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【三束】本日は，ユニ・チャーム㈱企画本部国際事業開発室 上級主管の志摩浩史（しまこ
うじ）様にインタビューさせて頂ける運びとなり，誠にありがとうございます。
　志摩さんは通算15年におよぶ中東ご駐在から，つい先日ご帰朝されたばかりと伺ってお
ります。ご帰国早々のご多忙の中，お時間を頂戴し重ねて御礼申し上げます。
　私共，中東協力センターは，2007年に始まった「日本・サウジアラビア産業協力タスク
フォース」をはじめ，サウジアラビアへの日本企業の主に製造進出を積極的にご支援させ
て頂いております。御社はその当時からすでに，日本企業の B to C ビジネスの先陣を切
ってサウジアラビアでの現地製造と中東市場への販路開拓で成功しておられます。私共も
日本からの多くの企業様とともに，何度も現地で志摩さんはじめ皆様に工場をご案内頂き
ました。この場を借りて，改めて深謝申し上げます。

〈ユニ・チャームの中東展開〉
【三束】ユニ・チャームは創業60年以上に
わたって，高機能の多様な衛生用品を主力
として世界80の国と地域でグローバルに
事業を展開しておられます。特に出生率が
高く人口増加の著しい中東市場の可能性に
も，早くから注目され，まずサウジアラビ
ア，続いてエジプトに，それぞれ紙おむつ
など衛生用品の現地製造工場を設立されました。
　志摩さんは長年にわたり，これらの現地工場の設立や運営に直接携わって来られたわけ
ですが，それぞれの現地工場の（設立年や規模，販路など）概要をご紹介頂けますか？

【志摩上級主管（以下，志摩 SS）】1990年代の初め，サウジアラビア（リヤド）の現地企
業「Gulf Hygienic Industries Ltd.（GHI）」との技術提携の形で中東マーケットに参入し
ました。長らく技術提携で事業展開していましたが，2005年末に GHI の当初株主である
サウジアラビアの投資ファンドから株式を購入し子会社化して，「Unicharm Gulf 
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Hygienic Industries Co. Ltd.（UGHI）」と
なりました。2006年初から本格的に事業拡大
と投資を進めていきました。
　私は，当社が出資・子会社化をした直後か
ら，日本から中東ビジネスをサポートする立
場で UGHI の事業を担当し，２年後の2008
年１月からリヤドに駐在することになりました。
　その後，事業規模が拡大してリヤド工場が手狭になったことから，2009年頃から第２工
場の検討が始まりました。一方で，2007年頃から「サウダイゼーション」（サウジアラビ
ア人雇用促進政策）が一段と強化される中，多くの外国企業同様，当社でもサウジアラビ
ア人員確保には注力していたものの，外国人労働者向けのビザ取得に苦労しておりました。
中東協力センターはもとより，経済産業省や外務省，日本貿易振興機構にもご支援を頂き
サウジアラビア政府と交渉をしておりました。当社にて検討を重ねた結果，中東・北アフ
リカ（MENA）地域の第２工場として，エジプトに新会社Unicharm Middle East & North 
Africa Hygienic Industries S.A.E.（UCMENA）を2010年に設立しました。
　2010年末，エジプト投資庁GAFIや工業団地の代表者，当時在エジプト日本大使館ご駐
箚の奥田大使などご出席の下に契約調印を行いましたが，それから約１カ月後に，チュニ
ジアを発端とする「アラブの春」がエジプトに飛び火し，１月に大きな暴動が発生し，工

場設立に向けて現地にいた日本人も一時国
外退避をするなど，混乱の影響を受けまし
た。本来2011年には生産開始予定でした
が，２年ほど遅れ，2013年の春に工場が完
成し商品の出荷を開始することができまし
た。その後，2014年８月に私がサウジアラ
ビアからエジプトに異動し，今年の６月末
まで８年近くエジプトにいました。

　販売経路については，サウジ国内は自社で営業組織を構え，大手・中小を含めた小売店
に直接販売しています。エジプトの場合，大手のスーパーマーケットもありますが，昔か
らの中小零細の雑貨屋のようなお店が多く，代理店（ディストリビューター）から，日本
でいう卸店や現金問屋のようなチャネルを経由して販売しています。

