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第３章 エチオピアの栄養分野における潜在商品ニーズの析出 

 

本章では現地商品の市場調査をもとに現状とその問題点を分析し、潜在商品ニーズを折出する。 

1. 現地市場調査： 栄養補助食の現状とその問題点 

ここではエチオピアで入手・調達される栄養補助食について情報収集・分析した。チャンネルとし

ては次の 3 つである： 

 

 

 

 

 

 

 

国際援助市場についてはその調達量、成分、原料、生産、流通、マーケティング、効果などを整

理・分析した。その上で一般市場についても可能な範囲で商品詳細を調べた。収集データとして

商品写真と規格を添付し、製造・流通・販売の阻害要因を特定することで実用的な調査結果を取

りまとめた。 

（1） 国際援助機関により開発・配布される栄養食 

2 章の「2.エチオピアにおける貧困層の生活実態 （1） BOP 層の特定（P27）」で解説したように

BOP 層には援助受益者も含まれるが、援助受益者層は市販商品の購買力が一般的に非常に小

さい。しかし、 貧国であるエチオピアには毎年数百万人が食糧援助を必要としており、援助はそ

れ自体がある程度「保証された」規模の大きい市場といえる。そのエチオピア固有の特性を考慮し、

日本企業が栄養分野の課題に貢献できる対象の一つを国際機関による援助物資にもあてる。 

1） 重度栄養失調の治療食  

【需給状況】 エチオピアにおいてほぼ恒常的に 25 万人の 5 歳未満児が重度急性栄養不良であ

り、これらの子どもたちの治療には年間 3375 トン（市場規模 16 億円相当）の RUFT（重度栄養失

調の治療食）が必要とされ、頻繁に起こる旱魃への緊急援助に応じては 4,000~5,000 トンにまで

拡大される。2008 年にエチオピア国内で実際に供給された RUTF は 3875 トンとされ、その大部

分はユニセフが配布している。RUTF の 大供給元フランスのニュートリセット（Nutriset）社が、調

理不要の治療食としてプランピーナッツ（Plumpy’Nuts）の特許を所有し、現在エチオピアでの市

場を独占している。ニュートリセット社は 現地企業ヒリナ（Hilina）社とフランチャイズ加盟契約を締

結した 2007 年からエチオピア国内での製造を開始している。しかし、2008 年に配布された RUTF

のうちエチオピア国内製造は 385 トン（全体の 1 割）にすぎず、9 割はフランスから輸入されている。

この背景には、以下に説明するように原料、特に粉ミルクを輸入しているために現地生産 RUTF

の販売価格がニュートリセット社の販売設定価格より高くなっている状況がある。 
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① 国際援助機関が現在配布、或いは今後配布する予定の栄養補助食 

a. 重度栄養失調者を対象とした治療食 

b. 中度栄養不良者の回復を目的とする栄養補助食 

② 一般市場において販売されている栄養補助食品（離乳食） 

③ 今後展開が見込まれる食品の微量栄養素強化（鉄、ビタミン A、亜鉛、ヨード、葉酸等） 
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こうした中、2009年にはニュートリセット社がアイルランドのNGOのバリ

ッド・インターナショナル（Valid International）に「プランピーナッツ」と同

等製品を「Valid Nutrition（右写真）」という製品名で製造を許可した。バ

リッド・インターナショナルは、エチオピア企業のセカ（SEKA）社と合弁事

業バルセック（Valsek）社を立ち上げ、そこに技術提供をするかたちで、エチオピア国内での製造

体制が構築されつつある49。2008 年時点でヒリナ社の製造キャパシティは年間 1,800 トンであっ

たが、2010 年には両社それぞれ年間 3,000 トン、あわせて 6,000 トンになる計画であるため、製

造キャパシティとしては国内の RUTF 需要をほぼ満たし、今後は周辺国への輸出が予定されてい

る。今後の課題としては、現地生産キャパシティ拡大や原料のバリューチェーン支援などによって

現地生産 RUTF の製造コストを下げてゆく必要に迫られている。 

表 3.1： エチオピアにおける RUFT の需要と供給 

製品 
栄養失調

の数 必要量 
市場 
規模 生産者 生産規模 需要と供給

RUFT 
重度 

25 万人 
3375 トン

50 
14 億円

Valid 
International
と SEKA の 
合弁会社 

2009 年 3000 トンの予定 

需要<供給
Hilina 

現在 1800 万トン 
2010 年までに 3000 トンの予定 

合計 
6000 トン（実際生産量 60％とす
ると 3600 トン） 

出典：在エチオピア世界銀行事務所 2009 情報に基づいて作成 

 

「プランピーナッツ」以外の治療食用製品開発も進んでいる。バルセック（Valsek）社は価格低減の

ため、現地で入手可能な原料を使用する製品としてヒヨコマメやゴマ、トウモロコシと少量の粉ミル

クを使った治療食を開発中である。このレシピは現在マラウイとエチオピアで同時に研究試験中

で、開発されれば、価格を US$4200/MT の約 3 分の 1 まで落とせる。これまでのところ同製品は

急性栄養不良（wasting：消耗症）のエイズ患者の治療に成功しているが、子どもの消化吸収性の

点で問題があり重度栄養失調児には使われていない。同社では、この課題を解決する他のレシ

ピを開発中であるが、調査実施時点では子どもへの実用化試験はまだ完了していなかった。この

新製品は、低価格なだけでなく、甘い物をあまり好まないエチオピアの成人に適しており、大人の

エイズ患者を対象としたもので、バルセック社が将来製造予定である。ニュートリセット社は「プラ

ンピーナッツ」特許登録のほかに「RUTF」という名目の特許登録をして発展途上国が独自製造す

ることを認めている。バルセック社が製造するのはこの「RUTF」であり、エチオピアでは同社の独

占であるが、この新製品のレシピは特許が申請されないため、どの企業も独自のブランドで製造

することが可能であることになる。 

  

                                                  
49 現地調査での確認事項として、サンプルが2 月にできる予定で、その後Drug Administration Control Authorityの認証を受け、

UNICEF 担当者がコペンハーゲンから監査にくることになっている。その後正式に UNICEF エチオピア事務所調達部と契約を結

ぶ運びとなる。 
502 か月間の 1 人当たりの治療に 13.5kg の RUTF が必要である。年間需要の 3375MT に加え、年間 7 万 6 千人のエイズ患者も

RUFT の治療を受けているので、実際の合計年間需要は 3375MT より多い。 
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Box3.1  エチオピア現地企業 ヒリナ（Hilina）社のあらまし 

10 年前に創業し、一般市場と WFP を対象にヨード塩

を製造してきた。UNICEF が RUTF の可能性について

問い合わせてきた際に、技術移転を必要としたので、

フランスのニュートリセット（Nutriset）社に直接コンタク

トをとり、フランチャイズとして 2 年前に「プランピーナッ

ツ（Plyump’nuts）」製造を開始した。2008 年のフラン

チャイズ加盟契約は東部アフリカ 8 カ国（ジプチ、ソマ

リア、ケニア、ウガンダ、ルワンダ、スーダン、エリトリ

ア）のフランチャイズ権を含むもので、ニュートリセット

社による技術移転（Technology Transfer）を受けてい

る。但し「ビタミン・ミネラルのプレミックス」をニュートリ

セット社から購入することが条項に盛り込まれていた。技術提供を受けてから 3~4 カ月で資金の問題もあり、

ニュートリセット社（49％）、ヒリナ社（51％）の保有比率で合弁会社が設立された。初期投資は自社で賄い、

拡張のためには、固定資産を担保に銀行から融資を受けた。その後事業は順調に拡大し、利益は株主配当

をせず工場拡張・新規事業開発の資金需要を満たす為、再投資に充当する方針を採っている。現在従業員

160 人を業務拡張で 200 人まで増員予定である。 

プランピーナッツ以前からの主力商品「ヨード塩」の月間生産量は 40 万トンで、80 万トンまで生産規模を拡

大予定である。プランピーナッツは月間生産量が現在 300MT であるが、今年 3 月までに 2 倍、7 月に 3 倍、

2011 年 1 月までに 4 倍の 1200MT まで生産規模（キャパシティ）を拡大する予定である（エチオピアの月間

需要量は 400~500MT）。原材料の中で、輸入しているものは①乳化剤（Emulsifier）、②premix ③粉ミルク

である。主要原料である輸入粉ミルク（スキムミルク）は高価であるので、豆乳で代替できないか現在研究中

である。現在インドから輸入している粉ミルクの価格は US$2600/MT（=US$2.6/kg）と高値、これを豆乳製粉

ミルクに換えるのが狙いで、粉ミルクと豆乳製粉ミルクとを混合する（比率は企業秘密）。現在の販売価格

は、US$4.25/kg で、原材料費が 65％を占める。粉ミルクの価格は、乾燥にかかる燃料費の動向にも連動す

る。納入先として、Clinton Foundation （HIV/AIDs の大人の治療のため）40MT/月、UNICEF200MT/月, 

MSF50MT/月、他の NGOs がある。現在の月間生産量 300MT の約 70％を UNICEF が占めている。 

 

