にモンバサに開設したイン
ド・ナショナル銀行（National Bank of India）は、1958 年にグリンドレイズ銀行（Grindlays
Bank）と合併し、ナショナル・グリンドレイズ銀行となった。ケニア政府は、独立時に同
行の 60％を取得し、1970 年に 100％取得したのを機に、同行をケニア商業銀行（KCB）へ
と名称変更した。近年、KCB は目覚ましい勢いで、グループ企業を増やしてきた。最初に
取得したグループ企業は、1972 年に傘下に収めた S&L で、以後は 1997 年のタンザニア進
出まで間をおく。しかし、2000 年後半からは、一気に近隣国への展開を加速する。2006
年に南部スーダン、2007 年にウガンダ、2008 年にルワンダへと進出した。

2007 年時点では、計 3,140 人（ケニア 2,883 人、南部スーダン 27 人、タンザニア 104 人、
ウガンダ 11 人、S&L115 人）であった。
1
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ビジネスモデル
KCB は、リテールバンキングに主軸を置く。リテール部門は、現在、収益の 60％弱を生
む。しかし、かつてはリテール部門が収益の約 75％を稼いでいたことから、尐しずつコー
ポレートバンキングにも注力していると言える。融資額では、リテール部門の 420 億 Ksh
に対して、コーポレート部門の方が 550 億 Ksh と大きい。しかし、貸し出し利率がリテー
ル部門の方が大きいため、収益への貢献は大きい。貸し出し利率はリテール部門が平均 15％
に対して、コーポレート部門は平均 10％程度に留まる。
リテール部門とコーポレート部門との区分は、融資額 2,000 万 Ksh が基準となる。2,000
万 Ksh 未満であれば、中小企業向け融資であっても、リテール部門の範疇として区分され
る。コーポレート部門の主な顧客の業種は、製造業、建設業、農業、観光、運輸である。コ
ーポレート部門は、顧客との日頃の付き合いが大きな影響力を発揮する。顧客の財務上のニ
ーズをよく理解して、顧客に合わせた解決手段を提案する力が求められる。そのために、銀
行内の専門家が、顧客担当（営業）を支援するシステムを敶き、営業活動をサポートする。
KCB 訓練センターを設けて、銀行営業上の必要な知識の研修を実施している。自前で訓練
センターを有しているのは、KCB だけであるという。
KCB は、CSR 活動やイベント協賛にも積極的だ2。KCB が支援する各種活動への認知を
高めて、顧客獲得にも活用する。活動の効果を外部調査機関に委託して「Reputation
Survey」という形で測定している。調査対象は、従業員に始まり、中央銀行や歳入庁など
の政府関係機関、顧客、コミュニティなど、多岐に渡る。CSR 活動では、環境や保健プロ
グラムへの取り組みが広く認知されており、
スポーツイベントへの協賛などの認知度も高い
との結果を得ている。
ビジネス拡大の上での挑戦
銀行業界の競争激化の中で勝ち残って行くことが大きな挑戦である。
銀行各社の支店網拡
大で、優秀な人材が引き抜かれることもある。せっかく育成した人材を失うことは、損失で
ある。
携帯電話会社による送金サービス（サファリコムの M-Pesa や、Zain の Zap など）は、
銀行にとっては脅威とみていない。例えば、M-Pesa 代理店は、資金管理に銀行口座を活用
するので、むしろ M-Pesa は銀行活動と補完的であり、銀行にもビジネス機会を提供してい
る。KCB の資金送金システムも M-Pesa との相互乗り入れが可能である。むしろ、携帯電
話会社による送金サービスを競合相手として脅威に感じているのは、ウェスタン・ユニオン
やポストバンクなどの送金サービス会社であると考えている。

2007 年には、保健分野に 6 万 9,000 ドル、起業支援に 3 万 5,000 ドル、スポーツ事業に 28
万 3,000 ドル、教育分野に 19 万 3,000 ドル、環境に 5 万 4,000 ドル、厚生に 6 万 4,000 ドルを
支出している。
2
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銀行業界としては、ソマリア沖海賊の資金洗浄などが疑われており、マネーロンダリング
規制などが課題である。
将来展望
KCB 同様、域内展開を進める民族資本系銀行としては、コーポラティブ銀行、エクイテ
ィ銀行、ダイアモンド・トラスト銀行、フィナ銀行がある。しかし、支店数は KCB が一番
多い。支店数の多さに加え、進出先での更なる優位性を確保するために、2010 年には、IT
プラットフォームの共通化を図る。これにより、各国の KCB は相互接続され、KCB は口
座保有者に利便性の高い域内取引を提供することが可能になる。
不動産融資会社 S＆L は 2010 年 1 月から KCB に統合して、銀行の一部門となった。
KCB
にとって、不動産融資事業は、追加資本があれば、もっと成長が見込める分野と認識されて
いる。KCB が S&L に資本注入することで、更なるビジネスの拡大を目指す。
KCB は、
「2013 年までに、アフリカの銀行として、世界との取引も可能な、顧客にとっ
ての好ましい選択肢となる」ことを目指している。今後は、東アフリカ域内を越えた展開を
目指し、2010 年内に汎アフリカ戦略を打ち出す予定だ。
観察
ケニアの銀行業界は、近年の一大成長業界である。各社が支店網を拡充し、より多くの口
座開設者（貯蓄）を集めるとともに、資金運用や融資により金利を稼ぐ。KCB はケニアで
もトップ 10 に入る優良銀行と見なされている。しかし、低所得層を取り込んで成長したエ
クイティ銀行や、富裕層をターゲットにするバークレイズ銀行などと異なり、その戦略が見
えにくい銀行でもあった。
KCB が狙う顧客層について、企業面談では「特定の顧客層に狙いを定めた営業をしてい
る訳ではない」と明言された。一方、貸し出し利率については、銀行間でも競争力のある利
率を維持することで、顧客に選ばれるよう努めている。企業としてのポジショニングは、全
方位展開ということになろう。積極的な CSR 活動やイベント協賛は、全方位展開を支える
ための一般認知拡大の方策として戦略的広報の一部として活用していると考えられる。
東アフリカ域内での積極拡大は、
「規模の経済」を達成する手段である。銀行がアフリカ
でも金融仲介の役割を果たしつつある。東アフリカ域内では、各国の経済が成長し、経済統
合も進む。銀行各社も域内展開を進めている。KCB がグループ銀行のネットワーク化をい
ち早く域内で進められれば、他社との比較で、新たな競争優位の源泉となる。本来、銀行を
活用できるにも関わらず、これまで銀行口座を開設してこなかった人々が、銀行を活用する
ようになっている。銀行が、金融の深化によって潜在的顧客を取り込み拡大している内は、
出店攻勢は吉となろう。
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一方、支店網拡充は、多くの優秀な人材を要する。銀行業界全体が成長しているために、
人材確保は各社共通の悩みであると思われる。特に国内最多の支店数を誇る KCB は、自前
の従業員教育施設を有していることもあり、
他行からの引き抜き対象になり易いと考えられ
る。KCB は、対策として業界平均よりも高い給与水準を保っている3という。業績が右肩上
がりで成長していく中では、多店舗展開と高人件費負担は可能である。しかし、一度成長が
止まると、固定費が重荷になる。不動産融資子会社の統合は、新たな収益の柱を摸索する一
手だと考えられる。支店網を拡大した次に、そのネットワークを活かすには、コーポレート
部門の拡充も欠かせないのではないだろうか。
情報ソース
・ ケニア商業銀行面談（Mr. Wilfred Sang, Divisional Director Corporate）12 月 3 日
実施
・ ケニア商業銀行ウェブサイト（http://www.kcbbankgroup.com/）2009 年 12 月 18 日
アクセス
・ ケニア商業銀行 2009 年半期決算プレゼンテーション資料
（ http://www.kcbbankgroup.com/ke/images/stories/files/2009halfyearresultsprese
ntation.pdf）2009 年 12 月 18 日アクセス
・ ケニア商業銀行 2007 年持続可能性報告書
（ http://www.kcbbankgroup.com/fo/images/stories/files/2007sustainabilityreport.
pdf）2009 年 12 月 18 日アクセス

2007 年の各職種の平均基本給は、男性が 10 万 6,317Ksh、女性が 9 万 1,849Ksh。事務員が
男性 5 万 8,434Ksh、女性 6 万 3,600Ksh、課長（Section Heads）が男性 8 万 5,770Ksh、女性
8 万 7,684Ksh、マネージャーが男性 19 万 2,090Ksh、女性 16 万 1,138Ksh など。この他、昇
給、ボーナス、退職金、医療保険、特別融資、住宅補助、有給休暇、核家族対象の葬儀補助など
の各種制度がある。
3
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【不動産】リージェント・グループ
ナイロビ事務所
関

隆夫

企業概要
企業名： Regent Group
設立：1995 年
売上：非開示
従業員：約 150 人（グループ全体）
リ ー ジ ェ ン ト ・ グ ル ー プ は 、 リ ー ジ ェ ン ト ・ バ リ ュ ワ ー ズ （ Regent Valuers
International(K)Ltd.：以下、バリュワーズ）とリージェント・マネージメント（Regent
Management Limited：以下、マネージメント）からなる不動産関連企業である。国内事
務所は、ナイロビ、モンバサ、エルドレット、ナクル、キスムの 5 ヵ所に構える。事業は、
バリュワーズが土地・建造物・機材設備・農場などの資産査定や企業価値査定、不動産取得
にかかるアドバイスを行い、市場調査なども担う。一方、マネージメントは、商用・住宅用
物件のリース・管理業務などを行う。従業員はバリュワーズに 20 名程度、マネージメント
に 130 名が在籍する。2008 年には、ケニア経営研究所の年間ビジネス賞（戦略・マネージ
メント部門）を受賞している。
市場動向
不動産市場は、世界経済危機以後、新聞紙上などメディアで不振が伝えられる。しかし、
不動産市場は、景気に素早く反応する消費財と異なり、景気の波から 3～5 年のタイムラグ
を経て反応する。現実には、不動産市場は一時期の加熱からは落ち着き安定化したと言える
が、落ちてはいない。ナイロビの中間層向け居住区である「サウス C」では、2007 年 12
月に 700 万 Ksh の値付けだった住宅が 2009 年にも同じ価格で推移している1。
世界経済危機の影響を若干なりとも受けているのは、
高級住宅市場である。高級住宅とは、
販売額 1,500 万 Ksh 以上、賃貸物件なら月額家賃 20 万 Ksh 程度のものを指す。主な購入
層は在外ケニア人や雇用主であり、
在外ケニア人からの需要減退が国内高級住宅市場の需要
を引き下げている。一方、中間層向け住宅は、販売額 1,000 万 Ksh 程度で、賃貸物件なら
月額家賃 6 万 Ksh 前後を指す。購入者は中間管理職などで、需要は安定している。中・低
所得者向け住宅は、販売額 400 万 Ksh 以下を指す。年間 15 万戸の供給不足と推計されて
おり、供給が需要に追いついていない。
商業ビルへの需要は底堅い。2008 年にバリュワーズが実施した調査では、ナイロビ中心

この間、不動産融資の貸出利率は 12～14％から 16％へと引き上がった。資金調達コストが上
がれば、需要が下がるはずなのに、価格が同水準で推移するのは、需要堅調を意味する。
1
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部の商業ビル入居率は平均 95％であり、国内企業からの旺盛な需要が確認された2。多国籍
企業がアッパーヒルやウエストランドなどの再開発地区に移転する一方で、
国内（特に新興）
企業の間では、市内中心部での事務所設置が一種のステータスとして好まれる。
不動産市場には、ソマリアからの資金流入も取り沙汰されている。海賊行為など、不法所
得の資金洗浄が疑われる。ソマリア資金が不動産投資で運用されているのは、おそらく事実
である。しかし、不動産価格の一部を歪めることはあっても、不動産市場全体への影響は軽
微と見ている。需要としても不確実で、継続するものとは考えられない。
ビジネスモデル
ケニアの不動産関連事業者は約 20 社。各企業は、それぞれの分野に強みを持つ（下表参
照）
。評価や調査、不動産開発、管理業務など、各関連業務ではリージェント・グループよ
り優良な企業はいるものの、自己評価では、手がける分野では、リージェント・グループは
常に業界内で 3 位以内に入ると自認している。したがって、総合力でも業界内で 3 位以内
であるという。

不動産業の領域とケニア企業の展開範囲
用地取得
資金調達 （投資・保有）
総合不動産業
不動産投資業
投資サービス業
プロパティ・マネージメント
ゼネコン

専門

企画開発

賃貸

管理

鑑定

外注
専門
専門
専門

リージェント・グループ
今後注力
ロイド・マシカ
ナイト・フランク
主力
出所：山口揚平［2008］“企業分析力養成講座”日本実業出版社p43を基にジェトロ作成

専門

主力

ビジネス拡大の上での挑戦
不動産市場に影響を与えるのは、
（１）各種インフラの利用可能性、
（２）不動産融資の貸
出利率、
（３）顧客の購買力である。このうち、ケニアで特に注意すべきは（１）各種イン
フラの利用可能性である。
低所得者向け住宅は年間 15 万戸の供給が必要と推計されている。
政府は、直接、住宅整備を行うなど、供給不足解消に取り組んでいる。しかし、本格的に住
宅の供給を増やすならば、道路、電気、上下水など、都市近郊のインフラを整備しなければ
ならない。都市近郊のインフラが整備されないために、近郊住宅地の整備が進まないのだ。
その結果、都市の必要なインフラが整う場所に需要が集中し、過度に土地・住宅価格が高く
なってしまっている。必要なインフラを整備すれば、民間業者が不足分を充足させるよう住
宅開発を進める。

2

同社の調査では、ナイロビ中心部商業地区のビル利用率は、2004 年以降、86.87%、91.54%
（2005 年）、96.06％（2006 年）と推移してきた（2007 年 4 月 15 日デイリーネーション紙）。
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将来展望
2009 年にはウガンダに進出し、ルワンダでは大規模な政府入札にも参加した。域内での
展開に徐々に力を入れていく。また、2012 年までには、不動産開発事業（上表では、企画
開発にあたる部分）も拡大させる。
観察
2008 年後半以後、ケニアの不動産市場の動向は読みづらくなった。金融危機後の世界不
況を理由として、中・高級住宅地区の販売不振や価格下落、不動産会社による新規開発契約
の低調などが報道された。しかし、その一方で、ナイロビ市による新規建設計画承認数や、
セメント生産と消費、不動産融資専門の 2 社による貸出額などは、2009 年第 1 四半期に前
年同期比で増加したことなども伝えられた3。筆者がリージェント・グループに面談を申し
込んだのは、メディアではなく、当の事業者の意見から不動産市場の本当の姿を理解するた
めだ。
企業としての強みは、リージェント・グループの場合、不動産関連事業を漏れなくこなせ
る総合力にあるように思われる。特に強力なのは、調査部門が毎年実施する商業ビル向けの
不動産鑑定・入居率・価格調査の類である。これらはデータベース化され、進出や移転を検
討する企業へのコンサルテーションの武器となっている。
バリュワーズによる調査・鑑定も、マネージメントによる賃貸・管理業務も、基本的には、
生み出す収益（フロー）がビジネスの柱である。一方、今後、注力するとされる不動産開発
と用地取得は、企業のバランスシート上、資産（アセット）保有比率が高まることを意味す
る。企業にとっては、資産を担保とした銀行借入なども容易になり、更なる規模拡大への足
がかりにもなる。しかし同時に、地価や開発する不動産の価値など、保有資産の時価に注意
を払う必要が出てくる。
情報ソース
・ リージェント・バリュワーズ面談（Mr. Godffrey Omondi, Director）11 月 17 日実施
・ リージェント・マネージメントウェブサイト（http://www.regent-mgt.com）2009 年
12 月 22 日アクセス
・ 山口揚平［2008］“企業分析力養成講座”日本実業出版社
・ 2007 年 4 月 15 日デイリーネーション紙
・ 2009 年 6 月 30 日スタンダード紙
・ 2009 年 7 月 20 日ビジネスデイリー紙

例えば、前者を伝える報道として、2009 年 6 月 30 日スタンダード紙。後者の場合、2009 年
7 月 20 日ビジネスデイリー紙などがある。
3
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【不動産】ロイド・マシカ
ナイロビ事務所
関

隆夫

企業概要
企業名：Lloyd Masika Limited
設立：1979 年
売上高：非開示
収益：不明
従業員：80 人（グループ全体）
ロイド・マシカは、ケニアの老舗不動産関連企業である。事業領域は、不動産鑑定と不動
産管理、住宅用・商用物件の販売代理業務である。不動産鑑定では、土地・建造物・農場な
どの資産や企業価値の査定、不動産取得にかかるアドバイスを行う。不動産管理・販売代理
業務では、ナイロビの商業施設の老舗、サリットセンターなどの有名物件も手がける。事務
所は、国内３ヵ所に構え、ナイロビ、モンバサ、エルドレットに有する。ウガンダとタンザ
ニアにも登記はしたが、営業はしていない。従業員は、80 名。内、15 人は不動産鑑定に携
わる。
参入経緯
ケニアの不動産関連企業は、その多くが 1923 年に個人企業として始まった「GA タイソ
ン」に出自を持つ。GA タイソンが現在に至るまでの変遷の中で、その従業員が次々と独立
して行き、ケニアの不動産関連企業を形成した1。ロイド・マシカも「GA タイソン」から
独立した企業の 1 社である。ロイド・マシカの当初の事業領域は、不動産鑑定であった。
商業ビルや住宅用物件などが、経済発展とともに増え、その管理が必要とされるに至り、ロ
イド・マシカは、不動産マネージメント・販売代理業務へと事業領域を拡げてきた。
市場動向
不動産市場は、世界経済危機以後、新聞紙上などメディアで不振が伝えられる。しかし、
不動産市場は、景気減速にはさほど影響を受けていない。不動産市場の実際の状況は、過去
数年の過熱状況から安定局面に入ったというのが正しい見方である。
不動産価格は下落して
おらず、場所によっては上昇しているところさえある。メディアによる報道は必ずしも事実
ではない。
不動産市場が、過去数年に渡り加熱気味だったのは、在外ケニア人からの需要の増加、イ

「GA タイソン」は、2009 年時点でもタイソンズ（Tysons Limited）として残る。その変遷
は、同社ウェブサイトで確認可能。
1

94
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

ンフレ高進による不動産投資への関心の高まり2に加えて、一部不動産仲介業者などが需要
増に乗じて過剰に利益追求していたことが要因である。
在外ケニア人の不動産市場への参加は、
過去 5～7 年の間の傾向である。在外ケニア人は、
住宅用アパート開発などに投資した。在外ケニア人の投資背景には２つの側面がある。資産
としての投資的側面と、祖国に住宅を保有する心理的側面である。心理的側面には、住宅開
発を通じて祖国の経済発展に参画したいという心理要因も働いている。但し、最近は、在外
ケニア人による投資が低調になってきている。
ナイロビ中心街の商業ビルへの需要も堅調である。建築物が古くて再開発が進まないのは、
郊外にまだ開発可能な土地が残されているため、
建て替えが郊外での新規建設よりも高くつ
くことや、古くても中心街という立地が魅力となり一定の需要があるためである。これに加
え、土地の利用手段の変更が難しいことも原因である。
中長期的な不動産市場の動向に不安はない。住宅用物件では、農村部から都市への移住は
続くが、土地供給は増えない。住宅開発も需要増加の速度には追いつかないため、価格は継
続的に上昇していく。経済が発展するにつれて、中間層向けの住宅需要が不動産市場を牽引
すると見込んでいる。
不動産市場へのソマリア資金の流入について、ソマリアからの出所不明の資金が不動産投
資で運用されていることに不動産業界は気づいている。しかし、不動産市場への影響は、あ
っても一部で、非常に限定的なものに留まると考えられている。
ビジネスモデル
ロイド・マシカの売上は、不動産鑑定が 60％を占める。この他、販売代理業務が 25％、
管理業務が 15％の割合である。不動産鑑定は好調に拡大してきた。銀行や保険会社、不動
産所有者、株式会社、政府などが、融資目的や会計目的などで、ますます不動産鑑定を必要
とするようになっている。販売代理業務では、物件の増加に伴い、かつてより販売代行の役
割が重要視されるようになっている。不動産管理業務では、不動産所有者が門番や階段部分
など、共用スペースの管理の重要性に気づき始め、管理を一括して委託することの利便性が
理解されるようになった。

2

インフレ局面では、資産価値を担保する意味合いで不動産投資への魅力が相対的に高まる。
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不動産業の領域とケニア企業の展開範囲
用地取得
資金調達 （投資・保有）
総合不動産業
不動産投資業
投資サービス業
プロパティ・マネージメント
ゼネコン
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リージェント・グループ
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主力
出所：山口揚平［2008］“企業分析力養成講座”日本実業出版社p43を基にジェトロ作成
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ビジネス拡大の上での挑戦
80 人中、15 人のスタッフが、不動産鑑定に従事し、売上の 60％を占める。不動産鑑定
は、付加価値の高い業務であり、高度なスキルの人材を必要とする。技能労働者は限られて
おり、その確保は、ビジネス拡大の上で挑戦となる。
将来展望
ロイド・マシカは、現在の事業領域である不動産鑑定と販売代理・不動産管理業務に集中
する。不動産開発には参入する意思はない。なぜなら、販売代理・不動産管理業務にとって
は、委託元である顧客との直接的な競争を招いてしまうからである。
タンザニアとウガンダに登記はしたが営業はしていない。管理上の問題からナイロビを拠
点にした方がサービス水準を維持できると考えたからである。必要であれば、ナイロビから
出張して不動産鑑定などを行う。
観察
不動産関連企業では、リージェント・グループに次ぐ面談。リージェント・グループの報
告に記したとおり、2008 年後半以後、ケニアの不動産市場の動向は読みづらくなった。金
融危機後の世界不況を理由として、中・高級住宅地区の販売不振や価格下落、不動産会社に
よる新規開発契約の低調などが報道された。しかし、その一方で、ナイロビ市による新規建
設計画承認数や、セメント生産と消費、不動産融資専門の 2 社による貸出額などは、2009
年第 1 四半期に前年同期比で増加したことなども伝えられた3。筆者がロイド・マシカに面
談を申し込んだのは、
複数の不動産関連企業の意見から不動産市場の現状を理解するためだ。
現況の不動産市場や、在外ケニア人の役割、ソマリア資金など、多くの点で、リージェン
ト・グループもロイド・マシカも見解を共有している。不動産業界では、認識を伝える報道
とは別に、業界内部の共通理解が形成されているように見受けられる。在外ケニア人の投資
背景においては、心理的側面も指摘された。これは、いわゆる「所有プレミアム」が在外ケ
ニア人にも働くことを示唆している。

例えば、前者を伝える報道として、2009 年 6 月 30 日スタンダード紙。後者の場合、2009 年
7 月 20 日ビジネスデイリー紙などがある。
3
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今後の事業展開戦略では、リージェント・グループとロイド・マシカの間に違いがみられ
る。リージェント・グループが事業領域を広げていこうとするのに対し、ロイド・マシカは
現在の事業に集中していく。おそらく、ロイド・マシカは、ケニアの不動産業界では古参企
業であるために、古くからの「つきあい」を大事にする企業風土であると推察される（リー
ジェント・グループは 1995 年設立の新興企業）。不動産事業は、日本でも「信用」がより
重視される業界である。ロイド・マシカは、長年ケニアで不動産業界を先導してきた会社で
もあり、
「専門性と培った信頼」を自身の成功のカギとして挙げている。近年の市場の加熱
要因に、一部業者による過剰利益追求の傾向を指摘することからも、企業倫理にも注意を払
っている様子がうかがえる。これは、信頼を基礎に置く不動産業界の姿勢と合致する。こう
したことから、近隣国に事務所を設置しない理由を「管理上の問題」とするのは、経営層の
目の届かないところでモラルハザードが起きる可能性を懸念していると考えられる。
国内で
は、西部の拠点として、エルドレッドに事務所を置いている。これは、エルドレッドが、立
地上、西部ケニアの各地をカバーしやすいためであるという。ロイド・マシカからは、拠点
を絞込むことで固定費抑制と企業統治を両立し、
高いサービス水準を維持しようとする姿勢
を垣間見ることができる。
情報ソース
・ ロイド・マシカ社面談（Mr. Stephen N. Waruhiu, Director）11 月 19 日実施
・ ロイド・マシカ社ウェブサイト（http://www.lloydmasika.co.ke）2009 年 12 月 23
日アクセス
・ タイソンズ社ウェブサイト（http://www.tysonskenya.com）2009 年 12 月 23 日アク
セス
・ 山口揚平［2008］“企業分析力養成講座”日本実業出版社
・ 2009 年 6 月 30 日スタンダード紙
・ 2009 年 7 月 20 日ビジネスデイリー紙
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【不動産】ナイト・フランク
ナイロビ事務所
関

隆夫

企業概要
企業名：Knight Frank Kenya
設立：1998 年
手数料（Rent-roll）収入：20 億 Ksh（グループ全体 19 億 5,000 万ドル）1
管理物件の総資産：不明（グループ全体 391 億ドル）
従業員：70 人（グループ全体 4,522 人）
ナイト・フランクは、英国に本拠を持ち、世界規模で展開する不動産関連企業である。同
社は「不動産コンサルタント」を自認するが、ケニアでの事業領域は、不動産管理が中核で
ある。この他、住宅用・商用物件の販売代理業務や不動産鑑定、プロジェクトマネージメン
トも手がける。ケニアでは、不動産管理{Knight Frank(Kenya) Ltd.}と、鑑定{Knight Frank
(Valuers) Ltd.}の 2 部門で登記してある。ナイト・フランクは、アフリカ 9 カ国2に進出し
ている。従業員は、世界で 4,500 人を超え、ケニアでは 80 名を雇用する（英国からの派遣
は 1 名のみ）
。ケニアから非事務所所在国の事業を請け負うこともある。これまでに、モザ
ンビーク、ルワンダ、ブルンジ、エチオピア、エリトリア、スーダン、モーリシャス、セイ
シェルで事業を手がけた。ケニアでの設立形態は、合弁企業である。出資比率は、英国とケ
ニアの 50％ずつ。ナイト・フランク英国パートナーが 50％、ファースト・チャータード・
セキュリティが 40％、ケニアの経営陣が 10％出資している。
参入経緯
ケニアへの進出は、1998 年にファースト・チャータード・セキュリティから誘いを受け
たことによる。当時、不動産事業に関与していたファースト・チャータード・セキュリティ
が不動産事業の外注先を探すに当り、ナイト・フランクに白羽の矢を立てた。不動産部門で
経験のある事業者をパートナーとして持てたことは、参入時に直面し得る困難を回避できた
点で、自社で一から始めるよりも有利であった。
市場動向
ケニアの不動産市場は、概して健全である。これまでの好況は、住宅建設とオフィス物件
への投資が牽引してきた。過去 10 年の間の変化は、インド系ケニア人が、ケニア国外から
国内に投資するようになったことに顕著に現れる。海外から資金を戻して、ケニア国内の不
動産に投資する状況さえ観察される。また、ケニアの中間層が、不動産融資を利用すること
で、住宅建設を牽引してきたのも新たな変化である。在外ケニア人からは、居住地の金融機
ケニアは 2007 年、グループ全体の年次は不明。
ケニア、ウガンダ、タンザニア、マラウイ、ザンビア、ジンバブエ、ボツワナ、南アフリカ共
和国、ナイジェリア。
1
2
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関の利率とケニアの住宅投資から得られる利子の差に着目して、
海外で借りた資金をケニア
の不動産投資で運用するケースも見られた。しかし、世界金融危機以後、この種の在外ケニ
ア人からの不動産投資は低調になった。
住宅建設は、中・高級層向け住宅供給が一時的に供給過剰な状態にある。しかし、価格が
大きく値下がるほどではない。オフィス物件は、近い将来、値崩れが予想される。現在、ケ
ニア（主にナイロビ）で建設中の物件が完成すれば、オフィス用面積は 20 万平方フィート
を超える。一方、需要は 5 万平方フィート程度であり、供給過剰幅が大きい。
ビジネスモデル
ナイト・フランクは、
都市部で優良物件を確保して適切に管理することで、
手数料を稼ぐ。
ナイロビなど、大都市を重視する。ケニアで管理する商業物件は 170 万平方フィート以上、
住宅物件は 600 軒以上である。管理の範疇には、物件の財務管理（家賃回収、会計記録の
作成など）
、事務管理（テナント選択、契約代行、公共料金支払いなど）
、物理的管理（治安、
公共スペースの維持・修繕など）を含む。ケニアでの 2007 年の手数料（Rent-roll）は、商
業物件が 14 億 Ksh、住宅物件が 6 億 Ksh の計 20 億 Ksh、商業物件が中心である。

不動産業の領域とケニア企業の展開範囲
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出所：山口揚平［2008］“企業分析力養成講座”日本実業出版社p43を基にジェトロ作成
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ビジネス拡大の上での挑戦
汚職は深刻な問題だ。加えて、法の未整備も課題となっている。マネーロンダリングを規
制する関連法が整備されていないため、ソマリアの海賊資金など、違法資金がケニアの不動
産に投資されており、資金洗浄手段となっている面は否定できない。一部に価格を歪める効
果もある。不動産にかかる商事紛争も解決が難しい。法を遵守しないために、契約を履行さ
せることに困難が伴う。土地の権利問題については、権利が本物かだけでなく、規制・保護
区内でないか等を、注意深く確認しなければならない。
人材獲得の面では、ケニアは周辺国と比べれば、優秀な人材が多い3。頭脳流出もあるが、
ケニア経済が好調だったこと、世界経済が低迷していることから、頭脳還流の傾向もある。
3

面談相手は、ケニア赴任前にタンザニアで駐在していた。
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優秀な人材を獲得する競争は、銀行と IT 部門との間である。
将来展望
ナイト・フランクは、ナイロビに注力していく。ルワンダへの進出を摸索しているが、先
行進出企業事例を基に慎重に検討している段階である。ルワンダは、投資促進を担うルワン
ダ開発委員会（RDB：Rwanda Development Board）など、他のアフリカ諸国と比べても
手続きなど迅速で非常に組織化された面がある。
一方で、
ルワンダは、権威主義的でもある。
例えば、ルワンダ歳入庁は徴税に熱心だが、会計への理解が薄いようだ。例えば、ケニアで
は、帳簿上の処理について、歳入庁職員に懇切丁寧に時間をかけて説明すれば、理解は得ら
れる。しかし、ルワンダでは、直ぐに銀行口座を凍結されたりする。ルワンダに商機を見出
して進出したものの、既に撤退（決定を含む）したケニア企業も 3 社4ある。
観察
不動産関連企業では、リージェント・グループとロイド・マシカに次ぐ 3 社目となる面
談。ナイト・フランクは、前 2 者と異なり、世界展開をする英国資本の多国籍企業である。
企業としての競争力の源泉は、その国際的ブランドにあるように思われる。管理物件は、住
宅用では、駐在員向け集合住宅など、中・高所得者向けに限られる。商業物件もケニアの高
級ショッピングセンターなどを抱える。ルワンダへの進出も検討しているが、ナイロビに注
力するのも、地域ハブとして、国際機関や多国籍企業の支店が多いためであるとしており、
狙う顧客層は、法人・個人を問わず、高級市場と言えるだろう。
用地取得の支援などは行うものの、ビジネスの主力は、賃貸・管理業務である。ケニア市
場での法の未整備や契約の履行の難しさを指摘するように、資産保有には慎重だ。高級市場
を対象に、魅力ある物件の管理を確保し、手数料を稼ぐフローのビジネスである。
現況の不動産市場や、在外ケニア人の役割、ソマリア資金など、多くの点で、リージェン
ト・グループやロイド・マシカとも見解を共有している。世界にネットワークを有する多国
籍企業ならではの強みか、
在外ケニア人やアジア系ケニア人の投資行動にも深い洞察を持っ
ており興味深い。
情報ソース
・ ナイト・フランク社面談（Mr. Ben Woodhams, Managing Director）2009 年 11 月
26 日実施
・ ナイト・フランク社ウェブサイト（http://www.knightfrank.com/kenya）2009 年 12
月 23 日アクセス
・ ナイト・フランク社プレゼンテーション資料
・ 山口揚平［2008］“企業分析力養成講座”日本実業出版社
4

KK セキュリティ（保安）
、Davis＆Sheriff（水道ポンプなど）と、もう一社（名称不明）
。
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【メディア】スキャングループ
ナイロビ事務所
関

隆夫

企業概要
企業名： Scangroup Limited
設立：2005 年（前身は 1983 年）
売上高（2008 年）
：57 億 8,972 万 Ksh（グループ全体）
収益（同上）
：3 億 1,579 万 Ksh（グループ全体）
従業員：356 人（グループ全体）
スキャングループは、広告代理店業、マーケティング・コンサルタント、メディア投資管
理、広報、実験的マーケティングなどを行う広告企業群の持ち株会社である。売上では同業
界世界第 2 位を誇る IPP グループに属する。スキャングループの傘下には、マッキャン・
エリクソン1や、トンプソン2などの世界的広告ブランドを含む 13 社がある。中核企業、ロ
ウ・スキャナド（Lowe Scanad）は、スキャナド・マーケティングとして 1983 年設立され
た。同社は、ケニア以外に、タンザニア（1990 年）とウガンダ（1992 年）に進出し、2002
年からはロウグループと提携し、ロウ・スキャナドとなった。顧客は進出先以外にも、ガー
ナやジンバブエ、モーリシャス、DRC、マラウイ、アンゴラ、モザンビークにも抱える。
面談者によると、ケニアでは、スキャングループの市場シェアは 52％、業界 2 位が 28％と
推計されている3。2006 年からは、スキャングループとしてナイロビ証券取引所に上場して
いる。2008 年 9 月時点の株主構成は、筆頭株主が IPP グループ子会社「Cavendish S.
Holding BV」で 27.5%、順に一般株主 25.24％、創業者 20.63％と続く。
市場動向
広告業界は、テレビやラジオを媒体として、大きく成長してきた。2008 年の広告業界の
成長は、2007 年末の総選挙後の混乱が影響し、経済活動が落ち込んだために鈍化した。そ
れでも同業界は 36％の成長を記録した。現在は、2008 年の落ち込みから回復途上であり、
2012 年まで順調な成長を期待している。
成長を牽引するのは、携帯電話事業者であり、多くのサブサハラ・アフリカ域内で同じ傾
向である。飲料メーカーも広告支出が高いと考えられるものの、その多くが統計には表出し
ない。広告媒体としては、ラジオを通じた広告への支出が大きい。ラジオは、農村部でも普
及しており、費用対効果が高い。特にウガンダでは、FM 放送局が 140 局あるとされるた
1