【三束】大昔に駐在していたインドネシアの様態を思い出します。
【志摩 SS】インドネシアと似たようなチャネルです。エジプトに限らず，アフリカはこう
したチャネルの国が多いです。スーパーマーケットや雑貨店だけではなく，サウジアラビ

筆者紹介
　1986年４月 ユニ・チャーム株式会社入社。日本国
内で営業，マーケティング，広報などを担当後，台湾

（1996年～1999年），韓国（1999年～2001年），中
国（2005年）の各現地法人に出向。2008年１月から
2022年６月までサウジアラビアとエジプトでマーケ
ティングや輸出を担当，現地 Top と連携して現地法
人経営を行う。2022年７月から現職。
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アでもエジプトでもファーマシーやドラッグストアでも紙おむつや衛生用品は広く販売さ
れております。

【三束】中東市場のポテンシャルや，御社製品のブランドバリュー，また販路開拓における
現地パートナーの重要性などは，いかがでしょう？

【志摩SS】なぜユニ・チャームはサウジアラビアに工場を建設したのかとよく聞かれます。
その大きな理由の一つは，三束さんが最初にも言われた通り，アラブ圏イスラム圏の文化
的および宗教的な背景も含めて，人口成長率が高い点です。日本を含む東アジアはすでに
出生率も低く人口の伸びが薄くなっており，東南アジアも日本・韓国・台湾を追いかける
形で人口成長率が鈍化しています。これに対し，中東は依然として人口成長率が高く，当
社のようなビジネスが伸びていくためには重要です。
　また，特に湾岸エリアは，産油国が多いため経済的に安定しており，経済成長率や可処
分所得も高いです。人口成長，市場成長が見込め，消費者の購買力も高いので，市場の将
来に向けてのポテンシャルが大きいです。
　当時は中東で消費財の事業を行っている日系企業は多くありませんでしたが，最近は他
の日系企業も進出しています。それは非常に良いことではないでしょうか。
　現在，サウジアラビアでの紙おむつのマーケットシェアは50％を超え，ナンバーワンの
ブランドになっています。
　現地パートナーとの関係は，投資のパートナーという形です。日本企業だけで進出する
と制度や市場特性の違いなど難しさがあるため，現地パートナーの存在は大きいものでし
た。こうした国での展開は，日本企業・日本人単独ではなかなか難しく，現地の市場や規
制，商習慣等に精通した，信頼できる良いパートナーと現地の優秀な幹部経営陣を選んで
いくことも重要です。
　また，販売面についても，その国の販売チャネルに精通した，卸や小売りに影響力を持
つパートナーの存在は重要です。
　サウジアラビア，エジプト夫々から周辺諸国や北アフリカ，サブサハラアフリカの国々
に輸出もしています。これら輸出販売では
各国にディストリビューターを置き，そこ
宛に輸出，販売してもらっています。イエ
メンやリビアなどのいわゆる紛争中の国で
も輸出ビジネスは継続しています。赤ちゃ
んからお年寄りまで，すべての生活者がさ
まざまな負担から解放されるよう，心と体
をやさしくサポートする企業理念の実践で
す。当社はイラクでのシェアが高いですが，
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湾岸戦争のとき欧米などの企業が撤退していた間も，供給を続けました。現地の得意先様
から，ユニ・チャームはずっと続けてくれたと信頼を得ています。当社の商品は生活必需
品で，新興国の人々の生活の質を上げていくことに役立つと思い取組んでいます。どのよ
うな状況においても絶やさないことが大切です。

〈サウジアラビアとエジプトの比較〉
【三束】MENA 地域で二番目の工場を，エジプトに設立されました。同じ中東・アラブの
国でも，工場運営や市場の特性など，サウジアラビアとエジプトの違いはかなり大きいの
でしょうか？また，サウジアラビアとは違ったご苦労が，設立・運営，人員確保，販路開
拓，パートナー選定，また人材育成などにおいて大きかったのではないでしょうか？

