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A)  エチオピア 

 

【要旨】 

 人口の大半が小規模農家であり、高地では穀類、それ以外の地域では焼畑や牧畜がお

こなわれ、テフ（イネ科の植物、主食）等の独特な作物を有する。 

 5 カ年開発計画「成長と構造改革計画」の下、農業開発主導の産業化政策を掲げ、農業

技術普及、農民の土地利用の改善、農業資材・インフラの向上、輸出志向農業を戦略

としている。 

 政策実施において普及員を重要な位置づけに置いているが、普及員の能力が低く十分

な普及活動が実施されていない。 

 レベルの高い農家に対してのバリューチェーンの構築を含むサポート体制の構築、中

間レベルの農家の能力強化を図りバリューチェーンへ繋げることが必要である。 
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1 農業の概要 

 

エチオピアは、北アフリカに位置し、ソマリア、ケニア、南スーダン、スーダン、エリ

トリア、ジプチに囲まれた内陸国である。国土は、110 万 4,300 平方キロメートル、人口は

9,455 万人1である。人口の 81 パーセントが農村部に居住し、天水農業に頼る農業は GDP の

45.9 パーセントを占める主要産業である2。総就労人口の 79.3 パーセントが農業を中心とす

る第 1 次産業に従事している3。 

植民地支配を経験しなかったエチオピアでは、大規模農場は国営の一部のみに留まり、

ほとんどが小規模農家となっている。エチオピア国内で生産される農作物の 90 パーセント

を小規模農家が生産している4。農家 1 戸当りの農地面積が非常に小さく、1 戸あたり 2 ヘ

クタール以下の農地所有は、全体の 60パーセントを占める5。また、灌漑農地の割合も少な

い（0.26 パーセント）。内陸国であることから流通コストが高く、食料価格や農業資材価格

が問題となっている。 

エチオピア中央部を覆うようにエチオピア高原を中心とする高地があり、標高により気

候が異なる。西部と南部は土地が肥沃であるため農業生産量は余剰のある地域であるが、

北東部の牧畜地域や東中央部は食料不足が発生する地域である6。北東部は土壌肥沃度が低

く雨量が乏しいため耕種農業は振るわず牧畜が盛んな地域である。 

エチオピアは、気候変動による影響を受けやすく、干ばつ被害が度々発生している。エ

チオピアの農業は、地理的・気候的特徴を踏まえて次のように三つに区分できる。7
 

 

1) 標高 1,500 メートル以上の高地 

国土の 40 パーセント以上を占め、主にエチオピアの西側に広がっている。国内の耕作地

面積の 95 パーセントがここに集中しているほか、総人口の大部分が居住し、家畜の 60 パ

ーセントが飼育されている。国内約 700 万世帯といわれる小規模農民のほとんどがここに

居住し、主として作物と畜産の小規模混合農業が営まれている。主な作物はオオムギ、テ

フ、トウモロコシ、コムギ、マメ類、ソルガム、根茎類、コーヒー、ミレットである。人

口密度が高いため、1 農家当たりの耕地面積は極めて限られている。 

 

2) 標高 1,500 メートル以下の低地（放牧地） 

エチオピアの東側と南側平野部を中心に広がる乾燥・半乾燥地域で、遊牧民や半遊牧民

                                                   
1 世界銀行ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2013 年 
2 世界銀行ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2013 年 
3 国際連合「World Statistics Pocketbook」より、2014 年 
4 2015 年 6 月 29日農業省の聞き取りより（聞き取り記録 A-2 ） 
5 国連食糧農業機関（FAO）ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2013年 
6 国連世界食糧計画のウェブサイトの国別情報より（WFP）/ FAOウェブサイトのデータベース掲載の数値

より 2012年 
7 国際協力機構（JICA）による干ばつ基礎調査 2011 年 
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が多く居住する。この地域は牧畜が中心であり、生計を家畜生産に依存している。 

 

3) 標高 1,500 メートル以下のその他の地域 

エチオピア南西側と西側の国境沿いの人口が少ない地域で、人々は焼畑農業と狩猟を中

心とした生活をしている。なお、西側平地の一部では商業的農業も行われている。 

 

主要農作物は、オオムギ、テフ、トウモロコシ、コムギ、マメ類、ソルガム、根茎類、

コーヒー、ミレット、野菜類である。地域別主要作物は、南部ではコーヒーやチャットが

栽培されており、中部ではチャット、テフ、換金作物などが栽培されている。その他、牧

畜が盛んである。 

過去、エチオピアの食料不足が大きく取り上げられてきたが、エチオピア農業省による

と小麦やトウモロコシの生産量が大幅に増加しており、主要作物の食料自給は達成した。

穀物の輸入関税はゼロから最大でも 35パーセントと非常に低く設定されている。小麦の輸

入関税は、0.96 パーセントと非常に低く設定されているため、エチオピア国内の大手企業

はエチオピア産小麦を利用せず輸入小麦を利用しているケースが多い8。小規模農家は、小

麦の販売先が限られていることもあり、小麦の生産に対して消極的である9。 

 

エチオピアにおいて生産量の大部分を占める穀物についてみると、作付面積、生産量は、

1970 年-74 年の 524 万ヘクタール、629 万トンから、1992 年-2010 年にはそれぞれ 729 万ヘ

クタール、961 万トンへと拡大しているのが分かる。他方、単収についてみると、1970 年

から 74 年の 1 ヘクタールあたり 1,200 キロから、1992 年-2010 年には 1 ヘクタールあたり

1,300 キロと大きな変化がみられない10。すなわち、エチオピアにおける農業生産の増大は、

主として面的拡大によって支えられ、生産性向上は限定的である。単収が低い要因として

は、灌漑整備率の低さ（耕作面積の 0.5パーセント（2011 年））、肥料の使用率の低さ（19.2

パーセント（2013 年））11等が挙げられる。これらの要因は、1 ヘクタール程度の農地しか

持たない小規模農家が主体となっていることから、輸入製品が多い高価な農業資材を購入

するには余裕がなく、伝統的な農具や家畜などを用いた天水栽培が主体となっていること

が挙げられる。このような状況は、コーヒーのような換金作物においても同じ状況である。 

ジンバブエ、ザンビア、ケニアといった近隣国では、70 パーセント以上が改良された種

子（品種）を用いているが、エチオピアは 48パーセントに留まる。しかし、改良品種の利

用状況は地域により状況が異なり、南部諸民族州の Bako や、Amhara 州の Adet といった生

産量が多い地域では、BH540 や BH660 のような改良品種が用いられている12。また、国内

                                                   
8 2015 年 6 月 29日農業省の聞き取りより（聞き取り記録 A-2 ） 
9 2015 年 7 月 1 日 Oromia州、East Shoa Zone、Lome 郡の農家の聞き取りより（聞き取り記録 A-9） 
10 世界銀行 ウェブサイトのデータベース掲載の数値より 
11 世界銀行 ウェブサイトのデータベース掲載の数値より 
12 国際協力機構（2014）「貧困プロファイル：エチオピア」、p.101 
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で供給された改良種子の総量は 1996/97 年から増加しているものの、2007 年の改良種子の

普及割合は、4.7 パーセントに過ぎない。トウモロコシや小麦と比較すると、テフ、大麦、

ソルガム等その他の穀物では、改良種子の普及率は低い13。 

エチオピア農業でその他に特徴的なことは、エチオピア政府によると、参加型圃場訓練

普及システム（PADETES）と国家農業普及計画（NAEIP：National Agricultural Extension 

Intervention Programme)によって、2007年度までの間に、900万人の農家に普及サービスを拡

大させたことが挙げられる。過去5年間に、国や州の普及プログラムは拡大され、普及員（DA : 

Development Agents）の数が2008年には3倍の47,500人にまで増えた。普及制度によって、多

くの農家がPADETES/NAEIP計画の普及パッケージに適応したように見えたが、3分の1の農

家がその利用をやめてしまった。主要な理由として、普及サービスの貧弱さが挙げられて

いる14。 

 

 

2 農業政策の概要・目的 

 エチオピアは、1991 年にエチオピア人民改革民主戦線（Ethiopian People’s Revolutionary 

Democratic Front: EPRDF）が政権を握ってから、段階的に農業政策を打ち出している。各農

業戦略や農業政策の概要を以下にまとめる。 

 

（1）上位開発目標 

EPRDF が政権を握ってから、エチオピア国家の基本的な開発政策として農業開発主

導の産業化政策（The Agricultural Development Led Inductrialization: ADLI）を挙げ、農業

生産の拡大を進めてきた。ADLI は、エチオピアの上位開発ビジョンとして位置付けら

れており、農業の成長、農業と工業が相互に関連することを基盤として、初期工業化

を目指すための開発戦略である。ADLI の戦略には、農業技術普及、農民の土地利用の

改善、農業資材やインフラを向上することによる生産性の向上、輸出志向の農業等が

含まれる。 

  

（2）貧困削減戦略 

2002 年には、世界銀行が推し進めていた貧困削減戦略の一環として「持続可能な開

発および貧困削減計画（Sustainable Development and Poverty Reduction Program：SDPRP）」

が策定され、エチオピアの開発の中期行動計画と位置づけられ、世界銀行と国際通貨

基金から承認された。SDPRP は、2002 年から 2004 年までの期間を実施対象期間とし

て、インフラ整備、人間開発、農村開発、食料安全保障、能力強化などを活動主要項

目として設定している。 

                                                   
13 IFPRI (2011) “Seed, Fertilizer, and Agricultural Extention in Ethiopia ESSP II Working Paper 20”, p.20 
14 国際協力機構（2014）「貧困プロファイル：エチオピア」、p.105 
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2005 年には、SDPRP の後継となる「貧困削減のための加速的かつ持続可能な開発計

画（A Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty: PASDEP）」が策定さ

れた。SDPRP と同様に、PASDEP は中期行動計画として位置付けられ、ADLI が示す農

業開発と産業化という上位目標を達成するための行動計画を示している。PASDEP は、

SDPRP の成果を踏まえ、農業の商業化の促進、民間セクター開発や輸出促進等を含む

詳細計画を示している。 

 

（3）5 ヵ年開発計画「成長と構造改革計画」 

5 ヵ年開発計画である「成長と構造改革計画（GTP : Growth and Transformation Plan）

（2010/11-2014/15）」では、農業部門を「経済成長の源泉」として位置づけ、農業部門

を核として経済成長を図りながら 2014年度には工業にも重点を置いた経済構造へシフ

トさせ、2020～2030 年までに中所得国入りするという大目標を掲げている。農業分野

については、1) 小規模農家の支援、2) 牧畜分野の開発、3) 農業開発における民間セ

クター振興の三つの分野について定めている。特に小農振興においては、 (a) 最適慣

行（best practice）の普及拡大、(b) 灌漑の普及と自然保全、(c) 高付加価値作物の生産

の 3点を重点戦略としている。具体的な数値目標の設定としては、「改良種子の供給量」、

「化学肥料の供給量」、「農業普及サービスの裨益者数（および裨益者に占める女性と

若者の割合）」、「小規模灌漑面積」、「セーフティ・ネット・プログラムへの参加世帯数」

などが設定されている。 

GTP では、戦略的取り組みとして小規模農業が農業セクターを成長させていくこと

が重要であるとして、小規模農家の重要性を示している。小規模農家の発展には、1）

ベストプラクティスの拡大、2）灌漑施設の拡大と自然資源保全、3）高価値作物の生

産の三つの戦略的取り組みを示している。ベストプラクティスの普及においては、優

良農家の生産性は、平均的な小規模農家と比較すると 2 倍から 3 倍近い差があり、GTP

ではこの優良農家が持つベストプラクティスを他の農家へ移転することにより、生産

性を向上させる狙いがある。 

 

