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１．アフリカ（ケニア）市場の概要

ケニアはアフリカの東部に位置する国であり、アフリカ内においてはトップクラスの
人口規模と経済規模を持つ
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面積 約58万km2 （日本の約1.5倍）

首都 ナイロビ（人口４４６万人）

公用語 英語、スワヒリ語

宗教
キリスト教：80%

イスラム教、その他伝統的宗教

人口 約4,700万人（サブサハラ・アフリカの人口の約5%を占める）

GDP
約795億米ドル（サブサハラ・アフリカのGDPの約5%を占め、
同地域5番目の経済国である）

1人当たりGDP
（名目ベース）

約1,700 米ドル
(2030年には3,000USDを超えると言われている）

主要産業

農林水産産業
鉱業・採石
製造業

日本との時差 6時間（日本の方が進んでいる）

ケニアの基礎情報

◼ケニアは、サブサハラ・アフリカ地域では、ナイジェリア、南アフリカ、アンゴラ、エチオピアに次ぐGDP規模を
誇る経済大国である。また、人口で見てもナイジェリア、エチオピア、コンゴ、南アフリカ、タンザニアに次ぐ6

位で、市場としては非常に高いポテンシャルを有する国である。

◼紅茶等の農業が主要産業ではあるが、製造業に従事する人口も多く、特に日系企業ではいすゞ、トヨタ、三
菱自動車が自社の組立工場をケニアに有する。
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１．アフリカ（ケニア）市場の概要

ケニアは近年、中間層が増加傾向にあり、特に月収300ドル～500ドルの層と
500ドル～1,000ドルの層が増加している。

3

ケニアにおける所得階層別人口（月収、米ドル、フォーマルセクターのみ）

◼ケニアでは2012年以降、毎年大規模なショッピングモールがオープンしている状況であり、2012年から
2018年までにオープンしたショッピングモールは12か所に上る。

◼ケニア全体では大小合わせて80か所のモールが展開されており、所得の上昇に伴い、消費市場が活性化
している。

◼しかし、中間層の月収でも300ドル～1,000ドルという水準であり、日本で販売されている商品を直接輸入し
、販売するということがまだ困難な市場である。

⚫ 現地向けのダウングレード、個包装化等、現地の消費者が手に取りやすくなる工夫が必要となる

◼また、富裕層（資産100万米ドル以上の人口）は2014年時点で8,500人であり非常に限られている。

（人） 2012 2014 2016 12-16のCAGR

100ドル未満 18,460 21,141 22,887 5.5%

100ドル以上　200ドル未満 263,964 214,872 230,424 -3.3%

200ドル以上　300ドル未満 835,747 860,908 927,388 2.6%

300ドル以上　500ドル未満 540,437 668,350 719,444 7.4%

500ドル以上　1000ドル未満 436,766 536,237 579,885 7.3%

1000ドル以上 60,377 68,676 74,293 5.3%

合計 2,155,751 2,370,184 2,554,321 4.3%

出所：JETRO資料等
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２．アフリカ（ケニア）における事業展開

アフリカにおいて事業展開をする上では、CSR（戦略）、現地向けプロダクト開発
（提供価値）、適切なパートナーの発掘（提供方法）の3つの視点が重要になる
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１．Corporate
Social Responsibility  

(CSR)

２．現地向けの
プロダクト開発

３．適切なパートナーを
活用した

現地での拡販

• CSRとは、企業の社会的責任（利益の追求のみならず、
倫理的観点から事業活動を通じて、自主的に社会に貢献
する責任）のことで、その責任を果たすための場所として、
発展途上国であるアフリカは適している

• 特にBtoC商材については、
欧米やその他海外諸国のように、日本国内と
同等のスペックのプロダクトをアフリカ市場で販売
することは、所得や需要とのミスマッチから
非常に困難である可能性が高い。

• そうした場合には、プロダクトの現地化が
ビジネスを拡大する上で重要となる。

• 適切なパートナーを選定することで、
より効果的かつ効率的に事業を展開することが可能である

全体戦略

提供価値 提供方法

BtoC

BtoB/

BtoC
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２．アフリカ（ケニア）における事業展開： CSRの視点

多くの日本企業がケニアで自社技術や製品を活用して、社会的な課題への解決に
取り組む活動を実施している。そうした方法を皮切りに市場にエントリーすることも有効
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◼ 2015年9月の「国連持続可能な開発サミット」では、2030年までに世界が達成すべき目標を定めた「持続可能な開発目標（
Sustainable Development Goals:SDGs）」が合意されるなど、近年、持続可能な発展の重要性が高い注目を浴びている。