スタンダードチャータード銀行、ネスレ、コカ・コーラなどを顧客に持つ。
メディア企業 KTN や GM 東アフリカ、ケニア商業銀行などを顧客に持つ。
3 Quantitative Revisions によれば、2008 年の市場シェアは、スキャングループ（53％）
、 ZK
Advertising（16％）、Ogilvy East Africa（14％）、Ayton Young & Rubicam（7％）、Access Leo
Burnett（3％）、その他（7％）
。
2
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め、それぞれの地域での広告露出を増やそうとすると、ラジオへの広告支出が多くなる。一
方、タンザニアは、域内ではテレビへの広告支出が相対的に大きい。テレビ広告とは言って
も、制作費の低い紙芝居のような宣伝も多く、凝った作りではない。このため、比較的安価
で利用可能であり、地域ごとのローカル局も多いことがテレビ広告利用を増やしている。
新しい広告媒体も増えている。街頭看板の増加は、マタトゥ（小型乗り合い自動車）を利
用する通勤者などへの効果的な宣伝方法として認識されるようになった。
インターネットの
広告利用も新しい媒体である。しかし、インターネット利用率が低いことから、広告媒体と
しては今後が期待されるメディアである。利用率の観点からは、携帯電話を利用した広告が
注目される。SMS（ショート・メッセージ）を利用した広告は、携帯電話事業者が利用し
始めているが、スキャナドでも顧客に対して提案している。
ビジネスモデル
スキャングループは、広告代理店として、複数代理店（Multi-Agency）モデルを採用し
ているのが大きな特徴である。各企業群は、総務、経理、情報システム部門などの管理部門
を共有する以外は、独立採算制を採っている。各広告代理店ブランドは、特定の顧客に応じ
たサービスを提供し、多国籍企業に対して、本拠地や各進出先で利用する広告代理店のブラ
ンドをケニアで提供することによって顧客取り込みを図っている。傘下の企業が独自に目標
設定し、活動している。
ビジネス拡大の上での挑戦
広告業界の業界団体として、広告協会（Association of Practitioners in Advertising）が
ある4。しかし、業界としては十分に組織化されておらず、低水準の広告事業者も存在する。
広告業者の中には、顧客との契約どおりの回数の広告を打たない業者もある。コンプライア
ンスの問題は、広告業界全体の信頼失墜につながりかねないだけに、懸念される。また、法
律面では、屋外広告を規定する「Physical Planning Act」の内容が、新たな広告技術の登
場によって現実にそぐわないものになっていることが知られている5。
観察
広告業は、近年大きく伸びてきた産業の一つである。新聞報道によれば、ケニアの広告市
場は、2008 年に 156 億 Ksh を記録6、2009 年第 1 四半期には、48 億 4,100 万 Ksh（前年
同期は 35 億 8,900 万 Ksh）と 2008 年を上回るペースであるという7。広告業界の好調は、
大口広告主である携帯電話会社の競争激化によるところが大きい。例えば、2007 年には、
ケニアで携帯電話会社首位のサファリコムは 16 億 Ksh を広告費に支出、業界 2 位のセル

4

近隣国では、ウガンダに広告業界の業界団体があるという。

5

2007 年 10 月 1 日ビジネスデイリー紙

6

2009 年 1 月 17 日スタンダード紙
2009 年 6 月 18 日ビジネスデイリー紙

7
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テル（現、Zain）も 6 億 Ksh を支出した8。2008 年では、携帯電話会社の広告費支出合計
が 38 億 Ksh（前年比 70%増）となり、全広告費の 30%が電話会社によるものだった9。ス
キャングループの傘下企業ユニバーサル・マッキャンとの面談では、電話会社の積極攻勢が
ケニアだけの現象ではなく、サブサハラ・アフリカ域内全体でのことだと確認された。
広告市場の活況は、新たな企業進出も生んだ。例えば、ヤング・アンド・ルビカム（Young
and Rubicam）が、交通の便のよさなどを考慮した結果、アフリカ地区代表事務所を南ア
フリカ共和国からケニアへと移転させた10。業界が十分に組織化されていないとの指摘から
は、同業界では実績のある企業だけでなく、新たに参入する企業が勃興している様子もうか
がえる。
広告媒体では、ラジオが主流を占める。FM 局の乱立はウガンダだけでなく、各地で見ら
れる現象である。
ラジオの広告媒体としての重要性はますます高まっているようだ。一方で、
ラジオ局の乱立は、視聴者の好みの細分化を招き、広告主にとっては従来以上に費用対効果
を精査する必要が生まれる。広告業界には、ラジオ局の視聴者層の分析などを通じて、各顧
客に最も適したラジオ局を提案する必要が生まれよう。
広告手法の広がりも新たな潮流である。インターネット広告や携帯電話の SMS の利用が
代表的な新手法だが、この他、大型映像装置を使った街頭モニターや、荷台を丸ごと広告ス
ペースとするトラック、屋根を宣伝スペースとするタクシー、役者による交差点での広告パ
フォーマンスなども生まれている11。これらの手法は、数年前までには存在しなった。
企業としての強みは、複数代理店モデルに尽きる。需要側では、国際ブランドを複数傘下
に持つことで、
多国籍企業や大口広告主である携帯電話事業者などの優良広告主を確保でき
ている。一方の供給側では、新たな広告手法にも対応できており、管理部門を共有すること
で、コスト削減効果も得られている。広告業界での競争力の源泉となる資産は、主に「人材」
だと考えられる。今後、同社が競争力を確保し続けられるかは、コピーライターなど、優秀
な人材を確保し続けられるかもポイントとなるであろう。
情報ソース
・ユニバーサル・マッキャン社面談（Ms.Monica Kambo, General Manager）2009 年 11
月 17 日面談（注：同社はスキャングループ傘下の企業）
・スキャングループウェブサイト（http://www.scangroup.biz）2009 年 12 月 24 日アクセ
ス
2008 年 2 月 5 日デイリーネーション紙
2009 年 1 月 17 日スタンダード紙
10 2007 年 4 月 1 日ビジネスデイリー紙
11 大型映像装置を使う街頭モニターを手がける企業として、例えば、Live＆Motion 社がある。
タクシー広告を手がける企業としては、Admove Advertising 社や Cab Adverts 社がある。
8
9

103
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

・Quantitative Revisions ウェブサイト（http://www.qrevisions.com）2009 年 12 月 24 日
アクセス
・2007 年 4 月 1 日ビジネスデイリー紙
・2007 年 10 月 1 日ビジネスデイリー紙
・2008 年 2 月 5 日デイリーネーション紙
・2009 年 1 月 17 日スタンダード紙
・2009 年 6 月 18 日ビジネスデイリー紙
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【日用品】ビドコ・オイル・リファイナリーズ
海外調査部 中東アフリカ課
広木 拓
企業概要
企業名： Bidco Oil Refineries Ltd
設立：1970 年
営業利益：非公表
従業員：約 3,000 人（うち、ケニアのティカにある工場だけで約 1,200 人）
ビドコ・オイル・リファイナリーズ（以下、ビドコ）は東アフリカ地域で展開している、
食用油や石鹸・洗剤のメーカーだ。1970 年にケニアで衣類工場として創業したビドコは、
85 年に石鹸の製造工場を、91 年に精油工場をそれぞれ建設した。98 年にウンガ・グルー
プからとうもろこし油のブランド「ELIANTO」を、2002 年にユニリーバから同社の食用
油における全ブランドを買収した。その後、タンザニアやウガンダにも生産拠点を設けた。
現在、周辺国を含む東アフリカ諸国において、多様な種類の食用油や石鹸・洗剤を販売して
いる。
消費者は品質よりも価格を重視
ビドコは「スーパーブランド1」として認識されたブランドを２つ有している。食用油（シ
ョートニング）の「KIMBO」と、とうもろこし油の「ELIANTO」だ。両ブランドとも、
もともとは別会社（前者はユニリーバ、後者はウンガ・グループ）からビドコが買い取った
ものである。1940 年代から 1980 年代中旬まで、
「KIMBO」はアフリカで生産される唯一
の食用油だったため、同製品の東アフリカに占めるシェアはほぼ 100%であった。その後
「KIMBO」は新規参入した他社製品との競争にさらされることになったが、東アフリカに
古くから浸透するブランドとしての強みは現在も変わらない。一方で「ELIANTO」も、同
地域において圧倒的に強いブランドだ。スーパーブランドによると、「ELIANTO」はとう
もろこし油のケニア市場シェアの約 9 割、東アフリカ市場シェアの約 8 割を占めるという。
ビドコによる製品は、
「KIMBO」
「ELIANTO」に限らず、どれも健康志向を前面にうた
う商品となっている。ヴィマル・シャー社長によると、ビドコの創業精神は、消費者の健康
的な生活を目指すという点にあるという。すなわち、商品の健康志向はこの創業精神に当て
はまるものであり、近年に入って新しく始めたイメージ戦略ではないとのことだ。ただし、
東アフリカの消費者は必ずしも品質を重視するわけではなく、消費者の最大の関心事項は価
格にあると同氏は見ている。日本の消費者のように、高品質の商品であれば高価格でも購入
するという消費者は尐ないため、同地域では、商品をいかに低価格で売るかが最も重要であ
るという。
1

世界のブランド認定団体スーパーブランドが認定する、競争力のあるブランド。
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消費者は所得に見合った商品しか買うことができないため、
ビドコは多様な所得層のニーズ
に合わせるために、
自社製品を小パックから大パックまでいくつものサイズで販売している。
小パックは主に低所得層向け、大パックは主に中高所得層向けだ。
現在、ビドコは生産価格を引き下げる計画を立てている。同社のひまわり油は現地で調達
できるものの、
主要原材料の１つであるパーム油はインドネシアなどからの輸入に頼ってい
る。この輸送コストは、インドネシアからモンバサ港までで１トンあたり 45～50 ドル、さ
らにモンバサ港からウガンダまでで１トンあたり 50 ドルかかるため、ウガンダの工場で製
品を生産する場合は１トンあたり合計 100 ドルが追加でかかっている計算になる。このコ
スト削減を図るために、ビドコはウガンダにおいてパームのプランテーションを始めた。今
後は、とうもろこし油だけでなく、パーム油の現地調達率も上げていく方針である。
日本の「現場改善」の考え方を取り入れている工場
ビドコが持つ最大の生産工場はケニア・ナイロビから車で 1 時間ほど離れたティカにあ
る。この工場は１日４時間、週７日稼働しており、従業員は約 1,200 人いる。工場では、
日本の「現場改善（GEMBA KAIZEN）」の考え方を取り入れており、
「5S（整理・整頓・
清掃・清潔・しつけ）
」のスワヒリ語版「5K」を工場内に浸透させている。シャー社長によ
ると、
「現場改善」の考え方は一斉研修で広めるのではなく、従業員が上司から指導を受け
る日々の過程で学んでもらう方針をとっているという。毎朝工場稼動前にも、従業員は一堂
に会し、手をつないでこの「5K」の宣言を行う。
ビドコは、社会的責任としても雇用を重視しており、全ての従業員にとって働きやすい職
場環境の確保に努めているという。
マラリア予防を含む健康関連プログラムの運用はその一
例だ。また、ティカ工場が 07 年末以降の国内混乱時も休まずに稼動できたことは、従業員
重視の結果だとシャー社長は語る。07 年末に行われた大統領選以降、ケニア国内は混乱に
陥り、数百人にまで上る犠牲者が出たとされる。しかしその混乱が発生し始めた当初、ティ
カ工場では従業員を家に帰さずに、お互いの話し合いの場を設けた。このことで、ティカで
は無差別の暴力事件は起きず、平和な町であり続けることが可能となったという。シャー社
長は、ビドコがバリューチェーンの中で最も重視するのは従業員だと語る。ビドコの製品や
ブランドを他社が真似することは可能だが、
従業員が持つ精神までは真似することはできな
いからだとのことだ。
アフリカのビジネス環境は良好
ビドコは、アフリカ市場にはまだまだ開拓の余地があり、有望な市場だと捉えている。多
くのアフリカ諸国では、
水・電気などのインフラや各種制度が十分に整備されていないため、
問題が発生した場合の対処法を常に準備しておく必要がある。しかし、不況に陥っている欧
米諸国や日本に比べれば、ずっとプラス成長を続けているアフリカの方が、ビジネスで利益
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を上げやすい環境にある、とシャー社長はいう。同氏は、ケニアは先進国市場に比べれば未
だに競争は激しくなく、金融セクターも安定しているため、ビジネス環境は良好だと語る。
ビドコは、2030 年までに自社製品をアフリカ市場シェアでトップにすることを目標とし
て掲げている。ビドコは現在上場企業ではないが、資金を幅広く調達する手段として、上場
することを計画しているという。また同社は、コーヒーや園芸事業など、他の事業に手を広
げる可能性も検討している。
情報ソース
・2009 年 11 月 27 日 Director Vimal B. Shah 氏インタビュー
・Bidco Oil Refineries Ltd ホームページ http://www.bidco-oil.com/
・スーパーブランド ホームページ http://www.superbrands.com/
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【航空】エチオピア航空（エチオピア）
海外調査部 中東アフリカ課
広木 拓
企業概要
企業名： Ethiopian Airlines
設立：1945 年 12 月
売上高：122 億 birr（08/09 年度、前年比 32.8%増）
利益：13 億 4,500 億 birr（08/09 年度、前年比 165%増）
従業員数：5,283 人（09 年 10 月末時点）
エチオピア航空はエチオピアのフラッグ・キャリア航空会社であり、同国政府から 100%
出資を受けている。同社売上の 4 分の 3 は旅客運送によるもので、08/09 年度の利用者は
280 万人（前年比 12.3%増）であった。就航都市数は、国際線は首都アディスアベバを含む
56 都市、国内線は 15 都市に達している。一方、全体の売上に占める貨物輸送のシェアは
15%前後を占めており、この割合は徐々に上がっている。現在、貨物ネットワークは 23 都
市に広がっており、
エチオピア航空はアフリカの航空会社の中では貨物輸送にも強みを持っ
ていると言える。08/09 年度の貨物取扱量は 10 万 1,000 トン（前年比 38.4%増）であった。
中国路線が充実化
売上収入を地域別にみると、国内線（エチオピア）と、国際線のアフリカ、欧米、中東・
アジアの４地域が、それぞれほぼ 4 分の 1 ずつとバランスよく分かれている。同社ナイロ
ビ支店の地域統括者テドラ氏によると、1996 年より以前は欧米路線が就航していなかった
ので、欧米地域からの収入シェアはとても尐なかったはずだという。また、エチオピア航空
は古くから続く中国路線の充実化も図っている。エチオピア航空は 1975 年に北京路線を、
2004 年に広州路線をそれぞれ開設。2000 年代初頭には 1 カ月に 2 便しか飛んでいなかっ
た中国路線を、09 年 6 月には週 11 便（北京 5 便、広州 6 便）にまで拡張している。現在、
アフリカ域内だけでなく、欧米や中東・アジアでの売上が重要な収入源にまで成長している
ことは、同社の地域
拡 大戦 略が 功を 奏
し た結 果だ と言 え
る。
エチオピア航空
の特徴として、ケー
タリングなど、航空
サ ービ スに かか る
全 ての 関連 業務 を
内 製化 して いる こ
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とも挙げられる。テドラ氏によると、関連業務を外注するとコスト高になるため、エチオピ
ア航空では全てを自社内で完結させることでコストを低く抑えていると言う。
勤務年数に応じた社員表彰制度を導入
エチオピア航空は、人材育成を全て自社内で実施しており、パイロットや客室乗務員も自
社プログラムで養成する。
路線の開設に合わせてエチオピア人以外の客室乗務員を雇うこと
もしばしばある。07/08 年度に客室乗務員として採用した約 130 人のうち、中国人は 5 人含
まれていた。この 5 人は、現在北京路線に従事している。
人材の確保はエチオピア航空にとっても重要な課題だ。
愛社精神を従業員に持ってもらう
ために、エチオピア航空には勤続年数に応じた社員表彰制度が設けられている。対象者は１
年目から 40 年目までと幅広く、
表彰状の贈呈や小規模な社内レセプションを実施している。
テドラ氏によると、
勤務年数に応じた表彰制度というのはエチオピア企業でも珍しい制度で
あり、米企業から導入したものだという。07/08 年度に表彰された 25、30、35、40 年目の
社員は、合計で 156 人に達した。
今後は他の航空会社との競争激化へ
近年、毎年乗客数は継続的に増加しているが、テドラ氏によると、これはエチオピア航空
の海外ネットワークの拡大によるところが大きいという。エチオピア航空は、毎年新規路線
を 2 本設ける方針を採っており、どの都市に就航すれば潜在的な顧客を確保できるかの市
場調査を欠かしていない。
現在エチオピア航空は、
西アフリカにおける地域拠点をトーゴの首都ロメに置くことを検
討している。同都市の地理的位置や、ナイジェリアなど周辺国と比較した際の投資コストの
相対的安さ、トーゴ人の冷静な国民性、トーゴが西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）
加盟国であること等の要素が、
ロメの持つ魅力であると同社ナイロビ支店のセールス統括者
マクレオド氏はいう。
なお、エチオピア航空は世界的ネットワークを持っているアフリカの航空会社として、こ
れまでアフリカ航空市場ではほぼ独占的な地位を占めてきた。しかし、最近は中東や欧州の
航空会社がアフリカ路線を拡張し始めている。このため、エチオピア航空は他の航空会社と
の激しい競争に直面していくことが見込まれる。
情報ソース
・2009 年 11 月 26 日 ナイロビ支店の Regional Manager/ Konjit Tedla 氏および Sales
Manager/ Weyama J. Macleod 氏インタビュー
・エチオピア航空ホームページ http://www.ethiopianairlines.com/
・エチオピア航空「Annual Report」各年版
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【自動車】タタ・アフリカ・ホールディングス・タンザニア（タンザニア）
海外調査部 中東アフリカ課
広木 拓
企業概要
企業名：Tata Africa Holdings (Tanzania) Ltd.
設立：1995 年
営業利益：非公表
従業員：70 人（うち、インドからの派遣駐在員は 7 人）
タタ・アフリカ・ホールディングス・タンザニア（以下、タタ・タンザニア）は、タタ・
モーターズとタタ大宇の中型商用車を販売している。他に、鉱業部門用の工業化学製品、繊
維製品、化粧品・革製品、ガラス製品、飲食料、医薬品の販売や建設業など、自動車販売と
は全く異なる分野のビジネスを手がけることもある。
中古車との競争にさらされる新車販売
タタ・タンザニアのビシュト専務取締役によると、同社の売上全体のうち、中型商用車の
販売売上が約半分を占める。中型商用車の販売台数は年間 500 台で、タンザニアでの市場
シェアの推計は 30～40%もしくはそれ以上である。しかし、これは新車市場での話で、中
古車市場も含めた上でのシェアは、約 10%と見られるという。
タタ・タンザニアが販売している自動車は中型商用車のみで、乗用車など他の種類は扱っ
ていない。これには 3 つの背景がある。1 つ目は、新車には価格競争力がない点だ。タンザ
ニアでは、新車に対して輸入税が 25%、さらに消費税が 25%かかり、当初の自動車価格に
50%もの税が上乗せされてしまう計算となるという。2 つ目に、タンザニアではローン制度
が一般的でない点が挙げられる。
このためタンザニア人は自動車を現金で購入せざるを得な
いが、現金で新車を買えるような消費者はごく一部の高所得層に限られる。3 つ目は、中古
車市場との競争だ。上述の背景があるため、タンザニアでは中古車の売買が一般的で、特に
乗用車やバスはほぼ全て中古車である。
タタ・タンザニアが、中型商用車を唯一取り扱っているのは、価格以外のサービスをセー
ルスポイントにできるからだとビシュト専務は説明する。中型商用車販売の主な顧客は大企
業であるため、価格だけでなくメンテナンス・サービスも重視されるという。とは言え、中
型商用車の販売も、やはり中古車との競争にさらされている。中古車の売れ行きの勢いが一
時期ほどはなくなったため、最近の中古車販売価格は 2～4 割程度低下していることも、同
社にとっては懸念事項である。
現地での情報収集を最重要視
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しかしながら、ビシュト専務によれば、タタ・タンザニアの本来の拠点設立目的は、自動
車販売ではない。同社は、タンザニアにおける新規ビジネスの機会を探し、有望な案件情報
を本社に伝えるという役目を担っている。タタ・タンザニアには、インドのタタ・グループ
本社から派遣されている駐在員が 6 人いる。この駐在員はグループ内の様々な部門から派
遣されてきており、タタ・タンザニアにおいてもそれぞれの専門分野を担当している。
すなわち、タタ・タンザニアの設立は、一種の先行投資として位置づけられる。現在手が
けている自動車販売だけに傾倒してしまうと、本来の目的である情報収集ができなくなる恐
れがあるという。このため、同社の年間販売台数の目標は 1,000 台（実績は 500 台）では
あるが、同社は実際には自動車の販路拡大にはそこまで注力していない。
なお、タンザニアには、インド出自のタンザニア国籍住民が 5～6 万人いるという。この
インド系タンザニア人はほとんどが中間層であり、
歴史的にビジネスをしてきた人たちが多
い。タタ・タンザニアはこのインド系タンザニア人ネットワークにも着目し、自社のビジネ
ス上でも有効活用している。
中小企業には魅力的に映り得る市場
1961 年の独立当初、タンザニアは社会主義型の経済体制であったが、1986 年以降、市場
経済へと経済政策を転換した。特に 2001 年以降、同国は 8 年連続で実質 GDP 成長率が 5%
以上であり続けるなど、著しい経済成長を遂げている。ただし、GDP 総額は 222 億ドル（09
年名目、IMF 推計値）
、人口は 4,054 万人（同）と、タンザニアの市場規模が小さいのも確
かである。サブサハラ・アフリカ全体を見ても、GDP 総額は 9,197 億ドル（09 年名目、IMF
推計値）と、全世界の 1.6%しか占めていない。ビシュト専務は、大企業がアフリカに進出
しない理由には、こういったアフリカの市場規模の問題が大きいと考えている。日本の有名
企業には大企業が多く、
小規模な市場しかないアフリカに進出するメリットが尐ないのでは
ないか、と語る。
また、アフリカにおけるビジネス上の最大の問題として、ビシュト専務はインフラが未整
備である点を挙げた。これは他の日系企業も指摘している点だ。2007 年にジェトロが実施
した「在アフリカ進出日系企業実態調査」によると、経営上の問題点に「インフラの未整備」
を挙げる在アフリカ日系企業は 65%にも上っている。回答者を在東アフリカの日系企業に
限定すると、この選択率は 95%にまで上昇する。
しかし、市場の小ささとインフラの不足というデメリットが講じて、アフリカ市場には世
界の他地域ほど多くの競争相手がいない、とビシュト専務は言う。このため、アフリカでの
収益率は他地域に比べるとずっと高いとのことだ。すなわちアフリカ市場は、大企業にとっ
てはそこまで魅力がなくても、
中小企業にとっては参入するメリットが十分あると考えられ
る。アフリカの消費市場が、全体として拡大傾向にある点も特筆すべきである。
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アフリカ諸国では先進国のようにビジネス環境が十分に整っていない場合が確かに多い。
しかし、厳しい環境だからこそ、中小企業にとっては途上国におけるビジネスのノウハウを
学べるチャンスになるのだとビシュト専務は力説する。タタ・グループは、インド国内では
大企業の地位を確立しているものの、外国では必ずしもそうではないという。タタ・グルー
プがアフリカに進出してタタ・タンザニアなどいくつか拠点を設けているのも、尐しでも利
益が上がるビジネスを探しているためだ。アフリカでは、厳しい環境との戦いが主戦場であ
り、競合他社との戦いは先進国ほど激しくない。タタ・タンザニアは、このことをむしろチ
ャンスだと捉えているのである。
情報ソース
・2009 年 12 月 1 日 Tata Africa Holdings (Tanzania) Ltd. Executive Director Anand S.
Bisht 氏インタビュー
・Tata Africa Holdings ホームページ http://www.tataafrica.com/
・ジェトロ「在アフリカ進出日系企業実態調査-2007 年度-」
・IMF「World Economic Outlook Database, October 2009」
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ナイジェリア消費市場の動向
ラゴス事務所
志釜 研作
はじめに
ナイジェリア経済は、国家歳入の 8 割、輸出の 9 割を原油に支えられている。2008 年半
ばまで数年間続いた油価高騰によって、実質 GDP 成長率は 2005 年から 2008 年まで年平
均 6％を超える高い数値を記録した（IMF）。外貨準備高は 2008 年 9 月末には 620.7 億ド
ルまで上昇し（ナイジェリア中央銀行）、2005 年にオバサンジョ政権が商業銀行の統廃合を
実施、2006 年には中銀が市中への外貨供給基準を緩和したことも手伝って「金回りがいい」
市場となった。新興国「ネクスト 11」の 1 カ国としてベトナムやメキシコと共に注目もさ
れるようになった。
同国市場が注目
される理由には、1
億 4,630 万人（2008
年）という豊富な人
口があげられる（英
国 EIU 2010 年 2 月
ナイジェリア経済
レポート）。国連に
よれば、2005 年の
人口構成が 19 歳以
下人口が 7,596 万人、
29 歳以下人口が 1
億 39 万人であるが、2030 年には 1 億 156 万人（19 歳以下）
、1 億 4,415 万人（29 歳以下）、
2050 年には 1 億 448 万人（19 歳以下）、1 億 5,312 万人（29 歳以下）と若年層人口が増加
し、2050 年の総人口は 2008 年比で約 2 倍の 2 億 8,908 万人に到達する見込みだ。
原油高によってもたらされた高成長によりサービス業において多角化が図られ、2008 年
にはラゴス市内でも寿司を提供するレストランが 2 箇所から 5 箇所へ増加、2005 年末に南
ア系小売大手ショップライト（Shoprite）が入店したショッピング・モール内に、2009 年
始めにボウリング場が出現するなどの動きがある。また、フィナンシャル・タイムズ（2009
年 7 月 21 日付け）でも、ナイジェリアの「中間層の出現」が取り上げられるなど、
「消費
者市場」としても熱い眼差しを向けられている。ナイジェリアに進出する南ア系プロテア・
ホテル(Protea Hotel)のピーター・ベッカー氏（Mr. Pieter Bekker）も、
「週末に家族連れ
で宿泊するナイジェリア人家族が現れた」として、中間層の出現を認識している。個人で銀
行の自動車ローンを組むケースが多尐増えてきている事実も、今までとは違った消費スタイ
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ルであり、中間層出現の 1 つの裏づけであると言える。経済紙「アフリカン・ビジネス 2009
年 10 月号」でもナイジェリアの中間層特集が組まれており、同国内のギネスビールの販売
量が英国に次いで世界 2 位であることや、ファーストフード店「ミスター・ビッグス(Mr.
Bigg’s)」の店舗数がここ 10 年で 10 から 185 店舗に急拡大したことなど、消費拡大事例を
紹介している。他方、2009 年は金融危機の影響と商業銀行の不良債権が発覚し、一時「バ
ブル経済」となっていった同国の実質 GDP 成長率（2009 年）は前年比 2.9％にまで落ち込
み（IMF）
、自動車などの耐久消費財の販売も前年比大幅に下落したとの声をよく耳にする。
参考までに、ナイジェリアの消費数値を幾つか列挙してみる。鉄鋼 135 万トン（1 人あた
り 9.1kg、2007 年）
、穀物 1,844 万トン（1 人あたり 148kg、2003 年）、砂糖 122 万トン（1
人あたり 9kg、2003 年）
、紙類 59 万トン（1 人あたり 4.3kg、2006 年）
、肥料（窒素 5.6
万トン、りん酸 1.8 万トン、カリ 1.4 万トン、2007 年）
、漁獲量 53 万トン（2007 年）（二
宮書店「2010 データブック－世界各国要覧と最新統計－」）。
原油価格が上昇し世界経済が上向き始めた今、「中間層」や「人口増」が注目されるナイ
ジェリアは、今後「儲かる市場」として消費の更なる拡大や多様化が予想される。
消費行動の変化、中間層の台頭
英国調査会社ユーロモニター・イ
ンターナショナル（以下、ユーロモ
ニター）によれば、ナイジェリアに
おいて年間可処分所得が 1,750 ドル
以上 2,500 ドル未満の人口比率が
2000 年は 12.97％だったのに対し
て、2005 年は 18.54％、2,500 ドル
以上 5,000 ドル未満が 6.66％
（2000
年）から 9.78％（2005 年）
、5,000
ドル以上 7,500 ドル未満は 1.72％
（2000 年）から 2.61％（2005 年）
へと大きな変化を遂げている。2003
年から 2008 年にかけての 1 人あたりの可処分所得増加率は 70％にものぼる。また、消費
支出のカテゴリー別比率を見ると、2000 年は健康用品・医療：3.22％、通信：2.18％、レ
ジャー娯楽：3.02％であったのに対して、2005 年はそれぞれ 4.37％、2.9％、3.87％と尐し
ではあるが増加しており、消費行動の変化が見て取れる。また、パッケージ・加工食品の 1
人あたり消費量についても、2005 年には 2000 年比で菓子類が 14.63％、パンが 26.38％、
パスタが 15.56％、缶詰食品が 10.54％、冷凍食品が 16.93％、乾燥加工食品が 4.81％とそ
れぞれ増加している。外食における 1 人あたり支出も、2005 年において 2000 年比でレス
トランが 1.83 倍、ファーストフードが 2.29 倍増であり、全体でも 1.83 倍増となっている。
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次の表の通り、耐久消費財についても、所有世帯数が増えてきている。銀行 ATM カードや
クレジットカード保有枚数も 2000 年に 12,451,000 枚であったが、2005 年には約 2 倍の
25,355,000 枚にまで増加している。
ナイジェリア国内の 100 世帯当たりの各耐久消費財所有世帯数
1995 年

2000 年

2005 年

2010 年

2015 年

ラジオ・カセットテープレコーダー

52.20

57.69

63.21

68.75

74.25

カラーテレビ

38.39

46.72

54.78

62.89

70.96

冷蔵庫

37.67

40.20

42.79

45.34

47.94

冷凍庫

1.66

2.59

3.52

4.38

5.28

エアコン

13.07

14.14

14.89

15.59

16.32

パソコン

2.20

11.88

13.34

14.64

15.94

カメラ

1.47

2.91

4.31

5.73

7.15

乗用車

0.30

0.37

0.46

0.59

0.68

出所：ユーロモニターインターナショナル 'Consumer Lifestyles - Nigeria' 2007 年 2 月

ナイジェリア連邦統計局が 07 年に発行した「ナイジェリアの中間層」では、ナイジェリ
ア全体の平均として、世帯主における食料品向け支出の割合が 1996 年は 63.6％であったが、
2004 年は 47.32％にまで減尐しているという統計データが掲載されている。1 人暮らしや
共働き世帯数も尐しながら増加しているという。
今から約 10 年前にラゴスに駐在していた日系企業駐在員は、2008 年に再度駐在時に「以
前はラゴス市内のレストランなどで若いカップルを見かけることは、
まずなかった」として、
その変化に驚いている。国内有数の大学として知られる国立イバダン大学（オヨ州）を卒業
したナイジェリア人に最近の大学生に人気の職種を聞いたところ、石油・ガス企業に加えて、
銀行、保険、通信セクターが挙げられた。確かに、金融危機以前にはラゴス市内のレストラ
ンでパーティーを開いている光景をよく見かけた。
あふれる中国製品
大量に押し寄せる安価な中国製品や低価格サービスは、
低所得層や民間企業の購買を刺激
している。ナイジェリアの輸入最大相手国は 07 年から中国がトップにたった。08 年も中国
からの輸入額は 67 億 5,813 万ドル（中国税関）で前年比 77.8%増となっており、繊維製品、
殺虫剤、靴、かつら、鉄鋼・アルミニウム製品、建設機械、自動車、家電製品などは前年比
50%以上の伸びとなっている。繊維製品のほとんどが輸入禁止品目に指定されているが、隣
国ベニンなどから陸路で大量にナイジェリアに雪崩れ込んでいるのが現状だ。中間層の出現
というものの、ナイジェリア国内の大多数は依然低所得層に位置する。「品質より価格」を
重視する彼らにとって、中国製品は消費の拠り所となっている。
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業種別動向
自動車：
ユーロモニターによれば、ナ
イジェリアの乗用車新規登録
台数（中古車含む）は、255,000
台（2003 年）
、301,500 台（2004
年）
、379,500 台（2005 年）
、
402,800 台（2006 年）
、433,200
台（2007 年）
、455,100 台（2008
年）と増加の一途を辿っている。
世帯あたりの乗用車保有割合
も 2003 年には 9.6％であった
が、2008 年には 12.9％にまで増えており、ラゴスや首都アブジャでは、値が張る高級車や
新車が多く走っているのが目に留まる。
以前は純粋な法人用または法人からの資金援助で個
人が購入するケースがほとんどであったのに対し、
最近では銀行のローンを利用して自力で
自家用として新車を購入する消費者も尐数ではあるが現れており、上述の通り所得が上がっ
た中間層の出現が自動車市場からも読み取れる。
新車販売台数などの正確な統計データがな
いためマーケットシェアなどを把握するのは困難であるが、トヨタやホンダ、日産など日本
メーカーが多くのシェアを獲得しているところ、最近では起亜（KIA、インド系ダナ・モー
ターズ（Dana Motors）が輸入代理店）や現代（ヒュンダイ、インド系スタリオン・グル
ープ(Stallion Group)が輸入代理店）などの韓国車が徐々に市場に浸透しはじめており、最
近では年間 10,000 台以上販売されるようになっている。韓国からの乗用車輸入台数は、
2008 年に 2 万台を越えた。2009 年はナイラ安ドル高が進んだが、ドルに対して韓国ウォ
ンも安く推移したために、韓国から輸入する KIA の販売台数は増加した模様だ。インドの
タタ・モーターズ(TATA Motors)も 2008 年末にナイジェリア市場に参入、2010 年 2 月上旬
にはラゴス市内に新たにサービスセンターが完成されたことが地元新聞紙にて紹介されて
おり、自動車市場にて益々競争が激化されることが予想される。中国車については、それ程
街中で見かける頻度は高くないが、インド系アジアン・モーターズ（Asian Motors Ltd）
が輸入代理店であるフォトン車（Foton、商用車・建機）は、アフターサービスの充実を売
りに、販売台数を伸ばしている。365 日 24 時間の修理体勢を築き、自社製品を購入した企
業のトラック運転手向けに、運転訓練や車両ケアを毎月無料で実施している。2009 年は国
内の耐久消費財販売が減尐している中、同社の販売台数（2009 年 11 月末時点）は、約 1,200
台と前年比 2 倍に成長している。
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韓国・インド・中国の乗用車ナイジェリア向け輸出統計（HS コード：8703、単位：台数）
2004 年
韓国

2005 年

2006 年

2007 年

2008 年

2009 年

3,067

3,835

6,075

10,486

21,255

12,103

0

79

1,919

6,180

10,688

8,375

175

547

1,943

2,451

4,240

1,114

インド
中国

出所：中国税関、韓国関税庁、インド商工省・通商情報統計局（インドの 2009 年は 1 月～6 月）

自動二輪車：
1996 年より中国車が輸入され始め、2000 年を境に一気に市場へ溢れ出し、今では市場の
9 割以上を奪っている。2007 年には、中国車はナイジェリア国内で 100 万台強販売され、
2008 年の輸入台数は 150 万台を超えた。ナイジェリアでよく見かけられる Jincheng ブラ
ンドの中国車は、部品がダンボール箱に積まれたままローカル・マーケットの販売店舗に持
ち運ばれ、その場でナイジェリア人によって組み立てられる。3 人で取り掛かれば、小 1 時
間で完成してしまうというから驚きだ。現在、一番安い車種で 7 万ナイラ/台で販売されて
おり、圧倒的な低価格のためバイクタクシーの間に浸透した。同自動二輪車の輸入卸を手掛
ける台湾人駐在員は「壊れたら、次の自動二輪車を買えばいい」と自らが販売する製品の品
質には全く関心がない様子だ。また、インド系バジャジ・モーターズ(Bajaj Mortors)は、
自動二輪車の小売価格が中国製よりも 2～3 割増しであるにも関わらずラゴスにてシェアを
伸ばしており、同社の自動三輪車タクシーも街中で見かける頻度が高まっている。インド系
自動二輪車では TVS 社やキネティク社（Kinetic）も参入している。
中国・インドの自動二輪車ナイジェリア向け輸出統計（HS コード：8711、単位：台数）
2005 年

