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（２）第二回調査議事録 

 
日時 2017 年 6 月 12 日（月）11:00～11:30 

訪問先 ウガンダ小規模産業協会(USSIA) 

面談相手 Executive director Ms. Namwanje veronica 

Head Membership Mr. Kawule Jooga 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
 13 日の果物加工工場訪問候補先の打ち合わせ先の確認 
・Rena Beverge Solution ハイビスカス加工商品 
・TURSAM 果物ジュース 
・Mode Limited トマト加工商品 
 
 セミナー運営関係 
・小規模食物加工会社へのコンタクト先を提供可能 
・ウガンダ産業協会（UMA）と連携してメディアへの連絡も可能。 
・ウガンダ産業協会（UMA）とウガンダ小規模産業協会(USSIA)の住み分け。原則中規模

以上企業はUMAに所属。USSIAから会社が拡大してUMAに移籍する会社もいれば、

USSIA に残っているメンバーもいる。両組織に会費を支払って所属しているケースも

ある。 
・セミナー当日ジョガ氏も参加予定希望 
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日時 2017 年 6 月 12 日（月）14:00～15:00 

訪問先 サラヤ 

面談相手 マネージングディレクター 北條 たけお様 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

明治製菓ファルマ紹介の御礼含め現状共有のため訪問 

 

2. 日系企業の動向について 

 コールドチェーン事業について。ウガンダのサラヤ社とCotscots社とケニア拠点のKAI

社と日本の前川製作所とITEの共同事業でモンバサから海水魚を持ってくることを企

画中。冷蔵および冷凍技術がITE社の必要であるかどうかは疑問。モンバサに配置す

る人がいない。 

 6月15日〜17日でケニアにて酪農フェア 

 林バイオオイル？ エジプトでの化粧品 

 

3. その他 

 魚の養殖業社としてGo Fish 社を聞いたことがある 

 流通先としてのホテル、レストランの紹介 

 マラリヤ検査キットの卸会社はシスメックス社 
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日時 2017 年 6 月 13 日（火曜）09:30～10:00 

訪問先 Rena Beverages Solutions Ltd 

面談相手 Managing Director Mrs. Rena 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

小規模食品加工会社の視察 

 

2. 会社概要 

ハイビスカス加工会社。家族経営で主にハイビスカスの加工販売を行う。創業7年、従業

員12名。商品は、ハイビスカスパウダー(菓子用)、ワイン、ジュース 

現在の生産量は、繁忙期でハイビスカスジュースを４ｔ／月、ハイビスカスティーを50kg

／月程度。 

 

 仕入 

原材料仕入先: 北部および近郊の農家は約200軒以上から、仲介業者を経由して購入。目視

の審査で返品することも多い。 

 

 加工 

・機械はほぼ導入していない 

・生産量は受注次第だが、最大生産量はボトル200本程度(/日) 

・シーリングマシンをインドより購入。スタンプを手押ししていた。 

 

 販売網 

・小規模店舗 

・ホールセールマーケットにあるチクボの流通業社へ売却 

 

3. 課題と要望 

 ハイビスカスの花から埃や小石を取り除く機械が欲しい。 

 湿度測定器。加工前に花が十分に乾燥しているかを確認する必要がある。今は手の感

覚に頼っているが機械化したい。 

 パルプを取り除くフィルター(今は麻布袋を使用) 

 ハイビスカスジュースは新しい分野なので、品質保証の承認を受けていない製品が市

場に出回っている。低品質なハイビスカス製品の流通によって産業全体の信用が失わ

れる恐れがある。 
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（ハイビスカスの花からごみを手作業で取り除く様子） 

 
（ハイビスカスを煮出してジュースを作る機器） 
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日時 2017 年 6 月 13 日（火曜）11:00～11:30 

訪問先 Tursam Investment Ltd 

面談相手 Director Mr. Sam Turyatunga 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

小規模食品加工会社の視察 

 

2. 会社概要 

マンゴージュース加工会社。Tursam氏が2015年に大学卒業後に創業。 

 