【志摩 SS】サウジアラビアとエジプトを比較し，どちらが良い悪いということはありませ
ん。エジプトに工場の建設を決めた最も大きな理由は，人材です。サウジアラビアは，工
場の製造現場や販売現場ではサウジアラビア人というより海外からの技術者や販売要員を
呼んで来ることになります。一方，エジプトの場合，古くから欧米を含め製造業にも力を
入れていた経緯があり，エジプト人の優秀な技術者が数多く存在します。
　また，エジプトは MENA 地域のアラブ圏18か国・地域の FTA である GAFTA（大ア
ラブ自由貿易地域）と，アフリカ東南部16か国の FTA である COMESA（東南部アフリ
カ市場共同体）FTA の双方の加盟国です。地図でいうと，中東・アフリカを大きく覆う

「Tの字」の要が，エジプトになります。横軸（東西）は，イラクからモロッコ・モーリタ
ニアまでの広い地域，縦軸（南北）は，リビア・エジプトからジンバブエ・エスティワニ

（旧スワジランド）・マダガスカルなど，COMESA FTA はアフリカのかなり南部までカ
バーします。この両方に FTA で販路を開拓できるというのが，エジプトのもう一つのメ
リットです。

〈ユニ・チャームの現地女性活用〉
【三束】リヤドの工場を拝見し大変印象的だったのが，多くのサウジアラビア人女性を製造
ラインで積極的に登用されていたことです。サウジアラビアは従来から日本など外国の製
造業を誘致することで，産業の多様化とサウジアラビア人の雇用創出を図ろうと注力して
いました。御社の現地製造は，不織布や高吸水性樹脂など石油由来の素材を駆使し，サウ
ジアラビアの産業の活性化・多様化も推進し，さらにサウジアラビア人の特に女性の雇用
を創出するという，サウジアラビアの国策にとっては一石三鳥のご貢献をされていると理
解しておりますが，いかがでしょう？
　とはいえ一方で，当時のサウジアラビアでは，女性が自動車の運転をしたり自由に外出
したりすることが厳しく制限されており，通勤や工場での勤務管理などに大変ご苦労され
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たのではないでしょうか？
【志摩 SS】私がサウジアラビアにいた頃は，サウダイゼーション（サウジアラビア人雇用
義務）への対応には苦労しました。
　当時は前アブドラ国王の時代で，現在と違って保守的で女性が外に出ることはありませ
んでした。このような状況の中で，当社のサウジアラビア人の雇用を進めたいという思い
と，サウジアラビア政府の女性の社会進出を進めたいという双方の思惑が合致しました。
　しかし，これは当時のサウジアラビアでは容易なことではありませんでした。男性社員
と女性社員が同じ部屋の中にいることも許されない状況で，完全に男女の動線を分け，一
切交わらないようにしなければなりません。工場の一角に女性専用のスペースを作り出入
口も分けました。彼女たちにはいろいろな手作業をやってもらっていましたが，資材の受

け渡し，完成した製品の運び出しの時
も男女が接することができません。両
側にドアがある男性エリアと女性エリ
アの間で物をやりとりする，丁度エア
ロックのようなスペースを作りまし
た。男性側のドアを開けて資材を置い
て電話し，女性が女性側のドアを開け
て取りに行きます。製品が完成したと
きには，その逆の流れで女性側から男
性側に受け渡すという仕組みになって
いました。
　当時は，女性は運転禁止で移動手段
がありません。夫など家族が運転した

り余裕のある方はドライバーを雇ったりしていましたが，全員がそうではないため，送迎
バスを何台か用意して自宅を回っていました。また，自宅でメイドを雇う余裕のない人で
も職場に小さい子どもを連れてきて働けるよう，工場内に簡単な託児スペースも設け，保
育士を雇ってお母さんが働いている間，子どもたちの世話をするようにしました。

　そのような女性たちと話をすると，働くこと
に対して，喜びを感じていました。サウダイゼー
ションや政策方針への対応などでサウジアラビ
ア政府からも御礼をいただきましたが，私が最
も嬉しかったことは，工場で働く女性社員が，
働くこと自体に喜びを感じてくれているという
ことです。