中国

2006 年

2007 年

2008 年

2009 年

1,078,252

1,224,998

1,329,602

1,530,734

701,566

1,854

10,305

53,294

158,848

103,971

インド

出所：中国税関、インド商工省・通商情報統計局（インドの 2009 年は 1 月～6 月）

家電：
日本電機工業会（JEMA）によれば、ナイジェリアのルームエアコンの需要は 2007 年に
21 万台と 2001 年比で 2.33 倍、電気冷蔵庫は同 12.9 万台と 2.93 倍、電気洗濯機は同 1.2
万台で 1.71 倍、電子レンジが 7.5 万台で 6.82 倍と主要な家電製品への需要が高まってきて
いることが伺える。

日系企業も 2008 年 7 月にパナソニック社がラゴス州イケジャ地区にショールーム兼修理
サービスセンターをオープンするなど拡大するナイジェリア消費市場を狙う動きが見られ
る。また、家電市場においても韓国・中国企業がナイジェリア市場へ攻勢を仕掛けている。
ラゴスのスーパーマーケットやショッピングセンターの家電売り場では、LG やサムソン電
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子といった韓国企業のプラズマ TV、エアコン、冷蔵庫、洗濯機などがかなりのシェアを奪
っているのが見て取れる。LG とサムソンは韓国人駐在員がそれぞれ 10 名以上おり、ナイ
ジェリアや西アフリカ諸国市場の独占を狙っている。2008 年 9 月 15 日から 11 月 13 日に
かけて、LG はネスレと組み、
「LG Nestle good Life promo」と名付けられた販売プロモー
ションを仕掛けた。ネスレが販売しているミネラル・ウォーター（1.5 リットル、約 90 円/
本）のプラスチックボトルに巻かれているラベル 2 枚を持って応募すると、LG のエアコン
など同社製品が抽選で当たるという仕組みで、多数の応募者が押し寄せ人気を博した。
また、
LG は輸入販売しているブラウン管 TV1 台あたり、蚊帳 1 張を無料で提供するといった、
低所得者向け CSR（企業の社会的責任）活動も 2008 年夏から展開。ラゴスに計 6 年駐在
した韓国人社員は「蚊帳は途中のロジスティックスで盗まれないように、輸出時にダンボー
ル箱に 1 個ずつ挿入するようにしている」と苦労話を語るが、マラリア感染率が高い同国
の低所得層にとっては有難く、ナイジェリア国内での LG のブランド力アップにつながって
いる。その他、LG はラゴス大学にデザイン・ラボを設置したり、国内大手新聞紙にイベン
トの写真を掲載してもうらなど宣伝が巧みだ。サムソンもショウルーム出展を集中的に展開
している。なお、両社ともに冷蔵庫とエアコンはナイジェリア国内で組立製造している。

同社員によれば
「これから中国企業がどんどん押し寄せてくる可能性が高く、
それは脅威」
と指摘するように、ハイアール（Haier やチゴ（CHIGO）などの中国企業商品のみならず、
中国からのコピー家電製品をラゴス市内でもよく目にする。
飲食品・小売：
2005 年に操業を開始した南ア系小売業ショップライト（ラゴスにある店舗は 8 割を食品
（生鮮品含む）
、2 割が生活雑貨製品を販売）は、週末は家族連れのナイジェリア人で大賑
わいだ。2004 年来駐在しているワレン・トロキス(Mr. Warren Trokis)マーケティングマネ
ージャーは「2005 年は来客数が約 1 万人/週であったのが、最近では 3 万 5 千人/週に増え
ている」
、
「取扱品目数も 2005 年は 1 万アイテムであったのに対して、2008 年は 3 万アイ
テムまでに増加した」と話す。また、開店当初はナイジェリア人のショッピングはオープン
マーケットや小規模な商店における消費財購入が主だったスタイルであったのが、大型モー
ルタイプにおける商品購入への信頼が高まり、来客数が増加してきたのではないかとも分析
している。2009 年 11 月のインタビュー時には、主要売上製品はパン、清涼飲料水（コカ・
コーラ、ファンタ・オレンジ、スプライト）
、ミネラル・ウォーター、ビール（ギネス）
、炒
めご飯とのことだった。今後は首都アブジャやイバダン、カノ、ポートハーコートといった
主要都市へ積極的に出店していきたいとナイジェリア国内でのビジネス拡大を狙っている。
食料品（生鮮品含む）
・家電製品・雑貨を取扱う小売業グディーズ(Goodies)のレバノン人
経営者で 12 年間ナイジェリアに駐在しているフセイン・ハマド氏は、「ここ数年の売上高
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は前年比 10～15％で推移」
、
「正確なデータはないがナイジェリア人の来客数も増加してい
るのではないか」と消費市場の拡大をうたっている。
また、
2009 年 12 月に、
ラゴス州オニカン地区にて KFC がフランチャイズ店を開店した。
インド系 RJ コープ社とチェララム・グループ社(Chellarams Group)の合弁会社であるデ
ブヤニ・インターナショナル・ナイジェリア社が、KFC の店舗運営を行っている米国 Yum!
レストラン・インターナショナルとの契約の基に店舗経営を行っている。店舗の立地場所と
しては、海外駐在員やナイジェリア人富裕層が多く居住するビクトリア・アイランド地区や
イコイ地区からは尐し離れているが、小さなショッピング・モール内の一角を間借りするよ
うな形をとっており利用者にとっても利便性が高い。今後、南ア系小売大手ショップライト
が入店したショッピング・モール内にも、国内 2 号店を出展予定だ。KFC はサブサハラ・
アフリカ大陸では現時点で南アフリカにしか進出しておらず、今回のナイジェリア出店は画
期的であると言える。販売価格は、チキンバーガーが 600 ナイラ、チキン・チーズバーガ
ーが 700 ナイラ、セットメニュー（チキンバーガー、フライトポテト、ドリンク（ペプシ
コーラ 500ml）
）が 1,200 ナイラ、チキン 8 ケで 2,100 ナイラ。ナイジェリア系 UAC フー
ズが運営するファーストフード店「ミスター・ビッグス」では、チキンバーガーが 320 ナ
イラ、ホットドッグが 300 ナイラで売られており、同じくナイジェリア系のフード・コン
セプツ・アンド・エンターテイメント社が経営するファーストフード店「チキン・リパブリ
ック(Chicken Republic)」ではチキンバーガーが 450 ナイラ、チキン・チーズバーガーが
530 ナイラ販売されていることを考えると、KFC の商品価格が高く設定されていることが
分かる（価格は、2009 年 12 月 24 日時点のラゴス州ビクトリア・アイランド地区店舗にて
調査）
。上述した「ミスター・ビッグス」の店舗増や KFC 開店などの動きがある中、Master
Meats & Agro Production Comapany of Nigeria 社（ザンビア系 Zambeef Products Plc が
株式 100％を保持する同社ナイジェリア法人）が、ラゴス州の北に位置するオグン州シャガ
ムにて 300 ヘクタールの土地を取得して、農場経営（牛、豚、鶏）と肉製品製造・卸を手
掛け始めている。
アフリカの食事といえば、
イモやメイズをすりつぶしたものなどをイメージされるかも知
れない。元々インドネシアで製造されていた「インドミ（Indomi）」即席麺（日本で言う、
「焼きそば」
）をインド系 Multi-Pro Enterprises Ltd がナイジェリア市場で売れないかと
市場調査したのが 1995 年。今では知らないナイジェリア人はまずいない。1 パッケージあ
たり約 21 円（70g）
、約 27 円（120g）という低価格帯でローカル・マーケットを中心とし
て至る所で販売されている。チキン・フレーバーが中でも人気が高く、とにかく子供には絶
大の人気を誇る。ある家庭の子供は、ナイジェリア料理よりもインドミが好きだという。ラ
ゴス市内にある某高校では、毎週火曜日のランチがインドミだ。同社にインタビューしたと
ころでは、
麺文化がないナイジェリアにインドミを浸透させるのは相当な時間とコストがか
かったと言う。街中でのデモンストレーションを重ね、まずは「麺という食事があること」
を知ってもらうことから始まった。今でもラマダン明けのモスクで、無料配布したりと地道
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なマーケティング活動が続いている。09 年の売上高は前年比 1.6 倍の 350 億ナイラにのぼ
る見込みだ。
ビールはビン・缶ともに輸入禁止品目となっている。2008 年には国内生産量が 15.4 億リ
ットル（前年比 14.1％増、1998 年比 2.67 倍）となり全世界で 25 位となった（キリン食生
活文化研究所 レポート Vol.18「2008 年世界主要国のビール生産量」）
。南ア系 SAB ミラ
ー社もナイジェリア系パドット社を買収しナイジェリア市場に進出し、キャッサバを利用し
たビール製造も検討している。ユーロモニターでは、2009 年から 2013 年にかけて全アル
コール飲料消費量が 9.1％増加すると予想されている。但し、2008 年のアルコール消費量
は 1,260 万リットルに留まる（うち、ブランデー・コニャックは 41.82 万リットル消費）。
タバコは、ナイジェリア連邦政府が喫煙場所の限定や、学校や病院近くでの販売を規制す
るなど働きかけており、ユーロモニターの調査によれば、2008 年の喫煙者率も成人全体の
11.3％（8,437,700 人）と 2000 年以来 1％以下の伸び率となっている。2007 年に連邦政府
と 4 州がブリティッシュ・アメリカン・タバコ社やフィリップ・モリス社などに対して、
若年者の健康を害したと指摘して訴訟を起こし、
その後新規工場設立を却下するなど厳しい
立場をとっている。
なお、ECOWAS（西アフリカ諸国経済共同体）によれば、ナイジェリアにおける農作物
の消費量は以下の通り。

農産物名

2005 年

2006 年

1

キャッサバ

44,630.0

45,076.3

2

ヤム芋

34,066.0

34,406.7

3

ソルガム

9,513.0

9,608.1

4

米

9,424.0

9,518.2

5

メイズ

8,384.0

8,467.8

6

雑穀(キビ、アワ)

8,283.0

8,319.4

7

落花生

4,655.0

4,701.6

8

プランテイン

4,369.0

4,412.7

9

ジャガイモ

152.0

153.5

出所：ECOWAS '2008

ECOWAS Social and Economic Indicators'

通信・携帯電話：
ナイジェリア通信委員会（以下、NCC）の発表では、2009 年末の携帯電話契約者数は
73,099,310 件となり、アフリカ最大の市場を形成している。2004 年比で実に 7.97 倍の成
長だ。通信部門への投資額も 1999 年は 5,000 万ドルだったが、2008 年には 120 億ドルと
なり 10 年間で 240 倍に達した。携帯電話カバーエリアも広がり、3G サービスを提供する
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南ア系 MTN などでは、ビデオ電話やブラックベリー利用者も増えている。2001 年に MTN,
ナイジェリア系 MTEL, クウェート系 ECONET Wireless(現在 Zain)がライセンスを取得
し、2002 年にナイジェリア系グローバコム、2007 年に UAE 系 Etisalat がライセンスを取
得、現在は計 5 社が GSM 携帯電話サービスを行っている。NCC によれば、2009 年 9 月末
時点の GSM マーケットシェアは MTN（46.36％）
、Globacom（26.18％）
、Zain(24.09％)、
MTEL（0.42％）
、Etisalat（2.96%）
。CDMA 携帯電話サービスもナイジェリア系スターコ
ム（Starcomms Limited）や同じくナイジェリア系ヴィザフォン（Visafone Limited）ら 4
社が行っているが、携帯電話市場全体のシェアはわずか 10.14％（2009 年 9 月末時点）に
過ぎない。街中で販売されているリチャージカード、100 ナイラ、200 ナイラ、500 ナイラ、
750 ナイラ、1,000 ナイラと数種類用意されており、低価格で低所得層がアクセスしやすい
価格帯もある。また、各社のカバーエリアの関係から 2 つの携帯電話を持つ人も尐なくな
い。グローバコム社は 2009 年 12 月に同社携帯同士の通話であれば、通話時間に関わらず
40 ナイラ/月でサービス提供を開始するとして、消費者を驚かせた。同社は、2009 年にナ
イジェリアから英国を結ぶ海底ケーブル「グロー1(Glo 1)」の設置工事を完了させており、
より低価格で高速なサービスが期待される。
年

2004

2005

2006

2007

2008

2009

携帯電話契約件数

9,174,209

18,587,000

32,265,827

40,395,611

62,988,492

MTN Nigeria 契約件数

3,853,000

8,364,000

12,281,000

16,511,000

20,175,000

―

Zain Nigeria 契約件数

2,201,810

4,275,010

6,396,000

11,098,500

15,904,000

―

Globacom 契約件数

2,201,810

5,018,490

10,750,000

12,225,796

15,377,034

―

出所：ナイジェリア通信委員会、MTN Nigeria、Zain Nigeria、Globacom

73,099,310

単位：件

2008 年の国内インターネット利用者は 1,100 万人にのぼった。インターネットプロバイ
ダー企業も 2007 年には 117 社となり、2003 年比で 3 倍程に急増している。NGO の活動に
より、教育機関へのインターネット接続も進んでおり、インターネットを通じて世界中との
情報交換が急激に進んでいると思われる。

年
インターネット利用者数
出所：ナイジェリア通信員会

2004
1,769,661

2005
1,769,700

2006
8,000,000

2007
10,000,000

2008
11,000,000

単位：人

国内シェア 6 割を誇り「DSTV」衛星放送サービスを提供する南ア系マルチチョイス社は、
番組数を限定しコストを下げる戦略を展開。9,500 ナイラ/月で 71 番組視れるサービスが基
本であったが、2009 年には 1,500 ナイラ/月で 21 番組が視聴可能な低所得者向けサービス
を開始している。
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美容・一般消費財：
新聞大手 This Day 紙や NEXT 紙は、週末に女性ファッション特集を組む。ユーロモニ
ターによれば、2005 年のコスメティック製品向け 1 人あたり支出（2000 年比）で高級化
粧品が 140.37％、カラー化粧品が 74.41%、香料が 102.24％増、男性用スキンケア用品が
75.97％、男性用シェービングケア用品が 59.97％、ベイビースキンケア用品が 66.05％増
と非常に高い増加率を誇っている。女性は、かつらや人口繊維を髪に編込むなどオシャレな
ヘアスタイルを好む傾向が強く、今後も美容製品の需要は伸びていくと思われる。
洗剤市場では、BOP 市場戦略としてユニリーバの小口パッケージ販売戦略がよく例に引
き出されるが、ナイジェリアでも同様の手法が取られている。ユニリーバ・ナイジェリアは、
「オモ（OMO）
」ブランドの洗剤を 20 ナイラ（30g）で販売しており、パッケージには使
用方法を図を入れて分かりやすく説明している。他にも、P&G 社が「アリエール（ARIEL）
」
洗剤を 50 ナイラ（78g）
、エコ・スプリーム・エステイト・ナイジェリア社（Eko Supreme
Estate Nigeria Ltd）が「ソー・クリン（So Klin）」洗剤を 20 ナイラ（30g）、リミック
ス・グローバル・インダストリーズ（Limex Global Industries Ltd）が「ミス・ビンボ（Miss
Bimbo）
」洗剤を 20 ナイラ（30g）で販売している。「ソー・クリン」のパッケージにはス
クラッチ用シールが施されており、当たれば賞金がもらえるような仕組みを提供し、消費者
の購買意欲を刺激している。
住宅：
ナイジェリアの都市部では、人口流入により住宅不足が深刻化している。最大の商業都市
ラゴスでは住宅の新規着工や増改築も着々と進められており、需給ギャップを埋めるためセ
メント生産会社も供給力強化に乗り出している。
ナイジェリア連邦住宅局(FHA)の試算では、ナイジェリア全土で 1,600 万戸もの住宅が不
足しているという。ナイジェリア連邦統計局(NBS)によると、ナイジェリアの 2005 年の世
帯数は約 2,803 万世帯であり、単純計算すると、約 42.9%もの世帯に住宅が供給されてい
ないことになる。ナイジェリアの中でも特に住宅不足が深刻なのは、人口流入が著しい都市
部である。例えばラゴスでは、約 250 万世帯(2005 年、NBS)が密集する過密地帯になって
いる。今まで単身で都市部に出稼ぎに来ていた労働者が、就職し安定した収入を得られるよ
うになったことで、家族を連れて都市部に移り住むようになった結果と考えられる。実際、
2001 年には 32.5%だった既婚世帯の割合が、2005 年には 56.1%にまで拡大している(NBS/
ナイジェリア中央銀行(CBN)調査(2006)、以下同調査)。NBS の統計では、2005 年のラゴ
スにおける持ち家比率は 13.0%にとどまり、借家の割合が高い結果となっている。近年ナ
イジェリアでは、中間層の台頭が注目されているが、一戸建てやマンションなどいわゆるス
テータス・シンボルとしての「マイホーム」所有者はまだ高所得層に限られているようだ。
こうした中、住宅購入を後押しする計画も進んでいる。2009 年 11 月、連邦抵当銀行は国
内の持家比率を 80%にまで上昇させることを目標に、資本増強することを明らかにした。
122
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

また、FHA は幅広い価格帯の住宅を供給することで、富裕層だけでなく、中間層や低所得
層への住宅供給も積極化させていく方針だ。2010 年 2 月から、年間 10 万戸の建設する 4
ヵ年計画を発表したところである。
関連資材の供給も急ピッチで進められている。フランス系ラファージ・セメント・グルー
プ WAPCO は、セメント需要の増加を背景に生産能力の強化に乗り出す方針だ。同社は既
にオグン州に 2 基のセメント工場を保有し、年間約 220 万トンのセメントを生産している
が、販売・マーケティング部長アデウミ氏は、2011 年にはセメント生産工場を新設し、生
産能力を年間 400 万トンにまで増強する計画を明らかにした。大規模なオペレーションが
必要なセメント生産だが、作業工程のスピードアップと低コスト化には、中国企業の技術が
一役買っていると語る。ナイジェリア最大手のダンゴテ・グループも、同様に中国の技術を
導入しているという。
ラゴスでは、
住宅の屋根や床仕上げ材にセメントやコンクリートを使用する割合が全国平
均に比べて高い (同調査)。新規着工に加え、既存住宅の老朽化による建替えに伴うセメン
ト需要も増大するとみられる。いかに国内での生産力を強化していくかがカギとなる。
日干し煉瓦
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13.6%
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（出所）ナイジェリア連邦統計局

ホテル：
南ア系プロテアホテルは、拡大する市場を見据え 2008 年にラゴス国際空港近くのイケジ
ャ地区にラゴス州 5 店舗目、2009 年に外資系企業事務所や駐在員自宅が集中するラゴス州
イコイ地区に 6 店舗目をオープンした。同ホテル社長のピーター・ベッカー氏に聞いたと
ころでは、
「ナイジェリア国内における成功の秘訣は、進出当初によい投資パートナーであ
るナイジェリア資本のキャピタル・アライアンス・ナイジェリア社との出会いに恵まれたこ
と」と話す。現在では合計 10 店舗を経営するまでに至った（ ラゴス州：6 店舗、アブジャ
連邦首都領域：3 店舗、リバース州ポートハーコート市：1 店舗の計 10 店舗）。今後はセネ
ガル、カメルーン、アンゴラにも出店計画をするなど海外展開にも意欲的だ。他に南ア系ホ
テル企業としては、2009 年にサザンサン・ホテルがイコイ地区イコイ・ホテルをリニュー
アルオープン、2008 年にサン・インターナショナル・ホテルがラゴス州ビクトリア・アイ
ランド地区のフェデラル・パレスホテルに出資し、改修・拡大オープンを実施するなど、南
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アからの海外直接投資が増加している。オランダ系ゴールデンチューリップ・ホテル
(Golden Tulip Hotel)も 2009 年にラゴスのフェスタックホテル（Festac Hotel）を改修し
ている。

加えて、ラゴス州では、諸外国からの駐在員や領事館が集中するビクトリア・アイランド
（Victoria Island）地区に英国系インターコンチネンタルホテル(Intercontinental Hotel)
や米国系ラディソンホテル(Raddison Hotel)、ムルタラ・モハメド国際空港近くにフランス
系アコーズホテル傘下のイビス・ホテル(Ibis Hotel)が建設中など、ホテル建設ラッシュと
なっている。ラゴスのホテルは、1 泊あたりシングルルーム料金が 300 ドル～400 ドル程が
相場であるが、ホテル増設による値下がりが期待される。ECOWAS によれば、国内のホテ
ル数は 2002 年に 1,392 件であったが、2006 年は 1,974 件と 1.42 倍に増加している。中国
人が経営するホテルも幾つか見られるようになった。
航空：
2005 年に就航したヴァージン・ナイジェリア航空会社（Virgin Nigeria,ヴァージン・ア
トランティック航空 49％出資、残り 51%はナイジェリア系銀行 UBA、ナイジェリア系保
険会社 IGI、イバダン大学（ナイジェリア・オヨ州）などが出資。2009 年 9 月に「ナイジ
ェリアン・イーグル航空会社（Nigerian Eagle Airlines）」に社名変更）、2006 年に就航し
て現在国内線シェアの 45％を占めるナイジェリア系アリック航空会社（Arik Air）がここ
数年で国内外の航路を積極的に開拓した。2010 年 2 月末現在、ラゴスと西アフリカ 9 都市
（アクラ（ガーナ）
、
（コトヌー経由）アビジャン（コートジボワール）、コトヌー（ベニン）
、
（アクラ経由）モンロビア（リベリア）
、フリータウン（シエラネオレ）、（アクラもしくは
コトヌーもしくはアビジャン経由）ダカール（セネガル）、バンジュール（ガンビア）、
（ド
ゥアラ経由）リーブルビル（ガボン）
、ドゥアラ（カメルーン）を結び、他にニューヨーク、
ロンドン、ヨハネスブルグ（南ア）への直行便が整備されている。アリックのジェイソン・
ホルト(Mr. Jason Holt)社長は、
「今後は西アフリカ地域内のフライト路線を拡大していき
たい」話す。ラゴスからニジェールまでの路線を運行しているが（現在、一時中断）
、横展
開してブルキナファソ、マリ、セネガルを結ぶ構想や、ラゴスとアンゴラ間の路線就航も予
定されており、西アフリカ地域におけるラゴスのハブ化が進むと思われる。
外国人のナイジェリア訪問件数も 2002 年が 310 万人であったの対して、2005 年は 420
万人に上昇しており、ECOWAS 諸国からの来訪者も 123.7 万人（2002 年）から 158.47 万
人（2005 年）へと右肩上がりに成長している。直近の統計が出揃っていないが、2006 年以
降も 2008 年半ばまで好景気であったためにナイジェリアへの渡航者は増加傾向にあるもの
と考えられる。
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おわりに：拡大する人口、今後の競争激化
2050 年にナイジェリアの人口は、
現在の約 2 倍にあたる 2 億 8 千万人にまで膨れ上がる。
巨大市場のシェア拡大・奪取を図り、ネスレやユニリーバ、P&G といった世界的大企業を
始めとして、韓国サムソンや LG、インド・タタモーターズ、中国フォトンなども果敢にプ
ロモーション活動を展開する。
しかしながら、
この国でのビジネス展開はそう容易ではない。
市場が大きすぎるばかりに、
「統計がほとんどない」と各社が揃えて口にする。売上を伸ば
し、マーケットシェアを拡大する企業は、いずれも現場での地道な情報収集や広報を欠かさ
ず、時間とコストをかけて独自のネットワークを築き上げ「巨大市場ナイジェリア」に挑ん
でいる。例えば、中国系家具販売企業ライフメイトは、中国人社長自ら地元バイクタクシー
に乗車し市場視察を行っている。
今後も経済成長が持続すれば、ナイジェリア国内でもヒト・モノ・カネの流れが一層強く
なるだろう。尐しずつ現れた「中間層」群が大きくなり、購買力も増えていく。未来のナイ
ジェリア市場を狙って、消費者ターゲット、商品・サービス選定など緻密な戦略が今求めら
れる。
※ナイジェリア中銀 2010 年 2 月 25 日付け TTB 為替レート：1 ドル＝147.61 ナイラ
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【有料衛星放送】マルチチョイス・ナイジェリア
ラゴス事務所
志釜 研作
企業概要
マルチチョイス・ナイジェリア（マルチチョイス・N）は、ナイジェリアの有料衛星放送
事業者だ。1994 年に、有料衛星放送番組を提供する南ア資本マルチチョイスとナイジェリ
ア人個人投資家アデフンミ・オグンサンヤ氏(現マルチチョイス・N 会長)との合弁会社（出
資比率は未公開）
として、
ラゴスに設立された。支店網はナイジェリア全土に広がっており、
国内 9 ヵ所1に支社を持つ。雇用者数は、国内全体で約 450 人、うち本社に約 200 人。同社
は非上場であるため、財務状況は非公開だ。同社は、1996 年に「DStv」というブランドで
の有料衛星放送サービスをナイジェリアで初めて開始して以降、これまでに 100 万ドル以
上の投資をしてきた。09 年 10 月現在の契約者数は 40 万件強と、03 年の 3 倍に達してい
る。衛星放送市場において、同社は 6 割もの高いマーケットシェアを占める。なお、同社
はナイジェリア国営放送局 NTA(Nigerian Television Authority：ナイジェリア・テレビ局)
や同国の民間放送局 AIT（Africa Independent Television：アフリカ独立テレビ局）と契約
し、DStv 内プログラムにて無料で番組配信している。
多様な価格帯の商品を用意
現在、マルチチョイス・N が用意する加入オプションは、
「プレミアム（月額 9,500 ナイ
ラ、視聴 71 チャンネル）
」
、
「コンパクト（4,500 ナイラ、45 チャンネル）
」、
「ファミリー（2,500
ナイラ、35 チャンネル）
」
、
「アクセス（1,500 ナイラ、29 チャンネル）
」の合計 4 つである。
同社が、1996 年のサービス開始当初、用意した商品は「プレミアム（当時は月額 9,000
ナイラ）
」のみであった。しかし、その後新規加入者を増やすために、2004 年に低価格商品
である「コンパクト」と「ファミリー」の販売を開始した。さらに 2008 年の同社 CEO 交
替後に、より低所得層向けサービスを拡充する方向性が強まり、2009 年 9 月に最安値商品
である「アクセス」の提供を開始した。
マルチチョイス・N は、2009 年末までに加入者数を 60 万件にまで伸ばすことを目標と
している。このため、最も価格競争力が高い「アクセス」を、新聞・ラジオ等のメディアを
通して大々的に宣伝中だ。販促キャンペーンとして、DStv 衛星放送受信機一式と「アクセ
ス」3 ヶ月間無料視聴権（4,500 ナイラ分）を、24,900 ナイラでセット販売している。同社
のセグン・ファヨセ広報部長によれば、国内人口の約 9 割（約 1 億 3,500 万人）は、1 人当
たり所得が月 166 ドル（約 24,800 ナイラ）程度と考えられるという。この層にとって「ア

1

支店設置州・都市は、ラゴス州（本社とは別）、イバダン市、ジョス市、アブジャ市、ポ
ートハーコート市、カノ市、マイドゥグリ市、エヌグ市、カドゥナ市の 9 ヵ所。今後、ラ
ゴス州にさらに新たな支店を設置予定。
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クセス」の価格（1,500 ナイラ）は所得の 6%程度という計算となるため、手が届く価格設
定と同社は見なしているのかもしれない2。
また、通常のテレビ衛星放送とは別に、携帯電話向けの配信サービスにも着手した。2008
年に、南ア系携帯電話サービス会社 MTN Nigeria と連携し、携帯電話 TV 向け衛星放送番
組配信サービス「DStv from MTN」を開始したのだ。これは、携帯電話を通じて 10 チャ
ンネルを視聴できるという画期的なサービスである。
マルチチョイス・N は、加入者の利便性を高めるためのサービスや工夫を設けている。
その 1 つが、24 時間の修理サービスだ。ナイジェリアでは、雤季には大雤に打たれてアン
テナの向きが変わったり、
部品が壊れたりするなどの現象が多発することを踏まえて導入し
た。また、支払方法は、年間一括払いと、月末払いの 2 通りからの選択性としている。こ
のうち年間一括払いの場合には１年間の視聴料金が 11 ヵ月分に値引きされる仕組みである。
料金の支払いは、同社サービスデスクやディーラーショップに加えて、提携する国内の主要
商業銀行窓口でも受け付けている。
抱える問題は電力不足と不正受信
ファヨセ広報部長によると、
ビジネスを展開する上での障害としてまずは挙げられるのは、
電力不足である。ナイジェリアでの電力不足は深刻で、首都アブジャでは 1 日のうち約半
日、ラゴスや北部最大都市カノでは 1 日に数時間ほどの電力供給しかなく、オフィスビル、
アパート、ホテル、レストランでは自家発電機が必需品となっているのが実情だ。たとえテ
レビがあっても、電力がなければテレビ放送を視聴することはできないため、同社にとって
深刻な問題だといえる。また、同社の衛星放送を不正受信する企業・家庭が跡を絶たない点
も大きな問題だ。受信波の無断受信者の他に、1 件の契約のみで、複数家庭間で視聴を共有
する個人契約者や、
全ての部屋のテレビで放送を視聴できるようにするホテルは多いという。
衛星放送市場では高いシェアを誇る同社に、2006 年に強力なライバル企業が出現した。
マルチチョイス・N の元顧問弁護士が独立して設立し、既に 3 割のマーケットシェアを獲
得しているという HiTV 社である。HiTV 社は、2007 年から「プレミアム（6,000 ナイラ、
31 チャンネル）
」
、
「クラシック（3,500 ナイラ、28 チャンネル）
」など、マルチチョイス・
N のものと類似した価格帯とチャンネル数のサービスを提供している。ナイジェリア人が
好むサッカーやナイジェリア製の映画・ドラマ・音楽の専門チャンネルを提供していること
が同社の強みで、マルチチョイス・N の脅威となりつつある。なお、内政の動向が加入者
数の減尐を招くこともあるようだ。例えば、ナイジャーデルタ地帯の治安悪化により、それ
までマルチチョイス・N の契約者だった石油メジャーの従業員が一時的に引き上げた際に、

2

しかしながらファヨセ広報部長によると、加入者が最も多く増えているのは、「ファミリ
ー」だという。この理由は、ナイジェリアのドラマや映画を放映するチャンネル『African
Magic』が含まれる商品のなかでは、同商品が最も低価格だからだと考えられる。
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多くの視聴契約が解約されたという。
テレビを通じた独自の CSR 活動を展開
マルチチョイス・N は、CSR 活動にも積極的だ。2004 年以降、教育省、ナイジェリアの
NGO スクールネット、NEPAD（アフリカ開発のための新パートナーシップ）の e-School
プログラムに協力している。これまでに 6 州 50 校以上の公立中学校に発電機と DStv アン
テナ、受信器を寄付し、ドキュメンタリーやニュースなどの 8 チャンネルの無料視聴権を
与えている。そのほか、2008 年に鎌状赤血球症基金ナイジェリアと提携し、同疾病の予防
番組を製作したり、セミナーやワークショップ開催、新聞や雑誌への広告掲載を通じた予防
支援を展開したりした。
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【食品】マルチプロ・エンタープライズ
ラゴス事務所
志釜 研作
企業概要
マルチプロ・エンタープライズ（Multi-Pro Enterprises Ltd.

