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序 文 
 
 
農水産業はアフリカ地域の GDPの３割、就業機会の 6割以上を生み出す、域内最大

の産業部門であり、その開発、振興は地域全体の経済、社会的発展のカギを握る。対外

貿易面でも、アフリカ地域の輸出の 4割が農水産物・同加工品で占められており、偏在
する鉱物・エネルギー資源と比較して、当該産品は地域横断的な主力輸出品となってい

る。 
 
農水産業での生産性・付加価値向上と商品多角化、輸出促進は、域内雇用機会の創出

や外貨収入の増加、輸入代替の促進など多大な経済効果をもたらす。このためアフリカ

各国は、当該産業の育成と外国市場へのアプローチ強化を新たな中長期地域開発戦略

NEPAD（アフリカ開発のための新パートナーシップ）の中でも重点課題の一つに盛り
込んでいる。一方、近年では域内の政治、経済的安定が着実に広がるなか、米国やアジ

ア系企業などによる当該分野への新規参入の動きもみられ、欧州系企業の独壇場であっ

た過去のイメージも徐々に変化しつつある。 
 
本報告書は、本会アフリカ域内ネットワークを駆使し、アフリカ域内主要 12カ国の

農水産業および同加工品分野において、近年、生産・輸出、外資参入、政府・公的機関

の育成支援が強化されている品目を抽出し、生産・流通構造、主要市場、資源量、品質、

生産・技術供与主体、成長潜在性・課題など諸要素を網羅的に調査、「アフリカ食品ガ

イドブック」の形に取りまとめたものである。本書が我が国企業にとり新たな対アフリ

カ・ビジネス機会（輸入品発掘、各国市場の開拓、開発輸入等）の端緒となり、また

NEPADの理念を側面的に支援するものとなることを祈念する。 
 

 
2003年 3月 

日本貿易振興会

海外調査部

 

中東アフリカ課
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ウガンダの農水産業・食品産業

（ 1 米ドル＝ 1,867.7 ウガンダ・シリング。2003 年１月時点）
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Ⅰ．ウガンダ農業概観

　ウガンダは、ケニアの首都ナイロビから西約 400km に位置し、世界第２の淡水湖

であるビクトリア湖に面した、緑豊かで肥沃な土地を有する農業国である。

　農業は GDP の約 42 ％、輸出の 90 ％、雇用の約 80 ％を占めている。87 年以降、

世銀・IMF の支援を得て｢復興開発計画｣を策定、構造調整策の下で 90 年代には年率

約７％の経済成長を達成した。99 年以降の経済成長率をみると、99 年が 5.0 ％、2000

年が 4.6 ％、2001 年が 6.4 ％といずれも好調であり、農業を中心とした安定成長を

遂げている。

ウインストン・チャーチル元英首相は 101 年前の 1902 年に、ウガンダを「アフリ

カの真珠」と称し、その美しさと農業、観光資源でのポテンシャルを大きくたたえた。

ケニアからウガンダに入ると緑の色が濃くなり、また土壌も赤土から茶色に変わって

いくのがわかる。ウガンダは赤道に沿って立地しており、多くの地域では１年を通じ

て均一した天候である。適度の降雨量と豊かな土壌に恵まれ、農業に適した国である

ことがすぐにわかる。

年間平均最高気温と降雨量をケニアのそれと比べると、平均最高気温はナイロビが

25.5℃、ウガンダは国際空港があるビクトリア湖岸のエンテベで 26℃とほぼ同じで

ある。これに対し、月間平均降雨量はナイロビが 65.6 ｍｍであるのに対して、エン

テベでは 132 ｍｍとケニアの約２倍の降雨量となっている。

エンテベ空港から首都カンパラまでは約 34km(車で約 50 分)であるが、この間、沿

道の農家の庭先には主食のバナナ、マンゴ、パパイヤ等食料となる植物が植えられて

おり、食糧不足にも対応できる、自然条件をうまく生かした市民生活の一端を垣間見

ることが出来る。

こうした中で、ウガンダでは恵まれた自然条件を生かして、農業，特にコーヒー、

紅茶、パイナップル、等の生産・輸出活動が活発に行われてきた。近年はスパイスの

生産とその欧米諸国向け輸出に対して徐々に強い関心が持たれるようになっている。

ウガンダでは赤トウガラシ（ Red Bird’s Eye Chilli ：刺激が強く小ぶり）、バニラ、

ジンジャー、カルダモン、黒／白ペッパー、ガーリック、ターメリック、コリアンダ

ー、フェヌグリーク、マスタード等が小規模ながらも広範囲に栽培され、収穫されて

きている。

ウガンダでのスパイス生産の強みとしては、①気候・海抜・土壌・降雨量等の点で

各種スパイスを生産する上で理想的な条件下にあること、②作物によっては小農が小

規模に栽培しており生産コストが低いこと、③長期間にわたり化学肥料、農薬、除草

剤等が最小限にしか使用されておらず、大部分の地域で有機栽培に近い状態であるこ

と、④インドのスパイス業界や欧州および米国への販売ネットワークと歴史的な結び

つきを有していること、等が指摘されており、今後徐々にスパイス栽培が活発化すれ

ばウガンダの新たな主要農産品となることも期待できる。

しかしながら、ウガンダのスパイス産業は未だ発展の初期段階にあると見られてい

る。近年、注目を浴びてきているバニラは有名なマダガスカル産に引けを取らない商

品として米国向けを中心に出荷は増加傾向にあるが、その供給量は世界需要の１～
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２％程度に過ぎないとされる。

