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別添資料 5 議事録（ガーナ） 

（１）第一回調査議事録 

日時 2017 年 5 月 15 日（月）10:00～11:00 

訪問先 在ガーナ日本国大使館 

面談相手 山下一等書記官、新保経済協力調整員 

当方 山本（みずほ情報総研（MHIR）コンサルタント） 

 
 ガーナでは、コメの需要は上がっているが、供給が追いついていない。 
 日本人会の田村会長はガーナ大学の副学長とも親しく、人脈も広いので関係者を紹介

してもらう先として良い。 
 WFP 等の国際機関も FVC のプロジェクトを実施している。ニーズ自体は理解してい

るものの、実際にはあまり進んでいない。インフラの弱さがネック。例えば、水産を強

化しようとしてもコールドチェーンが未熟である等 
 ガーナは『成長の環』の一部であり、日本のプロジェクトとして渋滞の多いテマにおい

て立体交差を作る予定。しかし、インフラ案件は日本単独では困難。東部地域は AfDB
が担当する予定。 

 アフリカに興味のある日本企業の数自体が少ないので、昨年はセミナー参加者を探す

ことに苦労した。その意味で日本側のニーズを先に見た方が早いように思う。 
 ガーナ北部の農民の日当は 5 セディほどと少ない。 
 ガーナ農業省は『投資』への関心が強く、TICAD でも繰り返し投資促進を呼びかけて

いた。 
 ガーナ農業省の重点作物 5 種「コメ、メイズ、大豆、野菜、ソルガム」 
 昨年 11 月に選挙が実施され、2017 年 1 月に大統領が就任。国務大臣の任命が終わっ

たのはつい最近で、新政権の戦略・計画はまだ発表されていない。現段階では前政権の

政策を踏襲しているように思われる。中期計画は来年 2018 年発表予定。 
 ガーナの省庁における Director は日本の省庁の局長と同等。 
 One District, One Factory：1 つのディストリクトに 1 つの工場を設置するというプロ

ジェクト。具体的にどの分野かは未定。 
 現大使は農水省からの出向。特に関心のある農業分野というものは無い。 
 現時点において、ガーナで農業分野の草の根プロジェクトは無い。シエラレオネでは作

物倉庫や穀物を乾燥するスペースを作るプロジェクトを行っている。 
 農業関係の NGO である Africare 2000 がリベリアでプロジェクトを実施している。国

際 NGO であるが、ガーナにもオフィスがあり、何らかのプロジェクトを実施している

はず。 
 日本国大使館としてイベントに使用したことのある会場は以下のとおり。積算表を作
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成したので、後ほど共有する。 
 ココナッツ・グローブホテル 
 ラ・パームホテル 
 モーベンピックホテル 
 ゴールデンチューリップホテル 
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日時 2017 年 5 月 15 日（月）14:00～15:30 

訪問先 ヨシケントラベル 

面談相手 田村芳一社長 

当方 山本（みずほ情報総研（MHIR）コンサルタント） 

 
 昨年はコンセプトが不明瞭であった印象。 
 その点、今年は大田区とのコラボやより対象を絞るという意味では正しいと思う。 
 田村社長自身、過去にジェトロの中小企業アドバイザーをしており、墨田区等と付き合

いがあった。 
 日本企業の進出においては、みずほ等、ファイナンスについて理解のあるバックがつい

ていることが必要。 
 ガーナにおいてファイナンスを得られる先、中小企業が融資を受けられる先、日本側の

担保、中継銀行、海外送金の仕組み、規制等の環境も総合的に把握しなければ中小企業

は海外展開できない。その意味で金融界も噛むべき。 
 もともと 1980 年代にＮＧＯとしてスタートし、農業分野への関心は高い。 
 北部で農業支援を始めたものの、2000 年の選挙時に治安上の問題から日本の ODA プ

ロジェクトがほぼすべて止められてしまった。 
 エンジ村の支援を行っていた。 
 水田、コメ、灌漑プロジェクトを実施。 
 既に支援の効果が現れているガーナの稲作支援を中心におくべき。 
 ガーナで売れるのはジャスミン米。ネリカ米も推奨はしているが、ジャスミン系統が推

されている。国民は輸入米の方を好む。植民地時代からパーボイル加工を行っている。 
 コメのバリューチェーンでは生産と収穫後処理（加工）に注目 
 北部地域におけるコメプロジェクト 
 ガーナ食糧農業省や GIPC は昔に比べると投資呼び込みに熱心になったが、それでも

マッチング以降のサポートは考えていない 
 ヨシケンはヤンマーの代理店も勤める。ナイジェリア進出については安全上の理由か

ら難しい。 
 クボタ、サタケ、ヤンマーなどの農業機材メーカーがアフリカ市場をどう見ているのか

が鍵。販売方法を考えないと難しい。 
 客にどう繋げるのか、ODA を通じて入れてもその後の商売に繋げるのは困難。 
 しかし、国際通貨ではなく、ナイラ払いされるナイジェリアとは違って、ガーナであれ

ば相殺勘定も可能。 
 ガーナの経済を誰が握っているかを知ることが重要。 
 農家から直接籾を買い付け、精米加工までは一手に引き受けるインドやブラジルの企

業の存在がガーナでは大きい。ボルダ川流域、Adidone で活動している。食糧農業省と
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も協力。その他、中国、日本、韓国の存在も大きいが、やはりレバノン、シリア、イン

ド、パキスタン、中国企業の存在感。 
 JDSはGIPCについて調査を実施しており、調査報告書がそろそろ出るのではないか。 
 中小企業が英語で直接交渉することは難しい。 
 先般、国土交通省のミッションが来てドローンの使用許可を得たと言っているが、すぐ

に潰れる気がする。 
 マッチングでは、支払い能力のある信頼できるガーナ企業を探すことが重要。2005 年

頃に比べれば企業の質は向上してはいるが、あと 10 年は必要。 
 進出してきた日本企業が生きていける環境が必要。 
 先日も水検査キットを持ち込んできた企業がいるが（みずほの紹介？）、役所が買うこ

とはできるだろうが、汎用性のないものは民間が買うことは難しい。 
 野菜への支援も日本はできるのではないか。ガーナで食されているのは玉ねぎ、オクラ、

ニンジン、小ヤムの葉等であったが、年々消費される野菜の種類が増えている。白菜、

大根、ネギ等は日本人も食べるもので、栽培方法への提言等ができるのではないか。ヨ

シケンでも参入を考えている。 
 ガーナのイサクン地域は標高も高く、野菜栽培に適しているのではと考えている。また、

ガーナの山間部では園芸作物、花の栽培も可能と考えている。 
 水産も重要である。ヤマハの船外機は毎年部品の供給等もやっているが、ほぼ CSR。

資金源は不明。メンテナンスも込みでやるので他企業が入り込む隙は無い。 
 ガーナは 1960 年代～1990 年初頭まで日本の遠洋漁業の拠点であった。 
 川商フーズは 2 年前に撤退した。 
 ガーナ大学の農学部には日本留学経験者が多数おり、日本の農業に詳しい人が多い。も

っと以前からコラボレーションすべきだったと思う。千葉大に留学経験のあるンカン

サ教授（野菜専門）にコンタクトを取るなら紹介する。 
 ガーナの FVC を知るには、ガーナの食を調べるべき。農業省が注目するヒエやソルガ

ムは北部において離乳食として食されていた。そういう歴史も知っておくべき。 
 北部ではメイズの栽培が面白いのではないかと思っている。 
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日時 2017 年 5 月 15 日（月）16:00～17:00 

訪問先 ガーナ投資促進センター（GIPC: Ghana Investment Promotion Centre） 

面談相手 Augustine A. Otoo, Director, Research and Business Development 

Michael Agyekum Achempong, Senior Investment Promotion Officer 

Research and Business Development 

当方 山本（みずほ情報総研（MHIR）コンサルタント） 

 
 ガーナのコメは 70％が輸入で国産は 30％のみ。 
 国産米は生産能力、生産量、機械化等が課題。 
 コメ農家はほとんどが小規模農家。 
 Ghana Commercial Agricultural Project を JICA、USAID、世銀で実施。 
 USAID は独自に FINGAP プロジェクトも実施している。 
 前大統領が立ち上げた JAK Foundation や Techno-safe、ビルゲイツ財団ともコラボし

たプロジェクトが実施されている。 
 GIPC がセミナーに参加するには、CEO 宛レターを作成する必要がある。CEO オフィ

スとの繋ぎは本セクションで支援する。 
 JICA の支援で GIPC の日本語版案内を作成予定。 
 JICA の seeds-seeds プロジェクトでガーナ産の種子を作ったり、灌漑案件で pumping 

machine を供給するプロジェクトを実施している。 
 JETRO のガーナにおけるリエゾンオフィサー（Kwaku Adu-Mensah）は輸出業に携

わったコンサル経験もあり、コンタクトを取ってみると良い。 
 レバノン企業やブラジル企業はガーナ企業ともコラボ関係にある。 
 日本が FVC の具体的にどの側面に関心があるのかが知りたい。それによって紹介する

企業が異なる。 
 GIPC が把握している農業関係企業リストがあるので、後ほど共有する。また、食糧農

業省のアグリビジネスユニットとの繋ぎを支援する。 
 若い農家、加工について支援したい。 
 農業省が現在フォーカスしている主要農産物は 5 種類だが、これから増えて行く可能

性もある。現在の 5 種がはずされることは無い。 
 ガーナには土地所有問題がある。ガーナの土地の 80％が伝統的な土地所有システムに

あり、政府所有は 20％のみ。しかし、伝統的指導者もビジネスには理解があるので、

日本企業が土地所有において当該土地の伝統的指導者に承諾を求める場合は GIPC が

支援する。 
 その意味でも、ローカル SME と日本の SME がコラボすることは歓迎される。 
 2017 年の 7 月末か 8 月初旬に GIPC の韓国＆日本におけるビジネスフォーラムが予定

されている。JICA/JETRO とのコラボ。この情報も追って共有する。 
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ガーナ投資促進センター（GIPC）  
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日時 2017 年 5 月 16 日（火）9:00～10:00 

訪問先 JICA ガーナ事務所 

面談相手 米林次長、椰野企画調査員 

当方 山本（みずほ情報総研（MHIR）コンサルタント） 

 
 JICA で実施中のコメプロジェクトは『天水稲作持続的開発プロジェクトフェーズ 2

（2016～2021 年）』と『ポン灌漑地区における小規模農家市場志向型農業支援・民間

セクター連携強化プロジェクト（2016～2021 年）』 
 天水プロジェクトについては、フェーズ 1 で中部・北部中心の 9 郡を対象にしていた

のをフェーズ 2 では 35 郡に拡大し、面的展開を狙っている。対象は 2ha 以下の小規模

農家を対象。換金性のある作物を志向するように。 
 天水では日本の精米機を入れたが、老朽化が進んでいる。 
 日本人専門家もこれまでの経験でやっており、ニーズのマッチングという意味ではな

かなか自分達では分からないかもしれない。 
 日本人専門家はクマシにオフィスを持っている。一度プロジェクトサイトを見てみる

とよい。専門家の紹介は可能だが、繁忙期の案内は難しいかもしれない。 
 灌漑プロジェクトは東部のボルタ湖の周辺において実施。灌漑の維持管理を行ってい

る。ガーナ農業省のガーナ灌漑開発公社（GIDA: Ghana Irrigation Development 
Authority）と実施。灌漑の専門家は常駐している。 

 灌漑プロジェクトでは、専門家が植物工場的に現地であるもので作ろうとしている。農

業組合に日本の機材を使ってもらうという手も。 
 農水省としてグローバルフードバリューチェーンとは何か、何を目的としているかが

よく分からない。ビジョンがはっきりしないと JICA としても手伝いようが無い。 
 例えば、ガーナのカカオは日本とヨーロッパで残留農薬の基準が違う。日本からの輸出

と日本への輸入、どちらにフォーカスを置こうとしているのか。日本のクオリティに近

づけようとしているのか。 
 昨年のセミナーでは、JICA プロジェクトと日本企業のマッチングができるかは疑問が

残った。というのも、中～大型農業機器では、JICA プロジェクトでの連携は困難。 
 現段階で実施中のプロジェクトでは難しいが、他のスキームではマッチングか可能か

もしれない。 
 ガーナ人にコメの嗜好は特に無いが、政府も国産品を活用しようという動きがあるの

で、国産品を推していく動きはある。 
 ガーナの北部ではパーボイル米を、南部ではジャスミン米が好まれる。 
 ヤンマー株式会社との連携事業である『小規模農家向け農業機械販売事業準備調査

（2017～2019 年）』では、ポン灌漑地区において耕運機の市場調査を行っている。イ

ンドネシア製等に比べても調達可能か、ペイできるかを調査。農作物のサイクルにあわ
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せ、長めにプロジェクト期間を設けている。 
 ヤンマーも JICA のプロジェクトに申請したということは、それなりの市場情報を持っ

ていると思われるので、ヤンマーにヒアリングするのも手かもしれない。 
 ヨシケントラベルがヤンマーの代理店業務を本格的にするかどうかは不明。分かって

いても JICA には言わないだろう。 
 機材の取引、仲介ができるガーナ企業はなかなかいない。 
 放っておくと中国製の機械がどんどん入ってくる。 
 インドの『Avenash社』が去年の12月頃から北部において大規模な精米を行っている。 
 レバノンやブラジルの農業関係の進出は知らなかった。 
 パキスタンのスズキのようにクオリティを一段落として売る等が必要。 
 ガーナでは、そもそも投資という概念がなく、初期投資をして時間をかけて利益を得る

という考えを理解してもらうのが難しい。その日暮の人がほとんど。 
 若者の農業への関心は薄いが、農業省はカカオの苗を与える等、ユースへの農業への関

心を上げようとしている。 
 Job Creation が現政権の関心。 
 Plant for Job and Food 雇用と食糧のためのプラント、One District, One Factory は

まさに職を生み出すための政策。 
 しかし、えり好みをしている状況ではないので、地方の若者も農業でチャンスがあると

分かればやるだろう。大卒でも 6～7 割が職が見つからない等、ガーナでも就業は大き

なテーマ。 
 水産系では、タコラディの漁港で無償を実施。製氷機を導入した。 
 水産系のポテンシャルとしては、製氷機や魚を上げるリフトがあり得るのではないか。

しかし、ガーナでは魚を生食せず、加工が基本なので、コールドチェーンを整備しなく

てもある程度痛んでも気にしない傾向がある。 
 テマという漁港がアクラから 1 時間ほどの所にあるので、一度見てみるといいかもし

れない。 
 次回の調査が 6 月下旬ということだが、ラマダン明けは治安にはくれぐれも注意され

たい。 
 会場については、省庁関係者を呼ぶのであればココナッツグローブが都合が良いだろ

う。ただ、農業省で使っているところで割引があるものもあるかもしれない。昼の渋滞

等、交通の便も考慮した方がよい。 
 アクラのホテルは大抵のところがカンファレンスパッケージを持っている。ヨシケン

トラベルが詳しいだろう。 
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日時 2017 年 5 月 16 日（火）11:00～12:00 

訪問先 ガーナ漁業省（Fisheries Commission） 

面談相手 Samuel D. Manu, Head, Post-Harvest Unit 

当方 山本（みずほ情報総研（MHIR）コンサルタント） 

 
 前川製作所とテマの Divined Food でプロジェクトを実施。 
 コールドチェーンの問題が深刻。電力消費が激しい上に不安定で電気代が高額になる

問題がある。そこに日本の省力化や太陽光発電等と併用させる技術を導入できれば有

難い。 
 漁業従事者の全国的な組合（NAFAG: National Association of Fisheries…）はあるが、

構成員によるより小規模な組合（魚種別等）の権限の方が強い。 
 機材や技術の導入について、Commission も実施しているが、各組合が独自に買い付け

たり導入することもある。 
 過去に漁業省は食糧農業省の一部だったが、独立して独自の政策を持っている。現在は

National Fisheries and Aquaculture Policy のもと、National Marinate Plan に沿っ

た政策を実施している。政権は変わったが、政策は踏襲される。 
 Fisheries のストックは減少傾向にある。 
 他の二国間援助機関や国際機関とも連携している。例えば、世銀の『WARFP: West 

Africa Regional Fisheries Project』や USAID の『SFMP: Sustainable Fisheries 
Management Project』では魚のストックレベルを回復させようとしている。 

 PPP の一環として、エルミナ（Elmina）においてインドの輸出入銀行の融資で冷蔵設

備を導入した。設備導入後はガーナの企業が運営している。 
 パキスタンにおいて製氷機のプロジェクトが実施されていたが、ガーナでも同様のプ

ロジェクトを実施したい。 
 加工においては燻製の煙を減少させたい。PH レベル。 
 Post-Harvest とは加工のことであり、ガーナでは女性が多く従事している。JICA の研

修で女性グループを加工に係る研修に選出して出したことがある。 
 テマの施設を見学するのであれば、スタッフを同行させて案内する。 
 セミナーに参加要請するのであれば、大臣宛のレターを発出されたい。可能であれば、

滞在中に大臣か局長に挨拶する機会を作りたい。 
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日時 2017 年 5 月 16 日（火）13 :00～14:00 

訪問先 ガーナ商工会議所（Ghana National Chamber of Commerce） 

面談相手 Atta Takyi Donkor, Research Officer 

当方 山本（みずほ情報総研（MHIR）コンサルタント） 

 
 ガーナ商工会議所は初代大統領の発案で 1968 年から産業振興とビジネスマッチング

を生業としてきた。 
 ガーナ企業だけでなく、ガーナでビジネスをする多国籍企業もメンバーである。 
 Ministry of Trade が実施している『One District, One Factory』で日本企業が協力で

きるのではないか。ガーナ輸出入銀行、農業省、商工会議所、GIPC がこの事業に関わ

っている。 
 5 月 22 日（月）に Industry Forum を開催し、より具体的なプランが出る予定。今年

の終わりまでには何かしらの形を残したいと考えている。 
 農業の工業化も目指されており、One District, One Factory には農業省もコミットし

ている。貿易省との繋ぎについては、農業省に聞いてみるといい。 
 農業関係企業のリストの共有については、まずは CEO に書簡を書き、担当部署につな

いでほしい。 
 セミナーを実施する際に、情報を流し、関心のある企業を募ることも可能だが、まずは

担当部署との調整が必要。担当部署は Marketing and Investment Promotion Section。 
 セミナーにおける商工会議所の協力が必要な場合は、Chief Executive Officer (CEO)宛

てのレターが必要となる。CEO オフィスとの繋ぎは行うので、お知らせしたアドレス

に送ってほしい。 
 次回 6 月にミーティングをセットすることは可能。 
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ガーナ商工会議所が入っている貿易センタービル 
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日時 2017 年 5 月 16 日（火）15:00～16:00 

訪問先 ガーナ灌漑開発公社（GIDA: Ghana Irrigation Development Authority） 

面談相手 Kwasi Asare Mintah 

当方 山本（みずほ情報総研（MHIR）コンサルタント） 

 
 GIDA は食糧農業省の傘下にあるが、完全に一部というわけではない（semi-autonomy）。

独立はしているが、本省にレポートする義務がある。 
 農業省のアジェンダに沿ってプロジェクトを実施している。 
 ガーナ国内における官民双方の灌漑案件のすべてを担当している。官が80％、民が20％