（4）次期 5ヵ年開発計画「第 2 次成長と構造改革計画」 

 現地調査を実施した 2015 年 6 月下旬から 7 月上旬時点では、「第 2 次成長と構造改

革計画 2016-2020（Second GTP、第 2 次 GTP）」が策定中であった。既にドラフトが完

成しており、ドラフトを基にエチオピア国内の各地でワークショップが実施されてい

た。2015 年 7 月上旬時点の第 2 次 GTP のドラフトは、(a)農作物と畜産の生産量向上と

戦略作物へ生産を集中、（b）農業セクターの持続性を維持し包括的な発展、（c）市場向

け農作物の生産と輸出のための商業活動の促進、（d）政策の実施のための行政組織能

力の向上の四つを重点戦略としている。 
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（5）包括的アフリカ農業開発計画 

アフリカ連合（AU）主催により 2003年に採択された「アフリカ農業総合開発プログ

ラム（Comprehensive Africa Agriculture Development Programme: CAADP）は、農業の安

全保障の改善と農業輸出の促進を目的として策定された。CAADP は、国家予算におけ

る農業分野への予算配分を 10 パーセント以上にし、6 パーセント以上の農業生産性の

向上を図ることを AU 加盟国各国の目標としている。CAADP の活動は、(a)農地・水資

源管理、(b) インフラ整備と市場アクセス拡大、(c) 食糧増産による貧困削減、(d) 農

業研究成果の技術移転の四つの柱から構成されている。エチオピアは国家予算の農業

分野への配分は常に 10%を上回っており、この面では AU の優等生であることを自負

している15。 

 

（6）GTP の主な実施プログラム 

   GTP の政策に沿って、以下のプログラムが実施されている。 

a) 農業生産性が高い地域に生産支援を集中させるために「農業成長プログラム

（Agricultural Growth Program: AGP）」が実施されている。 

b) 持続的土地管理や農業生産性・生計向上を目的として、エチオピアの北部や西部

を対象として「持続的土地管理プログラム Sustainable Land Management Program: 

SLMP）」が実施されている。 

c) 食料供給の虚弱性を克服する目的で 2005 年に開始された「プロダクティブ・セ

ーフティネット・プログラム Productive Safety Net Program（PSNP）」は、痩せて

いる土地で農業を営む農家といった食糧不足に直面している住民を対象として

直接給付を実施している。 

PSNP からの卒業および AGP 対象農家への移行を促すために「Household Asset Building 

(HAB)」を実施している。 

このように、農業者のレベル、農業者が置かれた環境によって異なった援助プログラム

を用意するという考え方は合理性があると考えられる。すなわち、海外への輸出も可能な

農家に対しては AGP を使うことによりサポートし、他方、自給も困難な農家のためには、

農業政策というよりむしろ社会政策、所得政策としての PSNP を用意すること、更に、その

中間層にある農家のためには HAB を用意していることである。 

 エチオピアでは農業セクターに特化した開発計画は策定されていない。聞き取り調査を

通して分かったことは、農業セクター開発のみに留めず他のセクターと共に輸出を増大さ

せていくことが農業セクターの発展につながると考えられ、投資は輸出産業へ集中してい

た。 

2015 年 7 月上旬の現地調査時には、GTP による成果に対する評価が実施されており、ま

た Second GTP の承認手続きが進められていた。エチオピアは、会計年度が 7 月に切り替わ

                                                   
15 農業省農業開発アドバイザー塚元氏への聞き取りより（聞き取り記録 A-1） 
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るため、Second GTP は、7 月から切り替わるとされていた。 

 Second GTP の主な目標は、灌漑設備の建設により灌漑農地を 400 万ヘクタール拡大、

Second GTP は他セクターの GDP 割合の拡大を目標としていることから農業セクターの

GDP 割合を 36 パーセントへ減少させることを目標としている。 

インフラ整備と能力開発が GTP の目標であったのに対して、Second GTP では、製造業の

拡大と農産物の輸出が中心課題となっている。そのため、Second GTP では輸出を促進する

ためのインフラ整備も目標の一つとしている。エチオピアは、海に面していないため、輸

出入は隣国ジプチの貿易港に依存している。ジプチに繋がる鉄道の更新（以前はフランス

が建設した鉄道があった）が中国の援助により進められているが、現在はエチオピアへの

輸出入は、大型トラックを使って車でジプチの港まで運搬しているため輸送コストが高く、

更に渋滞により輸送時間もかかる。 

 

 

3 政策の農家への浸透度 

 

 エチオピア農業省は、GTP 実施を通して小規模農民に対して施策を打ち出すことにより、

農家への政策の成果を浸透させていると言える。しかし、各政策に対する認知度という視

点から見ると、GTP といった上位の開発計画については、小規模農家は政策の存在自体を

認識しておらず、優先的に進められている施策についても認知度は低い。GTP そのものは、

農家の置かれている環境に従って、合理的なプログラムが適用されるようにデザインされ

ていると理解できるが、その運用が適切にされているかについては、不明な点が残る。 

農業省の農業改革局（Agriculture Transformation Agency: ATA）は、農業分野の新しい技術

を研究してパイロット事業として各地域で試用テストを実施しており、携帯電話による農

業に関する情報提供といったパイロット事業などは、農民による認知度が高い16。 

エチオピアの農業省による力強い取り組みとして、農民参加型技術開発手法である農民

研究グループアプローチ（Farmer Research Group Approach： FRG アプローチ）が挙げられ

る。この中で、各村落に農民研修センター（Farmer Training Center: FTC）を設置し、各 FTC

に 3 名の普及員を配置している。3 名の普及員は、作物、畜産、資源管理の担当に分けられ

ており、定期的に農民に対してこれらの分野の研修を実施している。 

農民との連携を図る機構として、行政組織の最小単位であるカバレ（村）の中に 25 から

30 農家により形成される開発部隊（Development Army）が挙げられる。開発部隊の下に

は、5 農家で形成される小グループがあり、農作業はグループごとに行うこととされている。

この仕組みはベストプラクティスを拡大させるために考え出された17。これにはまた、普及

                                                   
16 Oromia 州、East Shoa Zone の農業局には、ポスターが張り出されていた。インタビューを実施した Oromia

州、East Shoa Zone、Lome 郡の農家も同サービスについては認知しており、利用もしていると答えてい

る 
17 Oromia 州、East Shoa Zone の農業局の聞き取りより（聞き取り記録 A-8） 
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員による研修をより効率的に進める狙いがある。普及員は新たな農業技術を開発部隊の中

の選ばれた優良農家へ伝授し、この農家が開発部隊の他のメンバーへ伝える。5 農家のメン

バーは、共同で種播や収穫などの農作業を行う。農民から政府に対する要望は、優良農家

を通じて郡レベルの農業担当者へ伝えられる18。 

このように末端のレベルであるカバレまで、体系的に政策を実施するシステムが形成さ

れているが、FTC が提供する研修が定期的に実施されていないことや、普及員と円滑なコ

ミュニケーションが取れていないケースが見受けられ、システムが機能していない事例を

確認した19。 

農業資材の販売においては、農業組合が販売を担ってきたが、農業組合が農業資材の調

達を円滑に進めることができず、農作業に遅れが生じていることから今後は販売権を郡事

務所へ移す動きがある20。しかし、郡事務所の職員が全カバレへ農業資材を運搬し販売する

には限度があることから、末端レベルまで農業資材の販売を政府のシステムのみで提供で

きるとは考えにくい。 

農家への政策の浸透度は、農家の組織化や普及員の配置人数といった点からみると、高

いと言える。しかし、農業資材の供給、機械化の進展、新農業技術の導入、灌漑設備の整

備といった農業政策に基づく農家への恩恵という観点では、農業政策の農家への浸透度は

低く、農家のニーズに十分こたえているとは言い難い。 

 

 

4 政策と農家のニーズのギャップ 

 

小規模農家のニーズは、農業資材や農業ローンへのアクセスに集中していた。他方、政

府が進める農業政策は農作物の輸出や海外投資拡大に集中している。エチオピア人口の 85

パーセントが小規模農家であることから、農家のニーズについては、小規模農家のニーズ

を政策に反映させることが重要だといえる。 

農業省は農産物の加工や輸出に重点を置いて取り組んでいくと話しており、Second GTP

においても農産物の輸出を目標としていることから分かるように、政府による取り組みは

輸出を促進させるものになっていくと考えられる。他方、聞き取りを実施したオロミア州

は肥沃土壌を持つため農業生産量や農業収入が他地域と比較すると高く、生産に余剰があ

ることから農作物が輸出されている地域であるが、小規模農家の農地は天水栽培が多く、

耕起は牛を利用した非常に伝統的な農業技術に依存している。農業機械を利用する機会は

多くの小規模農家に与えられておらず、小規模農地でも利用できる小型農業機械に対する

ニーズは高いが、ローンへのアクセスや政府による補助制度がないなど、農家レベルにお

ける生産性を向上させるための環境は整っていない。種子や肥料の多くは輸入されており、
                                                   
18 Oromia 州、East Shoa Zone、Lome 郡の農家の聞き取りより（聞き取り記録 A-9） 
19 Oromia 州、East Shoa Zone の農業組合「Chala Farmer’s Cooperative」の聞き取りより（聞き取り記録 A-10) 
20 Oromia 州、East Shoa Zone の農業組合「Chala Farmer’s Cooperative」の聞き取りより（聞き取り記録 A-10) 
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高価であるため政府による支給を期待する農家が多い21。 

農業省や開発パートナーは、海外投資を増大させて農業開発を進めることにより農業収

入を増やし、小規模農家に対しては改良種子やローンを提供する必要があるとの見解を示

しているが、比較的好条件に恵まれているオロミア州の小規模農家でさえ限られた農業技

術や農業資材を用いた農業を営んでいるケースが多く、小規模農家に対する政策の優先順

位の付け方が小規模農家のニーズから乖離していると考えられる。 

政策と小規模農家のニーズにおけるギャップについて、主に二つの課題が挙げられる。

第一に、前述のとおり農業政策において優先する事項が小規模農家のニーズと異なる。政

府や開発パートナーは、海外投資を増大させるように幹線道路の建設など大規模なインフ

ラ整備を進めているが、小規模農家向けの小規模灌漑設備などの建設はあまり進められて

いない。小規模農家は、エチオピア人口の 85パーセントを占めることから、エチオピアの

農業生産量を増やすためには小規模農家に対する政策事項を優先的に進めることも検討す

る必要がある。第二に、有機肥料製造と優良種子生産を小規模農家自身が行うことは、技

術や生産に必要な資材の入手が困難であるため、必要性は把握しつつも実際に取り組む小

規模農家は少ない。小規模農家の多くは、闇市場から種子や肥料を購入しており、価格は

高い上に質も劣悪な製品に依存している。種子の自家生産や有機肥料の製造技術は、ATA

が技術向上のための研究を進めており、パイロット地域で実施しているが、広域での実施

については言及されていない。 

ATA は、2014/2015 年度は 64 の新しい技術を計画し、数多くのパイロット事業に取り組

んでいる。これらの技術は農家のニーズを反映しており、農家から挙げられたニーズと重

なる点が多かった。これらの技術を全国レベルで実施していくことで農家のニーズに応え

ていくことは出来ると考えられるが、全国レベルでの実施は農業省の計画に委ねられてお

り、予算と人材が限られている農業省による実施は、現実的には困難であると考えられる。 

 

 

5 ギャップが生まれた理由の分析と提言 

 

上述の政策と農家のニーズのギャップの 2 点について、まず理由の分析を行う。 

一点目の農業政策項目の優先順位の位置づけについて、農産物の輸出に向けた海外投資

の増大を政府や開発パートナーは優先づけており、これはエチオピアの農業収入を増加さ

せるためには重要である。しかし、小規模農家が農産物を輸出するために生産性や品質の

向上に取り組むには、資金不足や技術不足といった障害があり、政府による補助金や技術

的支援がない場合、輸出に向けた生産に着手するのは困難な状況である。エチオピア政府

による小規模農家に対する支援が実施されない場合、小規模農家を含む全ての人々が恩恵

を受けることができる包括的な農業開発とは言えないため、海外投資による小規模農家に

                                                   
21 Oromia 州、East Shoa Zone、Lome 郡の農家の聞き取りより（聞き取り記録 A-9） 
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対する技術支援といった小規模農家を取り込んだ農業開発を進めていくことが必要である。 