スパイス産業に注目し始めたウガンダ政府は、WTO の下部機関である ITC(国際貿

易センター)の協力を得て、昨年 10 月にスパイス分野の｢輸出戦略ペーパー｣(別添)を

発行した。同ペーパーは、ウガンダにおけるスパイス産業の現状と問題点、将来性、

戦略的取り組み、対象品目とその輸出市場、政策、マーケティング戦略等、広範囲を

カバーし、それに基づく具体的な戦略スケジュールを策定するものとなっている。
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Ⅱ．ウガンダのスパイス産業

１．ウガンダのスパイス事情

ウガンダは多様な農業活動を可能とする地理的条件を備えた国である。国土は赤道

に沿って立地しており、多くの地域で１年を通じて均一した温暖湿潤な気候である。

このため、同国では多種にわたるスパイスの栽培が可能となっており、近年、赤トウ

ガラシ、バニラ、ジンジャー、カルダモン、黒／白ペッパー等が集約的に栽培されて

いる。

スパイス栽培は特定地域に集中している。例えばバニラは、Mbale, Sironko, Bugiri,

Iganga, Kamuli, Mayuge, Jinja, Mukono, Kayunga, Kampala, Wakiso, Mpigi, Kiboga,

Mubende, Kassese, Bonewonjo, Kibale, Masaka, Luwero, Mbarara で収穫される。赤

トウガラシは、Arua, Gulu, Apachなど西ナイル地区で生育しているほか、Lira, Iganga,

Kamuli, Mukono, Kayunga, Rukingiri 地区でも栽培されている。ガーリックとターメ

リックは Kassesse,Mbale, Kabale 地区で、コリアンダー、フェヌグリーク、マスタ

ードは Masaka, Mbarara 地区で小規模に栽培されている。この他、全国各地で“野

生”スパイスの生育もみられる。

２．スパイスの輸出

近年、ウガンダは相当量のバニラと赤トウガラシを輸出している。一方で、カルダ

モンと黒胡椒の輸出は緒についたばかりだ。輸出は総じて増加傾向にあり、例えば 99

年に 7 万 1,000 ドルだったバニラ輸出は、2000 年に 104 万 6,000 ドルへと急増してい

る。今後は赤トウガラシの輸出増も期待されている。なお、ウガンダ政府が新規輸出

品として重視しているスパイス品種は、前述のバニラ、赤トウガラシに加え、ジンジ

ャー、カルダモン及び黒／白ペッパーである。

３．ウガンダ産スパイスの特徴

多くのウガンダ産スパイスは、顧客から「自然産品」との評価を受けている。栽培

農家の多くが資金不足から化学肥料、農薬等をほとんど使用できていなかったことが、

逆に幸いしている。無農薬・有機栽培に近い生産法はウガンダ産品に付加価値を与え

ている。

また、ケニアのモンバサ港経由で輸出されている赤トウガラシ（別名

「Mombassa」）」は、東アフリカ産の類似品種の中で最も刺激が強いことで知られ、

国際取引の場でもその特性が広く知られている。

81 年に Longman Group Limited 社が出版した｢スパイス―熱帯地方の農業シリー

ズ｣では、71 年に Mathew ほか、また 59 年に Suzuchi ほかが行ったカプサイシン（と

うがらし＜ capsicum と chilli ＞の辛味成分）の含有量に関する調査結果を紹介してい

る（表１参照）。
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表１．　とうがらしの刺激性

タイプ 刺激性 （ｶﾌﾟｻｲｼﾝ％）

Mathew ほか（ 71 ） Suzuchi ほか（ 57 ）
Uganda - 0.85
Mombassa 0.42 0.80
Bahamian 0.51 -
Indian Sannam 0.33 -
Indian Usimulagu 0.36 -
Japanese Santaka 0.30 0.25
Japanese Hontaka - 0.33
Indian Mundu 0.23 -
Mexican Pequinos - 0.26
Turkish - 0.08
Abyssinian - 0.08
Santana Chilli pepper - 0.06

(出所：ＥＥＰＢで作成)

４．主要生産スパイス

(1)ショウガ

生鮮ショウガは 77 年に初めて 35 トン（２万 3,000 ドル相当）がウガンダから輸出

された。輸出先はＥＵが中心で、中でもオランダ向けが 78.6 ％、その他サウジアラ

ビア向けが 21.4 ％であった。生鮮ショウガの国際市場は拡大しているが、ウガンダ

産は見栄えが悪く繊維質が多いことから、実質的な輸出増にはなかなか結びついてい

ない。

乾燥ショウガについては、現在、少量を輸出している程度である。その輸出増には

品種の改良や多様化が求められる。

ウガンダ産品の国際市場参入には、厳しい品質、安全性、衛生面で消費国が求める

厳しい基準をクリアする必要がある。しかし現実には、国内生産者は不十分な栽培技

術や貯蔵施設しか持ち合わせておらず、収穫時の生産性も低い。先進国への本格的輸

出に至るには、未だ道半ばの状況にある。

表２．　ショウガの輸出額、量（ 1996-2000 年）

年 輸出量（ｋｇ） 輸出額（ US$） エーカー数

１９９６ １１３，０００ ６１，０００ ２６０

１９９７ ３５，０００ ２３，０００ ２６０

１９９８ １００，０００ ３００，０００ ―

１９９９ ５７，３３０ ― ―

２０００ ７２，０００ ― ―

(出所：表１に同じ)
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ショウガ輸出業者：

１） African Organic              Plot 11, Martyrs Road, P.O. Box 29078, Kampala
                                 Uganda

Tel: 256-41-286690/1    Fax: 256-41-286692

E-mail: info@africanorganic.com

２） Jacksons(U)                   P. O. Box 5841, Kampala, Uganda
Tel: 256-41-235535, 256-75-696824

