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第 4 章 ウガンダにおける農業分野の支援とドナーの農業分野の支援状況 
現在、ウガンダにおいて農業開発の基本となっているのは、アフリカ連合（AU）が 2003

年に採択したCAADP（Comprehensive Africa Agriculture Development Programme：アフリカ農

業総合開発プログラム）である。CAADPは、NEPAD（New Partnership for Africa’s 

Development：アフリカ開発のための新パートナーシップ）のプログラムの一つであり 54、

アフリカの農業支援に関わるすべてのドナーはこの計画に沿って支援することが求められ

ている。CAADPは食料安全保障の改善と農業輸出の促進を目的としており、具体的なテー

マとしては、農地及び水資源管理、市場アクセス拡大、食料の増産と貧困削減、農業研究

と農業技術普及等がある。 

農業分野のドナー協調は、農業分野のドナー会合を通じて進められている。ドナーは、

CAADP及び第 2 章 2.1（1）で詳述したDSIPの方針に基づいて、援助プロジェクト/プログラ

ムを実施することになっている 55。 

DSIP において、重点支援対象とされた 10 大農産物（メイズ、コーヒー、マメ類、茶、キ

ャッサバ、バナナ等）を支援することで、政府とドナーの間で合意がなされている。 

なお、ウガンダへのドナーの援助状況については図表 21 の通りで、2011 年から 2012 年

の援助の実績は、米国が 396 百万ドルと最も多く、IDA（世界銀行）が 188 百万ドルと続い

ている。なお、日本政府による援助は 9 位であり、63 百万ドルであった 56。 

 

図表 21：ウガンダへの ODA 援助総額の上位 10 カ国 

（2011 年-2012 年実績、単位：百万ドル） 

 

出所：DAC 統計より作成。 

                                                   
54 CAADP ウエブサイト, http://www.caadp.net/index.php   
55 CAADP (2010) Uganda Country Review Report, 2010, p. 5 
http://www.gafspfund.org/sites/gafspfund.org/files/Documents/7.%20Uganda_review%20of%20investment%20plan.
pdf  
56 DAC 統計, http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/UGA.JPG  
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ウガンダへの援助の分野別内訳ついて、2012年のCPA（Country Programmable Aid：援助総

額から援助受け入れ国により計画できない緊急支援や債務救済等を除いた援助額）データ

により示すと図表 22の通りである。ウガンダへの総援助額1,575百万ドルに対し、農業関連

の支援額は141.9百万ドル、全体の9.01%であった57。 

 

図表 22：セクター別にみる援助額（CPA ベース） （2012 年） 

  Sectors 百万 US ドル 構成比 

1 人口政策とリプロダクティブヘルス 388.7 24.68% 
2 保健 245.2 15.57% 
3 経済インフラ 219.9 13.96% 
4 公共政策と市民社会 154.3 9.80% 
5 農業 141.9 9.01% 
6 教育 111 7.05% 
7 水供給と衛星 86.9 5.52% 
8 マルチセクター 56.5 3.59% 
9 その他社会インフラ 55.9 3.55% 

10 一般財政支援 55.4 3.52% 
11 その他生産セクター 37 2.35% 
12 環境 22 1.40% 
  Total 1,574.7 100.00% 

出所：DAC 統計より作成。 

 

図表 23 の通り、ウガンダの農業支援政策に関する支出の多くは農村のインフラに費やさ

れている。近年の変化としては、道路に対する支出の割合が減ったのに対し、健康、灌漑、

公衆衛生、電力に対する支出が増加した 58。 

 

                                                   
57 DAC 統計, http://www.oecd.org/dac/stats/data.htm  
58 MAFAP (2013) Review of food and agricultural policies in Uganda 2005-2011 

http://www.oecd.org/dac/stats/data.htm
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図表 23：ウガンダにおける農業分野の公共支出の割合（2006 年） 

 
出所：MAFAP, Review of food and agricultural policies in Uganda 2005-2011 

 

2003 年より、ウガンダ政府は貧困撲滅及び食料安全保障の向上を目的としてネリカ米を

導入した。ウガンダにおけるコメの生産は 2000 年から 2010 年にかけて倍増し、耕作地は

2000 年には 7 万 2,000haだったものが、2006 年には 11 万 3,000haとなり、2010 年には 14 万

haに達した 59。 

ウガンダは、セクターごとの開発計画である「セクター・プログラム」をウガンダ政府

及びドナーの間で共有し、密接な連携の下に援助を実施していく、いわゆるセクターワイ

ドアプローチ（Sector Wide Approaches：SWAps）に基づく援助協調が進展した国の一つであ

る。また、最もハイレベルなドナー会合である現地開発パートナーグループ（Local 

Development Partners’ Group：LDPG）はOECD/DACメンバーに限らず全てのドナーに対し門

戸が開かれている。日本政府は、2006 年に保健セクター、2010 年に教育セクターにおける

援助のあり方及び政府の役割を定めた覚書に署名している 60。 

 

4.1 ドナーの農業分野の支援状況（バイドナー） 
各国とも、農業の生産性・収益性の向上を課題認識として様々な支援を行っている。日

本政府のウガンダ支援は、主に農村部の所得向上を目指すためのコメ増産への取組みを行

っている点が特徴的である。米国は、農業技術の向上により農業市場性・競争性を高める

ための支援を行っている他、デンマークは、他ドナーのパートナーとして、ウガンダの農

業政策への施策立案等を行っている。 

 

                                                   
59 MAFAP (2012) Analysis of incentives and disincentives for rice in Uganda 
60 外務省、国別援助方針（ウガンダ）, 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni/13_databook/pdfs/05-02.pdf  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni/13_databook/pdfs/05-02.pdf
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（1）日本 
日本政府のウガンダに対する国別援助方針の重点分野の中目標として、「農村部の所得向

上」が掲げられている。ウガンダは、農業技術が未熟であることに加えて流通システムが

構築されていないため、農業生産性が低く農民層の所得向上に結びついていない。日本政

府は、自給作物でありかつ換金作物であるネリカ米を中心としたコメの増産支援プロジェ

クト（ウガンダコメ振興プロジェクト（Promotion of Rice Development Project：PRiDe）61）

や湿地管理プロジェクト62等を通じて、農業生産性及び農業の収益性を改善し、低所得の農

民層の所得向上を目指している。 

2010年から2015年の間に計画された主たる日本のプロジェクトの支援額は、コメ復興プ

ロジェクトに8億円、稲研究･研修センター建設計画が6.51億円であった63。 

なお、JICAは、PRiDeにおいてネリカ米生産のための種籾を研修参加者に対して配布して

いる。PRiDeプロジェクトの中で、NARO及び国立農業指導機関（NAADS)でコメ生産の普

及に向けた普及員の研修を200人程度に対し行っていたが、普及員は現在全員解雇されてお

り、コメ普及に向けた技術指導体制には課題が存在する64。 

 

写真 6：ナムロンゲ試験場のネリカ米（ワキソ県） 

撮影：調査団 

 

（2）米国（USAID） 
USAIDの農業支援は、大きく3つに分けられる。1点目はコモディティの生産支援であり、

DSIPの 10 大農作物のうち、国内消費用のマメ類とメイズ、輸出用コーヒーの生産促進支援

を行っている。2 点目は市場志向農業を可能にする環境作りの支援、3 点目は農業生産資材

                                                   
61 JICA ウェブサイト 
http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/VIEWParentSearch/5DB3BC4D9017556D4925791B0079E73C?OpenD
ocument&pv=VW02040104 
62 JICA ウェブサイト
http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/VIEWALL/4DC60A4CA94CEAC6492579CF0079EF31?OpenDocumen
t 
63 外務省ウェブサイト, http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/region/africa/uganda/index.html  
64 国立作物資源研究所（ナムロンゲ農業試験場）ヒアリングより。 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/region/africa/uganda/index.html
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（種、肥料、農薬）の支援である。3 点目の農業生産資材の支援に関して、ウガンダではF1

種でない種や発芽率の悪い種も、F1 種や優良種子と偽って販売されている場合が多い。こ

れらの表記が正しくない種子を取り締まる規制が弱いことも課題として挙げられている 65。

このため農業組合と連携し、Uganda National Seedsのバーコードが付いた正規の種を小規模

農民に配布している。その際、民間の種子会社（ケニアや南アフリカの企業）とも協力し

ている。 

USAID は、The Commodity Production and Marketing（CPM）プログラムにおいて、マメ類、

メイズ、輸出用コーヒーの 3 つの農作物を中心に、バリューチェーンを構築することによ

る雇用創出効果、食料安全保障の確保を目指している。現在バリューチェーン構築支援と

して、北部と東部を中心に、全国 35 県でプロジェクトを展開しており、農民に対して発芽

率の高い良質の種を提供している。また、農民の能力向上という観点から、農産物の価格

情報を的確にとらえ、農産物の質及びポストハーベストの管理状況の向上（メイズやコー

ヒーの場合、カビやひび割れをできるだけ少なく、乾燥の際も土の上にそのまま農産物を

置くのではなく、シートを引いて乾かすなど）、農産物価格の変動とその原因の分析等につ

いて指導できる農民組合を支援している。 

なお、2012 年の農業分野の支援額は、14.3 百万ドルであった 66。 

 

（3）デンマーク（DANIDA） 
デンマーク（DANIDA）の取組みとして、Public Sector Agriculture Support（PSAS）が挙げ

られる。PSASの目的は、ウガンダ農業畜産水産省への支援である。公的セクターによる農

業支援として、ウガンダの農業の競争性、収益性、持続可能性の強化を高めるべく、DSIP

の策定と実施を支援している。PSASに対する 2010 年～2014 年の予算は、5 百万デンマーク・

クローネである。なお、PSASの支援は、世界銀行、FAO、EU、IFAD、AfDB、USAID、JICA

をパートナーとして実施している 67。 

DANIDAとウガンダ政府は、2007 年に技術支援及び金融支援を目的としてAgricultural 

Business Initiative Trust（aBi トラスト）を設立した。現在はDANIDAの他、USAID、EU、ス

ウェーデン、ベルギー、オランダ、英国及びドイツが支援を行っており、各ドナーから拠

出された資金は、トラストファンドにプールされる。具体的な支援内容は、バリューチェ

ーン支援としてウガンダの小規模農業事業者への技術指導（コーヒー、野菜、酪農、油脂

種子等）やコンサルティングによる支援のほか、農業銀行への資金提供などが行われてい

る 68。 

 

                                                   
65 USAID 及び IFAD ヒアリングより。 
66 USAID ウェブサイト, http://results.usaid.gov/uganda/economic-development/agriculture#fy2012  
67 DANIDA ウェブサイト, http://uganda.um.dk/en/danida-en/agriculture/  
68 USAID ヒアリングより。 

http://results.usaid.gov/uganda/economic-development/agriculture#fy2012
http://uganda.um.dk/en/danida-en/agriculture/
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4.2 ドナーの農業分野の支援状況（マルチドナー） 
ウガンダで、農業分野の支援に取り組む主たるマルチドナーは、アフリカ開発銀行（AfDB）、

世界銀行（WB）、国連食糧農業機関（FAO）、国際農業開発基金（IFAD）である。 

ウガンダでは、2001年に設立された農業指導を行うための機関として、国家農業支援サ

ービス（NAADS）が世界銀行やIFADの支援により設立され、支援が行われていた。このほ

か、農業インフラの整備、金融サービスの強化なども行われている。 

 

（1）アフリカ開発銀行（AfDB） 
AfDBは、ウガンダの農業分野への支援として、農業従事者の現金収入向上プロジェクト、

コミュニティ・農業インフラ改善事業等を実施している 69。コミュニティ・農業インフラ改

善事業については、事業予算 83 百万ドルのうち、アフリカ開発銀行（AfDB）が 45 百万ド

ル、国際農業開発基金（IFAD）が 32 百万ドル、ウガンダ政府が約 6 百万ドルを拠出して

いる。プロジェクト内容は、中部及び東部の農村地域のコミュニティ道路・農道を整備・

改修、その他に地方市場の整備、食品加工施設（コーヒー精製、ドウモロコシ製粉）等の

整備を行うものである。当該プロジェクトの支援を通じて、物流環境を改善し、農産物の

取引にかかるコストを縮減することで、消費市場へのアクセスを容易にし、農業生産性を

高めることを目指している 70。 

 

（2）世界銀行（WB） 
世界銀行は、農業関連分野の援助として「農業技術及び農業関連事業に関するアドバイ

ザリーサービスプロジェクト」を 2010 年より実施してきた。当該事業は、農業技術の強化

策、同国国内の農業研究・アドバイザリー・サービスの強化、その他の農業関連事業者と

の連携構築などに取り組むものであり、NARO及びNAADSへの支援を実施した 71。 

現在の世界銀行における農業分野の主な取組みとして、Agriculture Cluster Development 

Projectが挙げられる。同プロジェクトは、ウガンダでは農業が主要産業であることから、国

内需要及びCOMESAへの輸出を見据えた生産性向上を目的として、戦略的に設定した地域

を対象に、基礎インフラの構築、生産から加工までの一体化、輸送コストの削減などに取

り組むものである。当該プロジェクトでは、メイズ、マメ類、コメ、キャッサバを国内供

給と輸出のための戦略作物と位置付けている。生産性向上のための技術的な取組み（改良

                                                   
69 AfDB ウェブサイト, 
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/UGANDA%20-%202011-15%20RB
CSP.pdf  
70 AfDB ウェブサイト, 
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/uganda-community-agricultural-infrastructure-improvement-program
me-12146/  
71 World Bank ウェブサイト, 
http://www.worldbank.org/projects/P108886/uganda-sustainable-land-management-country-program?lang=en  