と政府系の案件がほとんどであるが、民間案件もある。 
 GIDA は Public Service Provider として灌漑案件の仲介、監督、計画、助言等を行う。 
 灌漑地で作られる作物に制限は無い。コメ、バナナ、花卉等、土壌の性質に応じて作ら

れるものは換わるが、制限は無い。 
 灌漑案件とはいえ、自身でポンプを用意したり、GIDA の設備を一部利用したり、その

形態はプロジェクトによって様々である。 
 JICA と灌漑プロジェクトを実施中。JICA とのプロジェクトについては、常に先方に

Plan, Aspect, Issue があるので、それに合わせる形。 
 官民連携案件としては、アクラ郊外のドーウェンアにおいて、オランダが温室を利用し

た花卉栽培を行っている。東アフリカから来た会社で、ガーナの方が欧州市場へのアク

セスが良いのでこちらで栽培を開始したらしい。 
 ポン灌漑施設では、フランスがバナナの栽培している。KIS、Golden Exotic 社 
 インドの会社はベビーコーンを栽培し、英国へ輸出している。 
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2017 年 5 月 17 日（水） 
【午前】テマ（Tema）視察 
 テマはアクラから車で約 1 時間。ガーナ最大の漁港。テマの交差点では、西アフリカの

回廊開発『成長の環』の一環として、立体交差を日本の援助で建設する予定。 
 現地の猟師のほとんどはモーターを持たない船で漁を行い、捕れた魚は箱や氷を入れ

たクーラーボックスで陸揚げする。 
 テマには 1000 平方メートル、2000 平方メートルの冷凍室をいくつか持つ比較的大規

模な冷凍・冷蔵設備を持つ業者が 10～15 業者いる。以前は 30 業者以上いたが、少な

くなった。 
 使用している冷凍設備はイスラエル製、イタリア製、ポーランド製等、欧州からの輸入

品が多い。ガスタイプ、アンモニアタイプ、ブラストタイプ等。 
 停電が多いため、発電機が必須。電気代、発電機の燃料代がかなりの負担。 
 冷凍しているものは魚（テマで捕れたもの、近隣国（セネガル等）、米国、中国、日本

等からの輸入品も多い）、鶏肉等多岐にわたる。 
 大抵は洋上で冷凍したものを運びこむ。 
 冷凍品は地元のマーケットウーマン、アクラの業者、国内業者等に売る。冷凍設備業者

によっては、顧客からの依頼品しか保管しない者もいる。 
 大規模冷凍設備を持つ業者は事務所を併設しており、数字の管理には PC を使用してい

る。 

 
テマの冷凍設備業者 FRIGO 社の冷凍倉庫 
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FRIGO 社の冷凍庫内 
 

 
食品は段ボールに箱詰めされた状態で保存 
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【午後】セミナー会場候補訪問 

 カンファ

レンス・

パッケー

ジ料金 

立地 会議室 

Coconut Glove 
Hotels 

150 セデ

ィ（約 35
米ドル）

／人 

昨年度の会場。

省庁からのア

クセスが良く、

省庁関係者の

利用が多い。 
 

 
Movenpick 
Hotel 

70 米ド

ル／人 
Coconut Glove
から近い。内装

は華やか。他の

援 助 機 関

（USAID 等）

も使用。 
 

 
La Palm Hotel 240 セデ

ィ（約 50
米ドル）

／人 

アクラの中心

地からやや離

れている。ビー

チ沿い。 
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Golden Tulip 
Hotel 

20 米ド

ル／人 
アクラ空港か

ら近いが、省庁

街からはやや

遠い。 
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日時 2017 年 5 月 18 日（木）9:00～10:00 

訪問先 ガーナ大学応用科学技術研究所（University of Ghana, Institute of Applied 

Science and Technology, College of Basic and Applied Sciences） 

面談相手 Prof. George Oduro Nkansah（千葉大に留学経験有） 

当方 山本（みずほ情報総研（MHIR）コンサルタント） 

 
 本学は昨年のガーナにおける研修・セミナー共に参加している。昨年のレポートを基に

今年度の対象セクターを決めると良いのではないか。レポートはヨシケントラベルの

田村氏も持っている。 
 大根をリフトアップする機械はキャッサバの収穫に応用可能。 
 本研究所は政府の「One District, One Factory」の調査を手がけている。 
 「One District, One Factory」は 4 年以内に実現しなければならない公約で、現政権に

とっての残り時間は 3 年間。2018 年には何らかの成果を出したい。 
 ガーナには 216 の district があるが、まだどういう分野の工場を建設するかは決まっ

ていない。 
 候補として考えられるのは、キャッサバのプロトタイプマシン、メイズの加工機、ツナ

の缶詰等。 
 ガーナにおいて、キャッサバは重要な作物。乾燥や保存、加工等。 
 その他、大豆の収穫機、コメやメイズの機械（水分を飛ばす機械等）、粉砕機、製粉機 
 ガーナ輸出入銀行だけでなく、農業開発銀行（ADB: Agriculture Development Bank）

や他の銀行も参加する予定。 
 セミナーには、製造業者（農機製造メーカー含む）や農業生産者、漁業関係者、コメ関

係者等を招くというのは良いと思う。 
 本研究所が持っている企業リストもあるが、昨年に続いて今年も同じ企業を同じ内容

で呼ぶのははばかられる。何か具体的な進展を見せたい。 
 昨年のみずほが発表した Eco-Pact に関心を示す企業もある。 
 ガーナ企業が日本企業とビジネスをするにあたっては、日本側の基準、規制も知りたい。 
 農業省が掲げる重点作物はコメ、メイズ、大豆、ソルガム、野菜（トマト、唐辛子、キ

ャベツ、玉ねぎ等） 
 また、農業省は「Planting For Food and Jobs」を掲げており、農業は雇用創出の面で

も重要。 
 コメは生産量が低く、コメ作のインセンティブを欠いている。機械化も遅れており、南

と北では差異がある。（南はジャスミン米好み、北はパーボイル米好み） 
 コメの加工ではレバノン企業も参入している。彼らは本国でローンをしてからガーナ

に来ている。 
 ガーナで土地を利用するに当たっては、現地のチーフと合意しておく必要がある。 
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 ガーナで機械を製造する、又は売り出すのであれば、部品の調達等も含めたパッケージ

として展開しなければならない。ビジネスがどれだけペイできるか、どうペイするかが

重要。 
 バリューチェーンには交通、気候変動への対応も含まれる。 
 実際のマッチング例として、ガーナ人スタッフを常駐させるインフォメーション・デス

クを設置するという案もある。実際、本研究所では「One Stop Shop」としてキャッサ

バ・デスクを設置しており、インターンがキャッサバのバリューチェーンに関わる情報

（技術、ファンド等）を提供している。 
 

 
ガーナ大学応用科学技術研究所 
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日時 2017 年 5 月 18 日（木）11:00～11:30 

訪問先 METRACLARK（漁業用冷蔵設備、エアコン等の販売業者） 

面談相手 Patrick Ampomah 

当方 山本（みずほ情報総研（MHIR）コンサルタント） 

 
 当社は南アフリカ本社の企業であり、ガーナ支店の取り扱い商品の選定はすべて本社

で行っており、支社に決定権は無い。 
 ガーナでは 2 年前からビジネスをしており、テマの冷蔵設備会社にも多く卸している。 
 取り扱う冷蔵設備は家庭用の小規模なものから業務用の大規模なものまで幅広い。 
 日本製の商品の取り扱いは今の所無い。 
 商品の提供だけでなく、メンテナンスサービスも行っている。 
 南アフリカ本社の西アフリカ担当者の連絡先は以下のとおり。 

Paul Ras, West Africa Regional Sales Manager 
Address: 2 Astron Road, Denver, Johannesburg 
Phone: +27 11 620 0319 
Fax: +27 86 567 1639 
Mobile: +27 61 506 0303 
E-mail: Paul.Ras@metraclark.co.za 
Web: www.metraclark.co.za 

  

mailto:Paul.Ras@metraclark.co.za
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日時 2017 年 5 月 19 日（金）10:00～11:00 

訪問先 SEAPRO TRADE（ガーナ漁業業者、前川製作所紹介） 

面談相手 Kevin Frank Amoh, C.E.O. 

Kwadwo Amoh Mensah, General Manager 

当方 山本（みずほ情報総研（MHIR）コンサルタント） 

 
 当社では今後生産サイドを広げたい。候補地はアクラの北部と西部の 2 か所。 
 2017 年 3 月に日本で開催された FOODEX に参加した。その際、JBIC のスタッフと

会談したが、JBIC のプロジェクトに応募するには日本企業のパートナーが必要と聞い

た。前川製作所は冷凍設備の製造者でサプライヤーなので、パートナーにはなり難い。

養殖業を共にできる企業を探している。 
 東京産業株式会社（機械総合商社、所在地：東京都大手町）と前川製作所の推薦でパー

トナー企業の候補として、KOHYO の名前が挙がっているが、東京滞在日数が足りず、

未接触である。したがって、どのような企業でもガーナに来る意思があるのであれば、

JBIC 案件のパートナーになってもらいたい。 
 日本では、Equator Japan LLC という会社がビジネス支援をしており、JBIC へも一

緒に行った。 
 グローバルフードバリューチェーンプロジェクトでは、輸入と輸出の両方に関心があ

る。 
 加工では煮る、焼く、燻製する、缶詰にする等。（①鮮魚加工→②燻製、焼いた加工品

→③乾燥、塩漬け乾燥した加工品） 
 ツナで鰹節が作れないかと考えている。そのためには日本人技術者から技術を学ぶ必

要がある。 
 加工技術については、JICA のノウハウを内部に技術者を呼んで習得したい。 
 加工品の基準については、ガーナ基準局（Ghana Standards Authority）が決める。同

局は EU のスタンダードを基本としている。 
 －60 度で冷凍した魚であれば刺身用として日本に輸出することができる。 
 ただし、加工サイドよりも生産（養殖）を優先させたい。 
 ゆくゆくは加工施設と養殖施設を両方設置する。加工機械は PROSYSTAS 社（食品工

場作りの会社、所在地：東京都東村山市）のものを入れたい。 
 ガーナの湖の面積はアフリカ有数で養殖業に適しているが、実際のオペレーションは

小規模なので、大規模養殖を開発したい。 
 養殖するのはティラピア、ボルタパーチ（ナイルパーチ）、ベトナム等で食べられてい

るバサ（Pangasius Fish）等 
 当社のプロジェクトビジネス計画がまもなく完成する。 
 ガーナ政府の「Free Zone Project」に応募する予定。フリーゾーンでは、機器や活動に
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ついて関税がかからない。一次産品についても税金がかからない。法人税も 10 年間免

税となる。 
 例えば、チリやノルウェーから鮭を輸入して関税無しで加工・輸出している会社がある。 
 フリーゾーンプロジェクトについては、Export Processing Programme の一環として

設立された Ghana Free Zone Board (GFZB)が管轄している。申請は官僚的なプロセ

スで、ライセンスは年毎に更新される。ガーナ税務当局（Ghana Revenue Authority）
や関税手続も担当者がやってくれる。 

 漁業省が話していたという太陽光電池付きの冷蔵庫について、効果的な機械であるな

ら歓迎するが、アフリカの暑さでも機能を保持できるか否かが重要。また、太陽電池の

価格も重要。 
 One District One Factory (ODOF)については、融資ルートが明確でないが、当社のプ

ロジェクトについてプレゼンをする予定。 
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日時 2017 年 5 月 19 日（金）15:00～16:00 

訪問先 ガーナ食料農業省アグリビジネスユニット 

面談相手 Jeremy Agyemang, Head of Agribusiness Support Division 

Emmanuel Amanor Yirenkyi, Assistant Agric Officer 

Selassie Setorwofia, Assistant Agric Officer 

当方 山本（みずほ情報総研（MHIR）コンサルタント） 

 
 アグリビジネスユニットがガーナ政府におけるアグリビジネスの唯一のコンタクトポ

イントである。 
 1 年半前に日本の外務省の投資ミッションに応対したことがあるが、昨年のセミナーに

ついては知らなかった。 
 アグリビジネスユニットの業務は、①農業分野の投資の促進、②能力強化、③アグリビ

ジネスの情報ハブの役割を果たすことである。 
 このうち、①農業分野の投資の促進では、国内外の投資家へ各種農業データや情報を提

供している。データベースは既にあるものの、よりユーザーフレンドリーなサービスに

なるように改善している。 
 また、各種ミーティングの調整、ガーナ投資促進センター（GIPC）登録のためのアド

バイスも行っている。 
 ビジネスに関するファイナンスのアドバイスでは、投資家と各種ファンドのリンクを

行う。（ローン、エクイティ、ファイナスのマッチング等） 
 GIPC とはアグリビジネスマッチングで協力関係にある。（※実際、本ユニットと MHIR

のアポは GIPC が調整） 
 ②能力強化では、今年 2 月に終了した 3 年間の 5S プロジェクトを実施し、農民組織へ

のサポートを行った。 
 農民組織については、2012 年に創設された Farmer Based Organization (FBO) Desk

（農業省の Agriculture Extension Unit が管轄）がマーケティング等について指導を

行っている。 
 ガーナの農民組織は生産物ごとに組織を作っているが、全体的な組織もある

（Ghanaian Fisheries and Agriculture Association 等）。 
 One District One Factory については、貿易省の所管であるが、当ユニットでもかかわ

りがある。次回の来訪前、6 月上旬に連絡いただければ、局長（Director）とのミーテ

ィングをセットする。 
 各関係者の連絡先は以下のとおり。 

 Mr. Bartels, Director for Value chain and Supply chain, Ministry of Trade and 
Industry（One District One Factory の担当者）：023 361 9621 

 Mr. Gabriel, Farmer Based Organization (FBO), Ministry of Food and 
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Agriculture：024 465 0656 
 

 
ガーナ食料農業省 

 



 

添付資料－205 

（２）第二回調査議事録 

日時 2017 年 6 月 12 日（月） 

訪問先 ガーナ大学応用科学技術研究所 

場所 アクラ市内 

面談相手 George Oduro Nkansah, Director 

Mammie N. Hutchful Nortey, Research Development Officer 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. セミナーについて 
 セミナーにおいて何か商品をプレゼンするのであれば、サンプルとして配布するより

販売した方が商品の情報が参加者から周辺に広がる。参加者の手元に現物がある意味

は大きい。 
 仮に残部が出れば、ガーナ大学が買い取ってもよい。 
 セミナーのロジについては、昨年もヨシケントラベルを通じて参加者の取りまとめを

行ったので、今年も同様の作業をすることは問題ない。契約書案を後ほど送付する。 
 昨年は参加者の合計は100人のつもりで声を掛けたが、当日はたくさん来てしまった。

昼食の数などは増えることも想定しておいた方がよい。 
 2017 年 9 月 20 又は 21 日は初代大統領の誕生日で祝日であるため、セミナーを開催す

るのであればその前後が望ましい。 
 品目を絞るのであれば、コメ、キャッサバ、野菜がよいだろう。 
 日本側で今回の調査で招待したい団体があれば、リストにして送付してもらえれば、ガ

ーナ大学から案内を送る。 
 2017年 8月 14～18日にガーナ大学にて農業フォーラムのイベントが実施されるので、

もし再度来ガされるなら参加されるとよい。 
 
2. 稲作の課題 
 稲作においては機械化が大きな課題。動力耕作機、石抜機、いずれのプロセスの機械も

足りていない。 
 稲作の課題については、後ほどリストを送付する。 
 
3. ガーナ大学農業研究センター 
 ガーナ大学には 3 つの農業研究センターがある。ポン（Kpong）地区の土壌灌漑研究セ

ンター（Soil and Irrigation Research Centre）はコメ及び水産のプロジェクトを実施

している。同センター長の Dr. Narh を紹介するので訪ねるとよい。 
 
4. 機械センター 
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 テマに『Gratis』という政府の機械センターがあるので、彼らをセミナーに招待するの

もよい。また、アクラの食品加工業者『MACAMA』もパートナー先候補となるだろう。 
 
 

 
ガーナ大学構内 

 
  



 

添付資料－207 

日時 2017 年 6 月 12 日（月） 

訪問先 ガーナ貿易産業省（MOTI） 

場所 アクラ市内 

面談相手 Bartels, Director of Ministry of Trade and Industry 

logistics.valuechain@gmail.com / papabartels@moti.gov.gh 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. ガーナ貿易産業省の政策 
 『一郡一工場（One District One Factory: ODOF）』は現政権が掲げる『10 ポイントア

ジェンダ』の政策の一つ。 
 貿易産業省は、ガーナの産業が国際的競争力を持つため、以下のような活動を行ってい

る。 
① スチームロス防止パッケージ、工場活性化、競争力を上げるための新しいツールの

紹介等 
② ODOF：中規模～大規模企業を対象に地域経済へのインパクトを強める。例）アダ

（Ada）郡のスイカ工場 
 ODOF では、工場を設置する郡が必ず 100 万 USD～500 万 USD の株を購入

しなくてはいけない。 
 各プロジェクトは 100万USDの資金が必須、メトロポリタンエリアでは 1500

万 USD～ 
 ファンドについては、政府系の援助は以下のようなアプローチを想定している。 

① 金融機関と政府との対話：市中銀行の利率が 20％であれば、半分の 10％を政府が

負担する。 
② ジョイント・ベンチャーシップ：政府がジョイントベンチャーを募り、合意形成す

るベンチャー資本家からのサポート 
 戦略的アンカー企業の支援：農業、鉱業、石油化学産業、薬品、工業用塩、自動車製造

（組立て）、金の精製、原油、シアバター、カカオ等 
 競争的な工業への支援：ビジネス環境の改善により競争的な工業を促進する  

例）One Stop Shop：ビジネス規則や担当窓口の一元化 
 ①持続可能なビジネス、②工業の One Stop Shop、③輸出業の促進、④産業パーク

（Industrial Park）の設立、⑤産業下請け契約パートナーシップ：ガーナのビジネス

の 92％を占める中小企業による生産活動の支援、⑥官民対話及び研究分野との対話の

ためのプラットフォーム作り 
 
2. 産業パーク構想 
 フリーゾーン（Free Zone）と産業パークのコンセプトは似ているが、フリーゾーンの
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企業は製品の 70％以上を輸出しなければならないのに対し、産業パークにはそのよう

な規制はない。 
 産業パークは国内 10 箇所への設置を目指している。まだ開始していないプログラムだ

が、2018 年の実施を目指している。分野は農業加工や自動車組立まで幅広い。地域に

よる産業の特性も反映させる予定。例）西部の石油ガス製品等 
 
3. ガーナの製造業 
 過去、ガーナ国内でも外資系自動車メーカーの工場があったが、激減した。しかし現在、

ガーナの国産車（ブランド名：Kantanka）の製造も行っており、部品製造にも力を入

れている。 
 製造業者とパートナーを組むのであれば、中小企業に関する貿易産業省下の National 

Board for SMEs にコンタクトを取るとよい。 
 
4. 多国間協力 
 JICA でも中小企業振興政策の策定等、中小企業支援を行っている。 
 米国によるプログラム『African Growth and Opportunity Act :AGOA』に参加してい