以下、マルチプロ）は、

その即席麺 Indomi Noodle（以下、インドミ）をナイジェリアで販売する企業だ。シンガ
ポールに本社があり、世界 6 カ国に進出しているインド系企業トララム（Tolaram）グルー
プ1から 100%出資を受けている。現在従業員は 1,200 名、うちインド人は 18 名、営業部隊
のナイジェリア人が 300 名だ。
1995 年、マルチプロはナイジェリアでの設立と同時に、インドミ の輸入販売とナイジェ
リアの麺市場の調査を開始した。その後、Dufil グループ2（株主：インドネシア系 Salim グ
ループ（インドミ麺の製造を行う PT Indofood

Sukses Makmur の最大株主） 50%、

Tolaram グループ：50%）が 1996 年に設立され、同グループ傘下の De United Foods
Industries が 1997 年にオグン州オタにて、
同じく傘下の Dufil Prima Foods Ltd が 2004
年にリバース州ポートハーコート市チョバ地区にてインドミの生産を開始した現在、
ナイジ
ェリアは麺類の輸入が禁止されており、同国で製造することが義務付けられている。今では
2 工場合わせて日産 120,000 カートン（40 袋/カートン）のインドミを製造している。
現在、マルチプロがナイジェリア市場に投入している商品は 6 種類ある。1 袋あたり 70g
で約 35 ナイラの製品 3 種類（チキン味、チキン・ペッパースープ味、オニオン・チキン味
と、1 袋あたり 120g で 45 ナイラの製品 3 種類（チキン味、ペッパー・チキン味、 チキン・
スーヤ味だ。
同社は、支所をラゴス州（3 箇所）
、首都アブジャ、ポートハーコート市、カノ市、カド
ゥナ市、イバダン市など国内 9 箇所に構え、国全体に販売網を構築している。同社ジテシ
ュ・パムナニ財務部長によると、
「ナイジェリアの麺市場はここ数年、毎年 15％の伸びを見
せている。売上は、2008 年に 220 億ナイラ、2009 年は 340～350 億ナイラに達する見込み。」
とのこと。インドミはナイジェリアの麺市場で 60～70％のマーケットシェアを占めている
と言う。アフリカ地域でインドミを製造している国はナイジェリアのみで、ガーナ向けには
同社がナイジェリアから輸出している。
ベニンやトーゴといった隣国でもインドミが販売さ
れているのを見かけるが、直接輸出している訳ではなく、卸業者経由で輸出されている。
念入りなマーケティング調査を実施
Tolaram グループは、ナイジェリアにはマルチプロの他に、石油化学製品、家電、自動車、
繊維製品などの製造・販売を手掛ける傘下企業を持つ。
2 Dufil グループは、インドミ製品のパッケージを製造する Insignia Print Technology を
傘下に持つ。
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インドミは、わずか 10 年強でナイジェリアの食文化を変えるほど現地に浸透した。パム
ナニ部長は、ナイジェリアにおけるインドミ・ブランド浸透の成功の秘訣をナイジェリア人
向けの味付けと、高品質・低価格の実現だと分析する。ナイジェリア人向けの味付けを開発
するにあたり、同社は専門の調査会社に依頼し、一般ナイジェリア人家庭を訪ねて、浸透し
そうな味付けを調査している。なお、インドミの製造者である De United Foods Industries
と Dufil Prima Foods Ltd がそれぞれ 2006 年 12 月と 07 年 2 月に 品質保証に関する国
際規格 ISO 9001:2000 認証を取得するなど、グループを挙げて高品質な製品づくりを実践
している。2008 年 3 月には、ナイジェリア国家食品医薬品管理局より品質管理が行き届い
ている優良企業として表彰されている。その一方で、商品が低所得者にも手が届きやすい価
格設定（1 袋当たり、約 35～45 ナイラ）であることも、人気の大きな要因だ。ナイジェリ
アの主食であるヤム芋やキャッサバを利用した料理よりも手間がかからないことも受けが
いい。外国人駐在員の子供が多く通うラゴスの某学校では、ナイジェリア人生徒がランチと
してよく持ってくるのは、調理されたインドミとゆで卵のセットだという。同社はマーケテ
ィングに重きを置いており、売上の 10％程度にあたるコストを費やしている。
麺文化の創出と拡大へ
ただ、ナイジェリアでのビジネス展開は容易ではないようだ。同部長は、ナイジェリアに
は麺を食べるという文化がなかったので、ローカル・マーケットでインドミの作り方デモン
ストレーションを行ったり、無料サンプルを配ったりするなどして、
「麺文化」を創りだす
事に相当労力を費やしたと語る。初めのうちは、麺を見たナイジェリア人が、食べのもので
はなく「虫」だと勘違いした例もある。在庫と現金管理を毎日行うのも容易ではない。また、
同国でビジネスを展開する上で、
販売ルート確保が何よりも困難な点であるという。今でも、
300 人の営業部隊がインドミの車両広告が張られているバンを利用して国中を駆け巡って
いる。
街中の看板広告や警官用スタンドにもインドミ広告をかなりの頻度で見かける。
また、
ブランド浸透のために、イスラム教が広く普及しているナイジェリア北部地域にて、ラマダ
ン明けにモスクで調理済みのインドミを無料配布するなど、
クリスマスや大きなイベント毎
にこのような試みを実践している。最近では、ナイジェリア系 UAC Foods が展開するファ
ーストフード店 Mr. Biggs と連携し、新商品を 1 つのメニューとして提供している。
若年層を囲い込む戦略も
また、若年層の囲い込み戦略にも余念が無い。インドミ・ファンクラブを設置し、月に 1
度ラゴスにてパーティーを開いている。対象は 5-12 歳の小学生のみで、ダンボール 1 箱（イ
ンドミ 20 袋入り）を購入すると誰もが参加可能という仕組み。パーティーでは、インドミ
のロゴが入った T シャツ、文房具などが配布される。また、同社プロモーションキット、
ウェブサイトではナイジェリア市場向けに開発された 5 種類のアニメ・キャラクターが見
られるようになっており、パソコン用壁紙のダウンロードも可能だ。現時点ではキャラクタ
ーグッズの販売は行っていないが、将来的に実施した場合、即席麺とは別の収入源となるか
も知れない。また、栄養学修士課程の奨学金を補助したりや、オグン州オタにインドミ・フ
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ットボール・クラブを設立して有能選手の発掘も手掛けたりするなど幅広く CSR 活動も行
っている。
ナイジェリア系製造大手ハニーウェルや、同国財閥大手ダンゴテ・グループも競合相手と
して即席麺の製造販売を行っている。フラワー・ミル・ナイジェリアも即席麺製造の立ち上
げについて言及するなど、ナイジェリアの即席麺市場は、いわゆる「儲かる」市場として大
きな関心を集めている。
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【航空】アリック・エアー
ラゴス事務所
志釜 研作
ナイジェリア航空業界トップのアリック
アリック・エアー(Arik Air、以下、アリック)は、’Wing of Nigeria(ナイジェリアの翼)’
をスローガンに、ナイジェリア人ジョセフ・アルメミ・ジョンソン氏が 04 年に設立した会
社だ。アリックの全株を同氏が有している。06 年 10 月末にラゴス－アブジャ間のフライト
就航を開始した。現在では 1 日に 120 便を運航、ラゴス、アブジャ、ポートハーコートな
ど国内 19 都市に加え、ロンドン、ニューヨーク、アクラを始めとした海外 13 都市を結ぶ
大手航空会社に成長した。年間の利用者はのべ 300 万人に上り、うち国内乗客数はのべ 250
万人だ。現在の従業員は、ナイジェリア人 1,900 人、外国人 190 人である。
アリック社長を務めるジェイソン・ホルト氏によると、同社のナイジェリア国内のマーケ
ットシェアは 45～50％程度で、業界トップだ。ナイジェリア国内のドル箱路線と呼ばれる
のは、ラゴス、アブジャ、ポートハーコートを結ぶ「ゴールデントライアングル」であるが、
この路線における平日 1 日あたり国内大手 3 社のフライト最大運航数（09 年 12 月現在）
を比較してみると、アリックが 40 便、エアロ・コントラクターズが 24 便、ナイジェリア
ン・イーグルが 14 便だ。主要路線の半数を、アリックが独占している構図が浮かび上がる。
なお、ナイジェリアにおける航空業界は、近年順調に伸びている。ナイジェリア空港管理
局によれば、2001 年から 2002 年にかけて、国内フライト数は倍増し、乗客数も 19%増と
なった。最近の統計の発表はないが、ホルト社長は「ナイジェリア全体のフライト利用者数
はここ数年間で 8%増となり、現在は年間 600～650 万人が国内フライトを利用している」
と見る。
金融機関と政府の支援および安全性重視が成功の秘訣
創業から 3 年で成功した秘訣について、ホルト氏は「金融機関の支援をタイミングよく
とりつけることができたこと」や、
「ナイジェリア政府の支援（補助金）があったこと」を
挙げている。実際に 08 年 6 月には、新機体購入のためゼニス銀行など国内商業銀行 8 行と
350 億ナイラ投資契約締結に漕ぎ着けている。
また、05 年に起きた 2 件の国内フライト墜落大事故の教訓から、アリックは「安全性」
を第一優先とし、06 年にドイツのルフトハンザ・テクニックとパートナー技術の契約を締
結。アリックが保有する機体 29 機のうち、新機体が 17 機（エアバス A340-542（2 機）
、
ボーイング 737-800NG(3 機)、ボーイング 737-700NG（6 機）など）を占める点は、アフ
リカの航空会社としては特徴的だ。また 06 年に、アリックがボンバルディア CRJ-900 を
2 機調達したことも、ナイジェリア系航空会社の商業用新機体調達としては約 20 年振りの
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出来事であったという。さらに、2010 年も新たに 7 機を購入予定である。
このように、新機体を矢継ぎ早に投入したことや、同社フライトの安全性を強く訴えてき
たこともシェア拡大を果たした大きな要因であると思われる。また、後述する国内航空大手
ヴァージン・ナイジェリア航空会社（現ナイジェリアン・イーグル航空会社）が前政権と締
結した契約内容と現政権の対応が異なるといった揉め事に対処しなければならず、結果とし
てヴァージン・アトランティック航空会社とは別のパートナー先を探さなければなくなった
こともアリック社のシェア拡大につながったものと思われる。
陸路移動手段からの切り替え促進が課題
ホルト社長によると、ナイジェリア人は長距離の移動手段として、必ずしも飛行機を利用
しようとはしないという。いくつかの理由が考えられるが、多くのナイジェリア人にとって
05 年までに起きた多数のフライト墜落事故の記憶が強く残っているため、
「飛行機は危ない
移動手段」と思い込んでいるという。また、陸路のバスに比べて高い運賃や、フライトの遅
延への懸念がネックとなり、陸路移動を選択するナイジェリア人もいるという。
また、ナイジェリアでのビジネス上の課題としては、空港インフラが未整備であること、
航空燃料の調達が困難な場合があること、マーケットトレンドの情報が不足していることを
ホルト社長は挙げている。
西・中部アフリカ地域路線の拡大へ
前述の通り、アリックはナイジェリア国内路線のシェアは 45～50%を誇るが、これを
2010 年までに 65%に上げることを目標に掲げている。また、同は西アフリカ・中部アフリ
カ地域の路線拡大も狙っており、同地域でも 50％程度のシェア獲得を目指すという。
これまでも、08 年 1 月にラゴス－アクラ（ガーナ）間の路線を就航させた後、ラゴスも
しくはアブジャとコトヌー（ベニン）、ダカール（セネガル）
、バンジュール（ガンビア）、
ニアメ（ニジェール）を結ぶ路線も切り開いてきた。
今後は、ニアメから横展開させ、ワガドゥグ（ブルキナファソ）
、ニアメ（マリ）
、最後は
ダカール（セネガル）へとつないだり、ラゴスとキンシャサ（DRC）、ルアンダ（アンゴラ）
を結ぶルートも近い将来完成させたい意向だ。特に西アフリカ地域では英語圏と仏語圏間の
フライトの乗継が不便であるために、その間をつなぐ発想で、西アフリカ地域におけるラゴ
スのハブ化を更に進めたいとしている。長期的には、ケープタウン、ナイロビ、アディスア
ベバ、コナクリ（ギニア）
、モンロビア（リベリア）
、ロメ（トーゴ）、ドゥアラ（カメルー
ン）
、マラボ（赤道ギニア）
、リーブルビル（ガボン）
、ブラザビル（コンゴ共和国）、カイロ、
カサブランカといったアフリカ各国主要都市への路線拡大も検討していくという。
また、08 年 12 月にラゴス－ロンドン間、09 年 6 月にラゴス－ヨハネスブルグ間、09 年
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12 月にラゴス－ニューヨーク間といった長距離国際線も運航中で、ナイジェリア系航空会
社としては他社に追随を許さない圧倒的な路線ネットワークを築いている。ドバイ、ムンバ
イ、北京、パリ、フランクフルト、アムステルダム、ミラノ、ブリュッセル、ヒューストン、
モントリオール、サンパウロなど世界の大都市に向けた路線拡大構想は後を絶たない。
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【自動車】アジアン・モーターズ
ラゴス事務所
志釜 研作
フォトン車の輸入総代理店として活動
アジアン・モーターズ（Asian Motors Ltd）は、インド系トララム（Tolaram）グループ
が最大株主であるトランス・オート（Trans Auto Pte. 本社：シンガポール）の子会社と
して、07 年 2 月にナイジェリアに設立された。アジアン・モーターズが自社の株式 70％を
保持し、残りの 30％は同社社長である華僑でシンガポール人の Lohsan Chang 氏が有して
いる。現在の従業員数は 110 人で、うちインド人が 15 人（うち技術者は 7 人）
、中国人 5
人、インドネシア人 1 人がいる。
トランス･オートは、中国のフォトン・モーターズ（Foton Motors 以下、フォトン）と、
ナイジェリア、ガーナ、アンゴラ、ベニン、カメルーンにおけるフォトン車の販売代理店契
約を締結している1。アジアン・モーターズは、その中でナイジェリア市場を担当する輸入
総代理店という位置付けだ。
アジアン・モーターズが取扱うのは、フォトン車の乗用車・商業車（軽量トラック・中重
量トラック・バン・ミニバス・大型バス・石油製品タンカートラック・水タンカー・冷蔵品
運送トラック、ゴミ回収車・救急車）、及びその部品である。現地組立・製造を行っている
ものはごく限定的出、ほぼ全てを中国本社から調達している。07 年に事業を開始した当初
は、主に 1 トンや 2.5 トンの軽量トラックの輸入販売を行い、その後徐々に種類を増やし、
ピックアップ車両やバン、
重量トラックなど多彩な車種をナイジェリア市場に投入してきた。
他にも、中国 Hangcha ブランドのフォークリフト、Foton Lovol ブランドの建設機械（シ
ョベルカー、コンクリートミキサー、ホイールローダー、振動ローラー）を輸入販売してお
り、一部建機部品は現地組立を行っている。
アジアン・モーターズがフォトン車で現地組立を行っている場所は、ラゴス州のレッキ自
由貿易地区だ。同社はここで、軽・中重量トラックなど SKD 車両の組立を行っている。組
立台数の伸びは好調で、08 年に計 150～200 台、09 年は 250～300 台に上る見込みだ。な
お、アジアン・モーターズ販売部長のサルジュ・ジョージ氏によれば、この自由貿易地区に
は、
ナイジェリア連邦政府やラゴス州政府からのインセンティブが特にある訳ではないとの
ことだ。貨物自動車に関しては、SKD 車両輸入関税が 5％、完成車両輸入関税が 10％と関
税もほとんど変わらない。したがって、現地組立を自由貿易地区で行うことについては、何
らかのうまみがあるわけではないようである。

1

ちなみに、03 年に、フォトンと独ダイムラー・クライスラー（当時）は、フォトン車の
輸出促進を支援するため戦略的協力契約を締結しており、今では世界 90 カ国・地域以上に
フォトン車を輸出している。
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ナイジェリアでの販売台数は徐々に拡大
09 年 12 月現在、アジアン・モーターズの支所はアブジャ、ポートハーコート、カノの 3
都市に設置されており、ディーラー12 社と販売契約を締結している。今後売上を増やすた
めにも、ディーラー数の拡大を図っている。ラゴス州の北に位置するオヨ州の州都イバダン
に向かうバイパス沿いには 40 ヘクタールの土地を取得しており、2010 年 1 月からショー
ルームやカスタマー・サービスセンターとして活用する予定だ。同社のナイジェリアにおけ
る販売台数（内訳は不明）は、07 年に 400 台、08 年に 600 台、09 年には 1,200 台（09 年
11 月末時点）と、近年拡大している。08 年にはギネス・ナイジェリア向けにトラック 100
台納品、09 年はラゴス州政府向けにバス 50 台を納品するなど、尐しずつ実績を積み重ねて
いる。
現在ナイジェリアで流通しているフォトン車は、排ガス基準が全て欧州環境基準「ユーロ
2」の水準を満たしており、ナイジェリアでは珍しい環境配慮型自動車だ。ラゴス市内でも、
徐々にではあるが、フォトン車が見られるようになっている。フォトン車を利用している企
業の例としては、同じくトララム・グループ傘下でナイジェリア国内においてインドミ
(Indomie) ブ ラ ン ド の 即 席 麺 販 売 を 行 う マ ル チ プ ロ ・ エ ン タ ー プ ラ イ ズ （ Multi-Pro
Enterprises）や、国内財閥大手のダンゴテ・グループ、ギネス・ナイジェリアなどが挙げ
られる。
なお、同社の競合相手の筆頭として挙げられるのは、08 年末からナイジェリア市場に参
入したインド系タタ・モーターズだと考えられる。
アフターサービスの提供を重視
09 年は金融危機の影響を受け、耐久消費財の売上は全体的に減尐した。しかし前述の通
り、
フォトン車の販売台数は尐ないながらも前年比で倍増した。同社の販売部長ジョージ氏、
これには 2 つの要因があると見ている。1 つは、フォトン車の低価格戦略だ。ジョージ氏に
よると、同顧客層は「ベンツなどの高級車種を買う層ではなく、中古車を買おうとしている
層」だという。
もう 1 つの要因は、アフターサービスの充実だ。アジアン・モーターズのビジョンには、
「お客様のご期待を超えるアフターサービスを提供することで、
ナイジェリアにおいて最も
信頼される自動車販売企業になるべく努力を怠らない」と謳われている。
「これは、道路事
情が务悪なナイジェリアでは、自動車が故障しやすい環境にあることが背景にある。同社ウ
ェブサイトには、24 時間受付のサービス専用窓口の電話番号が掲載されている。また、購
入後、一定期間中2は無料修理サービスを提供している。このようなアフターサービスの地

購入から 1 年以内もしくは走行距離が 40,000 キロメートル以下の軽量トラック・乗用車
および、購入から 1 年以内もしくは走行距離が 60,000 キロメートル以下の重量トラックが
対象。
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道な活動を繰り返すことで、中国製品の安かろう、悪かろうというイメージを払拭しようと
している。
また、フォトン車を購入した企業のドライバー向けに、ラゴス州において月 1 度の割合
で無料レクチャーを実施している。レクチャー内容は、運転時の注意事項やメンテナンス技
術指導などだ。中国にあるフォトン本社からも、随時サービス部門担当者がナイジェリアに
出張し、アフターサービスを支援する仕組みを整えている。こういった一連のサービスにつ
いて、前述のジョージ氏は「アフターサービスを充実させることで、顧客の信頼を獲得した
い」と述べている。
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【インフラ】ショアライン・エネルギー・インターナショナル
ラゴス事務所
志釜研作
資産価値は２億ドル
ショアライン・エネルギー・インターナショナル（Shoreline Energy International 以
下、ショアライン)は、インフラ整備を中心として様々な業種で事業を展開するナイジェリ
ア企業だ。1997 年にナイジェリア・ラゴスに創立された。創立後に企業の買収・投資を繰
り返したことで、現在は 12 の子会社を束ねる持ち株会社に成長した。07 年の世界経済フォ
ーラム（ダボス会議）では、
「グローバル成長企業」に選出されたことで注目を浴びた。09
年 9 月現在、同社は 2 億ドルの資産価値を持つという市場評価になっている。現在、ショ
アラインが抱える従業員数は、傘下企業を全て含めると合計 3,000 人を超える。
ショアラインの CEO を務めるのは、ナイジェリア生まれで英国国籍のコーラ・カリム氏
だ。ハーバード・ビジネス・スクールの卒業生である同氏は、08 年に世界経済フォーラム
（ダボス会議）において選出された若手起業リーダー300 人の内の 1 人となった実績を持つ
経営者である1。カリム氏が英語とフランス語の両言語を話せることは、アフリカでのビジ
ネスを展開する上で有利に働いている。ショアラインの成長は、経営手腕と能力に長けたリ
ーダーの力に拠るところも大きいといえる。
インフラ整備を中心に多種多様な業種を手がける
傘下（もしくは、一部投資企業）の企業の業種は、石油ガス・インフラ、デベロッパー、
発電所、道路、不動産など非常に多岐にわたっている。ナイジェリアを中心としてアフリカ
諸国の経済発展に欠かせないインフラ整備にターゲットを当てたビジネス展開を行ってい
るといえる。
（傘下・投資対象企業例）
・ABB エレクトリカル・システム（発電・送電設備大手企業）
・コステイン西アフリカ（英国系建設企業）
・シュルムバーガーTest & Products （石油ガス部門への資材提供会社、ショアラインは
同社株 17％を保有）
・ファウンデイション・エンジニアリング（地質工学などを駆使した建設設計企業）
・アグバラ・ショアライン電力（アグバラ地域会社との合弁企業、100 メガワットの独立
発電所建設を計画中）
・アルマコ（ナイジェリア系のアルミ製品製造・販売会社）
・プレミア・ペイント（ナイジェリア企業で初めてナイジェリア証券取引所に上場したペ
イント企業、ショアラインは同社株 40％を保有）
・ナイジェリアン・ロープ（鋼鉄ワイヤー・麻ロープの製造会社、1960 年設立）
・フォルティス建設（携帯電話など通信企業向け技術設計・設備導入を提供）
・ダボフ（オランダ系のバイオマス・エネルギー取引業者）

カリム氏は、09 年 11 月にポルトガルの首都リスボンで開催された「グローバル中国ビジ
ネスミーティング」にも、パネリストとして招待されている。
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中でも通信部門において、南ア系携帯電話サービス会社 MTN、ナイジェリア系ヴィザフ
ォン、クウェート系ザインとの提携を通じて、ショアラインはこれまでにアフリカ大陸全土
で 1,000 以上の携帯電話網基地局を設置してきた。現在は、ナイジェリアを始めとしてガ
ーナ、コートジボワール、ウガンダなどアフリカ諸国 8 カ国にて事業を展開している。
ショアラインは、
ロンドンに構えている事務所を通じて経営コンサルタントをアフリカに
招くなどして、買収した企業の経営改善指導を徹底的に行っているという。成功例は、05
年に買収した英国系建設企業のコステイン西アフリカだ。経営指導が功を奏して、同社の内
部収益率（IRR）が改善した結果、今では 63％を超えるようになり、株価の上昇にも成功
したという。
自由貿易地域では投資しやすい街づくり
ショアラインは、09 年 9 月ナイジェリア・リバース州ポートハーコートに保有する 27
ヘクタールの土地で、自由貿易地域の認定を取得した。この土地は、もともと元ミシュラン
のタイヤ製造工場跡地だったものを、ショアラインが買い上げたものである。同地区では、
人々が安心して暮らせるような街づくりが進められている。地区内には新規ショッピング・
モールが建設され、既存の工場、宿舎、医療機関は質の向上が図られている。また周辺は、
武装勢力などの石油メジャー施設への襲撃や外国人労働者誘拐など治安が悪いと有名な地
域だが、ショアラインは警備会社コントロール・リスクと提携し、同地区内の治安対策に万
全を期している。
さらに、
この地区ではディーゼルより安価な天然ガスへのアクセスがあり、
4.2 メガワット規模の発電が可能である。電力不足が指摘され、工場やホテル、レストラン、
マンションなどでディーゼル発電機が稼動しているケースが多いナイジェリアでは、
かなり
魅力のある設備だといえる。ラゴスからは専用ジェット機が用意されており、地区内へのア
クセスも容易である。
ナイジェリアは、1 億 5 千万人の人口を抱える魅力的な消費市場である一方で、未だ輸入
禁止品目が多いため、現地製造という手段が必要不可欠である。この自由貿易地域は、その
ような条件を課せられた外国企業が投資を行うには、とても良い条件が備わっている地区だ
といえる。
ナイジェリア国外の西アフリカ諸国の市場全体への輸出基地としての価値が増す
可能性もある。なお、カリム氏は、日本企業による投資も待ち望んでいるという。
スコットランドのプロサッカーチームとも契約締結
ショアラインは、サブサハラ・アフリカ（以下、アフリカ）諸国向けのプライベート・エ
クイティ・ファンド設立も検討している。銀行や通信部門での M&A がアフリカ地域で進み
外国直接投資の受入額が増加したことで、07 年に南アを除くアフリカ諸国に流れ込んだ民
間資本は、
05 年比で 7 倍の 26 億ドルに達したと言われていることを受けての動きである。
なお、スコットランドのサッカー・プレミアリーグ 09/10 年シーズンで、ショアライン
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がハミルトン・アカデミカル FC と契約を締結。同チームのユニフォームに、ショアライン
のロゴがプリントされることが、09 年 8 月に発表された。このような契約の締結はナイジ
ェリア企業としては初であり、同社の快挙だといえるだろう。
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【食品】ダンゴテ・シュガー・リファイナリー
ラゴス事務所
志釜 研作
2001 年から精製工場を稼動
ダンゴテ・シュガー・リファイナリー（Dangote Sugar Refinery Plc

以下、ダンゴテ・

シュガー）は、ナイジェリア財閥大手ダンゴテ・グループ1の傘下企業として、2000 年から
操業を開始した。翌 01 年から、ラゴス州アパパ港近くに設立したナイジェリア最大規模の
自社工場にて砂糖精製を開始している。ダンゴテ・シュガーは 07 年にナイジェリア株式市
場に上場しており、現在は株式の 69％を Dangote Industries Ltd が、31％を個人投資家な
どが保有する。従業員数は、約 800 人で、9 割が砂糖精製の作業員として工場に勤務する。
同社は従業員のスキルアップのため、スーダンのケナナ（Kenana） 砂糖精製会社におけ
るマネージメントプログラムや、メイズ・サトウキビを加工した食品原料を製造する英国
Tate & Lyle における技術プログラムなどの研修を整備している。研修にはインセンティブ
が用意されており、好業績を残した従業員は、子息への奨学金制度やストック・オプション
制度を受けることができる。なお、同グループは、ヌマン市（北東部アダマワ州）に位置す
るサバンナ砂糖会社(年間生産能力：2,000 トン)）が民営化された際に買収している。同社
は 1 万人を雇用し、
6,330 ヘクタールのサトウキビ・プランテーション農場も運営している。
1 ヘクタールあたりの粗糖生産量は 40～50 トンで、2012 年までに 2 万ヘクタールまで農
場を拡張する計画だ。
ナイジェリア政府は国内製造業育成支援のため、精製糖の輸入関税を高く設定している2。
ダンゴテ・グループは既に 1978 年から精製糖の輸入販売を行っていたが、2001 年まで、
砂糖精製事業は手がけてこなかった。しかし 01 年から、ブラジルから輸入した粗糖をダン
ゴテ・シュガーの工場で精製するという事業に同グループは着手したのである。
ダンゴテ・シュガーは、03 年：52 万トン、04 年：65 万トン、05 年：87 万トン、06 年：
89.7 万トン、07 年：90.7 万トンと順調に精製糖の増産を果たした3。当初は年間 60 万トン
だった生産能力は、現在年間 144 万トンまで上がっており、これはサブサハラ・アフリカ
では最大規模、世界でも 2 番目の規模となっている。同社は、将来的には生産能力を年間
250 万トンまで拡大させたい意向だ。
ダンゴテ・シュガーは、いち早く砂糖市場に乗り出し全国の販売網を整えたことから、国

1

砂糖精製の他に、食品（スパゲッティ・即席麺・小麦粉・塩）、セメント、港湾管理、鉄
鋼、通信、石油ガス分野など多岐にわたる事業を展開
2 輸入関税率は、粗糖が 5％である一方で、精製糖は 20%。
3 03 年から 06 年までの 4 年間で、ダンゴテ・シュガーの収益は年平均 57.45％増と非常に
高記録を残した。
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内マーケットシェアの 80％を獲得することに成功した4。現在同社は、ラゴス、首都アブジ
ャ、北部中心地カノ市、ヌマン市、北西部ソコト市、アダマワ州の北に位置するボルノ州州
都マイドゥグリに保管倉庫を持つ。精製された砂糖は、50kg ごとに袋詰めされ、全体の 75%
が問屋を通じて国内マーケットなどに流通し、残りの 25%が国内大手菓子・飲料メーカー
向けに販売される。ダンゴテ・シュガーの顧客である大手菓子・飲料メーカーには、Nigerian
Bottling Company（コカ・コーラ）
、セブン・アップ、ネスレ、キャドバリーなどがある5。
また、ダンゴテ・グループの Dansa ブランドのフルーツジュースでも、ダンゴテ・シュガ
ーの精製糖が利用されている。
粗糖価格高騰の影響を受け、09 年は減益か
しかし、ダンゴテ・シュガーは 09 年に入ってから苦戦しているのが実情だ。その理由の
1 つは、国際的な食料価格高騰だ。09 年は、ナイラ安ドル高という為替変動の影響を受け
たことも手伝い、原料である粗糖の輸入価格が高くなった。この粗糖価格高騰の影響で、
06 年は、50kg あたり 4,000 ナイラで販売されていた精製糖が、09 年 10 月には 7,200 ナイ
ラにまで跳ね上がり、売上への影響が出ている。
さらに金融危機の影響もあり、09 年の同社の財務状況は、1～9 月の売上が 594 億 4,000
万ナイラ（前年同期比 7.64％減）に留まっている。また、税引後利益も 1～9 月で 158 億
6,100 万ナイラ（同 35.88％減）と、前年同期に比べると大幅に縮小している。南アフリカ
共和国（以下、南ア）系スタンビック IBTC 銀行は、ダンゴテ・シュガーの 09 年の収入は
804 億 4,900 万ナイラ（前年比 0.25％減）となると予測している。インド人であるダンゴ
テ・シュガー社長ソナニ氏も、09 年は景気後退のため業績が悪化している点を認めている。
なお、ソナニ社長は、ナイジェリアにおけるビジネス展開の課題としては、道路や電力不
足といったインフラの未整備を指摘する。鉄道インフラが整備されていないナイジェリアで
は、トラックを利用した運送に頼らざるをえず、道路状況が悪いために車両故障などの追加
コストがかかるという。電力不足対策としては、ダンゴテ・シュガーの工場でガスタービン
などを利用して 16 メガワットの電力を自社発電しているとのことだ。
攻めの姿勢で事業展開
ダンゴテ・シュガーの資料によれば、ナイジェリアの 1 人あたりの年間砂糖消費量は 7.5
～8.0kg である。これは、ガーナ：9.0kg、ECOWAS(西アフリカ諸国経済共同体)：9.1kg、
セネガル：15.4kg、南ア：32.0kg と比較すると尐ない。ただ、ここ最近の数年間で、ナイ

4

ダンゴテ・シュガーの他にナイジェリアで砂糖を製造・販売する企業としては、ナイジェ
リア財閥大手 BUA グループが挙げられる。同グループは、ラゴス州ティンカン地区にて年
間 60 万トンの砂糖を製造している。
5 07 年のメーカー向けの販売では、Nigerian Bottling Company、セブン・アップ、Sumal
Foods 社（ビスケット、クッキー、ガムなどのナイジェリア系菓子製造メーカー）の 3 社
向けの精製糖販売が、売上全体の半分を占めた。
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ジェリアの 1 人あたり砂糖消費量は 2～3% 増えてきているとされ、ナイジェリアにおける
精製糖の市場規模は、年間 480 万トンに達するという推計もある。
今後の方針として、ダンゴテ・シュガーは 250g, 500g, 1kg などに小分けした小売用パッ
ケージ商品も開発していく予定である。様々な価格帯の商品を用意することで、これまで同
社の商品を買わなかった層の掘り起こしを図っていく考えだ。
さらに、同社は国外市場への進出も視野に入れている。07 年 12 月にはガーナ向けに精製
糖 1,500 トンを初めて輸出した。また、アルジェリアにおいては精製糖製造工場を建設中
だ。ダンゴテ・シュガーが、北アフリカ市場への展開を本格的に考えている証拠だといえる
だろう。
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【食品】マスターミーツ&アグロプロダクション・カンパニー・ナイジェリア
ラゴス事務所
志釜 研作
ナイジェリア国内で肉製品を生産
マスターミーツ&アグロプロダクション・カンパニー・ナイジェリア（Master Meats &
Agro Production Comapany of Nigeria

以下、MMAP）は、ザンビア系ザンビーフ

（Zambeef Products1）が株式 100％を保持するナイジェリア法人である。設立年は 05 年
で、主に農場経営（牛、豚、鶏）と肉製品製造・卸を手がける。現在、従業員は 150 人で、
臨時スタッフとして別に 50 人を雇用している。年間売上・営業利益などの財務指標は非公
開である。
MMAP 社長のピーター・プスワネポエル氏によると、同社は 09 年 6 月に商業都市ラゴ
スの北に位置するオグン州シャガムにて取得した 300 ヘクタールの土地において、農場経
営を行っているという。現地には、ザンビア人技術者が駐在している。
このうち 120 ヘクタールの農場に、国内で買い付けた牛 1,000 頭と、豚（数不明）、鶏（同）
を飼育している。毎月の生産量は、鶏肉 60 トン、豚肉 30 トン、牛肉 20～22 トンに上り、
同じ敶地内に設置した加工工場にてパッケージ化している。この肉製品は、ラゴス州にある
南アフリカ系小売店ショップライトを中心に販売しており、同社売上は、50％が鶏肉、30％
が牛肉、15％が豚肉となっている。MMAP は、肉製品の生産量を 2010 年には倍増させ、
さらに 5 年以内で 10 倍にまで拡大させる計画だという。
なお、農場の残りの 180 ヘクタールでは、飼料用の大豆、サトウキビ、メイズなどを栽
培している。近年、穀物価格が高くなっているため、飼料を輸入に頼らず自社生産すること
で、コストを抑える意図がある。
より美味しい肉製品を食卓に
プスワネポエル氏によると、ナイジェリア国産牛肉は、外国産のものに比べると味が落ち
るという。このため、肉牛の育て方を改善して、美味しい牛肉を市場に提供できるようにし
たいという。また、2010 年にはオグン州よりも市場に近いラゴス州レッキ地区に加工工場
を設置して、
鮮度の高い肉製品をラゴス市内の消費者に届けることができる体制を整えたい
考えだ2。
密輸およびインフラ・経験不足が問題点

Zambeef Products は、ガーナにも Master Meats (Ghana)という Zambeef Products の現
地法人を持っている。ここでは農場経営は行われておらず、肉製品の卸販売のみ。
2 これに先駆け、09 年中にラゴスのメインランド地区に直営小売店の開店も検討された。
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プスワネポエル氏が、
ナイジェリアでビジネスを展開する上での最大の問題点として指摘
するのが、肉製品の密輸だ。現在ナイジェリア連邦政府は牛肉、鶏肉、豚肉の輸入を全面禁
止している。
しかし実際には、
多くの肉製品が密輸されているという。密輸される肉製品は、
低価格かつ味が良い。このため、MMAP がせっかくコストをかけて国内生産した製品は、
密輸製品に太刀打ちできなくなる恐れがあるという。
また、
電気や道路といった基本的な社会インフラの未整備も大きな問題点だ。
MMAP は、
北部ソコト州、ボルノ州、クワラ州などから調達した牛を、まず南部オグン州の自社農場ま
でトラックで輸送している。肉製品が完成すると、今度は自社農場からラゴス州などへトラ
ックで輸送している。この輸送に当たっては、ナイジェリアの道路状況が思わしくないため
に、時間とコストが非常にかかっているという。また、電力不足のために、自社発電する必
要があることから、加工工場運営も困難であるという。
なお、MMAP はナイジェリアでの商業用農場経営の知識・経験に乏しいという内的問題
も抱えている。09 年には、農業セクター活性を目的とした政府資金 2,000 億ナイラが投入
されたものの、知識・経験不足が原因となり、この資金が MMAP 社内で効果的に利用され
ているとは言い難いという。
ファーストフードの伸びに伴い市場も拡大へ
プスワネポエル氏の推測によると、ナイジェリアの肉製品需要は、鶏肉が最も高く 1 日
あたり 21,000kg、牛肉が同 14,000kg、豚肉は同 4,200kg と見られるという3。
食の欧米化やライフスタイルの変化により、ナイジェリアの肉製品の市場は大きく、今後
も拡大が見込まれる。英国ユーロモニターの「Consumer Lifestyles-Nigeria (Feb 07)」に
よれば、2000 年から 2005 年までの間に、ナイジェリア国内における缶詰製品、冷凍加工
食品の 1 人あたり消費量が 10％以上増えているデータが掲載されており、ナイジェリア人
がソーセージやバーガーを食するようになっていることが指摘されている。
近年、ナイジェリアではファーストフード店が著しく増加している。現在ナイジェリアで
19 店舗を展開するファーストフード店「チキン・リパブリック」は、2012 年までに店舗数
を 300 店にまで増設する方針だ4。また、同じくファーストフード店「ミスター・ビッグ」
の店舗数も、直近の 10 年間で、10 店から 185 点と急増している。さらに、09 年 12 月中
旬には、ラゴス州オニカン地区で「ケンタッキー・フライド・チキン（KFC）
」がフランチ
ャイズ店をオープンしている。このようにファーストフード店の急成長に伴い、肉製品市場
も拡大していくことが予想される。
3

豚肉の需要が低いのは、ナイジェリア北部にイスラム教徒が多数存在することが一因だと
考えられる。
4 チキン・リパブリックの発表によると、同社のチキン売上は、06 年に 360 万本、07 年に
600 万本と伸びている。
145
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