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/UGANDA%20-%202011-15%20RBCSP.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/UGANDA%20-%202011-15%20RBCSP.pdf
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/uganda-community-agricultural-infrastructure-improvement-programme-12146/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/uganda-community-agricultural-infrastructure-improvement-programme-12146/
http://www.worldbank.org/projects/P108886/uganda-sustainable-land-management-country-program?lang=en
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種の利用、肥料の導入、機械化、水利環境の改善など）及び市場価値向上に向けた環境の

整備への取組みを通じて、バリューチェーンの構築を目指している 72。 

 

（3）国連食糧農業機関（FAO） 
ウガンダでFAOにより実施されている農業または農業に関連するプロジェクトは図表 24

の通りである 73。コミュニティに対する成人教育、コメ・キャッサバ・食用油などの技術支

援、機材供与、及びバリューチェーン・食品加工など流通に対する支援等などを行ってい

る。 

 

図表 24：FAO による農業関連の主要プロジェクト 
プロジェクト名 主な事業内容 備考 
Farmer Field Schools (FFS)  農村部の農業関係者を主体とした成人教育等

の実施 
 

Quality Seed Multiplication ネリカ米、キャッサバの生産性向上のための

技術指導等 
ネリカ米については、

JICA との連携事業 
Promoting Sustainable 
Production and 
Micro-processing of Edible 
Oilseeds 

農家の現金収入の増加を目指した、食用油の

製造加工に関する機材供与、技術指導 
 

Enhancing Nile Basin Water 
Management 

ナイル川沿岸の諸国間の公平な水資源管理に

向けた戦略策定 
 

Controlling Banana Bacterial 
Wilt (BBW) 

バナナの青枯病対策  

Market and Trade Promotion 小規模農家に対する支援を目指した、生産物

の多様化、高付加価値化、金融支援、生産者

から消費者までのバリューチェーンに基づく

関連業者との連携の取組み 

 

Adapting to the Return Process 
in Northern Uganda 

北部帰還難民に対する食品加工設備、家畜の

飼育、農林業、養魚池の管理などの支援 
 

出所：FAO ウェブサイトより作成。 

 

（4）国際農業開発基金（IFAD） 
IFADは、主にウガンダの北部及び東部を対象として支援を行っており、現在は、生産性

向上の取組みを行っている。ターゲットグループは、小規模な農業・畜産業・漁業従事者

等、38 万 7,000 世帯である 74。小規模農家に対する支援の主な分野は、農業生産と生産性（植

物（パーム）油開発）、ファイナンス（キャパシティ・ビルディングとして農村部の信用サ

ークル支援）、及び農村部の市場アクセスに向けた支援（市場アクセスに向けたコンサルテ

ィング並びにアクセス道路及びアグリビジネス施設の整備）の 3 点である。このほかにも、

NAADSを始めとする各種行政機関のキャパシティ・ビルディングなども行っている。 
                                                   
72 World Bank ウェブサイト, 
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/AFR/2013/09/05/090224b081d9366f/1_
0/Rendered/PDF/Project0Inform0nt0Project000P145037.pdf  
73 FAO ウェブサイト, https://coin.fao.org/cms/world/uganda/en/Home/WhatWeDo.html  
74 IFAD ウェブサイト, http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/region/pf/uganda/r159ugce.htm 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/AFR/2013/09/05/090224b081d9366f/1_0/Rendered/PDF/Project0Inform0nt0Project000P145037.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/AFR/2013/09/05/090224b081d9366f/1_0/Rendered/PDF/Project0Inform0nt0Project000P145037.pdf
https://coin.fao.org/cms/world/uganda/en/Home/WhatWeDo.html
http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/region/pf/uganda/r159ugce.htm
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現在、IFADにおいて、実施中の農業関連のプロジェクトは図表 25 の通りである 75。 

 

図表 25：IFAD による農業関連の主要プロジェクト 
プロジェクト名 主な事業内容 備考 
Project for Financial Inclusion 
in Rural Areas 

選定した SACCOs への支援を通じて、農村コ

ミュニティの金融サービスの強化を図る。事

業予算は 35.4 百万ドル。 

 

Agricultural Technology and 
Agribusiness Advisory Services 
Programme（ATAAS） 

パーム油及びその他油糧種子（ヒマワリ、大

豆、ピーナツ、ゴマなど）からの植物油及び

その副産物の国内生産の増加を図る。それに

より輸入依存からの脱却、農村の所得の増加、

ウガンダ国内消費者が購入できる植物油の流

通を目指す。油糧種子開発は Lira, Eastern 
Uganda, Gulu and West Nile の 4 地方を拠点と

し 43 地域（District）にて展開。パーム油開発

は、Kalangla 地方の Bugula 島及び Mukono 地

方の Buvuma 島で実施している。事業予算

は、145.9 百万ドル。 

ATTA は、世界銀行との

連携。 
 

Vegetable Oil Development 
Project 2 

上述 ATAAS と同様の目的で、Lira, Eastern 
Uganda, Gulu and West Nileの 4 地方にて展開。 
事業予算は、145.9 百万ドル。 

 

District Livelihoods Support 
Programme（DLSP） 

農地を所有していない農民、小規模零細農家、

漁業関係者、女性及び若年層に裨益すること

を目的とした地方政府の公共投資計画への支

援を行う。プロジェクトの内容は、農業と農

地管理、道路・水道インフラの整備等。 
農地管理に対する支援として、農業関連団体

の農業にかかる経営ノウハウの強化、食糧安

全保障等に関連した支援の実施に力点を置い

ている。土地の登記（registration）、貧しい農

民に裨益することを目的とした借地等の係争

の解決などの土地問題への支援を行った。ま

た、2012 年には主に、マメ類、メイズ、バナ

ナ、パイナップル栽培を行う農業団体への資

金援助を実施した。事業予算は、50.9 百万ド

ル。 

 

出所：IFAD ウェブサイトより作成。 

 

IFADは農業支援における課題として、品質が保証された農業資材の入手が困難であるこ

と（偽装表示された種子の流通により適正な種子の入手が阻まれること、肥料の使用量が

乏しいこと）、使用する道具が原始的であり手作業を余儀なくされていること、農村地区へ

の道路インフラが不十分であること、農民の作物や市場に対する知識が不足していること

等を指摘している 76。 

 

                                                   
75 IFAD ウェブサイト, http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/projects/tags/uganda 
76 IFAD ヒアリングより。 

http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/projects/tags/uganda
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（5）国連世界食糧計画（WFP） 
WFP では、ウガンダを含むアフリカ各地で Food for Work（労働の対価として食糧を支給）

や Food for Training（研修参加者に食料支給）を実施している。ウガンダの場合、特に北部

の難民帰還兵に対し、公共インフラ建設などに必要とされる労働力提供の対価として、プロ

グラム参加者に食糧を支給している。 

 またNGOのWorld VisionがKaramoja地域（ケニアと接するウガンダ東北部）においてWFP

のFood for Workプログラムを実施しており、簡易灌漑や簡易土手の建設に村人が参加すると

メイズが支給される仕組みになっている 77。この地域では旱魃が起こりやすく、簡易灌漑の

設置により安定的な農業生産が可能となった。  

                                                   
77 World Vision Uganda ウェブサイト, 
http://www.wvi.org/uganda/article/%E2%80%98food-work%E2%80%99-improves-livelihood-karamoja-region 
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第 5 章 ウガンダにおける農地活性化のための農業技術、資機材、推奨作物、

制度・仕組みの検討 
 本章では、ウガンダにおける未利用地の活性化のために有効と考えられる 4 つの項目、

①農業技術、②資機材、③推奨作物、④制度・仕組みについて検討した。本章で検討する

事項は、未利用地の活用方策のみならず、アフリカ及び途上国の農業における農業の活性

化の一案ともなるものである。 

 

5.1 農業技術 
（1）適切な農業技術の指導・普及の必要性 
ウガンダは、食用作物の自給的農業が主流であるため､商品作物の生産に関して、自然環

境に見合う作物の品質と収量を達成するには改善されるべき事柄が多い。しかし､それら問

題点の多くは基本的な栽培知識と技術があれば解決されるものと考えられる。 

例えば、降水量が多い地域、あるいは点在する湿地周辺地や水捌けが悪い土壌が分布す

る地域での雨季の野菜栽培には対策が必要であるが、対策法を知らずに生産を試みて失敗

している事例が多い。また、メイズやモロコシ､ヤム芋等の栽培技術と蔬菜類の栽培技術の

違いを理解していないために、農業技術を学んでも成果が出ないことが多い。そのため、

環境に即した適地適作の知識と作物ごとに有効な技術指導が求められる 78。 

ウガンダでは、適切な農業技術（施肥、農薬の散布等）を理解していない農家が多い。

農民に農業技術を教えるNAADS事業の農業普及員は存在するが、普及員 1 人当たり

2,000-3,000 戸を担当する状況で、十分な指導ができていなかった。また普及員自体に農業

の知識が十分でない場合も多いとされる。ウガンダの農業普及員は 2 年契約であるため、

ドナーの人材育成プログラムにウガンダ人普及員が参加しても農業普及員の離職・交代等

により効果が持続しないことが多い。農協の営農指導員も数は少ないが存在するため、研

修対象者に加え、技術の普及を図ることも一案であろう 79。 

 

（2）伝統的農法を活用した技術指導 
ウガンダの農業は、第 2 章 2.1（7）で詳述した通り、周辺国と比べて、化学肥料の使用

量が非常に少ない 80。その理由としては、農地が非常に小規模で貧しい農家が多く、化学肥

料の購入資金を賄う余裕がなかったこと、また、ウガンダはもともと土壌が肥沃であった

ため、現在人口圧などで地力が落ちた状況でも追肥をしない耕作方法で農業を営めている

という事情もある 81。 

周辺国と比べてその利用量は少ないものの、ウガンダにおいても農薬･化学肥料の使用量

は確実に増加してきている。欧米や日本では農薬や化学肥料に頼らない環境負荷の小さい

                                                   
78 国際協力機構 (2013) ウガンダ園芸作物調査報告（未定稿）p.75 
79 関係者ヒアリングより。 
80 MAFAP (2013) Review of food and agricultural policies in Uganda 2005-2011 
81 UNIFFE ヒアリングより。 



67 
 

農業が徐々に普及拡大する一方で、発展途上国においては、短期的な生産性を優先した農

薬・化学肥料の導入が進んでいる。しかし、一般的にバランスを欠いた農薬や化学肥料の

利用は、環境への負荷が大きいとされる。そのため途上国においても環境負荷の小さい農

業の必要性が認識され、環境に配慮した持続的な農業技術の普及を通じて、農家の貧困削

減と環境保全が両立できるモデルの構築が必要とされている。 

落ち葉を肥料にしたり、草木灰を堆肥に混ぜたりする伝統的農法は植民地時代から実施

されているが、伝統的農法から近代農法に切り替わりつつある社会の中で、手間のかかる

農法をあえて採用するかどうかという課題がある 82。また、農家が伝統的農法を用いて有機

農産物を生産しても、それらの農産物が｢有機｣であることを証明することは難しく、生産

者が仲介者と適正な価格交渉を行うことが難しいのが現状である。また、仲買人も農産物

が有機農産物か否かを識別できないため、適切な価格をつけることができないといった指

摘がなされている 83。 

 

農民ヒアリングを基に、通常の農業生産と有機農法を含む伝統的な農法での農業生産と

の、コスト、メリット、デメリットを比較した結果が図表 26 である 84。 

 図表 26 では、コーヒーやゴマといった商品作物の生産においては、農業生産資材への費

用は、有機農法の方が少ないという結果が示されている。 

有機農法のメリットとしては、農産物の味がよくなる、第一収穫期と第二収穫期の間に

農地を休ませる必要がない、肥料の効果が長い、といった発言があった。 

有機農法のデメリットとしては、除草や除虫の手間がかかること、また仮に有機認証を

取得しようとした場合、認定取得時に費用がかかるうえ、認証取得後も監査、トレーサビ

リティーなど様々な費用がかさむ点が挙げられた 85。また、有機農産物は非有機の農産物と

見た目では違いがわからない上、近隣の市場で販売する際には、有機農法で手間暇をかけ

た農産物よりも安価な農産物の方が売れ行きがよいという現実がある 86。 

通常農法のメリットとしては、化学肥料や農薬を使うため手間がかからない、生産が軌

道に乗れば、農業投入費分の回収が見込める可能性があるとの意見があった。 

通常農法のデメリットとしては、化学肥料の使用により農地が荒れる、第一収穫期と第

二収穫期の間に農地を休ませる必要がある、肥料の効果が短いといった声があった。 

 

 

                                                   
82 現地農業関係者ヒアリングより。 
83 NOGAMU ヒアリングより。 
84 ムピジ県生産者組合、マサカ県農業生産者ヒアリングより。 
85 ムピジ県生産者組合ヒアリングより。 
86 ムピジ県生産者組合、マサカ県農業生産者ヒアリングより。 
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図表 26：通常農法と有機農法での農産物費用とメリットデメリットの比較 