Fax: 256-41-345580

(2)バニラ

　バニラは80年代初頭にウガンダに再導入された。ウガンダ産バニラの輸出は93～97年の間に69％

増加した。米国が最大の輸出先で、カナダ、ＥＵ、日本がこれに続く。70年代にはアミン大統領時代

の政情不安によりバニラの生産は停止していたが、80年代以降、ウガンダはバニラ産業の再活性化に

向け、多大な開発努力を行ってきた。

現在では、１万軒以上の農家がバニラ生産に従事している。生産は主に Mukono 地

区に集中しているが、Mpigi、Bundibugyo、Jinja, Iganga の各地区でもバニラ生産に

乗り出している。栽培面積の増加とともに、生産量も以前のヘクタール当たり 1 ，

200kg から 99年には 3,570kgにまで増加した。2000 年における生産量は生マメ（ green

beans ）ベースで 350 ～ 400 トン、乾燥豆ベースで 66 トン程度と見られている。

90 年の生マメ生産量が７トンだったことを考えると、当該作物の生産増加ペース

は瞠目すべきものがある。しかし世界レベルで見れば、ウガンダの供給量は世界の輸

入需要のわずか２％程度に過ぎない。インドネシアなど他の生産国が生産増に動く中、

ウガンダ政府は今後の輸出量を最低でも年間 150 トン（世界需要の４～５％）まで増

加させたい意向だ。

輸出先としては、ウガンダ産バニラのほぼ全量が米国向けに輸出されている。乾燥マメの対米輸出

は90年にはたった1トンであったが、98年には30トンまで拡大した。

表３．　バニラの輸出額、量

年 輸出量（ｋｇ） 輸出額（ US$） ヘクタール数

１９９６ １６，０００ ６３４，０００ ３０

１９９７ １８，０００ ６４０，０００ ５０

１９９８ ６３，０００ １，７６３，０００ ７０

１９９９ ６４，０００ １，４３１，５７８ １００

２０００ ６６，０００ ３，６８４，６８５ １５０

(出所：表１に同じ)

ウガンダ産バニラは高品質で知られる。国内産の３分の２を処理する主要加工業者

は「Rapid curing method 」という急速乾燥法を用いることで、乾燥期間を通常の６

ヵ月から１～３週間へと短縮させている。急速乾燥法を利用して加工したマメのバニ
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ラ含有量は、伝統的な乾燥法（ Bourbon method ）を採用するマダガスカル産のもの

よりバニラ成分が２倍多く含まれるという。しかし、バニラの加工法は生産者の裾野

が広がるにつれ、初期投資と運転コストを必要とする急速乾燥法から、伝統的乾燥法

の利用割合が拡大しつつある。

最近ではバニラの生産増に向け、生産者を対象に技術訓練が行われている。ウガン

ダのバニラ生産は小規模農家によって担われており、平均して４分の１エーカー当た

り 100 本（ plant ）、あるいは１エーカー当たり 880 本が植付けられている。これま

で２万戸以上の農家が 18 地区に散在して生産に従事している。各農家はバニラ生産

者協会に組織化されており、全国で 60 の登録団体がある。

バニラの加工処理は輸出業者が全て行っている。主要加工業者は以下のとおり。

1. Uvan (U) Ltd

2. Taimex (U) Ltd

3. Mukono Vanilla Spices and Horticultural Association

4. Ugabda maeketing Services

5. Bwinga Farm

6. Kayanja Estates

7. Muhammud Estates

8. Rwenzari Vanilla Growers Association

9. Esco

(3)カルダモン

カルダモンは多年生のスパイスで、Mukono 地区を中心に生産されている。ウガン

ダにおける最初の植付けはインド産の苗を輸入して行われた。以後、栽培者は生産の

拡大と生産性の向上をねらい品種改良を続けている。カルダモンの生産・加工・販売

を一貫して行っているのは、①Universal Foods (U) Ltd 社、Mukono 地区で生産して

いる② Saala Agaba Firm 社、の 2 社のみである。Universal Foods 社は２年前に 350

エーカーに、また昨年、新たに 60 エーカーにカルダモンを植え付けた。一方、Saala

Agaba 社は新規植付けに着手したばかりである。

カルダモン生産者は国内市場向けに製品生産しているが、国内需要を満たすには至

らず、不足分はケニア、タンザニア、ザンジバルなど近隣諸国からの輸入で補われて

いる。高価な輸入品の比率を低減させるべく、政府・生産者は国内生産の強化に力点

を置いており、今のところ輸出増に振り向ける余力や意欲は小さい。

(4)トウガラシ

トウガラシの全栽培面積はわずか 390ha である。

輸出金額は 97 年の 300 万ドルから、98 年には 494 万ドルに増加した。輸出の 92 ％

が米国向けで、その他約 40 ％がベルギー／ルクセンブルグ向け、また３％がドイツ

向けとなっている。

近年では｢ホット・ペッパー｣の輸出量が伸びてきている。97 年には 140 トンであ
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ったのが 2000 年には 600 トンに増加、「生鮮」状態で輸出されている。

表４．　トウガラシの輸出額、量

年 輸出額（ US$） 輸出量（ｋｇ）

１９９６ ７４，０００ ２２０，０００

１９９７ ４０，０００ １４０，０００

１９９８ ５６，０００ １９０，０００

(出所:表１に同じ)