【製造と原材料】RUFT の製造コストは、$4.35/kg で、そ

の半分が原材料で、残りは労働賃や設備コストである。 

現地で入手できる原材料は十分であるが、精製材料

（粉ミルク、食用油、ピーナッツバター）が不足している。

その「バリューチェーン」が未発達なこともあり原料コスト

を押し上げ、結果的に価格が不必要に引き上げられて

いる。ピーナッツ生産量はプランピーナッツ製造には充

分であるが市場価格が非常に高い状況が続いており、

原料コストを押し上げている。また、エチオピアのオイルシードは主要輸出製品であるが、「食用

油」はそのほとんどを輸入している。さらに、エチオピアは家畜保有世界 10 位にも拘らず、乳業ビ

ジネスによる粉ミルクの製造はされていない。そのために RUTF 原料の多くは輸入しなければな

らいのが現状であり、原料コストを押し上げている。このような状況下、大規模な油精製企業やデ

ンマーク企業による大規模な牛乳精製工場の建設計画が浮上してきている。RUTF には大豆や

椰子等いくつかの食用油も使用可能であるが、油が味を変えるので消費者の好みを配慮に入れ

出典：世銀 2009 

その他

53%
粉ミルク

17%

大豆油

12%

ビーナッツ

8%

ビタミン・ミ

ネラル5%

砂糖

5%

図3.1 RUFTの製造コスト
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ることが重要である。今のところ、エチオピアでは大豆油が適しているとされている。現在 RUTF

に使用されるビタミンとミネラル強化は、BASF（ドイツ）, DSM（スイス）, Nicolas Piramal （インド）

の 3 社のみユニセフにより認証されている。ビタミンとミネラルの価格は航空輸送料を含めて

$10/kg 前後であり、その価格の 5％を占めている。 

表 3.2: RUFT の原材料の有無、品質、価格 

製品 有無 品質 価格 その他 

ピーナッツ 十分 十分 高 
生産コストは低いものの、市場価格が高い。バリューチェ
ーンのどの部分で利益が配布されているのか分析要。品
質は低くないが、aflotoxin の試験が必要。 

ピーナッツバター 不足 不足 - 
衛生管理が不十分で、UNICEF が必要とする国際基準に
は満たない。 

油料種子 十分 十分 - - 

食用油 不足 - 中 
オイルシードは十分生産されているのに、食用油生産量
は少ない。 

粉ミルク 不足 - 高 粉ミルクを生産している企業はまだない。 

砂糖 十分 十分 低 - 

出典：世銀 2009 

2） 中度栄養不良の回復を目的とする栄養補助食 

【需給状況】 エチオピアにおいてほぼ恒常的に120万人の5歳未満児が中度急性栄養不良であ

り、これらの子どもたちの治療には年間 3 万トンの「コーン・ソイ・ブレンド（CSB：Corn Soy Blend）」

が必要とされる。このほかに、妊産婦、授乳婦、その他の脆弱な人口（学校給食など）を合わせる

と、「合計で年間 6 万トンの需要」がある。これに旱魃などの緊急援助を加えると年間需要は 7~12

万トン（推定市場規模約 37~64 億円）と推定される。現在 8 社 のエチオピア企業が CSB を生産

しており、その合計製造能力は年間 16 万トンとなるので需要を満たす規模である。しかし、運転

資金不足、設備維持や運転規模の不足のため、実際の稼働率は 74~77％程度、あるいは現地

国際機関によると 50％以下と推定されている。したがって、世界食糧計画 （WFP） は現地製品

の調達を優先しているにも拘らず、現地供給量の不足のために、CSB の年間必要量の約 25％を

輸入する結果となっている。既存の現地企業が7~14％の生産性を向上すればこの不足分はカバ

ーできる。しかし、WFP が国内外を問わず価格の低い供給先から調達する方針をとっているため、

エチオピア国内の穀物価格が急騰した時期には輸入調達量が増える場合もある。 

現在「CSB の改良」が計画されており、全ての CSB が新しい栄養素による「CSB+」に、2 歳児以

下のために牛乳の栄養素が添加された「CSB++」に置き換えられる。本来ならば本年 3 月から現

地生産開始を目標としていたが、現地企業の移行可能性を調査中で、本年末までには全て新し

い レ シ ピ の CSB+ の 現 地 生 産 を 開 始 す る 予 定 で あ る 。 ほ か に 、 「 栄 養 補 助 食 （ CFS ：

Complementary Food Supplements）」はいくつかの商品が開発され試作、あるいは効果の検証

の段階にある。微量栄養素、タンパク、アミノ酸・酵素などを含有する MNP（微量栄養素パウダー）

については、「スプリンクル：Sprinkles（家庭で食糧に添加するふりかけ状のもの）」の普及準備を

進めている。すでに WFP がケニアの難民キャンプなど一部の地域でテストを実施しており実用化

の可能性を検討している51。一方、調理不要な栄養補助食品（RUSF）の一つとして、中度栄養不

良児の自宅療法を目的に作られた脂肪ベースの高カロリー・エネルギー栄養補助食「LNS：

                                                  
51 WFP からの非公式の聞き取りによると,マラリア汚染地域で Sprinkle の効果が十分実証できていないこと、又パッケージが避

妊具と混同されたことが原因で実用化が遅れているらしい。 
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Lipid-based Nutrient Supplement 」 が 、 「 サ プ リ メ ン タ リ ー ・ プ ラ ン ピ ー

（Supplementary Plumpy 右写真）」という製品名で生産準備に入っている。こ

の商品は、プランピーナッツを生産しているヒリナ社のもので、現在国際機関向

け（WFP）に納入計画が進んでいる。なお、同商品は、もともとニュートリセット

社が 2 年前に開発したもので、WFP エチオピア事務所が同商品を約 300MT

パイロット・プロジェクト52として配布した。パイロット事業の詳細結果は現在分

析中であるが、WFP によると、CSB に比べて母親や家族が「Supplementary 

Plumpy」を薬と考えるようで、家族間での共有度が低く栄養失調児の子供達の回復も早いという

好ましい結果がでているという。 

表 3.3: エチオピアにおける CSB の需要と供給 

製品 
栄養失調の
数 

必要量
（ﾄﾝ） 

市場規模 生産者 
生産規模 

（ﾄﾝ） 
需要と供給

CSB 

中度 120 万人 3 万53  
Abbay International 
PLC 

28，990 

需要<供給 

他の子供 78
万人 

約 2 万  
East African Group 
（Eth） LTD 

16，000 

妊婦 36 万 8
千人 

約 1 万  
Fafa Food Share 
Company 

13，695 

合計 6 万トン（実際の

WFP 輸入量と NGO 使

用量を合わせると、7 万

4 千トンから 12 万 5 千ト

ンと推定される。） 
 

6 万トンで、

2400 万-4500
万ドル54 
（21 億―40 億

5000 万円） 

Guder Agro 
Industry55 

7，280 

Health Care Food 
Manufacturers 

25，000 

Seka Business Group 
PLC 

30，000 

Norish Business PLC 13，529 
Guts Agro Industry 18，000 

合計 
152，494（実際稼働

率を 74％と見込む

と生産量は 11,285） 

出典：世銀 2009 情報に基づいて作成 

 

【製造と原材料】 通年での CSB 生産コストは$0.4/kg 前後であるが、2008 年は世界中の食糧価

格高騰のために原材料が上がり$0.75/kg になった。とうもろこしはコストの 42％を、大豆は重量

の 19％、コストの 15％を占める。 

 
  表 3.4: 年間 18,000MT 生産規模の CSB 工場設立初期投資 

出典：世銀 2009 より作成 

 

                                                  
52 南部諸民族州で Action Contre La Faim（フランス系 NGO）を通して行われた。 
53 3 か月間の 1 人当たりの治療に 25kg の CSB が必要である。 
54 通常は、$400/MT 前後だが、2008 年には$750/MT まで価格が高騰した。 
55 現在 WFP は Guder Agro Industry との取引を中止している。 
56 換算レート：US$1=90 円を使用。 

機械 25-55 万ドル （約 2250-4950 万円）56 

建物 50-80 万ドル （約 4500-7200 万円） 

設置費用 5 万ドル （約 450 万円） 

合計 80-140 万ドル （約 7200-1 億 2600 万円） 

とうもろ

こし
42%

大豆

30%

ビタミン

13%

その他

15%

図3.2 CSB製造コスト
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CSB の主な原材料であるトウモロコシと大豆に関して、現地生産量は CSB 需要を満たすのに十