二点目の小規模農家による種子や肥料の生産技術向上について、政府が必要性を把握し

た上で既に ATA によるパイロット実施は進められているが、全国レベルにおける技術指導

は計画されていない。ワレダ（人口 1 万人程度）ごとに Farmer Training Center を作っており、

普及員 3 名を配置している（作物、畜産、資源管理をそれぞれ担当）ことから、これらの

普及員が全国レベルで展開していく上では重要な人員となり得る。 

 このほか、ギャップが生まれる理由として考えられることは、社会主義国家であったエ

チオピアは、現在も末端レベルまで行政システムが整備されており、他のアフリカ諸国と

比べ普及員の数が多い。しかし、これらの普及員は政治活動への従事が優先されているこ

とから、農業の技術指導に従事する時間が短いという指摘が現地 NGO などから挙げられて

いる。 

エチオピア中部は、農業を営む上で環境が整っており、標高が高い立地条件を活かした

生花の栽培や温帯野菜の栽培が可能であり、海外から農業分野への参入も増えたことで新

たな農業技術がエチオピアに持ち込まれ、フードバリューチェーンの構築が進められてい

る。しかし、小規模農家に対する技術指導は十分といえず小規模農家の生産性の向上には

つながっていない。今後、小規模農家に近い立場である普及員を農業技術向上に向けた活

動へ活かしていくような改善の余地が残される。 
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B)  マダガスカル 

 

【要旨】 

 インフラ、農業資材、農機具が不足し、農業生産性が極めて低い。気候変動による自

然災害に脆く、コメを主食としているが自給は達していない。一方、生物多様性が豊

富でその活用が望まれる。 

 主幹食料であるコメの 100 パーセント自給達成、貧困層の 50 パーセント減少および貧

困層収入の 40 パーセント増加を政策の重要政策としている。 

 情報の伝達システムが構築されておらず、また農民の理解レベルが低いため情報の共

有がなされていない。 

 貧困対策として農機具の寄与、主幹道路の整備、家畜を動力とした農機具の改良等が

必要である。一方、生物多様性を生かした特産品のバリューチェーンを構築する必要

がある。 
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1 農業の概要 

 

マダガスカル国は約 58 万 7 千 平方キロメートルの国土に人口 2,357 万が住む、世界

で 4 番目に大きい島である22。コメを主食とし、日本人と比べ約 2 倍にあたる、年間国民

1 人当たり約 113.5 キログラムを消費する23。コメの生産面積は 160 万 ヘクタール、コメ

生産量は毎年 300 万トン前後であったが、マダガスカルはインド洋で発生するサイクロン

の影響を受けやすいため年間生産量の変動が大きく、コメの自給率が 100 パーセントに達

していないことから、一部を輸入に依存している。コメ価格の国際的な高騰は居住地域に

関わらず多くの国民に影響する。コメの生産者であるにもかかわらず、3 分の 2 以上の世

帯が 1 年のうち、何らかの時期にコメを購入している。これは収穫の端境期の供給量不足

や、適切なコメの保存環境がないことにより、多くの国民がコメの購入者となっていると

いう現実を反映している24。 

マダガスカルは世界最貧国の一つであり、国連開発計画（UNDP）が実施している人的開

発指標のランキングにおいて、2013年は 187ヵ国中 155 位となっている。人口の 75.5パー

セントが国内の貧困ライン以下で生活しており、農村地域の貧困率はさらに高くなってい

る。貧困ライン以下で生活をしている人口は、年々増える傾向にある。農村人口の約 73パ

ーセントが農業、牧畜、漁業に従事しており、農村地域の大半の世帯が自給農業を営んで

いる25。1 戸あたりの平均所有農地は、1.2 ヘクタールである26。 

政治不安が経済成長を阻み、海外支援国との間に緊迫した関係が続いていた。GDP の平

均年間成長は、2009年の政治危機が起こる前の 5 年間では平均 5.6 パーセントであったが、

危機後の 3年間はわずか 1.8 パーセントまで下がり、2014 年は 3.0 パーセントであった27。 

2013 年の選挙の成功と、アフリカ連合への復帰により、マダガスカルは二国間および多国

間の協力関係を再開している。しかし、政治危機の間に課された全ての貿易および経済制

裁と海外援助の制限が解除されたにもかかわらず、海外の開発援助は、今後数年間は危機

以前の水準に届かないとみられる。 

全世帯数の 77 パーセントが携わる農業がマダガスカルの主要産業であるが、この分野で

の就労者が世帯主である場合の貧困率が最も高い。都市部においても住民の 54パーセント

以上が従事する第 1次産業が主要産業となっている28。これらの農業従事者のほとんどが自

家消費用の農作物栽培を行っている29。これは、生産活動用の道具や肥料、生産物売買のた

めのインフラ不足、環境破壊、自然災害、融資が受けにくいなどの様々な理由により技術

                                                   
22 世界銀行 ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2014 年 
23 FAO ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2012 年 
24 FAO ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2014 年 
25 世界銀行 ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2010 年 
26 FAO ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2000 年 
27 世界銀行 ウェブサイトのデータベース掲載の数値より 
28 世界銀行 ウェブサイトのデータベース掲載の数値より 
29 マダガスカル政府農業省のウェブサイトより www.agriculture.gov.mg/ 2013 年 
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レベルや生産性が上がらないことに起因している。 

マダガスカルは数多くの固有の動植物を有するなど自然環境に恵まれる一方で、災害に 

も見舞われやすい島国である。サイクロンや洪水、干ばつ、バッタの大量発生、家畜の伝

染病などといった自然災害が過去 35 年間で 50 回発生している。国民の約 4 分の 1 が

気候の影響を受けやすい地域に集中しており、12 月から 4 月にかけてインド洋で発生す

るサイクロン被害を受ける東部沿岸地域には国民の 3 分の 1 が暮らしている。主に洪水

の被害を受けるのは貧困層が多い南東部および西部地域である。繰り返し起こるこれらの

災害は、道路・学校などのインフラの損壊や生産力の低下という被害をもたらす。南部地

域は特に干ばつの影響を受けやすく、2008 年には降水量不足により 3 地域で収穫量が大

幅に減少している30。 

多くの農家が複数の作物を栽培しており、ほとんどがコメ、あるいはコメの代用食とな

るトウモロコシ、イモ類などの作物であり、生産量の大半が自家消費に充てられており、

基礎食糧は殆ど販売しないとしている31。世帯の貧困率は耕地面積と比例しており、面積が

小さいほど世帯貧困率は悪化する。 

不十分な農具や農作業技術の未熟さおよび生産物販売のためのインフラが十分整備され

ていないなどの要因に加え、灌漑が不十分であることも生産効率の向上を妨げている。現

在耕作されている土地の 70 パーセントが灌漑されているが、そのほとんどは適切に維持管

理されておらず、大部分は改修が必要である32。また、同国の肥沃な土地の大部分が農地と

して利用されずに残っている。2005 年には、貧しい小作農家に土地所有を促す農地改革が

開始されたが、土地所有に伴う税金の支払いを懸念したり、土地価格の高さに二の足を踏

んだりする小作農家が多い。またドナーからの資金援助の停止にともない、この改革の継

続は危ぶまれている。 

 コメ以外には、インゲンマメ、トマト、キャベツ等の野菜を栽培しており、これらは換

金作物として栽培されているが、運搬手段が限られていることから買付業者へ販売しない

場合は、近辺の市場へ販売されている。インゲンマメは、フランス企業と契約栽培により

肥料と種子を支給されて生産している33。 

 

 

2 農業政策の概要・目的 

 

 マダガスカルは、2009 年 3 月に発生したクーデターにより、暫定政府を発足し、大統領

選挙が 2 度延期されるなど、政治的混乱が続いていた。2014 年 1 月からラジャオナリマン

ピアニナ大統領が就任している。クーデターによる政治的混乱により、国家開発基本文書

                                                   
30 FAO ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2012  
31 Itasy地域、Arivonimamo郡、Ialaroa 村の農家聞き取りより（聞き取り記録 B-5） 
32 FAO ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2012  
33 Itasy地域、Arivonimamo郡、Ialaroa 村の農家聞き取りより（聞き取り記録 B-5） 
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や農業政策が 2014 年 1 月まで殆ど実施されていない状況であったことが地方政府や現地

NGO への聞き取り調査で明らかになった。 

 新政権への移行後、新たな農業政策文書が承認されている。2015 年 7 月時点での農業に

関する各政策文書の位置づけは以下のとおりである。 

 

（1） 貧困削減戦略文書 

マダガスカル政府は、2004 年 11 月に初めて貧困削減戦略文書（Poverty Reduction 

Strategy Paper: PRSP）を発表し、国際通貨基金（IMF）と世界銀行の承認を受けた。

PRSP では、農村開発を重要課題の一つとして、その中で農業セクターの生産性の向

上、灌漑稲田の面積の拡大、栽培作物の種類拡大、農産物の加工、輸出に向けた農産

物の品質向上等を開発計画で挙げている。 

 

（2） 国家長期ビジョン 

 2004年 11月に国家長期ビジョンとして「マダガスカル・ナチュレルモン（Madagascar 

Naturellement）」が最上位の開発理念として発表された。同ビジョンは、サービス産業

や工業産業を開発し農業セクターと関係づけることで市場経済へ移行を目指すとし

て、2015 年までに達成すべき目標が挙げられている。 

 

（3） マダガスカル行動計画 

2006 年 11 月に貧困削減を目指した「マダガスカル行動計画 2007-2012（Madagascar 

Action Plan: MAP）」を発表した。MAP は、PRSP を引き継ぐ中期開発計画として策定

され、マダガスカル・ナチュレルモンの国家長期ビジョンに沿った内容となっている。

MAP の上位目標は、持続可能で高い経済成長を実現し、国際市場での競争に耐えら

れる経済構造を構築することで、貧困削減と国民生活の改善を図ることである。MAP

で示されている農業に関する公約では、農村開発と緑の革命（食料増産、食品産業の

推進など）が挙げられている。 

 

（4） 農業・畜産・漁業セクタープログラムと農業・畜産・漁業セクター国家投資計画 

農業分野の基幹政策である「農業・畜産・漁業セクタープログラム 2015-2025

（Programme Sectoriel Agriculture Elevage Peche：PSAEP）」は、2007年から策定が続い

ており、2012年から全国レベルでワークショップが開催され文書に対するコメントの

受付けなどを行った。PSAEP は、2007 年から 2012 年まで中期開発計画として使われ

た MAP の内容を引き継ぐ形で策定され、国家の主要課題である貧困削減と経済成長

を目的として、1）主幹食糧であるコメの 100 パーセント自給達成、2）貧困層の 50

パーセント減少および貧困層収入の 40 パーセント増加を掲げ、稲作の推進を重点政

策として位置付けている。 
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 現地調査を実施した 2015 年 7 月時点では、PSAEP は最終化され、承認手続きに入

っていた。その後、2015 年 8 月から PSAEP が開始され、国家予算の 10 パーセントが

農業セクターに割り当てられている。PSAEP の 2016年から 2020 年までの 5 カ年実施

計画として、「農業・畜産・漁業セクター国家投資計画（Plan national d’investissement de 

l’agriculture, l’élevage et la pêche：PNIAEP）」を策定し、投資計画の中で優先順位をつ

ける計画である。 

 