◼ また、投資に関しても、世界の解決すべき課題を環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス（Governance）の3つの
分野に整理したうえで、それらに配慮した責任ある投資をEGS投資と呼び、それらへの関心は高まっている。

◼ 上記のような背景より、企業が環境保全や社会の持続可能な開発に対して持つ責任は非常に高くなっており、日本企業の
中でも積極的にCSR活動に取り組んでいる企業は、アフリカ等を対象に活動を行っている企業もいる。

SDGsの概要

✓ アフリカは全ての分野において、
54ヵ国全体での目標達成を目指し、
国際NPO法人の”The Sustainable 

Development Goals Center for Africa：
SDGC/A）“を設立

✓ ほぼ全ての分野において、現状
課題を抱えており、それらの解決に
向けて国を挙げて取り組んでいる
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◼従来、固定通信や移動通信の設備の建設が困難な地域においては、衛星伝送路を利用した通信網の構築
が検討されていたが、主に利用料が高額であることが障壁になっていた。

⚫ ソフトバンクモバイルは通信衛星の電波帯域を共有して通信サービスを提供する技術を2010年より商用展開していた。

⚫ 2011年3月11日に発生した東日本大震災においても300を超える衛星基地局を短期間に構築し、通信不能となった地
域の携帯電話網を構築した実績がある。

◼ソフトバンクモバイル社は2013年に現地の通信事業者であるBharti Airtel Limitedと共同で、ケニアにて
実証実験（フィールドトライアル）を行い、衛星伝送路を利用しても、コスト効率の良い携帯電話サービスを提
供できる、実用化可能な技術の構築に成功した。

⚫ 今回構築に成功した技術は、衛星伝送路を利用した携帯電話サービスの低コストでの提供を可能にする。

２．アフリカ（ケニア）における事業展開： CSRの視点～ソフトバンクモバイル

ソフトバンクモバイルはケニアにて通信サービスの技術支援を実施。
衛星伝送路を利用した携帯電話サービスの低コストでの提供を可能にしている
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実証実験の様子

✓ ケニア国内における生活利便性の向上

✓ その他周辺国やアジアの発展途上国に
対して販売可能な製品（技術）の確立

本実証実験の効果

出所：ソフトバンクグループウェブサイト
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◼ケニアにおける技術者の育成については、ケニア政府が運営している専門学校で職業訓練が進められてい
る中、実際の現場でのニーズに見合った更なる教育機会の創出が必要となっていた。

◼豊田通商は自社で自動車分野におけるトレーニングセンターを設け、自社の技術者を育成してきたが、
ケニアの人材育成分野で貢献すべく、自社トレーニングセンターの施設を「トヨタケニアアカデミー」として移
設・拡充し、一般向けに開講している。

２．アフリカ（ケニア）における事業展開： CSRの視点～豊田通商

豊田通商はケニアにおいてアフリカ内の人材育成トレーニングセンターである
「トヨタケニアアカデミー」を開所し、技術者の育成に寄与している
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トヨタケニアアカデミーの外観

✓ ケニア国内における人材育成レベルの向上
• 自動車関連技術の習得および経営人材の育成だけでなく、
建設機械・農業機械などの自動車分野以外の技術者育成を
実施

• また、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）やケニアの大学、
政府関係機関などからの協力を受け、ビジネス・マネジメント
に関する講座を実施

• ケニアの大学や政府関係機関と協力しながら起業家支援の
講座を実施予定

本活動の効果
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◼貴社の有する技術を活用し、ローカルパートナー、国際機関を巻き込んで現地でのプロジェクトを組成し、そ
の成果として、ケニアの社会的課題の解決と、開発された技術／製品の国際機関での採用が見込めます。

⚫ LIXILは現地で「グリーントイレシステム」を開発し、国連人間居住計画（国連ハビタット）と契約して難民キャンプに向け
て同製品を供給している。

◼弊社及び弊社パートナーはこうしたプロジェクト組成の実績を有しており、貴社に合ったスキームでのプロ
ジェクト組成のご提案が可能です。

弊社では、貴社の技術や製品を活かした現地の社会的課題解決に資する活動を
支援することが可能です
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２．アフリカ（ケニア）における事業展開： CSRの視点