（1 エーカーあたり） 
作物（場所） 手法 農業生産資材費 メリット デメリット 

コーヒー 
（ムピジ県） 

通常農法 

【肥料】NPK200kg（50kg
当たり 10-12 万シリン
グ）=合計 40-48 万シリ
ング 
【農薬】 
除草剤、防虫剤などが追
加で必要 

 手間が少ない 
 化学肥料は有機肥料
に比べて確かに高価
だが、生産性が上がれ
ばコストは十分回収
できる 

 コーヒー生産の後に
しばらく農地を休ま
せなくてはならない 

 肥料の効果が短い 
 

有機農法 

1.5 トンの有機肥料（ト
ン当たり 20 万シリン
グ）とコーヒーの殻の肥
料（60kg で 1 万シリン
グ）=合計 31 万シリング 

 コーヒーのあとすぐ
にメイズを作付けで
きる 

 肥料の効果が長い 
 農産物の味がよい 

 除草や虫取りなど手
間がかかる 

 有機認証を取得する
場合、認証費用、監査
費用などのコストが
かかる 

 

ゴマ 
（マサカ県） 

通常農法 使ったことがなく不明   農地が荒れる 

有機農法 
牛糞トラック 1 杯分（12
万シリング）×3 回＝36
万シリング 

 肥料代が節約できる 
 肥料の効果が化学肥
料よりも長いため、追
肥の回数が少なくて
済む 

 除草や除虫など手間
がかかる 

出所：ムピジ生産者組合ヒアリング、及び現地関係者ヒアリングより作成。 

 

上述のような通常農法と有機農法の、メリット、デメリットを踏まえつつ、農外収入へ

のアクセスの有無、自然環境や地理環境、市場のニーズ等の外部要因と合わせ、両者のメ

リットをできるだけ活かした生産方法を選択できることが望ましいと考えられる 87。 

 IITAの過去の研究結果では、｢多品種生産｣＜「多品種生産＋化学肥料」＜「多品種生産＋

化学肥料+有機肥料」の順で収量が向上することが示されている。有機肥料と化学肥料とを

組合わせることにより効果が大きくなる場合があることが示されている。そのため、有機

農産物として農産物を販売しない場合は、両者を組合わせ、収量を大きくするということ

も選択肢の 1 つとなろう 88。さらにIITAの調査では、化学肥料の反応度合いが、メイズ＜マ

メ＜バナナ＜キャッサバ＜コメ＜コーヒーの順で高いことも示されている。そのため、予

算の制約がある中で、どの農作物に化学肥料を投入するか、という選択も重要となる 89。 

 

                                                   
87 農業生産者ヒアリングより。 
88 IITA ヒアリングより。 
89 IITA ヒアリングより。 
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写真 7：有機農法での多品種栽培（マサカ県） 

撮影：調査団 

 

（3）小規模溜池灌漑等を含む土地利用整備と計画 
ウガンダのカンパラ周辺地域において、平成 21 年度環境プログラム無償「気候変動によ

る自然災害対処能力向上計画」によって、3 台セットのブルドーザー・バックホーなどの工

事機材が導入され、溜池設置スキームが実施されている 90。溜池は、土を盛りたてて堤体を

築造するものであり、技術的な見地からの課題が少ないのが特徴である。特に東部は、全

体的に緩傾斜の波状地形で、波状地形の底部に湿地が形成されており、地形的には溜池の

適地が多い 91。 

ウガンダにおいて溜池の需要は非常に多く、上述の環境プログラム無償で提供されたブ

ルドーザーはフル稼働しているが、課題としてはブルドーザーを移動するトラックが 1 台

しかないため、容易に移動できず需要に応えられていない 92。 

 

                                                   
90 在ウガンダ日本大使館ウェブサイトより。
http://www.ug.emb-japan.go.jp/01jp/04jpug/oda/event/2013/02namalere_j.html 
91 海外農業開発コンサルタンツ協会（2008）「ウガンダ共和国多目的小規模ため池開発による持続的湿地管
理計画」p.7 
92 有識者ヒアリングより。 
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写真 8：小規模溜池灌漑(左：コンクリート製、右：手掘り) 

 

出所：調査団撮影 

 

【コラム 小規模溜池灌漑の検討の視点】 

【技術的持続性】 
 小規模ため池開発には、複数の小規模灌漑スキームの連携が必要であり、受益地区内の小規模灌漑ス

キームの生産活動が継続することが前提となる。 
 伝統的部族や農民組織内外の紛争等、受益農民に対する社会調査の実施が必要である。 
 小規模ため池開発計画調査における投入には、個々の小規模灌漑スキームの活動を農民参加により他

地区に普及・発展させることが含まれる。 
 小規模ため池開発計画調査を実施し、農民の生計向上と湿地の環境保全に資するため、ため池に貯水

した水源は補給灌漑用水ばかりでなく、飲雑用水、内水面漁業、畜産用水、小規模発電用水等、多目
的に活用する可能性について検討する。 

【社会・経済的可能性】 
 小規模灌漑を実施する上で、グループによる活動は必要不可欠である。灌漑地区の規模が大きくなる

と、関係農民の数も多くなり合意形成やグループの編成が複雑となる。 
 農林水産省とウガンダ農業牧畜水産省による「東部ウガンダ持続型開発調査計画」では、湿地に沿っ

て小規模灌漑スキームを設定することによって、水路の規模を小さくし、かつ関係する農民の数も少
なくしている。これによって、合意形成やグループの編成を容易とし参加型による円滑な施設建設が
期待できる。 

 水稲は、湿地の開墾に最も適合した作物として導入されているが、伝統的な粗放耕作が繰り返されて
おり、雨期の洪水被害、乾期の干ばつによる被害を受け単位収量は平均 2.0t/ha（籾換算）以下と低い。
多目的ため池施設開発によって作付け率が向上するとともに、小規模灌漑スキームを通じて水田の整
備ならびに耕種法の改善によって収量の増加が期待できる。 

 ため池機能の一つである洪水時のピーク流量の抑制、及び乾期における灌漑用水や生活用水の供給が
可能となる。 

【現地政府・住民の対応】 
 湿地における稲作振興を、小規模灌漑スキームを通じて普及させ、生産性の向上を図るとともに湿地

の保全を行うことが技プロを通じて実施することを我が国政府に要請している。多目的ため池開発
は、さらに安定した収量の確保、積極的な湿地の保全を行うものであり、現地政府の要望が高い。 

 小規模灌漑スキームは、湿地の有効利用を行うものであるが、降雨の偏りに対する対策とはならない。
このため安定した生産活動を可能とする小規模ため池への期待が大きい。 

 ウガンダ政府は、「貧困撲滅行動計画（PEAP）」（2004 年）において「2017 年までに絶対貧困率を
10％以下にする」ことを目標に掲げている。また、農業を経済発展の重点分野として位置づけ包括的
な開発フレームワークである「農業近代化計画（PMA）」を策定し、貧困農民の所得と生活向上を目
指している。PEAP の目標達成には貧困農民の生得向上が不可欠であり、東部州で確認された「湿地
の賢い利用」の一つとしての小規模灌漑での稲作技術を他州においても普及されることが期待されて
いる。 
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 したがって、他州への普及を確認するために、西部州においても持続型灌漑開発の視点をもった開発
調査が必要である。 

出所：海外農業開発コンサルタンツ協会（2008）「ウガンダ共和国多目的小規模ため池開発による持続的湿

地管理計画」pp.11-12 より抜粋。 

 

また、畑の作り方も注意が必要である。山際の農地の場合、傾斜に沿って上から下へと

畝を作ってしまうと土壌流出が起きやすい。そのため、斜面のある程度の間隔に土嚢を積

み、等高線に沿った段々畑を作ることにより、自然と土壌が土嚢に溜まる。その土に緑肥

や草を鋤き込めば、肥沃な段々畑の農地が完成する。このような農地の整備をすることで

土壌流出を防ぎ、開墾の省力化にもつながり、長期的な農地利用計画にも有用である。ま

た、輪作ではなく常用畑のマネージメントをしながら農業をすることができる 93。 

このような段々畑での作付けの際には、小型耕うん機が入れる程度の幅を確保すること

が重要である。例えばキャッサバを 2m程度の間隔をおいて作付けるようにし、間にはほふ

く性のマメ類（インゲンマメ、落花生等）を作り、マメの収穫が終わった後、小型耕うん

機で耕せば、そのまま緑肥にすることができる。このような農業生産資材と農地の利用に

より、省力化と生産性の向上を図ることができる 94。 

小型耕うん機の幅を確保した村落から畑までの農道インフラ等をFood for Work95のよう

な仕組みで農民自らが建設するような仕組みを構築することも重要である。農道が強固で

なければ、雨季には畑までの道のりが水に浸り耕うん機を入れることができない。簡易な

農道であれば、土嚢を積み水はけを改善しながら、道を砂で突き固める手法で設置が可能

である 96。 

粘土質で水はけの悪い農地が多いウガンダでは、畑に畝を立て、排水路を設けることに

より品質の良い農作物が収穫できることが多い。 

 

                                                   
93 有識者ヒアリングより。 
94 有識者ヒアリングより。 
95 Food for Work とは、住民が必要な作業（農作業、インフラ整備等）を無償で提供してもらう代わりに、

食料を支給するプログラムを意味する。 
96 有識者ヒアリングより。 
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写真 9：排水路を設けて排水を改善した畑 

 

出所：調査団撮影 

 

（4）バリューチェーンの構築による高付加価値化 
ウガンダの農業の最大の問題点は、低い生産性のみならず、農業のバリューチェーン、

つまり付加価値を生み出し、持続可能な農業を営むための連鎖が切れていることにあると

指摘されている 97。それらのバリューチェーンを構築するためには、以下のような工夫が必

要とされている。 

 

1）加工食品開発 

ウガンダ産の大豆を使って大豆加工品の開発・生産･販売を行っているカンパラ市内の地

元企業では、コーヒーの代替飲料やバターの代替品などを大豆から生産し、付加価値をつ

けて販売している。ウガンダでは未だに大豆の食品機能面（成分や栄養価）よりも価格が

重視される傾向にあるが、将来的に経済発展が進むにつれて大豆の機能面により着目され

ると考えられている。また、ウガンダでは遺伝子組み換え大豆は認可されておらず非遺伝

子組み換えの大豆が生産されていることも、日本から見れば大きなポイントとなろう。ア

フリカでは、南アフリカ、ナイジェリア、ジンバブエ、ウガンダ等で大豆が生産されてい

るが、輸出している国は少ない。 

                                                   
97 IITA ヒアリングより。 
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平成 24 年に実施された実証調査 98では、ガーナにおけるヤムの加工食品開発に関する潜

在的ニーズについて分析がなされている。当該調査では、国家計画との整合、中所得者以

上の層による消費という想定からヤムイモに焦点をあて、商品開発を行っている。また、

アンケートで製品購入意向（販売場所、価格、ターゲット消費者）、類似商品の比較（ポテ

トチップス、生ヤム、小麦粉との比較）、パッケージ（見た目・大きさ・使いやすさ）、属

性についても調査が行われた。 

                                                   
98 三菱総合研究所（2012）「途上国の農業生産・投資拡大のための検討調査事業のうちアフリカにおける
農業投資拡大のための検討調査」（平成 24 年度農林水産省委託事業）、p.49 

【コラム】大豆加工食品の例（カンパラ） 
 

SESACO 社は 1981 年に操業を開始し、主に大豆の加工食品の生産、販売を行ってい

る。 
主力商品は、①Soya Kat（コーヒーの代替品。大豆を炒ってコーヒー風味にした飲料

用粉末。カフェインレスのため好評で一般スーパーで販売されている）、②Soy Millet（大

豆のおかゆ。インスタント食品）、③Brown Butter（ピーナツバターの代替品で、落花生

のみよりもゴマ、大豆、落花生を混合させることで伸びの良いペーストができる。パン

に塗るだけではなく、スープやそのまま食べることも可能）、④スナック（大豆のクッキ

ー等）、⑤豆乳（大豆の香りを軽減させたもの。近日中に豆乳ヨーグルトも発売予定）で

ある。 
原料は国産大豆、特に北部の大豆を近隣の農業組合、市場、トレーダーなどから仕入

れている。 
ウガンダの市場において、大豆の加工品は多いが、「幼児向けの食品」「加工に手間が

かかる」といった消費者の誤解がある。そのような誤解を払拭すべく、同社では様々な

商品の開発・生産を行っている。 
同社は現在年間 200 トン程度の大豆を使用している。同社の大豆加工品の市場シェア

は約 5-10％程度と推定される。競合他社は Maganju 社や EA Best Food 社である。ブラ

ウンバターに関しては競合の商品がない。大豆油に関しては、Mountmill 社や Mukuwano
社といった大手が生産しており、ケニアやスーダンに輸出されている。 
今後は健康志向の高まりとともに、大豆製品の需要は拡大すると同社は予想している。 
 

写真：ウガンダ産大豆加工食品 

   

出所：調査団撮影 
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その調査結果をまとめたものが図表 27 である。これによると、回答者の関心は、食味・

食感（及び製品とパッケージのサイズ）であることが分かった。また、外食産業やケータ

リング産業においても簡便な加工食品に対するニーズが高まっていることから、簡便性の

視点が重要であることが指摘されている 99。 

 