（5） 国家稲作復興戦略と流域管理・灌漑国家プログラム 

マダガスカルは、コメを主食としており 1人当たりの消費量が高いことから、主幹

食料であるコメの 100 パーセント自給達成は、マダガスカルの経済にとって重要課題

であるため、マダガスカル政府は世界銀行、アフリカ開発銀行、国際農業開発基金

（IFAD）の支援を受けて「流域管理・灌漑国家プログラム（Programme National de 

Gestion des Bassins Versants et des Périmètres Irrigués： PN-BVPI）」を 2008 年に開始し、

灌漑整備事業と流域管理事業を一体的に実施している。  

また、国際協力機構（JICA）の支援を受け策定した「国家稲作復興戦略（National Rice 

Development Strategy: NRDS）を 2010 年に発表し、2008 年時点のコメの単収 1 ヘクタ

ールあたり 3.03トンを 2018年までに 1ヘクタールあたり 4.65 トンへ向上させること

を目標としている。 

 

 

3 政策の農家への浸透度 

 

 マダガスカルでは、2014 年 1 月まで政治的混乱が長期的に続いていたため、農業政策に

おいても政府が殆ど機能していない状況であった。2014 年 1 月から現政権へ移行してから

も PSAEP の策定は、約 1 年半続いていた。PSAEP の策定過程では、2012 年から地方レベ

ルでワークショップが開催され、コンサルテーションが行われた。異なるレベルでコンサ

ルテーションが実施された結果、小規模農家の実情に適合した政策であると Itasy 県の政府

担当者は説明する34。他方で、郡農業局へ聞き取りを実施したところ、地方レベルでのコン

サルテーションには参加しておらず、政府の郡レベルの担当官が PSAEP の存在を把握して

いなかった35。郡農業局は、地方レベルの政府機関として最も小規模農家に近い立場に置か

れているため、小規模農家のニーズを把握している。また、政策の実施時には、小規模農

民へ政策の説明をする立場にある。郡農業局の話によると、長期的な政治的混乱が続いて

いたため、長い間政府による小規模農民に対する支援は実施されていなかった。現在は、

農業データの収集が中央政府との唯一の連携業務であると話す。郡農業局に充てられる予

                                                   
34 Itasy県Regional Department of Rural DevelopmentのRegional Directorの聞き取りより（聞き取り記録B-3） 
35 Arivonimamo郡農業局の聞き取りより（聞き取り記録 B-3） 
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算は、非常に限られており、予算配分が頻繁に遅延しており、各村を訪れるための燃油代

が十分でない。 

 このような背景もあり、小規模農家へ聞き取りを実施した際、農業政策や政府による取

組みに関する情報を全く収集することができなかった。聞き取りを実施した小規模農家に

対する外部からの支援は、契約栽培を結び技術指導をするフランスの企業や JICA が実施す

る中央高地コメ生産性向上プロジェクトによる支援のみであった。 

このように政策文書の策定過程は非常に長い期間費やされたが、同時に政治的混乱が続

いていたこともあり、地方レベルでのコンサルテーションが十分に実施できなかったと考

えられる。マダガスカルの行政区分は、県（Region）、郡（District）、市（Commune）、村（Fokontany）

の四つのレベルに分けられるが、県の担当者までは政策について十分に把握しているが、

県と郡の間で連携が取れておらず、小規模農民のニーズを把握している郡以下のレベルで

は農業政策についての関心は薄いと感じられた。 

 

 

4 政策と農家のニーズのギャップ 

 

小規模農家のニーズは、肥料といった農業資材、農業資材や農機具を購入するためのク

レジット、換金作物の価格安定に集中していた。他方、政府が進める農業政策は農作物の

商業化やバリューチェーンに触れている。農家の話によると、トマトなどの換金作物を栽

培する場合、多量の化学肥料が必要となる。マダガスカルの土壌の多くは、乾燥地で痩せ

た砂質土壌の地域が多く、肥料が流出しやすい。このような状況から、小規模農家は換金

作物や市場が要求する農作物の質を保つためには、肥料等の投入が不可欠となるが、小規

模農家が十分な肥料を購入する現金を持ち合わせていない場合や、投入を十分に行ったと

しても買取価格が変動して投入に見合った売値で販売することができず、赤字となる場合

がある。よって、小規模農家によるニーズは、農作物の栽培暦に合わせて返済期間を設定

できる農業向けローンや農業資材に対する補助が多かった。 

農業省は PSAEP の中で、農産物の商業化やバリューチェーンを優先課題として推し進め

ており、民間企業が農業セクター開発に働きかけることを期待している。民間企業による

農業セクターへの参入については、フランス企業がインゲンマメの栽培を契約農家と 20 年

間契約を結んでいる例があり、企業は肥料や種子を契約農家へ供給し、選定基準を満たし

たインゲンを固定価格で買い取っている。聞き取りを実施した小規模農家によると、この

仕組みは小規模農家へ安定した収入をもたらしていると話す。しかし、トマトといった企

業との契約取引がない作物については、肥料や種子にかかるコストを小規模農家が捻出し、

販売においては、卸売業者がトラックで買付けに来るが買取価格が変動するため、収入に

大きな変動が出る。キャベツは、卸売業者が買取りに訪れず、小規模農民自身による運送
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手段は牛車に限られているため、地元市場へ非常に安い価格で販売している36。 

マダガスカルは、気候変動の影響を受けやすく、度重なるサイクロンの影響により農作

物への被害は多く、このような厳しい栽培条件の中では、政府による農業投入物に対する

補助や農業ローンの提供、土壌改善につながる技術支援などが小規模農家の喫緊のニーズ

と考えられる。 

現地調査中に実施した聞き取り調査では、政府による農業技術支援や農業投入物に対す

る補助、農業ローンに関する言及は、中央政府や県レベルの政府担当者からは挙げられな

かった。このように、政策策定側が把握している小規模農家のニーズと小規模農家が求め

る実際のニーズには、大きなギャップがあると言える。 

 

 

5 ギャップが生まれた理由の分析と提言 

 

上述の政策と農家のニーズのギャップについて、まず理由の分析を行う。 

小規模農家のニーズは、農業資材に対する補助金や農機具を購入するためのローンの提

供、換金作物の価格安定であったが、政府が推し進める農業政策である PSAEP は農作物の

商業化やバリューチェーンを重要課題であるとしている。小規模農家の収入向上を考える

上では、最終的には農産物の商業化やバリューチェーンの構築は必要である。県レベルの

担当者の話によると、PSAEP は、農民が農業資材を購入するための補助金が与えられると

述べていたが、農業省から入手した承認前の PSAEP では、補助金に関する記述は記載され

ていない。 

このようなギャップが生まれた理由は、PSAEP が策定過程において郡レベル以下へコン

サルテーションを実施しておらず、小規模農家が喫緊に必要としている優先すべき事項を

把握できていないためと考えることができる。また、PSAEP の前半 5 年の詳細計画である

PNIAEP が、現地調査時には策定が終わっておらず、2015 年 9 月末時点においても発表さ

れていないため、詳細計画においてどのような優先づけがされているかは不明である。聞

き取り調査の結果からは、中央レベルと郡レベル以下の連携が十分取られていないことか

ら、政策の計画段階で小規模農家のニーズから大きな乖離がみられる。農業資材に対する

補助金の支給となった場合、地方行政体の末端に近い担当者は、公共サービス提供に関す

る経験がないことから、これらの担当者に対する能力強化が必要となる。 

郡レベルの農業局は、小規模農家のニーズをよく把握しており、聞き取り調査時の観察

では、小規模農家と円滑なコミュニケーションが取れているように見受けられた。このよ

うに、現行の仕組みの中で活かせる人材が存在するため、政策策定や政策の詳細計画を実

施する上で、これらの末端に近い政府の人材を活用していくことが、承認されたばかりの

PSAEP の今後 10 年の期間で目標を達成する上で重要である。 

                                                   
36 Itasy地域、Arivonimamo郡、Ialaroa 村の農家聞き取りより（聞き取り記録 B-5） 
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C)  モザンビーク 

 

【要旨】 

 未開墾地が多く、農業生産拡大ポテンシャルは高いが、単収が低く農業生産性は低い。

主幹作物のキャッサバは自給作物であり、政府は換金作物の増産を望んでいる。 

 「農業セクター開発戦略計画」の下、農業生産量・生産性・競争力の向上、インフラ

整備、農業の近代化、農業投資拡大が主な戦略として掲げられている。 

 政策の浸透が均等でなく、補助や普及といった政府による支援は一部の特定農家しか

受益していない。 

 土地使用権（DUAT）登録プロセスが複雑であり所要期間が長いため小規模農家によ

る取得はハードルが高く、DUAT 取得手続きに対するサポート体制の確立が必要であ

る。 
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1 農業の概要 

 

モザンビークは、アフリカ大陸南東部に位置し、南に南アフリカ共和国、南西にスワジ

ランド、西にジンバブエ、北西にザンビア、マラウイ、北にタンザニアと国境を接する沿

岸国である。79 万 9,390 平方キロメートルの国土に 2,722 万人37の人々が暮らしている。 

内戦終結を経て、2001 年から 2010年の年平均経済成長率は 8.1パーセントと世界でも高

いレベルの経済成長を達成し、紛争終結後の平和構築に最も成功した国の一つであるが、

人口の 60 パーセントが 1 日の収入が 1.25 米ドル以下（貧困ライン）の絶対的貧困状態にあ

る38。2014年の 1 人当たり GNI（国民総所得）は 620米ドル39と、依然として世界の最貧国

の一つである。 

農業部門は GNP の約 27 パーセント、総輸出額の約 10 パーセントを占め、労働人口の約

80 パーセントが従事している40。同国の全農家の 96 パーセントが小規模農家であり、低投

入・低生産の自給自足型農業を経営している。農業技術は伝統的なものに限定され、自給

作物・商業作物ともに低い生産性が課題である。 

図 1 は、1993 年から 2003 年にかけてのモザンビークでのトウモロコシとソルガムの単収

の推移を示したものだが、天水に依存しているために収量の年次変動が大きいことがみて

とれる。また、2003 年の単収はトウモロコシで 1 ヘクタールあたり 959 キログラム、ソル

ガムで 1 ヘクタールあたり 301 キログラムと、生産技術が低く生産性が低いということも

推測される。 

 

図 1 : トウモロコシとソルガムの単収の推移（1993年～2003年）41 

                                                   
37 世界銀行 ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2014 年 
38 国際協力機構（JICA）モザンビーク事務所ホームページより 
39 世界銀行 ウェブサイトのデータベース掲載の数値より、2014 年 
40 国際協力機構（JICA）ナカラ回廊農業開発研究・技術移転能力向上プロジェクトホームページ 
41 FAO STAT（2015 年 10 月 19 日アクセス）より当社作成 
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モザンビークで農耕可能とされている国土面積は 3,600 万ヘクタールであるが、このう

ち実際に耕作されている面積は約 16パーセントの 570 万ヘクタールに過ぎないとみられて

いる42。特に同国北部に広がる熱帯サバンナ地域は、一定の雨量と広大な面積を有する農耕

可能地に恵まれており、農業生産拡大のポテンシャルは高いと考えられている。しかしな

がら、同地域でも多くは未開墾地である。更に小規模農家の農業技術は伝統的なものに限

られており、その多くは粗放的であり、自給作物、商業作物ともに生産性は高くない。ま

た、中・大規模農家であっても用いられている農業技術は限定的であり生産性は高いもの

ではない。そのため、今後適正な農業技術の導入や資本投資により、耕作面積の拡大と農

業生産性の向上が期待されている。 

このような背景から、モザンビークでは、同国政府、ブラジル、日本の 3 カ国の協力の

下で北部地域の農業開発である ProSAVANA プロジェクトが実施されている。2011 年の G20

農業大臣会合で合意された「食料価格乱高下および農業に関する行動計画」では、「三角協

力」の促進が期待されており、同国はそのモデルとなる可能性を有している。また、2014

年の G20 ブリスベン・サミット首脳宣言では、「貧困と不平等の削減・途上国への恩恵の確

保」として「G20 食料安全保障・栄養フレームワーク」を枠組みとしたフード・システムに

おける投資の増加、食料供給拡大のための生産性向上、所得および質の高い雇用の増加に

よって成長を強化することが掲げられ、国・地域・グローバルレベルでのフードバリュー

チェーン（FVC）の意義と必要性が強調されているが、同国での事業は、民間資本との連携

による農業開発推進、小規模零細農家から中・大規模農業事業者までが利益を享受できる

農業開発の実現を目指していることから、FVC の例としても注目されるものである。 

モザンビークの小規模農家が生産する主な作物は、トウモロコシ、ソルガム、コメ、キ

ャッサバ、落花生、豆、野菜等である。下表は 2012 年の農作物別に生産数量を作物別に示

したものであるが、キャッサバの生産数量が突出していることがみてとれる。 

 