女性工場の様子
（写真を撮るためアバーヤを着ていますが

普段は作業着です）
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【三束】大変心温まるエピソードです。
【志摩 SS】当社の高原（代表取締役 社長執行役員）が現地の女性専用工場を訪れたとき，
働いている方々は，高原に直接御礼を伝えていました。女性専用工場を設立した当時は約
20人の社員でしたが，現在は２～３倍の社員が在籍しています。
　女性専用工場から始まり，現在は商品開発やマーケティングにおいてもサウジアラビア
人女性が活躍しています。リヤドには商品開発チームがあり，中東やアフリカ向け商品を
作っています。以前のサウジアラビアでは考えられないことですが，彼女たちに消費者調
査のためエジプト出張に何度か来てもらいました。エジプトとサウジアラビアでは女性の
生活スタイルや服装，習慣が随分違い，それを直接理解するためです。

【三束】身内男性の付添いなしで動けるようになったのですね。

【志摩 SS】ご承知の通り，数年前までは女性が旅行する際，夫もしくは父親，兄弟などの
身内男性が付き添わなければなりませんでした。女性１人ではホテルの予約も取れない状
況でしたが，今はできるようになりました。
　現在はサウジアラビア全体でも女性の活躍の場は確実に広がっています。当社が女性専
用工場の運営を始めたときは，サウジアラビア政府機関の視察もありました。その後，工
業団地の中にも幾つか女性専用工場ができました。女性が起業し，女性が働く工場があり
ます。

【三束】エジプトでも女性登用をされておられるのでしょうか？その際，サウジ女性とエジ
プト女性の気質の違い，働きぶりの違いなどは大きいのでしょうか？

【志摩 SS】サウジアラビアも近年急速に女性の行動や服装に対しての自由度が増してきま
した。エジプトは女性も男性も分け隔てなく，当社の工場も男女が一緒に仕事をしていま
す。
　エジプトについては，東南アジアや日本と同様で，仕事に対して活動的な女性が多い印
象です。起業する女性や，会社を経営している女性も多いです。

サウジアラビアの女性 R&Dメンバーと（左），
店頭で活躍するサウジアラビア女性販売スタッフ（右）
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【三束】それは「私もいつまでも雇われている身ではない」という感覚でしょうか。
【志摩 SS】アラブの女性はそのような気持ちを持ち仕事をしています。当社の現地スタッ
フも，上昇志向が強く30歳までにはマネージャーになりたいなどと考えている女性も多い
です。

【三束】きちんと仕事をこなしながら，積極的に次の階段を上がりたいということですか。
【志摩 SS】そうです。エジプトの人たちは，勉強し経験を積んでからマネージャーになり
たいと希望する方が多くいます。

【三束】先ほどのサウジアラビア女性の働く喜び，稼ぐ喜びに目覚めるというお話には，心
が温まり，今後への期待も感じました。

【志摩SS】同感です。サウジアラビアについて私が話しているのは10年ほど前のことです
が，現在は少しずつ変わってきていると思います。サウジアラビアの人たちも，オイルマ
ネーだけで10年20年先があるわけではない，他の産業をつくらなければいけないと分かっ
ています。

【三束】一方で，サウジアラビアは携帯電話や SNS が広く浸透している口コミ社会でもあ
り，紙おむつなど母親として毎日使う製品を，現地でサウジアラビアのお母さんたちが実
際に製造していることの「ブランディング」や「口コミ効果」も大きかったのではないで
しょうか？私もリヤドに４年半駐在する中で，御社の製品 BabyJoy が地元スーパーの紙
おむつ売場で，じりじりと陳列スペースを拡大していくのを実感していました。私の勝手
なイメージですが，サウジアラビアの口コミや SNS 社会で BabyJoy が良いといったブラ
ンディングや口コミ効果の大きさなど実感されましたか？

【志摩SS】アラブの人たちもSNSが好きで，マーケティング面でも活用しています。サウ
ジアラビアには，Signalという，投稿後にみんなが見たら消えてしまい，閲覧履歴が残ら
ないといった個人が特定されにくい SNS があります。WhatsApp は LINE のようなもの
で，多くの方が使用しています。

【三束】WhatsApp は私も駐在中，使っていました。使わないと，大臣や議員とも会話で
きません。今からうちに来いと言って，自宅
の地図を送って来られたりしました。

【志摩 SS】一 方，エ ジ プ ト や ア フ リ カ は
Facebook が主流です。
　Eコマース（EC）は少し遅れている印象で
したが，直近は急速に普及していると思いま
す。宅配や決済方法が課題でしたが，今は解
決されているようです。