表５．　ウガンダにおけるスパイスの推定作付面積と生産量

種類 生産地 作付面積（推

定エーカー）

栽培法(有機栽

培,在来法)
2001 年推定乾

燥スパイス生

産量(トン)
バニラ ２１の地区に

分布

5000 ～ 6000 大部分は自然 60 ～ 70

ジンジャー Butambala,
Luwero,
Mbale

1000 ～ 1300 100 エーカーは

有機栽培

400 ～ 450

赤トウガラシ West Nile,
Busoga

80 ～ 100 在来法 40 ～ 50

ﾌﾞﾗｯｸ･ﾍﾟｯﾊﾟｰ Jinja 350 （間作） 〃 N.A

カルダモン Jinja 350 ～ 360 〃 N.A

ﾌｪﾇｸﾞﾘｰｸ（種

子）

Masaka,
Mbarara,
amukono

5 ～ 6 〃 0.5 ～ 0.6

ﾌｪﾇｸﾞﾘｰｸ（葉） 〃 〃 〃 1 ～ 1.2
ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ（種

子）

〃 〃 〃 N.A

ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ（葉） 〃 8 ～ 10 〃 0.4 ～ 0.5
ガーリック Kassese,

Kabale, Mbale
500 ～ 700 〃 250 ～ 350

ターメリック 〃 200 ～ 250 〃 100 ～ 150

（出所:表１に同じ）
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（別添資料）「セクター・輸出戦略ペーパー」

Uganda

ITC JITAP Cluster 12

Sector Export Strategy

(分野別輸出戦略 )

SPICES SECTOR

（スパイス分野）
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2002 年 10 月　カンパラ

1. 序章

本報告書では、ウガンダにおけるスパイス・セクターの発展を促進するための戦略につ

いて解説している。この戦略は、Uganda Export Promotion Board（ウガンダ輸出振興会）

の調整の下で、同セクターの主要関係者を代表する委員会によって策定されたものであり、

今後の展望に関する一致した意見を反映している。この戦略はまた、国際貿易センター

（ ITC ）による Joint Integrated Technical Assistance Programme （ JITAP：共同統合技

術支援プログラム）のクラスター12 の下で、同センターの技術支援を受けて策定された。

この戦略はこれまでに実施された取り組みが結実したものである。ウガンダ輸出振興会

（ UEPB ）は、ITC から支援を受け、スパイス・セクターの関係者に向けたフォーラム

の開設を進める上で主導的な役割を担った。2001 年初頭に 2 つの委員会が設置された。

スパイス・セクターに関心を持つ主要関係者から構成されるSector Strategy Stakeholders

Group （ SSSG ：セクター戦略出資者グループ）は、同セクターにおける既存の民間企

業が大部分を占めているが、同セクターで技術問題や広報活動を担う公共セクターの団体

も参加をしている。このように、SSSG では、当初から官民が連携をしている。もう 1

つの委員会である Sector Counterpart Team （ SCT ：セクター関係機関チーム）でも、

市場視察を実施して、マーケティングの側面から戦略を策定し、最終的には戦略文書の起

草と編集に参加した。

この戦略文書は、スパイス・セクターの今後の発展について、主な方向性を示した包括

的なものである。戦略を詳細に分析し、技術的に裏付ける 2002 年 4 月の Sector Diagnostic

Report （セクター診断レポート）および 2002 年 8 月の Market Orientation Tour Report

（市場オリエンテーション視察レポート）も参照いただきたい。

2. 機会

ウガンダが、スパイスの生産、輸出を発展させる機会に恵まれていることは、広く認め

られている。これは、同国の有利な農業気候条件や、固有の要素から生じる比較優位性に

基づく機会である。優位性を生み出す重要な要素には、以下のものがある。

・気候、海抜、土壌の点で、各種スパイスにとり理想的な農業気候条件を持つこと。

・肥沃な土壌を有しており、既存の農業収入が低いことから農場レベルでの潜在的なコス

ト競争力を備えていること。

・長期間にわたって化学肥料・農薬・除草剤が最小限しか使用されていないために、土壌

　汚染レベルが低く、大部分の地域で有機栽培に近い生産形態となっていること。

・既に輸出されている各種スパイスにおいて、理想的な栽培条件であることが立証され、

新たな適性産品が見つかる可能性が高いこと、

・インドのスパイス業界やヨーロッパ、および米国への販売ネットワークと歴史的な結び

つきがあること、

・他の農業セクターと比較するとスパイス製品は単位当たり価額が高いため、輸出収益を

見極める際に不利となる国外輸送コストをあまり重視しなくてもよいこと。
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・輸出に対する政策的制約が存在せず、マクロ経済環境が安定しており、外国為替も自由