分であるが、いずれも現地価格が国際市場価格の2倍になっていてCSB製造コストを押し上げて

いる。2008 年、トウモロコシの年間生産量は 3,750 万トンで、同年 8~9 月の輸入価格が$304/MT

であったのに対して、現地価格は$591/MT の値をつけている。生産コストは、$113/MT と非常に

低いので、利益マージンは約 200％と高い。未発達のバリューチェ－ンによって価格が押し上げら

れていると推測される。同じように、大豆の年間生産量が 8 千トン、現地市場価格は$570/MT で、

2000-2006 年平均国際市場価格（$237-268）の約 2 倍である。ビタミンとミネラルは RUTF の供

給元と同じBASF, DSM, Nicolas Piramalの3社である。価格は約$5/kgであり製造コストの13％

を占めている。 

表 3.5: CSB の原材料の有無、品質、価格 

製品 有無 品質 価格 その他 

とうもろこし 十分 十分 高い 
生産コストは低いのに、販売価格は、国際市場価格の約 2
倍。価格メカニズムの分析が必要。 

大豆 不足/十分 十分 高い 
生産コストは低いのに、販売価格は、国際市場価格の約 2
倍。価格メカニズムの分析が必要。 

出典：世界銀行 2009 より作成 

（2） 市販の栄養補助食品 （離乳食） 

【需給状況】 エチオピア国内でいわゆる離乳食を必要と

する 6-24 ヶ月の子どもは 400 万人で、これらの子どもた

ちの栄養不良予防のために年間約 3 万トンの離乳食需

要（推定市場規模約 80 億円）があると試算できる。現在

エチオピア国内で実際に市販化されている栄養補助食

（離乳食）は以下の表 3.6 のようなものがある。既存の製

造 業 者 は Fafa-PETRAM 社 の 一 社 で あ り 、 Fafa, 

Cerifam, Famix などの製品を推定年間生産量約 350 

MT 製造している。Alemgena 社 は Cherry, Cerimax, Weanimax など年間 60MT 程度製造して

いたが、経営上の判断で 近製造を停止した。輸入製品には Cerelac （ネスレ）、SUN（インドネ

シア）、Mothers’ Choice（オマーン）、RiRi（エジプト）などが入ってきている57。このほかに将来市

販離乳食の製造を計画中の会社として、NAS Food 社（ビスケット）、Health Care Food 

Manufacturers 社（製品開発済み）, GUTS 社（製品開発済み）などがある。このなかで Fafa 社に

よる商品が もよく売れているようであるが、その合計の販売量は年間 200 トンに満たない（需要

の 1％以下）。こうした商品は CSB と比較して、粉ミルクを添加して栄養価をさらに高めているため

コストも高いものになっている。また、店頭での聞き取り調査を通してわかったことは、一般的に栄

養補助食そのものの重要性に対する認知度が非常に低く、知っていたとしても輸入品のブランド

イメージが高いのに比べて、国産品の知名度が低い。さらに、販売のための流通網は十分でない

ため、販売される場所も限定されている。こうした条件もあり、地元で市販化された栄養補助食の

販売は苦戦しているといわざるをえない。 

また、ヒリナ社が「NutriButters（1 日容量 20g）」という製品名で慢性の栄養失調児の「市販栄養

                                                  
57 粉ミルクでは、S26 や Nan 等のブランドが輸入されている。 
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補助食」を開発中である。同商品は、離乳食や毎日の食事の補助栄養食として加えるものであり、

中度栄養失調児の回復を目的とした食事に置き換える「サプリメンタリー・プランピー」とは区別さ

れる。ソーシャル・マーケティング（Social Marketing）活動 を活用してBOP層にも対応した価格、

1 袋 1 ブル以下で販売予定である。パッケージ機械等は RUTF/RUSF 商品製造元のニュートリセ

ットから輸入するとのことである。 

【製造と原材料】 共通して使われる主要な原料は小麦、粉ミルク、豆、砂糖、ビタミン、ミネラルな

どである。販売価格は概ね US$0.3/100g 前後に設定されている。また製造プロセスは CSB と同

じように原料のクリーニング→焼きいれ（ロースト）→製粉→混合→パッキングといった流れで行

われている。メイズと小麦に対する消費者のイメージ（小麦の方が上等）を考慮して小麦を使って

いるものが多い。添加するビタミン・ミネラルおよび粉ミルク（脱脂粉乳とフルファット）等を全て輸

入に頼っていることも原料費を押し上げている。 

 

表 3.6: 主な市販離乳食の製品プロファイル 

Fafa 製品名 Cerifam Fafa Commercial Dube Flour 

販売場所 通常は Fafa 直営店で 販売（写真
3.2）。しかし、そこから買った商品が郊
外や農村部で売られることが多く、そ
の場合価格が上積みされる  

Faffa 直営店 
 
 
 

一般店舗 

ターゲット 月齢 4 ヶ月目以降。BOP 低~中所得層 月齢 6 ヶ月目以降。 
BOP 低~中所得層 

乳幼児、青少年、成
人、老人 

特徴 加工済み（Pre-cooked）。お湯を加え
るだけなので手軽で時間節約 

半加工（Semi-cooked）。 
調理する必要があるので少し
時間がかかる 

微量栄養素強化の
小麦粉 

製造能力 年間 330 トン 年間 206 トン 年間 421 トン 
年間製造量 115.21 トン 

（2,271,000 ブル） 
82.81 トン 
（858,000 ブル） 

154.40 トン 
（1,093,000 ブル） 

販売量 124.46 トン 
（2,890,000 ブル） 

77.98 トン 
（1,091,000 ブル） 

154.10 トン  
（1,379,000 ブル） 

価格 卸売：一袋（350g） 
卸売：9.75 birr （＝直販価格）,  
仲買：11birr  
小売：13-18 

卸売：7.9 birr （per 350g 
bag）  
小売: 7.9 birr（大口） 

 

成分 小麦粉、脱脂粉乳、脱脂大豆粉、ヒヨ
コマメ、砂糖、ビタミン・ミネラル 

小麦粉、脱脂粉乳、脱脂大豆
粉、ヒヨコマメ、砂糖、ビタミンと
ミネラル 

小麦粉、脱脂大豆
粉、ビタミンとミネラ
ル、砂糖 

成
分 

タンパク 18％ 20％ 14％ 

脂肪 5％ 2.5％ 2％ 

炭水化物 75％ 71％ 75％ 

カロリー 400kcal/100g 387kcal/100g 370kcal/100g 

比較優位性 調理済み。利便性 低価格  
課題 粉ミルク輸入コスト高 粉ミルク輸入コスト高  

Alemgama Cerimax Cherry Weanimix 

販売場所 一般店舗、スーパー 一般店舗、スーパー 一般店舗、スーパー
ターゲット BOP 低~中所得層 BOP 低~中所得層 BOP 低~中所得層 
特徴 加工済み（Pre-cooked）。お湯を加え

るだけなので手軽で時間節約 
加工済み（Pre-cooked）。お湯
を加えるだけなので手軽で時
間節約 

半加工
（Semi-cooked）。調
理する必要があるの
で少し時間がかかる

製造能力    
年間製造量    
販売量    
価格 小売：一袋（350g） 

小売 14.30 birr 
小売：一袋（350g） 
小売 15.40 birr 

小売：一袋（500g） 
小売 13.95birr 

 小麦粉、トウモロコシ、豆、粉ミルク、砂
糖、ヨード塩、ビタミン（A, B1, B2, B6, 
葉酸、ニアシン、亜鉛、鉄） 

小麦粉、トウモロコシ、豆、粉ミ
ルク、砂糖、ヨード塩、ビタミン
（A, B1, B2, B6, 葉酸、ニアシ

小麦粉、トウモロコ
シ、豆、粉ミルク、砂
糖、ヨード塩、ビタミ
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ン、亜鉛、鉄） ン（A, B1, B2, B6, 
葉酸、ニアシン、亜
鉛、鉄） 

成
分 

タンパク 13％ 15％ 14.8％ 

脂肪 5％ 5.7％ 6.2％ 

炭水化物 75％ 74％ 68.5％ 

カロリー 379kcal/100g 380kcal/100g 381kcal/100g 

比較優位性    
課題    

輸入品 Cerelac （Nestle） SUN Baby Nutrient Biscuits  

販売場所 一般店舗、スーパー 一般店舗、スーパー  
ターゲット BOP 中~高所得層、富裕層 BOP 中~高所得層  
特徴 加工済み（Pre-cooked）。お湯を加え

るだけなので手軽で時間節約 
ビスケット  

製造能力    
年間製造量    
販売量    
価格 小売 101birr （400g） 小売 19.85 birr  
 小麦、粉ミルク、砂糖、乳脂肪、植物油

など（ビタミン A,B,C,D,E,K,B6,B12、カ
ルシウム、ニアシン、鉄、葉酸など） 

小麦粉、砂糖、乳脂肪、ショー
トニング、植物油、蜂蜜、大豆
蛋白、粉ミルク、塩など（ビタミ
ン A,C,D,E,K,B1,B2,B6, 
B12,ニアシン,カルシウム,葉
酸,鉄,亜鉛 DHA,アミノ酸数種）

 

成
分 

タンパク 2g （12％）/3 テーブルスプーン 7％  1g /3 枚  

脂肪 1.5g/3 テーブルスプーン 6g/3 枚  

炭水化物 10g/3 テーブルスプーン 15g/3 枚  

カロリー 60cal/3 テーブルスプーン   78 cal /3 枚  

比較優位性 ブランドイメージ 
知名度高い 

  

課題  新商品。知名度低い  

 

表 3.7: エチオピアで販売されている主な離乳食（国産品、輸入品）及び食用油の価格リスト 

 

Cerelac 400g は缶入り、200g は紙パック入り 

  

 

商品 製造元 製造者 

アジスアベバ デブラゼット (semi-urban) アダマ (semi-urban) 