 仕入先 

・マンゴーは農家から直接仕入。サイズのばらつき、品質の不安定さが課題。 

・バナナは農業グループ(組合？)から購入。できれば仲買人を通さず農家から直接購入

したい。 

・車で5時間以内の範囲から調達。 

 加工 

・機械はインド製。エンジニアもスペアパーツもあり。但し機械の速度が遅く、処理容

量が小さい。オーダーから出荷するまでに時間がかかる。保存のロスが出る。 

 

 販売 

・輸出が90%。ルワンダ向けが多い。ルワンダ向けは加工ジュースは課税対象だが、フ

レッシュジュースは非課税になる。 

・ウガンダ国内のジュース市場は競争が激しい。ケニア、エチオピア、UAE、中国から

ジュースが入ってくる。 

・スーパーマーケットにも販売したいが、大手は小さな工場相手だと良い条件を示さな

い。支払い期間、販売価格等。一方で、小規模だと商品が売れない。現状、安定して良

い価格で販売できるのが輸出業者。 

 

 

 

 

 

 

 



 

添付資料－296 

 

 

 
（作業はほぼ手作業で行われるが、マンゴーを絞る行程のみ機械で行う） 
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日時 2017 年 6 月 13 日（火曜）12:00～12:30 

訪問先 Mode Limited 

面談相手 Director Mr. Ssebugenyi Ssebunya Mohamed 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

小規模食品加工会社の視察 

 

2. 会社概要 

トマトの加工食品会社。商品は、トマトペースト、トマトチリ、トマトジュース 

創業8年目、従業員20名 

 

 仕入 

・トマトは近郊の市場から仕入。種の多い品種が多いのが悩み。 

・経験的に加工に適度な水分を含むトマトの種類を知っている。 

・味付け用の香味料は輸入。 

 

 加工 

・トマトペーストに含まれるトマトの量は全体の12%ほど。 

・パッケージに製造費用の70%が使われている。 

 

 販売 

・会社周辺の小規模小売とホールセールマーケット(カンパラ市内チクボチクボ)を中心

に販売。学校ににも販売している。 

・大手スーパーマーケットとの取引は、掛売りで資金回収に数ヶ月かかるので難しい。 

・販売価格:トマトペースト 大手スーパー1,000シリング(約0.3米ドル)、小規模小売で500

シリング(約0.15ドル) 

 

3. 課題・要望 

トマトケチャップを作る機械を導入したい 
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（炭火でなべを加熱。この施設は屋外にあるため衛生環境は劣悪） 
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日時 2017 年 6 月 13 日（水曜）16:00～17:00 

訪問先 マケレレ大学 

面談相手 Senior Lecturer, Dr. Arthur K. Tugume 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

岡山大学の坂本教授の紹介でマケレレ大学を訪問。当事業の関連情報と協力依頼先をヒア

リング。ツグメ先生の専門は土壌病理学とバイオ技術。 

 

2. アグリビジネスの専門家について 

アグリビジネスなら農業サイエンス学部の学部長ムギーシャ博士とエレプ教授。生産技術

では、国立農業研究所(NARO)のコメとメイズならラモー博士、その他穀物はタイタス博

士。 

 

3. 主要作物について 

・一般人の感覚だとバナナの価格は高いと思っている。消費量が多いので供給が追いつか

ない。 

・マトケ(バナナ料理)用のバナナは黄色くなったら商品価値がなくなる。保存方法は課

題。 

・バナナの加工食品化はニーズがある。バナナワインもある。 

・キャッサバも収穫してから消費するまでの期間が短く、2〜3日程度しかない。エタノー

ルやスターチと製品化の潜在需要は高い。 

・スイートポテトは収穫後1ヶ月ほど持つので、食用としても加工用としても融通がき

く。 

 

4. 農業環境 

・去年の干ばつの影響は深刻。輸入米を非課税にしている。通常輸入米は75%課税。 

・環境に対応した灌漑システムが必要。 
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日時 2017 年 6 月 14 日（木曜）10:00～11:00 

訪問先 Economic Policy Research Center (EPRC) 

面談相手 Research Fellow, Dr. Francis Nwesigye 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

FVC関連のレポートを作成している研究機関。現地情報のヒアリングのため。 

 

