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日時 2017 年 6 月 19 日（月曜）12:00～13:00 

訪問先 ムバララ地区の酪農組合 

面談相手 組合ビジネスアドバイザー Mr. Kalinda Peter 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. ムバララ地区と酪農 

当地区はDairy Corridorと呼ばれている。大統領出身地のため手厚い保護を受けながら酪農

が盛んに行われている。牛乳は国内での需要が大きい一方で、国内酪農業保護のため原則

輸入できない。大手から小規模まで新規参入する業者も多い。 

 

2. ムバララ地区の酪農組合について 

 ムバララ地区に7つの酪農組合がある。 

 60件ほどの酪農家から仕入れ 

 取扱量は5000ℓ／日 

 取引値段は教えられないが、毎日変動している。特に乾期は値段が上がる。 

 FVCの流れ 

酪農農家→乳業組合 

→①流通業者→大手加工業者（ジェサ、パール、ジビケ等） 

→②流通業者→地域の小売店 

 ムバララ市内の小売店は低温装置を入れている店舗が多い。小売用は2-3日以内で飲む

前提なので、温度管理は必要なし。 

 

 
（組合運営のバルクセンター） 
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（特に境はなく放牧されている）      （バルクセンターで販売されるミルク） 
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日時 2017 年 6 月 19 日（月曜）15:00～17:00 

訪問先 Pearl Dairy 

面談相手 Managing Director Mr. Devendra Seth 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

大手乳製品加工会社へのヒアリング 

 

2. 事業概要 

ウガンダにおけるインド系財閥 Midland Group の乳業部門。乳業事業は 4 年前に開始。

Lato のブランドで粉ミルク、バターオイル、ギーを生産。グループのオーナーは二人。イ

ンド系ケニア人とインド人。業績は順調。取り扱い量は 4 年間で、5,000 リットル→

500,000 リットル／日に増加。 

 

 仕入 

・ミルク調達が課題 

・100km ほど離れた場所に現地オフィスがあり、そこを中心にミルクの回収を行う 

・回収用のトラックは冷蔵機能はついていないが、保冷効果のあるトラックなので 10

度以内には収まっている。 

・雨季と乾期があり、乾期にミルクの回収量が減る。最大で 50%程度減少。当然価格

も変動する 

・生産量を安定させるために乾期での水と飼料の確保が課題 

・最近オランダ人の乳業ビジネスの専門家を雇った。 

・自社で牛を飼う予定はない。理由としては第一に、乳牛一頭あたりの調達および管

理コストに 1000 ドル（／一頭）×1,000 頭の投資が必要なため。第二に、宗教的

な理由。乳業の寿命は 10 年、搾乳できるのは６年目くらいまで。一般的な業者

は搾乳できなくなった牛を精肉等にするが、インド系の会社は牛を殺せない。 

 

 加工・パッケージング 

・機械には満足している。（今訪問では工場見学の許可がおりなかったが、以前工場

内を見学した JICA 大木専門家によるとパイプの掃除ができていない等衛生水準

はかなり低いとのこと） 

・エンジニアや職業訓練を受けた人材が不足。自社の向上で雇う時は三ヶ月の訓練を

する。 

・パッケージはオマーン、インド、ケニアから輸出 

・テトラパックはスウェーデンから輸入 
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・月一回工場ラインをメンテナンスしている 

 

 流通・販売 

・総生産の 90％以上が輸出。中東、オーストラリア、日本へも輸出。 

・国内では大手スーパーから、ブランド名（LATO）の看板ついた小規模店まで納入

している。 

・6 月、7 月の乾期（若干気温が高い）は品質に気を使うが、バターを生産しない限

りコールドチェーンは要らないと理解している 

 

 
 

 

＜参考＞ 

ミルクの付加価値の推移（地方と都市部）（UGX/1L） 

   

（関係者ヒアリングよりみずほ情報総研にて作成 2017） 

 

 

 

  

乳業者 地方バルク
タンク

地方小売

600
700

1,200

乳業者 地方バルク
タンク

乳業会社 都市ホー
ルセラー

スーパー
マーケット

600
700

？
4,000

？
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日時 2017 年 6 月 20 日（火曜）10:00～11:00 

訪問先 Upland Rice Millers Co. ltd  

面談相手 Director Mr. Philip Idro 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 精米事業について 

 当社はジンジャに所在地のある精米業者。 

 精米事業を行うともに、コメ農家とコメの流通業者をつなぐサービスを提供。一般的

に精米業者は農家から籾を購入して、精米後に販売するビジネスモデルが多いが、

URMCは自社でコメ在庫を持つことはない。コメ農家と流通業者の間で売買が決まる

まで無償でコメの保管スペースを提供。 

 ジンジャは農業の中心地で、毎年７月にUganda Farmers Federationによるウガンダ

最大規模の農業関係見本市が開催される。（実際に視察されたJICAの方からは、学園

祭レベルのイベントだったと厳しい評価） 

 

 仕入 

・精米の流れ 

農家がコメを持参→品質チェック、水分量のチェック（30.5%以下まで乾燥させる）。水

分が多い場合は天日干しにする。 

・精米料金 

通常：150シリング、割れ米：100シリング、ブラウン米：40シリング  

・農家に販売するコメ袋の値段 

・50kg用で1,200シリング 

・25kg用で850シリング 

・農家からのコメの買取価格 

・スパ1,500～1,700シリング 

・カイソ1,300シリング～1,400シリング 

・アップランド1,200～1,300シリング 

・農家への支払いはモバイル・マネーも活用 

 

