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第 3 章 タンザニアの農漁業分野における資機材ビジネスのニーズと考慮

点 

 本章では、前章までで説明したタンザニア農/漁業分野の現状や課題、農漁民の生活実態を踏

まえて、農漁業資機材ビジネスニーズを整理する。 

 

1. 農漁業資機材ビジネスのニーズ 

 第 2 章の実態調査の結果に基づき、コメ、コーヒー、ナイルパーチの生産から販売までの工程毎

のニーズとこれに対応する有望商品を図表 3-1 に整理した。 

 

図表 3-1 農漁業資機材ニーズと有望商品 

産品 工程 ニーズ 有望商品 

コメ 

生産 

耕起作業にかかる労力、コストの削減 耕耘機 

除草作業にかかる労力、コストの削減 
耕耘機、除草剤、除草

剤散布機 

収穫前の鳥害防止 防鳥忌避剤 

収穫後

処理 
白米の品質向上 

精米品質向上 精米器 

胴割れ米防止 水分計 

石の除去 石取り機 

グレーディング 米、籾の選別機 

コーヒー 

生産 殺虫剤による人体への影響軽減 環境に優しい薬剤 

収穫後

処理 
パーチメントの品質向上 果肉除去機 

経営 
農民の所得向上、所得源多様化 

エコ･ツーリズム、コミュ

ニティ･ツーリズム 

コーヒー農園経営改善 農園経営 

ナイル 

パーチ 

捕獲 
漁獲量の向上 ボート、漁網、船外機 

出漁中の安全確保 ライフジャケット 

収穫後

処理 
魚の付加価値向上 製氷機、加工用機材 

（出典：調査団） 

 

第 1 章で指摘しているように、小規模農漁民の購買力には大きな制約がある。他方、第 2 章に

見たように、耕起作業や除草作業では、農民がお金をはらって労働力やトラクタ等によるサービス

を購入しいる。そのため、トラクタ等のサービス提供者への商品販売も、小規模農漁民のコストを

削減したり生産物の市場価値を上げることによって、貧困の削減にも貢献する。 

したがって、小規模農漁民だけではなく、精米業者やトラクタハイヤーサービスを行う人々ある
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いは貧困層の中でもビジネスマインドのある層も商品販売のターゲットに含めることと

する。 

 

2. タンザニア農漁業資機材市場の特徴 

 ここでは、タンザニア農漁業資機材市場の特徴について、操作に技術が必要であり、維持管理

を必要とする農業機械を中心に簡単にまとめる45。 

 

（1）  資機材製造供給 

タンザニアは農漁業資機材のほとんどを輸入に頼っている。政府がODA事業の一環として輸

入する場合のほか、タンザニアの輸入会社が輸入する場合がある。国営の肥料会社や農業機材

会社は、民営化後、十分な機能を果たさなくなっている46。 

トラクタなどは、新品だけでなく中古品の輸入も増加している。中古トラクタは、タンザニアの輸

入業者が、イギリスとオランダにある中古トラクタ専門輸出会社から輸入して市場の反応を試して

成果をあげている。すでに相当な台数が国内に出回っており、今後も中古農業機械市場は伸び

ていくものと考えられる。 

農業機械の研究開発機関には、モロゴロのソコイネ大学農業工学科とアルーシャの農業機械

化・農村技術開発センター（CAMARTEC）がある。 

 現地調査で確認したところ、国内にも、わずかだが農漁業機材の製造会社は存在し、現地事

情に適した主に小型の機材を製作、販売している。 

 

 

タンザニア国産の精米機（左） 
 

播種と施肥が同時にできる機械（タンザニア製） 

                                                  
45 本項は、特に指摘がない限り、全国農業改良普及協会（2004)に基づき執筆した。 
46 TNBC（2009) 
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畜力用播種機（タンザニア製） 

 

太陽光調理器。太陽の位置にあわせ微調整が必要。

 

人気商品の調理機（炭で調理） 

 

工房の様子。 

（出典：調査団） 

図表3-2 モシにある各種機械製作所 

 