表 1 : モザンビークの作物別生産数量（2012年）43 

 

 

                                                   
42 国際協力機構（JICA）ナカラ回廊農業開発研究・技術移転能力向上プロジェクトホームページ 
43 FAO（http://faostat.fao.org/CountryProfiles/Country_Profile/Direct.aspx?lang=en&area=144）をもとに当社作成。

表中「メイズ」はトウモロコシのこと。 

作物 生産数量（㌧）
1 キャッサバ 10,051,364

2 サトウキビ 3,393,904

3 メイズ 1,177,390

4 サツマイモ 900,000

5 バナナ 470,000

6 ドライビーン 281,922

7 米 280,000

8 ココナッツ 270,000

9 トマト 250,000

10 ソルガム 239,000
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モザンビークには、企業が農産物を生産するケースも多く、主な作物は、大豆、綿花、

タバコ等である。モザンビーク投資促進センターは、主要な回廊地域で今後ポテンシャル

のある作物を下表のように取りまとめている。 

 

表 2 : 主要回廊とポテンシャル作物44 

回廊 特徴 ポテンシャル 

ナカラ ナカラ経済特区、港湾、鉱

業分野への農産品提供 

綿花、カシューナッツ、豆類、

トウモロコシ、米、ココナッツ 

ザンベジ・バレー 国の 80%の水資源、農業に

適した気候、国内市場 

綿花、カシューナッツ、ゴマ、

豆類、トウモロコシ、米、ココ

ナッツ 

ベイラ ベイラ港からザンビア、ジ

ンバブエ、マラウイに連結

する道路・鉄道網と鉱業分

野開発による現地食糧需要

の増加 

米、砂糖、野菜、養鶏 

 

首都マプト近郊や港に続く幹線道路は整備されているが、地方では道路も未整備である

地域が多く、灌漑やポンプによる河川の利用も十分でないのが現状である。下表のように、

1997 年から 2012 年までの灌漑面積の推移も微増にとどまっており、2002 年から 2012年に

かけては一定のままであることがみてとれる。 

 

表 3 : モザンビークにおける灌漑面積の推移（単位 : 1000ヘクタール） 

 1997 年 2002 年 2007 年 2012 年 

灌漑面積 109 118 118 118 

 

 

2 農業政策の概要・目的 

 

 農業開発は、収入増加や雇用促進、食糧安全保障の観点からも最も優先度が高い分野の

一つで、開発戦略計画や投資計画が策定されている。モザンビークにおける主な農業政策

の概要を以下にまとめる。 

 

(1) 貧困削減活動計画 

2011 年に「貧困削減活動計画（PARP 2011-2014）」を採択し、包括的な経済発展と

                                                   
44 投資促進センター（CIP）によるモザンビーク投資ガイド 2013 年 
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貧困からの脱却を国家目標としている。その中で重要課題として三つの柱を掲げて

おり、その一つが「農業および水産物の生産性向上と生産量の拡大」である。同計

画の農業分野における重点課題としては、1) 生産における必要な資源へのアクセス

改善、2) 市場へのアクセス改善、の 2 点を最重要課題としている。 

 

(2) 農業セクター開発戦略計画 

2010年には「農業セクター開発戦略計画（Plano Estratégico para o Desenvolvimento do 

Sector Agrário: PEDSA 2011-2020）」が策定され、1) 農業生産量・生産性・競争力の向

上、2) インフラ整備、3) 自然資源の持続可能な利用、4) 農業投資のための法整備、

4) 農業関連機関の強化が目標に掲げられた。 

農業分野の課題は天水に依存した小規模農業であるという観点から、農業の近代

化を推進することを目的とした政策の方向性となっている。また、具体的な目標数

値として農業生産を毎年 7 パーセントずつ成長させていくことも明記されている。 

「農業生産性と競争力の向上」については、①穀物・豆類・イモ類の耕作地の増

加、②市場作物の耕作地の増加、③農作物の質の向上、④土壌の改善、⑤農業技術

移転の促進などを、期待される重要な成果として示している。PEDSA は、農業生産

開発のための長期的なビジョンとして策定された。 

PEDSA は、土地を天然資源として位置付け、開発ポテンシャルがあるとして、持

続可能な土地利用を挙げている。PEDSA が策定された時点では、モザンビークの農

地として使用可能な土地の 10パーセントのみが耕作に使われていた。開発ポテンシ

ャルがある地域として、ナカラ、ザンベジ・バレー、ベイラ、ペンパーリシンガ、

リンポポ、マプトの経済回廊を指定している。 

 

(3) 国家農業セクター投資計画 

PEDSA を実施していくための詳細実施計画として、国家農業セクター投資計画

（Plano Nacional de Investimento do Sector Agrário：PNISA 2013-2017）」が策定された。

本文書では、全国で 360 万軒の農家があり、このうちの 98 パーセントが小規模農家

であり、小規模農家に使われている土地の 96.9 パーセントが土地使用権（DUAT）の

登録をしていないとしている。PNISA に基づいて、開発パートナーからの更なる支

援も期待されており、5 年間で 1,200 億モザンビークメティカル（約 40 億米ドル）

の投資と 7パーセントの成長を見込んでいる。 

PNISA は PEDSA を実施するための投資計画であるが、上位政策である PEDSA が

非常に広い範囲をカバーしているため、PNISA の個別活動と関連づけることが難し

いことが指摘されおり、モザンビーク政府は実施上の問題に直面している。また、

実際の政策運営だけでなく、PNISA はモニタリングが難しいということも問題点と
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して挙げられる45。 

 

(4) 包括的アフリカ農業開発計画 

アフリカ連合（AU）の主催によって 2003年に採択された「アフリカ農業総合開発

プログラム（Comprehensive Africa Agriculture Development Programme: CAADP）は、

農業の安全保障の改善と農業輸出の促進を目的として策定された。CAADP は、国家

予算における農業分野への予算配分を 10 パーセント以上とし、6 パーセント以上の

農業生産性の向上を図ることを AU加盟国各国の目標としている。CAADPの活動は、

(a) 農地・水資源管理、(b) インフラ整備と市場アクセス拡大、(c) 食糧増産による貧

困削減、(d)  農業研究成果の技術移転の四つの柱から構成されている。 

モザンビークも AU 加盟国である以上、PEDSA の実施計画にあたる PNISA も

CAADP の内容に沿って策定されている46。 

 

 

3 政策の農家への浸透度 

 

 モザンビーク農業省は、PEDSA 実施を通して小規模農民に対して施策を打ち出すことに

より、農家への政策の成果を浸透させていると言える。しかし、農業政策の認知度という

視点から見ると、農業投資基金（Fundo Dessinvolvomiento Agricolo）が政府の管轄下で提供

している農家向けローンは、小規模・中規模農家が提案するプロジェクトに対して貸付を

提供し、肥料や種子に対する支援も行っており既に 2000 件の農家へ貸付を行っている。こ

れらの貸付対象の 80 パーセントは商業銀行から貸付を受けることが出来ない小規模農家で

ある47。このような農業向けローンは、小規模農家が必要とする資金へのアクセスを可能と

するが、ローンを受けるには担保が必要であり、さらに小規模農家の登録が進んでいない

DUAT に登録していることが貸付選考基準とされていることから、貸付対象は小規模農家の

中でも優良農家へ貸付が行われていると考えられる。 

また、補助金としては地方開発基金が農業やその他のセクターの希望者へローンを提供

している。ローンは、プロジェクト計画書をもとに選定されるが、選定方法が不透明であ

り、選定過程や選定結果への説明がされていない。ローンが支給された場合においても、

ローンの一部が賄賂として抜かれてしまうともいわれている。 

PEDSA といった上位の農業開発計画については、小規模農家は政策の存在自体を認識し

ておらず、優先的に進められている施策についても認知度は低い。施策レベルでみると、

現地調査中に特に印象深かったことは、政府からの補助金や普及員の支援を受けている農

民グループと全く補助金や普及員の支援を受けていない農民グループが同じ村に存在して
                                                   
45 FAOでの聞き取りより（聞き取り記録 C-3） 
46 農業省の聞き取りより（聞き取り記録 C-13） 
47 農業投資基金の聞き取りより（聞き取り記録 C-4） 
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いることである。 

農業組合を形成している農家は、政府による支援が浸透しており普及員が頻繁に技術指

導のため訪問している48。政府は、優良農家へ技術移転や情報の伝達を行い、優良農家から

その他の農家へ技術や情報が伝えられることを想定しているが、実際には優良農家とその

他の農家の間での連携はうまくとられておらず、優良農家が優遇されている状況に対して

その他の農家は孤立した状況に置かれていた。 

政府から支援を受けていない農家は、灌漑設備が整っていないことから乾季の作物の栽

培は難しい。これらの農家は、自給率が 100 パーセントに達していないことから、乾季の

期間は食料を購入している。土壌は肥沃であるため農業用水が整備されれば、自給率を 100

パーセントに上げることは十分可能であると農家は話す49。政府から支援を受けていない農

家と支援を受けている農家は、同じ村に混在しており地域性が問題の要因となっていると

は考えにくい。このように、小規模農家への農業政策の浸透度は農家によって大きく異な

ると言える。 

 

 

4 政策と農家のニーズのギャップ 

 

小規模農家のニーズと政府の農業政策との間には、大きく分けて二つのギャップが存在

する。 

第一に、既述のとおり小規模農家のグループにより置かれている環境が異なるため、環

境によって小規模農家のニーズは異なっている。政府からの支援を十分に受けている農業

組合に属する農家は、トラクターを共同で所有し、メンテナンスの行き届いた灌漑設備を

持っており、普及員は毎週、農家を訪れている50。他方、政府から支援を受けていない農家

は、耕作に十分な農具を所有しておらず、天水栽培であるため乾季は農作物の栽培が出来

ず、自給率は低い51。灌漑設備を設置するために地方開発基金へローンを申請したが、選定

外となった農家もみられる。これらの農家は、政府に対して不信感を持っており、普及員

の指導を受けていないため、種子は農家自身が市場で購入して自家増殖している。 

このように、政府は PEDSA によって小規模農家を優遇する農業政策を掲げ、同時に市場

作物の耕作地の増加などを謳っているが、実際には政策に沿った政府の支援を受けている

農家とそうでない農家の間で農業生産性や農産物の質の向上の格差が広がっており、政策

と小規模農家のニーズの間にギャップが広がっている。 

 第二に、政府から支援を受けている小規模農家は、小規模農家人口の一部であると考え

られることから、大部分の小規模農家は PEDSA が示す戦略から取り残されている状況とな

                                                   
48 Boane 郡、25 de Setembro村、25de Setembro Association の聞き取りより（聞き取り記録 C-10） 
49 Boane 郡、25 de Setembro村農業グループ 1 の聞き取りより（聞き取り記録 C-11） 
50 Boane 郡、25 de Setembro村、25de Setembro Association の聞き取りより（聞き取り記録 C-10） 
51 Boane 郡、25 de Setembro村農業グループ 1 の聞き取りより（聞き取り記録 C-11） 
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っている。特に、モザンビーク政府は DUAT の登録を推し進めているが、DUAT 登録には