化されていること。

・投資促進に向けた環境が整い、対内投資の円滑化が期待されること。

・利用可能な土地が豊富に存在し、商業ベースでの私有農場設立に有利な環境が整ってい

ること。

・既存の小規模なスパイス輸出セクターにも、ノウハウや輸出志向が存在すること。

・スパイスの加工・抽出産業への投資を通じ、セクターの将来的成長が見込めること。

以上の要素に基づき、未成熟なスパイス・セクターはすでに成長をし始めており、国内

外の投資家の関心も着実に高まっている。ただし、絶対的な基準から見れば、同セクター

は依然として小規模であり、システマティックな産業振興策が実行されなければ、その成

長は期待を裏切る水準にとどまろう。したがって、セクター戦略における課題は当該セク

ターの成長を加速することで、雇用、所得、収益面から短期・中期・長期的な経済メリッ

トを最大限に引き出すことである。

3. スパイス・セクターの現状

ウガンダのスパイス産業は依然として初期の段階にある。近年、速度から見ると急速に

成長してはいるものの、低水準からの成長であり、世界市場における重要な供給国となる

には至ってはいない（最も重要なスパイス輸出品であるバニラについても、世界の輸出の

1 %未満）。同産業が小規模に留まっているのは、ウガンダが新しい原産地であることを

反映している。大部分の国民にとっては、スパイスは伝統的な食生活に必須のものではな

いため、国内市場の規模は限定される。

ウガンダで生産される最も重要なスパイスは、バニラ、ショウガ、黒コショウ、カルダ

モン、赤トウガラシ（ red bird's eye chilli ）等である。バニラは 50 年代にウガンダに伝

えられ、現在は小規模自作農の栽培を通じて拡大しており、5,000 軒もの農家が約 6,000

エーカーにわたって 60 トンから 70 トンの加工製品を生産している。ショウガは 3 地域

の約 1,300 エーカーの農地で商用に生産され、450 トンの生産高がある。

赤トウガラシは、西ナイルおよびブソガの 100 エーカーの農地で生産され、50 トン（乾

燥製品）の生産高がある。黒コショウとカルダモンは、商業作物として最近ジンジャーに

続き普及しており、350 エーカーの農地で（間作として）栽培される。また、各種スパイ

ス作物がさまざまな地域で小規模に生産される。

小規模自作農による作物として栽培されるバニラを除けば、スパイスの生産は少数の輸

出業者によって管理される。現在、大規模に輸出に携わっている企業は 9 社あり、その

うちの 2 社は近年市場に参入したばかりである。一般に、このような企業では、限られ

た種類のスパイス（通常、1 種類か 2 種類）を専門に取り扱うが、スパイスの生産および

マーケティングの特化した性格から判断すると、これは国際的なスパイス業界にとっては

標準的なものである。同産業における通常の流通経路は、栽培農家による各種の私有農場

を起点とする。いくつかのスパイスについては、固有の農業気候条件によって生産地が限

定される（たとえば、赤トウガラシ、黒コショウ、カルダモン）。

SCT(Sector Counterpart Team)によって行われた実地調査および輸出業者に関する統計
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を通じてスパイス・セクターの現状が調査され、その結果が同セクターの Diagnostic

Report （診断レポート）にまとめられた。これらの調査では、現在、スパイス・セクタ

ーが直面している以下のような問題点や制約が指摘された。

・スパイスに対する国内の認識が低いため、同セクターは現在小規模に留まり、商業的に

　運営する企業は少なく、適切な耕作慣行を知らない地域は広範囲に及ぶ。

・国内に大規模なスパイス製品市場がないため、生産者は専ら輸出市場を販売先とする。

このため、栽培地は少数の輸出業者の立地に制約を受ける。一般に、バニラを除けば、

小規模自作農がスパイス作物を栽培して国内の卸売市場に販売する事例は少ない。

・商業ベースの輸出業者の私有農場を除けば、農場レベルでの生産性および技術水準が低

い。結果として、農場および輸出業者の収益性も低くなる。

・現在の生産量が少ないため、近代的な加工・抽出設備が一般に不足している。

・輸出業者は多くの場合、買い手市場に直面する。つまり、スパイスの取扱量が少なく、

品質検査を行うための技術インフラが国内にないため、輸出製品の基本的な品質特性の

判断は、輸入側の業者に頼らざるを得ない。

・国内市場には専門的な取扱業者がないため、高品質の種子や栽培器具の供給は発達して

　いない。

・輸出業者の世界市場に関する知識や、世界市場へのアクセスが限られているため、マー

　ケティング活動は数少ない取引先との契約に限定される。

・ウガンダの大部分の地域で有機栽培に近い自然な条件でスパイスが生産されているとい

う認識が、買い手の側に共有されていない。このためバニラを除き、「有機無農薬」を

キーワードとするウガンダ産スパイスのブランド化は行われていない。

4. 戦略的な取り組み

スパイス業界関係者は、スパイス・セクターの潜在的ビジネス機会と発展阻害要因を認

識し、同セクターの発展に向けてより戦略的な取り組みを採用することを決定した。この

取り組みの主目的は、緩慢で不十分な当該の発展を加速させることにつきる。

4.1 スパイス・セクターの戦略的な展望

ウガンダのスパイス・セクターは国際的な比較優位性を生み出しうる要件を備えており、

中・長期的に大きく成長する可能性を秘めている。2007 年までに、同セクターは以下の

ような特徴を示すようになると予測される。

・ウガンダの輸出収益に占めるスパイス・セクターの割合は、2001 年の 350 万ドルか

　ら 2,000 万米ドルに増加し、年平均 90 %の成長率を示す。

・同セクターにおける生産物の商品校正と輸出活動は、国外の市場機会に応じて変化する

と認識されるが、現時点では、同セクターの成長の原動力は主としてバニラ、赤トウガ

ラシ、ショウガ、カルダモン、および黒胡椒が想定されている。

・同セクターにおけるすべての関係者の認識レベルが全般的に向上する。

・スパイス・セクターが、各種製品（未加工品、半加工品、加工品）の生産に向けた技術

的条件を満たし、用途の変更という市場の要求に迅速に対応できるようになる。
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・各主要製品の流通網の発展、および管理に関する適切かつ公平な模範例が形成され、ス