図表 27：ガーナにおける商品開発のコンセプトの例 

 ヤムチップス 
（Yam chips (crisps)） 

下ごしらえ済み真空パックヤ

ム（Precooked vacuumed 
packaged yam） 

ヤム・マメ粉末： 
（Yam legume flour） 

主な特徴 

 おやつ、軽食向けスナック

菓子 
 複数の味付けを準備するこ

とを検討 

 フライドヤム、ボイルドヤ

ム等、ヤム料理向けの半調

理品（冷凍保存する必要あ

り） 

 軽食、デザート、主食等の

調理に用いるヤム粉末 
 大豆及びササゲ豆粉末を混

ぜることでタンパク質を添

加 

対象となる消費層 
 都市部に居住する中～高所

得層（子供を含む） 

 小売店で販売する場合： 
都市部に居住する中～高所

得層（特に主婦、働く女性、

単身者） 
 レストラン等で販売する場

合： 
都市部に居住する中～高所

得層、及び外国人 

 小売店で販売する場合： 
都市部に居住する中～高所

得層（特に主婦、働く女性） 
 レストラン等で販売する場

合：都市部に居住する中～

高所得層、及び外国人 

実用化の際に想定さ

れる販売チャネル 

 スーパーマーケット 
 その他の中小規模小売店 
 道路脇の露店、道路上の売

り子 

  スーパーマーケット 
  その他の中小規模小売店 
  ホテル、レストラン、ケー

タリング業者 

  スーパーマーケット 
  その他の中小規模小売店 
  ホテル、レストラン、ケー

タリング業者 

主に消費される場所 
 あらゆる場所（家庭、オフ

ィス、学校、野外、車の中、

等） 

 家庭 
 ホテル、レストラン（ケー

タリング含む） 

  家庭 
  ホテル、レストラン（ケー

タリング含む） 

競合となる既存食品 
 ポテトチップス（輸入品） 
 プランテーンチップス 
 その他チップス、菓子類 

 従来の調理法によるヤム料

理 
 即席麺など、その他のイン

スタントフード、下ごしら

え済み食品 

 （潜在的には）コメ、パン、

パスタ等 
 小麦粉など、既存の料理用

粉末 

出所：三菱総合研究所（2012）「途上国の農業生産・投資拡大のための検討調査事業のうちアフリカにおけ

る農業投資拡大のための検討調査」（平成 24 年度農林水産省委託事業） 
 

実証調査において用いた品種は、大きさや形状にばらつきがあり、必ずしも大規模加工

を行う際に適しているとは言えないが、現地では加工向けのヤム品種が普及しておらず、

これらの品種を利用せざるを得ない状況にあるという。たとえばジャガイモの場合、生食

用（通常の調理向け）、加工用（日本では、ポテトサラダ向け、ポテトチップス向け、フラ

イドポテト向けなど、用途ごとにそれぞれ専用の品種が存在する）、さらにはでん粉原料用

など、目的に応じてさまざまな品種が開発され、普及している状況である。そのため、同

調査では、通常の調理向けである既存品種に加えて、加工に適した品種の開発・選定を新

                                                   
99 三菱総合研究所（2012）「途上国の農業生産・投資拡大のための検討調査事業のうちアフリカにおける
農業投資拡大のための検討調査」（平成 24 年度農林水産省委託事業）p.49 
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たに実施し、将来ヤムの加工産業がより成長した場合のニーズに応えられるよう、バリュ

ーチェーン振興のための布石を上流においても打っておくことが有効であると結論付けて

いる 100。 

ウガンダにおいても、近代化が進むにつれて、特に都市部においてインスタント食品の

需要が急速に拡大しつつある。そのため、加工用バナナを原料にした伝統的な主食のマト

ケ（伝統的な作り方では 3 時間程度必要）のインスタント加工品や、前述の大豆の加工品

のおかゆ用粉末などの需要も伸びていることから、上述のガーナの例を参考にすると、こ

れらの加工品へのビジネスチャンスもあると考えられる。大豆に関しては、子供用のおか

ゆ粉末の需要のみならず、非遺伝子組み換えの大豆ということで、国際市場の高い需要に

も応えられることから、原料または加工品の輸出可能性も高いと考えられる。 

またウガンダではイモ類の生産が伝統的に行われており、特にサツマイモの生産量は東

部を中心に盛んである。その上、生産・収穫とも容易で、ビタミン A 強化の品種であれば

栄養改善にもつながる。ウガンダは人口増加率が高く、子供に関連した商品の需要が急激

に増加することも見込まれているため、サツマイモの加工品、菓子生産（サツマイモチッ

プス、サツマイモを粉末にしたスープの素等）は有望であると考えられる。 

その他、隣国ケニアの輸入産品を見てみると、ウガンダでも比較的生産が盛んなサトウ

キビの粗糖や精糖を輸入していることが分かる（図表 28 参照）。そのため、サトウキビと

ともに、粗糖まで加工しケニアに輸出するというビジネスモデルも一案であろう。 

アフリカ 1 位の作付面積を誇る有機農産物（例えば欧州諸国向けの需要が大きいコーヒ

ー、茶、カカオ等）に関しても、原料または加工品を輸出することで農民の所得向上に貢

献することが可能となる。現在JICAが進めているウガンダ北部回廊物流網整備マスタープ

ラン策定支援プロジェクト 101との相乗効果も期待できる。 

 

図表 28：隣国ケニアの輸出入産品の上位 10 品目（2011 年） 

 輸入   輸出 

 品目 量 
（千トン） 

額 
（千ドル） 量/額   品目 量 

（千トン） 
額 

（千ドル） 量/額 

1 小麦粉 1,467 457,146 311   1 茶 306 858,250 2,799 

2 パーム油 165 206,260 1,245   2 ビ ー ル 用
大麦 58 21,155 360 

3 コメ 358 191,082 534   3 ソルガム 49 8,844 178 

4 茶 99 168,541 1,689   4 パ イ ナ ッ
プル（缶） 48 66,568 1,365 

5 粗糖 149 121,663 811   5 コーヒー 
生豆 41 267,809 6,488 

6 精糖 114 99,195 865   6 マメ 37 132,983 3,545 
                                                   
100 三菱総合研究所（2012）「途上国の農業生産・投資拡大のための検討調査事業のうちアフリカにおける
農業投資拡大のための検討調査」（平成 24 年度農林水産省委託事業）p.55 
101 2015 年より実施予定の案件で、東アフリカ地域における物流網の要である北部回廊（ケニアのモンバ

サ港からウガンダを経由しルワンダ、ブルンジ、あるいはコンゴ民主共和国、南スーダンまでを結ぶ回廊）

のインフラの未整備、各種輸送手段の相互連結性の悪さ、港や国境における貨物滞留、片荷輸送等による

物流コスト高といった課題を解決するためのマスタープラン作成支援を行うプロジェクトである。 
http://www.jica.go.jp/activities/schemes/jisshiyotei/ 
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 輸入   輸出 

 品目 量 
（千トン） 

額 
（千ドル） 量/額   品目 量 

（千トン） 
額 

（千ドル） 量/額 

7 メイズ 258 88,757 343   7 糖蜜 32 24,045 737 

8 調 味 料 原
料 18 68,451 3,722   8 加工野菜 27 44,406 1,633 

9 タバコ葉 12 49,776 4,074   9 ジュート 21 20,071 919 

10 加 工 品 原
料 38 37,059 962   10 果物 20 21,760 1,078 

出所：FAOstat より作成。 

 

2）収穫後の品質管理・包装 
ウガンダの農産物の課題として、農産物にゴミや石が混入していることが多い点が挙げ

られる。ゴミや石が混入しているのは、収穫後の問題だけではなく、農産物が重さで価格

が決まることから、石で重さを水増しする農民が多いためである。収穫後の保管状態が適

切ではなく、フードロスの割合が多い点も課題である。また、製品の包装（瓶、漏れない

蓋、密閉できる袋等）の質が低い上、種類が少ないため、適切な容器で農産物を出荷する

には輸入品に頼らざるを得ない点も問題となっている 102。 

 

写真 10：地面で直接乾燥される大豆（左）とマメ（右）（マサカ県） 

撮影：調査団 

ムピジ県で有機ドライフルーツを生産・加工・販売する有機農業組合・民間企業の事例

（第 5 章 5.3（2）にて後述）では、ブシ島やブンジャユ島からムピジ県までの輸送のコス

トが課題とされていたが、同企業の場合、先進国に高値で商品を買い取ってもらえること

から、順調に収益を上げ、自社のトラックを購入することができた。ウガンダでは公共の

陸路の運搬手段はほとんど存在せず、小規模の民間企業が運営するバスや小型バンでの流

通が主流になっている。このような運送手段は、特に農産物の運搬に特化したものではな

いため、移動途中の温度変化や揺れによる製品の劣化を避けることが難しい状況にある。 

                                                   
102 現地民間企業ヒアリングより。 
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5.2 効果的な資機材 
（1）耕うん機の導入と多機能化 
農作業は 90 パーセント以上手作業で行われ、多くの小規模農家は、品質の低い鍬とスコ

ップ､草刈り包丁程度の農具しか所有していない場合が多い。北部の一部の欧州系・インド

系の大規模農家を除き、農業機械の導入は進んでいない。そのため、ウガンダの粘土質の

固い農地を深耕できず、農業の生産性が低くなっている 103。 

また、第 3 章で詳述した未利用の農地の事例で示されたように、多くの農民にとって開

墾のための機械を借り入れる費用は大きな負担となっている。農業機械の利用の際の負担

を軽減することができれば、農業の機械化が進み、結果的に未利用の農地の活性化に繋が

るとも考えられる。 

 

写真 11：小型トラクターの一例

 

撮影：調査団 

 

しかし、本調査で明らかになった通り、ウガンダの小規模農家は農業機械を購入する資

金的余裕がないことが多い。そこで、農家 1 世帯ごとではなく、生産者組合や生産者グル

ープ単位での農業機械の購入やリース、機械化のためのマイクロファイナンスの活用を検

討すべきである。 

耕うん機については、北部で導入されているような欧米型の大型の農業機械ではなく、

日本が得意とする小さな耕作地でも耕作できる小型で持ち運びが容易な簡易版の耕うん機

（日本で 30-40 万円程度の機種で、1-2haを耕せるタイプが望ましい）に対する需要が大き

いと考えられる。また、機材を移動するための簡易な農道を、Food for Work等に見られる仕

                                                   
103 有識者ヒアリングより。 
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組みによって整備することが望ましい 104。さらに、農具･資材の使用法を含めた技術等､農

家･普及員への実践的なトレーニング指導も必要である 105。機械化により地域単位での生産

量を増加することができれば、共同出荷など産地が形成され、買付け業者に対し価格交渉

力を高めることに繋がる 106。なお、機械の貸し出しを含む賃耕サービスは首都カンパラ近

郊を中心に一部の地域で実施されているが、全国に普及しているサービスではないため、

現在NGOやドナー等が農民グループと連携し、小規模農民への機械導入推進のための支援

を実施している 107。 

圃場耕起の迅速化は適期播種を可能とする。耕うん機装着用の播種機を導入すれば、降

雨の状況を見ながら余裕を持って播種ができ、発芽・生育性を向上させることも可能であ

る。さらに、除草機を用いて遅滞無く除草を行い、灌漑ポンプを耕うん機に取付けること

で機動性を増し、必要な箇所に灌漑・散水することで植物の生育を助けることができる。 

また、自給用でしかなかった農作物を換金作物として市場に販売し直接収入を得ること

ができる。メイズ脱粒機や製粉機の動力源として耕うん機を利用して、賃作業を行って自

分の収入を向上させると共に、近隣農家の労働改善に貢献している例も報告されている 108。 

 
（2）在来資源を用いた肥沃度改善技術 
アフリカでは、依然として土壌の低肥沃度が大きな課題であるなかで、平成 25 年度にガ

ーナにおいて、在来資源を用いた肥沃度改善技術に関する調査が実施されている。ギニア

サバンナ帯、赤道森林帯等では、条件により稲藁や鶏糞、オガクズなど有効な資源が異な

っている。 

ギニアサバンナ帯の稲作では、化学肥料の施用が困難な際には、稲藁を施用することで

イネ収量の増加が期待できるとされ、その施用効果は、年や地域によって変動するものの、

平均して 10-30%の増収が期待できるとの結果が示されている 109。また、窒素肥料に代表さ

れる化学肥料の施用が可能な場合には、稲藁に加えて化学肥料を施用することが望ましい

が、稲藁を施用している場合には、窒素施肥量を半量程度削減しても、窒素推奨施用量の

場合と同程度の収量が期待できるとされている 110。 

国際農林業水産業研究センターによる 2014 年の赤道森林帯の稲作実証実験においては、

赤道森林帯の水田圃場は灌漑水田であり、土壌環境が還元状態（酸素が少ない状態）にあ

るために稲藁の直接施用に顕著な有効性は認められなかった。一方で、鶏糞の施用はイネ

                                                   
104 有識者ヒアリングより。 
105 国際協力機構(2013) ｢ウガンダ園芸作物調査報告｣（未定稿）p.75 
106 国際農林業協働協会（2014）「サブサハラ・アフリカにおけるアグリビジネス展開・促進実証モデル事
業」（平成 25 年農林水産省委託事業）p.63 
107 有識者ヒアリングより。 
108 国際農林業協働協会（2014）「サブサハラ・アフリカにおけるアグリビジネス展開・促進実証モデル事
業」（平成 25 年農林水産省委託事業）p.63 
109