ローカルパートナー
【大学（ジョモケニヤッタ農工大学、
ナイロビ大学）、大企業、現地政府等】

国際機関
【国連開発計画（UNDP）、国際移住機関
（IOM）、国連難民高等弁務官事務所
（UNCHR）、世界保健機関（WHO）等】

最適パートナーとの
プロジェクト組成

プロジェクトの成果：
✓ ケニアの社会的課題の解決
✓ 開発技術／製品の国際機関での採用

現地におけるプロジェクト組成のスキーム

現地での各種調整

プロジェクト成果品の潜在的な活用

貴社

要素技術の
提供

※ 案件によってはJICAの補助金等を活用することも可能
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◼ケニアは中間層が伸びている市場と言われているが、所得階層を見ると、大多数は月収300ドルから500ド
ル、あるいは500ドルから1,000ドルの層に属する。

◼BtoC商品については、海外製の高スペックな物を購入できる富裕層は極一部であり、現地の中間層を含め
たマーケットの開拓を見据える必要がある。

◼そのためには、自社の製造技術を応用しながらも、現地向けに改良を行ったプロダクトの現地製造が重要と
なってくると考えられる。またその際の現地パートナー（民間、大学等）の探索が肝要になる。

日本企業の有するプロダクトは、現地ニーズに比べて高スペックすぎる場合が多い。
現地での事業展開では、現地パートナーとの現地向けプロダクト開発も重要な視点となる
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２．アフリカ（ケニア）における事業展開： 現地向けプロダクトの開発の視点

パートナー探索 プロダクト開発 プロダクト製造

• 現地において、開発・製造及び販売
（場合によっては、機能に応じて複数
社のパートナーを選定することも可
能）を行えるパートナー企業の探索が
必要

• パートナーは大手民間企業、あるい
は大学と実施するのが望ましい

• 現地の市場ニーズ調査、競合製品
のベンチマーク等を行った上で、現
地向けプロダクトの開発をパート
ナーと共に実施

• JVによる製造拠点の設立、あるい
はパートナー企業の製造拠点の活
用を通じて開発したプロダクトの製
造を実施

現地向けプロダクト開発のプロセス
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◼日清食品ホールディングス（以下、日清食品）は、2013年に現地の国立ジョモケニヤッタ農工大学（Jomo

Kenyatta University of Agriculture and Technology Enterprises Limited, 以下、 JKUAT）との合弁会社
を立ちあげ、インドから輸入した製品の現地販売と、現地の生産工場での製造を開始していた。

⚫ めんには栄養を強化するためにケニア政府が推奨する全粒粉やアフリカ原産の雑穀のソルガムを錬り込む等、現地
化の工夫を行っていた。

◼ JKUATはケニア国内での認知度と信頼度が高いことから、販売面において強みを発揮でき るほか、政府と
の関係を生かした新たな販路の開拓も期待できる。

２．アフリカ（ケニア）における事業展開： 現地向けプロダクトの開発の視点～日清食品ホールディングス

日清食品HDは2013年に現地大学とJVを設立し、現地向けのプロダクト開発・製造を開始。
本件は日本企業と現地大学による官民連携の初の取り組みであった
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出所： 日清食品HDプレスリリース等

日清食品ホールディングスが現地向けに製造している商品

※ ニャマチョマとは、 ケニアの焼肉料理（ニャマは「肉」、チョマは「焼く」の意味）。
山羊肉や羊肉が一般的だが、牛肉、 鶏肉の場合もある。

✓ 現地の消費者に馴染みがあって健康に
も良い全粒粉や雑穀入り麺を採用

✓ ケニアでは熱々のスープメニューが少
ないため、 ラーメンタイプではなく汁なし
麺タイプに改良

現地向けのアレンジ
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現地向けプロダクトの開発については、パートナーからプロダクト製造にあたっての
工場デザイン等に至るまでご支援させて頂くことが可能です
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２．アフリカ（ケニア）における事業展開： 現地向けプロダクトの開発の視点