【三束】私の駐在後半，2015年頃からでしょ
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うか，スマートフォンのGPS座標機能を活用し，日用品の宅配が一気に普及しました。配
車サービスの Uber と中東版 Uber の Careem（2019年に Uber に買収）も同様に，爆発
的に普及しました。

【志摩 SS】エジプトでは，電話１本で近所の店が家まで商品を持ってきてくれるサービス
が一般的です。近所の馴染みの店が付け払いで，電話したら家まで持ってきてくれるので，
そちらの方が便利というわけです。しかしスマートフォンの普及に伴い，EC の方が簡単
で便利ということに皆が気づきだしたと思います。

〈中東・北アフリカから，さらに〉
【三束】人口動態からもポテンシャルのある中東・北アフリカ市場をしっかり押さえられ，
おりしもチュニジアでTICAD8がまもなく開催されますが，アフリカ市場の可能性はどの
ように視野に入っておられるのでしょうか？

【志摩 SS】当社は現在「2030年に世界一」を目標にしています。
　そのための重点市場は二つあると考えています。一つはインドで，もう一つがアフリカ
です。インドは進出してから約15年で，子ども用紙おむつではシェア40％超でナンバーワ
ンです。これからも人口は伸び，普及率を見ても市場成長が期待できます。

【三束】「アフリカの角」周辺のジブチ・スーダン・
ソマリアなどは紛争が続いていますが。

【志摩 SS】当社はサウジアラビアおよびエジプト
が拠点で，働いている社員はほとんどがムスリム
です。ジブチ・スーダン・ソマリアにおいても，
ムスリムの方のネットワークを生かし，商売をし
ています。

【三束】お話があったように，どんな戦乱でも女性
と赤ちゃんがいる限り，必要なものです。

【志摩 SS】商売という側面もありますが，当社の商品は，生活必需品です。
　当社は，パーパスを「持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献すること」と定めて
います。SDGs の目標３は「すべての人に健康と福祉を」で，妊産婦および乳幼児・新生
児の死亡率を下げるというものがあります。この目標には，衛生環境が大きく影響します。
生後１カ月前後で亡くなる新生児の数は人口1000人当り世界平均で17人（WHO 世界保
健統計2022年）ですが，SDGs3.2ではこれを2030年に12人まで下げることを目標として
います。日本は新生児死亡率が世界で低い国の一つで，人口1000人当り0.9人です。一方
で，高い国は南部アフリカのレソト，パキスタン，南スーダンで40人を超えています。赤

ケニアでの販売活動
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ちゃんの死亡要因としては，母親の病気，出産施設の劣悪な環境，
感染症やマラリアが大半を占めます。私たちもサブサハラに行く
ときにマラリアの予防薬を飲んでいきますが，赤ちゃんは飲むこ
とができません。赤ちゃんをマラリアから守るには，蚊に刺され
ないようにするということです。マラリアの蚊は夜に活動するた
め，赤ちゃんは十分な睡眠を取ることができません。当社ではマ
レーシアで蚊を寄せないおむつ（アンチモスキート）を販売して
おります。また，感染症による下痢も大きな問題ですが，きれい
なおむつを使っていただくことによって解決できると考えます。当社の製品は妊産婦や赤
ちゃんの健康に貢献，つまり SDGs の達成に貢献できると考えております。
　さらに，当社の衛生用品を社会に浸透させていくことも重要だと考えています。現在，
インドやミャンマーで行っている初潮教育・衛生教育によって，知識や意識の不足・欠如
で女性が不利益を被っている現状が改善されていくと考えています。貧困により，生理用
品が買えず，学校に行けない女性が多く存在するアフリカにおいても，このような取組が
必要だと思います。

【三束】本日は長時間，貴重な話を本当にありがとう
ございました。中東を代表するサウジアラビアとエ
ジプトという両大国で，長年に亘って大きな事業の
陣頭指揮を実際にご経験された志摩様ならではの，
大変興味深く，中身の濃いお話でした。御社の中東・
アフリカ事業の益々のご発展を祈念申し上げます。

【志摩 SS】こちらこそ，貴重な機会をありがとうご
ざいました。

（出所：ユニ・チャーム株式会社）