価格/ブ

ル 
単位 

キロ換

算価格

価格/

ブル 
単位

キロ換

算価格 

価格/

ブル 
単位 

キロ換

算価格

離乳食      

Cerimax エチオピア Alemgena 14.3 350g 40.9    

Cherry エチオピア Alemgena 15.4 350g 44.0    

Weanimax エチオピア Alemgena 13.85 500g 27.7    

Cerifam エチオピア Fafa 9.75 350g 27.9 15.0 350g    

Fafa エチオピア Fafa 7.90 350g 22.6 350g    

Famix エチオピア Fafa 5.15 500g 10.3 500g    

輸入品      

Mother’s choice オマーン Oman-Euro 

Food  

42.1 300g 140.3 43.0 300g 143.3  46.0 300g 153.3 

RiRi エジプト RiRi 35.2 200g 176.0 34.0 200g 170.0  35.0 200g 175.0 

Cerelac  Nestle 101.0 400g 252.5 23.0 200g 46.0    

Sun Biscuit インドネシア Sun 19.85 75g 264.7    

Blendine フランス Danone 68.0 250g 272.0    

Phosphatine フランス Danone 72.25 250g 289.0    

魚油/ビタミン        

Seven Sea Multi Vitamin 

Syrup 

イギリス Seven Seas 

Ltd 65.0 150ml

   

食用油      

Natural (パーム油) エチオピア  21.9 1 litter 21.9    

Avena インドネシア  22.05 1 litter 22.05    

Almag エジプト  33.15 1 litter 33.15    

Heart Light (カノーラ油) カナダ  135.2 946 ml    

Dflanzenol (大豆油) オランダ  40.35 1 40.35    
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Box3.2  現地企業ファファ社（Fafa Food Share Company）のあらまし 

同社は 2010 年 1 月に民営化され、同国のコングロマリット

PETRAM Group 傘下に入った。PETRAM Group のメイン事業

は輸出入であるが、近年事業を拡大・多角化し清涼飲料水・ソフ

トドリンク、食肉業（butchery）、製粉加工業（パスタ）にも進出し

ている。現在ファファ（Fafa）社の主製品は CSB で、95％は国際

機関への販売が占め、僅か 5％を一般市場へ出している。市販

製品は離乳食（Cerifam, Fafa Commercial）、微量栄養素強化

のパン用小麦（Dube）を出荷している。また穀類の混合製品の

ほかにコーン味の菓子（日本の明治製菓のスナック菓子カール

に似たもの）も製造している。豆乳を作る設備はあるが、ボトリン

グができないためこれまでは製造されていない。今後、PETRAM

社の飲料インフラを活用して豆乳を製造することに関心を示して

いる。又、外部研究機関と連携し新規製品開発（FAVENA：オート

麦を使った子ども以外の消費者向けのポリッジ） にも努めた。国

際援助機関への CSB はメイズを原料とし、一般市場向けの離乳

食の多くは小麦を原料としている。この理由は、コスト面とメイズと

小麦に対する消費者のイメージ（小麦の方が上等）に依る。CSB

に添加するビタミン・ミネラル（5 つの指定メーカーから納入）および粉ミルク（脱脂粉乳とフルファット）等は

全て輸入に頼っている。あとは国産のメイズ（トウモロコシ）や大豆、小麦（加工済み）、酵素を仕入れてい

る。CSB の仕様は、WFP のレシピに従っている。 

 

（3） 食品の微量栄養素強化 （Fortification） 

【微量栄養素強化食品の需要】 鉄、ビタミン、亜鉛、ヨード、葉酸など微量栄養素欠乏の人口が

全国に 900 万人いるとされる。これまで行われてきた対策の中心は微量栄養素の投与であり、そ

の対象も限定的である。現在世界的に微量栄養素強化のための取り組みが進んでおり、「微量栄

養素強化食品」の潜在的需要は非常に大きい。アフリカにおいてザンビア、ナイジェリア、南アフリ

カ、マラウイなどで既にに微量栄養素強化が政策的に義務付けされており、エチオピアにおいても

遅ればせながらその動きがすすんでいる。「小麦」の強化製品は現在計画立案の段階にあり、当

初計画で年間 20 万トン程度の需要（強化に必要なプレミックス需要 30 トン程度、60-100 万ドル

相当）が見込まれる58。「食用油」について需要は伸びており増産のニーズが大きい中ビタミン A

強化製造はまだ行われていない。現在のエチオピア国産食用油の流通量（推定年間118,000トン）

の強化に必要なビタミン A は約 3-7 トン（30-40 万ドル相当）と試算される59。「砂糖」は国営企業 5

社が製造の中心で、需要は伸びており増産ニーズが大きい。現在の砂糖の年間製造量約 30 万ト

ンであり、これに添加するビタミン A プレミックスの必要量は約 300 トン（200-300 万ドル相当）に

なる。「塩」は現在の国内製造量が年間 20 万トン程度で、これに添加するヨードは約 6 トン（160 ド

ル相当）となる。以上を合計すると、エチオピアにおける食糧強化に対する潜在ニーズとして、微

量栄養素プレミックスの市場規模だけでも年間 450-600 万ドル（4-5 億円）と試算される。 

                                                  
58 小麦製粉協会聞き取り情報から当初計画に参加する製粉業者 5 社の平均的製造能力（一日 120 トン程度）と推定。また、

SMALL SCALE MILL FORTIFICATION MANUAL（January 2005, The Micronutrient Initiative, Ottawa, Canada）からプレミックスの

平均的添加割合（トンあたり 150-200g）。以上から 200,000 トン x 0.15 - 0.2 kg / トン＝30 トン。 
59 Oil Fortification with Vitamin A in 75 countries（http://www.food-fortification.com/Resources.aspx） 
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【関連政策、既存の取組み】 エチオピアでの食糧強化の

初のイニシアチブとして、微量栄養素強化小麦に関する

国際的なネットワーク団体である国際食糧強化（Food 

Fortification International）とエチオピア小麦製粉協会

（Flour Milling Association）の協賛で展示会が 2009 年 7

月に開催され、小麦の微量栄養素強化において民間セク

ターが果たすべき役割について発表があった。その他にエ

チオピアにおける微量栄養素強化の取り組みを支援する

団体として、国際 NPO の Micronutrient Initiative （MI）がエチオピアに事務所を構えて活動を継

続している他、微量栄養素強化のための官民連携推進や技術支援・研究などを行っている国際

機関である Global Alliance for International Nutrition （GAIN）もエチオピアを頻繁に訪問して活

動をおこなっている。かつて米国国際開発庁（USAID）のプロジェクト（A-to-Z Project）がエチオピ

アの4つの国営砂糖工場においてビタミンA強化砂糖の製造を支援する計画があったが、政策面

で十分に合意を得られなかったことなどの理由で頓挫している。その後この案件の進展はない。ヨ

ード塩は、ユニセフ、MI などが中心に準備を進めてきた。その結果、国内の塩の 9 割以上を製造

するアファール（Afar）地域でのヨード添加設備（年間製造能力 30 万トン）が完成している。しかし、

政治的な背景も絡んでこれも頓挫しており、再開のめどがたっていない状況に陥っている。こうし

た状況の中、他地域でのヨード塩製造の検討がはじまりつつあるが、製造は始まっていない。他

の強化食品の供給についてもほとんど何も始まっていない。 

Box.3.3 エチオピアの今後の産業戦略とJICA「KAIZEN プロジェクト」 

 
次期5ヶ年開発計画（PASDEP II ）では、現行の「皮革・皮革製品、繊維縫製、砂糖、セメント」の4業種に加えて、「農

産加工、鉄鋼・金属加工、化学、薬品、工業団地」を優先業種に拡大する方針である。また、2010年以降の5ヶ年の

産業政策の実施において、以下のように戦略的に取り組んでいく方針が示されている。 

●各優先業種を支援する体制の強化、●改善“KAIZEN”による質的側面の重視、●技術・付加価値向上、●競争力

強化、●投資促進、●TVET（技術学校）・大学との連携による技能・人材育成、●中小企業振興など 

JICA 「KAIZEN プロジェクト（5S-TQM）」 
エチオピア貿易産業省は2010年以降の産業開発戦略において、産業開発の技術レベルを向上させることを目的

に、省内に10名のカイゼン部を立ち上げ、現在JICA専門家6名とともに、国内企業30社を対象とした個別の診断・指

導を行うパイロット事業を実施している。同プロジェクトでは、パイロット事業の結果をもとに、エチオピアに根付く現地

民間製造業の品質・生産性向上のための国家計画策定、及び「カイゼン」手法の普及に係る人材育成と普及活動の

在り方などを支援している。2009年11月に首都アディスアベバで、約170社の現地企業経営者、国際機関および政

府機関の関係者など計320人が参加した第一回カイゼンセミナーが開催されている。2009年4月のTICADのハイレ

ベル会合においても、メレス・ゼナウィ首相はカイゼン・プロジェクトに期待をよせており、こういった取り組みから、今

後親日派の企業なども増えることが期待できる。 

 

 「カイゼン KAIZEN」とは 
主に製造業で工場の作業者が中心となり、知恵を出し合って行われる作業の見直し活動のこと。工場内にお

ける不満な点や、失敗の原因となっている事柄などが見直される。そのことにより生産性の向上が目指され

る。会社から指示されるのではなく、ボトムアップ式で現場の声を拾い上げていく点に特徴がある。一般に、

QC(Quality Control、品質管理）サークルと呼ばれる小さなグループによって、研究や改善活動の提案などが

行われている。企業側も提案への表彰や発表会の開催などにより、その活動を支援している。これらの活動で

作業者のモチベーションが高まり、継続的な作業の見直し活動が行われることが期待できる。また、この概念

は海外においても｢KAIZEN｣という名前で普及している。特に日本のトヨタ自動車のカイゼンは有名で、トヨタ生

産方式の強みの一つとされている。（出典：マネー事典、2008） 
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Box 3.4 重度栄養失調の治療食（RUTF 製品）と中度栄養不良栄養補助食品（CSB、RUSF 製品）