非常に時間がかかり、登録まで郡農業局へ複数回訪れなくてはならないことや、登録に必

要な情報が不足しているため、必要書類を準備することが出来ない農家も多い。政府から

支援を受けていない小規模農家は、DUAT の登録の必要性を感じておらず、DUAT へ登録し

ていなくても耕作者が土地を利用する権利は土地法で確保されていることから、必要ない

として登録を検討していない農家も多い。このように、政府が優先的に進めている政策事

項と小規模農家のニーズはかけ離れた状況となっていると言える。 

 

 

5 ギャップが生まれた理由の分析と提言 

 

上述の政策と農家のニーズの二つのギャップついて、まず理由の分析を行う。 

第一に、農家グループにより政府から受けている支援の状況が異なる点について、政府

は PEDSA に沿って小規模農家へ支援を実施していることは変わりないが、実施過程におい

て汚職や普及員・地方政府職員の能力不足が起因して、政府による支援にむらが出ている

と考えられる。一例を挙げると、普及員は優良農家に対して頻繁に技術移転やコンサルテ

ーションを実施しているが、管轄地域の農家全てに対してサービスを提供すべきである。

優良農家からその他の農家へ技術移転がなされると見込んでいるのであれば、優良農家と

その他の農家が連携を取る仕組みが欠如していると言える。これらの点については、政府

が普及員の能力強化を行い、普及手法を再検討する必要がある。また、農民の組織化を強

化し、PEDSA が示す農業の近代化や農業の競争力を小規模農家が共に取り組める体制を作

ることが重要である。地方行政体による汚職については、地方開発基金の割当内訳と割当

先を公表することで透明性を持たせることが必要である。 

第二に、DUAT の登録については、申請時に必要な書類と申請過程が非常に複雑であるた

め、小規模農家が外部の支援を得ずに登録することは困難である。NGO や市民団体、農業

組合等が DUAT の登録支援を行っているが、支援する側の数が限られている。DUAT へ登

録していない場合においても、土地法により実際に土地を耕作している者の土地使用権は

守られていることから、小規模農民が複雑な過程を得て DUAT へ登録する利点は少ない。

しかし、ローンの多くは DUAT に登録していることが条件の一つとしてつけられているこ

とから、DUAT に登録していないためにクレジットへアクセスできないケースも多い。政府

が小規模農家に DUAT への登録を推奨するのであれば、手続き方法を簡素化し、農家へ支

援する人員を配置することが必要である。支援の人員については、第一の提言で述べてい

る農民の組織化により情報の伝達や共有が可能となるため、このような制度作りにより

DUAT の登録への支援体制作りも可能となると考える。 

 このほか、ギャップが生まれる理由として考えられることは、モザンビークでは急速に

海外投資が進んでおり、投資目的で土地を利用するケースも増えてきている。その反面、
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海外投資の恩恵を受けることが出来ず、生産性向上や作物の質を向上させる環境を持たな

い小規模農家が開発から取り残されていく危険性がある。JICA が進める ProSAVANA のよ

うな大規模な農業投資促進事業を進めるのであれば、小規模農家に対する支援をむらなく

実施することで、急速に進められている農業開発から小規模農家が取り残される事態を回

避することが非常に重要である。 
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D)  ベトナム 

 

【要旨】 

 デルタ、高地、中部乾燥地帯でコメ、コーヒーなど輸出も視野に入れた商品作物を栽

培し、その生産量は世界に誇れるほどである。一方で、国内に少数民族を中心として

貧困農民も抱えている。 

 農業の近代化、インフラ整備、生活改善などを記した Tam Nong（三農）が農業政策

としてあり、その下に地方の貧困対策に特化した New Rural Development Program

がある。 

 トップダウン式のメカニズムで末端まで政府の管理が行き届いているが、必ずしも農

民の声を反映できていない。また、現場レベルでの職員や農民の能力開発が課題であ

る。 

 潜在力があるため、農産物の付加価値を上げるためのバリューチェーンの整備、国際

的な民間投資を活用することと、それをサポートする援助方針をつくることが重要で

ある。 
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1 農業の概要 

 

ベトナムでは、約 33 万 1,210 平方キロメートル52の国土に人口 9,434 万人53が暮らしてい

る。北を中国、西をラオス、南西をカンボジアと接しており、南北に長い地形の 4 分の 3

を山地、丘陵、台地が占めている。北部は温帯性、南部は熱帯性気候など、地域の気候差

が大きく、幅広い農作物が生産されている。  

農作物は、主食であるコメが北部の紅河デルタ地域、南部のメコンデルタで生産され、

重要な輸出品であるほか、サトウキビ、キャッサバ、トウモロコシなどの生産も盛んで、

カシューナッツの生産量は世界第 1 位、コーヒーはブラジルに次いで世界第 2 位の生産量

を誇る54。果樹や天然ゴムといった内外市場向けの工芸作物の多くはメコンデルタや中部高

原で生産されており、北部の紅河デルタ地域では、各農家の経営規模が小さくかつ人口過

密なため、非農業部門の労働力の比率が高い55。 

現在、ベトナムでは工業化が盛んだが、GDP に占める農業の割合は 17.9%
56（2014 年推

測値）で東南アジアでは 4 番目に多く、農業生産額は世界 20 位57で東南アジア諸国の中で

はインドネシア、タイに次いで多い。工業化によって第 1 次産業の比重が縮小してはいる

ものの、農業部門の過去 10 年間（2005～2014 年）の平均成長率は 3.47%
58となっており、

東南アジア周辺諸国と比べても高いといえる。農村人口は 7 割を維持しており、農業は依

然として安定した産業と位置付けられているが、近年兼業農家の比率が高まっている。こ

れにより、農業以外の所得機会へのアクセスの有無による農村内での格差の拡大が指摘さ

れている59。 

1986 年に経済自由化・対外開放政策（ドイモイ政策）を採用したことにより、集団農業

から農地の私的使用化が行われ、これによって高い経済成長を遂げてきた。1990 年代には、

農地拡大と化学肥料の投入量増加による生産量の増加を実現した。2000 年代に入ってもな

お農業生産額、生産量ともに増大を続けている理由として、農業機械の導入や大規模化と

いった経営形態の変化や生産・流通組織の変化にその要因があるものと考えられている60。 

                                                   
52 Central Intelligence Agency, The World Factbook, 

[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html]（最終検索日：2015 年 11 月 10 日） 
53 同上 
54 FAO, FAOSTAT, 

[http://faostat3.fao.org/browse/Q/QC/E]（最終検索日：2015 年 11 月 10 日） 
55 坂田正三編 2013年「高度経済成長下のベトナム農業・農村の発展」 
56 Central Intelligence Agency, The World Factbook, 

[https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html] （最終検検索日：2015 年 11 月 10

日） 
57 FAO, FAOSTAT, 

[http://faostat3.fao.org/download/Q/QV/E]（最終検索日：2015年 11 月 10 日） 
58 世界銀行データベースを基に作成[http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.KD.ZG]（最終検索

日：2015 年 11 月 10 日） 
59 アジ研ワールド・トレンド 2015 年 3 月号第 233号 
60 坂田正三編 2013年「高度経済成長下のベトナム農業・農村の発展」 
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農業大国であるベトナムは、日本にとってはコーヒー・水産物の主要輸入元であり、今

後とも日本および世界市場においても重要な位置を占めるものと思われる。また、ベトナ

ムは環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）加盟に大筋合意しており61、TPP 加盟により、ベ

トナムの農産物輸出量は倍増する可能性があると予測されている。TPP がもたらすチャンス

を活用するために、ベトナム農業の再構築が提唱されている。 

 

 

2 農業政策の概要・目的 

 

 ベトナムでは、2008 年に共産党によって農業、農家と地方に関する大規模な改革として

の政策「Tam Nong
62」（三農）が施行された。この政策の柱は、次の四つに分類される。（i）

農業計画、（ii）個人投資促進、（iii）公共投資の効率改善、（iv）組織的改善である63。これ

らは、ベトナム農業を再構築するための解決策として位置付けられている。まず簡単に 1986

年の「ドイモイ政策」実施前後の政策に触れた後、2008 年の Tam Nong 以降の政策を説明し、

農業生産者への支援策について補足する。 

 

（1） ドイモイ政策前後の政策の変遷64
 

1） 南北統一後の農業集団化（1976～1985 年）  

1976 年の南北統一以降、ベトナム政府は食糧増産を目指し、合作社（農協）と呼ばれる

集団生産組織を中心とした農業集団化を推進した。しかし、中央集権的な農業集団化の下、

農民は生産した農産物をすべて低価格で政府に販売することが義務付けられ、農民の生産

活動は作業の種類ごとに定められている点数のみで評価されていた。そのため、農民の生

産意欲は減退し、食糧生産は低下した。政府は、農業生産拡大のためには農民へのインセ

ンティブを高めることが必要との認識の下、1979 年に農業の自由化を盛り込んだ新経済政

策（NEP: New Economic Policy）を発表した。  

1981 年には、NEP に基づいて公布された「党書記局指示 100 号（100 号指示）」によって、

合作社の生産物請負制が導入され、農家が播種から収穫までを請け負うことが可能となっ

た。また、一部の自由市場や国営部門以外の活動も認められるようになった。このように、

1980 年代の自由化は限定的だったものの、農業分野における影響は大きく、それまで食糧

の純輸入国であったベトナムは、1983年に食糧自給を達成した。  

一方で、自由化に伴ってインフレが進んだことや天候悪化の影響があったことなどから、

政府は自由化政策を見直し、農業集団化を再度強化する方針に転換した。その結果、農業

                                                   
61 2015 年 11 月 10 日現在 
62 国家主席決定 No. 26/NQ-TW 
63 Tran Cong Thang 2014 年 “Overview of Agricultural Policies in Vietnam”  
64 本項「（1）ドイモイ政策前後の政策の変遷」「（2）農地使用法の制定以降（1993年以降）」「（4）農業生

産者への支援策」は、「平成 25 年度海外農業・貿易事情調査分析事業（アジア・大洋州）」収容の「第 3

章 ベトナムの農林水産業の現状及び農業政策（コメを中心に）」などを基に作成 
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生産は低迷し、1980年代半ばには再び食糧危機に陥った。  

 

2）ドイモイ政策以降の自由化政策（1986～1992 年）  

ベトナム政府は、中央計画経済の枠組みの変革を目指し、1986 年の第 6 回共産党大会で、

旧ソ連の「ペレストロイカ」に倣った「ドイモイ（刷新）」政策を採択した。ドイモイは、

共産党一党独裁を堅持しながらも、資本主義的な生産活動や流通システムを導入し、構造

改革や外資導入を目指すものである。具体的には、①食糧・生活必需品・輸出品の 3 部門

への集中を基本戦略とする傾斜生産方式の採用、②市場経済原理に基づく経済システムの

導入、③対外開放による外国直接投資の積極的導入の 3 本柱の下に、各種法制度の整備、

国営企業の独立採算性への移行、貿易自由化の促進など経済活動の自由化を推進した。  

農業においても、ドイモイ政策の下に生産と販売の自由化政策が進められた。1988 年に

は、共産党大会における 10 号決議が公布され、それまでの合作社による集団経営から個別

農家による農業経営へと移行することになった。例えば、農家自身が種子・肥料・殺虫剤

などを自由に購入したり、農産品を市場で自由に売買したりすることが認められるように

なった。10 号決議による市場経済原理の導入によって、農民の生産意欲は大きく高まり、

ベトナムの農業生産は飛躍的に向上した。主要作物であるコメについては、1989 年には生

産量が国内需要を上回り、余剰米が輸出されるようになった。  

 