国際農林水産業研究センター（2014）「アフリカの土壌肥沃度改善検討調査」（平成 25 年農林水産省委託

事業）pp.20-21 
110 国際農林水産業研究センター（2014）「アフリカの土壌肥沃度改善検討調査」（平成 25 年農林水産省委
託事業）pp.20-21 
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の増収に特に効果的に作用した。さらに、当該地域において廃棄物として焼却処理されて

いたオガクズについても、燻炭化し圃場に還元することで、イネ収量の増加に寄与できる

ことが明らかになった。2012 年度、2013 年度の試験結果によれば、およそ 1.5 倍の収量

が期待できるとされている 111。 

このようにして行った土壌改善により多収量が達成できることが見込めれば、未利用地

の開墾するインセンティブにつながると考えられる。 

 

写真 12：稲藁のマルチング（上）とバナナの葉の堆肥（下）（マサカ県） 

 

出所：調査団撮影 

 

5.3 推奨作物 
本調査は、小・中規模農民が取り組むことのできる農業技術等によって、現在耕作され

ていない農地等を活性化させることを主な対象としているため、大規模で大資本を要する

農作物は、推奨作物として列挙しないこととする 112。 

また、新たな品種を導入するよりも、現在作付けしている品種で、より収量が高く病気

に強いといった品種を導入し、生産性や栄養価を高める方が農民にとって受け入れやすい

と考えられる。作物の提案とともに、そのバリューチェーンも合わせて検討することが非

常に重要である。 

 

（1）国内消費向け農作物 
■サツマイモ 

サツマイモは栽培が比較的容易であり、日本が品種の量、質ともに世界的に優位性を持

                                                   
111 国際農林水産業研究センター（2014）「アフリカの土壌肥沃度改善検討調査」（平成 25 年農林水産省委
託事業）pp.20-21 
112 例えば、有望作物として挙げられる花卉生産は、ケニアとともにさかんな産品であり、エンテベ空港の
周辺には花団地が展開され花卉のビニールハウスが設置されている。主に接ぎ木によるバラ、菊、カーネ
ーションが生産され、出荷先はオランダなど EU 諸国に輸出されている。花卉の冷蔵倉庫は USAID が支援
しており、コールドチェーンは完備されている。 
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つ。またウガンダでは、キャッサバ等イモを食する文化があるため、比較的ウガンダでも

なじみやすいと考えられる。ビタミンAやベータカロチンなど、不足栄養素を補える品種が

想定される 113。 

WHOは、ビタミンA欠乏症（VAD）は、子供の失明、妊婦の夜盲症や妊産婦の死亡に至

る可能性があるほか、病気の発生、感染症などにつながる恐れのあることを指摘しており、

アフリカや東南アジア等の諸国において、公衆衛生の改善の一環として、低所得者層を対

象にしてVAD対策が行われている 114。 

FAOの調査では、ビタミンA強化型のサツマイモ（orange-fleshed sweet potato: OFSP）は、

主要な病害虫に強く、根にでんぷん質を多く含み、甘みがあり料理がしやすいことが示さ

れている。サツマイモは栽培が容易であることに加え、他の作物と比べ土壌劣化が起こり

にくく、病害虫に強く、根にでんぷん質を多く含み、甘みがあり料理がしやすいことも強

みである。ウガンダではサツマイモは植え付けから収穫までに概ね 4 カ月程度を要し、１

haあたり 20 トン程度生産できる 115。 

OFSPは、2007 年にConsultative Group on International Agricultural Research（CGIAR）の協

力団体であるHarvest Plusによって 2007 年にウガンダに導入された。NAROもOFPSの効果を

評価している他、2014 年 6 月時点では、米国による“Feed the Future”プログラムでの支援の

一環として、ビタミン強化型のサツマイモの栽培が行われている。OFSPはベータカロチン

（ビタミンAの前駆体でありプロビタミンとも呼ばれる）に富み、1日当たり125gの摂取で、

就学前の子どもの 1 日当たり必要なベータカロチンを賄うことが可能と言われている。

USAIDのプロジェクトにおいて、2013 年に新品種を 2 種投入し、現在では 6 品種が栽培さ

れ、5 万 5,000 世帯がOFSPを生産しており、2018 年までに 23 万 7,000 世帯が栽培・摂取す

るものと見込まれている 116。 

2014 年に日本政府も、世界銀行が運営している日本社会開発基金への 300 百万ドルの拠

出により、An Innovative, Integrated Approach to Enhance Smallholder Family Nutritionプログラ

ムにおいてOFSPの生産支援を行っている。ムバララやマサカ等の地域の小規模農家約 1 万

9,200 世帯を対象に、OFSPの耕作と家庭での消費及び出荷を通じて、妊産婦や乳幼児の栄養

改善と、小規模農家の農民の生活向上を図ることを目標としている。また、マーケティン

グ会社等との連携により、サプライチェーンの構築への支援も行っている。期間は 3 年間

を予定しており、NGO団体であるBRAC Ugandaを通じて実施される 117。 

ウガンダで育成されるサツマイモで代表的な品種は、Naspot10、Naspot12、Naspot13 など

である。ビタミンAの強化機能のみならず、既存の品種より 3 倍収量が見込めるのが特徴で

ある。上述プログラムにおいて、農民は融資が受けられるほか、育成したサツマイモの市

                                                   
113 有識者ヒアリングより。 
114 WHO ウェブサイト, http://www.who.int/nutrition/topics/vad/en/  
115 FAO ウェブサイト, http://teca.fao.org/technology/production-orange-fleshed-sweet-potato-uganda  
116 USAID ウェブサイト, http://www.usaid.gov/results-data/success-stories/orange-fleshed-sweet-potatoes-improvi
ng-lives-uganda  
117 BRAC Uganda ウェブサイト, http://uganda.brac.net/agriculture-and-food-security  
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場価格を把握するためのツールとしてスマートフォンが供与されている 118。 

 

■園芸作物 

園芸作物については、人々の嗜好の変化に伴い消費量が拡大している。トマト、玉ねぎ、

にんにくの需要が増えており、キャベツ、ナス、アマランサスも付け合わせの野菜（ニッ

チ作物）として消費が増えている 119。特に、パッションフルーツは栽培が比較的容易であ

り、肥料袋（ビニールサック）に土壌を入れて栽培できることから、農地に制限があって

も柵さえ立てられれば生産が可能であり、人気が高い。そのため、バナナ、キャッサバ、

コメといった主食を生産しながら、隣の畑の境界線としてパッションフルーツを作付けす

るような形でも生産が可能である。パッションフルーツ価格はここ数年高い水準にあり、

農家の大きな現金収入源になっている。 

また、南スーダンへの入り口として、援助関係者も多く居住するウガンダにおいては、

食品安全性への志向が高い欧州出身の外国人や、子供のいる外国人家庭からの、無農薬・

減農薬、無化学肥料で作られた新鮮な野菜への需要もある。また、ウガンダ人の中・高所

得者の若い母親の間でも、食の安全性に対しての関心が高まっており、通常の市場で販売

される野菜との差異化とブランド化が図れる場合は、有機農産物や減農薬野菜などの需要

も増加する可能性がある。 

 

（2）輸出向け農作物 
■ゴマ 

乾燥に強く、栽培が比較的容易な作物であるため、水が不足しがちな西部や北部での生

産に適している。アフリカ全土の課題として食用油の供給不足の問題があり、多くの国々

で食用油を輸入していることから、ゴマを初めとする油糧種子を自給することは、輸入量

を減らし貿易収支の改善にも貢献する。 

さらに、ゴマは収穫後の選別などに多くの労働力を必要とする労働集約的な作物である

ことから、雇用創出が期待できる。輸出作物としても有望であり、多くの国々で輸入の需

要が大きい作物である。すでに日本への輸出も開始されている（第 2 章 2.1（7）を参照）。 

 

■シアバター 

シアの木を共同体で育成保全することにより、長期的な視点で安定的に種を収穫するこ

とができる。シアバターは先進国の美容製品の原料として高い値段で取引されるため、農

家の現金収入を向上させることができる。特に北部のナイル川流域に自生するナイロティ

カ種のシアは、融点が低く肌馴染みがよいという機能的特徴もある他、北部の内戦からの

復興を目指す地域での女性の貴重な現金収入となっている点からも、重要な作物である。 

                                                   
118 New Vision, “Japan gives sh8.2b to fight malnutrition” 2014 年 11 月 28 日付記事より。  
119 現地農業コンサルタントヒアリングより。 
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■バニラ 

高い付加価値を生む作物で、軽量で運送しやすいという利点がある。世界的な産地であ

るマダガスカル産に比べるとやや小ぶりであるものの香りが高く、価格も手ごろであると

いう利点がある。また、バニラの木は日陰で育成するため、アグロフォレストリの構築に

も貢献できる可能性がある。 

 

■トウガラシ、ショウガ等の香辛料 

トウガラシは栽培が容易で、乾燥させれば輸送も軽量で簡易である。欧州諸国向け（特

にドイツとオランダ）の輸出用トウガラシ（バードアイ種）に大きな需要がある。ただし、

【コラム】シアバター加工と販売（北部及びカンパラ） 
 

KPF 社はウガンダの北部の紛争に苦しむ女性の支援とナイロティカという品種のシ

アバターの木の保全のため、活動を開始。10 年ほど前からシアバターの生産支援、販売

を行っている。 
事業展開に際しては、国際的な NGO である EPOKA や GROLINK から支援を受けて

いる。 
シアバターの生産者に対しては、農業コンサルティングサービスを提供し、有機認証

取得支援、市場販売支援を行っている。 
KFP 社のシアバターは、フランスの ECOCERT、スイスの BIO の認証を取得してい

る（2006-2007 年）。NOGAMU にも所属している。欧州各国の他、米国、日本にも輸出

されている。 
現在ウガンダ国内の 758 の契約農家（主にオツケ県）からシアナッツを買い入れ、ナ

ッツを絞り、梱包まで行っている。 
ウガンダのシアバター、ナイロティカ種は非常に伸びがよく肌なじみがよい。ナイロ

ティカ種はリノール酸、オレイン酸を豊富に含み、融点が低いことが特徴である。 
ウガンダのシアの木は、適切な栽培方法と手入れを行えば、100 年間はシアナッツを

取ることができる。北部の紛争により貧困地域となった農村では、シアの木を燃料など

のために伐採してしまい、その希少性が理解されていない。そのため、KFP 社は村人に

もシアバターの良さを説明し、持続可能なシアナッツの栽培、収穫方法を指導すること

によって、村全体でシアの木を保全するように働きかけている。 
 

写真：ウガンダ産ナイロティカ種シアバター 

   

出所：調査団撮影 
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2014 年末にウガンダ産のトウガラシがEUの基準をクリアできず、輸出が停止している 120。

スーダンでもトウガラシ需要がある他、コンゴ民主共和国にも輸出されている。輸出用と

は品種が異なるピクルス用のトウガラシは、ウガンダ在住の欧米人の需要が大きい作物で

ある。 

ショウガは、隣国のケニアでの需要が多い。ケニアでは、ショウガの栽培に適した土壌

の地域が少なく、ほとんどショウガが生産されていない。そのため、ケニアのバイヤーが

ウガンダまで買い付けに来ている 121。 

 

■花卉等の挿し木 

挿し木ビジネスに関しては、隣国ケニアの花卉栽培が有名であるが、ケニアよりもむし

ろウガンダの方が挿し木生産に適していると判断し、ウガンダで挿し木ビジネスを展開す

る民間企業もある。挿し木生産には大規模なビニールハウスの他、資本集約的な農業生産

資材が必要であるが、労働力が安く水も豊富なため、挿し木ビジネスに適しているといわ

れている 122。 

 

■パイナップル 

 乾燥や病害に強く、野菜や果樹に比べ栽培管理が容易である他、土壌障害も起きづらい

作物である。また、栽培費用に比して、単位面積当たりの収益性が高く、収量も安定して

いる。現在も、近隣諸国（ケニア、ルワンダ、エチオピア、ブルンジ）に輸出されている。 

ただし、市場価格の変動が大きいことと、販路と流通が未整備なため、村まで買い付け

に来るバイヤーに言い値で売らねばならないというデメリットがある 123。 

                                                   
120 農業畜産水産省ヒアリングより。 
121 国際協力機構（2013）｢ウガンダ園芸作物調査報告｣（未定稿）p.24 
122 現地民間企業ヒアリングより。 
123 マサカ県農業生産者ヒアリングより。 
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（3）国内消費、輸出向け両方の可能性を持つ農作物 
■コメ 

人口の都市化が進み、調理に手間のかかる伝統的なマトケを主食とする食生活から、調

理が簡単なコメの需要が高まっている。国内のコメの需要に追い付いていないため、現在

は数万トンを輸入している。そのため、今後もコメの需要は高まると予想されている。  

また、ウガンダの未利用地の多くが湿地に接する農地であるが、湿地周辺の未利用地と

水田との親和性は高く、湿地保全のための土地利用のルールに従ってコメを生産すること

によって収入の増加を図ることができる。 

ウガンダでは｢スタートアップキット｣が好まれる傾向があり、これまでコメを生産した

ことがない農民に対してJICAがネリカ米の種子 1kgと生産技術を無料で農民に提供し、農民

がコメの栽培に成功すれば翌年 2kgを返却するという支援を行っている。ただし、水田の管

理は水の管理や草取りなど労働集約的であることから、敬遠する農家も少なくない 124。 

 