製造に係るビジネス上の課題 

 

■融資へのアクセス 

運営資金の融資確保がビジネス上の大きな課題となっている。現在、商品を担保として、運営資金の融資を受ける

商品ローンはあるものの、エチオピア商業銀行は、実際にはコーヒーにしかこのローンを適用していない。収穫後半

年間しか原材料がないので、一年分の原材料をこの時期に購入しておく必要がある。比較的安全な投資であるにも

かかわらず、銀行が運営資金を融資しないために、工場をフル稼働するのに必要な原材料を購入するのが難しくな

っている。ちなみに、10 万トンの CSB の生産に必要となる合計運営資金は、約 3500-5500 万ドル（31 億-49 億 5 千

万円）である一方、 6000MT の RUTF の生産には、全ての原材料購入のために 1200 万ドル（10 億 8 千万）の運営

資金が必要である。開発機関は、現地銀行を通してローンプログラムを確立する、あるいは何らかの補償メカニズム

を供与することで、融資へのアクセスの現状を緩和することが可能となる考えられている。 

■電力不足 

エチオピア政府は、電力供給量の増産に尽力している。既存の水力発電（8 ヶ所）、地熱発電所（1 ヶ所）、及び火力

発電所（3 ヶ所）に加え、新しい水力発電所を 3 ヶ所建設中である。現在の 758MW から、2350MW に発電量が増加

予定である。しかし、建設が遅れており、今後も深刻な電力不足が予測されている。これが、工場の稼働に深刻な影

響を及ぼしている。 

■信用状取引 

RUFT と CSB ビジネスは、国際機関から外貨収入を得ているにもかかわらず、外貨不足が金融信用状発行に遅滞

をきたしている。生産計画に間に合うように粉ミルク・ビタミン・ミネラルを確保するには、3 製品の輸入予定に、この信

用状発行の遅延を考慮に入れておく必要がある。更に、機械の輸入のために必要となる信用状にも時間を要する。

Valid International と SEKA の合弁事業は、このために、新工場の開設に 4～5 ヶ月の遅れがでた。 

■海外送金 

法律上は、外国投資家が送金する限度はないにもかかわらず、実際には、 近の交換可能通貨の不足によって、海

外送金は非常に厳しく制限されている。 

■輸出 

Hilina 社は、エチオピアに加えて、近隣の 7 カ国（ジプチ、ソマリア、ケニア、ウガンダ、ルワンダ、スーダン、エリトリ

ア）を市場対象としている。実際に、製品をケニアに輸出しているが、エチオピア政府は 100％のドル前払いを要求し

ている。これは、購入者とって大きな負担であり、国際市場におけるエチオピア製の RUFT の競争力を落としている。 

■投資 

RUFT・CSB 製品が増産されているが、栄養関連産業のバリューチェーンに多くのビジネスチャンスが残されている。

しかし、投資家の間では良く知られていない。現在、エチオピアでの投資機会をうかがうインド人やトルコ人等の外交

投資家が多く存在する。栄養関連産業の可能性については、外国投資家の中でまだあまり知られていないので、潜

在投資家を招くセミナーの開催が効果的である。既にインド大使館は、エチオピアへの投資を活発に推奨しており、

世銀と共同で栄養関連産業への投資セミナーの開催もしている。トルコ、中国、その他の外国大使館を通して、同様

な活動が可能であるとしている。また、栄養関連ビジネスに関心を持つが、融資の問題を抱えるエチオピアの実業家

がいる。一方で、母国の発展のために投資をしたい海外に移住したエチオピア系外国人が多くいる。この二者を結び

つなげる機会を設けることは、投資の実現に効果的である。実際にこの様な活動をしている企業が 1 社ある。 

■その他 

エチオピア銀行は、栄養関連産業について認識が低く、この分野への融資に前向きでない。この分野における融資

アクセスを改善するために、銀行分野対象に、栄養関連産業の理解を深めてもらうセミナーの開催が望まれる。ま

た、農家の間でも、栄養関連商品のサプライチェーンにおけるビジネス機会の認識向上を図ることが重要である。既

に多くの NGO が小規模なアグリビジネス分野で活動をしているので、NGO と協力することが不可欠である。全ての

利害関係者間で様々な視点から意見交換をする統合ワークショップが効果的とみられる。 

（世界銀行エチオピア事務所の分析から作成 2009） 
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2. 潜在商品ニーズの析出  

ここでは上記で分析した各市場分野における需給のギャップと販売可能量、潜在商品ニーズや当

該商品が解決する社会的課題などに着目し、そこから潜在的ニーズを折出し、さらに具体的商品

の提案を行った。 

（1）国際援助機関により開発・配布される重度栄養失調の治療食（RUTF） 

同治療食の現状と問題点（P46）でも解説したように、RUTF そのものの製造と販売のほか、その

バリューチェーン強化に関わる原料の製造・販売のニーズがある。 

1） RUTF 製品 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 重度栄養失調の子どもの治療は子ど

もの生存のために欠かせないものであり、ミレニアム目標「Goal 1 貧困と飢餓の撲滅」と「Goal 4

乳幼児死亡率の削減」に大きく貢献する。現在、RUTF の供給は需要の一部しか満たしていない。

プランピーナッツと同等の栄養価でより安価な RUTF の開発と製造は地球規模での重要課題に

なっている。現在の同商品の一社独占状態は RUTF の需給において望ましい状況ではない。

RUTF は利益性の高いビジネスであり、中長期的に取り組むべき潜在ニーズがある。 

【需給のギャップと潜在的販売可能量】 エチオピア国内だけで年間 3375 トン（市場規模 16 億円

相当）のRUTF市場がある。実際にはHIVエイズ患者に向けた潜在ニーズがこれに上乗せされる。

前述のように 2010 年にはエチオピア現地生産キャパシティが需要量を満たすので、製造キャパ

シティとして現状では需給ギャップはない。しかし、周辺国のニーズも加えると、RUTF市場は巨大

である。現地企業ヒリナ（Hilina）社は、隣国 7 ヶ国をカバーできる様に生産規模を拡張しているが

稼働率は高くなく、周辺諸国を含む需給ギャップは大きい。 

【その他】 以下の表に示したように 5 億円前後の初期投資は稼働率 100％の場合、2~3 年で回

収できる。バルセック（Valsek）社が先行して開発しようとしている新製品のように、粉ミルクを別原

料に置き換えることで製造コストを低減し、かつ消化吸収性がよくて子どもの重度急性栄養不良

の回復に効果のある製品を開発するニーズは大きい。RUTF 製品の研究開発や効果実証のため

の実験に長期間を要するため短期的なビジネス機会に結びつくものではないが、こうした中長期

的な課題に取り組むことにコミットする企業があれば大きなビジネス機会として捉えられうる。また、

Valsek 社以外にも、菓子や離乳食を製造する現地企業 GUTS Agro-Industry 社が RUTF 製造計

画を立て、現在企業パートナーを探している。 

表 3.8: RUFT の投資回収期間 

資金投資 255 万ドル （2 億 2950 万円） ~ 620 万ドル （5 億 5800 万円） 

年間稼働率 100％ （3,000MT） 60％ （1,800MT） 

利益マージン率 13％ （$650/MT） 13％ （$650/MT） 

利益 195 万ドル （約 1 億 7550 万円） 117 万ドル （1 億円） 

回収期間 1.3~3.2 年 2.1~5.3 年 

出典：世銀 200960
、一部改定 

                                                  
60 Private Sector Development World Bank, Study on Nutrition-Related Market: Ready to Use Therapeutic Food (RUTF） and 

Corn Soya Blend (CSB）, March 2009, Addis Ababa 
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2） 粉ミルク 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 重度栄養失調の治療食として国際援