（2）農地使用法の制定以降（1993 年以降）  

1993 年に農地使用法が制定され、農民の土地使用権が 50 年間保証されるようになった。

また、土地使用権の譲渡・相続・貸与および銀行借入れの際に担保とすることが認められ

るようになった。これらの政策によって、特にコメの生産は飛躍的に増加した。また、1990

年代後半からは輸出用の工芸作物の生産量も急速に拡大し、重要な外貨獲得源となった。  

2001 年 4 月の第 9 回共産党大会において、ドイモイ路線の踏襲とさらなる改革・解放を

進めることが確認された。また、2006 年 4月の第 10 回共産党大会では、ドイモイ政策導入

20 年間の実績を総括し、市場経済化を進める決議が採択された。  

 

（3）2008 年以降の農業政策 

（i）農業と地方の計画 

農業・農村・農家に関する政策である「Tam Nong」は 2008 年に政府によって議決され、

2011～2020 年の社会経済開発戦略で主要な役割を担うことが定められた。以降、Tam Nong

は農村開発政策に大きく影響を与えている。Tam Nong は、包括的な経済成長戦略と地方開

発に関する指針を定めている（地方開発については(5)で後述する）。具体的には、農林水産

分野での年率 3.5～4%の成長を目標に、農業の近代化、農村の社会経済インフラの整備、貧

困地域の生活改善などに関する取り組み方針が示されている65。 

                                                   
65 Tran Cong Thang, 2014. “Overview of Agricultural Policies in Vietnam” 
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2012年 2月に発令された国家主席決定66で、2020年までの農業開発マスタープランと 2030

年に向けたビジョンが承認された。農業開発の方向性として挙げられているのは近代化、

持続性の確保、比較優位を利用した商業作物の大規模生産、科学技術の適用による生産性・

品質・効率・競争力の向上、国内と輸出市場への対応、長・短期的な国内の食料安全保障、

土地・水資源・労働力・資本の効率的な活用、農家・漁家の所得と生活の改善、研究開発

への投資である。2020 年までと 2030年までのより具体的な目標値として以下が挙げられて

いる67。おおまかな目標値と特筆すべき計画は次の通りである。 

 

表 1： 2020年と 2030年までの目標値 

 2011 年から 2020 年まで 2030 年に向けたビジョ
ン 

2020 年の農業、林業、水産業の割合 農業 64.7%、林業 2%、
水産業 33.3% 

農業 55%、林業 1.5%、
水産業 43.5% 

農林水産業の GDP 成長率 年率 3.5～4% 年率 3～3.2% 

農林水産業の生産額の成長率 年率 4.3～4.7% 年率 4～4.3% 

森林被覆率 44～45%  

農林水産品の輸出額 400 億米ドル（農業 220

億米ドル、林業 70 億米
ドル、水産業 110 億米ド
ル） 

600 億米ドル（農業 300

億米ドル、林業 100 億米
ドル、水産業 200 億米ド
ル） 

農地 1ha 当たりの生産物の価値 平均 7,000 万ドン 平均 1 億～1 億 2,000 万
ドン 

出所：Decision No. 124/QD-TTg Decision approving master plan of production development of 

agriculture to 2020 and a vision toward 2030 

 

 畜産分野を、国内需要を満たす製造産業にする目的で、2008 年 1 月、2020 年までの

畜産開発戦略を策定し、畜産農場と加工工場への組織と個人による投資を奨励した。 

 「多様な国内需要と輸出のニーズを満たすため、近代的かつ持続的で大規模な商業作

物の生産を目指し、生産性、質、効率性、競争性を向上させつつ、土地・水・資本利

用の効率性と農民の生計と収入を向上させる」という目的の下、農業農村開発省

（MARD）は 2012年 4 月、2020 年までのプロジェクト計画を作成した。これは、生

産の増加のみならず、多様な生産方法、製造プロセス、高品質な灌漑システムを導入

する鍵となる法案である。また、気候変動や環境に配慮した持続的農業を体系化する

ため、水資源の利用に関して 2013 年にマスタープランを発表した。これは、2012年

から 2020 年までのメコンデルタにおける灌漑計画と、気候変動と海面上昇に関する

2050 年までの方針を含んでいる。 

 

                                                                                                                                                     
[http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=195]（最終検索日：2015 年 11 月 15 日） 

66 国家主席決定 No. 124/QD-TTg 
67 国家主席決定 No. 124/QD-TTg 
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（ii）個人投資促進68
 

 商品市場へのアクセスと貿易促進 

政府は商品作物へのアクセスと生産者やビジネスを支援するための新しい法律を 2013 年

に公表した。法律は 2014 年に施行され、その中で、農業開発への投資を促進するためのメ

ディア広告支出とマーケット情報とサービス料、フェアの展示費用の 50%を支援すること

としている。 

 投入要素へのアクセスのための支援策 

2009 年 12 月に決定された政策では、家畜の疾病や自然災害による農業被害を受けた際、

以前の状態に戻すため、山岳地帯では 80%、その他の地域では 70%を政府が支援すること

になった。 

 インフラ建設のための支援 

2013 年に制定された法令によると、政府は土地賃料の 20%を支援すること、インフラが

建設された後、始めの 5 年間は水利用を支援すること、農業生産のインフラ改善と投資家

にインフラ建設を奨励することになっている。  

 土地利用の制限の緩和 

農地、森林、栽培漁業への土地利用に関して、2013年に個人や家族に対して 20 年を上限

としていたところを 50 年まで延長した。水田に関しては、インフラ投資や生産量と品質向

上のための科学技術の導入を図る政策を導入した。 

 クレジットサポート 

政府は生産者が化学肥料などを購入する際に、購入額の最大 100%を支援し、利息は 4%

にするとの政策を 2010 年に施行した。 

 ファイナンシャルサポート 

農業生産への障害を減らすため、税金や灌漑利用料等のファイナンシャルサポートのた

めの政策を 2008 年に導入した。それによると、2011 年から 2020 年の間、農地利用する際

減税することになっていた。また、灌漑設備を使用する際、個人や家族で土地を所有する

場合、農業利用目的の灌漑設備利用料を免除する政策を施行した。その他、農業機械や灌

漑設備を製造・生産している会社に対し、減税する、輸出用農業生産品の付加価値税をゼ

ロにするなどの内容の政策も実施した。一方、農業従事者は、93 種類の利用料等の負担金

を支払う必要があり、支払いが多い割には利益が少ないことから、農地を州に返却する農

民も出てきている。対策として、政府は生産の維持促進をするために、支払いや税金を最

低限まで抑えた。税と利用料の削減は農家と企業の農業における収入増加に役立った。 

 

（iii）公共投資の効率改善 

公共投資改革については、2003 年に州の予算の地方分権化が行なわれて以来、財政の分

                                                   
68 （ii）（iii）（iv）は、Tran Cong Thang, 2014. “Overview of Agricultural Policies in Vietnam” 

[http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=195]（最終検索日：2015 年 11 月 15 日）を基に作成 
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権化や権限移譲も行なわれた。投資、科学技術の応用や発展に関しては、農業が優先分野

とされており、農業の発展に経済的支援を投入するような体制をとっている。 

（iv）組織的改善 

2013 年の政策では、農業協同組合職員の教育や地方での技術協力、貿易促進等に関する

改革が行なわれた。具体的には、人事管理、労働、資本、技術協力と技術移転（市場開発）

のトレーニングを通してその能力向上を図った。この政策により、農作物の品質と生産性

を高めただけでなく、市場で競争力のある農作物を栽培し、トレーニングに参加した農家

や参加者の収入を増加させた。2013 年に発表された政策では、職員の教育や地方での技術

協力、貿易促進等を通した農業協同組合の改革が目的とされている。 

 

（4）農業生産者への支援策 

農業生産者への支援は、政府機関である農業農村開発省（MARD）が行っている。MARD

はベトナム全土に地方事務所を有し、国内の主要農産物の生産から消費まで幅広く担当し

ている。ベトナムでは、農業生産者に対する直接的な支援策は少なく、所得補償政策、増

産支援政策、担い手確保政策などは実施されていない。1980 年代後半から農業生産が急増

した要因として、政府による個別農家への支援よりも市場経済の導入が挙げられる。経済

の自由化を進めることで、農家の生産意欲を引き上げることが、ベトナムの基本的な農業

政策といえる。それでも、近年になって、農業の近代化を促進するための支援策や方針が

みられるようになっている。  

 

 農家の集約化・大規模化に関する支援策  

ベトナムの農業における主な課題の一つとして、農家 1 戸当たりの栽培規模が小さく、

生産効率が低いことが挙げられる。ベトナム政府はこれまで、世帯ごとに一定の栽培面積

を割り当ててきたが、世帯人数が増えたことで 1 人当たりの割当面積が小さくなったため、

品種改良や減農薬などの政策の実施がより難しくなってきている。こうした背景から政府

は、平地が多いメコンデルタ地域を中心に農家の集約化・大規模化を進めようとしている。

特に 2000 年以降、大規模私営農場の経営規模拡大と小規模農家の集約化・組織化により、

生産効率を向上させようとしている。これにより、新品種の導入や農薬使用の管理が可能

となり、更に品質や価格の安定が可能となっている。例えば、モデル地区として選定され

た複数の地区において、企業を中心に近隣の農家が一つの農場のように協働し、同じ品種

や農薬を使用して生産を行うことで、生産性の向上や安定した品質を保とうとする取組み

を行っている。  

 

 高品質化に関する支援策  

主に輸出用を対象として農産物の高品質化を図るために、MARD は 2003 年から「3 D 

（down） 3 U （up）」プログラムを実施した。「3 D 」は①種子、②化学肥料、③農薬の三
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つの使用量を減らし、「3 U」は①生産性、②品質、③コストパフォーマンスの三つを向上さ

せることを意味している。さらに、2009 年からは「3 D 3 U」プログラムに続く「1 M（must） 

5 D（decrease）」プログラムを奨励している。「1 M」は品質が良い種子を用いること、「5 D 」

は①種子、②化学肥料、③農薬使用量、④水の使用量および回数、⑤収穫後の損失率を減

らすことを意味している。「3 D 3 U」や「1 M 5 D」は、いずれも厳密な規格や基準ではな

く、農業生産における基本的な考え方を農家に徹底させることで、農産物の高品質化を実

現しようとする方針である。 

さらに、2008 年には Global GAP
69に基づくベトナム独自の適正農業規範である VietGAP

を策定し、その普及を推進している。GAP は、①食品（農産物）の安全性確保、②環境保

全、③労働者の安全確保を主な目的とし、輸出向け農産物の品質やトレーサビリティを保

証するために国連食糧農業機関（FAO）の提唱によって定められるものである。 

 

（5）新農村開発のための国家目標プログラム 

 2008 年 8 月に発令された Tam Nong の下で、新農村開発のための国家目標プログラム

（National Target Program on New Rural Development：NTP-NRD。以下、New Rural Development 

Program
70と称す）が策定された。New Development Programは複数の専門分野を横断した総

合的なプログラムであり、（1）新しい農村地域の建設に関するプログラム、（2）気候変動

対応策に関するプログラム、（3）農村の人材育成に関するプログラムが含まれる71。 

地方経済と生活改善を目的とした New Rural Development Programは、ビジョン、アプロ

ーチ、原則において、以前の政策とは性質が異なっており72、コミューンレベルでの地方開

発を促進するものである。このプログラムは、新しい地方をつくるために国が新たに定義

した 19 の指針73に基づいており、これらの指針を満たすことで、地方開発を進める狙いが

ある。 

ベトナム政府は 2009年 4 月、Tam Nong を受けて Decision No. 491/QD-TTg を発行し、19

の指針によって新しい地方のあり方（“New Rural Commune”、“New Rural District”、“New 

Rural Province”）を定義した。これによって発案された New Rural Development Programは、

2010 年 6 月の首相決定74
 によって承認された。2009～2011 年に 11 のコミューンで実施さ

れたパイロットプログラム75では、国の資金・技術的サポートを受けながら、コミュニティ

                                                   
69 欧州小売業組合が 2000 年に策定した EurepGAP がデファクト・スタンダードとして認められたもの。

Global GAP の認証を受けていない農産品は事実上 EUに輸出できない 
70 NTP on NRD、New Rural Development Policyなど訳が混在しているため、ここでは農業灌漑省で聞いた通