（2） 機械の保守管理 

トラクタや船外機の修理と整備は販売店のワークショップや個人的な修理作業所で行われてい

る47。このほかトラクタ修理技術をもつ技術者がトラクタのオーナーの要請で活動している。特に

都市から離れた地域ではこうした移動技術者が活用されている。 

トラクタのスペアパーツ販売会社では、修理部品の調達に時間がかかる場合が多く、修理期間

のリース専用にリース用トラクタを保有している会社もある。 

農業機械輸入会社、販売店、代理店、パーツ専門輸入会社は純正部品のスペアパーツをスト

ックしているが、タンザニア全土をカバーできる営業力はない。船外機の部品を扱う小規模なサプ

ライヤーは、純正部品ではなく、ドバイやイランから非純正品や廉価品を輸入している場合がある。

主要都市を除き、地方での部品の手当ては難しくフィルターやベルト等のわずかな品目を在庫し

ているだけで、主要部品を入手するためにはダルエスサラームやアルーシャに出かけて調達する

必要がある。 

町には自動車修理工場があるが、村落では見かけられない。農業機械の型式は古く、パーツ

業者も旧式のパーツしかストックしていない。技術者がこうした部材等のマーケットを把握していな

                                                  
47 現地調査の聞き取りでは、販売店の技術者は、メーカーからの技術指導を受けている場合が多いが、修理店で

はそこまでの技術指導はなされていない模様。 
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いことと予算そのものが欠乏しているため、修理・改良が難しい。民活を促進して技術・

サービス事業の向上を計る必要がある。自動車のように中古市場が開けてくると保守管理技術も

向上する。 

 

3. 農漁業資機材ビジネスへのアプローチ 

市場が十分に成熟していないタンザニア農漁業分野において、新規ビジネスを開始するにあた

っては、先進国ビジネスとは異なるアプローチが必要となる。いかに潜在的な需要のある製品で

あっても、市場が十分に機能していないタンザニア農漁業分野では、その機能の不全を何らかの

形で補完しなければ、持続的なビジネスとはなりにくい。 

以下では、調査で明らかになったタンザニアの農漁業分野の現状に照らしあわせながら、いく

つかのビジネスの実例を整理して、新規ビジネスの開拓に参考となる 3 つのアプローチを提示す

る。これらのアプローチは、タンザニアでの民間企業による市場開拓には時間を要することを示し

ているが、時間をかけた地道な取り組み、関係者を巻き込んだ包括的な取り組みにより、単に企

業の収益が確保できるだけではなく、ビジネスを通じて持続的に農漁民の貧困削減に貢献するこ

とが可能となる。 

 

（1） 段階的な市場形成（中長期的なアプローチ） 

タンザニア農漁業分野は潜在顧客数が多く、BOP 層を中心に大きな市場に育つ可能性は十分

にあるものの、情報や流通インフラ、金融サービスへのアクセスなど、新しい製品やサービスが素

早く市場を開拓できるだけの条件が整っているとは言い難い。したがって、短期的な市場開拓で

はなく、時間をかけて段階的に市場を「形成」していくとの視点をもつことが重要である。 

特に、製造に技術力を要する機械類では、もちろん価格も重要であるが、製品そのものの品質、

および故障時の保守管理体制を重視する消費者も多い。したがって機械類の市場開拓では、製

品を現地事情に合わせて改良するとともに、初期段階から部品の供給体制の構築及び保守管理

を担う現地の修理工の育成に取り組むことが重要である。時間はかかるが、製品の品質（壊れに

くい）と保守管理体制（壊れてもすぐに修理できる）への信頼を獲得することにより、市場でのブラ

ンド定着を図ることができる。この点は、価格面での競争力が低い場合は必須である。 

以下は、保守サービス体制の確立から始めた船外機メーカーの事例である。 

 