助機関が調達している「プランピーナッツ（Plyump’nuts）」の製造に欠かせない粉ミルク（製造コスト

の約 17％）を現在 100％輸入に依存しており、国内製造に依る安定供給源の確保、コスト軽減、

輸入代替に依る外貨セーブに貢献する。原料の多くを輸入していることがコストを押し上げ、結果

的に配布量を拡大できないことにつながっている。特に粉ミルクの安定的な供給が RUTF 製造の

バリューチェーン強化のためには必須である。また、粉ミルクそのものに個別商品としてのサプラ

イチェーンが存在するうえ、開発援助機関により「保証される」需要が安定的にあり、しかも増加し

ている。ある意味で特異な市場分野であるといえる。 

【需給のギャップと潜在的販売可能量】 粉ミルク市場の潜在ニーズは大きい （推定市場規模約

6 億円）。ヨーグルト、アイスクリーム、長期保存用ミルク等商業製品に使用されるために、国際市

場で活発に取引され、2008 年にはエチオピアに 1200 トンの粉ミルクが輸入され、世界市場では

年間 300 万トンが取引されている。エチオピアの中流階層が拡大してきているので、粉ミルクの需

要増加も見込まれる。更に、大量の粉ミルクを輸入している中東地域を輸出市場としてターゲット

に考えることも可能である。 

【その他】 長期に及ぶエチオピア正教の断食期間61に大量の牛乳が捨てられており、破棄される

牛乳を粉ミルクの生産に活用できればコスト低下で競争力を高められる。粉ミルクビジネスはかな

り資本集約的な為、現在エチオピアで粉ミルクは生産されていない。生乳の製造量や品質が粉ミ

ルク製造に不十分であるという議論があり現在世界銀行が調査中である。デンマーク企業の進出

予定によって、エチオピアの粉ミルク需要は賄われる可能性はあるが62、潜在的な粉ミルク市場

は大きく、この分野への投資に更なる検討が求められる。また、粉ミルクだけでなく酪農産業全体

の底上げも必要である。市場に届く国産牛乳の供給量は年間 2 億 8800 万リットルにすぎず、収

集方法、コールドチェーン、交通網の不備のために、未だ年間 2 億 3200 万リットルが不足してい

る。エチオピア国産種への餌の改良や品種改良、機械搾乳導入による生産性向上に関わるビジ

ネスが考えられる。 

3) ピーナッツ/ピーナッツバター 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 ピーナッツ/ピーナッツバターは、

RUTF 製造に不可欠で、製造コストの約 8％を占めている。エチオピアでの生産コストは非常に低

いものの、生産が組織化されていないため高い市場価格（2.5 倍）が付けられている。生産の商業

化やバリューチェーンの強化により適切な市場価格でピーナッツが入手可能となれば、RUFT 原

料の安定供給と製造コスト軽減に貢献する。また、ピーナッツは旱魃に強い作物であり、土壌を保

存するので、天災予防に役立つと言われている。 

                                                  
61 エチオピア正教では、毎週水曜日と金曜日、及びイースター等の各聖祭前に動物性食料（肉、卵、牛乳、バターなど）を避ける

習慣があり、、断食(fasting）と呼ぶ。厳密に順守した場合、年間の断食日数は 250 日にも及ぶと言われている。 
62デンマークの乳業企業がティグレイ州の Humola に大規模な牛乳精製工場を建設する計画があり、エチオピア国内及び世界市

場を対象に年間約 1 万トンの粉ミルクが生産される予定である。 
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【需給のギャップと潜在的販売可能量】 RUTF 生産だけで年間 1,500 トンのピーナッツバター、つ

まり、2,380 トンのピーナッツが必要とされている63。さらに国際市場でも年平均 20-22 万トンのピ

ーナッツが取引されている。現在、少量のピーナッツバターが現地生産されているものの、その品

質管理が不十分なため、RUTF 生産の衛生基準に満たされていない。そのため、RUTF の製造

業者が独自でピーナッツバターを生産している状況にある。具体的ビジネス方法としては、大規模

投資をするよりも高品質ピーナッツ及びピーナッツバターを生産するための資材（種子、肥料、機

材など）の販売と既存生産者の技術支援、そしてピーナッツを生産している小規模農家を支援し

ている NGO があるので、これらの NGO 支援の強化と連携が必要になる。 

【その他】 ピーナッツに寄生しやすい aflotoxin（発がん性の強いカビ）の検査が不可欠であるが、

エチオピアには試験所がないため、 近Hilina社とGUTS社が独自の試験所を開設し、他社にも

検査サービスを提供する予定である64。従って、このような試験所への検査資機材の販売も可能

と考えられる。 

4） 大豆油 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 大豆油は、RUTF 製造に欠かせず製

造コストの 12％を占めている。これを製油することは、安定供給と製造コストの軽減を図る事に貢

献する。更に市販されている粗悪製品の駆逐、輸入食用油の代替油として市場ニーズに応えると

同時に外貨セーブにも繋がる。 

【需給のギャップと潜在的販売可能量】 RUTF の生産に

必要なだけでも年間 1500 トンの大豆油が必要である。更

に、エチオピア国内で年間約 200 万トン（推定市場規模約

3-4 億円）の食用油の需要がある。スーダン系企業 Ashraf 

Agricultural PLC 社が年間 4 万トン強の規模でひまわり油

生産を開始したが、現在食用油を製造する国産メーカー

主要 3 社が国内需要 15％を製造しているにすぎない。そ

のほかは輸入品または零細業者の粗悪製品が出回っている。 

【その他】 エチオピア国で生産される油料種子は豊富にあるにもかかわらず、現地生産がほとん

ど行われていないので、食用油生産のビジネス機会は大きいといえる。精製プロセスは比較的簡

単で小・中規模工場でも可能である。 

 

 

                                                  
63 1MT の RUFT 製造に 0.25MT のピーナッツバター或いは 0.40MT のピーナッツが必要である。 
64 以前は、南アフリカ或いはケニアでの検査のためにピーナッツを空輸していた。 
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Box3.5 エチオピアにおける BOP ビジネスとバリューチェーンに係る先行事例 1 

SNV（オランダの政府開発援助機関） 

企業と市場へのアクセス支援（BOAM：  Support to Business Organizations and Their Access to 

Markets） 

上記 BOAM プログラムでは、2005 年から 5 年間の期間、バリューチェーン及び市場開発の支援をしている。その一

つとして、エチオピア南部とオロミヤ（oromia）州の小規模・中規模アグリビジネス関係者を対象に、市場へのアクセ

ス改善を行っている。プログラムでは 29 商品分野について調査を行い、牛乳・乳製品、蜂蜜、食用油、パイナップル

生産をバリューチェーン構築に も将来性がある分野として選び出し、各種活動がおこなわれている。 

同プログラムでは年 2 回コーディネーショングループ・ワークショップが開催されており、商品に関心を持つ投資家、

地方政府、中央政府、研究所、大学、ビジネス開発コンサルタント、投資家、農協、協同組合、銀行等が参加してい

る。その他、BOAM プログラムでは国際援助機関、外国企業、官民連携など多様なパートナーとの協力事業を促進

している。（例えば、USAID UNIDO, ILRA, IDR, ICCO, CBI, CDE, VOCA, SOS, Sahel, FACETGTZ/PSDA （ケ

ニア）, Tetrapak, BIOSSL, Land O’Lakes, IFAD, FAO, Irish Embassy, CORDAID）。 

■牛乳・乳製品の事例 

現在エチオピアで乳製品を製造する主な企業としては、民営化された同国 大の Shola 乳業と私企業の Sebeta 

Agro Industry がある。生乳の生産は 90％がインフォーマルな小規模農家で、そのバリューチェーンが短く、流通面

での課題も多い。Sebeta 社は、首都アディスアベバの西 40 キロ離れたオロミア州にあり、自社牧場での生産以外

に、工場から 100 キロ以内のアディスアベバ周辺とオロミア州の供給者から牛乳を購入しているが、集荷、供給量、

品質管理技術、流通などに多く問題を抱えている。BOAM プログラムでは、同国の乳業業界における問題解決と業

界・マーケット拡大を目的に、以下の図のようなバリューチェーン確立を支援している。 

 

現在、牛乳集荷センターの改良、牛の品種改良、飼料の確保、輸送の改善、精製チェーンにおいては、品質向上、

ビジネス連携、訓練、技術移転などの活動が計画・推進されている。その活動の成果の一部として、2006 年には10

社からなるエチオピア初の牛乳協同組合が設立され、牛乳協同組合、生産者、製造業者組合、NGO 間のパートナ

ーシップが強化されつつある。また、SNV の資金提供により、首都周辺のホレッタ（Holetta）とデブラゼット

（Debrezeit）に牛乳集荷センターが設立された他、大手 Fantu スーパーマーケットや Adaa Liben 農業協同組合等

による革新的な協力事業モデルが進行中で、集荷システムの構築のため、集荷センターの場所、インフラ（道路、電

気）へのアクセス、生産者からの供給量とその質などの情報を収集し、地理情報システム（GIS mapping）を活用し

た分析が実施されている。更に、乳製品の多様化・ブランド化などが図られており、ピーズワックスを用いたチーズ

のコーティング研究なども進められている。 近では、Ultra High Temperature （UHT）技術等の牛乳の精製分野

への関心を示している投資家達も増えてきており、MB Plc 社が Addis Alem に牛乳精製工場の設立中で、完成後

には地元住民の雇用も確保される。 

補足情報として、官民連携（PPP:Public Private Partnership）の事例として、アフリカ連合（AU-NEPAD）が実施し

ている学校給食に牛乳パックを取り入れる取組に対して、AU-NEPAD、SNV、Tetrapak 社による合同事業が計画さ

れ市場調査が実施されたと報告があるが、その結果については情報を入手していない。 

また、Tetrapak 社と SNV で「豆乳生産事業」が進められていたが、分野全体の底上げを目指す SNV の方針に合わ

なかったため実現に至らなかった。同計画に関連して、ジンマ（Jimma）地方で大学が参加して製造プロジェクトが実

施されたが、市場システムの未整備もあり大豆の生産の増加が価格の下落を招き、農民のフラストレーションをもた

らす結果となったと報告されている。しかしながら、同国では牛乳の代替として豆乳の需要が大きいと考えられてい

る。なぜなら、エチオピア正教は断食期間中に動物性の食材を口にせず、敬謙な信者は 250 日及ぶ断食をする。ま

た、ケニアでは豆乳を学校給食に取り入れている事例もある。 

（SNV 資料より作成） 

飼料供給者 生産者/農家 仲介業者 製造加工業者 販売業者 消費者
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Box3.6 エチオピアにおける BOP ビジネスとバリューチェーンに係る先行事例 2 