■（コメ以外の）その他主食となりうる作物 

近隣諸国の主食作物（メイズ、キャッサバ、マメ、ジャガイモ等）が有望である。特に

北部の広大な未利用地を活用し、集団で農産物を生産することが可能となれば、大生産地

                                                   
124 ブイクエ県農業生産者ヒアリングより。 

【コラム】ドライパイナップルの例（ムピジ県） 
 
ムピジ県の 700 名の農民と 20 の組合が参加する Jalamba Organic Processors & Training 

Centre（農業組合、リーダーは民間企業を運営、輸出事業を担当）では、ビクトリア湖のブ

シ島とブンジャユ島で有機栽培されたパイナップルを加工し、ドライパイナップルとして日

本に輸出している（300kg の単位で月 2 回程度空輸し、日本の販売価格では 50g 当り 567 円

と高価な値段で販売されている）。同組合は EU の有機認定を取得し、オランダにもドライフ

ルーツを輸出している他、パイナップルの加工工場に併設された研修センターで、有機農業

研修なども行っている。 
写真：ドライパイナップルと乾燥機 

 
出所：調査団撮影 
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が形成され、農業生産のコストが下がり、輸出時の価格競争力が上がると考えられる 125。

また、西部の乾燥地のアイリッシュ・ポテトも質が高く、ポテンシャルが高いと言われて

いる。 

コメ、メイズ、マメ、雑穀等は、すでにウガンダの主要な輸出農産物にも含まれており、

現在の低い生産性が農業技術や農業生産資材の増加によって改善されれば、より輸出が伸

びる可能性がある（第 2 章 2.1（3）を参照）。 

 

■大豆 

国内向けとしては、人口増加率の高い中での幼児の栄養食品としてのみならず、機能性

の高い健康食品としてのニーズも高まっている。輸出向けでは、ウガンダの大豆が非遺伝

子組み換え種であることから、先進国での非遺伝子組み換え大豆への大きな需要に応える

ことができる。 

 

（4）産品ごとのフードバリューチェーンの整理 
上述の農産物のうち、現地で農産物・加工品販売を行っている企業が生産・販売を行っ

ている産品ごとのフードバリューチェーンと各過程での可能性、現状、課題を整理したも

のが、図表 29 である。 

生産時の課題としては、基本的農業技術の不足や、農業生産資材の不足といった点が、

製造・加工時の課題としては、商品開発能力や、製造能力の不足、品質の確保や電力への

不安等が挙げられている。また流通に関しても、高い流通コストや流通手段の選択肢の少

なさが挙げられている。 

このような課題を解決することを念頭に置いた支援を行うことにより、バリューチェー

ンの連鎖を強固にすることができ、最終的には未利用地を活性化するインセンティブにつ

ながると考えられる。 

 

図表 29：ヒアリング企業におけるウガンダの主要産品におけるフードバリューチェーン

上の可能性と課題 
No. 農産物  生産 製造・加工 流通 消費 

1 ゴマ 
（対日輸出） 

可能性 

環境負荷の小さい
農業 
品質の向上、供給量
の拡大 

現地（他生産地）で
の精製 
日本における商品
化 

安価かつ確実な日
本への輸送経路の
開拓 

ゴマ生産時のスト

ーリーの発信、素材
の持ち味を生かし
た商品の開発によ

る販路拡大 

現状 

緑肥の導入、有機資
材の発掘、土壌分析

の実施 
小規模農業者への
研修、農業者の組織

化 

既存産地を仲介し

て現地精製業者と
取引 
原料の品質にこだ

わる日本国内製油
メーカーと協同で
開発 

既存産地と輸送を
共同で実施するこ
とで確実な経路を

確保（供給量の安定
化も実現） 

日本側メーカー、エ

ンドユーザーとも
に関心拡大し、メデ
ィアも注目 

                                                   
125 現地農業コンサルタントヒアリングより。 
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No. 農産物  生産 製造・加工 流通 消費 

課題 

有機資材（牛糞、鶏

糞）を扱う事業者が
少ない 
基本的農業技術が

不足 
農業者リーダーの
能力が不足 
品質管理にコスト
が掛かりすぎてい
る 

産地の近くに精製
業者がいない 
 

内陸国であり、流通

コストが高く大幅
な費用減は困難で
ある 

売り上げや出荷量
は未だ限定的であ

る 

2 シアバター 
（対日輸出） 

可能性 北部の帰還難民女
性の生活向上支援 

北部の帰還難民女
性の生活向上支援   

商品ストーリーの
発信、素材の持ち味

を生かした商品の
開発による販路拡
大 

現状 

現地の生産者支援

を行っている NGO
団体がシアの木の
育成、搾油を行う 

収穫、乾燥、加工等
は NGO が対応 

カ ン パ ラ ま で は
NGO が輸送。カン
パラから日本まで

の輸送はコンテナ
輸送 

日本側メーカー、エ

ンドユーザーとも
に関心拡大、売り上
げも好調 

課題 大量発注に対応で
きる生産能力 

大量発注に対応で
きる生産能力  

国内土産用のテス
ト販売により課題
を見つける予定 
漏れない容器が少
ない 

  

3 バニラ 
(対日輸出) 

可能性 
過去に価格が急上
昇した際に栽培さ
れた木を利用 

  
販売量の安定によ
る輸送コストの削
減 

商品のストーリー

の発信、素材の持ち
味を生かした商品
の開発による販路

拡大 

現状 
現地の生産者支援
を行っている NGO
団体が生産 

収 穫 、 乾 燥 等 は
NGO が対応 

日本での販売価格

が高いため、空輸で
搬送。EMS や手荷
物でも輸送 

日本の高級スーパ
ー等で販売中 

課題    輸送コストが高い 販売量が安定しな

い 

4 

野菜 
（無農薬、無
化学肥料） 
（国内消費） 

可能性 
NOGAMU 加盟メン

バー約 20 万人の有
機農家が存在する  

現地のローカルバ
ス等公共性の高い
輸送手段への切り

替え 

テスト販売では消
費者から味と質に
高い評価が得られ

ている 

現状 カンパラ近郊の複
数の農家が生産中  

自社車両による配
送 

日本人コミュニテ
ィを中心にテスト

販売中 

課題 

適切な生産、指導方

法等 
信頼できる生産者
が少ない 

 輸送コストが高い 価格が高い 

5 大豆 
（国内消費） 

可能性 
非遺伝子組み換え
大豆への需要拡大

の可能性大 

加工製品として可
能性は大 輸出拡大 

左記加工製品及び
TSP（有機大豆たん
ぱく質）に対する需

要拡大ポテンシャ
ルは大 

現状 

生産量：2013 年 19
万㌧（FAOSTAT）、

2008・09 年 2.3 万㌧
（農業畜産水産省 
特に北部にて生産） 

非遺伝子組み換え
大豆（政府方針）を
使用 
飲料（コーヒー、ミ
ルク）、ソイミート、
スナック、ソイバタ

ー、ソイヨーグルト
等に加工 
ウガンダ全体では

油、絞りかす等を中

自前の物流チーム、
バイヤーを通じて
国内小売店、ショッ

ピングモール等に
供給 
カンパラ市内に直

販店 2 カ所設置 
オンライン直販 
バイヤーを通じて

ケニア、ルワンダ、

Soya Cup (大豆コー

ヒー）が最大のヒッ
ト商品 
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No. 農産物  生産 製造・加工 流通 消費 
心に年間 20 万㌧の

大豆加工食品を生
産、主にケニア、ス
ーダン等に輸出 

DRC、ブルンジ、タ

ンザニア、スーダン
に供給 

課題 

ポストハーベスト
及び貯蔵 
需要に対して生産

量が不足 

原料の品質確保と

コスト削減（現状、
手作業で不純物を
除去） 
電力不足、パッケー
ジ、運転資本 

市場開発、マーケテ
ィング（エリア開
発）、ブランディン

グ 

同左 

6 挿し木 

可能性 労働賃金も安く、ケニアよりも気候条件が
よいため拡大する可能性が大きい  

国内所得の伸びと
ともに国内花卉消
費が拡大する可能

性あり 

現状 
菊、フクシア、ペラルゴニウムインパチェ
ンス、アジサイ等の挿し木を自社農場にて

栽培  

独及び蘭企業と独
占契約を結び供給

（自社にて配送） 

欧州市場で消費さ
れ継続的に販売が

見込める 

課題 停電や高い電気代金    国内の消費量が少

ない 

出所：現地民間企業へのヒアリング調査等により MURC 作成。 

 
5.4 制度・仕組み 
（1）バリューチェーンを構築するための工夫 
ウガンダにおいては、フードバリューチェーンの構築が遅れており、食品加工業の種類

も限定的である。国内の加工業で対応できる農産物・農産加工品としては植物油（大豆、

パーム、綿、ヒマワリ等）、メイズ粉、サトウキビの糖蜜（消毒剤や飲料に加工）といった

ものがある。第 5 章 5.1（4）でとりまとめたように、バリューチェーンの各段階において

も課題が存在しており、これらを解決しつつ、バリューチェーンを構築するためには、以

下のような工夫が必要と考えられる。 

 

1）収穫後処理および共同加工等 
共同加工場などを設けて付加価値を付けて販売することで、等級分けや包装出荷を行っ

たり、また、貯蔵施設を設けて出荷時期の調整を行うことが可能となる。東部ブギリ県ナ

ンコマ地区のケースでは、村落レベルの生産者団体が組織され、その上部団体として副郡

レベルのナンコマ生産者共同組合が組織されてきている。更に、その上の県レベル共同集

出荷団体であるブギリ県商業的農業・組織開発協会が、役割を分担して乾燥場、貯蔵庫を

設け、生産物のバリューを上げ、川上へのバリューチェーンを形成し、有利な市場や買付

け業者との折衝が図られている 126。 

収穫後段階の課題に関しては、大豆の事例において、企業側が収穫後の異物混入を防ぐ

ため、買い入れ農家または組合に対して、収穫後の乾燥時にビニールシートやザルを導入

するように指導したり、その資材を提供･貸与することで、異物混入がない農産物を高く買

い取る方法があるだろう。組合や農家に対する支援策としては、異物が混入していない農

                                                   
126 国際農林業協働協会（2014）「サブサハラ・アフリカにおけるアグリビジネス展開・促進実証モデル事
業」（平成 25 年度農林水産省補助事業）p.63 
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産物を高く買い取る仲介業者や企業を紹介する（マッチング）他、収穫後の農産物の取り

扱いに関する研修を実施することも一案であろう。 

 
2）輸送段階の課題 
輸送段階の課題に関しては、現状公共または民間企業での貨物輸送で、小規模農民が利

用しやすい安価でかつ商品の劣化が少なく確実な配送方法を見つけることは非常に困難で

ある。そのため、農民に対しては、一般的なバン（マタツ）やバスで運送するための発泡

スチロールや丈夫なダンボール資材等の提供･貸与や、衝撃の少ない包装方法（新聞紙や雑

紙にくるんだり、野菜くずなどを商品の間に敷き詰める等）を指導することが必要とされ

よう。また、支援団体側からは、民間のバンやバスの運営会社に対しても、農産物の流通

の振興が、ビジネスチャンスの増加につながることを理解してもらい、小規模農家の小口

配送にも配慮するような配送サービスも検討するように交渉することも有用であろう。そ

の他、第 5 章 5.4（2）で後述する倉庫レシート・システムの物流体制を強化することによ

り、小規模農家の農産物の運搬の課題の解消にもつながると考えられる。 

 
（2）農業・農村金融（マイクロファイナンス） 
ムセベニ政権による市場の自由化以前の 1986 年までは農業組合が有効に機能しており、

農民グループに対してCrop financeが提供され、商品作物生産のために農民をグループ化さ

せる機能を果たしていたが、自由化によって組合は消滅し、このような金融スキームも機

能しなくなったといわれている 127。 

その後、ウガンダを含む東アフリカ地域では、2000 年代前半に大手マイクロファイナン

ス機関がアフリカでの活動を本格化させ、農家向けの小口融資を専門に扱う組織が多数設

立された。   

政府系機関であるウガンダ協同貯蓄･信用組合（Uganda Cooperatives Savings and Credit 

Union Limited：UCSCU）が実施するSACCO（Savings and Credit Cooperative Societies)事業と

いうマイクロファイナンス事業がある。SACCO は、30 名以上からなる農民グループが、

加入金と一定額以上の出資金の支払い、一定額以上の預金残高、さらに毎月の最低預金額

などの条件を満たした場合、貸付を行う。貸付条件はケース・バイ・ケースであるが、利

率は年率 36%、返済期間 6 ヵ月（猶予期間 1 ヵ月）、メンバーから 1-2 人の連帯保証人を立

てることとなっている。SACCO の数は全国で急増しており、2008 年の時点で全国に 3,155 

の SACCO が設立されている 128。 

民間のマイクロファイナンス機関では、バングラデシュのマイクロファイナンスの大手

であるBRAC、国際的なNGOであるHabitat、PRIDEアフリカ等、多数の機関が存在する 129。 

日本人が代表を務め、2 つの副郡の約 150-200 人の農民に融資を行っているAgriculture 
                                                   
127 現地農業コンサルタントヒアリングより。 
128 国際農林業協働協会（2010）「ウガンダの農業－現状と開発の課題－」p.57 
129 Mix Market ウェブサイト, http://www.mixmarket.org/mfi/country/Uganda 
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Innovations for Sustainable Development-Uganda (AISUD）では、大手マイクロファイナンスの