【調査サービス】AC ニールセン・ナイジェリア
ラゴス事務所
志釜 研作
ナイジェリア消費市場調査に対するニーズは高い
AC ニールセン・ナイジェリア（ACNeilsen Nigeria 以下、AC ニールセン.N）は、米
国調査会社 AC ニールセンのナイジェリア現地法人だ。AC ニールセンは、サブサハラ・ア
フリカ地域において、ナイジェリアを含めた合計 7 カ国1に進出している。ナイジェリアで
展開する AC ニールセン.N は 1998 年 8 月に設立されて以降、指折りの消費市場調査会社
として、製造業者を中心に利用されている。年間売上・営業利益などの財務指標は非公開で
ある。
ナイジェリア市場に関するデータの入手が困難であることは、同市場を狙う企業共通の悩
みである。AC ニールセン.N は、まさにここに着目したのだ。AC ニールセン.N は経営目
標として、
「お客様が消費者と消費者市場を理解できる、まとまった情報を提供すること」
を掲げている。
約 1 億 5 千万人もの人口を擁するナイジェリアは、05～08 年の実質 GDP 成長率が平均
で年 6％（IMF）を超え、
「ネクスト 11」の 1 カ国として注目を浴びる新興国である。しか
しながら、他のアフリカ主要国と比べ、統計資料が揃っていなかったり、統計があってもそ
のデータは信憑性に欠けていたりする場合が多い。例えば、03 年から 09 年にかけて、ナイ
ジェリアなど西アフリカ地域でエアコン、冷蔵庫、携帯電話などの販売拡大に成功した韓国
LG 電子も、
「ナイジェリアは統計データが全く無いので、各市場の規模などがわからない。
企業訪問をするなどして足で稼ぐしかない」
（同社ソン氏）という状態から事業展開を図ら
ねばならなかった。同様の声はザンビア系ザンビーフ（Zambeef Products）のナイジェリ
ア法人マスターミーツ&アグロプロダクション・カンパニー・ナイジェリアからも聞かれ、
「統計局も食品関連のデータを全く取り揃えていないので、
国全体の市場規模が把握するの
が非常に困難だ」
（同社長プスワネポエル氏）という。
AC ニールセン.N は、そのような企業が求める消費市場調査を、ナイジェリアで実施し
ている数尐ない企業の 1 つだ。同社の顧客は、ユニリーバ、ノバルティス、P&G、ブリテ
ィッシュ・アメリカン・タバコ、コカ・コーラ、ギネスビール、ネスレ、ペプシコーラ、
GSK、キャドバリー、フィリップ・モリス、アクセス銀行、GTB（銀行）、ノキア、MTN
（携帯）
、ザイン（携帯）
、イティサラット（携帯）など、大手企業が中心だ2。
ナイジェリア以外の進出先は、次の 6 カ国（カッコ内は進出時期）。タンザニア（1998 年
2 月）
、ウガンダ（1998 年 12 月）
、ケニア（1999 年 3 月）、ガーナ（2000 年 3 月）、カメル
ーン（2000 年 12 月）
、コートジボワール（2001 年 2 月）。
2 ジェトロ・ラゴス事務所が、
今回ナイジェリアにおける消費市場調査を実施するにあたり、
在ラゴス米国領事館ラリー・ファリス商務官と、セメント・パスタ・小麦粉などの製造大手
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調査対象範囲は拡大傾向
AC ニールセン.N による消費市場調査の対象地域は、ナイジェリア全体、地域別、都市
別の 3 段階に分けられる。うち、ナイジェリア全体の統計は、06 年 8 月分から整備されて
いる。また地域別とは、ナイジェリアを 4 つの地域（南西部、南東部、北西部、北東部）
に分けての調査である。これは 02 年 1 月から開始された。
AC ニールセン.N が 98 年 8 月の創業時から実施しているのは、都市別の調査だ。創業当
初の対象都市は、ラゴス市、アバ市（南東部アビア州）
、カノ市（北部カノ州州都）
、カドゥ
ナ市（カノ州の南に位置するカドゥナ州州都）の 4 都市。その後、99 年 4 月にイバダン市
（ラゴス州の北に位置するオヨ州州都）、ポートハーコート市（南東部リバース州州都）、ベ
ニン・シティ市（中央南部エド州州都）
、ジョス市（中央北東部プラトー州州都）の 4 都市
が、2000 年 6 月にもオニチャ市（中央南部アナンブラ州）
、エヌグ市（中央南部エヌグ州
州都）
、ソコト市（北西部ソコト州州都）
、マイドゥグリ市（北東部ボルノ州州都）の 4 都
市が、それぞれ新たな調査対象都市として追加された。現在の調査対象都市は、36 州の州
都に 6 都市（アバ、首都アブジャなど）を加えた 42 都市、周辺都市 66 都市、加えて地方
都市 20 都市と合計 128 都市に及ぶ。AC ニールセン.N は、この広範囲にわたる調査を可能
とする環境を整えているのである。
ナイジェリア市場が注目され、国内・海外企業からの需要が高まったことで、調査対象商
品も多岐にわたる。現在、AC ニールセン.N が調査対象としている商品は、タバコ、洗剤、
薬用石鹸、歯磨き粉、スキンケア製品、殺菌剤、殺虫剤、ミネラル・ウォーター、炭酸飲料、
ビール、麦芽ノンアルコール飲料、鎮痛剤、風邪薬、ビタミン剤、マーガリン、エネルギー・
ドリンク、濃縮物（食品）
、パウダーミルク、調味料、濃縮牛乳、キャンディー、フルーツ
ジュース、空気洗浄剤、歯ブラシ、ガム、チョコレート、パスタ、ヘアケア製品、コーヒー、
シリアル、衛生用品、ヨーグルト、RTD(Ready to Drink)、携帯電話プリペイドカードなど
合計 35 品目以上だ。
幅広い調査ニーズに応える
AC ニールセン.N がよく使う手法は、特定小売店における売上確認と在庫調査だ。これ
は、各都市における消費トレンドを把握する手法として活用しているという。AC ニールセ
ン.N は、ナイジェリア全体で約 100 万店の店舗を調査対象にできるとしている。調査は、
小売店のタイプ（地域、都市・地方、立地条件、店舗面積、保管施設、冷蔵施設の有無、従
業員数）と、対象商品、および調査項目（販売量・額、購入層、マーケット・シェア）につ
いて、調査依頼者から指定を受けた上で行われる。AC ニールセン.N は、100 人以上を調査
スタッフとして雇用し、
調査対象である複数の小売店を 1 ヶ月ごとに 1 件ずつ訪問させる。

フラワー・ミルズ・オブ・ナイジェリア社コスタス副社長に薦められた調査会社も、AC ニ
ールセン.N である。
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参考までに、例えば上述の全 42 都市において、03～08 年のビール 13 種類の年間販売量・
額と種類別シェアの調査の場合、調査金額は 150 万ナイラ（約 90 万円）の見積もりになる
という。
また AC ニールセン.N は、このような手法とは別のカスタマイズ調査も、顧客の要望に
沿って実施している。例えば、学生や主婦などの特定ターゲット消費者に対するインタビュ
ー調査や、電話・郵便・インターネットを利用したアンケート調査が挙げられる。また、複
数の一般人を集めて商品評価会を開くサービスも実施するなど、AC ニールセン.N は、顧
客の要望に沿う様々な事業を展開している。
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【メディア】プリマ・ガーネット・オジルビー・ナイジェリア
ラゴス事務所
志釜 研作
従業員は全員ナイジェリア人
ナイジェリアの広告代理店大手プリマ・ガーネット・オジルビー・ナイジェリア（Prima
Garnet Ogilvy Nigeria 以下、プリマ・ガーネット）は同業界出身のナイジェリア人ロル・
アキンフンミ氏によって、1992 年 1 月に設立された。株式の 70%を米広告代理店大手オジ
ルビー・グループ（Ogilvy World Wide）のアフリカ統括事務所であるオジルビー・アフリ
カ（Ogilvy Africa 南アフリカ共和国（以下、南ア）
・ヨハネスブルク）が保有し、残り 30％
はアキンフンミ社長などナイジェリア人個人投資家が有している。現在従業員は約 75 人で、
デザイナーを含め、全員がナイジェリア人だ。
オジルビー・グループは、サブサハラ・アフリカ地域全体で 22 カ国に進出している。こ
のうち 5 カ国は西アフリカ（ナイジェリア、ガーナ、コートジボワール、セネガル、シエ
ラレオネ）
。なお、西アフリカ地域の英語圏統括事務所がナイジェリアに、フランス語圏統
括事務所がコートジボワールに設置されている。ナイジェリアにおいては、同グループのう
ちプリマ・ガーネットの他に 5 社の広告代理店1）がビジネスを展開しており、プリマ・ガ
ーネットはこの 5 社それぞれに対して出資している。
09 年も売上は好調な伸び
プリマ・ガーネットは、08 年に売上が 10 億ナイラを超え前年比 30％増を達成した。09
年の売上は、さらに伸びて 15 億ナイラに達する見通しだという。これは、09 年中に同社が、
英国ビール大手 SAB ミラー、南ア・ホテルチェーンのサザンサン・ホテル、ナイジェリア
における銀行最大手ファースト銀行、ナイジェリア財閥大手ダンゴテ・グループからの受注
を相次いで獲得したためだ。なお、2010 年にはサッカー・ワールドカップが南アで開催さ
れることに伴い、この大会の試合を放映する南ア・マルチチョイスからの広告依頼が期待で
きるため、まだまだ好調な業績が続きそうだ。
プリマ・ガーネットの現在の主な顧客は 10 社強だ。顧客リストには、Nigerian Bottling
Company(コカ・コーラ)、ユニリーバ、プロモシドール（食品）、SAB ミラー、ダンゴテ・
グループ、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ、ファースト銀行、UBA（銀行）
、フィデ
リティ銀行、マルチチョイス、モトローラ、CHIGO（中国家電）など、国内外の大手企業
名がずらりと並ぶ。
プリマ・ガーネットの強みは、オジルビー・グループが世界 120 カ国にわたって持つネ
ットワークを駆使して、
世界中からアイデアや流行の宣伝方法を取り入れることができる点
First Direct Nigeria, Lampost Communication, Cutler Ogilvy Public Relations Nigeria,
141 Worldwide Nigeria(BAT Group), Media Share(Mind Share) Nigeria の 5 社。後者 2
社に関しては、プリマ・ガーネットが株式の 51%を持っている。
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にある。プリマ・ガーネットは、各企業・製品のブランド・イメージを消費者に浸透させる
ため、看板広告、新聞・雑誌などの紙媒体、壁画、ジュース専用冷蔵庫、自動販売機、テー
ブルクロス、ウェブサイト、スクリーンセーバー、ラジオ広告、バス広告、ダイレクト・メ
ールなどの媒体を利用し、ナイジェリア人の視覚などに訴える広告宣伝案を提案する。同社
が作成した街中のコカ・コーラの大看板や、新鮮味のあるフライング・バナーは、消費者の
目を引きつけている。現在、プリマ・ガーネットは具体的な広告の手法や構成を自社で準備
している一方で、テレビやラジオの CM 製作など、ソフトウェアを必要とするものは南ア
の会社と共同で作っている。プリマ・ガーネットの社長アキンフンミ氏は、従業員の広告媒
体制作の技術を向上させ、国内での製造割合を高めてゆきたいと考えているようだ。
競争の激しい広告業界
08 年までを中心にナイジェリアで続いた好況を背景として、広告業界も好成長してきた
と考えられるものの、各企業が売上や利益を公表しないために、ナイジェリアの広告産業全
体の市場規模は不明である。プリマ・ガーネットのアデヤンジュ氏によると、ナイジェリア
全土で広告代理店は 100 社程度あり、そのうち大手と呼べるのは数社だという。
プリマ・ガーネットの競合相手としては、主に外資系現地法人が挙げられるという。例え
ば、Grey Global グループ傘下の Insight Communications は、これまでにサムソン、ハイ
ネケン、スターコム（通信）
、MTN（携帯）
、BankPHB の広告を請け負ってきたし、DDB
Lagos は、MTN、フィデリティ銀行、メイ・アンド・ベーカー（即席麺）
、チキン・リパブ
リック（ファーストフード）
、テイスティー・フライド・チキン（ファーストフード）
、ブロ
ーブ・モーターズ(トヨタ自動車、ホンダ自動車販売ディーラー)からの受注実績がある。ま
た、携帯電話会社 Glo の広告を手がける TBWA コンセプトも注目株だ2。
最も効果的な広告媒体はラジオ
アキンフンミ氏によれば、ナイジェリアで最も効果的な広告媒体はラジオとのことだ。ナ
イジェリア国民の約 9 割は低所得層といわれるが、それでも全人口の約 6 割に上る約 9,000
万人がラジオを聞いていると言われる。中でも特にラジオ宣伝の効果が表れやすいのは、低
所得者にも手が届く価格帯で販売されている日用雑貨である。なお、ナイジェリア国内には
多種多様な言語が存在するため、
広告を複数言語対応は広告作成費の押し上げ要因になるが、
ラジオ広告においては非常に有効な広告手段だ。プリマ・ガーネットが手がけたコカ・コー
ラのラジオ CM は 20 以上の言語で作成することでブランド浸透を図っているという。プリ
マ・ガーネットは、ナイジェリア系調査会社（Research and Marketing Services）の調査
レポートを活用して、このような情報を日々収集している。

2

プリマ・ガーネットで消費者マーケティングを手がけるマイケル・アデヤンジュ氏によれ
ば、特に携帯電話サービス会社からの依頼は、プロモーション活動が大々的であるため受注
額も非常に大きいものになるという。
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なお、プリマ・ガーネット社長のアキンフンミ氏は、ナイジェリア情報通信省が音頭をと
る「Rebranding プロジェクト」委員にも選出され、ナイジェリアの対外的 PR にも協力し
ている。国家ブランド戦略のために、どのような宣伝手法が今後採られていくのかが注目さ
れる。
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【食品】フラワー・ミルズ・オブ・ナイジェリア
海外調査部 中東アフリカ課
金子 晃子
企業概要
企業名：Flour Mills of Nigeria PLC
設立：1960 年
従業員：約 1,220 人（グループ企業を含めると約 3,640 人）
フラワー・ミルズ・オブ・ナイジェリア（以下、フラワー・ミルズ）は、製粉、パスタ製
造、港湾運営、セメント製造と国際取引、肥料の混合、袋詰めなど、多岐に渡る業務を展開
するナイジェリアの財閥だ。1960 年に設立、売上高（2006 年 866 億ナイラ、2008 年 1,474
億ナイラ）
、純利益（2006 年 63 億ナイラ、2008 年 103 億ナイラ）ともに順調に拡大させ
ている成長企業のひとつ。パスタ製品は、系列会社であるゴールデン・パスタ・ナイジェリ
アが製造している。ラゴスのイガヌにある工場では、日量 500 トンのパスタを製造してい
る。
ナイジェリアに人気のパスタ
ナイジェリアのパスタ市場の成長は著しい。パスタは、コメやヤムイモなどの伝統食品に
比べ、安価で調理しやすいため、今や必需食料品となっている。実際、ナイジェリアではパ
スタの消費が急増している（2000-2005 年で 15.56%増）
。ユーロモニター社の調べによる
と、乾燥パスタの販売（金額/数量）は下表のとおり。2009 年のパスタの販売量は、2004
年比 55.3%増となっている。
【表】乾燥パスタの販売推移

数量（1,000トン）
金額（10億ナイラ）

2004
314.2
33.1

2005
322.7
40.1

2006
372.9
50.1

2007
434.6
61.5

2008
461.1
76.5

2009
487.8
90.7

（出所：ユーロモニター社）
ナイジェリアで売れているパスタのほとんどは、保存・調理に便利な乾燥パスタである。
鍋と釜、もしくはガスコンロで茹でるだけの調理方法は、ナイジェリアの一般家庭にも受け
入れられた。チルド/生パスタ、缶詰パスタは、大多数のナイジェリア人にとって高価であ
るため、2009 年の販売量はわずかにとどまっている。
パスタは、価格も手頃で、商品アクセスも容易であるため、低所得層から高所得層まで、
ナイジェリアの全ての所得層にとって人気の食材になっている。ほとんどの場合、パスタは
スーパーマーケットやハイパーマーケット、コンビニエンスストア、小規模なキオスクで売
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られている。
消費者に安心のブランド・イメージを
フラワー・ミルズは、ダンゴテ・インダストリーに続く国内第 2 位のブランドである。
国内市場は最大手のダンゴテ・インダストリー（35%、2008 年）とフラワー・ミルズ（28%、
同）など国内ブランドで大半が占められている。なお、現在パスタ製品の輸入は禁止されて
おり、ほぼ寡占状態になっている。
フラワー・ミルズは、パスタ市場で競争力を確保するため、宣伝広告や価格の設定、商品
ラインアップにも一工夫を加える。例えば宣伝方法として、ナイジェリアの一般家庭にもほ
ぼ普及しているラジオを利用し CM を流している。街頭広告も、不特定多数にブランド・
イメージを植え付け、潜在市場を開拓する上で効果的だという。
同社は、パスタメニューの用途拡大や消費者の選択肢を広げるため、ホームページ上で主
力商品である”ゴールデン・ペニー（Golden Penny）”の小麦粉、セモビタ、パスタを使っ
たレシピも紹介している。同社は、細めのパスタや、太めのパスタ、ショートパスタも扱っ
ており、
商品ラインアップの充実にも積極的で、総合的なパスタ市場の拡大を目指している。
ホームページでは、パスタ以外の伝統的料理のレシピも紹介しており、自社ブランドのイメ
ージ浸透に一役買っている。
パスタは今後も有望商品
フラワー・ミルズは、国外には生産設備を保有しておらず、全ての製品を国内生産してい
る。尐量だが、西アフリカの近隣諸国に輸出しており、その量は増加傾向にある。金融危機
による消費落ち込みの影響はそれほど受けていない。
ユーロモニター社の予測では、ナイジェリアのパスタ市場は、今後も年平均 3％の成長率
で伸びると見込まれている。
ウクパビ氏も、
ナイジェリアがアフリカ随一の人口規模を誇り、
将来的にも人口が拡大する一大市場であることから、「今後も有望な市場である」と語る。
同社の市場調査と広報を軸とした販売戦略により、
ブランド認知度が高まってきており製
品需要も増加している。今後販売網の強化、パスタ製品（系列会社であるゴールデン・パス
タ・ナイジェリアが製造）のラインアップを多様化することで、現在、パスタ市場で獲得し
ているシェア 28％（2008 年、ユーロモニター社調べ）をさらに拡大することを目指す。ゴ
ールデン・パスタ・ナイジェリアは、卸売業者奨励策、消費者や代理店販促、学校活動、キ
ャラクター商品業（マーチャンダイジング）
、試食会などの販促活動を実施している。拡大
する需要に対応するため、国内製造業者も生産能力を強化し製品供給を増やす姿勢だ。
こうした中、単価は、今後 5 年間上昇するだろうと見込まれている。パスタの小売価格
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には、穀物商品価格が大きな影響を与えるが、2009 年には小麦粉などの原材料費高騰の影
響を受け、単価も 12%程上昇した。同社のグループ・マネージング・ディレクターである
ウクパビ氏は、ナイジェリアの消費者は依然として低所得層が多いため、質・ブランドより
も価格が優先選択条件となる「価格先行型」であると話している。ナイジェリアは、電力不
足や道路インフラの欠如など、製造にあたりコスト上乗せ要因が多いため、様々な企業努力
が必要になる。
パスタは、ナイジェリアの主食であるヤム芋とキャッサバ、メイズなどの伝統食に加え、麺
類やコメのような食品とも競合している。そうした中、2009 年 3 月、ゴールデン・パスタ
は、即席麺“Golden Penny Noodles”を投入した。チキン風味とチキン・オニオン風味の二
種類がある。パスタ一筋ではなく、ナイジェリア消費者の好み・流行に合わせた新製品の投
入が、今後のさらなる市場拡大のカギとなるだろう。
情報ソース
・2009 年 11 月 16 日 Flour Mills of Nigeria PLC

グループ・マネージング・ディレ

クター E.A. UKPABI 氏他インタビュー
・Euromonitor International “Pasta Nigeria” (December 2009)
・Flour Mills of Nigeria PLC ホームページ他

http://www.fmnplc.com/
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【飲料品】アクラ・ブリュワリー（ガーナ）
ラゴス事務所
志釜 研作
西アフリカの英語圏で事業展開
アクラ・ブリュワリー（Accra Brewery Ltd）は、1931 年にオーバーシーズ・ブリュワ
リー（Overseas Brewery Ltd）という名称でガーナに設立された、西アフリカ地域初のビ
ール醸造企業である。設立当初から製造しているクラブ・ビアー（Club Beer）は、現在も
同社の看板ブランドとして有名だガーナ国内の地方にあるレストランでも、クラブ・ビアー
は良く見かけられ、伝統あるビールとして知れ渡っている。同社は 1995 年にガーナ証券取
引所に上場しており、1997 年に株式 70％を英国 SAB（South African Brewery）社に取得
された。2002 年にミラー（Miller）社を買収した SAB 社は、ビール醸造世界 2 位となり、
開発途上国市場に積極的に投資しビジネス展開していく戦略を掲げている。2008 年 12 月
には、ナイジェリアのリバース州ポートハーコート市にある小規模醸造企業 Pabod を SAB
ミラーが買収し、1 億 4,630 万人ものアフリカ大陸最大規模の人口を誇るナイジェリア市場
にも進出している。また、英 SAB ミラーと、仏 Castel は、互いの株式を保有する形で、
アフリカ大陸の英語圏と仏語圏における棲み分けを図っている。
現在、アクラ・ブリュワリーのビール醸造設備は首都アクラ市内にある工場 1 箇所で、
2009 年始めに買収したソフトドリンク・ミネラルウォーターのガーナ最大手 Voltic の 2 工
場を含めた計 3 工場にてボトリングを行っている。同社が販売する製品は、ガーナ国内で
醸造している 5 種類の瓶ビール（それぞれ 330ml, 600ml）と数種類のフレーバー入り炭酸
飲料水、イタリアから輸入する瓶ビール Peroni、それにベトナムから輸入しているクラブ・
ビアーや Stone Strong Lager などの 330ml 缶ビールから構成されている。また、尐量であ
るがドラフトビールを製造し、国内主要ホテルやレストランにて販売されている。08/09 年
には、2,000 万ドルを投資し、ボトリング能力を 22,000 本/時間から 36,000 本/時間へ拡大
させるなど設備強化を行った。同社のビールの販売実績では、Castle Milk Stout が全体の
30％、続いてクラブ・ビアーと Stone Strong Lager がそれぞれ 20－25％を占め、Shandy,
Chairman が後に続く。現在、輸出は行っていない。2009 年次報告書によれば、売上は
2,521.9 万セディであったのに対して、08/09 年は 3,364.1 万セディと前期比 33.4％増とな
ったが、設備投資がかさんだために税引後利益は 08/09 年は 224 万セディの赤字を計上し
ている（2009 年 9 月 29 日時点、ガーナ中銀 TTB レート 1 ドル＝1.44 セディ）。
女性、若年層を新たなターゲットに
ガーナのビール市場は 2003 年から 2008 年までに年率 8％もの成長を遂げており、2008
年は 1 億 4,000 万㍑規模へと拡大している。但し、年間 1 人当たりのビール消費量は 5.3
リットルと、南アの 80 リットル、チェコの 130 リットルと比較するとまだまだ小規模。金
融危機の影響もあり、2009 年のビール市場は 8％減となる見込みだが、今後もビールの売
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上は伸びていくと期待される。なお、ガーナのビール市場では同社が 3 割程のシェアを占
めるが、2004 年 12 月にガーナ・ブリュワリー（Ghana Breweries Ltd、Heineken 製造)、
ギネス・ガーナ（Guiness Ghana Ltd）
、及び現地資本ビール製造企業 3 社が合併し、一気
に 7 割のシェアを占めるに至っている。アクラ・ブリュワリー はシェア奪還のために次の
通り巻き返し策を図っている。2008 年 10 月に若い女性層をターゲットとしたフレーバー
入りアルコール飲料 REDD’S を導入、同年 12 月にはフレーバー入り炭酸飲料水のペットボ
トル製品 Club Minerals を販売開始し、アクラや港町テマの学校などに無料サンプル配布
するなどして市場のテコ入れを探っている。販売拡大のための市場調査は米国調査会社
ACNielsen を利用し、ガーナの各地域に営業部隊を配置しているが、新たな新商品開発や
配送システム構築といった更なるイノベーションが必要だとグレゴリー・メトカルフ社長は
強調している。運送用に自社トラックを 7 台保持する同社だが、道路状態が思わしなく、
インフラ未整備や、添加物の現地調達がほとんど不可能であることや、資金調達が困難であ
ること（2009 年 9 月現在、ガーナ商業銀行の貸出金利は 30％ほどに上昇しているが、他に
資金調達する目処がないので仕方なく借り入れを行っているとのこと）などがビジネスを展
開する上での大きな妨げになっていると言う。
社員育成、CSR 活動にも注力
同社が、全社員向けに B 型肝炎検査やエイズ対策の指導を実施するなどして社員の健康
を守ると共に、
社員の誕生日パーティーを社長が開催することでコミュニケーションの促進
を図り、団結力を高めていることは興味深い。08/09 年の経営目標を達成するために全社員
がアイデアを出し合ったりするなど、会社内の風通しを良くしようとする試みも行われてい
る。2009 年 9 月時点の正規雇用社員数は 398 名であり、ビール醸造訓練のために南ア・ヨ
ハネスブルグに設置されている専門訓練センターには同社からも何人ものワーカーを送り
出している。CSR 活動も盛んで、アクラ都市健康管理局のマラリア撲滅運動向けに 1 万セ
ディ強のスプレーなどを寄付するなどして協力している他、2007 年 10 月にはガーナ大学
工学部食品加工学科と長期パートナーシップを締結。2007 年及び 2008 年にはそれぞれ 2
回ずつ 5 名の学生をインターンとして受け入れるとともに、同学科のカリキュラム作成も
支援している（現在、インターンを経た 2 名が同社に勤務している）
。CSR 活動に加えて、
国内の各種イベントや父の日の飲料寄付を積極的に展開するなど、
将来の顧客となる若年層
向けのマーケティングにも余念がない。
ガーナに限らずアフリカ諸国では人材確保が非常に困難であるとよく言われる。アクラ・
ブリュワリーが行っている市場拡大のための新商品投入に加え、
現地有名大学との提携や社
員の健康管理は必要不可欠な「投資」として参考になる。現在ガーナ国内では、ハイネケン・
ギネス・ブリュワリー（Heineken Guiness Breweries Ltd）が製造するスター・ビール（Star
Beer）が圧倒的なシェアを誇っていると言う。国内輸送もパートナーと提携し確立させ、
全地域に営業部隊を持ち日々営業活動を行っている同社は、CSR 活動やメディア広告をう
まく利用しながらも、割安感を打ち出す製品投入などもシェア奪還には必要かも知れない。
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コートジボワールの消費市場概要
アビジャン事務所
渡辺 久美子
はじめに
長期にわたる内政不安で経済が停滞したコートジボワール。消費市場は、貧困層（1 日 2
ドル以下で生活する人）の拡大で低価格志向が強まっている。一方、消費を牽引してきた富
裕層は健在で、中間層も育ってきている。政情安定化で安定成長が見込まれる中、人口の 7
割が 30 歳未満の「若い市場」が生産力と消費力を生み出す。ここから見えてくるのは、市
場として手付かずだった低所得層を含め今後厚みを増す中間層を核に消費拡大が見込める
ダイナミックな市場だ。
コートジボワール経済は、内政不安の影響で 2000 年から 2006 年まで低成長が続いてい
たが、2007 年の政治合意に伴う政情安定化を背景に回復基調が鮮明となっている。2009
年の経済成長率は 3.7%となり、今後 5 年間、毎年 4～5%の成長が見込まれる。１人当たり
GDP は 2000 年の 624 ドルから 2008 年に 1,1321 ドルと 1,000 ドルを突破し、8 年間で 1.8
倍となった。
GDP の 66%を占める個人消費は 2007 年から 2009 年に年平均４%伸びている。
個人消費が好調だった要因は、一次産品価格の上昇による農民所得の増加、公務員給与の引
き上げ、雇用創出によるところが大きく、所得上昇が購買力拡大につながった。
「若い市場」
コートジボワールの人口は 2005 年 1,924 万人。人口増加率は低下傾向にあるものの、年
率 3%と引き続き高い水準にある。年齢別人口構成をみると、最小年齢グループの人口を最
大とする典型的なピラミッド型だ。0～19 歳の人口は全人口の 52%と非常に高い。次いで
20 代 17%、30 代 11%、40 代 8%、50 代 6%、60 代 4%、70 代 2%と続く。人口の 70%が
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30 歳未満で、19 歳以下の若年層の割合は実に 50%に達する。女性と男性の割合は 51%、
49%とほぼ同じである。こうした若年層が今後消費市場を活発化させていくことが期待され
る。
西アフリカ経済通貨同盟（UEMOA）地域では共通市場の創設に向け経済統合が進展する。
地域経済活動の 40%を占めるコートジボワールは、人口 1 億人の市場を有する地域ハブで
あり、また地域市場の玄関であることから、周辺国と比べ 豊富なバリエーションの商品が
流通する。同地域では、2050 年までに人口が倍増すると予測され、これは多大な消費ニー
ズと購買力を示している。
コートジボワールの総人口に占める貧困層の割合は、85 年の 10%から現在 49%にまで拡
大している。都市部では 28%だが、農村部では 50%を超えている。これら貧困層には 30%
しか所得が行き渡っていない。政府は IMF・世銀の支援を受け、今後 5 年間に貧困層を 16%
まで削減させることを目標とし、
雇用の創出、
民間分野の促進、地方開発を政策の柱に据え、
貧困削減プランに取り組んでいる。
中期的には農村地域の都市化の進展や所得の向上ととも
に、
貧困層の多くが低所得層の域に移動し、低中所得層の重要性が高まっていくとみられる。
このことから、所得が限られ、消費の機会が尐ない貧困層が低所得層へと段階をあげ、他の
層も含めた国民全体の消費力が上昇していく状況が浮かび上がる。所得の底上げによって、
中間層だけでなく低所得層も消費者として存在感を強め、さらなる消費拡大が望める。これ
ら層の拡大は消費ニーズの多様化を生み出し、新しい商品カテゴリーの伸びが期待できる。
人口増加と所得水準向上の
相乗効果により需要が拡大す
る中、消費者は何に支出して
いるのだろうか。個人消費支
出の内訳をみると、
「食品・飲
料（アルコール飲料を除く）」
（シェア 45%）、「交通」（同
11.6%）
、「住宅・光熱費」
（同
10.1%）、「家具・修繕」（同
8.8%）
、
「雑貨・サービス」
（同
4.8%）
、
「衣類・履物」
（同 3.7%）
、
「娯楽」
（同 3.7%）
、
「健康」
（同
3.4%）
、
「アルコール飲料・タバコ」
（同 3.3%）
、
「通信」
（同 3.1%）、
「レストラン・ホテル」
（同 1.5%）
、
「教育」
（同 1.1%）の順で消費支出の割合が高い。一方、小売商品売上高をみ
ると、石油製品、医薬品、新車、食品・飲料・タバコ、衣服、自動車部品、建築資材、宝飾
品、中古車、美容・化粧品、事務用品、家電、家具を中心にここ数年間高い成長を示してい
る。
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多様な市場機会
コートジボワールでは将来的な所得水準の向上を見込み、
高級ブランド店の出店や高級品
の投入が相次いでいる。今後は、中間層人口の増加に伴って、金融サービス分野の成長が期
待され、
クレジットカード利用や個人向けローンが拡大していくと見られる。
都市化が進み、
マンションなどへの居住人口の増加に伴い、
住宅ローン市場が拡大していることも注目され
る。女性の社会進出や所得向上を背景に女性も旺盛な消費意欲を見せている。また成長に伴
いライフスタイルが変化しており、食生活も先進国に近づいている。急速な人口増加により
コメ、肉や魚類、乳製品、飲料市場が拡大している。以下では、このように売上を伸ばす品
目を中心に業種別の消費動向と企業の販売事例を紹介する。
自動車：
自動車市場はここ 10 数年間で
大きく変化した。中古車輸入が
禁止されていた 80 年代の新車販
売台数は年間 25,000 台前後だっ
たが、96 年に中古車の輸入が解
禁されて以降、新車市場は縮小
の一途をたどり、2005 年には
3342 台まで減った。しかしここ
にきて販売が増加する傾向にあ
る。当地の自動車業界団体の統
計によれば、08 年の新車販売台数は前年比 5.5%増の 6326 台（ホンダ車と中国車は同統計
に含まれていない）となった。メーカー別の販売台数はトヨタが 1240 台とトップで、次い
で三菱 899 台、現代 776 台、プジョー673 台、日産 584 台、ダチア 375 台、マツダ 229 台、
メルセデス 216 台、フォルクスワーゲン 180 台、ルノー157 台、いすゞ154 台、シトロエ
ン 141 台、BMW111 台、フィアット 108 台、スズキ 107 台等と続く。国別では日本車がト
ップで 3213 台と全体の 50.8%を占めた。2006 年以降、欧州車を抜き日本車の優勢が続い
ている。以下、2 位フランス車、3 位韓国車、4 位ドイツ車となっている。車種別では、乗
用自動車 2418 台（車種・メーカー別順位/トヨタ、プジョー、ダシィア、ヒュンダイ、ベ
ンツ）
、４輪駆動車 1390 台（同ニッサン、三菱、ヒュンダイ、スズキ）ピックアップ・ト
ラック 1345 台（同ニッサン、トヨタ、三菱、マツダ）
、トラック（3.5 トン以下）508 台
（CANTER、ヒュンダイ）
、バン 452 台（同プジョー、ヒュンダイ、シトロエン）
、バス（22
座席以上）98 台（ヒュンダイ、CANTER）
、ミニバス（22 座席未満）73 台（同トヨタ、ヒ
ュンダイ）などとなっている。経済活動の回復を反映し、公共輸送や貨物輸送、商用車の需
要が増え、バスやミニバス、トラック、バンの販売台数が大幅に増加した。４輪駆動車は行
政機関の調達があり増えた。このうち４輪駆動車とピックアップ・トラックでは日本車が圧
倒的なシェアを占めている。
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現代自動車、起亜自動車、マツダ、BMW の大手販売代理店 SDACI によると、中古車市
場の拡大で不振だった新車市場は、ここ数年売上高、販売台数とも好調だという。同社は、
高級車、低価格車と幅広い製品を取り扱うことで販売シェアを伸ばしている。新車市場は拡
大傾向にあるが、各社の販売競争は激しさを増している。新車市場は品質、性能を重視する
高級志向と、価格を重視する低価格志向に分かれる。大手企業や富裕層は、技術、品質、性
能に基づいて購入を決定しているが、
中間層にとっては価格が重要な決定要因となっている。
SADACI 社は、
「中間層向けのローンが今後の市場拡大のカギを握る。新車市場の伸長に加
え、低価格車投入が成長を加速する」とみる。
主要経済誌がアビジャン市内で実施した調査によると、消費者は自動車の購入にあたり、
車の価格、燃費、維持費など経済的要因を重視しており、車のモデルやマーク、乗り心地な
どを決定要因とする順位は低かった。同国で売れる車の条件は、まず手頃な価格。そして環
境にも配慮した低燃費という結果が出た。これらを両立した小型車が今後の売れ筋になる見
通しだという。人気の高いメーカーのトップ５はトヨタ、BMW、メルセデス・ベンツ、ア
ウディ、日産だった。
中古車市場も拡大している。中古車輸入台数は 2008 年 30.401 台にのぼった。このうち
年数が 20 年を超える車が 55%、10 年を超える車は実に 80%に達する。メーカー別では、
トヨタ（9,710 台）
、ベンツ（4,936 台）、BMW（1,022 台）、フォルクスワーゲン（978 台）、
プジョー（940 台）
、三菱（935 台）
、キア（780 台）
、ルノー（727 台）などとなっている。
コートジボワールでは、
アビジャン市内を運行する路線バス以外は公共輸送機関が発達して
いないので、乗合タクシーや乗合バスが市民の重要な移動手段となっている。トヨタ車は燃
費、耐久性に定評があり、乗合タクシーや乗合バスとしても多く使用されている。これら中
古車の多くはフランス、ベルギーから輸入されているが、年式が古いだけでなく、現地仕様
でないため故障しやすいことや部品の補給が困難であるため、安全性、環境汚染の問題が指
摘されている。
中古車を買うのはエリート層から初めての車を購入する低所得層まで幅広い。
売り場に並ぶ車の方も 80 万 FCFA で売られている廃車寸前の車から、1,000 万 FCFA を超
える走行距離わずか 1 万 Km の最新型の高級車まで多種多様だ。コートジボワールの消費
者はブランド志向が高く、例えば同じ値段であったとしても、新車のヒュンダイ車よりは中
古のベンツ、BMW がほしいという消費者が尐なくない。自動車、電化製品、衣料品などの
中古市場は大きな規模だ。
高級ブランド店や車のショールームに一度も入ったことがないに
もかかわらず、ベンツや BMW、ディオールやイブサンローラン製品に忠実な消費者が多数
いる。
中古市場では世界的ブランドを安く手にすることができるため消費者の期待はかなり
高くなっている。これら中古市場は、低価格で高品質の商品を提供し、消費者のニーズに応
えている。
二輪車：
二輪車市場も、低中所得層の需要を取り込み拡大している。二輪車の販売台数は年間約
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27,500 台と推定される。このうち正規代理店ルートで取引される二輪車は 2,500 台。販売
先は業務用・企業向けが 7 割強を占め、個人消費者向けは約 2 割だ。レジャーやスポーツ
のパートナーとして購入する消費者は未だ尐ない。残りの 25,000 台は並行輸入される商品
で、中国製の廉価な製品に加えて、模倣品も多く含まれている。低価格で販売されるこれら
の製品は、
公共輸送機関が発達していない地方都市や農村部の住民が日常的な移動手段とし
て購入するケースが多く、全体の 9 割強を占める。このような二輪車は価格が安くても、
品質や性能が务るので企業向けや業務用途は尐ない。ヤマハ代理店 SARI 社は、現地の市場
風土に根づいたカテゴリーをラインアップしており、主力の製品として YBR125（125CC）
を投入した。価格は 125 万 FCFA と中国製やインド製の安価な製品と比べて 2～3 倍高い。
中国製 SANILI（125CC）は 50 万～60 万 FCFA で販売されており、市場にはさらに廉価
な製品も出回っている。ヤマハは、あえてローコスト商品は扱わず品質やサービスを維持し
ブランド・イメージを守る。二輪車市場では低価格を武器に中国の躍進が目立つが、中国の
低価格製品とは差別化を図り、
「高級品」として異なるセグメントで需要を取り込んでいく
戦略だ。二輪車市場も自動車市場と同じように品質、性能を重視する高級志向と、価格を重
視する低価格志向に分かれる。企業は、価格のほかに技術、品質、性能も重視するが、日常
的な移動の手段として二輪車を購入する農村地帯や地方都市の住民にとっては価格がより
重要な決定要因となっている。中国から流入する廉価な二輪車は、日本や欧米の製品に比べ
品質面での評価は务るものの、
依然として低所得層が多いコートジボワールでは魅力となっ
ていることも事実だ。売れ筋は中国の SONGA、ACCESS、JINCHENG、SANYA のブラ
ンドで、排気量 125CC で、価格は 40～50 万 FCFA。
二輪車の輸入はここ数年、重量、金額ベースともに大幅に増加している。一方、重量の伸
びが金額を上回っており、二輪車市場では低価格化志向が進んでいることがわかる。国別で
は、急増する中国からの輸入が 75%を占め、2 位の日本 12%を大きく引き離す。次いでア
ラブ首長国連邦、トルコ、フランス、米国と続く。排気量別では 50～250CC が 52%と最も
多く、次いで 50CC 以下が 33%となっている。コートジボワールではこれまでバスや乗合
タクシーが市民の足となってきたが、最近新たな動きがみられる。国土分断により旧反乱軍
支配地では車の通行が困難となった上、
治安悪化を恐れて公共輸送機関が運行をストップし
たことから、これに代わってバイクタクシーが市民の移動手段として出現した。安い中国製
二輪車がバイクタクシーの間で広まっている。
家電：
近代化に伴い消費スタイルに変化をもたらしている。贅沢品であったテレビや冷蔵庫は、
「必需品」に変わりつつある。家電分野ではより安価で低機能の製品を選好する消費者が増
えている。家電分野の売上高は 2004 年 155 億 FCFA から 2008 年 245 億 FCFA と大幅に
伸びた。家電輸入は 2004 年 124 億 FCFA から 2008 年 198 億 FCFA に増えた。うちクー
ラー31%、テレビ 30%、冷蔵庫・冷凍庫 25%となっている。主な輸入先は中国で、全体の
42%を占める。次いでフランス 12%、韓国 5%、英国 4.7%、タイ 4%、イタリア 3.3%と続
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く。
家電輸入はここ数年、
数量ベースで増加しているものの、
金額ベースでは減尐しており、
商品の輸入単価が下がっている。これは中国からの低価格製品の輸入が増えたためで、家電
市場でも低価格志向が強まっていると見られる。
冷蔵庫と冷凍庫は、家庭向けでは食品保存という用途に加えて、家庭の主婦が自家製の飲
料や氷、
乳製品を販売するため購入するケースが増えている。
また街中の商店、レストラン、
カフェ、バー向けの業務用も好調だ。冷蔵庫・冷凍庫の輸入額は 08 年 50 億 FCFA となっ
た。安上がりな娯楽としてテレビはさらに普及している。統計はないが、都市部での普及率
は 50%を超えるとみられる。テレビの輸入額は 08 年 60 億 FCFA となった。LG・パナソ
ニック販売代理店 SONOCO によると、テレビはまだブラウン管の需要が高いが、今後、
ブラウン管に代わってプラズマ、液晶が主流になるとみている。同社は、サッカーのアフリ
カ杯、W 杯を前に年末の 1 ヶ月間、期間限定で販売プロモーションを実施、LG の 32 型液
晶 299,000FCFA、32 型プラズマ 350,000FCFA、42 型プラズマ 550,000/695,000FCFA、
50 型プラズマ 780,000FCFA で販売した。これら高付加価値テレビの売上が好調だったこ
とから、同社は昨年に続き 2 ケタ台の売上増加を見込んでいる。
一方中古家電の輸入も増えており、輸入額は 2004 年の 42 億 FCFA から 2008 年には 96
億 FCFA と 2 倍強になっている。これら中古品は、日本の有名ブランド製品が多く、欧州、
日本、シンガポールから大量に輸入されている。日本企業は、アフリカ市場で日本製家電製
品の売れ行きが悪いことを懸念し、中古品対策に取り組んでいるという。中古品は新品価格
の約半額で売られている。例えば、カラーテレビの 14 型ブラウン管、21 型ブラウン管、
32 型ブラウン管、32 型液晶はそれぞれ、新品価格 10～13 万 FCFA、13～18 万 FCFA、20
～25 万 FCFA、30～39 万 FCFA に対し、中古品価格 4～6 万 FCFA、6～9.5 万 FCFA、10
～12 万 FCFA、20～25 万 FCFA で販売されている。家電分野ではリスクを認識した上で価
格を重視し、中古品を購入する消費者が増えている。
食料品・飲料：
急速な人口増加に伴い拡大する食品市場。コメ、肉や魚類、乳製品、飲料の消費が増えて
いる。コメの消費量は約 150 万トンで、ここ 10 年間で 65%増えている。コートジボワール
で最も需要が高いコメは粉砕米（275FCFA/Kg）で、消費量全体の 7 割を占めている。こ
れは主に、価格が安く、調理するとボリュームが増えるため低価格志向の低所得層の需要を
取り込み消費が増えているためだ。次いで需要が高いのはデラックス米で、中所得層以上の
消費が多い。また富裕層では香り米（600FCFA）の需要が高い。国産米（392FCFA/kg）
は主に西部および南西部の生産地帯で消費されており、
都市部での消費は価格が割高なこと
もありわずかだ。コメの消費が全般に増える傾向にあるのは、キャッサバやモロコシ、プラ
ンテンバナナといった伝統的な食材に比べて、調理が簡単で、量的に割安であることや、都
市部の住民を中心としたライフスタイルの変化が要因としてあげられる。
コメは祝祭日や冠
婚葬祭行事にも欠かせない食材だ。
これらの機会には低所得層もデラックス米や香り米など
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高級品を求める。年間国民一人当たりのコメ消費量は 60kg に達する。コメの消費に生産が
追いつかないため輸入に頼らざるを得ないのが実情だ。国内生産量は 74 万トンで、コメの
需要を大きく下回り、76 万トンを輸入している。10 年前と比べると国内生産量が 20%増、
輸入量が 90%増となり、輸入依存度が高まっている。コメの輸入は金額にして 2,000 億
FCFA に達し、大きな外貨流出源だ。主な輸入先はタイ（シェア 63%）
、ベトナム（同 13%）
、
パキスタン（同 12%）
、中国（同 4%）となっている。
深刻な食料危機は世界各国に大きな影響を与え、
コートジボワールでも食料価格高騰につ
ながった。米価は昨年 30～50%跳ね上がり、庶民の生活を圧迫している。農産物取引世界
大手のオラムは、中期的にコートジボワールでコメの栽培に着手する計画だ。政府は、コメ
の輸入依存拡大に危機感を深め、
こうした状況を改善するため食糧自給政策の一環としてコ
メ自給を目指す緊急プログラムを導入した。オラムは、この稲作奨励策を商機ととらえコメ
生産振興を支援していく考えだ。
肉類の消費量は年間 10 万～12 万トンにのぼり、年々増加する傾向にある。食肉生産量は
2007 年 67,764 トンとなった。内訳は、牛類 28,928 トン(1,337,000 頭)、羊類 9,340 トン
（2,107,000 頭）
、豚類 6,920 トン（323,470 頭）、家禽類 22,576 トン（32,372,694 羽）。一
方、国内生産だけでは、牛肉、豚肉、羊肉を中心に食肉の国内消費を賄えないため年間約 6
万トンを輸入している。牛、豚、羊肉は消費の多くを輸入に依存しているが、家禽はほぼ国
内自給している。食肉の生産量はここ数年間横ばいで推移しているのに対し、食肉の輸入量
は過去 13 年間で 10 倍に増えており、2008 年 55,770 トン（323 億 FCFA）となった。輸
入の内訳は牛肉 28,364 トン、豚肉 23.756 トン、羊肉 2,493 トン、家禽肉 1,060 トンなど
となっている。コートジボワール国民一人当たりの肉の消費量は 12.5Kg と尐ないが、これ
は肉の供給が需要増加に追いつかないためで、このままだと動物タンパク質の摂取不足が懸
念され、業界関係者の間では食肉生産奨励策などの措置を求める声が強い。
COQIVOIRE は、近代的な設備を導入し、養鶏、鶏肉生産、加工、販売を一貫して行う
企業だ。主に、スーパー、レストラン、食堂、ホテル、ファーストフード店などに卸売りし
ているが、供給が需要に追いつかないという。小売価格は、生鶏肉 1,014FCFA/Kg、鶏卵
720FCFA/Kg、鶏肉ソーセージ 3,894FCFA/Kg、スモーク・チキン 3,304FCFA/Kg、モル
タデラ 5,900FCFA/Kg、骨抜き肩肉 4,443FCFA /Kg となっている。これらの価格帯は
主に中間層や富裕層がターゲットとなるが、鶏肉は伝統行事や宗教行事、冠婚葬祭に食され
ることが多く、低所得層の間でも消費が増加する傾向にある。
魚の消費量は 2008 年 36 万トンとなり、過去 5 年間で 16%増加している。国内漁獲量は
3 万 5,000 トンにすぎず、
需要の 90%を輸入に依存している。
2008 年の輸入量は 32 万 7,000
トンに達し、金額にして 1,746 億 FCFA にのぼった。需要が高い魚は、イワシ、マグロ、
サバで、これら 3 種で輸入の 54%を占める。マグロは、日常的に食されるほか、缶詰加工
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に使用される。冷凍魚・冷凍肉を輸入販売する POISSON