パイス・セクターが市場の質・量的な需要を迅速に満たせるようになる。

・必要に応じて、商品別に栽培農家・加工業者・輸出業者の同業者組織が確立され、民間

企業が潜在的な投資家ニーズに迅速かつ効果的に対応できるようになる。

・魅力的な投資環境や民間・公共部門関係者による投資促進策に基づき、主要な海外投資

家がウガンダのスパイス・セクターに関心を持つようになる。

・アフリカ諸国の加工業者や輸出業者との提携や合弁事業が確立され、輸出の拡大や地域

的な加工事業への相補的な貢献に向けた機会を活かせるようになる。

・国内での加工率が向上し、付加価値および所得に占める同セクターの比重が高まる。

・継続的なマクロ経済の安定や当該セクター向けの専門融資窓口などを通じて、国内外の

投資家の資金調達コストが減少する。

・各商品または商品群について栽培農家向けの技術普及・啓蒙機会を設定し、官民協力し

て実施にあたる。

・実地試験や投資プロセスなどの研究活動の間で緊密な連携が確立される。

・地域の技術検査設備を十分に活用することで、全国レベルで主要な輸出製品の品質が一

様に向上する。

・ 2007 年以降の当該セクターの持続的発展を支える組織・人材を整備する。

・包装業界の育成を通じ、商品パッケージ面でも国際社会のニーズを満たす。

・関係者が競合国に対する優位性を身に付ける上で必要な、新製品、新品種に関する研究

開発が行われる。

・あらゆる商品の品質水準を評価する公共または民間の認証機関が設立される。

4.2 戦略に向けた基本的な取り組み

セクター戦略の実行に当たっては、強力かつ持続的な官民の連携が基礎となり、民間お

よび公共機関が果たす役割が明確に定義され、経験と比較優位性が基本に据えられる。

5. 対象となるスパイス製品および市場

SCT メンバーによって十分な実地調査が行われ、その内容が政府アドバイザーによっ

て確認された後、以下のスパイスがウガンダの輸出向け生産物として非常に高い可能性を

秘めていることが認識された。ウガンダの農業気候条件に適しているスパイスは、バニラ、

トウガラシ、ショウガ、カルダモン、および黒胡椒である。

このことを念頭に置いて、一部の関係者がヨーロッパ市場を視察しヨーロッパ諸国にお

ける多くのスパイス輸入業者と面談をした。面談の後、関係者は選択された 5 種類のス

パイスすべてが、ヨーロッパおよびイギリスにおいて高い市場可能性を秘めているという

結論に達した。ただし黒胡椒については、貿易量が最も多い品目の 1 つであるものの、

ウガンダのスパイス産業が発展初期の段階にあるため、開発・振興には時期尚早との見方

もある。世界的に見ても黒胡椒は供給国が多いため、価格は大きく変動する。こうした価

格変動に耐えられる貿易業者だけが事業を継続することができる。

ドイツ、オランダ、およびイギリスは、以下のような理由から、ウガンダのスパイスに

とって最善の市場であると考えられる。
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・これらの国では、赤トウガラシやバニラなどのウガンダで栽培されるいくつかのスパイ

　スになじみがある。

・ 視察時に提示したカルダモンなどのスパイスのサンプルが、買い手から高く評価された。

・ 買い手は、農薬や化学肥料による汚染度の低い生産国を求めている。

・ ウガンダ産のスパイスは、モンバサ港を通じて EU に輸送しやすい。

ただし、ウガンダの輸出業者が受注契約を履行する上で直面するおそれのある制約も以

下のとおり存在する。

・EU では、商品の品質と衛生について非常に高い水準が要求される。

・スパイスの収穫後処理に関するウガンダの知識は非常に乏しいため、高品質の維持は困

難である。

・ウガンダのスパイス産業は新興産業であり、インフラが全般的に不足している。現時点

で、ウガンダにはスパイスの洗浄・加工産業は存在しない。

EU 市場に加えて、日本、米国、カナダなどの諸国が同様にウガンダからのスパイス輸

入に関心を示す可能性がある。米国とカナダは、長年にわたってウガンダからバニラを輸

入しており、品質にも満足している。AGOA （アフリカ成長機会法）の制定もあり、近

年、米国へのスパイスの輸出機会は拡大基調にある。しかし、日本市場および北米市場に

参入する前に、これらの市場についても「EU Market Orientation Tour （ EU 市場オリエ

ンテーション視察）」と同様に詳細な調査が必要である。

6. 戦略の中心要素

スパイス・セクターの輸出戦略では、6 つの重点的取り組みが設定されており、産業振

興上の制約要因軽減や産業基盤強化の基礎を築くことを目的とする。

ウガンダでは 90 年代のマクロ経済改革の成功で、経済成長を促進する上で有利な経済

環境と政策環境が生まれた。主な成果は、インフレの抑制、金利の自由化、および経済活

動の自由化であり、農業セクターでの民間活力導入にも道が開けた。また年率平均 5 %以

上という実質 GNP 成長率は、国民一人当たりの可処分所得の増大や消費拡大の基礎とな

っている。金利については、87 年には 45 %以上であったが、2001 年には公定歩合が 17 %

まで下がったことにより、経済成長の融資拡大に向けた強固な基盤が整った。また外国為

替市場の自由化は、ウガンダ・シリングの価値を安定させている。

農業セクターの観点から見ると、政府は Programme for Modernisation of Agriculture

（ PMA ：農業近代化プログラム）を策定し、セクター内、あるいはセクター向けの合理

的な資源分配がより整合性のある枠組みの中で行われる環境を整えた。このプログラムは、

Medium Term Competitiveness Strategy （ MTCS ：中期的な競争力に関する戦略）など

の経済的競争力の向上を目的とする政策によって補完される。

民間セクターの主導による経済成長を促進するために、商工会議所や民間セクター基金

などの多くの組織が設立された。

対外貿易制度は大幅に自由化された。正式の通商政策はまだ採用されていないが、輸出

関税を撤廃し、輸出産業で使用される輸入資材に課される関税・ VAT の還付制度が導入
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されたことで、輸出の発展に立ちふさがる制約要因は排除された。