SNV（オランダの政府開発援助機関） 

企業と市場へのアクセス支援（BOAM：  Support to Business Organizations and Their Access to 

Markets） 

■食用油の事例 

35社からなるエチオピア大豆、ナタネ、スパイス精製輸出業者組合（EPOSPEA）は1998年に設立され、2003年に

認可された。ナタネの不足、不均質、劣化な品質が、輸出ビジネスに支障をきたしていた。又、国際市場相場の情

報にアクセスがなかったため、少数の仲介業者によって市場が独占され、輸出業者は価格の交渉余地がなかっ

た。これらの課題を解消するために、組合では、生産者・油精製者・仲介者・関係政府機関・NGO・輸出業者との連

携強化やバリューチェーン化を促進している。現在、SNV のファンド支援により国際動向を含む市場情報管理シス

テムが構築され、スパイス、なたね、大豆、穀物の現地市場価格情報が毎日入手可能となっている。 

 

エチオピアの種子油のバリューチェーン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
主な種子油は、亜麻仁油 Linseed）、ニガー油（Niger seed）、胡麻油（Sesame）, 大豆油（Soybeans）などで、ティ

グレイ州, アムハラ州, オロミヤ州、ベニシャングルグムーズ州などが産地であるが、大豆油・ヤシ油（精製）は輸

入が多い。胡麻は品質もよく、その輸出先は、中国、イスラエル、中東、トルコ、米国、欧州の順となっている。しかし

ながら、多くの小規模農家が生産者であるため、集荷に労力がかかり、取引コストと供給量のギャップが生まれてい

る。今後、集荷業者、仲介業者などの努力が必要となっている。その他の課題として、貯蔵・精製施設の設備、農薬

と生産量、信用状取引や輸出費用の全額前払などの問題などがあげられる。 

 

（2） 国際援助機関で開発・配布される中度栄養不良の回復を目的とする栄養補助食 

1） 中度栄養不良の回復を目的とする栄養補助食 （CSB,CFS/RUSF） 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 表 2.7（P24）でも前述したとおり、エチ

オピアでは農村・都市部を問わず 2 人に 1 人という割合で中度栄養不良児がみられ、重度栄養失

調児の 10 倍ほど数である。現在、開発援助機関の焦点が RUFT による重度栄養失調の治療か

らその予防、つまり中度栄養不良対策へ移行することが潮流になってきている。そのために中度

栄養不良の子どもや妊産婦・授乳婦の栄養状態をより効果的に改善できる改良型の栄養補助食

の開発が求められている。現在使われる主要製品 CSB は、その栄養状態改善への効果が十分

に実証されておらず、改善ニーズが大きい。従って、「CSB に代わる新製品」の潜在ニーズがある。

特に「調理不要な治療食（Ready-to-use supplementary foods ：RUSF）」である中度の急性栄

養不良に用いられる「サプリメンタリー・プランピー（Supplementary Plumpy）」は、調理や水もい

らず、袋からそのまま食べるという利便性と「家庭やコミュニティで対処できる」という点で普及効

生産者 Producer 

集荷業者 Collecting middleman

仲介業者/卸売業者 Broker/Wholesaler 

油精製業者 Oil miller 

輸出業者 Exporter 

小売業者 Retailer 

消費者 Local Consumers 
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果が高い有効な方法として注目を集めており、同国だけでなく途上国全般で大きな需要が見込ま

れている。 

【需給のギャップと潜在ニーズ】 エチオピアにおける中度栄養不良改善のための栄養補助食は

年間需要の推定市場規模が約 37~64 億円という巨大市場が存在する。しかし、CSB 自体の供給

体制が整っていて、ここに参入するビジネス機会は少ない。既存工場の稼働率が 7-14％向上す

れば現在の生産規模で十分需要を満たせるので更なる投資は必要とされていない。また、CSB

製造は初期投資も小さくその回収も早いが利益性は低い。現在の CSB の改良やこれにかわる新

製品の開発に以下のような技術的なニーズがある。 

表 3.9: 需要のギャップと潜在ニーズ 

製品タイプ 改善ニーズ 可能なオプション 

FBF65 現状 CSB は原料のトウモロコシの胚や大豆外皮をつ

けたまま製造されており、そのため繊維質やフィチン

酸などの「抗栄養素」が含まれるのでミネラルなどの

必須栄養素の消化吸収性が低い。また、容量が大きく

輸送コストがかかる。調理を必要とするため貧困世帯

にとって時間や燃料の負担が大きい。 

フィチン酸や繊維質の含有量を下げるな

どの改良。あるいは粉ミルクを添加するこ

とでカロリーを向上させるなどの工夫を加

える新商品。CSB+や CSB++と同等の栄

養価でより低コストの競合製品の開発。 

CFS66
（MNP：微量栄

養素パウダー） 

WFP からの非公式の聞き取りによると、マラリア汚染

地域で Sprinkles の効果が十分実証できていないこと

が原因で実用化が遅れている。 

Sprinkles と同等の栄養価でより低コスト

の競合製品の開発。 

CFS（LNS：脂肪ベー

スの高カロリー・エネ

ルギー栄養補助食） 

調理のいらない RUSF の開発が求められる。エチオピ

アでの Supplementary Plumpy のテストがおこなわれ

ているようであるが、その効果は現在分析中である。 

Supplementary Plumpy と同等栄養価で

より低コストの競合製品の開発。 

 

  スプリンクル（Sprinkles）  サプリメンタリー・プランピー（Supplimentary Plumpy） 

  

【その他】 RUSF 研究開発にはまだ長期間を要すが、コミットする企業があれば大きなビジネス

の機会となる分野である。また、RUTF、RUSF、ピーナッツバターは同じ生産ラインを活用するこ

とができるので、これらの組み合わせも検討の余地がある。より具体的には以下のような製品開

発の潜在ニーズがある。国際機関による援助物資調達に関しては、通常国際機関の本部あるい

は横断的な組織（United Nations Standing Committee on Nutrition など）のレベルで品質や規

格、効果の実証テストなどをもとに審査が行われ、合格した製品が入札の対象になる。したがって、

今後この分野での参入を目指すために国際機関本部や関連機関への継続的なアプローチが求

められる。 

 

  

                                                  
65 Fortified Blended Food 
66 Complementary Food Supplements 
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（3） 市販の栄養補助食品 （離乳食） 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 栄養補助食は援助

機関が開発や製造に関わり、そのコストも公的な資金で補助されたものがほと

んどであるが、自立発展的な栄養不良問題の解決のためには市販製品の普及

が必要である。安くて栄養価の高い離乳食商品の普及は慢性の栄養不良の予

防にとって大きな効果が期待できる。BOP ビジネスとして成功した他国の事例も

あり、創意工夫次第で今後開拓できる可能性のある市場といえる。 

【需給のギャップと潜在ニーズ】 潜在的には年間約 3 万トンの離乳食需要（推定市場規模約 80

億円）があるが、現状では市販離乳食市場は開拓されていない。供給量は年間 400 トンにすぎな

く、需給に大きなギャップがある。 

【その他】 市販離乳食市場の日本企業の技術の蓄積は大きい。現状のエチオピアにおける市販

離乳食の課題を適正な価格（Affordability）、多様な流通（Availability）、消費者による受容性

（Acceptability）の各側面においてギャップを分析すると以下のようになる。現在の市販商品は

様々な課題があり、これらに対応する市販離乳食をエチオピアの現地企業と一緒に共同開発す

るポテンシャルが大きい。従来の離乳食（お粥型）にとどまらず、子供向け栄養ドリンク、栄養ふり

かけ、などの商品が存在する。既存設備で対応できる食品メーカーへの技術移転というかたちが

有効と考えられる。 

 【適正な価格（Affordability）】 現状の販売価格は一般消費者にとって高すぎる（7-15 

Birr / 350g）。 製造のバリューチェーンが未整備であることや、特に粉ミルクやビタミン・ミ

ネラルを輸入しなければならないことが製造コストを押し上げている。一般消費者はトウ

モロコシが貧しい人、小麦は豊かな人の食糧という認識があるため、小麦ベースの商品

を製造していることも原料費を押し上げている。 

 【多様な流通（Availability）】 現状では市販商品は主に都市部および都市近郊でのみ

流通しており、農村部への流通ネットワークは限定的である。ファファ（Fafa）社はアディス

アベバに 5 箇所直営店を持っているが、コンテナを改造した概観は一般消費者にとって見

分けがつかない（写真 Box 3.2 参照）。 

 【消費者による受容性（Acceptability）】 一般的に消費者の認知度が圧倒的に低い。商

品の知名度を上げるための活動が非常に少ないことも背景にある。たとえば Fafa は年間

2 回だけテレビ・ラジオ宣伝活動を行っている。国産品のパッケージは地味で目立たなく、

成分や原料の表示は曖昧で、栄養改善のためのメッセージも書かれていない。こうした点

において輸入品が優れており、都会部では消費者は国産品より輸入品を好む傾向の一

因になっている。また、地域や民族によって異なる風味が好まれるので工夫が求められる。

加えて、調理の必要のない（ready-to-use）商品が必要である。栄養成分において改善の

余地が大きい。 
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（4） 食品の微量栄養素強化（Fortification） 