【事例 1】 （株）ヤマハ発動機 

（株）ヤマハ発動機は漁船用船外機の市場開拓にあたって、地元の代理店を選定したのち、初期

に徹底して自社製船外機の広報を現地の漁村で展開すると同時に、地方都市における部品の供

給網の確立と漁村レベルも含めた修理技術者の育成を行った。さらに、現地の実情に合わせた

製品への改良（純度の低い燃料への対応など）を進めた。船外機市場では、船外機以上に部品

の販売からあがる収益が大きく、こうした供給網の構築がその後マーケットシェアを 9 割まで伸ば

し、それを維持し続けている決定的な要因となっている。現地では、確立したブランドは支持され

続ける傾向があり、価格は他国製よりも高いヤマハ船外機がその品質への信頼性ゆえに、近年
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のコピー製品の増加にも関わらず、市場シェアを維持し続けている。 

 

（2） 生産から販売までのバリューチェーンを一貫支援（バリューチェーン・アプローチ） 

市場が発展段階にあるタンザニアでは、いくら有望な新規製品・サービスを投入しても、購入資

金や保守管理の問題など、農漁民が抱えるバリューチェーン上の様々な障害が取り除かれなけ

れば、ニーズは有効需要に結びつかない。製造、販売のみでなく、購入資金や保守管理体制にも

配慮が必要である。 

また農漁業資機材特有の問題として、いくら製品の効果が高くても、生産物の販売増に結びつ

かなければ、農漁民はこれを購入しない。すなわち、農漁民にとって、生産性の向上は重要だが、

それは生産量が増えることにより、所得も向上するからである。生産物が売れないのであれば、

生産性を向上させる動機もないのである。 

 したがって、タンザニアの小規模農漁民向けの農漁業資機材ビジネスでは、従来のビジネスの

垣根を取り払い、バリューチェーンの上流から下流までを一貫して支援し、新たな市場を創造して

いく発想が必要である。以下は、アメリカの NGO がコーヒーの加工から販売までのバリューチェ

ーンを一貫して支援している例である。 

 

【事例 2】 テクノサーブ（米） 

2004 年より、米国系 NGO であるテクノサーブは、タンザニアのコーヒー生産者グループを対象

に、加工機械の導入や研修により生産性の向上を図ると共に、スペシャリティコーヒー市場への

販売の拡大を支援している。売り先は主にスターバックス。事業は、ビル・メリンダ・ゲーツ財団、

USAID、SECO（スイス）、SDC（スイス）の支援を受けている。テクノサーブは、資金調達を含め

た加工機械導入を支援するだけでなく、機械導入後の保守管理についても技術支援を供与する

ことにより、効果の持続性を確保している。 

 

（3） 連携をベースにした市場形成（PPP アプローチ） 

製品の製造、販売を中心とする一般の民間企業が単独で、バリューチェーンを一貫して支援す

ることは困難であり、また効果的でもない。また潜在性は高くても、初期にはスケールメリットが小

さいため、農民や漁民にはコスト高であったり、製品やサービスの浸透に時間がかかることも多い。

このような場合には、それぞれの分野で優位性をもつ他機関と連携することにより、お互いにメリ

ットのある形で、大きな効果を上げることが可能となる。 

 

1） 現地資本との連携 

外国企業が国情の異なるタンザニアでビジネスを成功させるためには、現地のビジネス習慣に

精通し、ビジネスに必要となるネットワークとリソースを有する現地資本との提携が効果的である。

信頼できるパートナーの発掘は容易ではないが、よいパートナーを見つけられれば、ビジネスを

円滑に進められる確率は向上する。特に、汚職等も含めたビジネス習慣の違いは、外国企業で

は対応が難しい。地元ですでにビジネスの基盤を持つ現地資本との提携は、現地での経営をある

5



 

Copyright (C) 2010 JETRO. All rights reserved. 