D’AFRIQUE 社は、
「鮮魚は値

段が高いので、
低所得層にも手の届く低価格の輸入冷凍魚を消費者に提供している」という。
当地では魚フライとキャッサバのクスクスは人気のメニューだ。
街中には魚フライ専門食堂
や屋台が多数あり、安上がりなので多くの市民が朝食、昼食、夕食時に立ち寄っている。
乳製品の消費も増えている。乳製品の消費量は年間、牛乳換算で約 130 万トンにのぼる。
国内生産では賄えず、90%を輸入に依存している。乳製品の輸入は 2008 年、112 万トン、
金額にして 210 億 FCFA となった。動物生産相は、乳製品の需要は拡大傾向にあり、今後
5 年間に輸入が倍増するとみている。コートジボワールの国民 1 人当たりの乳製品消費量は
年間 10.5Kg
（2006 年）
と未だ尐ない。これは需要に供給が追いつかないことが主な要因だ。
50 年近くにわたりコートジボワールでヨーグルトを製造する SAPROLAIT 社は、近年の食
料価格の高騰でヨーグルト消費が落ち込んだが、
食生活の変化とともに人口動態や所得向上
を見据え、将来性は高いとみている。
飲料市場も拡大している。このうち国内生産は 800 億 FCFA で過去 5 年間に 3%増加し
た。飲料の輸入は 2008 年 280 億 FCFA（56,000 トン）となり、過去 5 年、毎年 2 桁台の
伸びが続いている。品目別ではワイン（シェア 46%）、ビール（同 15%）
、ミネラル・ウォ
ーター（同 11%）
、スピリッツ（同 10.5%）
、フルーツジュース（同 6%）
、炭酸飲料水（同
6%）などとなっており、輸入先はスペインをトップにフランス、オランダと続く。最近の
傾向として、飲料の輸入は、数量ベースで大幅な増加を続ける一方、金額ベースでは横這い
で推移しており、輸入単価が低下している。これは主にワイン、ビール、スピリッツなどア
ルコール飲料の需要が高まっている反面、消費者の低価格志向が進んでいるためとみられる。
食生活の変化でワインなどアルコール飲料の需要が増えており、飲料の消費は今後 5 年間
に倍増するとみられる。
通信：
コートジボワールでは、電気通信分野の自由化と外資による新技術の導入により、通信イ
ンフラの整備が進み、通信市場を取り巻く環境が大きく変わりつつある。
若年層の間で特に近年急速に普及しているのが携帯電話やインターネットなどの情報通
信である。ここ数年の携帯電話の普及は著しく、低所得層でも携帯電話を所有していること
が珍しくない。
これには低価格の端末機とキットを組み合わせたパッケージの投入とプリペ
イド式による低所得層への浸透によるところが大きい。
携帯電話サービス利用者のうち実に
93%がプリペイド式だ。端末は、中古品、旧式モデルが 5,000FCFA 以下で購入できる。
中国製品は、多様な機能が付いたものでも、サムソン、アルカテル、ソニー製品の約半額で
販売されている。また、路上での公衆携帯電話サービスが普及しており、秒単位で通話料金
を払えば、携帯電話を持っていない場合にも手軽に利用できる。
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携帯電話契約者は 05 年 200 万人から 09 年間に 5 倍の 1000 万人に達した。人口に対す
る普及率は 51%にのぼる。携帯電話事業者による投資累計額は 3,780 億 FCFA、売上高累
計額は 2 兆 5,060 億 FCFA に達している。
アフリカでは、固定電話へのアクセスが限られているため、携帯電話が電気通信へのアク
セスに大きな役割を果たすようになっている。ここ 5 年間においてアフリカの携帯電話市
場は、世界各地域の中で最も高い成長を示しており、依然として拡大の余地が大きい。
住宅：
低中所得層の融資アクセス改善が住宅の需要を押し上げている。住宅需要は年間 5 万件。
コートジボワールでは今後都市化の進展でマンションなどへの居住人口の増加に伴い、住宅
需要が拡大するとみられる。これに合わせ住宅ローン市場が拡大するとみられる。低所得者
は従来銀行でローンを組むのが難しかったが、マイクロファイナンスの出現により手が届く
ようになった。不動産開発会社 SIPIM によると、住宅販売件数はここ 3 年間で 2 割増を記
録した。同社は、全ての社会層が夢見る「マイホーム」を実現していくため、特に低・中所
得者向け住宅供給に注力している。現在、アビジャンで建設される住宅の 9 割が低・中所
得者向けで、1 割が高所得者向けだ。これら住宅の価格は、立地条件により異なるが、平均
すると敶地面積 170～250 平方メートルの場合、3LDK で 1,700 万 FCFA、4LDK で 2,400
万 FCFA、5LDK で 2,800 万 FCFA となっている。住宅供給が需要に追いつかないため価
格は継続的に上昇している。敶地面積 150 平方メートル以下の共同住宅は月間所得が 20 万
FCFA 以下の低所得者向けだ。敶地面積 150～250 平方メートルの経済的住宅は月間所得が
30 万～60 万 FCFA の中所得層向けで、現在需要が最も多い。また敶地面積 300 平方メー
トル以上の高級住宅は月間所得が 70 万 FCFA 以上の高所得層向けだ。今後経済が発展する
につれて中間層向けの住宅需要が不動産市場を牽引するとみられる。2007 年に入って以降、
住宅着工戸数が大幅に増えている。
住宅市場で手対数の増加から今後も伴う世帯数の増加か
ら今後も住宅メーカーが伸びる余地は大きいとみられる。2007 年の住宅ストック数は 350
万戸。2000～2007 年に住宅メーカーが供給した住宅戸数は、2 万 8,000 戸にのぼった。一
方、新規住宅需要は全国で年間 5 万戸（用地 1,000 ヘクタール）にのぼり、うちアビジャ
ンだけで 2 万 5,000 戸（500 ヘクタール）とされる。しかし実際に供給される住宅は、全国
で 7,000～8,000 戸、アビジャンで 4,000 戸にすぎず、需要と供給のギャップが大きい。建
設・都市計画省によると、コートジボワールでは、住宅開発だけでなく商業ビルや商店など
商業用開発も伸びている。2000～2006 年の間に開発された商業用面積は 10 万平方メート
ル、オフィス用面積は 120 万平方メートル、農業用面積は 800 万平方メートル、工業用面
積は 700 万平方メートルにのぼった。
金融：
銀行は中間層向けに、
クレジットカード、消費者ローン、
住宅ローンを提供し始めている、
しかし現在までのところ銀行サービス利用者は人口の 10%程度にすぎない。これに対し、
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無担保で小口融資を提供するマイクロファイナンスが進出したことにより、
低所得者向け金
融サービスが拡大している。UNACOOPEC-CI の預金者は 850,000 人に上る。預金者は過
去数年 10%の割合で増加している。融資対象案件はここ数年、商業、農業、家内工業、家
畜飼育等の事業のほか、消費にあてる資金需要が高い傾向に変わりはない。貸付案件に占め
る女性と若年層の割合は 9 割に達し、特に起業家や起業したばかりの個人事業者の資金ニ
ーズが高い。マイクロファイナンスは従来、銀行などの金融機関からは相手にされなかった
低所得層に対し、貯蓄や無担保の貸付等の金融サービスを提供し、生活の糧を稼ぐ手伝いを
する事業として、貧困削減の方法の一つとして広く認識されている。しかしディアミディア
融資担当部長は、
「低所得者へもアクセス可能な金融サービスを提供しながら、貧困削減と
事業収益の両方を追求していく。低所得層にも預金のニーズがあり、預金を積極的に受け入
れている。貧困層でも融資の機会があれば事業を拡大し収入も増える。対象を貧困層から中
間層にまで広げ、預金や送金、保険も含んだ金融サービスにより経済活動の底上げを図り低
所得層へのアプローチを促進していく」
とあくまで事業としてマイクロファイナンスのあり
方を追求している。
化粧品：
化粧品・香水の売れ行きも好調だ。欧米のライフスタイルや消費トレンドが大きな影響を
与えている。生活水準の向上に伴い人々の美に対する需要が高まってきている。もともとオ
シャレには惜しみなくお金をかける女性が多かったが、
女性の社会進出と所得向上でよりそ
の傾向が強まっている。また男性のパーソナルケア製品も売上が伸びている。化粧品市場の
規模は 500 億 FCFA にのぼる。国内で製造される化粧品類は 500～5,000FCFA の手ごろな
価格帯で販売されている。
輸入品は全般に高級品が多く、
豊富な品揃えで選択肢の幅が広い。
どちらの製品も売れ行きが伸びており、特に美白化粧品やヘアケア（縮れ毛を伸ばす）、ア
ンチエイジングなどの商品が売れ筋だ。女性を対象に行ったアンケート調査によると、化粧
品を選ぶ際のポイントは、50%が品質、30%が効能、10%が価格としており、品質を重視す
る消費者が多かった。
観光：
旅行代理店 AFRICVOYAGE のコネ社長によると、もともと富裕層はバカンスを海外で
過ごす人が多かったが、
最近は若いエリート層による家族連れ海外旅行が目立つようになっ
たという。
特に人気があるのは家族で揃って娯楽やショッピングを楽しめるドバイだとうい
う。ライフスタイルの変化とともに今までとは違った消費スタイルが見受けられる。中国と
ドバイへは商品買い付けなど商業目的の渡航が最近特に多くなってきている。欧米諸国がビ
ザ発給の条件を厳格化させる中、これら諸国はビザ審査が比較的緩やかで、渡航者が増えて
いる。巡礼など宗教に関係した海外ツアーは 1 年を通じて需要が高いという。個人で銀行
ローンを組んだり、積立預金をして旅行するケースも多くみられるという。
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おわりに
コートジボワールの消費市場に関する企業のヒアリングでは、以下の特徴が指摘された。
① 従来から高級品ジャンルの商品を購入していた層は相変わらずブランド志向が高く、
高級商品を求めており、短期的に高級市場は大きな機会を示している。
② 一方、価格に敏感だった層はより品質と価格を見比べる傾向を強めている。
③ さらに低品質・低価格製品を志向する層も増えている。中古市場の拡大につながっ
ている。
④ 中間層人口が増え、消費は量の拡大だけでなく質の追求も顕著になっている。
⑤ ブランド志向が高く、ステータスを重視する（高額ブランドによって地位や富を誇
示したいという願望が強い）
。消費者需要を喚起する要素となっている。
⑥ 上昇志向が高い。低・中所得者でも上のジャンルの商品を買う。収入を上回る願望
がある。
⑦ 人口動態を見据え、中期的には中間層を核として消費拡大が見込める有望市場。
⑧ 欧米のライフスタイルや消費トレンドが大きな影響を与えている。
⑨ 経済格差が大きく多様な市場機会がある。
こうした特徴を見極め適切なビジネスモデルを用いた企業は、
市場の成長に合わせて事業
を発展させることに成功している。
「アフリカン・ビジネス」誌のランキングによると、コ
ートジボワール大手企業の上位 20 社は、石油精製（SIR）
、電力（CIE）
、石油開発、電気
通信（オレンジ、MTN、コートジボワール・テレコム）、石油製品販売（SHELL、TOTAL）
、
小売・流通（SDTM-CI、PROSUMA）
、消費財（ユニリーバ）
、食品（NESTLE-CI）、飲料
（SOLIBRA）と幅広い業種が入っており、市場機会は多くのセクターにわたっている。こ
れら企業の多くは消費者としてこれまで認識されてこなかった低所得層向けにも販路を拡
大しながら、新しい顧客を取り込み底堅い売上げを維持している。人口動態を見据えた長期
戦力の成否が企業の成長を左右しそうだ。そこには必需品から贅沢品まで幅広い機会がある
ダイナミックな市場が見えてくる。
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【食品】コキボワール
アビジャン事務所
渡辺 久美子
近代的な設備で養鶏、鶏肉・鶏卵の生産加工、販売
コキボワール（COQIVOIRE）は、1976 年に設立された SIPRA（Société Ivoirienne de
Productions Animales）の支社で、アビジャンで養鶏、鶏肉および鶏卵の生産、加工、販
売を行っている。
SIPRA の会社資本は 7 億 5,000 万 FCFA で、
ルクセンブルク資本 73.41%、
コートジボワール資本 26.59%で構成されている。SIPRA は、この他孵化用の卵と雛鳥を生
産する IVOIRE POUSSINS、家畜の飼料を製造する IVOGRAIN の事業を展開する。コ
キボワールはアビジャン市内２ヵ所に養鶏場と関連施設があり、生産能力は、鶏肉 20,000
羽/日、鶏卵 3,000 個/日。従業員数は、本社とこれら３支社を含めて 630 人。2007 年の売
上高は 119 億 7,000 万 FCFA となり、2008 年はこれを大幅に上回り、最近の業績は好調と
いう。
「消費者に身近」な製品を
コキボワールは、近代的な設備を導入し、養鶏、鶏肉生産、加工、販売を一貫して行う流
通体制を整えている。同社営業部長によると、一貫した生産・流通体制により、衛生・品質
管理を徹底し、
食の安全を保証するとともにコストを省き割安な価格で商品を消費者に提供
している。主な販売先は、スーパー、レストラン、食堂、ホテル、ファーストフード店など
に卸しているほか、市内各所に販売拠点を設置し、小売りもしている。消費者が必要な時に
いつでもどこでも購入できるよう「消費者に身近」をモットーに多くの小売店を展開してい
る。テレビ、ラジオを通じた宣伝、メディア広告のほか、時季的な販売プロモーション活動
にも力を入れている。例えばクリスマスやバレンタイン、母の日、父の日にイベントを実施
するなどして集客活動を行っている。また社会文化活動の後援などにより知名度を上げてい
る。同社のモットーは消費者へ安全で新鮮な食品を届けることで、同社独自の”Bec Fin”と
いうラベルが付いた”COQIVOIRE”（鶏肉、卵）、”BEC FIN”（鶏肉加工品）といった製品
は、消費者の信頼を確立している。
小売価格は、
生鶏肉 1,014FCFA/Kg、鶏卵 720FCFA/Kg、鶏肉ソーセージ 3,894FCFA/Kg、
スモーク・チキン 3,304FCFA/Kg、モルタデラ 5,900FCFA/Kg、骨抜き肩肉 4,443FCFA
/Kg で、量り売りしている。これらの価格帯は主に中間層や富裕層がターゲットとなるが、
鶏肉は伝統行事や宗教行事、冠婚葬祭に食されることが多く、低所得層の間でも消費が増加
する傾向にある。一方、コートジボワールでは肉類の需要は高いが、全般として購買力が低
く冷凍肉や屑肉など低価格志向のため、同社の鶏肉は安価な輸入冷凍肉と競合している。
輸出も視野に、新規市場開拓を目指す
同社は、1976 年の設立当初から、急速な人口増加に伴い拡大する食品市場に着目。政府
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が進める食糧安定供給、食糧自給促進、食肉生産奨励策などの政策にビジネス機会を見いだ
し、
零細または個人が営む伝統的形態の養鶏業しか存在しなかった養鶏産業に近代的設備を
導入し、参入した。国内家禽肉市場で 30%のシェアを占めるリーディング企業となった同
社は、西アフリカ諸国には高い需要があると見ており、今後輸出市場にも目を向け、積極的
に新規市場開拓に取り組んでいく計画で、すでにプロモーション活動を展開している。また
国内では分断していた国土統一が進展しており、
時期をみて北部地方にも販売拠点を展開す
る予定だ。
行政管理の改善、食肉生産奨励策が求められる
コートジボワールでは電力・水の安定供給、通信事情、インフラ整備とも比較的良好で、
養鶏業を営む上での立地条件は良いと評価している。一方、検疫体制の不備や行政管理の欠
如により不衛生、不良な食肉が輸入されたり、違法に屠殺された不衛生な食肉が市場に出回
ったりしたケースが報告されており、行政管理の改善を求めている。またコートジボワール
国民一人当たりの肉の消費量は 12.5Kg と尐ないが、これは肉の供給が需要増加に追いつか
ないためで、このままだと動物タンパク質の摂取不足が懸念され、業界関係者の間では食肉
生産奨励策などの措置を求める声が強い。
コートジボワールの食肉生産量は 2007 年 67,764 トンとなり、前年比 7%減尐した。内訳
は、
牛類 28,928 トン(1,337,000 頭)、
羊類 9,340 トン
（2,107,000 頭）、
豚類 6,920 トン（323,470
頭）
、家禽類 22,576 トン（32,372,694 羽）
。一方、国内生産だけでは、牛肉、豚肉、羊肉を
中心に食肉の国内消費を賄えないため年間約 6 万トンを輸入している。これは国内消費量
の約 6 割に当たる。牛、豚、羊肉は消費の多くを輸入に依存しているが、家禽はほぼ国内
自給している。食肉の生産量はここ数年間横ばいで推移しているのに対し、食肉の輸入量は
過去 13 年間で 10 倍に増えており、2008 年 55,770 トン（323 億 FCFA）となった。輸入
の内訳は牛肉 28,364 トン、豚肉 23.756 トン、羊肉 2,493 トン、家禽肉 1,060 トンなどと
なっている。生きた家畜は主に、ブルキナファソ、マリ、ニジェールから輸入し、国内で屠
畜、食肉生産加工を行っている。食肉は主にフランス、ブラジル、イタリア、インドから輸
入しており、地域別では欧州からの輸入が 6 割を占め、これに南米 17%、アジア/オセアニ
ア 16%、北米 8%と続く。
「安全な鶏肉」のイメージが定着
一貫した生産体制で食の安全を保証し、割安な商品を消費者に提供することをモットーと
する同社は、宣伝や広告をうまく利用しながら、積極的に小売店網を展開し独自のラベル化
に努めてきた。世界的な鳥インフルエンザ流行で鶏肉の消費が落ち込んだ際は、衛生管理と
検査を徹底し、政府と協調して安全マークの鶏の供給体制を整備し、
「安全な鶏肉」を供給
する企業としてイメージ向上につながった。今、コートジボワールで鶏肉と言えば、誰もが
コキボワールを思い浮かべるほど、同社のラベルは確立している。
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【自動車】SDACI
アビジャン事務所
渡辺 久美子
企業概要
企業名：SDACI
（Société de Distribution Automobile en Côte d’Ivoire/旧 PEYRISSAC CI）
設立：1963 年
（2008 年、自動車・タイヤ販売を除く事業部門の売却に伴い改組、社名変更）
資本金：12 億 8,000 万 FCFA
資本構成：フランス、モロッコ、コートジボワール資本
財務状況の概要：売上高 239 億 FCFA（2008 年）
、収益 26 億 500 万 FCFA（2008 年）
業種：自動車販売特約店
主な取り扱い製品・サービス：BMW、現代自動車、起亜自動車、マツダ
従業員数：130 人
自動車・タイヤの大手販売特約店
SDACI（Société de Distribution Automobile en Côte d’Ivoire）は自動車・タイヤの大手
販 売 特 約 店 で 、 AFRICAUTO （ 現 代 自 動 車 、 起 亜 自 動 車 、 マ ツ ダ ）、 ALLIANCE
AUTOMOBILE（BMW）
、AFRICAUTO PNEUMATIQUE（ミシュラン）
、EUROPCAR
（車両レンタル）の事業部門から成る。1963 年、アビジャンに設立された自動車、事務機
器、電気機器、コンピューター、光学器機、家庭用品等を輸入販売する PEYRISSAC CI
が前身。2008 年 1 月に自動車輸入販売、タイヤ輸入販売、自動車レンタル事業部門を除く
PEYRISSAC の営業権が YESHI グループに売却されたことに伴い改組され、
社名が SDACI
に変更された。資本金は 12 億 8,000 万 FCFA で、フランス、モロッコ、コートジボワール
資本で構成される。2008 年の売上高は 239 億 FCFA。2009 年上半期の売上高は前年同期
比 18.6%減、収益は同 80.4%減と大幅減益となったが、これは 2008 年上半期に営業権の売
却益が計上されたことによる。
なお、
コートジボワールには自動車販売特約店が 10 社あり、
約 1,000 人が雇用されている。同分野全体の売上高は 2008 年 1,300 億 FCFA にのぼり、国
庫に流入する同分野の諸税は 500 億 FCFA となった。
車両レンタル事業も展開
SDACI の自動車販売部門をみると、2008 年の売上高は 225 億 FCFA（前年比６%増）
、
自動車販売台数は 1214 台（同７%増）となり、20%のマーケットシェアを占めた。国内自
動車販売業界第 2 位の大手である SDACI は今後さらに、取り扱う自動車のタイプ・モデル
を多種多様化し、またその他のメーカーとも取り引きを広げると同時に、支店網を拡大して
国内シェアを 25%まで高めることを目指している。
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SDACI の Eric MOUGENOT 営業部長によると、同社はフランス語圏中部アフリカ諸
国とフランス語圏西部アフリカの一部諸国およびモロッコに子会社を持つ。
これらフランス
語圏中・西部アフリカ地域の新車市場ではコートジボワールが最大規模。会社の業績は政情
不安の影響を受けたものの、ここ数年は安定して推移しており、選挙が無事実施されれば復
興需要で売上増が見込める。自動車販売、タイヤ販売、車両レンタルの事業を手掛けること
で顧客層が広がり、市場参入機会が拡大するなど相乗効果を上げている。現在アビジャンの
ほかサンペドロとブアケ（反乱軍支配地となったため休業）に支店を展開する。今後北部地
方へも支店網を広げていく計画。
ブランド・イメージを守る
ここ数年、韓国・現代車の売れ行きが好調だという。現代車は、品質対価格で割安感があ
り優良製品と評価している。2009 年に新型車として i30、i10 を投入した。低燃費、デザイ
ンなどが評価され、特に女性の間で人気がある。消費者には 800 万 FCFA 台の低価格も魅
力で、セカンドカーとして購入する人も増えている。コートジボワールでは新車市場の伸長
に加え、低価格車投入が成長を加速させるとみる。
一方、BMW は高級車のイメージが定着し、コートジボワールでは社会的ステータスをあ
らわす製品として知名度が高い。同じく高級車のイメージが定着するメルセデス・ベンツと
競合するが、近年 BMW の販売台数の伸びが上回っており、メルセデス・ベンツに迫って
いる。主な販売先は富裕層、企業幹部、官公庁高級官吏などで、政府調達が売上の 30%を
占めている。政府調達はこれまで、プジョー車が圧倒的に多かったが、近年、価格差が 200
万 FCFA 程度しかないことに加えて、耐久性、性能、アフターサービスの優良性が評価さ
れ、BMW 車の納入が増えている。2009 年末に新型７シリーズと BMW X１、2010 年初
めに新型５シリーズを投入する予定。BMW の強さの源泉は高品質に裏付けられたブランド
力。品質やサービスを維持しブランド・イメージを守る。
新車市場では低価格を武器に中国車の躍進が目立つ。一方、中国車は欧州規格に適合して
おらず、安全性、耐久性、技術で务るとしている。上述した韓国車も品質対価格で割安感が
あり、販売台数が年々伸びている。日本車は多様な車種、モデルが投入されていることに加
え、耐久性、燃費に定評があり、人気が高い。BMW と同じ価格帯ではベンツ S シリーズ、
ボルボ、レクサス、アウディと競合している。新車市場は拡大傾向にあるが、各社の販売競
争は激しさを増している。
アフターサービスにも注力
同社は人材、技術を投入してアフターサービスに注力している。メーカーへ技術者を派遣
し技術研修、
養成を行っている。
消費者の利益を常に念頭に置きサービス向上に努めている。
コートジボワールでは消費者の意識や商品知識が高まりアフターサービスや顧客サポート
の要求が強まっている。
特に高額商品である自動車は充実したアフターサービスが求められ
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ており、顧客獲得の決め手となる。多くの消費者は自動車を購入する際、製品説明など顧客
サポートを期待しており、
これらに重点を置くことが、消費者の信頼を得ることにつながる。
このため技術進歩に対応できる有能な技術者の養成に力を入れている。また製品保証、スペ
アパーツのストック、メンテナンス契約などサービスを充実させている。部品交換は必要な
場合に迅速に供給できるアフターサービス体制を整備し、顧客満足度の向上に努めている。
新車市場は品質、性能を重視する高級志向と、価格を重視する低価格志向に分かれる。大
手企業や富裕層は、技術、品質、性能に基づいて購入を決定しているが、中間層にとっては
価格が重要な決定要因となっている。コートジボワールの自動車保有台数は 80 万台と未だ
尐ないが、同社は、新車市場における中間層の潜在性に注目しており、これら中間層を取り
込むため取り扱いモデルを増やし低価格車を投入するなど消費者に対し選択肢を広げてい
る。同営業部長は、中間層向けの融資アクセス拡大が今後の市場発展のカギを握るとみてい
る。
また同社は、マスメディアを通じた広告、宣伝、自治体のイベント参加、ミス・コンテス
トのスポンサーなどを通じて知名度を上げ、販売プロモーションを行っている。
模擬品、不正規輸入など課題も
一方、
自動車市場の成長を阻害する要因として、
自動車部品の模擬品、
不正規の輸入業者、
並行輸入など不規則な自動車輸入などの問題を指摘している。これにより正規の自動車販売
会社は、不当競争を強いられるだけでなく、信用低下につながることを懸念している。最近
とみに不正規の業者がドバイ経由で自動車を輸入販売するケースが目立つ。
これらの製品は、
価格が安いとしても、現地の環境に見合った仕様に改良されていないため故障しやすく、ま
たコートジボワールで投入されていないモデルもあるため部品の調達が難しい。
専門の自動
車修理工場がないため修理も困難で、消費者は大きな損害を受けることになる。販売特約店
ではこれらのケースに対応できないことが多く、消費者からの苦情が増えている。密輸の問
題も深刻で、ブルキナファソ、ガーナから旧反乱軍支配地の北部地方に密輸された自動車が
アビジャンに流入し、破壊的な安値で売られている。また中古車の輸入についても問題提起
している。同国ではこれまで、車齢 7 年を超える中古車の輸入は原則禁止されていたが、
最近になって超過年数に応じて罰金を払えば輸入が可能となったことから、
国内では廃車寸
前の安価な中古車が溢れかえっている。
中古車輸入台数は 2008 年 30,401 台にのぼったが、
このうち車齢が 20 年を超える車が 55%、車齢 10 年を超える車は実に 80%に達する。これ
ら中古車の多くはフランス、ベルギーから輸入されているが、年式が古いだけでなく、現地
仕様でないため故障しやすいことや部品の補給が困難であるため、安全性、環境汚染の問題
が指摘されており、厳格な法の適用が求められている。
またコートジボワールでは自動車の輸入にかかる関税が 45.55%と、隣国のガーナ 35%と
比べても高く、販売価格に転嫁されるため自動車価格が割高になっており、業界関係者は政
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府に対し関税の引き下げを要請している。このような問題が解決されれば、コートジボワー
ルの新車市場のポテンシャルは高いとみている。
新車販売は好調
中古車輸入が禁止されていた 80 年代の新車販売台数は年間 25,000 台前後だったが、96
年に中古車の輸入が解禁されて以降、新車販売台数は下降の一途をたどり、2005 年には
3,342 台まで減った。しかしここ数年は増加傾向にある。
当地の自動車業界団体の統計によれば、08 年の新車販売台数は前年比 5.5%増の 6,326 台
（ホンダ車と中国車は同統計に含まれていない）となった。メーカー別の販売台数はトヨタ
が 1,240 台とトップで、次いで三菱 899 台、現代 776 台、プジョー673 台、日産 584 台、
ダチア 375 台、マツダ 229 台、メルセデス 216 台、フォルクスワーゲン 180 台、ルノー157
台、いすゞ154 台、シトロエン 141 台、BMW111 台、フィアット 108 台、スズキ 107 台等
と続く。国別では日本車がトップで 3,213 台と全体の 50.8%を占めた。2006 年以降、欧州
車を抜き日本車の優勢が続いている。以下、2 位フランス車、3 位韓国車、4 位ドイツ車と
なっている。
車種別では、乗用自動車 2,418 台、４輪駆動車 1,390 台、ピックアップ・トラック 1,345
台、トラック（3.5 トン以下）508 台、バン 452 台、バス（22 座席以上）98 台、ミニバス
（22 座席未満）73 台などとなっている。経済活動の回復を反映し、公共輸送や貨物輸送、
商用車の需要が増え、バスやミニバス、トラック、バンの販売台数が大幅に増加した。４輪
駆動車は行政機関の調達があり増えた。このうち４輪駆動車とトラック、ピックアップ・ト
ラックでは日本車が圧倒的なシェアを占めている。
低価格・低燃費が今後の売れ筋に
主要経済誌がアビジャン市内で実施した調査によると、消費者は自動車の購入にあたり、
車の価格、燃費、維持費など経済的要因を重視しており、車のモデルやマーク、乗り心地な
どを決定要因とする順位は低かった。同国で売れる車の条件は、まず手頃な価格。そして環
境にも配慮した低燃費という結果が出た。これらを両立した小型車が今後の売れ筋になる見
通しだという。なお、人気の高いメーカーのトップ５はトヨタ、BMW、メルセデス・ベン
ツ、アウディ、日産だった。