るガーナ企業とパートナーとなれば、日本企業も米国向け輸出は無関税となる。 
 その他、UAE、ドバイともパートナーシップを結んでいる。 
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日時 2017 年 6 月 12 日（月） 

訪問先 ヨシケントラベル 

ヤンマー株式会社（※ガーナ出張中） 

場所 アクラ市内 

面談相手 田村芳一：ヨシケントラベル社長 

宇都宮鑑彦：ヤンマー、アグリ事業本部海外推進部、営業部アジア・新興国選

任課長 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. 農業機械について 

 中国製の耕運機は 1300USD で購入できる。タンザニア等では軍が大量に購入した。 
 サタケのコピーが出回っており、今でも稼動している。 
 日本側も値段を下げなくては上手くいかない。 
 ウガンダでは、フィールドテストで合格した農機だけを導入するようにしている。 
 ウガンダの SMWM 社の川池氏は同国のヤンマーの代理店を勤め、中古を 2～3000 件

を扱っている。ホンダの元 OB として整備を行っている（付加価値） 
 ナミビアでは SATREPS を実施。技術面に寄ったものは大学間協力でやるべき。 
 エジプトでは 1982 年から農業機械化センター（Hiring Centre）を 110 箇所設置し、

各 100 人、計 11000 人の雇用を生み出した。ここではコンバインの需要が高い。 
 ガーナにおいても農業機械センターが全国 10 箇所にあるが、機能不全に陥っている。

技術者を入れないまま一気に設置してしまったのが敗因。 
 貧困農民支援（2KR：平成 17 年度に食糧増産援助から名称変更）によって日本の機械

が大量に安く入ったが、中国等は 2KR での日本製機材の販売価格を基準に値段設定を

したため、2KR 終了後の日本製品は価格において中国製に太刀打ちできなくなった。 
 クボタ社は東アフリカで展開しているが、それはクボタのタイにおける代理店のサイ

アム社（商社）が販売しているのであり、本社は関与していない。 
 ガーナは海に面しているが、国内輸送費が高い。 
 ガーナでは農機の輸入関税は 0 であるが、パーツについては自動車等その他の工業製

品のパーツとの区別がつきにくく、誤って関税がかけられることがある。そのため、新

品の農機は無関税なのに、パーツだと高い関税がかかるという状況が起こる。 
 刈り取り機は売れないが、脱穀機は売れている。乾燥させる間にコメの盗難が起きるの

で刈り取り機は売れないのかとも思うが、原因は分からない。 
 今後、アタッチメントを付け替えられるようにする予定。 
 農業機械化のコストは動力耕作機（Power Tiller）で 102 USD、精米機で 56 USD 
 

2. スペアパーツについて 
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 ガーナで使用しているパーツはヤンマーでは作っていない。 
 フィルター等、パーツの 50％は外注。 
 ガーナ国内のテマ等で作ることも視野に入れている。 
 部品メーカーで作るとなると数百万円規模でなければペイしない。 
 部品を輸入する際、対商品の 27％の輸入税と 20％の管轄費がかかる（合計 47％のコ

スト） 
 アフリカでは人件費が高く、国内生産が困難。 
 ガーナ中部のクマシの『マガジン（Magazine）』というエリアでは部品を製造している。

ガーナは国産車も製造しており、製造業のポテンシャルは他のアフリカの国よりは高

い。 
 しかし、現段階でのクマシの技術レベルは低い。個人経営がほとんどで、海外の機械や

技術を持ち込んだ工場が来れば太刀打ちできない。 
 農業機械の部品は多様であり、併用できるものが必要となる。 
 農機の『ツメ』は落ちやすく、特に中国製はすぐに落ちる。 
 

3. ヤンマー農機の展開 
 細川製作所とヤンマーの機械では価格差はほとんど無い。 
 コメの一大生産地であるボルタ州では、1980 年代からヤンマーの機械が入っている。

同地域では 5000 トンの籾がある。また、アディドメにはコメのプランテーションがあ

り、50 万トンを生産している。 
 日本の中小企業の進出には日本側の銀行のサポートが必要。現地で資金調達すること

は考えないほうがよい。 
 ヤンマーでも海外展開に力を入れており、今年だけで新入社員 6 名、中途採用 6 名、

駐在員事務所からの帰社 4 人が海外部門に配属される。 
 タンザニアではヤンマーの機械が 200 台売れた。中国製の劣悪さに比べると日本製の

性能の良さは明確だが、ビジネスとしてペイするかどうかが鍵。 
 

4. ガーナの稲作 
 ガーナ南部は雨季が 2 回あるが、北部は 1 回のみ。しかし、雨季 1 回での生産量は多

い。 
 北部州のナシアでは、インドの業者が 50 万トンの処理能力を持つ精米施設を持ってい

る。 
 コメのほか、ガーナではタコラディ等、外国人の多いエリアでの野菜の需要が増えてい

る。 
 砕米率を 3%以下に抑えることが目標。 
 ガーナ南部では香米が好まれるのでパーボイル米は売れなくなっている。 
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 パーボイル加工は欧米の援助機関によって、砕米率が下がり、栄養価が上がるとして紹

介したが、実際にガーナ人がパーボイル米の食味が好きというわけではない。香米の味

を知ればそちらを嗜好するようになる。 
 ガーナの米は市場にマッチしないコメを作っている。 
 コメのポストハーベストロスは 30％といわれるが、実際はもっと多いと思われる。脱

穀過程での無駄が多い。 
 ガーナのコメの値段はだいたい 1kg=4 セディだが、品質のよいものは 16 セディ。 
 ガーナは他民族間での対立はほとんどなく、民族内での対立が多い。 
 

5. ガーナの漁業 
 漁業でいえば、ボルタ湖岸のアクソンボではティラピアとナマズの燻製と日干しを両

方やっている。天日干しによって数時間で乾燥させることができる。 
 1970～1980 年代は日本企業が遠洋漁業でマグロとカツオを採っていた。 
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日時 2017 年 6 月 13 日（火） 

訪問先 Blue Skies 社 

場所 アクラ市郊外 

面談相手 Ruth Smith Adjei, General Manager 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. ブルースカイ社の概要 

 ブルースカイ社は設立から 20 年を経ており、本社は英国にあるが、最大の工場はガー

ナにある。 
 設立者は 1 人ではなく、2 名のガーナ人と 5 名の英国人の共同出資で設立された。 
 

2. ブルースカイ社の商品 
 売り上げの 96％は欧州市場向けのカットフルーツであり、カットフルーツの切れ端を

使用したジュースは全体の 4％にすぎない。 
 フルーツの調達先は基本的に現地だが、季節によって仕入先を変えている。例えば、パ

イナップルは一年中ガーナで仕入れることが可能だが、マンゴー等その他のフルーツ

はブルキナファソ、南アフリカ等他のアフリカ諸国から輸入して加工している。 
 商品の基準は EU の基準に準じており、欧米から検査官を呼んで商品をチェックして

もらっている。例えば、『Fair Audit』というスイスの会社の査定を受けた。 
 Ghana Standards Authority (GSA)は基本的に EU の基準に準じている。 
 ブルースカイ社では年間 13 件の国内の団体からの査定を受けている。 
 商品の販売先は欧州及び国内のスーパー。アクラ市内においてブルースカイ製ジュー

スの路上販売も見かけるが、それは正式に認められたものではなく、勝手に販売されて

いるもの。ブルーススカイ社としては炎天下での販売は商品を傷めるので路上販売は

止めさせたい。 
 他方、公式に 21 台の販売車が全国でジュースを販売している。 
 ロジスティックスでは輸出に航空機を利用している。貨物用航空機を使用したいが、毎

日運航していないため、エミレーツ航空等の旅客機を利用している。国内輸送では独自

のコールドチェーン（冷蔵トラック）を持っている。 
 

3. ガーナにおけるアグリビジネス 
 ガーナにおいてアグリビジネスをする際の課題は①土地問題と②為替レート。労働コ

ストは低い。 
 土地問題では、数年前に農民のコミュニティで土地を巡った争いがあり、多くが棄農し

てしまった。現在では直接契約農家を持っている。 
 アグリビジネス企業として成功したのは、シンプルな加工に終始したことと考えてい
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る。カットフルーツ、ジュースといったシンプルな商品のみ扱い、対象フルーツも手を

広げすぎないようにしている。そのため、イノベーション技術や新しいシステムの導入

も簡単である。 
 当初はパイナップルの加工のみであったが、現在ではガーナでは 7 種類、南アフリカ

では 12 種類のフルーツを取り扱っている。 
 

 

アクラ郊外のブルースカイ社のガーナ工場。ここでフルーツのカッティング及びジュース

を製造している。フリートレードゾーン登録済 
 

 
カットフルーツの切れ端を利用したジュース 
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日時 2017 年 6 月 13 日（火） 

訪問先 Farmerline（農業ベンチャー企業） 

場所 アクラ市内 

面談相手 Worlali Senyo, Director of Growth Research and Development 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. 会社の概要 
 2013 年に設立された企業。現在、20 万農家がパートナー。 
 アプリケーションによるモバイルウェブを通じ、小規模農家への情報提供をしている。 
 設立の目的は、小規模事業主が市場にアクセスできるように支援することである。 
 ガーナだけでなく、シエラレオネ、ナイジェリア、マラウィ、コートジボワール、ウガ

ンダ、ケニア、ベナン、カメルーンにもパートナーが存在する。 
 
2. 会社の活動 
 経済、市場、天候についての情報を 9 つの現地語に翻訳して配信し、市場へのアクセス

の機会を増やそうとしている。また、より良い技術を提供するための技術も追求してい

る。 
 農薬の情報、ガーナ食糧農業省からの技術情報等も配信する。 
 農家への研修も実施している。 
 基本的に農家からの需要のある情報を配信するようにしている。 
 日本企業の技術を応用できるのであれば、とても興味深い。製品情報や技術情報を農家

に配信することに何の問題も無い。 
 フェアトレード、農地マッピングも手がけている。無電化地帯における太陽光発電を用

いた灌漑用ポンプの設置も実施した。 
 ドイツ開発庁（GIZ）とコメのバリューチェーンに関するプロジェクトを実施している。

これは CAR（アフリカのコメイニシアティブ）の一環で、複数国間のプロジェクト。

収穫後処理、精米、パッケージについて支援。 
 コメの主要産地である東部州で活動しており、どのようなサービスが必要とされてい

るかを調査している。 
 
3. ガーナにおける農業の課題 
 ガーナにおける課題は、時宜を得た情報配信、ロジスティックス、機械化、適切なイン

プット（種子、肥料等）である。 
 
4. コメ産業における若手起業家 
 パートナーの一人にガーナ大学農学部を卒業し、ポン灌漑地区アクセで精米加工業を
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立ち上げた女性がいるので、紹介する。彼女の製品はパッケージも良く、アクラ市内の

ショップライトでも販売されている。 
起業家名：Abena（aabedi@sustainableagrogh.com / +233 24 326 0823） 
会社名：Sustainable Agro Ltd. 
コメブランド名：DUQ 

 また、GROP local rice production の secretary は以下のとおり。 
Evans Sackey Tey (es@gribgh.org / +233 24 331 9012) 

 
5. 水産について 
 海水・淡水両方の水産情報も扱っている。Fish Market Information System では、漁

師と市場を繋げるための情報配信を行っている。 
 ガーナの水産の管轄は漁業省だが、民間セクターの参入も多い。 
 生簀を使用した養殖が多い。 
 水産のコールドチェーン（冷蔵設備、業者）確立は大きな課題の一つ。 
 
  

mailto:aabedi@sustainableagrogh.com
mailto:es@gribgh.org
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日時 2017 年 6 月 13 日（火） 

訪問先 ガーナ漁業省 

場所 アクラ市内 

面談相手 Samuel Manu (sdmanu123@yahoo.com/ Samuel.manu.sm45@gmail.com ) 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. ガーナにおける水産業の課題 
 水産分野の水質管理では、植物寄生性線虫（phytoparasitic nematode）に課題がある。 
 飲料水メーカーが気にしているのは酸素濃度と硝酸濃度である。 
 ボルタ湖の養殖生簀プロジェクト（Fish cage project）については民間主導で行ってい

るが無計画な養殖が行われているので、漁業省が提示する区分けに従うように働きか

けている。 
 水質検査基準も存在する。 
 全国の漁業組合も存在するが、地域ごとの組織が強い。 
 魚介類の加工については、乾燥機や燻製機、缶詰機が必要。 
 ガーナ水産業については、PFC、コスモス、maroc 等の外国／多国籍業者がおり、一日

あたり 10～20 トンを加工している。 
 
2. アイスバッテリーについて 
 アイスバッテリー商品については、サプライチェーンのサービスプロバイダーとなり

得る企業を紹介することが可能。 
 

  

mailto:sdmanu123@yahoo.com
mailto:Samuel.manu.sm45@gmail.com
http://eow.alc.co.jp/search?q=nematode&ref=awle
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日時 2017 年 6 月 14 日（水） 

訪問先 Farmer Based Organization (FBO) 

場所 アクラ市内 

面談相手 Gabriel Owusu, Desk Officer of Farmer Based Organization Desk 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. FBO の活動 
 FBO の役割は農家への operation やモニタリングサービス等の農業技術普及サービス

の提供である。また、技術普及のための政策提言も行う。 
 食糧農業省にも情報支援ユニットがあり、各地域の言語で書かれた農家向けのパンフ

レットや書類を作るサービスを実施している。 
 本部はアクラにあるが、各州や郡にもオフィスがある。 
 FBO はビジネス自体を実施することはないが、経済的な分析に基づいた農業経営が必

要だと考えている。 
 自分は JICA の研修に参加したことがあり、ゆくゆくは FBO を日本の JA のような組

織にしたいと考えている。 
 FBO では農業技術の普及だけでなく、家畜の健康、安全、農家の家庭内生活環境向上

（HIV 教育等）、国際約束批准の実行（児童労働の禁止等）も実施しており、その業務

範囲は非常に幅広い。 
 FBO のメンバーになることのメリットを人材育成や現場訪問等を通じて農家に周知し

ていくことが重要。 
 
2. ガーナの農業研究 
 ガーナには 5 つの農業科学大学があり、これまでは卒業生に卒業証書（certificate）を

与えていたが、近年は学位記（diploma）を授与するようになった。農業普及大学（Agric 
extension college）も存在する。学生が農家への技術普及研修を実施することもある。 

 農業研究については、教育省の管轄下ではあるが、研究結果の農家への普及等で FBO
も協力関係にある。 

 
3. ガーナの農業における課題 
 ガーナの農家の大部分が小規模農家であり、常に経済的困難に直面している。ガーナに

おける農業はインフラも未整備で農薬、農機等のコストも高く、お金がかかる産業であ

る。 
 銀行から借り入れようとしても、政府のプログラム下でなくては、銀行は小規模農家に

融資しようとしない。 
 政府だけでなく、民間セクターや NGO による農民組織への技術普及サービスや、フィ
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ールド調査が必要。 
 
4. ガーナのコメ産業 
 ガーナのコメのバリューチェーンは多種多様であり、どのスタイルが主流とはいえな

い状況である。生産者は個人経営の小規模農家がほとんどで、パーボイル等の収穫後処

理を農家自身が行うケース、加工業者が行うケース、そのまま精米を行う場合もあれば、

精米はまた別の業者が扱うケースもある。また、各プロセスの間にマーケターと呼ばれ

る仲介業者が入ることもある。 
 ガーナにおけるコメの主な生産地はアシャンティ州、中央州、北部州、ボルタ州、西部

州。その中でもアシャンティ州、北部州、ボルタ州は特に収穫量が多い地域。 
 ガーナ人が好むコメとは、長く、粒状で、細く、香りのあるコメである。 
 
5. 農業機械化について 
 農業機械化センター（AMSEC）による農業機械貸出しサービスもあるが、技術者が足

りず、メンテナンスも十分に行えていない。 
 

 
FBO 本部事務所（アクラ市内） 
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日時 2017 年 6 月 14 日（水） 

訪問先 Ghana Free Zone Board (GFZB) 

場所 アクラ市内 

面談相手 Kate D. Abbeo, Deputy Executive Secretary (Corporate Affairs) 

John Adda Abuga, Head of Compliance 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. GFZB について 
 GFZB はガーナ貿易投資省のマンデートの下に設立された。1985 年に施行された Free 

Zone Act では、GFZB の活動範囲を広げた。 
 農産品加工業者もおり、産品を欧州、米国、アジア等へ輸出している。必要であれば、

GFZB に加盟している企業リストを共有することも可能。 
 GFZB の農業製品ではカカオがほとんどだが、パイナップル等のトロピカルフルーツ

もある。また、オランダの企業『Ghana Flowers』の花卉栽培も実施されている。 
 
2. フリーゾーンについて 
 フリーゾーンに入るためには、その企業は製品の 70％を輸出しなくてはならない。し

かし、GFZB の基準を満たすのであれば、国内のどこの企業だろうとフリーゾーン申請

が可能。その意味で、ガーナの国中がフリーゾーンであるといえる。 
 フリーゾーンでは、投資家に商品に付加価値をつけることを支援している。 
 GFZB がライセンスを出しているフリーゾーン企業は 100%ガーナ企業というよりは、

外資系企業と組んだ多国籍企業がほとんどであり、それらの企業は資本を海外で調達

している。したがって、今回の GFVC のセミナーの対象としてはあまり向かないかも

しれない。 
 Blue Skies 社もフリーゾーンの企業であり、ガーナで成功したアグリビジネス企業の

先例として参考になるだろう。フルーツの買い取り制度も確立しており、生産農家との

関係も良好である。 
 
3. 農業における課題 
 ガーナでは、ほとんどの食品が小規模農家によって生産されているため、加工から

distribution までの過程で技術不足からフードロスが大きい。 
 例えば、北部のトマト栽培では、ポストハーベストロスが多く、一次産品の価格が低い。

加工技術等で日本企業が参入してくれるなら歓迎したい。 
 ガーナの農産品、食品産業では、コールドチェーンはもとより、倉庫等の保存設備やイ

ンフラが未成熟でどのように保存できるかが課題。 
 農産品の価格は流通業者であるトレーダーとの交渉によって決まるので、その値段が
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農家の収入に直接影響する。 
 ガーナの農産品は「保存」、「加工」、「収集」が課題。収集については、アグリゲーター

の組織がそれぞれ農家から原材料となる農産品を買い付けている。 
 ガーナでは、カカオ以外の農産品のきちんとしたマーケティング企業が存在しない。 
 カカオ加工業者については、政府によってコントロールされており、補助も手厚いので

特に問題があるとは聞かない。 
 カカオ以外の輸出業として日の浅い農産品は、簡易な技術しか無く、課題が多いため、

日本企業の介入は歓迎するだろう。 
 気候も国内でばらつきがあり、北部では雨量が少なく、灌漑農業が必須である。水源確

保のため、政府のプロジェクトとして『One District One Dam』が実施されている。 
 ほとんどの農家は小規模農家であり、銀行から融資を受けられないため、ファイナンス

が最重要課題。 
 農業保険も存在はするものの、小規模農家への保険サービスの提供は実際には困難。 
 農家へのソフトローンが組めればよいのだが、それも少ない。 
 ガーナにおいて民間を巻き込みたいのであれば、商工会議所と AGI（Association of 