2. 組織概要 

 EPRCは経済省とマケレレ大学との共同で設立されたシンクタンク。 

 研究者は20人ほど。留学経験者が多く、フランシス研究員は日本の政策研究大学院

大学に留学経験あり。 

 先日Agricultural forumを開催。 

 主な顧客は各国の主要ドナー達。主な調査事例。 

・オランダからの依頼で南西部のアイリッシュポテト 

・米国ブルッキングズ研究所からの依頼で乳業の調査 

・IFDCからの依頼でコメの調査を実施。 

 予算次第でセミナー事務局も可能。 

 

とうもろこしのバリューチェーンにおける各ステージでの価値（UGX/kg） 

地方から都市に運ばれる流通段階で価値が急上している。 

 
（ヒアリングを元にみずほ情報総研にて作成 2017） 

  

資材業者 農家 集荷業者 地域流通
業者

都市ホー
ルセラー

製粉所 小売店

256
340

454

575

933 1182



 

添付資料－301 

日時 2017 年 6 月 14 日（水曜）16:00～17:00 

訪問先 クーリエメイト 

面談相手 マネージングディレクター 伊藤 淳 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

現地日系流通会社へのヒアリング 

2. 企業概要 

 創業経緯と事業について 

2005年-2014年 アクセンチュアにてコンサルタントとして働く。2010年に偶然アフリ

カマサイ族を訪問したことがきっかけでアフリカの魅力に気づき、2013年にナイロビ支

社に異動。2014年に退職し起業。創業時は人材育成事業を中核とし、2016年からバイク

を活用した宅配サービスを開始。 

 投資家の意見に流されるのが嫌なので、現時点で第三者から出資は受けていない。 

 コールドチェーン分野で大きな投資を受けての新規ビジネスを考えている。 

 ITEの技術を活用して、JICAのスキーム等を活用できないか検討中。 

 

3. 現地の流通市場について 

 限られたリソースを活用し合理的な判断をした上で現在の市場ができていると感じ

る。実際現地業者が無駄なことをしていると感じて調べてみると、合理的な判断に

基づいて判断されていると気づくことは多々ある。 

 フードロスが問題という意識は現地の人にはない。収支上の問題でロスする以上に

投資することはできない。 

 冷蔵庫や安価な輸送サービス(ボタボタ)も想像以上に普及している。一部分が足り

ないというより全体の仕組みができていない印象を持っている。そういう意味では

大手国内商社の不在が課題と言える。 

 ジャガイモやマトケの流通例：農家→4トントラックの回収業者→市場ブローカー

→小売店 

 乳業ではケニアから大型トラックが来て村々を回りながらミルクを回収していくと

聞く。 

4. その他 

 ケニアの一部レストランのフライドポテトではオランダ産のジャガイモを使用。冷凍

技術で味の差が大きい。 
 人材育成は課題。会社の金を持ち出すということは頻発している。クーリエメイト社も

つい数ヶ月前にバイクと現金を社員に盗まれて、現在裁判所にて係争中。  
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日時 2017 年 6 月 15 日（木曜）09:00～10:00 

訪問先 3WM 

面談相手 カントリーマネージャー 川地 茂、セールス＆マーケティング マネージャ

ー Kuwabara Watarru、セールス＆マーケティング Miwako Araki 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

セミナー事務局候補としてロジ関連のヒアリング。 

2. 3WMについて 

 中古自動車の輸出入業者として、ヤンマーや細川精米機機械の輸入代理店業務を行

う。 

 川地社長とアラキさんはJICAボランティア経験者。クワバラマネージャーは元共立製

薬MR、定年退職後にウガンダに来た。 

 他に１名日本人社員がいる 

 

3. ウガンダでのヤンマー耕運機の課題 

 機械はインドネシア工場で水田を念頭に製造されているため、陸上での利用は最適で

はない。 

 硬い地盤に足回りが弱い 

 輸送用の専用トラクターがなかったため、中古中国製を元に作成。約900ドル 

 強度不足が想定される部分 

・ギア 

・クラッチ板（写真参照） 

・アタッチメントの鋤や鍬（写真参照） 

・車輪（写真参照） 

・輸送用の台車と耕運機をつなぐ連結部分 

 