政策環境は、農業セクター向け直接投資にとって有利な状態にある。 98 年の Land

Amendment Act （土地改正法）によって、外国企業による土地の賃借が可能となった。

また、投資企業については税制・金融面で優遇措置が強化された。

　なお、本戦略下での今後の重点的取り組み分野は以下のとおりである。

(1)組織の整備

スパイス・セクターの特徴として、構造的問題の解決や産業振興にあたる専門の業界組

織が存在しない。商品レベルではいくつかの生産者組合はみられるが、輸出業者の組合は

設立されていない。

関係者の要請を受け、セクター戦略の下で GOU やその他の関係者と協力してセクター

の発展を促進するための Uganda Spice Producers and Exporters Association （ USPEA：

ウガンダ・スパイス生産者・輸出者組合）が今後設立されよう。

(2)国内におけるスパイス・セクターの認知度向上

その他の一部農業サブセクターとは異なり、スパイス・セクターの実態については国民

レベルであまり知られていない。同セクターが秘める可能性についても国民や農業生産者

の認識は低く、業界内でも、スパイスやスパイス製品の輸出に関するノウハウや知識のレ

ベルは高くない。

セクター戦略では、ウガンダのスパイス業界全体について生産者の認識を高め、流通経

路全体にわたってスパイス産業の可能性に関する知識と理解のレベルを引き上げることを

目指す。これが短期的な戦略目標の達成につながろう。

(3)投資の促進

スパイス業界関係者は、国内産業の資本形成を補い、技術ノウハウや市場アクセス手法

を習得する上で、対内直接投資が果たす重要な役割を認識している。ウガンダのスパイス・

セクターの潜在性を開花させるには、対内投資の流入を急速に拡大する必要がある。

セクター戦略の下で、生産、加工、および輸出レベルでの合弁事業や地域企業との提携

を通じて、スパイス・セクターに積極的に取り組む適切な投資家を特定し、これを誘致す

るための投資促進プログラムが策定される予定である。

(4)マーケティング戦略

現在、ウガンダ産スパイスのマーケティングは、小規模かつ無計画に実施されており、

輸出業者の取り組みレベルに留まっている。広範で一貫したマーケティング戦略の不在は、

ウガンダ産スパイスのビジネス化に対する海外輸入業者の認識度の低さにつながっている。

セクター戦略の下では、世界市場で認められた優秀な供給国としてのウガンダの地位確

立を目指すマーケティング活動が大幅に強化される予定である。この活動は、品質保証シ

ステムをサポートしつつ、ウガンダ産スパイスのブランド化を推進する作業を基本として

実施される。

(5)技術インフラ

スパイス・セクターの短期間での発展を実現するためには、国内に十分な技術インフラ

を整備し、製品の検査・開発を継続するとともに、国内外市場における生産者や輸出業者

との交渉力を強化することが必要である。特に重点を置くべき分野は、種子・栽培器具産

業、加工品生産の本格化に備えた技術検査機関、および食品業界としての品質基準である。
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汎用性の高いスパイスの洗浄・加工設備の開発は、スパイス・セクターの成功にとって

極めて重要となる。関係者による EU 市場視察でもこの点が明らかになった。EU の食品

衛生基準は非常に厳密であり、消費者は製品に対して非常に高い品質を期待する。

ウガンダの主たるスパイス生産者である小規模農家は輸出先の衛生慣行について知識を

持っておらず、国際的基準に従いスパイスを洗浄・加工する能力を備えた加工施設も存在

しない。そのため、スパイス・セクターの発展を順調に進めるには、組合によって所有さ

れる近代的なスパイスの洗浄・加工工場の開発が必須となる。

セクター戦略では、まず、スパイス輸出産業向けの民間部門での技術支援サービスを早

急に立ち上がらせ、これに必要な機材供給業者の市場参入を進めることで、加工技術や品

質管理面での問題を取り除くことが奨励される。また、この場合、「 Ugandan Spices

Producers And Exporters Association （ USPEA ：ウガンダ・スパイス生産者・輸出者組

合）」は、各種スパイス製品が加工でき、しかも取扱量の拡大や作物の多様化に応じ将来

的な拡張が可能な、近代的なスパイス総合工場の整備に着手できるようになる。

7. 戦略要素間の関連性と優先順位

上記のセクター戦略の重点取り組み分野には緊密な関連性があることが認識されている。

スパイス・セクターを急速に発展させるには、すべての分野について並行した取り組みが

必要となる。また、各取り組みの間には有機的関連性も存在するため、適切な優先順位の

設定も重要となろう。そのためには、戦略実行の原動力となる業界組織を早急に立ち上げ

ることが優先される。また、生産者に対して生産拡大を奨励する際には、スパイス生産の

潜在性、優位性を広く啓蒙することが優先順位の上位に来る。

技術インフラの整備は、国内外投資家からより大規模な投資を誘致しやすくなる。スパ

イス・セクターの生産規模が拡大すれば、新たな技術インフラを開発できる可能性が高ま

り、供給者の品質管理が改善すれば、輸出市場への浸透が促進されるという好循環も期待

される。

8. 行動計画

セクター戦略には、ウガンダのスパイス・セクターの発展促進に向けた広範な枠組みが

提示されている。ただし、それを効果的に実施できるかどうかは、各戦略要素を実現する

ための詳細な行動計画が策定されているか、重点的取り組みの担当機関や目標、スケジュ

ール、および財源が確定しているかに左右される。以下に、本政略の始動に当たり必要と

される取り組みを表の形で取りまとめた。本行動計画については、引き続き、関係者によ

る詳細な検討が必要である。
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表 1：戦略マトリックス  
制約 戦略の目的 主な取り組み 実施の担当者 スケジュール 予算 
A. 制度の枠組み 
 