Ghana Industries）に話を通しておくとよい。AGI は工業、金属加工に携わる企業、

業者を取りまとめており、農業機械加工業者も加盟している。 
 また、欧州市場への輸出等も視野に入れているのであれば、GFZB と同じ建物にある

Ghana Export Promotion Authority からも話を聞くといいだろう。 
 
4. 水産について 
 水産加工では、マグロの加工を行っている多国籍企業がある。 
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日時 2017 年 6 月 14 日（水） 

訪問先 ガーナ投資促進公社（Ghana Export Promotion Authority） 

場所 アクラ市内 

面談相手 Eric Amoako Twum, Deputy CEO 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 GFZB と同じくガーナ貿易投資省のマンデート下に設置された機関。輸出産業に係る

貿易投資省の政策やプログラムを実行している。 
 実行プログラムのなかに『One District One Export Product』があり、各郡でのビジ

ネスプラントの設置や輸出産品の選定支援を行っている。 
 GFVC のセミナー情報をメンバー企業と共有することも可能。 
 輸出品だけでなく、ローカルな国内産品についても取り扱う。 
 輸出促進だけでなく、輸入規制政策の実行にも関わる。 
 コメの輸入関税はかかっているものの、それを上回る需要が国内にあるために輸入量

は増えている。 
 メンバーは 5000 社ほどあり、農産品加工業者もメンバーには入っている。 
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日時 2017 年 6 月 14 日（水） 

訪問先 ガーナ食糧農業省 

場所 アクラ市内 

面談相手 Tommie, Senior Agric Economist, Project Coordination Unit 

( tommie2326@gmail.com ) 

Jeremy Agyemang, Head of Agribusiness Unit 

Tettey Jerome, Assistant Development Planning Officer Agribusiness Unit 

( jerometetty@yahoo.com ) 

Dnaami Nunoo (0243150151), Agric Engineering Unit 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. セミナーについて 
 セミナーを開催するのであれば、省庁の会議がある週の頭よりも水曜日か木曜日が政

府関係者は出席しやすい。 
 セミナー情報が固まれば、農業省から関係者に情報を配布するよう協力する。 
 酸化マグネシウムの効用は興味深いが、農業省の管轄する農業インフラはダム等で、農

村の道路についてはガーナ道路交通省の管轄になる。 
 土壌の検査キットがあるのであれば、需要はある。 
 
2. コメ産業について 
 ガーナのコメは輸入品との競争にさらされており、知名度も低い。 
 人々は石が混入しておらず、しっとりとして、長く、砕米率の低く、粘り気がなく、香

のついたコメを好む。 
 コメの品質は加工と貯蔵過程に左右される。 
 収穫後の乾燥方法は①乾燥機の使用、②ガスドライヤー、③天日干し等があるが、ほと

んどの農家は地べたに広げて乾燥させており、そこで石が混入しやすい。 
 AGOA のスキームで Ghana Commercial Project を実施した。 
 ガーナのコメのバリューチェーンは多様であるが、概して農家は籾よりも価格の高い

精米した状態のコメを売りたいと考えている。 
 
3. 農業機械化について 
 もちろん生産過程も重要で正しい機械の使い方が普及しなければならない。特に動力

耕作機の需要が高い。 
 農業機械化センター（AMSEC）は全国に 150 センターある。政府の呼び掛けで設置さ

れたが、民間の運営であり、農業省の管轄下にあるわけではないが、協力関係にはある。 
 AMSEC でどのような機械を入れるかは各センターが決定する。例えば、動力耕作機は

mailto:tommie2326@gmail.com
mailto:jerometetty@yahoo.com
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稲作にしか使用しないので、稲作の盛んなエリアにはあるが、その他のエリアには少な

い。コメ以外にもキャッサバの植込機、収穫機を置いているところもある。以前、ブラ

ジル製のキャッサバ収穫機を購入したところもある。 
 農業省としては、AMSEC にリーダーショップとなるグループを作り、統一的な品質と

サービスを提供できるようにしたい。 
 AMSEC は日本の支援も受けている。2KR によって精米機や耕運機、トラクターが導

入された。しかし、スペアパーツが無い、又は価格が高いためにその後動かなくなった

機械は多い。ヤンマーは代理店があるため、まだ使用されているが、クボタ等はほとん

ど使用されていない。 
 なお、AMSEC のビジネス課題についての評価を JICA で行い、研修プログラムのパイ

ロット案件を実施した。 
 AMSEC の機械貸出しサービスは地域によって値段が異なる。動力耕作機について、北

部のタマレでは、1 エーカーあたり 50 セディ、南部では 1 エーカーあたり 100 セディ

である。 
 コメ生産地近辺の AMSEC はボルタ州のソガコフェ（Sogakofe）、クマシ郊外のエジュ

ラ（Ejura）がある。 
 クマシ等、農業機械を国産する業者もいるが、技術が未成熟で作れる機械、パーツに限

りがある。また、正規品にきちんと合わないことも多い。 
 クマシの Magazine では、農産品加工機械を製造しているところもある。 
 脱穀機には国産品もある。 
 機械化では為替レートも課題。農業機械の輸入では、計画当初の価格と実際の調達価格

が大きく乖離する事態が起きている。 
 クボタの耕運機、ヤンマーの精米機を使用しているところもある。 
 動力耕作機は中国製が多いが、インド製もある。スペアパーツでは動力耕作機用の需要

が高い。 
 スペアパーツが入手できない点が課題で、ストックが無い上、仮にパーツがあってもメ

ンテナンスが良くないと使用できない。 
 各地にエージェントはいるが、アクラまでパーツを購入しに来ている。 
 ほとんどの小規模農家は農機を購入する資金力が無い。 
 前述のとおり、栽培技術等も未熟なので、乾燥の過程で石が混入するが、石抜き機も無

いので手作業で石を取り除いている。 
 精米機の容量も品質も様々。古い型の精米機だと 1 日あたり 7 バッグしか精米できな

い。 
 セットアップとしての精米機が必要。 
 精米業者の中には籾を集めるために農家へ交通費を出すところもある。 
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日時 2017 年 6 月 15 日（木） 

訪問先 ガーナ大学土壌灌漑研究センター(Soil and Irrigation Research Centre) 

場所 東部州ポン灌漑地区アクセ（Akuse） 

面談相手 Stephan Narh, System Agronomist 

Joseph Ofori, Research Fellow 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. センターの概要 
 当センターは、灌漑に適しているアクラ平野の研究のためにボルタ州と東部州の境界

に近いポン灌漑地区のアクセに設置された。設置当初は灌漑と機械化をメインに研究

していた。 
 研究施設であるが、学生や農家への研修も実施している。 
 サトウキビ、野菜、淡水養殖の研究も行っているが、コメが主要な研究対象。 
 センター内でも機械、機材の不足が課題。現在、動力耕作機、コンバイン、トラクター

があるが、ほとんどが中国製で壊れやすい。30 年前に購入したサタケの精米機は現在

でもきちんと動いている。 
 灌漑地域では灌漑用ポンプの電気代も課題である。 
 センターは研究と研修が主な役割なので、政府はセンターの電気代は支払っても灌漑

用のポンピングステーションの電気代はセンター負担。センターで使用している水は

ボルタ湖から汲み上げ、重力を利用して各圃場に流している。 
 ガーナの電気代は家庭用電力と商業用電力では価格がかなり異なる。灌漑用の電力は

商業利用になるため、電気代が高額である。なお、灌漑用の動力は 75 馬力が必要。 
 そのため、太陽光発電と国の配電網を利用した灌漑システムについての F／S をする予

定だったが、進んでいない。 
 大学では民間セクターとのコラボレーションも考えており、ガーナ大学学長主催で日

本企業を招待したレセプションも開催された。 
 
2. ガーナのコメ産業について 
 稲作の課題は灌漑設備整備と機械化。 
 ガーナにおけるコメのバリューチェーンは、生産⇒加工⇒精米⇒市場という流れにな

っている。生産から流通までを全てやる農家もいるが、流通業者であるマーケターを介

して分業していることが多い。南北でも違いがあり、北部では分業していることが多く、

農家は生産のみ行い、籾を売るパターンが多い。南部では分業していることもあれば、

農家がすべての作業を行うパターンもある。 
 元々、南部では香り米が、北部ではパーボイル米が好まれていたが、徐々に北部でも香

り米が好まれるようになってきている。 
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 ガーナの南部には雨季が 2 回あるが、北部は 1 回のみ。南部では 1 回目の雨季が 4～6
月、8～9 月に小乾季があり、2 回目の雨季が 9～11 月となる。これに合わせ、南部の

稲作は 4～5 月に 1 回目の田植え・播種を行い、7 月に収穫し、2 回目の播種を 9 月頃

に行う。対して北部では 5～10 月が雨季、11～翌 5 月までが乾季である。 
 稲作が盛んなのはボルタ湖周辺とミドルベルトと呼ばれているエリアである。南部の

Brong-Ahafo や北部も比較的生産が多い。 
 
3. 農業機械化について 
 ガーナでは古い機械が多いが、全ての農家が農業資機材を購入できるわけではなく、農

家のフォーカルポイントとなる場所が無い。 
 農家にとっては小さいサイズの機械で十分。 
 AMSEC もあるが、機械の組立をするくらいで、十分な数の技術者がいないためにきち

んと機能していない。 
 農機では耕運機、精米機はあるが、コンバイン等収穫機が少ない。 
 農機は購入してもスペアパーツの補充が課題。アクラでも取り扱いがないものがあり、

クマシの業者に頼むが、そこも輸入品の取り扱いなので、取り寄せに 2 ヶ月程かかる。

農繁期に故障が多く、パーツの到着を待つ間に農繁期が終わってしまうこともある。 
 クマシではパーツを製造している業者もあり、適切な技術が伝わればスペアパーツを

国産するポテンシャルはあると考えられる。 
 
4. 水産業について 
 水産プロジェクトでは、ボルタ湖において生簀を設け、ティラピアを養殖している。 
 養殖においてコストがかかるのがエサ代で、経費の 70%はエサ代が占める。ティラピ

アはエサを与えなくても育ちはするが、市場において高値で販売するためには生後 6～
7 ヶ月はエサを与えなくてはならない。スタッフがエサを転売してしまったこともある。 

 養殖では盗難対策も課題。出荷直前のティラピアが盗まれることも多く、実際にそれで

養殖業をやめる業者もいる。ボルタ湖では中国企業もティラピアの養殖を行っている

が、盗難対策のために防犯カメラを設置したり、湖上で寝泊りしたりして監視している。 
 ボルタ湖は元々河川であり、今も流れがあるのでアオコが派生することは無い。ただ、

雨が降った後に水が濁ったり、川からゴミが流れ込んだりすることがある。 
 酸化マグネシウムは水槽や池で養殖をしている人に需要があると思われる。 
 もし酸化マグネシウムを汚水の消臭に使用できればかなり需要が高い。ガーナでは下

水が整備されておらず、各家庭は汚水をタンクに溜めており、そこから悪臭がすること

がよくある。 
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 土壌灌漑研究センター 

 水稲実験圃場 

 ヤンマーの耕作機 
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 サタケの精米機 

中国製の石抜機 

ガーナ大学ブランドの米 



 

添付資料－228 

 ティラピア養殖生簀 

 月齢ごとに分けられた生簀 

 ティラピアの給餌 
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日時 2017 年 6 月 15 日（木） 

訪問先 農業機械試験ステーション（Adoptive Trial Station） 

場所 東部州ポン灌漑地区アクセ（Akuse） 

面談相手 Sammuel Adu Somuah (0244713757) 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. ステーションの概要 
 ガーナ食糧農業省農業機械部の下に設置された農業機械の試験センターである。国内

にはポン灌漑地区の 1 箇所にしかない。 
 ガーナに輸入された農業機械を導入する前に試験し、その効果を試験することが目的。 
 手順としては、サンプルを輸入し、トライアルを実施し、上手くいけばフィールドにお

いて実証実験を行う。実験結果はフィールドレポートとしてアクラに送られ、そこで承

認されれば導入する運びとなる。 
 しかし、実際には政治家が農業機械を大量に購入し、地方にばら撒くということが行わ

れており、きちんと実証を経て導入されることはほとんどない。 
 センターでは、農業機械の修理を主に行っており、ガーナ人農家だけでなく、中国人等、

外国人経営農家の農機の修理も行っている。 
 3 年前まで JICA の青年海外協力隊員が所属していたが、現在外国人スタッフはいな

い。センター長自身、JICA 研修として 1998 年に筑波で農業機械の研修を受けたこと

がある。 
 センターの前身となる建物は 1970 年前半にドイツによって建てられた。元々はサトウ

キビ栽培に係る農業機械へのサービスを提供することが目的だった。トラクター等の

レンタルサービスをしていたが、現在ではしていない。センター内の機械はほとんどす

べて民間所有のものである。 
 

2. 農業機械化について 
 ガーナでは機械の購入、メンテナンスのサイクルの全体像を政府の機関がきちんと把握

していないために断片的な資源の投入を行っており、機関が上手く機能していない。 
 ブラジル政府支援の農業機械化プログラムを実施したこともあり、ブラジル製機械も入

っている。 
 15 年前に上海チャーターからトラクターを 200 台購入した。 
 インド製の動力耕作機は政府経由で購入すると 8000 セディだが、市場で購入すると 24

万セディするため、農家はとても購入できない。ブラジル製も政府経由で 8 万セディ、

市場で 20 万セディである。 
 鉄は重さで売買され、農機は重いので大変高価である。 
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 日本製の農機は 2KR で大量に入ったが、スペアパーツが無いために現在では動いてい

ないものがほとんどだが、燃料ポンプがあれば再び動かせると思う。 
 
3. スペアパーツについて 
 ベアリング、ギア、チェーン等のパーツを輸入しているが、ベアリングの 80％は自分

達でも作ることが可能。フィルターは国内生産できないので、すべて輸入する。 
 スペアパーツの中にはアクラでも手に入らないものもあるので、それはクマシの業者

に注文する。 
 民間セクターと連携し、風力ポンプを作っている。民間セクターでもスペアパーツが必

要とされている。 
 

 
農業機械試験ステーション 

 

 
中国製農機 
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日時 2017 年 6 月 15 日（木） 

訪問先 Sustainable Agro Ltd. 

場所 東部州ポン灌漑地区アクセ（Akuse） 

面談相手 Abena Mamle Abedi, Managing Director 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. 会社の概要 

 2012 年に機械を貸し出すサービスを始めた。その後、2015 年に DUQ ブランドのコメ

の販売を開始。ブランド名を付けてから知名度が上がった。2016 年には 100 トンの籾

を精米した。 
 DUQ ブランドのコメは小売業者との直接契約で販売している。香り米の需要が高いの

で、香り米を農家には栽培してもらっている。 
 アクラ市内のショップライトでも販売しているが、ショップライトには専属の卸業者

がおり、彼らがショップライトの基準に沿って DUQ のコメを卸しているだけで、DUQ
自身はショップライトとの関わりは一切無い。 

 DUQ は手作業による部分が多く、需要に見合う供給ができておらず、販売はアクラ近

郊に集中している。 
 DUQ のコメはポン灌漑地区の農家から集めている。（著者注：JICA プロジェクトで支

援している農家のコメも含まれる）。 
 DUQ にコメを供給しているのは 75 農家（75 ha）で各農家は 1 ha 前後の小規模農家

である。契約農家に対しては機械の貸し出し等も行う。 
 

2. コメ産業について 
 ポンの灌漑施設は政府主導で整備されたものだが、農家や業者は民間である。ポン灌漑

地区は 1500 ha。農業省のフィールドオフィサーが種子や機械を貸し出すこともある。 
 

3. 農業機械化について 
 農機では、収穫機や精米機を使用しているが、基本的なものしか使用しておらず、ほと

んどの過程は手作業で行われている。コメに混入している石や色のついたコメを除去

するのも手作業である。また、収穫を手作業で行うこともある。 
 砕米も多く、手作業は時間も労力もかかるため、商業サイズの大規模な機械を入れたい

と考えている。 
 農機は中国製が多い。日本製やインド製はほとんど見ない。 
 日本製が良いことは分かっているが、価格も高く、市場でほとんど見かけないこともあ

り、中国製を購入する。 
 性能の良いものが長く持つことは明白ではあるが、高価なので皆サブスタンダードの
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機械を購入するが、質が良くないのですぐに壊れる。 
 中国製の小型刈り取り機も使っている。 
 天水稲作地帯では脱穀機や刈り取り機をよく使用しているが、コンバインがあれば脱

穀機や刈り取り機を使う必要が無くなる。 
 しかし、コンバインはエンジンが壊れやすく、さらに中国製はパーツが国内で手に入ら

ないために輸入しなくてはならない。 
 メタルを使うパーツについてはガーナ国内でも製造できる。 
 機械では、収穫機と乾燥機が欲しい。収穫機になると籾を乾燥させるための場所が足り

ず、十分に乾燥させられないコメの品質が落ちる。 
 石抜き機も 2～3 台は欲しい。1 台しかない場合、完全に石を除去することは難しい。 
 農業機械化はお金がかかるのでなかなか進まない。コンバインは 4 万 USD かかる。機

械を借りるのにもお金がかかる。 
 ガーナの銀行から融資を受けると 32％の利子がかかる。20％の利率で農家にお金を貸

す銀行は聞いたことがない。 
 大規模機械が必要だが、政府主導で導入される機械は小規模機械ばかりである。 
 
 

 籾の乾燥用フィールド 
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 会社概観 

 中国製精米機 

 中国製精米機 
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 ヤンマーの精米機（故障中） 

 精米した米 

 
Sustainable Agro Ltd.のブランド「DUQ」（アクラ市内のショップライトにて著者撮影） 
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日時 2017 年 6 月 16 日（金） 

訪問先 ガーナ投資促進センター（GIPC） 

場所 アクラ市 

面談相手 Augustine A. Otoo, Research and Business Development 

Michael Agyekum-Acheampong, Senior Investment Promotion Officer 

Gideon Seyram Tsike, Senior Investment Promotion Officer 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. セミナーについて 
 GIPC はセミナー開催にあたり、関連機関への声がけ、アポ取りで協力する。 
 セミナーで機材を持ち込む場合、一次輸入の扱いになるので関税等はかからないはず。

関税手続等が発生する場合は、日本大使館に相談するとよいだろう。 
 商工会議所と AGI をセミナーに呼ぶのはよい考え。AGI は 2017 年 11 月にワークショ

ップを開催する予定にしているので、そこに参加するのも参考になるだろう。 
 GIPC から AGI の CEO に話を通しておく。連絡先は以下のとおり。 

Seth Twum Akwaboah, CEO of Association of Ghana Industries (AGI) 
0208157090 

 
2. クマシ GIPC オフィスについて 
 GIPC はクマシにもオフィスがあるので、クマシでのアポ取り調整が必要であれば、そ

こを通じて調整するとよい。 
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日時 2017 年 6 月 16 日（金） 

訪問先 ガーナ商工会議所 

場所 アクラ市 

面談相手 Frederick Adu Amoako, Head of Marketing, Trade and Investment 

Promotion 

Justice Kwabena Wilson, Personal Assistant to the CEO 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. セミナーについて 
 商工会議所で所有しているアグリビジネスや水産関係企業のリストを共有することも