4. ウガンダでの機械市場関連 

JICA案件の細川石抜き機について、需要がなくはないが石抜き機械だけを単品で売るには

マーケティングに相当の労力は必要。次回細川社が来ウ時に伝える予定。 

・サタケの精米機のデータが流出したと言われるくらいパッと見はよく似た中国製の大型

〜中型精米機が精米業界では出回っている。そのため、細川は小型の石抜き機械に集中し

た経緯がある。 

・バリューチェーン全体を管理できるJAのような組織が必要。 
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（左上・右上・左下：破損した農機の部品、右下：ヤンマー耕運機用の台車、連結部が脆

弱） 
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日時 2017 年 6 月 15 日（木曜）14:30～15:30 

訪問先 IFAD 

面談相手 County Programme Officer, Mr. Pontian Muhwezi 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

国際機関へ現地情報のヒアリング 

 

2. コメ、乳業分野の課題 

1. コメ 

・生産サイドの課題として、灌漑、栽培技術、機械化、ハイイールドな種の調達が上げら

れる。 

・加工では、粉にして売るくらいの加工しか行われていない現状。加工食品化する知見や

機材が必要。 

 

2. 乳業分野 

・収量増加と安定した生産が求められている。乾季の間の飼料確保が課題。 

・牧草の保存技術が必要 

・乳業製品の多様化が必要。バターやチーズ等。大手のプレーヤーの参入余地は大きい。 

・乳業に関しては国内需要は大きい。一方で輸入は増えていないことも大手プレーヤーの

参入余地があるといえる。 

・大統領の出身地が乳業生産の中心地なため政治的な動きもある。 

・加工に関しては、基本的な加工技術と衛生管理の問題がある。 

・流通に関しては、大規模工場は殺菌処理してパッキングしているので10時間程度の輸送

時間ならコールドチェーンもいらない。10度以下程度に保てる機密性の高いトラック

もある。 

・小規模小売では、バルクセンターから生のミルクが小売店に売られていくので、常温だ

と2日もつのかどうかくらい。どれくらい破棄されているかは把握していない 

 

3. その他産物 

コーヒーの産地なので、ココアもできる。市場価格が高いので小農家は生産に取り組むメ

リットがある。 

 

4. 民間を活用した現地農家支援のためのIFADの取り組み 

 Bidco社のパームオイル工場の事例 

事業の流れ 
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IFADからウガンダ政府（VODP）へ貸付 

→VODPからKOPGTを通して農家へ援助資金 

→農家は高品質種子の購入 

→農家の生産性向上 

→農家はKOPGTを通してOPULへ生産物を販売 

→OPUL社は原料をパーム油に加工しBideco社含む民間企業に販売 

→Bideco社はOPUL経由でパーム油の安定調達を実現 

 

Bidco社によるPPPPスキーム図 

 
（IFAD 2014） 

 

ステークホルダー別のリスクとベネフィット 
 リスク インセンティブ 
Government（VODP） 小規模農家のデフォルト時のロ

ーン回収リスク 
 税収増加（農村のフォーマ

ル化） 
 小規模農家の生産性向上 

小規模農家 天候、病気、種の品質等による
生産減リスク 

 生産物の安定的な価格およ
び量での販売 

 買取業者との交渉不要 
OPUL（加工会社）  原料調達リスク 

 販売価格の下落リスク 
原料の安定的な価格および量で
の仕入 

Bidco（パーム油会社） 小規模農家のデフォルト時の事
業継続リスク 

原料の安定的な価格および量で
の仕入 

（IFADへのヒアリングおよび資料よりみずほ情報総研にて作成 2017） 
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5. 乳業でも同様の事業は可能。 

・現地乳業大手JESA等と契約し安定した販路を確保できている農家向けに高品質な飼料

を購入するための資金援助は可能。 

・日系企業が投資して乳業ビジネスを開始する時にも活用できる。現地パートナーは乳業

業者である必要もない。JESA等の乳業業者と組んで、チーズやバター生産の強化という

シナリオも検討できる。 

・すでに欧米系のNGOが同様の支援事業を行っている可能性が高い。大統領出身地なので

支援団体が活動するインセンティブが得やすい。 

 

 

  