パートナー探索 プロダクト開発 プロダクト製造

• 弊社及び弊社パートナーにおいて、
貴社の技術及びプロダクトに適した
パートナー候補のリストアップ

• また、現地側との深いネットワーク
を通じて、候補の絞り込み、ヒアリン
グによる意向調査及びパートナー契
約締結に向けた交渉支援

• 現地における市場及び
規制調査

• 競合品・企業のベンチマーク調査

• 製造工場のデザイン
（現地で調達可能な資材を用いた
安価だがクオリティの高い製造設
備の提案）

弊社及び弊社提携企業による支援内容

◼弊社及び弊社提携企業においては、現地の大学や大手民間企業とのネットワークを豊富に有しており、
パートナー探索からプロダクト製造まで一貫して支援させて頂くことが可能です。

◼弊社及び弊社提携企業は幅広いネットワークを持つローカルの人材を有しており、そういった個人のネット
ワークを活用して、パートナー探索をご支援させて頂くことも可能です。
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現地向けのプロダクトを販売するにあたっては、適切な代理店／パートナーの特定が必須。
弊社では、事前の市場調査等も含め、貴社プロダクトに最適なパートナー選定を支援します
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２．アフリカ（ケニア）における事業展開： 適切なパートナーを活用した現地での拡販

弊社及び弊社提携企業による支援内容

現地パートナー候補の
リストアップ

パートナー候補への
一次コンタクト

取引条件の決定
パートナーシップの
契約締結支援

• 貴社のプロダクト及び
技術を現地で販売する
チャネルを特定

• その販売チャネルを有
する事業者を販売パー
トナー候補としてリスト
アップ

• 貴社のプロダクト及び
技術に関するIP

（Information

Package）をもって、現
地の販売パートナー候
補へ興味の度合いをヒ
アリング

• 一次コンタクトで興味
を示した企業について
は、各種取引条件に関
してコメントを出す可能
性が高いため、その内
容をとりまとめ

• それらのコメントも踏ま
えた上で、最適な取引
条件を貴社と共に設定
し、パートナー候補と
の契約交渉に備える

• 各種取引条件を踏ま
えた上で、契約書のド
ラフト作成、パートナー
候補企業との交渉支
援を行う

※ パートナーシップの契約締
結支援については、現地の
弁護士とも協業の上、実施

現地市場／規制／
競合調査

• 貴社製品に関する各種
調査を実施し、現地で
の貴社製品の潜在的な
市場性を評価
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２．アフリカ（ケニア）における事業展開： 非連続的成長

ケニアでは特にスマートフォンのアプリを通じたサービス提供を行っている有望なスタート
アップ企業が多く、それらの企業の買収という方法を通じた現地進出も十分に考えられる
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企業名 提供サービス 備考

M-Shwari • モバイルマネーを使った銀行口座開設サービ
ス

• ローンの借り入れ

• 2012年にサービスを開始し、1,600万人の
ユーザーを抱える

• 年間ローン総額が1,000億円を突破

Branch • 低所得者層向けのマイクロファイナンスをスマ
ホを通じて提供

• 独自の信用アルゴリズムでデフォルトリスクを
低減

• 2015年よりサービスを開始
• アプリダウンロード数は100万越え
• 2018年の目標融資額は約270億円
• インド進出に向けて米国系ファンドなどから、
約75億円を調達

M-KopaSolar • 顧客に対して太陽光発電システムを提供し、
約52円を毎日1年間支払うことで完済し、シス
テムを顧客に譲渡

• 未電化地域における多くの家庭では、灯油を
1日約50円分を消費しており、また、灯油ラン
プの煙は健康被害の原因でもあることから、
本サービスが爆発的に普及

• 2011年よりサービスを開始
• 東アフリカで60万人以上の家庭に発電システ
ムを提供

• 英国系ファンド等から約80億円を調達
• 三井物産も出資している

Kytabu • 教科書のばら売りを実施しているスマートフォ
ンアプリ

• ケニアでは、平均で可処分所得の45%が教
育に費やされており、教科書が半分を占める

• ユーザーは必要な部分と期間を選択して、購
入することが可能。支払いはモバイルマネー
で実施する

• 10社の出版社と提携しており、1,700冊以上
の教科書をデジタル化している

• 教科書のデジタル化によって、出版コストは
約70%低減されたと言われている。

ケニアにおける注目スタートアップ企業

※ 弊社及び弊社パートナーはiHub（ケニア内にあるスタートアップのインキュベーションを支援している団体）と
強いネットワークを有しており、多くの現地スタートアップ企業へアプローチをすることが可能です
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２． アフリカ（ケニア）における事業展開

１． アフリカ（ケニア）市場の概要

３． 弊社及び弊社提携企業の実績
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３． 弊社及び弊社提携企業の実績