 加工・機械 

・KOICAの支援で新型の精米機を導入 

・以前は中国製だったが、精米品質に課題があった。 

・コメのドライヤーを購入予定。7トン／日処理できる 

・ベルト、ボルト、ナットは壊れる定番。現地製は強度に問題がある 
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 流通 

・流通業者への販売価格は企業秘密 

・品種別コメの小売価格 

スパ4,000～4,500シリング（約1~1.2米ドル）、カイソ3,600シリング（約1米ドル）、ア

ップランド3,200～3,400シリング（1米ドル弱） 

・ブラウン米は飼料用にケニアに輸出 

・ケニアからの輸入米（カイソ）も3,600シリング（約1米ドル）ほどで販売されている。

灌漑設備と肥料の使用により品質は高い。 

・輸入米には原則的に75%の関税がかけられている。昨年度の干ばつによるコメの供給不

足から今年は輸入米を非課税としている。 

 

 その他 

・コメの需要はある。供給側に課題がある。 

・コメの作付け時間、ウガンダ40日、タイ14日、日本14時間といわれる。 

・365million$ ケニアから輸入している。単純計算で40万人のコメ生産者が生産量を5倍に

すれば輸入は必要ない。 

・日本米を育ててみたい。寿司に使える米。 

・もみがらの有効活用方法を探している。大豆を煮る鍋の燃料にする等。 

・わらの二次活用について（きのこを育てる？） 

・プラスティックの廃材ビジネスの可能性 

・最近話題になった農業サービス系の企業として、Lonrho社、IsraelのNetafim、Jain（イ

ンド）。 

・中国の会社は三段階で考えてマーケットに参入しようとしている。 

第一段階：中国からの中古農機（すぐ壊れる） 

第二段階：中国製の安い新品納期（数年で壊れる） 

第三段階：中国製の高性能の新品 
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（左上、右上、右下：韓国製の大型精米機、左下：農家からの伝票） 

（韓国製乾燥機） 
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日時 2017 年 6 月 21 日（水曜）11:00～ 

訪問先 マケレレ大学 

面談相手 School of Agriculture Science, Senior Lecturer and Head Dr. Gabriel Elepu 
Dean Dr. Johnny Mugisha（表敬のみ） 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. Dr. Elepuの最近の研究は漁業産業についての報告書を書いた。 

 輸出産業としての漁業の歴史は、それほど長くない。ヨーロッパに魚の輸出を開始し

たのは90代以降。1995年頃には毒（？）をまいて魚を取る手法をEUが禁止し、漁業

関係者での間で食の安全への意識が高まった。 

 漁業産業振興とともに漁業関係者の組織化、コンクリートの倉庫なども整備された。

冷蔵設備も十分とは言えないがある。 

 EU諸国からの投資で20台ほど加工機械が導入された。 

 一方、小魚を取りすぎた結果漁獲高の減少という自体に直面している。 

 

2. 農業について 

 Ministry of Trade, Industry and Corporative によるBuy Uganda Built Uganda Policyは

国産商品の販売奨励をしている。 

 人口増加で食料需要は増加。農家一軒あたりの耕作面積は少なく、肥料の使用等の生

産性向上が課題。 

 セミナーで注目すべき穀物として、例えばカンパラ周辺がバナナ、北部がソルガム、

キャッサバ、コメ、西部はアイリッシュポテト等のように地域性があるので、穀物を

搾ると地域も絞ることになる。 

 コメに関しては収量にたいして精米業者が過剰になっていると感じる。 

 乳業における最大の課題は80%の酪農業者（というより多くの小農家が数頭飼ってい

る）がインフォーマルセクターであること。 

 乳業については、南西部ムバララ市を中心に盛んだが、これは大統領の出身地のた

め、欧米系のドナーが活動しているため。ミルクの輸入も原則禁止しており、手厚く

保護された業界。 

 茶葉について。大規模な茶の生産はウガンダ南西部で盛ん。東アフリカにおける茶の

ブランディングはモンバサのオークションで決まる。 

 緑茶は既存のマーケットとして大きい分けではないが興味深い。実際学部長は本物の

緑茶を飲みたいので国産ではなく中華系のマーケットから緑茶ティーバッグを購入し

ている。  
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日時 2017 年 6 月 21 日（水曜）15:00～ 

訪問先 ウガンダ投資庁 

面談相手 Executive Director Mrs Jolly Kaguhangire  

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
1. 長官に表敬訪問 
2. 数ヶ月前に就任したばかり業務が落ち着いていない状況 
3. 日本での投資セミナーでの公演後、当然日本からの問い合わせは増えたが、実際に訪

問してきた企業はいない。 
4. 農業分野での投資案家のリスト 
 とうもろこしの製粉工場 5million USD 
 食品加工工場 7.4 million USD 
 精米工場 15 million USD 
 国営果実加工工場 120 million USD 
5. 日系企業がウガンダへ関心を持つ契機となるイベントになることを期待。 
6. 具体的な協力依頼があれば対応検討後サポートする。 
  