可能だが、セミナーの情報を流すのであれば、商工会議所を通して行ってほしい。 
 商工会議所への参加要請や講師依頼をするのであれば、CEO 宛の書簡を発出してほし

い。 
 
2. バリューチェーン担当者について 
 商工会議所の中にもフードバリューチェーンの担当者と工業バリューチェーンの担当

者がいるので、連絡先を共有する。 
 
3. クマシ商工会議所について 
 クマシの商工会議所は中部及び北部も管轄しているので、コメの生産地関係企業情報

が必要であれば、リストの共有を依頼するとよい。 
 
4. One District One Factory プロジェクトについて 
 One District One Factory プロジェクトについては、企業が参入するためには政府の担

当者と調整しておく必要がある。 
 ガーナ貿易投資省の Industrial Zones（Industrial Park と同義）はガーナの 10 州すべ

てに 1 つの工業的優遇措置を設けたゾーンを設置することを目的としている。One 
District One Factory とあわせ、現政権は工業化には力を入れているので、日本企業が

機械や技術を入れてくれるのであれば歓迎される。 
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日時 2017 年 6 月 16 日（金） 

訪問先 FAO ガーナ事務所 

場所 アクラ市 

面談相手 Benjamin M. Adjei, Assistant FAO Representative 

Abigail Kanyi, Program ( Abigail.kanyi@fao.org ) 

Tadria Sophie, Nutrition ( sophie.tadria@fao.org ) 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. FAO の官民連携 
 民間セクター連携は国連でも促進しており、ガーナでもガーナの民間企業との連携プ

ロジェクトを実施している。 
 FAO は上流における支援を主にしており、食料安全保障に関する政策提言を行ってい

る。 
 食料部門と情報化政策についてのプロジェクトを実施している。 
 ガーナには FAO ガーナ事務所と FAO 地域事務所がある。ガーナ事務所の管轄はガー

ナ国内であるが、地域事務所は西部アフリカを広域的に管轄している。なお、ガーナ事

務所は IFAD ガーナ事務所と同じ建物にある。 
 ガーナ事務所で重視しているエリアは、①生産量の向上：2012 年～2018 年の間に

1000％上昇、②若者の雇用促進である。 
 若者の雇用促進のためにキャッサバ栽培・加工プロジェクトを実施した。 
 コメの官民連携では、PPP 政策の策定支援を行った。また、中小企業の大規模化のた

めのインフラ（道路、設備建設、融資等）支援も実施している。 
 ガーナ政府も中小規模の業者を大規模化したいと考えている。PPP コメプロジェクト

として、コンバインや精米機を導入している。 
 FAO では栄養改善にも取り組んでいる。中小企業と大学研究機関との連携プロジェク

トが間もなく始まる。栄養に関する知識の普及や子どもの栄養改善に力を入れている。

栄養改善アジェンダには食品加工過程への民間の参入も盛り込まれており、加工機械

の導入・改善も含まれる。 
 毎年、PPP 案件は企画されている。特に若者の雇用創出においての連携が望まれてい

る。中小企業への就職斡旋や、若者を農業工業化に繋げることを目指している。そのた

め、付加価値の付く農産品（パイナップル、シアバター等）に着目している。 
 また、農産品加工等のスタートアップ起業も支援する。機材使用や資金調達等について

支援。 
 起業支援には、①既存農家の能力強化（ボルタ州 Tongu の 200 農家、25 の若手コメ生

産者を支援。1～2 エーカー規模の農家）、②若者の雇用促進が含まれる。 
 GADCO は英国、米国の共同ファンドで 100 ha を対象としている。ボルタ州において

mailto:Abigail.kanyi@fao.org
mailto:sophie.tadria@fao.org
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も PPP プロジェクトが進行中。 
 
2. コメ産業について 
 今回のセミナーでは農業機械化に焦点を当てるとのことだが、ガーナの農家は小規模

農家が多く、融資や保険等のファイナンシャルな部分の視点も必要。 
 コメのバリューチェーンでは、生産者、加工業者の他、アグロディーラーと呼ばれる農

産品の収集業者も存在する。また、ガーナでは他の途上国と同じく、フォーマルセクタ

ーよりもインフォーマルセクターの割合が大きい。多種多様なバリューチェーンのア

クターの誰をセミナーの対象者とするか明確化しておく必要がある。 
 コメは中小企業との連携も行われており、参入の機会は多い。ガーナのコメに関わる業

者は中小企業でその能力は低い。 
 生産現場では、小規模農家が散らばっており、集約していない。その中で機械化をしよ

うとするとそれぞれのサイズに合わせた多様な機械が必要となる。 
 日本はコメの消費が多く、栽培の歴史も長いので、ガーナに普及できる技術知識も多い

はず。 
 コメのバリューチェーンでは、収穫後のロスやパッケージ技術が課題。 
 市場が何を本当に求めているのかを知ることが重要。 
 Down-stream よりも up-stream から始めたほうが入りやすいだろう。Down-stream

は範囲が広く、多種多様で全体がつかみ難く、介入が困難。 
 
3.  農業機械化について 
 ガーナでは標準化や専門家が課題。農業機械も技術も中国製やインド製等、様々なタイ

プのものがある。規制的な枠組みが必要。 
 農業機械も各過程で様々なものが使われており、どの過程に焦点を当てるかを指定し

ておくべき。 
 ガーナでは精米機は多いが、精米機の処理能力が低く、大量の籾を処理できていない。

このギャップを埋めることが必要となる。 
 ガーナ政府もコメ生産を支援しており、生産量も伸びてはいるが、生産量よりも消費量

の上昇率が高いために追いついていない。 
 ガーナのコメ農家は徐々にジャスミン米の栽培へと移行しているが、北部では現在も

ローカル米の品種を栽培している。 
 北部では、乾燥、パーボイル加工、精米を小規模業者が行っている。南部は農家が全て

の過程を行うことも多い。 
 パッケージについては、大規模業者は綺麗だが、小規模業者の質は低い。 
 セミナーでは、どのようなビジネスモデルをガーナで立ち上げたいのかを示す必要が

ある。 
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4. 水産業について 
 水産プロジェクトも実施している。生産からマーケティングまでの支援をおこなって

いる。 
 ガーナで好まれるのはティラピアとナマズ。 
 ガーナの水産では、エサと稚魚生産が課題である。 
 外国資本企業と組んだ多国籍企業がエサを生産しているが、コストがかかっている。 
 漁業資材については、何か良い技術があれば歓迎するが、価格は重要。 
 魚介類はリテイラーが養殖業者から買取り、近郊の街で販売しているが、コールドチェ

ーンは未整備。ティラピアについては 90％が未加工（生）のまま流通している。燻製

加工は現地の技術で行われているが、特に改善の需要は無い。 
 魚介類や水産加工品のパッケージについては、輸出に耐えうる海外の基準に合わせた

ものが必要。 
 ガーナで流通している水産品の 70％は中国企業等の海外企業が介入している。 
 衛生状態があまり良くなく、ストックされている魚介類がウィルス等に汚染されるの

も別の課題としてある。 
 養殖は盗難の危険もあるので、ネットや CCTV 等の防犯設備が必要となる。 
 外国企業と現地企業との連携は歓迎されており、ガーナ水産組織（Ghana Aquaculture 

Association）やガーナ水産連盟(GIFA : Ghana Federation of Aquaculture)との連携も

考えられる。 
 水産分野の PPP では、若者を中心としたスタートアップ企業への支援を行う。 
 セミナーで紹介する技術や機械については、FAO 等の国際機関、JICA、ガーナ政府等

に使ってもらえるかどうかを確認したり、ガーナで既に事業をしている大企業に必要

な技術を聴取したりするとよいだろう。 
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日時 2017 年 6 月 19 日（月） 

訪問先 投資促進センター（GIPC）クマシオフィス 

場所 アシャンティ州クマシ市 

面談相手 George O.K. Asafo-Agyei, Principal Investment Promotion Officer 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 GIPC クマシは、GIPC の支部であり、アクラ本部から職員が派遣されている。 
 クマシにおいて政府関係者や現地企業とのアポイントメントが必要な場合は支援する。 
 クマシはシャンティ王国の首都があった街で、現在でもガーナ第 2 位の都市であり、

クマシの住民は商人気質、職人気質を持っている。 
 市としての人口は首都アクラの方が多いが、州としてはアクラのある大アクラ州が 350

万人であるのに対し、クマシのあるアシャンティ州は 400 万人おり、州としてはクマ

シの方が大きい。 
 クマシのMagazineとは、数百軒の製造業者が集まるエリアで、多くの組織（association）

があり、各組織が様々な種類のパーツを製造している。製造できないパーツについては

注文を受けて輸入している。 
 組織はあるものの、Magazine の業者は家族経営のような小規模な集まりであり、父か

ら子、師匠から弟子といった技術伝承をするので、あまりグループを作らない傾向にあ

る。伝わる技術も伝統的なもので、現代的な技術は用いていない。ただし、互いの商売

についてはよく知っており、誰がどのようなパーツを作っているかを把握している。 
 農業機械では、精米機や収穫機のパーツを製造している業者もいる。 
 クマシ工業大学が Magazine の職人に技術向上のための研修を実施している。 
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日時 2017 年 6 月 19 日（月） 

訪問先 スアメマガジン（Suame Magazine） 

場所 アシャンティ州クマシ市 

面談相手 Bature Yusif, Engineer (0243728723) 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 Magazine エリアの中に 2 店舗を持つ農業機械を取り扱う業者。 
 顧客はガーナだけでなく、ブルキナファソ等周辺国からも来る。 
 取り扱っている農機は中国製が多いが、インド製、イタリア製、ブラジル製もある。日

本製はほとんど扱っていない。中国製が入る前は日本製や台湾製も多かったが今は少

ない。 
 中国製の精米機は 1 台 4000 セディ。処理能力は 1 日あたり 300～500 バッグ（※1 バ

ッグ＝50kg）だが、エンジンの性能によって変わる。 
 精米機についてはインド製が一番人気。 
 パーツの壊れやすさはグレードによって異なるが、農繁期に使用頻度が上がると、5 日

～2 週間で壊れるものもある。 
 

 
「マガジン」と呼ばれる小規模製造業者が集まるエリア（クマシ市） 
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マガジンのガーナ人エンジニアが作った農業用機械 
 

 
中国から輸入したスペアパーツ 
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日時 2017 年 6 月 19 日（月） 

訪問先 Kumasi HIVE 

場所 アシャンティ州クマシ市 

面談相手 Victor Okumko, Programs Associate 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 クマシ工業大学を中心に、ガーナの工業系大学を卒業した学生によって設立されたイ

ンキュベーションセンター。 
 様々な起業アイデアを支援することが目的。 
 工業大学卒業生、大学生、インターン等、メンバーは自身でも起業を志す若者が中心。 
 インキュベーションセンターには様々な起業家がオフィスを借りており、ビジネスセ

ミナーの開催、IT 研修、3D プリンターを利用した算数教材の製造販売、植物工場の実

験等を行っている。 
 農業プロジェクトも実施しており、Agri-Connect という会社が Kumasi HIVE の下に

ある。北部のタマレにおいて、タマレ大学の学生と協力し、天気予報情報配信システム

のハードウェア開発を行っている。 
 

 
研修用教室 
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廃材利用の 3D プリンタ 

 
建設中の植物工場 
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日時 2017 年 6 月 20 日（火） 

訪問先 クマシ商工会議所 

場所 アシャンティ州クマシ市 

面談相手 Jacquiline Afua Bondzie, Regional Executive Secretary 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 クマシ商工会議所はアクラにあるガーナ商工会議所の下にあるので、セミナーにクマ

シ商工会議所を呼ぶのであれば、ガーナ商工会議所を通じて書簡を出す必要がある。 
 クマシは昔からブルキナファソ等と交易が盛んに行われており、商人が多い街。内陸だ

が、降水量はアクラよりも多く、農業も盛ん。対してアクラは首都であり、会社員や他

州からの移民が多く、元々の住民の生業は漁業だった。 
 また、クマシには伝統的な手工芸も残っており、木工彫刻組合、ガーナの伝統布ケンテ

の組合、手工芸組合等の生産組合もある。 
 クマシの周辺では水産養殖はあまり盛んではない。 
 クマシの Magazine の業者は自動車のスペアパーツを製造している所もある。 
 Magazine の業者は小規模業者が多く、現在の場所を離れたくないと考えているが、組

織のリーダーに呼びかけてパーツ製造のための工場を立ち上げることは可能。 
 ガーナにおける農業機械化の課題はスペアパーツの不足と技術の未成熟さである。加

工技術が未熟なので、製品の品質も低い。 
 クマシ周辺もコメの生産は多く、現地米はオーガニックで体に良いが、輸入米の方が好

まれる。 
 ガーナでは富裕層を中心に中間層にも健康を気遣う風潮があり、オーガニックを嗜好

する人も増えている。 
 クマシで農業機械を扱う業者、アグリビジネスをしている業者のリストが必要であれ

ば共有する。 
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日時 2017 年 6 月 21 日（水） 

訪問先 JICA 天水稲作プロジェクト 

場所 アシャンティ州クマシ市 

面談相手 吉村浩司、株式会社国際開発センター（IDCJ）経済社会開発部主任研究員 

赤坂京子、株式会社国際開発センター（IDCJ）プロジェクト事業部研究員 

藤田達雄、海外農業開発協会 専門委員 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 現在の天水稲作プロジェクトはフェーズ 2 であり、フェーズ 1 で提示したモデルの面

的普及が目的である。 
 プロジェクト事務所は北部のタマレ及び中部のクマシの 2 か所。それぞれの事務所は

州の農業局にあり、ここを中心に各地のサイトで研修を行う。タマレからクマシまでは

飛行機の直行便が無いため、車で片道 6 時間かけて移動する。 
 本プロジェクトでは収穫後処理も一部カバーしているが、メインは生産であり、精米業

者等の情報はあまり把握していない。 
 ガーナの地方の農業局は慢性的に財政難に直面しており、普及員の交通費さえままな

らず、担当地区をきちんと巡回指導できていないのが現状。 
 ガーナでは農業機械はあまり普及しておらず、鎌等の農機具の質も悪いが、農家は体力

があり、耕作や稲刈りも人力で賄っている。 
 実際に農家を指導しながら欲しいと思う機材は、施肥や農薬散布のための器具、地面を

均す器具等である。ただし、表面施肥だと肥料が流れてしまうので、ここでは施肥の後、

土壌に混ぜ込む作業が必要となる。 
 ガーナ南部では香り米が好まれ、北部ではパーボイル米が作られるが、北部の人がパー

ボイル米の香りを好んでいるかどうかは断定し辛い。近年は香り米の生産が確実に伸

びているが、香り米は在来種よりも弱く、育てにくい。 
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日時 2017 年 6 月 21 日（水） 

訪問先 アシャンティ州農業局 

場所 アシャンティ州クマシ市 

面談相手 Joseph Yeng Faalong, Regional Director of Agriculture, Ashanti Region 

Samuel Kofi Tekpor, Deputy Director 

Gideon Boakye, Regional Director of Fisheries, Ashanti Region 

( 024-634-1855 / gidigaab@yahoo.com ) 

Clara Darko, Agric Regional Engineer  

( 024-463-1287 / clarad13@vt.edu ; cbdarlco12@yahoo.co.uk ) 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
1. ガーナの農業について 
 FVC のセミナーの内容は大変興味深いので留意しておく。アフリカの市場には将来性

があり、日本企業にも是非進出してもらいたい。1 週間前にヤンマーがヒアリングに来

たところである。 
 ガーナには欧米企業が既に多く進出しており、農業ではオランダの企業が牛の飼料用

植物を栽培している。 
 そもそも、ガーナの政府系予算は 1 年前に計画されていなければ支出することができ

ず、共同出資プロジェクトの実施は難しい。 
 
2. 水産業について 
 水産はアシャンティ州漁業局の管轄だが、農業局とはもともと同じ部局で事務所が近

く、交流がある。 
 シャンティ州の養殖は池を用いることが多い。ほとんどが手作業で機械を用いること

はほとんどない。 
 ガーナ政府は水産にも力を入れるとしているが、人的資源も財政的資源も不足してい

る。 
 養殖されているのは主にティラピア及びナマズ。州のデモンストレーションサイトに

組み込むことを考えている。 
 水産養殖での課題は餌代。 
 水質については、養殖密度によって左右されるが、概して農業用水でも水産用水でもガ

ーナでは綺麗な水を確保することが難しい。クマシ周辺は中国人等の金の盗掘があり、

汚染された水が川に流され問題となっている。 
 
3. コメ産業について 
 稲作における各プロセスで農業機械化が必要とされている。生産では動力耕作機の需

mailto:gidigaab@yahoo.com
mailto:clarad13@vt.edu
mailto:cbdarlco12@yahoo.co.uk
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要が高く、農家の関心も高い。収穫では小規模で持ち運び可能な収穫機が必要。刈り取

り機やスラッシャーが必要とされている。収穫後処理では石抜き機、精米機が必要とさ

れているが、業者のほとんどが小規模である。 
 精米機については、ガーナ産の精米機も存在するが、石抜きが不十分である。国産品も

安くはなく、ほぼ毎年壊れるのでコストがかかる。 
 精米機の値段は大体 10 万セディ前後（処理能力は不明）。 
 クマシにも精米業者は多く、彼らは農家ではなくビジネスとして精米を行っている。農

業機械化で参入するのであれば、彼らにアプローチをする必要がある。 
 ビジネスとして収穫後処理をする業者は機械に投資するが、技術が未熟なので研修も

必要。 
 ビジネスで使用するものは大型機械となるが、同時に小規模農家用の小規模機械も必

要となる。 
 農業局はビジネスとしての業者とも密接な関係にあり、技術や機械の情報を配信して

いる。ビジネスとしてやり取りする場合、①取り扱う農機の種類、②製造するのか、そ

れとも輸入するのか、③連携の形式の情報が必要となる。 
 セミナーに業者を呼ぶのであれば、パンフレットや写真等、分かりやすく目を引く情報

を用意しておかなくてはならない。 
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日時 2017 年 6 月 21 日（水） 

訪問先 アシャンティ州 Ahafo Ano North 郡農業局 

場所 アシャンティ州テパ 

面談相手 農業局長 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 当郡の植生は日本と似ているため、水稲稲作に向いているが、灌漑地はわずかである。 
 農家は JICA によるプロジェクトを歓迎している。プロジェクト実施後、郡内のコメの

バリューチェーンに関わる業者（輸送業者、marketer、精米業者等）が増加し、雇用が

創出された。 
 現在の天水稲作プロジェクトはフェーズ 2 で栽培技術をより広く農家に普及させると

のことで、大いに期待している。 
 当郡では、6 つのコミュニティが新たにフェーズ 2 の対象地として選ばれた。 
 既に郡都テパ内に民間経営の精米ステーションがあるが、コメのデモンストレーショ

ンプラントとして郡内に新たな施設を建設する予定。 
 郡における農業普及の課題は資金不足。郡の普及員が担当地区に移動するための燃料

費も不足しており、職員の中には自費で行く者もいる。 
 農家の課題は人それぞれだが、資金不足は概して課題である。 
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日時 2017 年 6 月 21 日（水） 