微量栄養素強化は開発途上国の栄養改善にとって必須とも言ってよい対策であり、既に多くの国

で実施されその効果も実証されている。今後、エチオピアにおいても具体的な動きが始まってゆく

ことがほぼ間違いない分野である。加えて、前述の RUTF などの栄養補助食と異なり、他国のド

ナーの具体的な動きもまだなく、手付かずに近い潜在ニーズである。 

1） 大豆油へのビタミン A 強化 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 大豆油のニーズについては、上記

RUTF 製造の原材料として解説したおり（P58）、食用油の需給ギャップを埋めるだけでなく、

RUTF の安定供給にも貢献する。さらに下記に述べる砂糖、塩などと同様、どこの家庭のテーブ

ルに上る食材でありその潜在ニーズは高く、主食であるインジェラのおかずになるソース（ワット）

作りに鍋底から 5mm~1cm と多用している。また、栄養不良の解決策としても潜在ニーズが大き

い。エチオピアで 5 歳未満児の 6 割がビタミン A 欠乏であり、年間 8 万人の子どもの死亡がビタミ

ン A 欠乏に起因する。従って、食用油の消費量がエチオピアの低所得者層においても増えている

ことも考慮すると、ビタミン A 強化を組み合わせることで微量栄養素欠乏の対策として大きな貢献

が期待できる。 

【需給のギャップと潜在ニーズ】 大豆油そのものについては、エチオ

ピア国内で年間約 200 万トン（推定市場規模約 3-4 億円）の需要が

ある。ビタミンA強化の食用油はエチオピアではまったく流通していな

い。現在のエチオピア国産食用油の流通量（推定年間 118,000 トン）

の強化に必要なビタミン A は約 3-7 トン（30-40 万ドル相当）と試算さ

れる。 

【その他】 脂溶性ビタミン（A, D, E, K）は食用油やマーガリンに強化することが可能で、先進国や

インドなどで幅広く行われている。ビタミン A 強化食用油の製造に関心を表明している現地企業が

ある。但し、現地企業の稼働率が低い中、安価な輸入品と競争しなければならないので、国産の

食用油にビタミン A 価格を添加するのは厳しい現状がある。 

2） 砂糖へのビタミン A 強化 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 上記の食用油へのビタミン A 添加で

も述べた通り、エチオピアにおいてビタミン A 欠乏は、夜盲症や失明などの原因となるだけではな

く、免疫低下を引き起こし、子どもの死亡につながる病気の間接的な原因となっている。年 2 回の

ビタミン A の補給で子供の死亡率が 20－30％防げるという研究結果に基づき、ユニセフでは、エ

チオピアを含むほとんどの途上国で子どもに「高単位ビタミン A」のカプセルを投与する活動を展

開している。一方で、恒常的に国民の健康を守るために、グアテマラ67のように砂糖にビタミン A を

                                                  
67他の砂糖生産国と異なり、1970 年代よりグアテマラ国内で消費されるすべての砂糖は、ビタミン A を強化したものでなければな

らない。同国では 1980 年代の内戦の間もビタミン A 強化砂糖を使用し、1990 年代の国連調査でも多くの人、特に子供の健康に

役立っていることがわかっています。 
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添加することを義務づけている国もあり、その成果も国連の調査機関で実証されている。従って、

先にも述べた通り、栄養分野の課題解決に資する BOP ビジネスとして、同国におけるビタミン A

添加砂糖の潜在ニーズは高い。 

【需給のギャップと潜在ニーズ】 国営企業5社による製造が中心で、需要は伸びており増産ニー

ズが大きい。ビタミンA強化の砂糖はエチオピアではまったく流通していない。市場において砂糖

自体が需要と供給がとれておらず、市場での価格が近年のインフレのあおりも受けて大幅に値が

上がっている。現在の砂糖の年間製造量約30万トンであり、これに添加するビタミンAプレミックス

の必要量は約300トン（200-300万ドル相当）になる。また、政策面では、エチオピアにとって砂糖

産業の重要性を強調しており、既にインドやパキスタンの投資家と砂糖プロジェクトの話が進んで

いるが、他の投資も視野に入れて、2010年以降の政策において砂糖産業を戦略的に育成したい

方針を打ち出している。以前に米国国際開発庁（USAID）によるビタミンA強化砂糖の製造計画が

頓挫しているが、現行の政策方針にのっとると大いに潜在ニーズがある投資分野である。 

3） 小麦への微量栄養素強化（鉄、ビタミン、ヨード、亜鉛など） 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 小麦についても具体的に微量栄養素

強化を計画して大規模製粉業者に対してビタミン・ミネラルのプレミックス（鉄、ビタミン、ヨード、亜

鉛など）、機材、技術を提供する点において具体的なビジネス機会が存在する。同国では主食で

あるインジェラに加えて、ダボというパン類やスナック類の生産などへの需要もあり、また小麦製

粉協会もあり同国では広く流通している穀物であるため、微量栄養素を強化をすることにより子供

だけではなく、大人も含め恒常的な健康を守るという潜在ニーズがある。 

【需給のギャップと潜在ニーズ】 小麦の強化製品は流通していないが、小麦製粉協会が中心に

計画立案の段階にある。当初計画では、中央の大規模工場数社に限定して微量栄養素強化を行

うことになっている。これらの工場の製粉小麦の合計製造能力は年間 20 万トン程度になり、強化

に必要なプレミックス需要は 30 トン程度（60-100 万ドル相当）になると見込まれる。製粉プロセス

で微量栄養素強化を行うときに必要な機材の調達も必要になる。 

 
（5） その他のニーズ 

現地調査を通して、低所得層の栄養改善につながる商品やビジネスの可能性として以下のような

潜在ニーズがあることがわかった。 

1） 小型製粉器（Portable milling machines） 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 市販離乳食を

中央の大規模工場で製造し、広く流通することに加えて、農村部やコミュニ

ティで小規模工場あるいは家庭レベルで離乳食を作る取組も UNICEF が

中心になって始められつつある。特に貧しい農村部で有効な対策である。

現地調査のなかで生活実態調査を通して、家庭で伝統的な離乳食を作る

際に様々な穀物を少量製粉する必要があり、そのための手間やコストが阻害要因になっているこ

とがわかった。そこで、家庭あるいはコミュニティで簡単に製粉できる機会が手軽な値段で手に入
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ればこの問題を改善できる。 

【需給のギャップと潜在ニーズ】 現在、類似商品はほとんど流通していない。 

2） 肝油ドロップの製造･販売 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 現地で、魚油を

子どもに与える習慣があるため、商品サンプルを紹介したところ多くの企業が

関心を示した。脂溶性ビタミン（A, D, E, K）を強化して、安価で広く流通すれ

ば子どものビタミン欠乏の改善に貢献する。 

【需給のギャップと潜在ニーズ】 現在のところドロップ型の類似商品はほとんど流通していない。

但し、イギリス製の Seven Seas Multi Vitamin Syrup は多くのスーパーで販売されている。 

【その他】 微量栄養素強化食品（菓子）ともいえるが、サプリメントとして認識される可能性があり、

Drug & Administration Control Authority で薬事法などの照会が必要になる。 

3） パッケージング一般に対する支援（技術・機材） 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 食品の保存性やマーケティング面で

商品価値を損なう要因になっており改善ニーズが大きい。日本の梱包技術や梱包資材を取り入

れることでデザインも含め多様なパッケージング技術を活かせるニーズが顕在している。食品の

安全性の向上は重要な栄養対策のひとつである。 

【需給のギャップと潜在ニーズ】 現在のところ類似商品はほとんど流通していない。 

【その他】 現地で流通する食品一般に関して、パッケージ技術や資材が乏しく、テトラパック品（ケ

ニアから輸入）が主流、それ以外にも欧州やサウジアラビア等からの輸入に依存している。日本

の梱包技術や梱包資材を取り入れる潜在ニーズは大きい。 

4） 日本ポリグル水浄化剤 

【潜在的ニーズをもつ理由と商品が解決する社会的課題】 不衛生な水による

下痢は、子どもの栄養不良の主要因である。改善水源へのアクセスがない地

域では、水浄化剤によって、安全な飲水を確保することが不可欠である。尚、

現地で商品サンプルや資料を紹介したところ関心を示した企業があった。 

【需給のギャップと潜在ニーズ】 米国 NGO の PSI が P&G 社パキスタンと年間契約をして、類似

商品「WaterGuard」を輸入している。1 袋 4g 入りで 10 リットルの水を浄化できる。PSI は、

UNICEF や他の NGO に 1 袋約約 0.80 ブル（US$0.07）で納入し、一般市場には助成金価格の

0.33 ブルで卸し、 終的消費者には 0.50 ブルで販売している。昨年は、上記 2 つの流通チャネ

ルを合計して、約 1000 万袋の売り上げがあった。尚、改善水源へのアクセスが低い地方での潜

在ニーズが大きいので、州レベルの水道局にアプローチすることも可能であろう。 

  