年利 50-60％という金利を年利 30％前後、月利 2.5%程度と低く抑え、スタッフが農民をフ

ォローアップすることでほぼ 100%の返済率を達成している 130。AISUDは資金を貸し付けた

後、農民に対し農業生産を向上させるための様々なアドバイスや指導を行いつつ、組合員

制を敷くことで、滞納者を生まない仕組みを作っている 131。 

現地ヒアリングにおいても、比較的資金に余裕のある組合リーダーでさえ、市中のマイ

クロファイナンスの金利の高さ（年利 40-50%）を理由に、借り入れをしたことがないと答

えている。そして、未利用地の主な要因が開墾資金の不足であると述べており、開墾資金

を回収できる見通しの立てられる農産物を生産すること、また生産計画を立てられること

が、未利用地の利用の条件であるとしている 132。 

このことから、マイクロファイナンスとともに、農民に対して農地・生産計画の指導ま

でできる普及員のフォローアップ制度を設けることが、未利用地の活用に有効であると考

えられる。NAADS をこれに活用することも有効であろう。 

  

また、マイクロファイナンス以外に農家が農業融資を得る手段として、農産物の商人（仲

買人）から、農産物を売り渡す代わりに収穫前に融資を受けるという手法が活用されてい

る。近年では、この仕組みをより農民に活用しやすく、かつ公平な価格での農産物取引を

行うためのACEシステム（Agricultural Commodity Exchange for Africa）や倉庫レシート・シ

ステム（Warehouse Receipt System：WRS）が、ウガンダのみならずアフリカ各地で普及し

ている 133。このような倉庫システムを導入することで農産物の価格を正当な水準で取引で

きれば、未利用の農地の活性化にもつながると考えられる。 

ただし、ウガンダにおいては倉庫レシート・システムが十分に機能していないとの声も

あり、その原因として、レシートを担保にして融資を行う金融機関である上述のSACCOが

十分に機能していないこと、倉庫レシート・システムの事業体制が適切に構築できていな

いことが挙げられている 134。 

倉庫レシート・システムが成功していると言われているマラウイでは、EC、WFP、USAID

などのドナーが資金を投入し、民間の商業銀行とも共同で事業を展開している。マラウイ

の成功の要因は、倉庫レシート・システムの利点を、官民の人々に理解してもらうための

啓もう活動や研修を行ったこと、借り入れる人々のニーズを理解している民間の銀行を適

切に事業に参画させたことにあると言われている 135。 

                                                   
130 AISUD（2012）「世界の人びとのための JICA 基金・業務完了報告書」
http://www.jica.go.jp/partner/private/kifu/ku57pq00001hnwk9-att/07_2012_01.pdf 
131 AISUD ヒアリングより。 
132 ムピジ県農業生産者ヒアリングより。 
133 ACE ウェブサイト, http://www.aceafrica.org/default.aspx ウガンダにおいても、GTZ の支援で Oriental Bank
によるコーヒーの倉庫システム制度が実施されている。 
134 有識者ヒアリングより。 
135 USAID (2012) COMPETE Knowledge Management Technical Bulletin, May 2012 
http://www.competeafrica.org/Files/WRS_COMPETE_Technical_Bulletin.pdf 
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【コラム】マラウイの ACE システム 

 
【ACE の背景】 
アフリカのための農産物交換システム（Agricultural Commodity Exchange for Africa: ACE）は、マラウ

イ国では、2007 年に EC、WFP、USAID 等の資金支援を得て、NASFAM、Farmer’s World、Farmers 
Association of Malawi といった民間企業や協同組合の参画を得てできた。ACE はマラウイ以外に、ジンバ
ブエ、ザンビア、南アフリカ、ケニア等、アフリカの 7 か国で実施されている。 

 
【ACE の仕組みと体制】 
＜仕組み＞ 
基本的な仕組みは、農民が生産物を倉庫に持ち込み、その生産物の価値の 70%をレシートとして発行し、

それを元手に農業生産資材を購入できるというものである。農民は農産物の価格動向を見ながら、高い価
格で生産物を販売することができる。例えば、メイズの収穫期の 5 月頃は、市場のメイズ供給量が多いた
め、1kg50 マラウイクワチャ前後と安い価格で販売せざるをえない。その為、その時期はメイズを販売せ
ずに倉庫に保存し、在庫が不足してくる 2 月頃に販売することができれば、1kg を 130 マラウイクワチャ
で販売することができる。農民はその差額を利益として得られるだけでなく、農産物を販売するまでの間
でもレシート（倉価証券）を担保に融資を受けられるため、それをもって農業生産機材を購入し、他の作
物の生産が可能となる。 

ACE の場合、農民がリスクを負わないようなシステムとなっており、農民が農産物を預け入れた価格よ
りも、農産物が安くなってしまった場合でも、農民に負担はない。 
＜レシート＞ 
レシートには、日付、預け入れた農産物の名前、その日の単価、倉庫代金等が明記される。 
倉庫代が負担と感じる小農の場合、たとえば 3 人で 1 枚のレシートというような形で共同預け入れも可

能である。 
レシートを融資として購入できる農業生産機材の市場には、民間の種子会社、農業生産機材メーカーな

どが参入している。10-11 種類の農業生産機材が購入可能である。 
＜倉庫＞ 

2013 年現在 3 か所、今後は 5 か所増設予定。首都リロングウェやブランタイヤでは、Farmer’s Union
等民間企業のサイロ･倉庫を活用している。倉庫の 1 つは Farmer’s World のサイロであるが、このサイロ
はオランダの支援により建設された。オランダが同社に支援協力をした際の条件が、公的な活動をするこ
とであったため、同社は ACE の支援に参加したという経緯がある。 
 
【ACE への資金投入】 
現在 ACE の運営にはドナーの資金が投入されているが、2012 年にはマラウイの商業銀行である FMB

から 170 千 US ドル借り入れを行った。現在 National Bank や Opportunity Bank 等とも交渉を行い、追加
的な資金調達を予定している。 

 
【ACE の現状と課題】 

2012 年までの統計では、生産物は平均で 30%程度の利益を出して売却することができている。 
ACE に不足している要素は、資金と倉庫のスペースである。ACE は、倉庫、輸送、企業、サービスプロ

バイダー、といった各関係者をつなぐカタリスト的な役割を果たしている。現在はドナーの資金を受け入
れているが 3-5 年以内に事業として独立運営することを計画している。 
 
出所：JICA（2013）「マラウイ成長産業予測に係る情報収集・確認調査」第 6 章のコラム要約、原典：ACE
ウェブサイト、Valeria Morua Hernandez (2012) The Agricultural Commodity Exchange for Africa: Mapping 
the Progress of Structured Trade Systems in Malawi、2013 年 4 月 16 日（NASFAM）、及び 4 月 24 日（ACE）
への調査団現地調査ヒアリングより。 
 
 
（3）農民の組織化 
ウガンダには、ウガンダ最大の農民組織であるUNFFE（Uganda National Farmers Federation）

（約 70 の農民組織、20 万人以上の個人会員が加盟）の他に、NAADSの農民研修の実施や

肥料・農薬等の農業生産資材の配布を受けるための「NAADS グループ」があり、約 4 万

のグループがあると言われている（2007 年）136。  

                                                   
136 国際農林業協働協会（2010）「ウガンダの農業－現状と開発の課題－」（平成 21 年度農林水産省補助事

業）p.58 
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  協同組合形式をとる農民組織も数多く存在し、コーヒーや綿花といった輸出用の作物の

ための生産者協同組合が設立されている。また、政府は地方における貧困削減のため、

National Co-operative Development Policy等の政策の下で協同組合の再活性化を目指している。

現在、図表 30 のような 5 つの種類の協同組合が設立されている。 

 

図表 30：ウガンダにおける協同組合の種類 
協同組合 詳細 

Primary 
Cooperatives 

30 名以上の会員で構成される。地方レベルの最も末端に位置する協同組合。

主な役割は、マーケティング、情報提供、貯蓄の促進、加工の促進、組合

員への研修機会の提供等。全国に 1 万 641 組合（390 万人）存在する。 
Secondary 
Societies 

2つ以上の Primary Cooperativeで構成される。主な役割は Primary Cooperative
よりも大規模なマーケティングや共同集出荷、農業生産資材の調達、業者

との価格交渉、基金の創設等。全国に 41 組合設立されている。 
Tertiary Societie 2つ以上のSecondary Societyで構成される。主な役割は組合員の啓発や研修、

国内、域内、国際市場情報の提供等。4 組合設立されている。 
Apex 組織名は The Uganda Co-operative Alliance Ltd.（UCA）。  全ての協同組合を

取りまとめる組織。主な役割は、政府に対するロビー活動や政策提言、協

同組合の国内、国際的な連携の促進、協同組合活動に対する理解の促進等

である。また近年、農業分野での活動を強化しており、組合員への農業技

術の提供を円滑に行うためのエントリーポイントと自らを位置付けてい

る。また、組合員のマーケットへのアクセスや農産加工も振興している。 
Area  Cooperative  
Enterprise（ACE） 

Primary Cooperatives や協同組合として登録されていない農民組織で構成さ

れる。ACE は価格競争力を保持するために、設立には最低 200 名以上の組

合員が必要とされている一方、組合員が地理的に分散することによる非効

率化を避けるために、それぞれの組合で加入できる地域が限定されている。

また、共同集出荷の失敗の教訓を生かし、農産物の売買は組合員個人が行

うこととし（農産物の所有権は組合員が売買をするまで保持する）、組合の

役割は価格交渉や市場情報の提供にとどめており、信用事業も行っていな

い。2009 年までに 5 万人が加盟者している。 
出所：国際農林業協働協会（2010）「ウガンダの農業－現状と開発の課題－」pp.58-59 を基に作成。 

 

第 3 章 3.2（1）で述べたムピジ県ンコジ副郡の事例において、未利用地の活用に、農民

の組織化が有効であることが示されている。作付けが可能な農地があっても 10 エーカーと

いう中規模の農地を 1 世帯で管理することは難しく、また未利用地を活性化するための資

金も重い負担となるが、組合員が複数名で自らの労働力とマイクロファイナンスからの貸

付を利用することで、耕作地を拡大することが可能となる。 

現在、農民のグループ化に対する支援は USAID（The Commodity Production and Marketing 

（CPM）プログラム）や DANIDA（aBi トラスト）で実施されている。 

 

（4）農民・農民組織自身による市場の情報収集、生産計画の策定 
JICAがケニアで実施し成果を出している小規模園芸農民組織強化・振興（Smallholder 

Horticulture Empowerment and Promotion Unit Project：SHEP）プロジェクトでは、小規模農家

が市場に対応した栽培や営農、輸送の課題に自ら取り組めるよう、その能力強化を支援し
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ている。このプロジェクトでは、小規模園芸農民組織を主体とした「マーケティング促進」、

「生産・収穫物管理」、「生産基盤・流通インフラの整備」の 3 つの活動への支援を主な柱

としている。特に、ステークホルダー・フォーラムと呼ばれる、農民組織、普及員、県農

業官、民間企業、仲介業者、流通業者、輸出業者、農産物加工業者などが一堂に集まるフ

ォーラムを作り、それぞれの立場からの意見交換を行うことで、農民は市場のニーズや情

報を把握することができ、農業生産の計画に反映することができる 137。 

また農業研修も、普及員と農民グループ代表の集合研修や、プロジェクト・チームと普

及員が講師となっての現地研修、研修後の自己モニタリングとフォローアップ等で構成さ

れ、能動的な内容となっている。更に、農民グループ同士がお互いの農地を訪問し、経験

を共有し合うといった研修も行われている。 

このように、農民・農民組織が自ら情報収集を行い、研修を｢し合う｣ことにより、市場

志向型の生産計画を自主的に策定できるようになることが期待される。ケニアのSHEPの事

例では、対象農家グループは、平均して 2 倍以上の所得の向上を実現するといった効果が

上がっている 138。 

JICA の SHEP プロジェクトは、一部の研修事業等がすでにウガンダでも実施されている

ことから、今後、技術プロジェクトが展開された場合には、各県、各地域の農民組織との

連携を図ることによって、農民の市場情報の収集ノウハウが普及し、生計向上につながる

ことが期待される。 

研修内容は、ケニアの SHEP のプロジェクトを参考に、各農民組織のメンバー内での相互

研修の制度を活用し、農民自身がカンパラの市場や近隣の市場を視察し、市場動向、消費

者動向などを把握し、市場指向型の生産･流通計画を策定するように、政府・援助機関が支

援していくことが重要であると考えられる。 

その際、地元市場向けの生産と輸出可能性が高い産品の生産とで支援方法を変え、前者

の場合は、JICA北部生計向上プロジェクト 139、後者の場合は前述のJICAの北部回廊プロジ

ェクト（5 章 5.4（1）1）参照）といった既存のプロジェクトとの相乗効果を計ることも可

能であろう。 

さらに、ケニアの SHEP プロジェクトでリーダー的なグループを、ウガンダ側での研修講

師として招き、相互に学びあう機会を提供することにより、南南協力の機会を提供するこ

とや、ウガンダ流 SHEP として、本調査で扱った有機農業についての市場志向型の研修を行

うことも一案と考えられる。 

 