訪問先 Ahafoano 精米協同組合 

場所 アシャンティ州テパ 

面談相手 Anaduseidu, Chairman of Ahafoano Rice Millers Association 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 精米業者組合のメンバーは 30 名。1 人が精米機を 1 台以上所有している。 
 1 台あたりの精米能力は 1 日 100 袋（※1 袋＝84 kg）。精米機 1 台の値段は 17,000～

20,000 セディ。中国製の YASUKA の製品で 3 年前に購入したものと 12 年前に購入し

たものの 2 台所有している。 
 Fan の部分が壊れやすく、クマシの Magazine の業者に注文して製作してもらう。ク

マシの業者が作るものは 3 ヶ月くらいもつ。 
 精米機に石抜き機は付属しておらず、現在は手作業で石を取り除いている。 
 農家が籾を持ち込むことがほとんどだが、精米業者が農家に赴いて籾を買い付けるこ

ともあるが、現在は精米を待っている籾が倉庫に山積みにされている状態。 
 精米したコメは市場の女性や marketer が買い付けに来る。 
 籾殻に問題は無いが、石の混入が問題。大抵が農家で収穫後に乾燥させる過程で地べた

に広げるために混入してしまう。したがって、精米業者から農家にシートや台を使って

乾燥させるように呼びかけている。 
 Polisherやベルト部分が壊れやすい。ローラーも昔は強かったが今は弱くすぐ壊れる。

1 ヶ月ごとに交換しなくてはならず、時々2 週間で交換しなければならない時もある。

ローラーは 1 個 80 セディで 1 ペアが 160 セディ。Magazine ではローラーは作れない

が、クマシの業者がストックを持っているのでそこに注文する。 

 
30 軒の精米業者が集まる。精米所の前で籾を天日乾燥 
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中国製精米機 
 

 

精米機の部品。右端のローラーはクマシ市の製造業者が作成 
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石抜機が無いため、手作業で石を除去 

 

 
籾殻及び米ぬかは精米所裏に山積 
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日時 2017 年 6 月 21 日（水） 

訪問先 テパ・精米デモンストレーションプラント 

場所 アシャンティ州テパ 

面談相手 プラント長 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 PPP として 4 年前に設置された精米のためのデモンストレーションプラント。政府に

よって建設されたが、運営は民間業者が行っている。 
 月曜日から土曜日まで週 6 日稼動している。乾季でも籾は集まってくるので、1 年中機

械は稼動させている。 
 農家が籾を持ち込むことが多いが、農家を回って籾を買い付けることもある。 
 使用しているのは中国製の石抜き機付きの精米機。処理能力は 1 日 10 袋。 
 精米機自体に特に問題は無いが、農家からの籾にポリエステル等異物が混入し、パイプ

が詰まることがある。 
 プラントにエンジニアはいないが、アクラから農業省の技術者が点検に来ることがあ

る。 
 精米しているコメは数種類が混ざっていることもある。通常は 1 種類のみだが、栽培

リスクを減らすために、農家がわざと数種類を混ぜていることもある。 
 

 

中国製精米機 
 



 

添付資料－254 

 

 
精米機に併設されている石抜機 

 

石抜機で取り除かれた石 
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精米所の米倉庫 
 

 

精米された米 
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日時 2017 年 6 月 22 日（木） 

訪問先 SEAPRO 社 

場所 アクラ市 

面談相手 Kevin Frank Amoh, CEO 

Kwadwo Amoh, General Manager 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 SEAPRO のサイトは 3 つ（アクラ市内の本社、アクラ西部、Nyanyano（アクラから

車で約 1 時間））。計画では、2017 年 10 月 30 日までにアクラ本社及びアクラ西部の工

事が完了し、右 2 サイトに前川製作所の機械が入る予定。 
 Nyanyano のサイトはガーナ政府が建設しているテストサイト（国内に 6 箇所）の一

つ。建設は政府だが、民営は民間業者が行う PPP プロジェクト。テストサイトの工場

は輸出が専門。建物は完成しており、現在、マグロの冷凍をテスト中。 
 SEAPRO は、①冷凍魚の輸入、②加工製品の輸出、③淡水養殖の 3 つに関心がある。 
 SEAPRO の養殖については、ボルタ湖で行うことを考えている。ボルタ湖はダムや水

力発電所の関係で常に流れのある湖なので、アオコは発生せず、マグネシウムを使う機

会は無いかもしれない。しかし、養殖水槽を使用することも考えているので、そこでは

使用できる。 
 JBIC 案件については、前川製作所の紹介で東京産業社から KOHYO を紹介された。

KOHYO 社に対し、2017 年 4 月に計画書を送付したが、返答はまだ無い。前川製作所

の加藤氏が調整中だが、他にジョイントベンチャーとなることに関心のある日本企業

がいれば紹介してほしい。 
 JBIC 案件では、日本企業とのパートナーが必要で、投資の割合はガーナ側が 49%未満、

日本側が過半数以上の 51%以上を出資しなくてはならない。 
 日本側のパートナー企業については、生産から加工まで、どのような形態のビジネスに

も合わせられる。 
 JBIC 案件では日本市場を志向しているが、日本からサバを輸入し、加工（燻製、切り

身にしてパッケージ等）して販売することも考えている。2016 年 5 月のガーナ投資フ

ォーラムで大統領に随行して来日した際には INABATA 社（魚介類の輸出業者）と名

刺交換をした。 
 FOODEX では、SANDGLASS Corporation 社と名刺交換した。 
 水産だけでなく、野菜栽培（ニンジン、きゅうり、カボチャ等）、花卉にも関心がある。 
 JICA から食品加工技術やアグリビジネス・テクノロジーの技術指導を受けたいと考え

ている。 
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日時 2017 年 6 月 22 日（木） 

訪問先 ネスレ中央・西アフリカ 

場所 アクラ市 

面談相手 Faith Ermis, Head of Agricultural Services 

Takefumi Kobayashi, Strategic Buyer 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 ネスレでは乳幼児用食品『CERELAC』にガーナ産のコメを使用しており、コメのバリ

ューチェーンに関心がある。 
 JICA のコメプロジェクトについてヒアリングを行ったことがあるが、当社の考えるも

のとは異なった。 
 ネスレで使用するコメは現地のアグリゲーターが集めているが、信頼できるアグリゲ

ーターが必要。ネスレの品質の基準・規格は厳しく、基準を満たしていないものも多い。 
 ネスレでは、コメについてはバリューチェーンの上流のプロジェクトはやっていない

が、メイズでは官民連携（PPP）として USAID とプロジェクトを実施している。プロ

ジェクトでは、ネスレは農家と直接の契約関係は結ばないが、基準を満たすものを提供

する農家には買い取り保証を与えている。プロジェクトの実施者は ACDI VOCA とい

う団体で、USAID は実施主体に資金援助をしている。”Feed to the Future Project” 
 本プロジェクトにより、インプット供給（種、肥料等）が増加し、農家にメイズ栽培の

正しい認識が広がっている。ネスレからも農家への研修を実施している。 
 原材料には微生物による毒素や金属汚染がないか等をチェックしているが、どれだけ

信頼できる原材料を保証できるか、また確保できるかが課題。 
 コメの買い取りでは、まずは収穫期にアグリゲーターから見積表をもらい、市場価格と

比較し、競争的な価格であるかを交渉し、買い取るというプロセスをとっている。 
 穀物を買い取るエリアについて、コメは特に決めていないが、主に北部やタマレ市の周

辺やボルタ州が多い。品質と価格の基準を満たし、かつどこから供給されている穀物か

が分かることが重要。 
 USAID のターゲット農家は広範囲にわたるが、ネスレは特定地域の農家で十分。ネス

レで必要としているコメは年間 500 トン。この量を満たすだけの農家が必要。 
 コメの加工については、アグリゲーターが機械を持っている。 
 農家⇒アグリゲーター⇒企業⇒ネスレという流れでコメは流通している。 
 USAID や ACAID は農家を支援している。 
 企業がアグリゲーターを介さずに直接農家からコメを買い付けられるとよい。 
 ネスレに原材料を供給しているというとブランドになる。 
 ナイジェリアでは、キャッサバを使用することが多く、需要は市場にあるものの、原材

料となるキャッサバが十分に供給できていない。 
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 原材料の調達プロセスに課題がある。輸入品の方が現地産のものよりも安価なことが

往々にしてある。どんなに国産を推奨しても、市場ではより安い方を人々は求める。良

い品質でかつ競争的な価格で売られているものが必要だが、365 日安定してコメを供給

してもらわなくてはならない。 
 IFAD とは NRGP プロジェクトで連携した。IFAD のフォーカスは広かったが、農家へ

の支援に重点を置いており、市場へのルートという視点が欠けていた。その証拠にアグ

リゲーターが常駐していなかった。 
 IFAD に比べると USAID は市場へのルートをきちんと把握したプロジェクトデザイン

となっており、アグリゲーターが各農家の情報（原材料がどこから来ているのか）を知

っていた。 
 ネスレの原材料調達において重視しているのは、①追跡性（原材料の調達ルートが明確

であること）、②品質、③価格である。特に①と②が重要。 
 ネスレに原材料を供給したい新規業者はまずはプレテストを受けなければならない。

品質チェックはガーナ国内ではテマのネスレ工場で行っているが、シンガポールやフ

ランスのラボでも厳格なチェックを行っている。 
 

 

ネスレ中央・西アフリカのオフィスビル 
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ガーナで販売している現地米を利用した離乳食 
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日時 2017 年 6 月 23 日（金） 

訪問先 日本国大使館 

場所 アクラ市 

面談相手 山下書記官 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 セミナーではコメと水産に焦点を当てることについて承知。 
 開会の挨拶や現地プレスへの周知等、必要なことがあれば協力する。 
 ガーナの農業については、野菜栽培も着目されている。昨年、TICAD において「食と

栄養のアフリカ・イニシアチブ（IFNA）」が立ち上げられ、ガーナはその重点国に指定

された。 
 IFNA では、JICA を中心に栄養価の高い野菜栽培等についての支援策を検討中である。 
 農業機械では、JICA の BOP 調査でヤンマーが調査を行っている。ヨシケントラベル

社とパートナーを組んでいる。ヨシケントラベル社では、移動式精米機も所有しており、

農業への知見や関心は高い。 
 DUQ については MHIR が訪問した同日に JICA 本部から派遣されている広報ミッシ

ョンと共に訪問した。 
 ガーナは JICA の青年海外協力隊の隊員数が 80 名と、アフリカで最も多いが、職種は

保健、IT、教育等が多く、農業・農村開発の隊員が少ない。そのため、東アフリカ等に

比較して農業・農村開発の延長線で現地に留まり起業する日本人は少ないと思われる。 
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日時 2017 年 6 月 23 日（金） 

訪問先 JICA ガーナ事務所 

場所 アクラ市 

面談相手 椰野企画調査員 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 DUQ は JICA プロジェクトとは直接関係があるわけではないが、灌漑稲作プロジェク

トで支援している農家のコメを精米している。ポン灌漑地区の 3000 ha が対象。 
 農業機械については、細川製作所の精米機がヨシケントラベル社の農地において使用

されている。 
 また、ヤンマーのハンドトラクターについて、JICA の BOP 調査予算で調査中である。 
 セミナーでコメのバリューチェーンに着目するのであれば、GRIB という団体を呼ぶと

よい。フランス開発庁（AFD）のプロジェクトの下に設立された団体で、コメのバリュ

ーチェーンに関わる様々な関係者に顔が広い。GRIB については後ほど紹介する。 
 ガーナではコメに関税がかかっているが、輸入自体には大した影響もなく、国産米の需

要向上に直結するとも限らない。IFPRI のペーパーに関税についての記事があったと

記憶している。 
 ガーナ食糧農業省の予算の半分は ODA である。したがって、農業省は予算にいつも課

題を抱えており、JICA プロジェクトの先方負担事項の履行についても困難が伴う。 
 消費税（VAT）は JICA プロジェクトについては免税であるが、ガーナの免税手続につ

いては課題も多い。 
 クマシの Magazine は農業機械のパーツはそれなりに作れると思う。 
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日時 2017 年 6 月 23 日（金） 

訪問先 ガーナ工業組合（AGI: Association of Ghana Industries） 

場所 アクラ市 

面談相手 Stephen Owusu, Membership Development Manager 

当方 山本（みずほ情報総研株式会社コンサルタント） 

 
 AGI はアクラが本部だが、中部のクマシ、北部のタマレ、東部州、ボルタ州、中央州、

西部州に支部がある。 
 メンバーの 70％は製造業者である。 
 AGI には 22 のサブセクターがある。ツアリズム、ICT、衛生、金属加工、化学製品、

食品、プラスチック、サービス業、金融等、サブセクターの種類は多岐にわたる。 
 ビジネスコンサルティング等、各セクターの活動の活性化が主な任務である。 
 アグリビジネスも支援しており、生産農家や農業機械加工業者等がメンバーにいる。カ

シューナッツ等の農産品やパッキング等を取り扱っている。 
 金属加工では屋根の材料となる鉄材を扱う業者が多いが、他のセクターへの材料も供

給している。 
 ここ数年のガーナの製造業は思わしくない。原因としては、電力不足、資源不足、為替

レートの変動、銀行の利率の高さ、関税等が挙げられる。 
 製造業に比べれば、サービス業の成長は目覚しい。 
 セミナーについては、関係する企業に声がけを行うので、詳細なプログラムができたら

共有してほしい。 

 
AGI 事務所（アクラ市内） 
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写真資料 

 
大型ショッピングセンター「ショップライト」（クマシ市） 

 

 

        ローカルマーケット（クマシ市） 
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スーパーの米売り場（ほとんどが輸入米） 
 

 
            国産米（玄米） 
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炊き込みご飯『ジョロフライス』 

 

 
         米の練り団子『オモトゥオ』 
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別添資料 6 議事録（ウガンダ） 

（１）第一回調査議事録 

日時 2017 年 5 月 14 日（月曜日）10:00~10:40 

訪問先 ウガンダ日本大使館 

面談相手 特命全権大使 亀田和明、経済調査員 高田健太郎、専門調査員（農業主担当） 

阪野奈保 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. 弊社より当事業および当社の説明の説明。 
 
2. 以下、主に亀田大使から 
 半年でマッチングまでもっていくのはかなりハードルの高い目標だと認識 
 日本企業にとって南アを除けばアフリカ進出するインセンティブは低い。リスクとリ

ターンを考慮すれば、大企業がインドや東南アジアに目が行くのは当然。スピード感の

ある中小企業の方が進出可能性は高い。 
 フードバリューチェーンは各段階でバラバラに途切れている。一社で一つ技術を持っ

てくるというより、トータルでのバリューチェーン構築が必要。 
 ウガンダには欧州勢（ノルウェー、オランダ企業）がかなり展開しているので、市場参

入の競争率は激しい。特に大型の食品加工等分野。 
 日本からの投資がないと現地政府は動かない。投資して向上を作るまでやらないと参

入は難しい印象がある。 
 ウガンダ政府機関の実行力は非常に弱い 
 
3. 以下、専門調整員の阪野様から 
 ウガンダは食品加工が圧倒的に弱い。ケニアで生産している製品に、ウガンダ製は品質

で太刀打ちできない。 
 輸出についてもモンバサまでの輸送費を考えるとケニアに価格で勝てない 
 精肉関係ではノルウェー企業が入ってきている。 
 パッキング技術、包装の技術が低い。KOICA が支援プロジェクトを実施している。 
 季節要因で調達状況が変化するため、年間を通した安定生産ができない。 
 商業化・大規模化に向けた課題として、収量の不安定さ、電力の不安定さ 
 
4. 情報収集先として下記企業をご紹介 
 Mukuwano 社。農業~食品加工会社を運営。北部リラでひまわり油の生産をしている。
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ゴマの生産を欧州政府からの助成金で行っている。日本への輸出機会を伺っている。 
 Kakira Sugar Works をサラヤ社経由でのご紹介をして頂ける。 
 JICA のプロジェクトで精米機の細川さんがウガンダ進出。 
 
5. その他(大使退席後の打ち合わせ中) 

 6/22-23 大規模な難民イベントが開催予定（UN solidarity Summit on Refugees）、
国連事務総長が参加する可能性あり。 

 現在ウガンダでは世界 2 番目規模の 120 万人の難民を受け入れている。難民の持

続的な食料確保と自立に向けて、一家族に 40 平米の農地を提供を目指す計画を立

てている。割り当て予定地は岩や石の多い土地、もしくはナイル沿いの砂地で、そ

の開墾に向けた農機具は需要がある可能性がある。例えば石を除去する面白い機

具や、アイデアがあれば、上述のサミット会場に展示することを交渉できるかもし

れない。 
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日時 2017 年 5 月 14 日（月）14:00～14:50 

訪問先 JICA ウガンダ事務所 

面談相手 所長 川澄恭輔、所員 村上峻一、企画調査員（農業担当）佐藤明子 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. 村上様から JICA の事業の説明 
 最重点プロジェクトはコメ。コメ支援を 10 年以上実施している。現在のプロジェクト

としては、①コメ振興プロジェクト（2018 年迄）、②新規で灌漑開発プロジェクト、③

中小企業支援でホソカワの精米機事業支援。 
 灌漑開発の FS は、近年の人口移動や気候変動による灌漑設備の必要性から新しいプロ

ジェクト。 
 酪農事業は現在終了しているが、引き続き重要分野と考えている。現地政府の重要項目

でもある。 
 ウガンダは温暖で雨季が 2 回あり、1 年中牧草が生えることから畜産のポテンシャルは

高い。プロジェクト自体は終了したが、マケレレ大学と酪農学園大学との事業が続いて

いる。 
 
2. GFVC 関連 
 GFVC は日本以外の国による取り組みが盛んな印象。 
 GFVC はバラバラになっている。農業者は体力がなくビジネスマッチングのパートナ

ーになれず、カウンターパートとなる現地政府も弱い。 
 旱魃対策や灌漑技術の一環として、いかに水を貯めておけるかが課題 
 ビジネス目線で考えると、特に食品加工分野が弱い。 
 数少ない技術・資本力を持っている食品会社ではインド系が多い。 
 フルーツ加工に関して勧告資本の工場が設立された。 
 技術的なヒアリングを行うには、NARO の一部機関であるアイアトレック（農業技術

開発センター）が良い。 
 農薬系のヒアリングは Drug Authoriy 。 
 農業現場のニーズとして、紫外線や雨の影響かビニルシートの劣化が早い。強度の高い

シートはないか？ 
 農業現場のニーズとして、地下足袋が必要 
 ウガンダでのビジネス成功の鍵は、ニーズオリエンテッドではなく、アフリカでビジネ

スやりたいという意識が必要。環境が異なるので、必ずしも日本の技術がそのまま生き

るわけではない。現地化していく意思と時間と体力が必要になる。 
 ウガンダにおける輸出の半分はコーヒーである。より高品質が求められているのはコ
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ーヒー関連。当分野の能力強化はニーズがあると思われる。USAID が支援。 
 細川製作所は中小企業支援スキームで今年 6 月までプロジェクト実施。大々的なセミ