同セクターの発展を促進する

上で主導的な役割を担う制度

的なインフラが国内に不足し

ている。 

・スパイス・セクターの発

展を積極的に促進するた

め、民間セクターの主導に

よ る Spice Exporters 
Association（スパイス輸
出業者組合）の設立を中心

とした官民の連携に基づ

く制度の枠組みを整備す

る。 

・ Uganda Spice Producers and Exporters 
Association（ USPEA：ウガンダ・スパイス生産者・
輸出者組合）の設立に向けて、構造、規約、予算な

どを含めた初期計画を立てる。 
 
・始動に向けてワークショップを開催する。  
 
・制度をさらに発展させる上で必要となる事項を調

査する。 

UEPB から支援を

受け、SCTが担当 
 発足後はUSPEA職
員が担当 

組合は 2003
年 3 月までに
設立予定 

最小限 

B. 認識 
 
スパイス・セクターは、大き

な可能性を秘めているにもか

かわらず、国内経済における

存在感が希薄である。このこ

とは、全国的にも、業界内に

おいても当てはまる。 

・付加価値、輸出、および

雇用を生み出す大きな可

能性を秘めた要素として、

マーケティング チェーン
のすべての段階および一

般国民の間におけるスパ

イス業界の認識を高める。 
 
・

同セクターの活動および

規模の拡大を促進し、活動

の拡大に向けて既存の生

産者および輸出業者の意

欲を高める。 

・同セクターに関する広報資料を作成する（パンフ

レットやビデオなど）。 
 ・セクター戦略およびセクター開発計画を浸透させ
る。

 
 
・メディア  イベントを主催し、実施する。  
・農業訓練制度のカリキュラムを策定する。  

農業生産者の意識

向上プログラムに

おける経験豊富な

NGOが、SCTおよ
びUSPEAからの指
名を受けて担当 

2003年 4月  

C. 対内投資 
 

・セクターの技術ノウハ

ウ、市場アクセス、融資の

・最初に調査を実施して、ウガンダの同セクターへ

優先的に誘致する投資家の種類を特定し、国際的な

UIA や UEPB と緊
密に連携しながら、

2003年 5月 
（作業計画を

20万ドル 
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対内投資のペースはあまりに

も緩慢である。ノウハウ、市

場アクセス、および融資をス

パイス・セクターにもたらす

には、はるかに高いレベルの

投資が必要である。 

源として、スパイス・セク

ターへの対内投資の流入

を拡大し、維持する。 

誘致の対象となる企業を特定する。 
 ・以下の項目を含めて、スパイス・セクターへの対
内投資に関する案内書を作成する。

 
 
・供給チェーン管理のさまざまなモデルに関する情

報パックを用意する。

 
 

・外国のパートナーとの合弁事業を希望する国内企

業のリストを作成する。

 
 

・ウガンダ国内および高い可能性を秘めた国の潜在

的な投資家向けに投資促進イベントを主催する。

 

USPEAが担当 参照） 

D. マーケティング 
 
ウガンダでは、国際市場にお

けるスパイス生産国としての

ブランド化がまだ行われてい

ないため、価格低下や確実な

市場の不足が生じている。 

・より高い品質保証基準に

基づき、国際市場における

ウガンダ産スパイスのブ

ランドイメージを確立す

る。 

・ウガンダ産スパイスに対して国家的なブランド名

を設定するかどうかという問題や、その申請・開発

に適用される規則を含め、国家的なマーケティング

戦略と行動計画を策定する。 
 
・マーケティング計画を段階的に実施する。

 

USPEA （ ウ ガ ン
ダ・スパイス生産

者・輸出者組合）お

よび UEPB（ウガン
ダ輸出促進局） 

2003年 4月 
（作業計画を

参照） 

 

E. 技術インフラ 
 
スパイス・セクターでは、化

学分析、高品質の種子や栽培

器具の供給、残留物検査など

の分野において基本的な技術

・業界全体にわたる品質保

証の基礎、ならびにスパイ

ス・セクターの付加価値の

最大化に向けた必要条件

として、同セクターの技術

インフラを整備する。 

・はじめに、技術的な品質検査能力とさまざまなス

パイスの洗浄や基本的な加工能力を統合した「スパ

イス総合工場」開発の実現性を調査する。 
・実現性に関する前向きな分析を受け、USPEA主導
の下で、用地確保、建設、技術機器の調達、人材の

 2003年 4月 
（作業計画を

参照） 
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支援設備が不足している。 採用・発掘を含めたスパイス総合工場プロジェクトを推

進する。 
 
・NARO・UNBS とスパイス総合工場との共同作業とし
て、地域に根ざした技術証明（品質水準の達成、残留物

の量、油分の含有量など）能力を育成できるかどうかを

調査する。 
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写真①　首都カンパラを望む

写真②　首都郊外に出店した南ア系スーパーマーケット「ショップライト」
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写真③　カンパラ中心部のスパイス販売風景（その1）

写真④　カンパラ中心地のスパイス販売風景（その2）
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写真⑤　バニラ

写真⑥　農家（右）とバニラ農園（左奧）
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写真� First Grade（14-20cm黒色）輸出用バニラ

写真�バニラの日本市場向け商品
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写真⑨ 輸出向けに刻んだ低グレード品のバニラ

写真� 木箱による梱包。米国業者からは軽量で扱いやすいダンボールを要望する声が。
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写真� バニラの品質や規格の点検作業

写真� バニラの天日乾燥を行う棚
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写真� カルダモンの木（中央の溝の例）

写真� カルダモンの実
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写真� First Gradeの赤トウガラシ