 

  
                                                   
137 JICA ウェブサイト, http://www.jica.go.jp/project/kenya/0604759/activities/index.html 
138 JICA ウェブサイト, http://www.jica.go.jp/kenya/office/activities/project/07.html 
139 2015 年 3 月現在の実施予定案件。詳細は JICA ウェブサイト参照。
http://www2.jica.go.jp/ja/announce/pdf/20150225_141252_4_02.pdf 
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第 6 章 結論 
ウガンダの農地の未利用の要因を場合分けすると、第 3 章で詳述した通り、（1）資金不

足、（2）社会経済的な要因、（3）湿地に接する農地、（4）北部紛争復興地帯、（5）土地制

度や自然環境等、の 5 つに大別できる。 

これらの要因ごとに、第 5 章での検討を踏まえ、ア）農業技術、イ）資機材、ウ）推奨

作物、エ）制度・仕組みの 4 つの項目から、対応方法の提案を行った。 

 

（1）資金不足により未利用となっている農地への対応案 

 資金不足で未利用となっている農地に関しては、①外部から資金を調達する、②資金に

制限があることから、費用が少額で済み、効果が見込める対策を検討する、の 2 つの方法

がある。①の資金調達に関しては、第 5 章 5.4（2）農業・農村金融のセクションで記述し

た通り、マイクロファイナンスの利用や、倉庫レシート・システムなどを利用した資金調

達などが考えられる。個人での農業・農村金融の利用が困難な場合でも、組合・グループ

の融資を受け、未利用地を活用しようとしている事例もある。 

②の資金の制約下における各項目からの対処法は以下の通りである。 

ア）農業技術 

できるだけ費用をかけずに農業の生産性を向上させる方法、例えば不耕起栽培 140、簡

易な農地整備（畝立て、排水路の整備、身近な農業生産資材を活用した柵の整備、農民

自ら設置する農道）、水が不足する地域においては、小規模溜池灌漑も有効であろう。 

イ）資機材 

 小規模農家を想定し、小型耕うん機の導入や、水はけの悪い農地では土嚢の投入等が

有効であると考えられる。資金が不足している小規模農家の場合、小型耕うん機を購入

するのではなく、（利用可能な地域であれば）レンタルサービスを活用し、その費用は組

合やグループで負担するような仕組みが現実的であると考えられる。 

その他、比較的安価で手に入りやすい土壌改良材、例えばウガンダの広範囲（特に南

部、西部、一部東部）で栽培されているコーヒー殻、ほぼ全域で栽培されている落花生

の殻、東部で栽培されているコメの生産・精米過程で生まれる籾や藁、あるいはそれら

を燃やした灰等が活用できる。有機肥料（バナナの葉、鶏糞、牛糞等を混ぜ、熟成させ

たもの）や化学肥料等も有効であると考えられる。 

ウ）推奨作物 

 開墾間もない農地には、緑肥となる作物と、商品作物等をうまく組合わせ、開墾費用

の回収が可能となるような市場のニーズが高い商品作物（ゴマ、大豆、パッションフル

ーツ、コーヒー、バニラビーンズ 141等）が挙げられる。 

                                                   
140 不耕起栽培は耕起栽培に比べて、作業時間が短縮でき開墾のための費用を抑えられる他、農地に生息す

るミミズ、ヤスデ、クモなどの土壌動物群集が多様化するというメリットがある。他方で、初期生育の遅

れや減収といったデメリットもある。 
141 コーヒーは結実までに 3-4 年、バニラは 2-3 年程度かかるため、作付計画で 1 年生の作物との組合わせ
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エ）制度・仕組み 

 前述の通り開墾資金を賄うための農業・農村金融や、長年耕作されていなかった地力

を回復させ、持続可能な農業を営むための技術指導（多品種栽培、農地利用計画等）とそ

のための組織化、「売れる」農作物を生産するための市場動向把握等を組合わせた支援の仕

組みが必要である。市場志向型の農民を育成する人材育成プログラム（JICA の SHEP プロ

ジェクト、USAID の CPM プログラム、DANIDA の aBi トラスト、FAO の Market and Trade 

Promotion といった支援）も参考となる。 

 

資金不足で未利用の農地に関しては、農作物の付加価値をつけ農業所得の向上を図るこ

とで初期投資に要する資金を回収できる見通しが立てられれば、その利用可能性が高まる。 

例えば、有機農産物を生産する小規模農家が適切な販売先を確保できるように支援する

ことや、品質の良い有機農産物を生産できる農家・農民組織には、輸出も視野に入れた生

産・加工・流通の支援を行うことが想定できる。｢有機農産物を作ってもそれが有機農産物

かどうか識別されず高く売ることができない｣という現状の課題に対応すべく、有機農産物

の取扱い事業者が有機農産物の生産者と取引できるようビジネスマッチングや情報提供を

行うことが非常に重要になる。 

現在、NOGAMU では、ウェブサイトに有機農産物の生産者組合リストと、有機農産物･

原料･加工品を輸出する事業者のリストが掲載されているが、情報も限定的で古いものが多

い。このような情報のアップデートのみならず、NOGAMU 以外の組織でも、事業者がウガ

ンダ産有機農産物の原料を調達したいと考えた際に、ワンストップサービスで生産者とつ

ながるような仕組みを構築することができれば、農民がコストを掛けた分を価格に上乗せ

した適正な価格で有機農産物を販売することができるようになり、さらに有機農産物の生

産が拡大することにつながると考えられる。また、有機農産物の生産者が収益の見込める

生産計画を立てることにより、マイクロファイナンスを利用しやすくなれば、所有または

リースによる機械の利用の頻度も向上すると考えられる。 

 

その他にも、小農への働きかけとは別に、行政の枠組みで（郡、県、国等のレベル）農

業技術の指針や、農民のインセンティブを喚起する販売ルートの確立などを盛り込んだ計

画案を作成できるような支援が必要とされている。この支援に関しては、JICA や援助機関

が、各レベルの農業担当官に対して技術支援の協力を行う（専門家の派遣、研修の実施等）

ことが望ましいと考えられる。 

 

（2）社会経済的要因により未利用となっている農地への対応案 
人口圧の高まりに対応し、湿地などの環境資源の乱開発を防ぎつつ、食料を増産するに

は既存農地の持続的な利用を促す施策（例：施肥や輪作体系の導入）や、未耕作地の利用

                                                                                                                                                     
を行うことが望ましい。 
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効率向上のための対策（例：土壌改良や機械導入による耕うん）が有効であると考えられ

る。 

ア）農業技術 

地力を回復させるために、環境負荷が少ない方法で地力回復のための土壌改良技

術・ノウハウを用いることが有効であろう。また、不耕起栽培、緑肥となる作物と商

品作物との混合栽培等を検討することも一案である。 

イ）資機材 

（1）と同様に環境負荷の小さい土壌改良材の投入（コーヒー殻、落花生殻、籾や藁、

灰、化学薬品等）と化学肥料や有機肥料をバランスよく組合わせた施肥を行う。 

ウ）推奨作物 

地力を回復させるための緑肥やマメ類が有効である。荒廃した農地の地力が回復す

るには時間がかかるため、第一収穫期の作付けは、緑肥作物との混合栽培で試験的に

行ったあと、第二収穫期以降から徐々に商品作物の生産を行うことが適切であろう。

その際、一品目ではなく複数の作物を植えることで、すべての農作物が全滅するとい

うリスクを回避することができる。 

エ）制度・仕組み 

社会経済的な要因で荒廃した農地を再度活用するには、技術や農業生産資材も重要

ながら、最も重要な項目は、持続的な土地利用のための制度・仕組みを検討すること

にある。個人で農地の利用を行う場合は、一般的に短期的な利益を優先しがちである。

しかし、生産者グループやコミュニティで、より広範囲なエリアでの農地の利用を検

討することにより、長期的で、持続可能な対策方法を講じやすくなると考えられる。

また生産者グループやコミュニティでの取組みの方が、投資に対する費用を分担した

り、新しい栽培アイデアを出し合ったり、共同で市場に農産物を卸すことにより農産

物の価格交渉力を高めることができるなどのメリットが多いと考えられる。 

世界銀行と土地住宅都市開発省が実施している、コミュニティ・レベルでの農地の利

用状況をマッピングするプロジェクトが有効であると考えられる。 

 

（3）湿地に接しているため未利用となっている農地への対応案 
ア）農業技術 

湿地ガイドラインに則った方法（ガイドラインに規定された範囲内での農薬や化学

肥料の散布）で生産を行う。 

イ）資機材 

水はけを改善するための小型排水設備、土嚢による農道整備、砂利等の投入等が考

えられる。 

ウ）推奨作物 

コメ、雑穀、サツマイモ等が挙げられる。 
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エ）制度・仕組 

湿地管理ガイドラインの普及や湿地環境保全に関する研修の実施、水はけ改善のた

めの農業生産資材投入のための農業・農村金融も有効であると考えられる。 

 

（4）北部紛争復興地域の農地への対応案 
ア）農業技術 

（1）と同様に、長期間耕作されていなかった農地に関しては、地力回復のために土壌

改良材や肥料を投入する。また、北部では乾燥地が多く水のアクセスが難しい農地も

多いため、小規模な溜池灌漑も活用する。 

イ）資機材 

肥料や土壌改良材、緑肥用植物の種子（クローバーやマメ類）が挙げられる。 

ウ）推奨作物 

緑肥用植物（クローバーやマメ類）や、比較的乾燥にも強いゴマ、大豆、コーヒー、

ジャガイモ、綿等が挙げられる。 

エ）制度・仕組み 

農業生産を開始して間もない農業生産者も多い可能性があり、農民の組織化による

農業技術を教え合う仕組みの構築や、北部という地理的条件を活かす（南スーダンの

援助地に共同で出荷する費用を折半する等）といったことが検討できる。また大規模

な農地を活用できるというメリットを活かすためにも、農業機械の共同購入や共同借

り上げのための農業・農村金融も有効であると考えられる。 

 

（5）土地制度や自然環境等のために未利用となっている農地への対応案 
ア）農業技術 

 政府や個人がその利用を働きかけることは難しいが、コミュニティとしての土地利

用を議論する機会をとらえ、コミュニティの農業に貢献する利用方法（小規模溜池、

有機肥料を生産するための圃場等）と土地の荒廃を防ぐための牧草地としての利用を

共同で提案することも一案であろう。 

イ）資機材 

なし（あるいは、土地の劣化を防ぐため、牧草地またはマメ科の緑肥を育成するた

めの種） 

ウ）推奨作物 

牧草地や緑肥となる植物（クローバーやマメ類）等が挙げられる。これらを植える

ことで土地の荒廃を防ぐことが可能である。 

エ）制度・仕組み 
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今後カンパラを中心に人口が増加する中で、不在地主の未利用地の活用は、食料需

給の観点からも非常に重要となるため、「土地銀行 142」の活用なども検討することが必

要とされている。また、農地としての活用を促すような税制変更（現況地目への変更

で課税を引き上げる制度であり、日本で実施されている）も検討されるべきであろう。 

 

  

                                                   
142 未利用の土地を銀行に登録、集約し、土地を貸し出す制度。 
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付属資料 
現地調査日程 

2014 年 11 月 17 日（月）       

10:00 ナムロンゲ農業試験場訪問、圃場視察 

14:00 AGROMAX（農業資材、農業研修、育苗企業）訪問 

11 月 18 日（火）       

10:00 NOGAMU 訪問 

13:00 ムコノモデルファーム到着   

11 月 19 日（水）       

10:30 統計局訪問     

15:00 市場野菜価格調査（イタリアンスーパー、Nakumatto）  

11 月 20 日（木）       

9:00 Uganda Farmars Federation 訪問   

9:00 イタリアンスーパー訪問   

14:00 JICA ウガンダ事務所訪問   

16:00 KOKO FARM（養鶏場） 訪問   

19:00 サラヤイーストアフリカ訪問   

11 月 21 日（金）       

10:30 ムピジ県ンコジ副郡ゴマ圃場視察   

11:00 Mupiji Farmers Association 訪問       

15:00 パイナップル加工工場訪問   

16:30 ムピジ県ンコジ副郡にて未利用地事例訪問、生産者インタビュー 

11 月 22 日（土）       

9:00 マサカ県有機生産農家訪問   

11:00 マサカ県 Tekera Resource Center 訪問   

14:00 Kyanamukaaka Organic Farmers Association 訪問、農村視察 

11 月 23 日（日）       

9:00 ムコノ県モデルファーム視察   

12:00 ブイクウェ県農家訪問   

11 月 24 日（月）       

10:00 在ウガンダ日本大使館訪問     

13:30 ワキソ県ナンガボ郡農家訪問  

11 月 25 日（月）       

11:00 農業牧畜水産省 JICA 専門家訪問   

15:30 JP Cuttings（挿し木工場）訪問     
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11 月 26 日（水）       

10:00 農業牧畜水産省訪問     

15:00 水･環境省訪問     

11 月 27 日（木）       

9:00 Jjabanba Organic Process 訪問  

11:00 農業コンサルタント Mr. Kaggwa 訪問   

11:00 USAID 訪問       

13:30 SESACO（大豆加工会社）訪問   

11 月 28 日（金）       

9:00 IFAD 訪問     

11:00 IITA 訪問  

14:00 土地住宅都市開発省訪問  
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