ナー等でアピールする機会がなかったので、農業機械化・稲作関連のセミナーに参加す

るのは良い機会。カンパラ近郊の JICA 支援の圃場で研修開催可。 
 細川精米機とヤンマー耕運機は JICA の圃場で実機を使ったメンテナンスの実演も可

能。 
 政府系の農業基金で Agricultural Credit Facility というサービスがあるが、貸出額は

低いと聞いた。 
 動物用薬剤の殺ダニ剤がきかないと JICA に報告があり調査すると、使用方法を誤って

いた。教育は重要。 
 マトケ（バナナ）の粉を作って売りたいという人がいた。主に海外に住むウガンダ人向

けで、商品イメージは水に溶かしてすぐ使えるようなもの。 
 オーガニック関連は NOGAMU(National Organic  Agricultural Movement of 

Uganda)という NPO が牽引。収量を増やしたいという政府方針に必ずしも合致してい

ない印象。 
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日時 2017 年 5 月 15 日（火曜日） 

訪問先 COTSCOTS 事務所 

面談相手 マネージャー 宮下芙美子、代表シェフ 山口愉史 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. 弊社より当事業および当社の説明の説明。 
 
2. COTSCOTS 社概要 

 坂の途中社より 2017 年 2 月に独立し、坂の途中社の事業を継承。 
 新会社（COTSCOTS）はサラヤ社とトリドール社から出資を受けた。 
 飲食、農業生産（ドライフルーツ、ゴマ、シアバター、バニラ）および輸出、日系

企業の進出コンサルを事業としている。JETRO の BOP コーディネーター。 
 日本の坂の途中社を売り先に輸出事業を展開 
 現在は飲食事業の開業を目指して準備中。 

 
3. GFVC について 

 昨年度の当事業について、スケジュールに混乱があり、ケニアのセミナーに参加す

る予定だったが参加できず。 
 バリューチェーンが寸断されているため、一つの技術を持ってきても解決策にな

らない。生産から販売までを整備していく支援が必要。新規参入を目指す日系企業

は自社で生産から販売までを事業領域にする必要がある。 
 農業機械への投資は、上述のように一つの機械を導入することでの収益改善が見

込みづらく特に現地企業は消極的。資金の貸し手がいないという状況もある。 
 ウガンダでは現地中小企業が育っていない。 
 COTSCOTS の農業現場での現地ニーズとして、質の高い搾油機。他の事業からも

課題はいくらでも聞けばでてくる、購入意思のある企業がいるからは疑問。バリュ

ーチェーンが寸断されているので、一部分だけを改善することにメリットを見出

せない人が多い。 
 包装は課題。期間限定で宅配弁当サービスを行ったが、包装に手を焼いた。 
 加工食品用の真空パックのようなものがない。ろうそくの火でビニールをとめる

だけで十分と考えている人が多い。 
 教育レベルの低い農業生産者は、目の前のキャッシュの損得で意思決定する傾向

がある。保存期間が半年伸びることで、半年後の収入増加が期待できるから投資し

たいという発想はない。そこを理解させるには啓発・教育が必要。 
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（パッケージ技術が向上すればさらに保存期間を延ばせるとのこと） 
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日時 2017 年 5 月 15 日（火曜日）12:00~12:30 

訪問先 Airport Coolers 

面談相手 Manager Mr. Sam Ndacca 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. 冷蔵設備と製氷装置の説明 
 創業オーナーは Mr. George Begumisa。カンパラ東部の郊外に農業も所有する、 
 顧客の多くは氷の購入と、冷蔵庫サービスの利用。湖からの水産品を加工工場に送るま

での一時保管のために利用。 
 製氷機および冷蔵施設は全て中国製 
 電力の不安定さが一番の課題。対策として中国製のジェネレーターを設置しているが、

長時間連続稼動できないため課題の解決になっていない。 
 製氷装置は 24 時間で 20 トン生産可能。氷の販売価格は 12 万 UGX/t（約 34USD） 
 冷蔵施設は 16 部屋で、各 30 平米ほど。利用料は月 440 万 UGX（約 1,200USD） 
 冷蔵設備の需要は大きいと見ており、現在拡張工事中。 
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（左上・右上：中国製の製氷機、左下：冷蔵室） 
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日時 2017 年 5 月 15 日（火曜日）14:00~14:50 

訪問先 Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries 

面談相手 Agricultural Planning Office Dr. 野坂 治朗 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. ウガンダの農業の現状や課題 
 アーミーウォーム（蛾の幼虫）の害が深刻。元々とうもろこし等のアメリカの穀物に害

を与えていたが、近年バナナを食べるようになった。 
 正確な統計データがない。農家の数や収量に関する最新のデータは 2008 年版。次回は

2018 年を予定している、 
 農業省の組織は、下記大きく四つに分かれている。 
・農業 
・酪農 
・漁業 
・普及（以下、NAADS） 
 NAADS に普及員制度があった、数年前に廃止になってしまった。本来であれば現地農

家のニーズを収集することが期待されて組織であり、現在はそれに替わる公式な組織

はない。 
 研究機関（NARO）と NAADS（普及）の連携が不足している。 
 農業技術の普及に関しては、普及員に代わる自治体職員や組合員に期待しているがト

レーニング不足、知識不足である。 
 農業現場の課題のヒアリングには NARO の地域別の研究機関が適当だが、農業省から

は現状アクセスできていない。 
 農業予算に関して、NAADS の予算が近年急激に増えている。本年度で 319.7 Billion 

UGS。その増加分は Operation for Wealth creation という組織に配分されている。 
 Operation for wealth creation は大統領の軍時代の友人や、退役軍人が所属している組

織。農機具を購入して農村部でバラ撒きを行っている。 
 中国製の播種機や精米機が輸入されている 
 農家レベルと工場レベルのニーズの差は大きい。農家レベルではバリューチェーンと

言えるものは存在しないため、日系企業が一つの技術を持ってウガンダ市場に参加す

ることは難しく、自社でバリューチェーン全体を構築することが求められる。成功事例

として、コットン製品ではスマイリーアース社やナカモトさん（ウガンダの女性支援で

も活躍）、食品系では坂の途中社（フルーツ、ゴマ、バニラ）、オカノさんや浅いさん（カ

カオ、バニラ） 
 牛肉の輸出事業の検討について。野坂氏が鳥取大学の外部委員を務めている関係で、壱
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岐市の和牛をウガンダで育て中東向け輸出ビジネスにしようと試みたが、畜産技術の

低さから断念。牛の基本的な飼い方の知識、ノウハウを持っていない状況。エサやりや、

ビタミンの投与等。 
 水産業の生産高は急落しているので、養殖技術へのニーズはあると思われる。 
 
2. 改善が期待される技術等 
 灌漑技術関連。現在 JICA の灌漑プロジェクトで支援。あわせて、技術協力プロジェク

トでドローンを活用できないかも考えている。 
 ドライフルーツのドライヤー。いかに水分を均一に早く抜くかが重要だが、現状はかな

り原始的な天日干しのみ。鏡で太陽光を集めるとか日本に技術があると期待。 
 除草機 
 足踏みポンプ 
 ジェトロのプロジェクトでケニアとタンザニアにパッケージ技術の専門家が派遣され

たことがある。ウガンダではアラガキチョコレートが真空パックの商品を製造してい

る。 
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日時 2017 年 5 月 16 日（水曜日）11:00~13:00(ランチ含む) 

訪問先 3WM 事務所 

面談相手 Country Manager 川地しげる様 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. 3WM 社の事業概要 

 中古車の輸出入業。ヤンマーの販売代理店として、農機具も取り扱いを開始。 
 最長 6 ヶ月間保税区に保管できる。周辺国から輸入、保税区で一時保管、輸出とい

う取引もある。 
 大型車としてはコンゴやスーダンでの PKO に関わった軍用トレーラー等もある。 
 ヤンマーの販売代理店になった経緯 

ウガンダでは、ヤンマーの販売店をケニアの農具取り扱い会社である Fam Engineering 社

に委託していたが、現地での販促活動が十分でないことに不満があった。2014 年の

JAICAF の農業機械化支援事業に参加した際にヤンマー社と出会い、現地でのネット

ワークと整備体制を評価してもらい、3WM 社が現在販売代理店となった。 
 
2. ヤンマーの耕運機について 

 アタッチメントは鋤 
 インドネシア工場で生産 
 農機の移動が課題だっため、専用のトレーラーをノルウェーの design without 

borders に依頼して生産。 
 販売価格は 1 台 5,000 ドル。１農家では所有するには高価過ぎるが、トラクター

にようにリースではなく、オーナーシップを持てる金額。 
 昨年度は 5 台、今年は FAO のプロジェクトに 8 台販売できる予定。NACRI のラ

モー教授の推薦により。 
 実績のある輸入農機具取り扱い会社としては、Fam Engineering 社と Car and 

general 社。 
3. メンテナンスの難しさ 

 元ホンダの整備工場長だった人物を雇用し、自社のメンテナンス工場を立ち上げ

た。 
 部品調達に数ヶ月かかる 
 電磁クラッチがない 
 パーツ不足。直近の事例として、日本でならコンプレッサの交換だけで 1 万円程

度で済むモーターの修理が、コンプレッサだけの入手が困難なため、全体パーツ

ごとの交換が必要になり約 5 万円の費用となってしまった。 
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（ヤンマーの耕運機） 

 
（部分交換だけで済むはずのコンプレッサー） 
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日時 2017 年 5 月 16 日（水曜日）15:00~15:30 

訪問先 Uganda Investment Office 

面談相手 Investment Executive Mr. Eria Kaweireku 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. UIA のサービスとウガンダへの投資に関して 

 世界銀行のビジネスランキング（doing business ranking）でウガンダは 115 位

/190 位と決して上位ではないが、会社登記から製品基準審査までを一括管理でき

るワンストップサービスを開始した。 
 UIA は国内外からの投資促進を支援している 
 戦略的な投資促進セクター 

・食品加工 
・ICT 
・観光 
・ミネラル（最近、金の輸出が増加している） 
・パッケージング技術 

 ウガンダの市場は自国の 4 千万人だけではな、EAC で 1.5 億人、COMESA で 4.9
億人を含めた規模感。 

 日系企業に期待する具体的な投資案件として、 
・USD 5 million とうもろこしの製粉工場 
・USD 7.4 million 果物加工工場（ウガンダ開発公社） 

 税制優遇。生産・組み立て工場からの輸出の少なくとも 8 割は 10 年間非課税。 
 土地の提供。工業団地を含めた UIA 所有の土地を農業分野への企業に対し、無償

で貸し出し可能。工業団地は、カンパラ、ジンジャ、他 2 地域。このスキームで韓

国企業がフルーツカット工場を設立。 
 日系企業の大規模な投資案件は聞いたことない。 
 機械分野でのヒアリング先として、ウガンダ民間会社財団(PSFU)、ウガンダ製産

業協会（UMA）と、小規模産業協会（USSIA）を紹介 
 農機具分野では、1 農家での農機具購入は困難かつデータもないが、確実に輸入台

数は増えている印象がある。特にインド製や中国製の中古農機具が出回っている。

日本製も見かけるが、修理部品がないという評判。  
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日時 2017 年 5 月 16 日（水曜日）16:00~16:40 

訪問先 Private Sector Fundation Uganda(PSFU) 

面談相手 Director Policy and Advocacy, Mr. Moses Ogwal 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. PSFU について 
 業界を問わず民間会社のオピニオンを政府に向けて発信する。ロビー活動等。 
 政府組織ではないが、主要な民間会社が所属しており、政財界への影響力は強い団体。 
 訪問したい企業を特定してもらえば、所属企業の紹介が可能。 
 
2. 公共工事の発注に関して 

 公共工事の予算は USD 6 billion ある。事業規模により法律により下記のような

制約がある 
・USD 13 million 以下の事業は 100%ウガンダ企業のみ。 
・USD 13 million より大きい事業は、最低 30%はウガンダ企業が受けなければならない。

残りを海外企業が受託。 
 現状、中国企業の独壇場だが、コンソーシアムを作って日系企業も参入可能との認

識。 
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日時 2017 年 5 月 17 日（木曜日）10:00~10:45 

訪問先 SARAYA 事務所 

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 

 
概要 
1. 弊社より当事業および当社の説明の説明。 
2. サラヤ社のウガンダ事業について 

 カキラシュガー社と提携して、砂糖からアルコールを製造している。アルコールを

元に殺菌剤を主力商品としつつ、医療系から、食品加工会社、食品スーパー、飲食

店等へ衛生コンサルティング業務とともに製品の販売を目指している。 
 食品分野では、日本国内におけるイオングループへのルール策定（①衛生ルール作

り、②人材トレーニング、③監査）の経験を生かしている。 
 KOTSKOTS への出資は、ウガンダでの農業~飲食分野、六次産業化への知見を高

めるため 
3. ウガンダ人の衛生感覚、フードバリューチェーンについて 

 コールドチェーンがないため、食物を保存するという発想がない。調理してから時

間が経っている食物への抵抗感が非常に強い。日本にあるような高級な仕出し弁

当へも拒否感を示していた。 
 食事に保守的で、マトケ（とうもろこし）以外の穀物も出回ってきているが、マト

ケを好む人が多い。 
 酪農分野はサラヤ社として取り組みを強化したい分野。 
 日系大手動物製剤の会社がウガンダ市場に興味を持っている。本事業でのセミナ

ー内容次第ではセミナー講師候補となる可能性あり。 
 先週、大手スーパーShoprite の精肉業務に衛生問題が発覚し主務官庁カンパラ市

（KCCA）の命令により販売中止へ。衛生管理の知見はニーズがある。 
 6/14-15 にナイロビで年一回の畜産展示会があり 
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日時 2017 年 5 月 17 日（木曜日）11:15~11:50 

訪問先 Mukawano 本社 

面談相手 CEO, Mr. Tony Gadhoke 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. 弊社より当事業および当社の説明の説明。 
 
2. MUKWANO 社概要 
 食用油（ひまわり、パーム）、大豆、とうもろこし、飲料水、石鹸、洗剤の生産・販売 
 職員数は 1000 人以上 
 輸入代替のため、ひまわりやパームの栽培を開始。 
 ひまわりに関して言えば、2003 年頃から栽培を開始している。種子の輸入は国内農家

へ売却できず、在庫余りのリスクがある。 
 食用油生産の原料のうち 2 割程度はインドネシアとマレーシアに頼っている。ケニア

経由での輸入には 3 ヶ月程度かかるため、米ドル－ウガンダシリングの為替リスクを 3
ヶ月取ることになるので大きなリスクとなる。 

 契約栽培方式で、70000 人程度の農家から作物を仕入れている。農家にハイブリッド種

子を配るとともに、くわ等の初歩的な農具を無償配布することもあった。現在は農具へ

の投資はしない。 
 大豆は動物飼料にもなるため、生産体制を強化している。種子を輸入しないで済むのも

良い。 
 とうもろこしの生産も推進している。 
 契約はしていても、農家はより高値を他社から提示されると他社に売ることもあり仕

入れの安定が課題である。 
 輸出作物として、中東や東南アジア・日本向けにゴマの生産拡大に関心はある。日系企

業ノウハウを持っていると聞いた。チアシード等の高付加価値産物も関心がある。 
 
3. その他の動き 
 ビル＆メリンダ財団等や国際機関からの資金で農村部の改善には会社として協力して

いきた。例えば国際機関等と連携して農家の農具購入を支援してもらえるなら、自社の

農村部ネットワークを活用してもらって良い。（次回農園を見学予定） 
 モバイルマネーが活用により、手数料を取られない農家への支払いを可能にしている。 
 日系企業にはどんな分野でも良いので投資（JV）を前提に提案してもらいたい。農業

用の土地はあるし、自社の流通チャネルがあるのも会社の強み。向かい合って話しなが

らやることは決めていければ良い。日本大使館からの紹介で既に接触してきている会
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社もある。 

 
（流通用の自社トラック） 
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日時 2017 年 5 月 17 日（木曜日）14:00~15:00 

訪問先 Nakawa Vocational Training Institute 

面談相手 Coordinator, Ms. Nabi Oki (獣医師) 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. 弊社より当事業および当社の説明の説明。 
2. Nakawa Vocational Training Institute について 

 1968 年に日本が設立 
 ドイツの商工会議所も研修を行っている。 

3. GFVC に関連（主に酪農分野） 
 基本的な牛を飼う技術が低い 
 衛生管理のレベルが非常に低い。搾乳時に子牛が一緒になってなめてる状況。ミル

クをためる缶を掃除しない等々。 
 JICA の事業でマケレレ大学に動物の診断設備を導入した。 
 バララでは、酪農の草の根事業を実施。安全な牛乳として、①どうやって牛をきれ

いに飼うか、②搾乳方法、③ミルク缶をどう清潔に保つか、を指導。 
 ウガンダ西部ムバロウでの北海道の酪農学園大学による支援は継続している。 
 ウガンダ人の食性としてミルクは好き。酪農はビジネスのポテンシャルがあると

感じている。技術向上に関心ある人が多い。 
 酪農は支援は欧米系の組織が積極的な印象。 
 ミルクは 1 リットル 70 円ほど 
 バルクタンク（収乳所）にコールドチェーンは必要。バルクタンクから、地元の人

や乳業業者が購入。 
 大手乳業業者は、ジェサ、Dairy Fresh。 
 家畜用の血清やワクチンにもコールドチェーンが必要。低電力の冷蔵庫ってない

のか？ソーラー式冷蔵庫とか？ 
 Vocational Training Center には自動車整備学科がある。そこの生徒に農具の整

備技術を研修するというニーズあり 
 大豆が小さい。 
 7 月にジンジャにて農業フェアが開催予定。  
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日時 2017 年 5 月 17 日（木曜日）16:00~17:00 

訪問先 National Agricultural Research Organization（NARO） 

National Crops Resources Research Institute（NaCRRI） 

面談相手 Principal Research Officer, Dr. Jimmy Lamo 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. NaCRRI について 

当研究所は NARO の傘下に、JICA や世界銀行の支援で穀物別に設立された組織。JICA が

コメの支援を実施。 

2. ウガンダ農業概況 

 国の重点農産物 

・とうもろこし 

・大豆 

・コメ 

・乳業 

・コーヒー（輸出） 

・果物加工 

 2 回の雨季があるのが、気候的な強み 

 北部エリアにコンゴおよびスーダンからの難民が 100 万人以上滞在している。難

民への食料調達は国家的な課題。北部からのコメの海外流出も増えている。コメの

供給量を増やすことが求められているので、農業の機械化は大きなポテンシャル

がある。 

3. 農業の機械化について 

 FAO へヤンマーの耕運機の導入を調整中。収量の増加をモニタリングして結果報

告することが可能。 

 機械化 

・ヘイベーラー：収穫後の管理ができていないため、乾期に飼料が不足し家畜を手放す農家

がいる。飼料の確保が課題 

・パワーティーラー：北部の難民入植エリアの開墾は課題。援助団体の資金が出やすい。 

・トレーラー：農機具を複数人でシェアすることになるので、移動のために必須。 

・付加価値をつけらえる加工機械  
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日時 2017 年 5 月 18 日（金曜日）10:00~10:50 

訪問先 Uganda Small Scale Industries Association 

面談相手 Head Membership, Mr. Kawelu Jooga 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. USSIA の概要 

 政府組織ではないが、独立行政法人のような組織 
 全国 11 のオフィス 
 協会の目的は、フォーマルな雇用をサポート＆ファシリテート 
 5,000 社程の小規模な会社が所属。会社といっても個人商店に近い。 
 日本の企業とのマッチングに興味ある。 