弊社は中東を中心に官公庁及び民間企業様から市場調査や現地進出サポートを
行っており、豊富な実績を有します（1/2）

16

対象国 顧客業種 案件名 案件内容

ケニア 官公庁
貧困層（BOP）ビジネス
実態調査

•日本企業及び海外企業がケニアを中心とした東アフリカ地域にて展開してい
るBOPビジネスの実態を調査

南アフリカ 官公庁
日本企業の貧困層（BOP）ビジネ
ス参入可能性調査

•現地マーケット実態調査、現地政府機関及び国連機関からのニーズの調査を
実施

アラブ首長国
連邦（UAE）

官公庁 日本企業進出支援
• UAE アブダビ政府機関と共にUAEへの日本企業進出促進のため、案件発掘
からビジネスマッチング支援等を実施

アラブ首長国
連邦（UAE）

メガバンク サウジアラビアにおける特許調査 •サウジアラビアにおいて出願、認定されている特定の技術分野の特許に関す
るデスクトップリサーチを実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）

電機メーカー UAEにおける現地統括拠点の
設立支援

•現状、クライアント企業はUAEにおいて複数の事業を展開しており、それぞれ
の事業ごとに異なる事業体を有している状況。

• UAEにおいて、各事業体を管理する統括拠点を設立するにあたっての規制調
査や現地における適切な統括拠点の在り方に関するコンサルティングを実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）

食品メーカー 中東を含めた海外事業戦略の構築
支援

•今後、海外事業を推進するにあたっての中東事業も含めた戦略の検討と、競
合ベンチマークを実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）

機械メーカー UAEにおける現法設立支援 •現地に拠点を設立するにあたってのフリーゾーンの比較検討と視察アレンジを
実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）

官公庁 日イランセミナー開催支援 •日本の環境省とイランの環境省が共同でセミナーを開催するための、アジェン
ダ設定、現地の動向調査、その他ロジ関連の準備等を実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）

食品商社 UAEにおける代理店探索支援 • UAEにおける販売代理店を探索するため、代理店候補のリスト作成、代理店
候補への初期アプローチ、交渉の支援を実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）

メガバンク及び食
品メーカー

UAEにおける代理店探索支援 • UAEにおける販売代理店を探索するため、代理店候補のリスト作成、代理店
候補への初期アプローチ、交渉の同席、アフターフォローを実施。
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３． 弊社及び弊社提携企業の実績

弊社は中東を中心に官公庁及び民間企業様から市場調査や現地進出サポートを
行っており、豊富な実績を有します（2/2）

17

対象国 顧客業種 案件名 案件内容

アラブ首長国
連邦（UAE）

メガバンク及び消
費財メーカー

消費財メーカーの中東拠点設立支
援

•現地に拠点を設立するにあたってのフリーゾーンの比較検討と視察アレンジを
実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）・
カタール

栃木県 栃木県産果物のUAE・カタールに
おける市場性調査

•対象商品の市場性調査のため、輸出に関する各種規制の調査、サンプル品の
輸送とそれを利用したバイヤーへのヒアリング調査、ホテル・レストラン・スー
パーへのヒアリング調査、小売店視察を実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）

食品メーカー 中東製造拠点設立に係る事業性調
査

•各種規制及び市場性等の比較による最適国・場所の選定と、工場設立までの
事業モデルの策定を実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）

メガバンク及び消
費財メーカー

中東市場への輸出拡大に向けた規
制調査

•日本産商品の輸出に係る規制の調査、中東での流通・販売に係る規制（原産
地表記のあり方等）の調査を実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）

食品メーカー 現地代理店の監督調査 •日本食品ブランドの中東店舗を定期的に訪問し、そのオペレーションクオリティ
のチェック及び課題の抽出を実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）

食品メーカー 自社製品のUAEにおける市場性調
査

•対象商品の市場性調査のため、輸出に関する各種規制の調査、サンプル配布
型の消費者アンケート調査、ホテル・レストランへのヒアリング調査を実施。

アラブ首長国
連邦（UAE）

総合商社 UAEにおける再生可能エネルギー
分野のパートナー選定支援

• UAEにおける再生可能エネルギーのパートナーとなりうる企業を選定・リスト化
し、マッチング支援を実施。
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３．弊社及び弊社提携企業の実績

弊社提携企業は、多数の民間企業と協業でケニアにおいてプロジェクトを組成し、
実施した実績を有します
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