称：New Development Program を使用することとする 
71 国会決議 24/2008/NQ-CP 号 
72 国際農業開発基金 2010年 “Tam Nong Support Project Design Completion Report” Report No. 2296-VN 
73 19 の指針とは、1) マスタープランの計画と実施、 2) 交通、3)灌漑、4)電力、5)学校、6)技術施設、7)

地方のマーケット、8)郵便局、9)住居、10)収入、11)貧困家庭の数、12)労働構造、13)生産組織、14)教育、

15)健康管理、16)文化、17) 環境、18)政治経済的組織的システム、19)社会保障 である 
74 首相決定 No. 800/QDTTg 
75 2008 年 11 月の Conclusion No. 32/KL-TWの下、決定 
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の資源を活用した地方開発を促進させる目的があった。新しいプログラムでは、住民自ら

の話し合いによって開発計画がデザインされ、民主的な決定がされた。地元の共産党委員

会（指揮を執る地方政府）は、計画と政策実施、法的フレームワークの作成、資金・技術

等の支援を行い、地域住民のモチベーション維持に貢献した76。 

New Rural Development Programの内容を大きく整理すると、①地方の経済発展と暮らしの

精神的・物質的改善、②地方農業と急成長する産業、サービス、都市とを関連付けた計画

的開発、③文化的特性の保護をしながらの知的水準の改善と社会経済インフラの近代化、

④エコで環境に優しく、清潔さと美しさを確保すること、⑤グッドガバナンスに基づいた

良質な政治システムの向上である。このプログラムは 2010～2020 年の間、9,071 以上のコ

ミューンで実施されることになっている77。2015 年までに 20%のコミューンが 19 の指針を

すべて満たし、2020 年にはさらに拡大して 50%のコミューンが満たすことを目標としてい

る78。 

 

 

3 政策の農家への浸透度 

 

 ベトナムの農業農村開発省では、①農業の技術的助言を行うこと、②農村への助成金支

給、③農業プログラムの作成を通して、国の政策立案過程で、末端レベルのステークホル

ダーから意見聴取を行い、そのニーズを反映させる努力をしている。ベトナムの政治は、

ベトナム共産党の一党支配による社会主義体制であり、政策の実施においても、中央、省、

県、コミューン（社）と四つのレベルにおいて、体系的に政策を実施するシステムができ

ていることから、政策に基づいた実施が行えているように思われた。中央政府と現場のニ

ーズとの間に矛盾はなく、県の政策は中央の政策に反してはいないという見方は、農民組

合（Farmers Unions）に対するインタビューでも確認できた79。一方、農民の知識レベルが

低く、末端レベルで政策実施に当たる普及員側が「教えても仕方がない」という見方をし

ていることも多く、本当に必要としているところに必ずしも手が伸びていないという指摘

があった80。 

ベトナムにおいては、例えば、New Rural Development Program の普及に当たっても、そ

れをそのまま農家レベルに普及しようとは考えていないように思われる。実際、中央政府

においてその普及のための冊子をまとめても、県、コミュニティーレベルには配布してい

ないこと、その理由として、政策の詳しい把握よりも地方においては、実際の行動の方が

                                                   
76 Tran Cong Thang 2015 “Policies on New Rural Development Basing on Community in Vietnam” 

[http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=407]（最終検索日：2015 年 11 月 10 日） 
77 国際農業開発基金 2010年 “Tam Nong Support Project Design Completion Report” Report No. 2296-VN 
78 国際農業開発基金 2010年 “Tam Nong Support Project Design Completion Report” Report No. 2296-VN 
79 Bac Giang Farmer Union (議事録 D-7) 
80 JICA Expert (議事録 D-2) 
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より重要であると中央政府では考えている81ことがあげられる。政策の浸透度は、地域や村

によってレベルに違いがある。政策を知っているという農民がいる一方で、政策のことは

聞いたことはあるが内容は知らない、あるいは政策については全く知らないという農民も

いる。インタビューを行った野菜農家のように、自分たちに必要な研修を受けることによ

って安心・安全な野菜を生産するなど、農民組織から必要な支援を受けつつ、一定の成果

を収めている例もみられた。このことから、ベトナムにおいては、政府の政策そのものを

農村地域で広めようとするのではなく、農家には、実際の行動方針、具体的には農家に対

する技術指導という形で政策の普及・浸透を図っているものと考えられる。 

 

 

4 政策と農家のニーズのギャップ 

 

政策自体は、立案段階で農家代表から意見聴取を行った上での内容となっており、政策

の大きな方向性において、政策とニーズのギャップはそれほど大きいとは思われなかった。

問題は政策そのものよりも、その実施に関するものであった。政策を実施する側、政策の

対象となる側双方の人的・資金的リソースの不足、技術力や情報の不足等によるところが

大きいように思われた。また、都市と農村の格差、農家間の格差という観点からも、政策

立案側は問題意識を持っており、New Rural Development Programの実施をはじめとして、貧

困対策がそれなりに重視されており、貧困の度合いの高い地域、貧困農家に対してより手

厚い支援が行われるような政策がとられていた。 

政策と農家のニーズのギャップについて、課題は主に三つあげられる。 

第一に、特に現場レベルでの職員や農民の能力開発（Capacity Building）である。現場レ

ベルで能力に問題がある場合、政策が良いものであっても実施と普及に問題が生じるのは

当然といえる。ベトナムでは、末端に行くほど職員のレベルが低くなるのに対し、求めら

れる業務の範囲は広くなる。そのため、現場で必要とされる幅広い知識を備えた普及人材

の育成と、農民自身が学んだ技術を生かすことができるような、理解力を高める能力開発

が課題となっている。先に述べたように、ベトナムにおいては、政府の政策そのものを農

村地域で広めようとするのではなく、農家には、実際の行動方針、具体的には農家に対す

る技術指導という形で政府の普及・浸透を図っているものと考えられるが、政策の狙いを

農家にも理解できるような形で農家に伝える努力が中央政府においてはあまりなされてい

ないように見える。第二に、農産物の付加価値を上げるためのバリューチェーンの構築で

ある。ベトナムでは一般に農家の経営規模が小さく、特に北部の農村では規模が小さいた

め、通常の農業収入だけによる生活には限界がある。また、都市近郊を中心に一定の開発

は不可避であり、開発によってさらに農地面積が減少し、ときには農地を失ってしまうこ

とすらある。このため、小規模の農地から付加価値の高い生産を行うことが不可欠であり、

                                                   
81 Ministry of Agriculture and Rural development, Department of Planning (議事録 D-1)  
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付加価値を適正に評価されるようなバリューチェーンの構築が重要である。現地調査に行

ったバクザン市においても、農業協同組合に加入し、安全・安心な野菜を生産することに

よって農産物の付加価値を上げることに成功している例82、都市開発によって農地を失った

農民が、コメを原料とするせんべい作りによって生計を立てている例83がみられた。 

第三に、国際的な資金・技術協力や民間企業による投資・技術供与とその環境整備であ

る。ベトナムでの現地調査では、投資が比較的規模の大きい南部地域に集中しており、規

模の小さい北部地域に少ないことへの不満が聞かれた。 

 

 

5 ギャップが生まれた理由の分析と提言 

 

上述の 3 点について、まず理由の分析を行う。 

一点目の、能力開発について、普及員のレベルにばらつきがあることも事実だが、農民

の理解力のレベルについては、農民自身が知識や新しい技術に触れる機会を持っているか

どうかが重要となってくる。現地調査を行ったバクザン市でも、農業協同組合や Farmer 

Unionなどの活動に率先して参加している場合、農民の間での政策認知度が高く、農民は必

要な訓練に参加して積極的に新しい技術を取り入れることができていた。そのため、農業

組織は農民を取り込んで、組織の活動を行うことでアウトカムを効果的に導き出すことが

必要である。また、中央政府は政策の狙いを農家にも理解できるような形で農家に伝える

ための工夫を凝らすことが求められる。 

二点目の、農産物の付加価値を上げるためのバリューチェーンの構築であるが、聞き取

りを行った農民はマーケティングの問題を指摘していた。例えば、政府の指定した生産物

の販売所が、人通りが少ないとの理由で適切でないなど、住民の意見を尊重しないかたち

で半ば強制的に行われたということだった。こういったバリューチェーンの構築について

は、地元住民を交えて十分に協議し、十分に調査した上で、双方が納得いく場所に共同の

施設等を敷設すべきと考える。この点において、農民のニーズを把握する際に、垂直方向

（中央、省、県、コミューン）の意見収集・状況把握と比べ、研究機関などを使った横断

的な調査・研究が相対的に弱いことが感じられた。全体の印象として、ベトナムの農業政

策は官主導で行われており、民間の調査・研究機関はあまり充実しておらず、比較的調査・

研究に自由度が乏しい印象を持った。この点は、第三者機関など、直接農民のニーズを集

約して中央に届けられるような機関が充実することで改善されるのではないかと考える。 

 三点目の、国際的な資金・技術協力や民間企業による投資・技術供与とその環境整備で

あるが、日本の民間企業からのベトナムのアグリビジネスへのノウハウや技術の移転など、

民間企業が参入しやすいようなベトナム側の仕組みづくりが必要と思われる。例えば、土

                                                   
82 農村インタビュー（議事録 D-9） 
83 農村インタビュー（議事録 D-8） 
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地使用料を減免するなど、民間投資のインセンティブとなるような取り組みが求められる。 

特筆すべき事項として、ベトナム政府からあがった日本に対する要望として、農業機械

の輸出税の減税や、日本国内で投資家を引き付ける情報提供の促進への期待が寄せられて

いる。これらから、海外からのインプットによって技術改善を図りたいという意図も感じ

られた。 

 このほか、ギャップが生まれる理由として、必ずしも農民のニーズを聞くことばかりを

優先するのは正しくないという、政府系研究機関の IPSARDでの意見を得た84。理由として、

利害関係にある二つの集団がある場合、双方のニーズを満たすことは難しいためという。 

次に、ベトナムの特徴として、政府は共産党によって監督されており、政府機関の一部

である Vietnam Farmer Union （VFU）が、政府の決定事項を越えて農民のニーズを支援し

たり優先したりするのは困難と考えられる。VFU は農民の権利を守ることを任務とする機

関だが、農民のニーズと政策の間にギャップを感じたとしても軌道修正するのは難しいと

思われる。しかしながら、VFU は全国規模のネットワークを有し、中央政府と農家を結び

つけ、特に情報伝達の上である程度の役割を果たしていることが分かった。この機能を、

今後とも活用する必要があると考えられる。 

 一方で、農民へのインタビューを通し、彼らが政府の決定事項を受け入れ、葛藤を抱き

つつも、日々の課題と対峙しているように感じた。例えば、バクザン市の一つ目の村では、

都市開発の影響を受けて汚染された土地の農業利用を諦めたり、収入源を変更させたりな

ど、都市近郊農民ならではの変容の受け入れ方、工夫が見られた。 

 今後、ハノイなどの都市では、マーケットを大きな建物の中に入れるという政府の政策

と、路上販売者から新鮮な農産物を購入する85という消費者の購買慣行にずれが生じ、生産

現場だけでなく消費現場でも大きな変化が予測される。他方、山岳地域を中心に貧困は相

変わらず存在し、補助金は貧困地域に送っているという86。New Rural Development Program

の実施で地域間格差を埋めていく取り組みは行われていくと考えられるが、どういった効

果があるのかきちんとモニタリング・評価を行い、効果的な取り組みにつながることを期

待する。 

 

                                                   
84 Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development – IPSARD（議事録 D-3） 
85 CIAT Asia - International Center for Tropical Agriculture (CIAT)（議事録 D-5） 
86 Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)（議事録 D-1） 