173
Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved.

【金融】UNACOOPEC・コートジボワール
アビジャン事務所
渡辺 久美子
企業概要
設立年：1976 年
資本金：24 億 FCFA
営業収入：780 億 FCFA（2008 年）
業種：マイクロファイナンス
従業員数：900 人
マイクロファイナンス事業を展開
UNACOOPEC・コートジボワール（以下、UNACOOPEC-CI）は、低所得者向けに原則
無担保で小口融資を提供するマイクロファイナンス機関だ。1976 年に設立された当初は政
府の支援を受け、
農村や地方開発を目的とした農業生産者向けマイクロクレジットに特化し
たサービスを行っていたが、その後対象を低所得層から中間層、零細・中小企業までと間口
を広げ、またサービスも預金や送金、保険などにも拡大させている。
同機関は、マイクロファイナンス市場の 90%を占める国内最大手で、西アフリカ地域で
も有数の規模を誇る。2009 年 9 月末の貸付高は 270 億 FCFA、預金高は 740 億 FCFA に
上り、前年同期比それぞれ大幅増が見込まれる。貸付件数は 46,700 件で、主な融資対象分
野は、農業 495 件、家畜飼育 612 件、家内工業 510 件、商業 1,317 件、輸送 139 件、住宅
19 件、その他 43,608 件（主に消費）となっている。ここ数年、商業、農業、家内工業、家
畜飼育等の事業のほか、消費にあてる資金需要が高い傾向に変わりはない。貸付案件に占め
る女性と若年層の割合は 9 割に達し、特に起業家や起業したばかりの個人事業者の資金ニ
ーズが高い。
国内全土に 160 店舗（5 都市に 6 支所）を展開し、預金者は 850,000 人に上る。このう
ち男性が 560,000 人、女性が 260,000 人、法人が 28,616 社。また年金受給者が 47,000 人、
給与所得者が 30,000 人（公務員 5,000 人、民間企業 25,000 人）となっている。預金者は
過去数年 10%の割合で増加しており、2009 年 9 月末現在 171,000 人が新たに口座を開設し
た。貯蓄預金、定期預金、積立預金、定期積金などの商品を取り扱っており、それぞれに有
利な条件の融資プランが用意されている。主力商品は積立預金で、顧客のニーズに応じて多
様な融資プランを提供している。融資プランには消費、住宅、教育、投資・運用、起業など
用途別プランが用意されている。
給与天引きで返済不履行リスクを回避
また UNACOOPEC-CI は、コートジボワールのマイクロファイナンス機関で唯一、給与
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や年金の受け取りに指定できる振込口座を取り扱っており、
これら給与所得者や年金受給者
へ前貸しサービスも行っている。ディアミディア融資担当部長によると、
「これにより同業
他社に比べて、給与所得者や年金受給者の顧客を取り込みやすい上、ローン返済を給与から
天引きすることができるので、返済不履行のリスクを回避する上でも有効だ」という。
貧困削減と事業収益を同時に追求
マイクロファイナンスは従来、
銀行などの金融機関からは相手にされなかった低所得層に
対し、貯蓄や無担保の貸付等の金融サービスを提供し、生活の糧を稼ぐ手伝いをする事業と
して、貧困削減の方法の一つとして広く認識されている。しかしディアミディア融資担当部
長は、
「マイクロファイナンスは貧困削減の有効な手段という特徴を有しつつ、零細事業者
向け金融サービスを通じて地域経済にとって重要な役割を果たしている。
低所得者へもアク
セス可能な金融サービスを提供しながら、貧困削減と事業収益の両方を追求していく。社会
的に意義のある活動を商業ベースで行うことで事業の持続可能性にもつながる」
とあくまで
事業としてマイクロファイナンスのあり方に言及している。
また、急成長するマイクロファイナンス市場の開拓の余地は大きいと見ており、経営戦略
として、
「顧客層の拡大、顧客のニーズを取り込んだ多様なサービス提供を通じた市場開拓」
を揚げている。
「低所得層にも預金のニーズがあり、預金を積極的に受け入れている。貧困
層でも融資の機会があれば事業を拡大し収入も増える。
対象を貧困層から中間層にまで広げ、
預金や送金、保険も含んだ金融サービスを提供することで経済活動の底上げを図り、低所得
層へのアプローチを促進していく。今後とも多様な融資プラン、金融商品を提供し顧客の取
り込みに注力する」としている。
農民向けマイクロクレジットの先駆者
同機関の強みは、34 年にわたる豊富な経験と強固な経営基盤を通じ信用を確立したこと
で、
「COOPEC」のブランドが国内全土に浸透している。特に農民向けマイクロクレジット
の先駆者として、早い時期から低所得層の預金のニーズに応えたことで、社会的信用が高ま
り、
「お金を安心して預けられる金融機関」としての地位が確立した。地方では、主要農産
品であるコーヒー・カカオの生産地帯にも多くの店舗を展開し、農村部の顧客のアクセスを
促すとともに、低所得者への資金アクセス拡大にも努めてきたことから、
「庶民の銀行」と
して評判が高い。
「これにより多くの預金を取り込み、これを原資に融資ニーズに応える。
これはまた組織強化の手段ともなっている」と述べている。
コートジボワールでは 1996 年にマイクロファイナンス・クレジット分野が法・制度化さ
れて以降、多くの組織が参入し、現在 90 に達するマイクロファイナンス機関が存在する。
その中にあって UNACOOPEC-CI は、法・制度が整備されていない当時から競合他社に先
駆け進出したことで、多くの顧客を取り込むことに成功した。当時、低所得者を顧客にした
事業として注目を浴び、認知度が広まった。
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顧客の返済率は 77%にとどまっているが、これは国土分断により北部地方の顧客の債務
不履行が増えたためという。ディアミディア融資担当部長は今後、資金調達の多様化、取引
費用の削減やリスクの軽減につながりうる新たな技術の導入など、マイクロファイナンスの
革新と活動の持続性にもつながる試みを通じ、さらなる事業の発展に期待をかける。
農業生産者向け融資システムの導入を検討
現在、
南アやタンザニアなどで機能している農業生産者向け融資システムの導入を検討し
て い る と こ ろ だ 。 こ れ は 農 産 品 を 担 保 と し て 農 民 に 融 資 を 行 う 「 WAREHOUSE
SYSTEM」と言われるもので、農産品を保管倉庫に預け入れ、農民とバイヤー間の取引を
金融機関が保証する仕組みで、支払いのリスクが回避される効果がある。保管倉庫の管理と
取引を保証する原資の調達について調査中だという。このほか投資ファンドの運用、カード
システムの導入、ISO 9001 の取得にも取り組んでおり、サービスの品質向上を通じて顧
客や市場のニーズに応え、顧客満足度を高めていくとともに、組織の価値向上に努めていく
構えだ。またこれと平行して、コンプライアンスやコーポレートガバナンスの要素のひとつ
である業務効率の改善や組織体制の強化を図っていく方針だ。
経営上の課題も
一方、経営の阻害要因としては、①融資および預金保証システムの欠如、②マイクロファ
イナンス奨励策の欠如、③管理機能の不全、④法・制度の不適合、⑤リスク調整機能の欠如
を揚げる。また急成長するマイクロファイナンス市場に、その資金供給が追いつかないとい
う新たな問題が生じており、資金調達も課題となっているという。
世銀によると、コートジボワールの総人口に占める貧困層の割合は、85 年の 10%から現
在 48%にまで拡大している。特に農村部では 50%を超えている。政府はこれらの情勢を前
に 2015 年までに貧困層を 16%まで削減させることを目標とし、雇用の創出、民間分野の促
進、
地方開発を政策の柱に据え、
貧困削減プランに取り組んでいる。
政府は同プランの中で、
マイクロファイナンスの果たす役割を重点施策に位置付け、活動の促進を奨励している。こ
れに基づき 2007 年末、
マイクロファイナンス政策の柱として
「戦略・行動プラン 2007-2015」
が導入された。同プランは、マイクロファイナンス分野のプロフェッショナル化、活性化、
技術の革新、サービスの多様化とアクセス拡大、貧困削減への寄与、低所得者の資金アクセ
ス拡大、フォーマルセクターへの組入れなどを目指している。
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【情報通信】IVONIP
アビジャン事務所
渡辺 久美子
企業概要
設立年：2007 年
資本金：300 万 FCFA
売上高：2 億 FCFA（2008 年）
業種：情報通信機器の販売・サービス
従業員数：10 人
日本への留学経験を活かした事業展開
IVONIP は、情報機器の販売・レンタル、テクニカルサポート、ウェブサイトの立案・
立上げ・運営、管理アプリケーションの開発などを手がける。日本留学経験者が中心となっ
て起業した資本金 300 万 FCFA、従業員 10 人の小企業だ。2007 年の操業開始以来、順調
に業績を伸ばし、2008 年の売上高は２億 FCFA に上った。アビジャンのほか、西部サンペ
ドロおよび中部ヤムスクロに販売・サービス拠点を展開する。同社のナヌウ社長は、
「日本
で学んだ技術を活用し、日本のクオリティを安く提供しながら、コートジボワールでの IT
普及に貢献していくこと」とビジネス一辺倒ではない進出の目的を強調する。
学生、企業・官公庁向けに PC 中古品を販売
情報機器販売部門では、PC 中古品を日本から輸入し、フランス語対応に変換して販売し
ている。
「一人 1 台」をキャッチフレーズになるべく多くの人がコンピューターにアクセス
できるよう、高品質の中古品を 215.000～225.000FCFA と手頃な値段で提供している。新
品は注文ベースで販売している。主な販売先は学生や教員、学校だが、企業や官公庁からも
注文がある。2008 年の販売台数は 1127 台だった。東芝の機種が最も売れている。代金支
払いは原則即金だが、顧客に学生が多いため分割払いにも応じている。７割が即金、３割が
分割払いだ。学生の場合、国から支給される奨学金を PC 購入に充てるケースが多い。私立
校は国から補助金が支給されている。同社の顧客は学生や教員、学校が多いので、結果的に
IVONIP は国を相手に取引していることになり、国の支払いが代金回収に影響する。国の
支払い遅滞が影響して代金回収が度々遅れるが、未回収となるリスクは尐ない。競合他社に
先駆け国内で初めて輸入販売した液晶ディスプレイ中古品は当初儲かったが、現在多くの業
者が参入し、競争が激化している。日本からの輸入には２ヶ月（フランスからは２週間）か
かる上、円高になるとマージンが縮小しコスト競争が厳しい。このため日本に特定せず輸入
先の多角化を考えているが、品質保証ができないことが悩みだ。日本の製品は品質が良く、
返品の割合は 2%以下にすぎない。
充実したアフターサービスの提供が顧客獲得の決め手
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同社は人材、技術を投入してアフターサービスやテクニカルサポートに注力している。
コートジボワールでは消費者の意識や商品知識が高まりアフターサービスの要求が強まっ
ている。特に情報通信分野は技術進歩で高度なテクニカルサポートが求められており、充実
したサービスが顧客獲得の決め手となる。このため技術進歩に対応できる有能な技術者の養
成に力を入れており、社内で技術者の研修、養成を行っている。製品保証（6 ヶ月）
、メン
テナンス契約、修理、アンチヴィールス対応、PC 安全作動対応などサービスを充実させ、
顧客満足度の向上に努めている。ナヌウ社長は「今後は機器販売よりもサービスに事業の重
心を移していく。サービス多角化と付加価値化で情報機器の販売も伸びる。サービス強化が
企業の持続的成長の道」としている。国内最大手のプロバイダーAVISO とは保守、アンチ
ヴィールス対応の下請け契約を結んでいる。また AVISO、コートジボワール・テレコムな
ど大手企業へ機器をレンタルしている。情報機器のレンタルは PC 普及の重要なツールだ。
他社に先駆けポータルサイトを運営
先進工業国が情報技術によりますます発展をとげる一方で、
アフリカなどの途上国が資金
難や人材不足、インフラの未整備などで情報技術を活用できず「置き去り」にされ、経済格
差が拡大している。コートジボワールでも情報技術の普及が遅れており、同分野は未だ開拓
の余地が大きい。ナヌウ社長は、
「情報技術を普及させ、安全安心に利用するための IT 分
野の奨励策が待たれる。一貫した政策支援があれば、ウェブサイト事業は今後急速に発展す
る」とみている。同社は、国内航空会社エール・イボワールのウェブサイトを手掛けたほか、
独自にポータルサイトを構築、運営している。コートジボワール観光産業振興のため立上げ
たホテルのポータルサイトは、国内全土をカバーし、現在 527 のホテル、130 のレストラ
ン、51 の旅行代理店、43 のバー、32 のレンタカー店が加盟している。同サイトでは、ホ
テルのオンライン予約、観光名所、アビジャンの穴場、レストラン、娯楽、結婚式場、週末
のお奨めサイトなどが検索できる。また学生のために立上げた学校ポータルサイトには、国
内 9.472 校が網羅されており、地域ごとに学校が表示されている。将来的にはオリエンテ
ーションガイド、電話会議、オンライン授業、オンライン予備登録、学力コンテストなどへ
の対応を考えているという。これらホテル、学校のポータルサイトは国内初の試みで、人気
が高いサイトだ。同社長は、
「国民教育省に同ポータルサイトを有効利用してもらい、また
サイト運営をサポートしてほしい」と要望する。現在企業向けポータルサイト作成を検討し
ており、
商工会議所と提携してコートジボワール企業を閲覧できるサイト運営を考えている。
コートジボワールではポータルサイト運営を手掛ける企業はまだ尐なく、
競合他社に先駆け
進出するメリットは大きい。一方、ウェブビジネスとしてポータルサイト運営ノウハウが必
要となってくる。現在、ポータルサイト運営費は、情報機器販売が支えているのが実情だ。
日本企業へは、サイト運営のノウハウを提供してほしいと訴える。人々の生活向上につなが
るサービスを提供し、
多くの人に有益なサイトを運営することで社会から必要とされる企業
を目指す。サイト運営でコートジボワールの観光産業発展や就学率向上へ貢献することは、
企業の社会的責任と捉えている。
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【小売・卸売】CDCI
アビジャン事務所
渡辺 久美子
企業概要
設立年：1990 年
資本金：20 億 6,300 万 FCFA
業種：小売業
従業員数：1800 人
全国各地の販売店網で顧客獲得
CDCI はコートジボワールの小売・卸売業大手。食品・日用品スーパーマーケット「キン
グキャッシュ」
（77 店舗）
、卸売店「ディスカウント」
（18 店舗）のブランドで全国に 95 店
舗を展開している。キングキャッシュは最大 250Km、ディスカウントは最大 800Km の圏
内に店舗を展開。全国各地に販売店網を網羅し、顧客の取り込みを図っている。CDCI は
1990 年に、仏 CFAO グループ傘下の CFCI と IVOIRIENNE DE

DISTRIBUTION の

合併に伴い設立され、多国籍企業ユニリーバの子会社ブロホーン社へ全面事業譲渡された。
当時はアビジャンを中心に 14 店舗しかなく、またブロホーン社製品の販売に特化していた
が、1993 年にレバノン企業に売却されて以来、買収を繰り返し、事業を拡大させていった。
業績は、年率 15%の成長を遂げている。スーパーマーケットを展開する同社は、買収によ
り事業多角化を目指す成長戦略を繰り広げている。
コートジボワールの消費市場は今後も有望
90 年代はじめ、コートジボワールではスーパーマーケットを展開する大手小売業は、3
グループしか存在せず、またそれぞれターゲットとする顧客層が異なっていたため、競合す
ることはなかったが、現在は 10 を超える企業が参入している。ここ数年、この種の近代的
な小売業態の売上げは高い成長を示している。企業によって参入方法（買収、合弁を含む）
や出店ペースはそれぞれ異なるが、
各社とも着実に成長する市場に食い込むべく事業を拡大
してきている。近年、食品や日用品以外の商品を扱う大手小売業の参入も目立つ。それでも
コートジボワールの小売業全体でみると、スーパーマーケットなど近代的、組織化された小
売業態は 20%しか占めておらず（80%は零細商店およびインフォーマルセクター）、都市や
その周辺に住む消費者のうち顧客はまだわずかで、開拓の余地が大きい。同国の人口増加や
若年層の高い割合から見えてくるのは、
中所得層を核として消費拡大が見込める有望市場だ。
品質と価格競争力のある商品を
キングキャッシュでは日常生活に必要なものを豊富にラインアップするとともに、品質と
価格競争力のある商品の開発に力を注ぐ。そのために、国内外の生産地や加工業者と連携を
とり買い付けを行っている。商品調達は、国産品が 8 割を占め、輸入品は 2 割程度だ。消
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費者のニーズに応え多種多様なワイン、缶ビールなどをスペイン、フランスから、低価格の
日用雑貨、ゲームなどを中国から輸入している。中低所得層に的を絞った品揃えと、コスト
を省いた割安な価格設定で商品を提供している。コスト削減のため、商品発注、検品、陳列、
棚卸等の店舗運営業務の効率化を図っている。
経済停滞が続いていたコートジボワールでは
これら所得層の購買力が低下していることを考慮して、商品の値段を据え置いている。商品
数を絞って販売管理費を抑え、
売価を安くするディスカウント手法が客数増につながってい
る。
種々の販売プロモーションを展開
また同社は、メディア広告のほか、時季的な販売プロモーション活動に力を入れている。
例えばクリスマスやバレンタイン、母の日、父の日にイベントを実施するなどして集客活動
を行っている。加えて、社会文化活動の後援などにより知名度を上げ、「ブランド」の確立
に努めている。同社営業部長は、
「庶民の身近な生活必需品を扱うスーパーマーケットとし
て、品揃えや品質、また価格やサービス面において顧客が求めるニーズに対応しながら、“安
心”と“安全”な商品はもとより、消費者のライフスタイルに密着した商品の提供にも努めて
いる」と強調する。同社は顧客へのサービス向上を重視し、ニーズがあると見るや海外在住
者からインターネットで注文を受け付けて、
スーパーの店舗からその商圏の消費者に向けて
商品を配達するという通信販売も行っている。また「安全で、お買い得な価格が求められて
いる現在、スーパーマーケットは地域の暮らしを支える大きな社会的役割を担っている」と
企業の社会的責任へも言及する。
安全を重視する姿勢は商品の配送まで一貫した流通体制を
整備していることでも明らかだ。確実でスムースな商品運送のため 5 トンから 50 トン積み
トラックを 150 台保有し、常時対応している。これにより商品のトレーサビリティととも
に、安全、品質を保証することが可能となる。小売業界も厳しい変化と競争があるが、CDCI
は長年にわたり築いていた経験と信用、専門性を発揮して、事業を拡大しながら社会に貢献
し成長を続けることを目指す。実際同社は、国土分断により競合他社が旧反乱軍支配地の中
部と北部地方で活動を停止する中、営業を続けてきたことから顧客の信用も厚い。同社は
2008 年に、経済専門誌の年間最優秀賞（小売・流通部門）を受賞した。
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【農産物】オラム・イボワール
アビジャン事務所
渡辺 久美子
企業概要
設立年：1994 年
資本金：2 億 FCFA
売上高： 270 億 FCFA/コメ販売事業部門（2008 年）
業種：農産物専門商社
従業員数：35 人
有機栽培やトレーサビリティの確保で差別化を図る
オラム・イボワール（OLAM
OLAM

IVOIRE、以下オラム）は、世界大手の農産物専門商社

INTERNATIONAL 社が 100%出資する子会社として 1994 年に設立された。

OLAM INTERNATIONAL 社は、シンガポールに本拠を置く農産物サプライチェーン管
理会社で、主にカカオやカシューナッツ、コーヒーなどの農産物を扱う。その子会社オラム
はコートジボワールで主に、カカオ、コーヒー、木材、カシューナッツを買付け輸出する一
方、タイ、ベトナムからコメを輸入し卸販売している。オラムの扱う商品のほぼ全てが新興
市場の生産物であるが、有機栽培やトレーサビリティの確保により、強制労働や児童労働商
品とは関係ない商品のみを扱うことを徹底するなど差別化を図り、競合他社に勝つ戦略をと
っている。同社のコメ販売部門の売上高は 2008 年 270 億 FCFA に上り、販売量は 10 万
4,000 トンとなった。販売実績は、ここ 10 年間で 30%増と順調に伸びている。主食である
コメの消費は、人口増加に伴い今後さらに増える見通しで、同社の業績もこれと並行して着
実に伸びていくとみられる。
他社に先駆け参入
オラムのコメ販売の市場シェアは同国第 2 位の 15%を占める。コートジボワールでは
1996 年にコメの輸入が自由化されて以降、多くの業者が参入したが、現在、資金力のある
外資系 3 社が市場の 93%を占め、国内の独立した小規模業者のシェアは 7%にすぎない。競
合他社に先駆け進出したオラムは、
市場シェアの拡大、顧客の取り込みでメリットを享受し、
これまでの経験と実績から取引先、消費者の信用を確立するに至った。また都市、農村を問
わず、最寄品購入の主要チャンネルである市場、スーパー、小売商店などあらゆる業態の販
売拠点を通じ、国内全土にコメを供給する体制を整備しているほか、消費者のニーズに応え
選択肢を広げて多様な種類のコメを調達し、顧客サービス向上にも力を入れている。市場の
80%を占める業界最大手 SDTM-CI の卸売価格が指標となり、価格競争はない。一方、コメ
の輸入にかかる関税が高く小売価格に転嫁せざるを得ないのが実情で、消費者の負担が大き
い。
幅広い層に需要の高いコメ
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コートジボワールのコメの消費量は 150 万トンで、ここ 10 年間で 65%増えている。年間
国民一人当たりの年間のコメ消費量は 60kg に達する。地域別にみると、アビジャン 70kg、
地方都市 81kg、東部森林地帯 24kg、西部森林地帯 75kg、サバンナ地帯 65kg と大きく異
なるが、全国的にコメが日常欠かせない食料となっているのは確かだ。コメの消費に生産が
追いつかないため輸入に頼らざるを得ないのが実情だ。国内生産量は 74 万トンで、コメの
需要を大きく下回り、76 万トンを輸入している。10 年前と比べると国内生産量が 20%増、
輸入量が 90%増となり、輸入依存度が高まっている。コメの輸入は金額にして 2,000 億
FCFA に達し、大きな外貨流出源だ。主な輸入先はタイ（シェア 63%）
、ベトナム（同 13%）
、
パキスタン（同 12%）
、中国（同 4%）となっている。米価は 1kg 当たり平均、デラックス
米 571FCFA、大量消費米 333FCFA、国産米 392FCFA で消費者に販売されている。食品
の消費性向は、所得層、部族、地域などによって異なるが、コメはこれらの条件にかかわら
ず全ての層に好まれ日常的に食されている。
コートジボワールで最も需要が高いコメは粉砕
米（275FCFA）で、消費量全体の 7 割を占めている。これは主に、粉砕米の価格が安く、
調理するとボリュームが増えるため、低価格志向の低所得層の需要を取り込み消費が増えて
いるが取り込まれたためだ。また一方、炊き込みごはんなど調理法によっては粉砕米の方が
おいしいので、低所得層に限らず中高所得層も食する機会があることも拡大の要因だ。次い
で需要が高いのはデラックス米で、中所得層以上の消費が多い。また富裕層では香り米
（600FCFA）の需要が高い。国産米は主に西部および南西部の生産地帯で消費されており、
都市部での消費は価格が割高なこともありわずかだ。コメの消費が全般に増える傾向にある
のは、キャッサバやモロコシ、プランテンバナナといった伝統的な食材に比べて、調理が簡
単で、量的に割安であることや、都市部の住民を中心としたライフスタイルの変化が要因と
してあげられる。コメは祝祭日や冠婚葬祭行事にも欠かせない食材だ。これらの機会には低
所得層もデラックス米や香り米など高級品を求める。
コートジボワールの食糧自給を支援
深刻な食料危機は世界各国に大きな影響を与え、
コートジボワールでも食料価格高騰につ
ながった。米価は昨年 30～50%跳ね上がり、庶民の生活を圧迫している。オラムは、コー
トジボワールにおけるコメの社会的重要性とともに、輸入依存による高い経済的コストを認
識しており、中期的に現地でコメの栽培に着手する計画だ。政府は、コメの輸入依存拡大に
危機感を強め、
こうした状況を改善するため食糧自給政策の一環としてコメ自給を目指す緊
急プログラムを導入した。オラムは、この稲作奨励策を商機ととらえコメ生産振興を支援し
ていく考えだ。同計画では 2009 年の初年度に 180 億 FCFA が投入される予定で、2014 年
までにコメの輸入を 50%削減することを目指す。これには今後 5 年間にわたり毎年最低で
も 20 万トンを増産していく必要があり、国内生産量は現在の 70 万トンから 170 万トンに
増える。オラム社副社長は、
「コメの国内生産で、輸送コストが削減され、備蓄が可能とな
り、
また国際市況に左右されることなくアジア産の安いコメに対抗できる競争力のある価格
で消費者にコメを提供することが可能となる」と期待する。また「グローバル企業として
CSR の視点に立脚した企業市民活動の一環でコートジボワールの食糧自給を支援し、国民
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のよりよい生活のため貢献する」
とビジネス一辺倒ではないプロジェクト参入の意義を強調
した。一方、コメの国内生産を促進するには、①土地の取得、②高品質の種もみの調達、③
精米所の整備、④集荷、流通面での環境整備など克服しなければならない課題もあり、政府
に対し支援を要請している。
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【自動車】サリ（SARI ：Société Africaine de Représentations Industrielles）
アビジャン事務所
渡辺 久美子
企業概要
設立：1949 年（ヤマハ販売代理店 1994 年）
資本金：13 億 5,548 万 FCFA
資本構成：フランス資本 90%、その他 10%
財務状況の概要（2008 年）：売上高 170 億 3,764 万 FCFA、収益 11 億 787 万 FCFA
業種：自動車・二輪車販売特約店
主な取り扱い製品：プジョー、シトロエン、いすゞ、ヤマハ
従業員数：118 人（うちヤマハ 14 人）
自動車・自動二輪車の大手販売特約店
サリ（SARI: Société Africaine de Représentations Industrielles）は、アフリカ諸国を
中心に 33 カ国で事業を展開する CFAO グループの傘下企業で、プジョー、シトロエン、い
すゞ、ヤマハの自動車・自動二輪車を扱う大手販売特約店だ。CFAO グループはコートジ
ボワールで、サリのほか CIDP 社（トヨタ販売代理店）
、CENTRAL MOTORS 社（三菱
自動車販売代理店）
など多数の企業を傘下に抱える。
サリの売上高は 2008 年 170 億 FCFA、
2009 年上半期 84 億 FCFA とそれぞれ前年比 5.3%減、前年同期比 4.8%減となった。この
減収は主に、プジョー車の販売不振が響いたき自動車部門が不調だったためで、二輪車部門
の販売は順調だった。ヤマハ事業部門は売上高の 5%を占めている。
耐久性に優れる製品は、中期的には割安
ヤマハ二輪車の販売台数は 2008 年 1,010 台となった。このうち業務向け販売が 94%を占
め圧倒的に多い。個人消費者向けは 6%とわずかだ。ヤマハは、現地の市場風土に根づいた
カテゴリーをラインアップしており、主力の製品として YBR125（125CC）を投入した。
YBR125 は多機能、耐久性に優れ、アフリカの環境に適した仕様になっているため丈夫で
長持ちするという。価格は 125 万 FCFA と中国製やインド製の安価な製品と比べて 2～3
倍高い。中国製 SANILI（125CC）は 50 万～60 万 FCFA で販売されており、市場にはさ
らに廉価な製品も出回っている。サリのオデェウッド営業部長は、「高品質、耐久性に優れ
るヤマハ製品は、
故障が尐なく丈夫で長持ちするので、中期的には割安になる」と強調する。
一方、
「中国製品は 6 ヶ月もしないうちに故障が起き、部品の交換や修理でコストがかかり、
安く買っても維持費が高くつく。結果的に割高になるケースが多い」という。ヤマハ二輪車
の顧客は、電力会社、給水会社、警備会社、クーリエ会社、ゴム農園経営など大手企業が多
い。
「高級品」のブランド・イメージは確立
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当地ではヤマハ二輪車は、高品質、高性能、耐久性をコンセプトとした製品というブラン
ド・イメージが確立している。あえてローコスト低価格商品は扱わず品質やサービスを維持
しブランド・イメージを守る。中国の低価格製品とは差別化を図り、
「高級品」として異な
るセグメントで需要を取り込んでいく戦略だ。二輪車市場では低価格を武器に中国の躍進が
目立つ。だが、中国製は現地仕様に改良されておらず、安全性、耐久性、技術で务るという。
インド製は品質対価格で割安感があり、販売台数が年々伸びている。ヤマハ、ホンダ、スズ
キなど日本製は、品質、性能、耐久性で優れ定評がある、コートジボワールでは特にヤマハ
が優勢だ。コートジボワールの二輪車市場は、低価格製品の投入で低中所得層の需要を取り
込み拡大傾向にあり、そうした中でヤマハが優勢だる。
充実したアフターサービスを提供
同社は人材、技術を投入してアフターサービスに注力している。メーカーへ技術者を派遣
し技術進歩に対応できる有能な技術者の養成に力を入れている。
また全国的により良いアフ
ターサービスを提供していくため整備工の養成を行っている。
「整備技術力」はもとより「接
客対応」など、顧客に安心してヤマハ製品を購入してもらうための講習会を行い、受講した
整備工には「ヤマハ二輪車整備士認定資格」を発行し、ヤマハ製品のアフターサービス認定
店に指定するとともに、純正パーツを迅速に提供できる体制を整備し、顧客へより良いサー
ビスを保証する。一方、顧客へはに対し製品の技術知識、取扱い、点検整備を説明する講習
会を開くなど、顧客サポートを充実させている。ヤマハの顧客は大企業が多く、特に充実し
たアフターサービスや顧客サポートが求められており、顧客獲得の決め手となる。また、修
理整備工場の設備拡充・更新には積極的な投資を行っている。高い技術力と充実した修理整
備、
そして親切丁寧な対応で顧客を総合的にサポートする。さらに製品保証（6 ヶ月～1 年）、
スペアパーツのストック、メンテナンス契約などサービスを充実させている。部品交換は必
要な場合に迅速に供給できるアフターサービス体制を整備し、顧客満足度の向上に努めてい
る。現在、40 店のサブディーラーが部品を供給している。サリはヤマハ製品の販売・サー
ビスの責任を担っており、製品の魅力を伝える店頭演出や販売促進策の提案、実施、より良
いアフターサービスの提供に向けた取り組みを行なっている。また市場トレンドや消費者の
声などを収集、分析し、ヤマハの新たな商品開発にフィードバックすることも大切な役割の
一つだ。さらに、需要喚起や製品使用の安全啓発を目的とした講習会を企画することも顧客
サービスの一環として取り組んでいる。これまでの豊富な経験の中で蓄積した“知識とノウ
ハウ”のもとで、消費者のニーズに応えていく。
同営業部長によると、コートジボワールの二輪車販売台数は、統計がないため明らかでは
ないとした上でが、約 27,500 台と推定している。このうち 25,000 台がいわゆる「グレー
ゾーン」の流通ルートで取引されており、中国製の廉価な製品に加えて、模擬品が多く含ま
れるという。多くが分解部品の状態でコンテナに積まれ輸入されている。現地で輸入業者が
組み立て販売している。低価格で販売されるこれらの製品は、公共輸送機関が発達していな
い地方都市や農村部の住民が日常的な移動手段として購入するケースが多く、全体の 9 割
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強を占める。このような二輪車は価格が安くても、品質や性能が务るので企業向けや業務用
途は尐ない。一方、正規の販売代理店を通じて取引される二輪車は 2,500 台。販売先は業
務用・企業向けが 7 割強を占め、個人消費者向けは約 2 割にとどまる。レジャーやスポー
ツのパートナーとして購入する消費者は未だ尐ない。正規の流通ルートで取引されるこれら
の製品は、高い関税が小売価格に転嫁され価格が割高となる。しかし、品質、アフターサー
ビスが保証されていることから企業や業務用の需要が高い。
廉価な二輪車は低所得者には魅力
二輪車市場も自動車市場と同じように品質、性能を重視する高級志向と、価格を重視する
低価格志向に分かれる。企業は、価格のほかに技術、品質、性能も重視するが、日常的な移
動の手段として二輪車を購入する農村地帯や地方都市の住民にとっては価格がより重要な
決定要因となっている。中国から流入する廉価な二輪車は、日本や欧米の製品に比べ品質面
での評価は务るものの、
依然として低所得層が多いコートジボワールでは魅力となっている
ことも事実だ。
二輪車の輸入はここ数年、重量、金額ベースともに大幅に増加している。一方、重量の伸
びが金額を上回っており、二輪車市場では低価格化志向が進んでいることがわかる。国別で
は、急増する中国からの輸入が 75%を占め、2 位の日本 12%を大きく引き離す。次いでア
ラブ首長国連邦、トルコ、フランス、米国と続く。排気量別では 50～250CC が 52%と最も
多く、次いで 50CC 以下が 33%となっている。コートジボワールでは排気量 125cc 以下の
車種では運転免許証が不要なこと、また 50CC 以下の車種ではナンバー登録が必要ないこ
となど、面倒な行政手続きが要らないことが売れ行きを左右している。