2. ワイン生産者 
 小規模なワインのボトリング生産者は 218 社ほどいる 
 ワイン製造に必要な下記 4 要件を満たすためのサポート業務を実施 

・技術 
・資金調達 
・マシーン 
・市場 

 課題として、果肉をこす質の良いフィルターがない。但し、フィルターの問題では

なく、ぶどうの品種・加工方法が影響の可能性あり） 
 VNBS(vine national board of standard)は品質認証機関だが、あまり機能してい

ない。認証を取っていないけど高品質な商品を製造している工場もあり。 
3. ハイビスカス商品 

 同じハイビスカスからワイン、ジュース、お茶等、多彩な商品が製造されている（写

真参照）。どの商品も遠めには問題ないが、パッケージに課題がある。 
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日時 2017 年 5 月 18 日（金曜日）11:00~11:50 

訪問先 Uganda Manufacturers Association 

面談相手 Policy Analyst & Advocacy Officer, Mr. Ssali Godfrey 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. UMA の概要と大手所属会社について 

 工業生産に関わる業界団体。所属大手会社、Madovani Group、Metha Group(Scol
社)、Kinyara 社等。 

 年一回の商品見本市を開催 
 業界紙の発効。本事業のセミナー開催の宣伝は無料で紙面に載せられる。 
 大規模な会議室施設を保有 
 海外企業・団体に対して所属会社を紹介。（当組織からの紹介で飲料大手 Britania

社を見学） 
 
2. 食品加工分野での課題 

 乾燥・保存技術 
 シーリング機械、パッキング技術 
 輸出前提でオーガニック商品は最近話題になっている。オーガニック商品組合が

あり、紹介可能。 
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日時 2017 年 5 月 18 日（金曜日）14:00~14:50 

訪問先 Britania 工場 

面談相手 Production Manager, Mr. Ajith Prasad 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
概要 
1. Britania 社について 

 インド系の大手フルーツジュース加工会社 
 100%ウガンダ資本の民間会社。ウガンダとケニアに工場を所有。 

・ウガンダ工場ではマンゴー、アップル、オレンジ、ガヴァ、バナナ、パッション、ハイビ

スカス、ミックスジュースおよびトマトソースを生産・販売。ブランド名は Sprash, Sun 
Ship 

・ケニア工場ではビスケットの生産。 
 自社で物流網を整備 

 
2. 主力のマンゴージュース 

 マンゴージュースが一番人気の商品。需要が拡大しているので、生産量を年間

2,400 トンから 5,000 トンへ増加したい。 
 多種のマンゴー栽培を国内で行っているが、国内産は小さ過ぎるため、85%はイン

ドからの輸入に依存している。 
 雨季が二回あるので、生産機会は多い。 
 数年前に政府主導で国内産のマンゴーの品種改良の実験が行われたが失敗した。

新しい品種が開発できたと言われ試してみたら、以前の品種と同じだった。国内に

その程度のレベルの専門家しかいないことが問題。 
 道路事情が悪いので、収穫から皮を剥く行程に入るまでに 7-8 日要する。 
 工場新設する用意はあるが、適当なマンゴー生産が追い使いない状況。 

 
3. その他製品 

 アップルとオレンジはエジプトとオーストラリアから輸入。ガヴァはインドで加

工した物をエジプト経由で輸入。 
 取り扱い果物の種類を増やしていきたい 
 トマトソースの総生産の 2 割程度はルワンダおよびコンゴ含む周辺国へ輸出。 
 アフリカ共同体の恩恵でエジプトからの輸入に節税メリット。 
 業界で最も早くからジュース事業を始めている。先行者利益は大きいと自負。 
 

4. 課題 
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 電力の不安定さ。果物加工中に電力が止まるもしくは不安定になると大きな損害

を被る時がある。 
 
5. その他 

 現在フルーツプロセス事業に注力している。日系企業からもこの分野で何か提案

があればいつでも話しは聞く。先進国企業ではイタリアとフランスと取引がある。 
 パッケージング技術に関してはまだ改善の余地がある。 
 ジュースを前提に考えているが、付加価値の高い作物は取り扱い可能性あり。 

 

（左：工場外観、右：工場内部。写真撮影を許可されたのはこの場所のみ） 
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日時 2017 年 5 月 20 日（土曜日）09:00~13:00 

訪問先 カンパラ都心部の様子 

面談相手  

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
 新しくできたアカシアショッピングモール 
先進国同等な印象のレストランやアディダス直営店当がテナントに入っている。 

 
 
 都心部大手スーパーマーケット 
大手スーパーのショップライト（南アフリカ資本）とナクマット（ケニア資本）。ナクマ

ットはウガンダからの撤退を噂されている。実際商品の仕入れは止まっている印象。 
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 ナカセロ市場（青果） 
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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。 
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（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） 

  



 

添付資料－297 

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
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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 



 

添付資料－305 

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。 
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日時 2017 年 6 月 15 日（木曜）16:30～17:00 

訪問先 Shoprite 

面談相手 Procurement Manager Mr. Musewe 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

最大手スーパーマーケットへのヒアリング 

2. 商品の調達について 

6. Shopriteは南ア系のスーパーマーケットチェーンで、基本的に本社のガイドラインに

従う。このガイドラインに関する事項は一切答えられない。 

7. コメの取り扱いについて。Aroma rice（文字通り香りが高いという意味）に人気があ

る。パキスタンおよびインドのバスマティ。国産だとスパ。パキスタン産が一番人気

という印象。 

8. 輸入業者については一切答えられない。 

9. 国産でも品質の良いものもあるが、Tilda社等大手の精米業者以外は現状扱っていな 

10. 個人的には品質やパッケージは値段とつりあっていればそれほど問題にならない。 

11. 国産の業者も１日の10件以上サプライヤーと打ち合わせしている。中小規模の業者だ

と商品の品質より、支払いや買取価格、供給量で折り合いがつかないことが多い。 

12. 販売店としては実際の供給量と供給量の予測が大事。計画性がない業者の商品は取り

扱いできない。 

            

 

（サプライヤーの商談風景）      （国産高級米（約2ドル／kg）） 

  



 

添付資料－308 

日時 2017 年 6 月 16 日（金曜）11:00～13:00 

訪問先 National Crops Resources Research Institute (NaCRRI) 

面談相手 稲作チーフアドバイザー（/陸稲）吉野稔 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

稲作生産の課題ヒアリング 

 

2. NaCRRIについて 

13. NaCRRI はPRIDE（Promotion of Rice Development）プロジェクトの拠点。当プロジ

ェクトはJICA、農業省、国立農業研究機構（NARO）、国家農業指導サービス

（NAADS）との共同プロジェクト。アフリカにおけるネリカ研究拠点でもある。 

14. CARD は2008-2010年でコメの生産量を倍増させることが目標。JICAとウガンダ政府

の間でも同様の協定を結んでいる。目標値が総生産量だったため作付面積が増えたこ

とにより総量が増え目標は達成する見込み。一方、単収増加の目標は達成せず。 

 

3. サブサハラでのコメ 

 都市化による消費性向の変化。他の穀物に比べて調理時間を短縮できるコメの需要が

増加。 

 サブサハラはコメに適した気候。小麦生産の適地は少ない。 

 生産性向上にポテンシャルがある。1960代以降の単収と面積の推移をサブサハラ・ア

フリカとアジアを比較すると、サブサハラ（単収：1.4倍、面積3.3倍）、アジア（単

収：2.2倍、面積1.3倍）。サブサハラの単収が伸びていないことが明らか。 

 

4. ウガンダでのコメ 

 水稲は1904年から、陸稲は2000年代から。 

 大規模生産は1960年代から 

 換金作物から主食に定着 

 現在進行中の種子の淳か 

 

5. NACRRIで進行中の主なプロジェクトについて 

 種子純化作業 

 JICAの技術指導について 

 1年5ヶ月の稲作講師研修 

 農家向け研修。訓練後に1kgの種を渡す（200平米相当分）、自分でそれを50kg（1ha

相当分）に増やすことを教える 
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6. その他 

 農業省傘下で普及員制度(NAADS)があったが汚職事件で解体。今でも政策や方向性が

農業省が出しているが、職員は地方公務員になっている。地方公務員としての給料は

もらえるが、活動費がないため実質機能していない。 

 ウガンダでは国産米を守るため、輸入米に75%の関税をかけている。現状の品質では

ケニア米に太刀打ちできない。 

 

（研修風景）               （外側を現地生産した細川精米機） 

 
（JICA隊員のいる陸稲畑）  
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日時 2017 年 6 月 16 日（金曜）15:00～17:00 

訪問先 ジロブエ地区の精米所 

面談相手 JICA ボランティア 地域開発 早苗 顕一 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 精米所へのヒアリング 

 コメの精米ととうもろこしの製粉を行っている。 

 精米機は中国製でカンパラ市内のオトソコニという地区で購入。450万シリング

（約1,285米ドル）。 

 精米費用はコメで150シリング（0.04米ドル）／1kg程 

 とうもろこしの製粉は、ポリッジ用で200シリング（0.06米ドル）／1kg、ポショ

250シリング（0.07米ドル）／1kg 

 笹川財団から研修で機械の講習を受けた。 

 破砕米の多さが問題 

 100kgの米を処理すると65kg～70kgになる。もみがらは家畜のエサに。 

 精米機で壊れた箇所 

・もみがらを取るパーリ：外側のゴムが 

・ポリッシャー 

・あみ：釘や石が混ざるため 

中国製の精米機は脱穀から精米を同一の機械で行うため籾殻が精米後に混入するケースが

散見される。  
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（天日干し中のコメ）          （石の混入により破損した精米機内のネッ

ト） 

 

 

（ベルトの破損）          （ベアリング部分の磨耗） 
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日時 2017 年 6 月 16 日（金曜）15:00～17:00 

訪問先 ジロブエ地区の農家と内水面養殖場跡 

面談相手 JICA ボランティア 地域開発 早苗 顕一 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 一般農家 

 代々引き継いでいる土地で農業を営む。元はエンジニア。 

 機械は一切使わず。水の貯水タンクへのくみ上げのみポンプを使っているとのこと。 

 稲作はカイソとスパのミックスを育てている 

 コーヒーとスパイスは現金収入用 

 グースベリーの販売価格 5000シリング／kg 

 週二回ナカセロ市場（カンパラ市内）まで売りに行く。片道2時間弱。 

 セロリは苗木を中国系農業店から購入。 

 農業知識は全て独学。本を読んで実践している。 

 

 
（ドラゴンフルーツ）         
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（グースベリー）             （セロリの苗）  

 

2. 内水面漁業設備 

 前オーナーが亡くなるまではNADDSに指定された内水面漁業のモデル池だった。現

在は稼動せず。 

 池は川とつながっておりポンプで水の管理ができた。 

 ティラピアをオス化させるホルモン剤に需要あると思う。 

 

 

3. その他 

 NaCRRIのラモー博士とJICA稲作隊員でコメの食味評価の研究が行われている。 
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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。 
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日時 2017 年 6 月 22 日（木曜）09:00～ 

訪問先 茶畑 

面談相手 茶農家 Mr. Bitwal 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
1. 訪問目的：茶畑の視察 
 Kasaku Tea Ltd の契約農家 
 広さは5エーカー 
 5人の契約農家がいる（Mr. bitwalはその一人） 
 
2. 生産 
 肥料は使用。 
 農薬は不使用 
 植えて4年くらいしてから収穫を開始。 
 
3. 収穫 
 収穫は月二回Kasaku Teaの従業員がトラックで来て行う。 
 収穫量：一回2.5トン程度（月5トン） 
 収穫には茶摘の背負うタイプの機械を使用。業者が機械を持参。 
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＜補足調査事項：グリーンティー市場＞ 
非公式にJICAの職員やホテルからのヒアリングをもとに検証。 
 グリーンティーの需要について 
・都市部の中間層以上を中心に健康に対する

意識変化が起こっている。砂糖を入れな

いで飲むグリーンティーに対する一定の

ニーズがあり、高級ホテルではメニュー

に含まれ、スーパーの品揃えも豊富。 
・輸入物はLipton、Twining等欧米、もしく

は中華系マーケットで中国製が手に入

る。 
・国産は大手3ブランドおよび中小規模ブランドが存在するが、品質の面から輸入物が人

気。 
 販売価格 
国産：4000~6,000シリング（1.4~1.7米ドル） 
輸入物： 
 国産グリーンティーの課題 
・グリーンティーと表示されているが茶色い 
・収穫後の処理ノウハウがない（茶葉としてはグリーンティーの生産可能） 
・ティーバッグの質が劣悪 
 

 
（茶葉がもれている）     （ひもが外れる）       （色が茶色） 
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日時 2017 年 6 月 21 日（水曜）14:00～ 

訪問先 JICA 

面談相手 所員村上峻一、所員 山上啓介、企画調査員 佐藤明子 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
1. 現状報告と新担当者への挨拶 
 村上様が企画部へ異動になる。 
 新担当者山上様のご紹介。アフリカは初めて。 
 
2. 農業関連 
 細川製作所の中小企業支援プロジェクトは 6 月末まで。最終報告次第で次の展開が決

まる。ポストハーベストは引き続き大きな課題で、市場がないわけではない。11 月の

セミナーに機械を出すことは可能だが細川社次第。 
 
3. 漁業について 
 エジプトで内水面養殖のセミナーがあった 
 ウガンダの漁業は進んでいるとされている。成功要因としては、民営化とエサの流通

と聞いている。 
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日時 2017 年 6 月 22 日（水曜）16:00～ 

訪問先 Kampara Protea Hotel 

面談相手 Food and Beverages Manager, Mr. Yusuf Ndawula 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
1. ホテル概要 
カンパラ市内の 3 番目の高級ホテル 
客室数 70 
会議室 6（最大 200 人収容） 会議室の料金は一人 40 ドル～ 
 
2. 食材の調達について 
国産の食材を多く使っている。 
 穀物：ライスはインドからの輸入のみ 
 食肉：ラムは輸入 
 乳製品：国産。バターの供給は不安定。以前バターは南アフリカから輸入していた

が、大統領がバターの輸入をライセンス制にしたため、現実的に輸入は難しい。 
 果物：オレンジだけエジプトから輸入。他のフルーツはローカル 
 茶：国産（ムクワノ社）。質の良い国産の茶には関心がある。 
 
3. サプライヤーを選ぶ基準 
・財務的な信用 
・安定した供給量と質 
・入札はしてない 
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日時 2017 年 6 月 23 日（金曜）11:00～ 

訪問先 Africana Hotel 

面談相手 General Manager Mr. Harrison Njoroge 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
1. セミナー会場予定先 
ロジの調整 
 
2. 食料調達について 
 新規で必要なものは新聞等に tender を出して、業者からの入札で決めている。業者

との癒着を防ぐため調達の最終決定は Tender comitte が下す。 
 供給量と質の安定が一番重要なため、必然的に輸入が増えている。 
 食料品は 20ft コンテナでドバイやパキスタンから輸入。 
 コメはパキスタン。数ヶ月に一度まとめて輸入する。国産は味もそうだが、この量を

まとめて調達できない。 
 茶はロンドン、ケニアから。グリーンティーはケニア。 
 現在サプライヤーは 20 社程度 
 乳製品は国産の JESA 
 

 
（セミナー予定会場） 

  



 

添付資料－328 

 
日時 2017 年 6 月 23 日（金曜）14:00～15:00 

訪問先 Food & Beverages（Movit Products Limited の子会社） 

面談相手 Business Development Executive, Mr. Stuart Birungi 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 

1. 訪問目的 

飲食品加工会社へのヒアリング 

 

2. 会社概要 

Food & Beverages (F&B)社は、1999年創業のウガンダの化粧品最大手会社Movit Products 

Limited (MPL)の新規事業会社。2017年より加工食品分野に進出を目的にF&B社を立ち上

げ。 

Mr. Birungi氏は創業者の息子で、まだ大学に在学中だが経営にも関与している。 

 

3. 事業内容 

食品事業に新規参入した動機は、食料需要の増大から。ローカル市場の中での高品質な商

品提供を目標にしている。輸入商品と競争する気はない。 

 

4. 主要商品 

・エナジードリンクの製造販売 

・ミレット、ソルガムを原料にしたブシェラ（現地食品）の生産販売 

・フレッシュジュース(本年9月から稼働) 

 

5. 流通 

・ホテル、バー、レストラン、ホールセールマーケット(チクボ)で販売。 

・化粧品用の流通網を活用して、中間業者を通さないようにしたい。 

・信頼のおける業者を通さないと盗難リスクや契約条件でもめる可能性が高い。 
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日時 2017 年 6 月 23 日（金曜）16:00～ 

訪問先 Katlan Aagency 

面談相手 Manager Director Mr. Rolence  

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
Katlan ブランドでコメととうもろこしの加工販売を行う小規模食品加工会社。創業 5 年

目で従業員は 8 名。 
 
1. 仕入 
・WST から輸入米を購入。パキスタン米。 
・スパイスは 400kg をまとめて業者から購入 
 
2. 加工・機械 
・機械はリース 
・インド製機械でパッケージは加工 
 
3. 流通 
・スーパーマーケット 5 店舗（shoprite、Mega、Taskeys 含む） 
・大手スーパーは買取の価格条件が厳しい。 
・掛金は毎月回収。この規模の小規模食品加工会社にとってはかなりの好条件。3 ヶ月に

一度という会社が多いと聞く。 
・小規模小売店だと、資金の回収期間は早いし融通がきくが、店がいつ閉店するか分から

ない。 
・ホールセールマーケットへは自分で売りに行く。 

 
（左：コメの加工商品、右：ビニールパックはドライヤーで手作業） 
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日時 2017 年 6 月 24 日（土曜）09:00～ 

訪問先 Urban by City blue 

面談相手 Procurement Manager Mrs Rean 

当方 みずほ情報総研 コンサルタント 入間野 

 
1. ホテル概要 
・カンパラ中心部の37室の中規模ホテル 
・会議室1室 （50人程度） 
 
2. 調達 
 コメ；インド産バスマティライス。10,000~11,000UXG/kgと高価だが、インド資本の

ホテルなのでインド産を使用。イベント等のビュッフェには国産のスパ（アロマライ

ス）を使用。国産米は香りもしないし石や割れ米があるが安価なので使用。 
 乳製品：国産のみ。チーズの調達に苦労している。スーパーマーケットで購入してい

るが、品切れの時は輸入品を使用。 
 魚：サイズがバラバラで安定した調達ができない 
 茶：国産紅茶、緑茶はリプトン。国産が安ければ国産を買う 
 サプライヤーを選ぶ基準はないが、信頼性、供給の安定性、支払い条件、品質 
 果物は国産。パイナップルとパッションフルーツだけは絞ってフレッシュフルーツジ

ュースとして提供。 
 加工ジュースはケニア産 
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参考資料 
 チクボ地区ホールセールマーケット 
カンパラ市内にある穀物・飲料水のホールセールマーケット。一つの通りに多数の中間業

者が店舗を構えている。店舗を出すにはチクボホールセール組合に届けを出す必要があ

る。 
国外および各地から大型トラックやバイク（ボタボタ）で商材が運び込まれてごった返し

ている。多くの商材はこのマーケットを経由して都市部のスーパーマーケットから地方の

小売店まで輸送される。 

 
（ライスの輸入トラック）          （最大手の乳業業者 JESA の販売所） 
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