密輸品、模擬品が課題
同営業部長は事業の阻害要因として、北部国境から密輸品が流入し、不正競争を強いられ
ていることを挙げている。政府に対し、国境検問を厳格化し密輸対策を強化するよう要請し
ている。また部品の模擬品が大量に流入していることにも懸念を示している。これは経済的
損害の問題だけでなく、故障や事故の原因にもなりかねず危険であることから、サリは模擬
品対策に取り組んでいる。政府に対しても対策を求めている。このほかコートジボワールで
は二輪車にかかる関税が 40.5%と高いため小売価格に転嫁され価格が割高となっている。
隣国ガーナではコートジボワールと比べて関税率が低く小売価格が割安であることから、
ガ
ーナに行って二輪車を購入するケースが増えているという。
この傾向が拡大すれば国内の二
輪車市場は打撃を受けると懸念する。
内政安定化に期待
今後の見通しについては、円高になるとマージンが縮小しコスト競争が厳しいと語る。
2009 年は農産品国際市況の低迷、農業収入の減尐などの要因で二輪車の販売は低迷する見
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通しだ。一方、選挙が無事実施されれば内政安定化を背景に復興需要や経済活動の活性化が
期待され、二輪車の需要が拡大するとみる。また中間層の潜在性に注目しており、需要を取
り込んでいくには中間層向け融資アクセスの拡大がカギを握るとみている。
現在アビジャン
とブアケ（反乱軍支配地となったため休業）に支店を展開する。今後北部地方へも支店網を
広げていく計画だ。
コートジボワールではこれまでバスや乗合タクシーが市民の足となってきたが、
最近新た
な動きがみられる。国土分断により旧反乱軍支配地では車の通行が困難となった上、治安悪
化を恐れて公共輸送機関が運行をストップしたことから、これに代わってバイクタクシーが
市民の移動手段として出現した。
安い中国製二輪車がバイクタクシーの間で広まっていると
いう。なお、西アフリカではナイジェリア、トーゴ、ベナンなどで早くからバイクタクシー
が発達している。
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【不動産】SIPIM
アビジャン事務所
渡辺 久美子
企業概要
設立年：1990 年
資本金：1 億 5,000 万 FCFA
売上高：25 億 FCFA（2008 年）
業種：不動産開発
従業員数：230 人
住宅需要拡大を背景に成長
SIPIM は、コートジボワールで不動産開発を手掛けるレバノン資本 100%の企業だ。不
動産開発事業が自由化された直後の 1990 年に設立されて以来、住宅需要拡大を背景に着実
に業績を伸ばしてきた。2008 年の売上高は 25 億 FCFA にのぼった。従業員は 230 人で、
うち 200 人が建設作業員だ。アンゴラとマリでもそれぞれの子会社を通じ不動産事業を展
開している。
競合他社に先駆け進出
政府は 1960 年独立直後の早い時期から居住権の重要性を認識し、社会融和とより豊かな
生活を目指し、すべての国民に住まいの安全を保障する住宅政策を導入した。低所得者向け
住宅供給の促進と都市開発を政策の柱に据え、政策実施機関として SICOGI（不動産開発管
理）
、SOGEFIHA（住宅管理融資）
、SETU（都市土地開発）の 3 公団を設立し、積極的に
住宅供給に努めてきた。しかし、1980 年になると、住宅開発のための資金調達が困難とな
った上、住宅代金の支払い滞納で経営が悪化する。政府は IMF・世銀の勧告を受け構造調
整の一環として、不動産開発事業を自由化するとともに、SICOGI を民営化し、SOGEFIHA
と SETU を解散した。住宅政策は「公」から「市場」へ変容する。政府は必要なところ以
外は、市場に委ねて、民間中心で住宅づくりを行う方針に切り替えた。低所得者向け住宅供
給にインセンティブを与える租税優遇措置や住宅基金の設置を通じて、「規制（国による不
動産開発事業の独占）
」を「ベネフィット（事業の自由化と事業に対する一連の優遇措置、
奨励策）
」に引き換えることで、低所得者向け住宅の建設を民間部門に任せていく政策に方
向転換した。このような流れの中で、SIPIM は 1990 年、競合他社に先駆け不動産開発事
業に進出した。この時期、SIPIM をはじめ住宅プロモーターは、政府が世銀の支援で設置
した住宅開発基金を活用し、住宅開発を推進した。また低・中所得層が融資を利用すること
で住宅需要を取り込み、住宅建設はブームを迎える。SIPIM はこれまでに 5,000 戸超の新
築住宅を建設。供給戸数は毎年 500 戸を超える。同社の住宅供給に占める市場シェアは 16%
と業界第 2 位だ。民間住宅プロモーターの先駆者として、競合他社に先駆け顧客の取り込
み、市場シェアの拡大でメリットを享受し、豊富な経験に裏打ちされた実績で信用を確立し
た。SIPIM のニアポ営業部長は、
「これまで着工した全てのプロジェクトが期限内に完工さ
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れた。不動産事業は信用が何より重視される業界だ。自由化直後から不動産開発を手がけて
きた会社で培ってきた「信頼」が成功のカギ」と強調する。企業として顧客に対して満足し
てもらえるようコストパフオーマンスを高めることに徹底して取り組んでいく。
低・中所得者向けの住宅供給に注力
SIPIM は、全ての社会層が夢見る「マイホーム」を実現していくため、特に低・中所得
者向け住宅供給に注力している。現在、アビジャンで建設される住宅の 9 割が低・中所得
者向けで、1 割が高所得者向けだ。アビジャン市内とその近郊で、戸建シリーズ「エスポワ
ール」
、
「アトランティッド」
、
「プレスティージュ」を展開する。これら住宅の価格は、立地
条件により異なるが、平均すると敶地面積 170～250 平方メートルの場合、3LDK で 1,700
万 FCFA、4LDK で 2,400 万 FCFA、5LDK で 2,800 万 FCFA となっている。住宅供給が
需要に追いつかないため価格は継続的に上昇している。住宅の支払いは通常、契約時に 1
割、着工前に 2～5 割、引渡し時までに残り全額となる。敶地面積 150 平方メートル以下の
共同住宅は月間所得が 20 万 FCFA 以下の低所得者向けだ。敶地面積 150～250 平方メート
ルの経済的住宅は月間所得が 30 万～60 万 FCFA の中所得層向けで、
現在需要が最も多い。
また敶地面積 300 平方メートル以上の高級住宅は月間所得が 70 万 FCFA 以上の高所得層向
けだ。
今後経済が発展するにつれて中間層向けの住宅需要が不動産市場を牽引するとみられ
る。同国で不動産開発を手がける大手プロモーターは 12 社を数えるが、需要が供給が需要
に追いつかない状態の住宅市場で企業間の競合はない。同社の住宅供給戸数は 2000 年初め
まで増えつづけ、売上高は 60～70 億 FCFA に達していたが、その後内政混乱の深刻化を背
景に落ち込み、2007 年以降業績は回復に向かっている。2007 年に入って住宅着工戸数が大
幅に増えているが、現在は供給個数が住宅購入申込みにが供給戸数に追いつかない状態だ。
最近の傾向として一括払いで住宅を購入するケースが増えている。2007 年に入って住宅着
工戸数が大幅に増えており、引き続き好調な見通しだ。住宅市場では、人口増加に伴う世帯
数の増加から今後も住宅メーカーが伸びる余地は大きいとみられる。
2007 年の住宅ストック数は 350 万戸。人口は 2,000 万人を超える。2000～2007 年に住
宅メーカーが供給した住宅戸数は、2 万 8,000 戸にのぼった。一方、新規住宅需要は全国で
年間 5 万戸（用地 1,000 ヘクタール）にのぼり、うちアビジャンだけで 2 万 5,000 戸（500
ヘクタール）とされる。しかし実際に供給される住宅は、全国で 7,000～8,000 戸、アビジ
ャンで 4,000 戸にすぎず、需要と供給のギャップが大きい。
資金調達が課題
SIPIM の営業部長は不動産開発事業の阻害要因として、資金調達の困難を挙げている。
住宅開発向けの専門融資機関が存在せず、銀行による不動産融資の貸出利率も高いため融資
コストが高くなる。利子が高いのは返済リスクが高いためだが、例えば銀行は資金の変わり
に必要な建築資材を直接調達するなどすればリスクが軽減できると考える。SIPIM は今の
ところ業績が好調で、銀行に頼らなくても自己資金で賄える。自己資本により、主体的に用
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地取得・事業企画・施工を行っている。銀行は資金の代わりに必要な建築資材を直接調達す
るなどすればリスクが軽減できると考えるが、新興企業にとっては、資金調達はより切実な
問題だ。また、土地登録認可に時間がかかることも問題視している。不動産事業ではこれま
で倒産した住宅メーカーも多く、
前受け金を多額に請求する会社には注意を払う必要がある。
業者としては、できるだけ早い時期に代金回収をしたいのは当然だが、会社に万一のことが
あると工事はストップし、支払った代金も戻らない場合がある。住宅開発には、経験のない
零細業者が多数参入しているが、
顧客から資金だけを集めて撤退するというケースも目立ち
注意が必要だ。
建設・都市計画省によると、コートジボワールでは、住宅開発だけでなく商業ビルや商店
など商業用開発も伸びている。2000～2006 年の間に開発された商業用面積は 10 万平方メ
ートル、オフィス用面積は 120 万平方メートル、農業用面積は 800 万平方メートル、工業
用面積は 700 万平方メートルにのぼった。
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【携帯電話】MTN コートジボワール
アビジャン事務所
渡辺 久美子
企業概要
設立年：1996 年（前身のロテニー・テレコムの設立年）
資本金：28 億 6,500 万 FCFA
売上高：1,809 億 FCFA（2008 年）
業種：携帯電話事業
従業員数：726 人
積極的に携帯電話事業を展開
MTN コートジボワール（以下、MTN-CI）は、コートジボワールにおいて「MTN」のブ
ランド名で事業を展開する携帯電話会社で、1996 年設立のロテニー・テレコム（テレセル）
を前身に持つ。南アフリカ大手の MTN インターナショナルが 2005 年 7 月にロテニー・テ
レコムの株式 51%を 1,780 億 FCFA で買収し、経営権を取得したことに伴い MTN-CI に社
名が変更された。同社は通信市場の拡大を背景に急成長しており、2008 年の売上高は前年
比 13%増の 1,809 億 FCFA にのぼった。MTN インターナショナルは 2005 年に入ってサブ
サハラ地域の携帯電話会社を相次いで買収しており、潜在成長性の高い市場で積極的な事業
展開を図っている。アフリカ諸国を中心に 21 カ国で携帯電話事業を展開する。
格安端末キット、料金徴収手段の多様化で販売促進
MTN-CI の契約者は 2008 年末 360 万人で、前年比 20%増加した。過去 3 年、契約者の
純増数は年間平均で 90 万人に達する。これと並行して売上高もここ数年 2 ケタ台の高い成
長が続いており、業績は好調に推移している。契約者数と売上高では、コートジボワールの
携帯電話事業者 5 社のうち仏オレンジに次ぐ業界第 2 位のリーディング企業だ。電気通信
分野の自由化を契機に競合他社に先行して携帯電話事業に進出したロテニー・テレコムを前
身とする MTN-CI は、寡占市場で顧客の取り込みに成功し、市場シェアを拡大するなど独
占的利益を得てきた。しかし、2006 年以降携帯電話市場では、新規事業者の参入が相次ぎ、
厳しい競争が繰り広げられている。各社は、料金引き下げ、サービス拡充でしのぎを削って
いる。こうした中、MTN-CI は、新規契約者獲得に向け料金の値下げ、コンテンツの充実、
通信インフラの強化に力を入れている。例えば、通話料金の引き下げはもとより、低所得者
向けの格安な端末キット販売、多様な機種の投入、料金徴収手段の多様化などで販売促進を
図っている。通話料金は現在、1 分当たり 100FCFA。1 秒毎に区切った料金徴収で割安感
がある。また最新の技術と設備の投入、通信エリアやサービス拠点の拡大に多額の投資を行
っており、同社の投資額は 2005 から 2008 年この 4 年間に 1,000 億 FCFA を超えた。
GPRS/EDGE （ General

Packet

Radio

Service/Enhanced

Data

for

GSM

Evolution）方式の導入により、ブロードバンド、ビデオ、音声、データ伝送などで、顧客
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に対しより効果的で充実したサービスを提供し、競合他社に攻勢をかける。全国 200 ヵ所
に支所、60,000 ヵ所にサービス拠点を展開し、より顧客に接近するかたちでサービスを提
供し、顧客の満足度向上に努めている。
オンラインで代金補填
同社の契約者の 9 割強がプリペイド課金システムを利用しており、料金徴収をより安全、
効率的に行うためこれまでのプリペイドカードに代えて、代金補填をオンラインで行えるプ
リペイド・オンライン・リチャージ（e-リチャージ）のサービスを導入した。カードレスに
よりコスト削減、安全強化が図られるという。また最近、電子マネー業務「MTN モバイル・
マネー」
、
「モバイル TV」
、
「モバイル インターネット」などの新規サービスを相次いで
開始している。MTN-CI のマーケッティング・マネージャーは、
「率先して高付加価値、革
新的なサービスの導入に努めている」と業界リーダーとしての立場を強調する。
通話エリアの拡大と安価な端末機の投入で利用者拡大
同社は官公庁、企業、個人と幅広い層に顧客を持つ。通話エリアの拡大と安価な端末機の
投入で都市だけでなく、農村部にも携帯電話利用者が増えている。近年は、都市部だけでな
く固定電話のインフラ整備が遅れた農村部で普及が加速しているという。
今のところ大半の
ユーザーが短時間の通話とショートメッセージサービス（SMS）の簡易メールしか使って
いないので、従来のサービスでもなお市場開拓の余地があるとみる。ただ、激しい競争や農
村部の利用拡大で、契約者一人当たりの収入は減尐している。料金競争が加速しており、今
後は情報配信サービスなど利用料の底上げ策が課題だという。市場成熟化を視野に通信料の
高い高付加価値のサービスへ徐々に軸足を移していく方針だ。
宣伝、広告も活用
MTN-CI は、宣伝、広告を効果的に活用し顧客の取り込みを図っている。新聞、雑誌、
テレビを通じた大々的なメディア広告、宣伝のほか、時季的な販売プロモーション活動にも
力を入れている。例えばクリスマスやバレンタイン、母の日にイベントを実施するなどして
集客活動を行っている。また、サッカー国際大会やミス・コンテストなど社会文化活動の後
援などにより知名度を上げている。MTN は、2010 年サッカー・ワールドカップの公式ス
ポンサーで、
大会出場が決まったコートジボワールですでに大々的な宣伝を繰り広げている。
CSR 活動にも積極的で、マラリアやエイズ対策、識字率の向上など保健衛生、教育分野で
支援を行っている。
なお MTN-CI は 2007 年、西アフリカの携帯電話部門で ATP 最優秀賞を受賞している。
急速に普及した携帯電話
コートジボワールの携帯電話事業は、電気通信分野が自由化された 96 年に始まった。現
在、仏オレンジ、南ア系 MTN、アラブ首長国連邦系 ACELL-CI（ムーヴ）
、レバノン系コ
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ミヨム（コーズ）
、リビア系オリセル（グリーン）の 5 社が人口 2,000 万の市場に競合する。
国内の携帯電話契約者は 08 年末、オレンジが 420 万人、MTN が 360 万人、ムーヴが 185
万人、コーズが 90 万人の計 1,055 万人。人口に対する普及率は 51%にのぼる。これら事業
者の投資累計額は 3,780 億 FCFA、売上高累計額は 2 兆 5,060 億 FCFA に達している。
携帯電話事業は、低価格の端末とキットを組み合わせたパッケージ商品の投入と、プリペ
イド方式による課金システムの導入で急成長した。各社は料金の支払いについて、ポストペ
イド方式に加えてプリペイド方式を導入している。プリペイド方式は、企業にとって前金で
確実に料金を徴収することができる有効な手段だ。e-リチャージは最低 200FCFA から利用
可能で、低所得層への普及につながっている。プリペイド・システム方式の利用者は、携帯
電話加入者の 97%を占める。
新情報通信技術相は、
「通信市場の自由化で競争が進み、通信インフラ整備の進展、カバ
ーエリアの拡大とともに、より安くより良いサービスが期待できる」と歓迎している。コー
トジボワールでは、電気通信分野の自由化と外資による新技術の導入により、通信インフラ
の整備が進み、通信市場を取り巻く環境が大きく変わりつつある。
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【飲料品】ソリブラ
アビジャン事務所
渡辺 久美子
企業概要
設立年：1956 年
資本金/資本構成：41 億 8,000 万 FCFA/仏 BGI 社 90%、コートジボワール民間 10%
売上高：1,049 億 FCFA（2008 年）
業種：ビール醸造、炭酸飲料製造
従業員数：600 人
西アフリカ地域の飲料製造大手
ソリブラ（SOLIBRA: Société de Limonaderies et de Brasseries d’Afrique）は、西アフ
リカ経済通貨同盟（UEMOA）地域最大のビール醸造企業で、1956 年設立の炭酸飲料製造
会社 SOCIGLACE（Société de Limonaderies et Glaces d’Abidjan/フランス資本）を前身
に持つ。SOCIGLACE は 1958 年、ベルギーのビール醸造大手 BRASSERIE ARTOIS の
資本参加を通じビール醸造事業に進出したことに伴い”ソリブラ”に社名を変更した。1994
年に仏 Castel グループが子会社 BGI（Brasseries et Gracières Internationales）を通じソ
リブラを買収し、経営権を取得した。以来、同社は着実に事業を拡大させ、1998 年にはア
ビジャンを本拠とする UEMOA 地域証券取引所（BRVM）に上場した。Castel グループは
ワイン、ビール、ソフトドリンクを手掛ける総合飲料事業の世界大手で、ビール醸造世界 2
位の SABMiller 社をはじめ数十社のビール醸造企業と提携を組み、フランス語圏アフリカ
諸国を中心に進出し、今日、アフリカの飲料市場でトップの一角を形成する。
地域住民に人気の高いビール
ソリブラは国内唯一のビール醸造企業で、経済首都アビジャンと中西部地方ボアフレにビ
ール醸造設備を持つ。アビジャンとボアフレ工場の生産能力はそれぞれ、5,000hl/日、
550,000hl/年で、Bock、Flag、Castel、Tuborg、Guinness、Malta の 6 ブランドのビール
を醸造する。これらビールはそれぞれ 330ml、600ml 入りの瓶詰で販売されている。同社
の看板ブランドである Flag は 1973 年に市場に投入されて以来、国内だけでなく、ブルキ
ナファソ、セネガル、マリ、ベナン、トーゴなど UEMOA 地域一帯で販売され、地域住民
に長らく親しまれてきた人気の高いビールだ。しかし、最近はドイツ、オランダなどから輸
入される安い缶ビールとの競合により、同社のビール部門は売上が伸び悩んでいる。現在、
Flag の小売価格は 600ml 入りが 650FCFA。この 1 年で 10%近く値上がりした。ここ数年
来の一次産品価格高騰により原料が値上がりし、ビールも値上げを余儀なくされ、現在、
Flag の小売価格は 600ml 入りが 650FCFA となっている。この 1 年で 10%近く値上がりし
たことになる。一方、輸入缶ビールは 330ml 入り 250FCFA 前後で販売されており、低所
得層を中心に割安感がある輸入缶ビールの消費が増えているが売れている。
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同社はこのほか、コカ・コーラ、ファンタ、スプライトのライセンス製造、独自ブランド
の炭酸飲料水およびミネラル・ウォーターの製造、ワインのボトリングを行っている。飲料
事業で多彩なノウハウを持つ同社は、ブランドと商品の種類を顧客のニーズに合わせ多様化
しながら、コストパフォーマンスに優れた製品を提供し、顧客の取り込みに努めている。
同社は飲料事業の先駆者として、
潜在性の高い新興市場で独占的利益を得ることで急成長
した。特に中核事業であるビール部門は国内唯一のビール醸造企業として、消費の拡大を背
景に市場シェアを拡大し急成長を遂げた。現在、コートジボワールの飲料市場で 6 割のシ
ェアを占める。ソリブラのコナテ販売部長によると、飲料水の消費は人口増加、特に若年層
と都市部の人口増により拡大するとみている。同社の製品は、熱帯性気候で一年中暑いコー
トジボワール当地においてで、飲料の需要は高く、同社の製品は大人から子供まで幅広い層
に親しまれているという。
さまざまな工夫で販売シェアを拡大
UEMOA 地域では共通通貨を基盤とする経済統合が進展しており、関税同盟の発足とと
もに地域共通市場を視野に入れたビジネス拡大が期待できる。同社はコートジボワールを足
場として、経済統合が進展するフランス語圏アフリカ諸国で事業拡大に攻勢をかけ、これら
諸国へも進出を果たした。同販売部長は、
「1 世紀にわたり BGI 社で受け継がれてきたビー
ル醸造の高い技術と豊富な経験に裏打ちされた優越性により販売シェアを拡大してきた。
今
後もリーディング企業として成長を牽引していく」と述べる。同社の強みは高品質に裏打ち
されたブランド力。そして人材だという。同社は技術者の養成に力を入れ、高い資格を持つ
優秀な人材を多数抱える。現在、安価な輸入品や密輸品との競合で売上が伸び悩むが、今後
もコストパフォーマンスに優れた製品で対抗していくとしている。また一貫した流通体制を
整備し、商品の安全と品質を保証する。販売会社へは最適なマージンを設定してモチベーシ
ョンを与えるなど、
経営管理の改善も怠らない。飲料市場で厳しい競争が繰り広げられる中、
宣伝、広告を効果的に活用し顧客の取り込みを図っている。新聞、雑誌、テレビを通じたメ
ディア広告や、様々なイベント開催で集客活動に力を入れている。定期的に営業部隊が宣伝
カーを使って各地で販売プロモーションを展開しており、新規顧客開拓にも余念がない。
ソリブラは国際品質基準である ISO の認証を受けており、品質の保証、物流、コストの
管理に至るまで徹底して効率化を図っている。品質向上を通じて顧客や市場のニーズに応え、
顧客満足度を高めていくとともに、業務効率の改善や組織の価値向上を図っていく方針だ。
不法製造や密輸品の横行が課題
コナテ販売部長は事業の阻害要因として、市場に出回る密輸品との不当競争を挙げる。不
法製造、密輸の横行により、中毒死の事故や健康を害するケースも報告されている。法・制
度の未整備、品質管理の不在、奨励策の欠如、税制の不適応など企業活動を支援する環境が
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整備されていないことを指摘する。政府に対し、健全な商活動を保証していくため厳格な密
輸対策を求めている。このほか、価格体系を無視した小売業者の行動に懸念を示している。
一部の業者は 20%を超えるマージンを設定するなど、製品の価格競争力を損なう結果を招
いているという。
同社の売上高は 2009 年上半期 522 億 FCFA（前年同期比 5.6%増）となり、ここ数年来
業績は好調に推移している。ミネラル・ウォーター部門が 11%増となったのに対し、主力
のビール部門は 0.34%増、炭酸飲料部門は 0.33%増と横這いだった。ビール部門が伸び悩
んだのは、輸入缶ビールとの競合が影響したためだ。また炭酸飲料部門の収益悪化は、マー
ジンの大きい瓶詰に代えてペットボトル製品を増やしたことが要因だ。
消費者のニーズにあわせた商品展開がカギ
同国の飲料生産は、内政不安の影響で一時不調となったが、2003 年以降回復し、ここ 5
年間で 3%増加している。飲料の輸出は、国内生産の 3%にすぎず、金額にして年間 20 億
FCFA 程度だ。一方、飲料の輸入は年間 280 億 FCFA にのぼり、過去 5 年間 2 桁台の伸び
が続いている。品目別ではワイン（シェア 46%）
、ビール（同 15%）
、ミネラル・ウォータ
ー（同 11%）
、スピリッツ（同 10.5%）
、フルーツジュース（同 6%）
、炭酸飲料水（同 6%）
などとなっており、輸入先はスペインをトップにフランス、オランダと続く。最近の傾向と
して、飲料の輸入は、数量ベースで大幅な増加を続ける一方、金額ベースでは横這いで推移
している。これは主にワイン、ビール、スピリッツなどアルコール飲料の需要が高まってい
る反面、消費者の低価格志向が進んでいるためとみられる。
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【食品】味の素アビジャン
海外調査部 中東アフリカ課
金子 晃子
企業概要
企業名：味の素アビジャン
設立：1999 年
営業利益：非公表
従業員：不明
低価格・小分け販売戦略で成功
味の素アビジャン（AJINOMOTO FOODS DEUTSCHLAND REPRESENTATIVE
OFFICE ABIDJAN）は、ナイジェリアのウエストアフリカシーズニング株式会社（WASCO、
1991年設立当時：Ajinomoto50%、Orsan50%）で袋詰めされたうまみ調味料
「AJI-NO-MOTO」（以下「味の素」）をコートジボワールに輸入し、販売している。貧
困層でも買える低価格・小分け販売戦略で、成功を上げている。近隣のブルキナファソ、マ
リ、ギニア、リベリアなどへの輸出も行っている。ナイジェリアを除く西アフリカでの売上
高は、3,500トン、63,000,000ユーロ（2007年）。最も好調だったときには、売上は年間5,000
トンにまで達したという。
現在のアフリカ全体でのうま味調味料の市場規模は年間約４万ト
ンともいわれるが、それを支える好調な食品企業だ。
外資食品産業にとっては、地元に密着し、現地の食習慣や商品アクセス、ニーズを把握す
ることが最も重要となる。
同社の成功の秘訣の一つは、誰でも気軽に買える（Affordableな）価格に設定したことだ。
1996年の事務所設立以降、コートジボワールでは3グラム入り（10CFA）、9グラム入り（価
格不明）の小袋も投入した。しかし、現在最も売れている商品は、15グラム入り（25CFA）
だという。調理内容にもよるが、この15グラム入り1パックで、コートジボワールの平均世
帯（4人～5人）の2回分の料理が可能だという。その割安感が貧困層にも好評で、順調に売
上を伸ばしていった。25CFAのコインが、国内で最も流通しているコインであることも関
係しているだろう。25CFAコインを手に買いにくる顧客が多いという。同事務所のコナン・
ディディエル・コフィー代表は「コートジボワールは依然として中間層以上が尐なく、相対
的にまだ所得水準が低い。消費者の多くはその日暮らしの消費マインドで生活している。そ
のニーズに応えたことが成功につながった」と小分け販売戦略を説明した。

地元密着型のチャネル
味の素アビジャンの主要顧客は貧困層であるため、
主要な販売チャネルはスーパーマーケ
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ットではなく、いわゆる青空マーケットだ。スーパーマーケットまで買いに行くことがない
彼らにとって、近場のマーケットで日用雑貨を買いにくる際に、「味の素」製品を一緒に購
入できることは、商品へのアクセスの面で好都合だった。同社がシェアを拡大していった背
景には、貧困層にも潜在的なニーズがあることに気づき、いつでもどこでも買える
（Available）よう、販売チャネルを工夫していったことがある。また、マーケットで直接
販売することにより、消費者が何を考えどう行動するかについても、手に取るようにわかる
こともメリットだった。割高な輸送コストを払ってでも、獲得すべき市場と価値があったと
いうわけだ。
同社は、独自の流通経路も構築している。レバノン人の輸入業者がナイジェリアから仕入
れ、卸売業者に500ケース（あるいは1コンテナ分）程度を渡し、さらにその下にいる業者、
マーケットの小売業者に商品が卸されていく仕組みだ。
最終的には現金を直接回収する形を
とっている。また、同社は全地球測位システムGPS（Global Positioning System）を輸送
車両に搭載している。30人の営業部隊を抱えるが、その位置情報を管理し、運行状態の監
視や移動車両内の情報を逐次把握している。
自社製品の流通をしっかりコントロールしてい
る点でも信頼が厚い。
安さだけじゃない「うま味」
コートジボワールの食文化はフランスの影響を受け、チキンやトマト味が主流だ。ネスレ
が販売するマギーは、以前からコートジボワールを含む西アフリカ市場に導入されており、
味の素が参入した当時も競合製品であった。ビーフ、チキン、トマト味などのネスレ製品の
タブレットが、消費者にも慣れ親しまれていた。そうした中、同社は地元の人が集まるとこ
ろで実際に「味の素」を使って料理し食べてもらうといった地道な活動を続け、順調に売上
を伸ばしていた。
しかし、2001年、中国製の商品（Manpo）が流入してきたことにより、「味の素」の売
上は急減した。Manpoの方が安価であったため、貧困層の顧客がそちらに流れたのだ。こ
うした中においても、同社は「味の素」がManpoに負けない「味」であることを、自信を
もって消費者に売り込みシェアを奪還することに成功した。今では、コートジボワール在住
の中国人も、味の素の製品を買い付けに来るほどだという。また、味の素は、塩分を使用し
ていないため、高血圧予防やダイエットにも有効だ。価格だけではない付加価値で、さらな
る「味の素」ファンを増やしている。
西アフリカ市場を狙う
同社では、2010年の売上をピーク時の5,000トンに近づけるのが目下の目標だ。同社は現
在、ブラジルで生産して、ナイジェリアで袋詰めを行っているが、コナン氏は、製造の段階
からコートジボワールで行いたいと意気込みを語る。それは、
生産地のブラジルでのストや、
ナイジェリアでのデモの影響で、製品供給が滞る場合があるためだ。日常的に必要となる食
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品（調味料）であるからこそ、スムースに流通させる必要があるというわけだ。
同氏が、コートジボワールに袋詰め工場建設を薦める理由はもう一つある。それは、西ア
フリカ経済通貨同盟（UEMOA）地域の市場を狙ってのことだ。コートジボワール、ブルキ
ナファソ、マリ、ベナン、リベリア、トーゴ、ギニアビサウ、セネガルは全体で、アフリカ
最大の人口を擁するナイジェリアの70%に匹敵する市場規模をもつとされる。コートジボワ
ールでの工場設立プロジェクトはまだF/S調査の段階だが、コートジボワールの政情が安定
化すればその可能性は大いに広がるだろう。

情報ソース
・2009 年 11 月 12 日 味の素アビジャン代表 コナン・ディディエル・コフィー氏インタ
ビュー
・味の素ホームページ http://www.ajinomoto.co.jp/
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