程度任せることで事前対応が困難なトラブルを避ける方策となりうる。 

以下は、タンザニア資本と提携して蚊帳を製造している（株）住友化学の事例である。 

 

【事例 3】 （株）住友化学 

（株）住友化学は、マラリア予防に効果があるとされる、殺虫剤を繊維に練りこんだ長期残効性蚊

帳「オリセットネット」を開発。タンザニアで A to Z 社とのジョイントで 2003 年より現地生産を開始。

さらに同社とのジョイントで Vector Health International 社を 2007 年に設立している（JBIC が支

援）。現在、2 社合計で年間約 1900 万張りを生産している（2009 年現在）。現地資本と提携し、現

地生産の経営面は現地資本に任せているため、現地に特有の汚職等のビジネス上の問題に対

処できている。また、WHO の認証、MDGs 予算、国連機関・政府による買い上げで安定的な市場

を確保している。48 

 

2） NGO との連携 

NGO は多くの場合草の根レベルでの活動を展開し、現地の状況に精通し、農漁村部でのネッ

トワークと活動展開のノウハウを持っている。草の根レベルでのニーズの把握、製品・サービスの

紹介、導入後のアフターサービスを NGO に実施してもらう、あるいは連携して実施することで、効

果的・効率的な市場形成が可能となる。NGO が実施する開発事業の中に製品・サービスを組み

込むことで、対象となる農漁村社会に効果的に貢献できる。また企業の社会的責任（Cooperate 

Social Responsibility: CSR）的な事業を、現地事情に精通した NGO に実施してもらうことにより、

より大きな効果を上げることも可能である。 

上記（2）で取り上げた事例は、バリューチェーン全体を支援する NGO との連携事例である。以

下は CSR 事業で NGO と連携している事例である。 

 

【事例 4】 （株）ゼンショー 

（株）ゼンショーは、2009 年よりタンザニアのキリマンジャロ地域の生産者からフェアトレードによ

るコーヒー輸入を行っている。社会プレミアム分の資金は、生産者グループの合意のもと、1959

年より保健衛生・家族計画分野で活動を続けている現地 NGO である UMATI の協力を得て、母

子保健教育事業を実施する予定である。現地事情に精通している保健衛生事業の知識・経験を

持つ現地 NGO、生産者組合、ゼンショーの三者が協同し、生産者の意欲を高め、確実に生産者

コミュニティに裨益することで、良好な生産者・輸入業者の関係を築こうとしている。 

 

                                                  
48 住友化学 http://www.sumitomo-chem.co.jp/csr/africa/index.html、日本経済新聞社

http://www.nikkei.co.jp/gsr/report/04.html 
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3） ODA 事業との連携 

タンザニアにはない製品・サービスを新たに販売する場合は、当初の市場開拓には大きな困難

とリスクが予想される。またニーズが顕在化していない製品やサービスの場合には、対象顧客が

その必要性を認識していない可能性が高く、地道な意識啓発や普及活動が必要となる。このよう

な場合、もし製品やサービスが農漁業分野の課題解決に結びつき、社会性が高いと考えられる

のであれば、援助機関と連携することも一案である。ODA事業と連携することにより、資金や技術

面でのサポートが得られ、ビジネスのリスクを抑えることができるだけでなく、援助機関が支援して

いるという事実が、製品の信用を高め、市場開拓を容易とする側面がある。 

ODA 事業との連携は、製品・サービスを事業で使ってもらうだけでなく、上記バリューチェーン

支援に必要な調査費用やパイロット事業を ODA 資金で実施する、保守管理に必要な人材を

ODA で研修するなど、様々なパターンが考えられる。 

ODA 事業で製品を使ってもらっている例として、事例 3 の住友化学オリセットネットがある。事

例 2 の米の NGO テクノサーブも USAID 等からの資金協力を受けている。 

 

4） 連携のためのプラットフォーム 

 連携の有効性はわかっていても、連携を実現させるためには、適切なパートナーの特定や調整

に多大な労力と時間を必要とする。貧困層の課題解決を目的として、様々な利害関係者が情報

やリソースを提供し、連携の可能性や具体的な方策について、議論、調整する場があれば、コスト

をかけずに連携を実現することができ、より広範なステークホルダーの参加も可能となる。タンザ

ニアでは、ヒマワリ油の生産、製造を対象としたこのようなプラットフォームが成果を上げている。 

 

【事例 5】 Round Table Africa 

Round Table Africa はオランダとタンザニアの教育機関がオランダ外務省の支援で実施している

ビジネス支援事業である。農業では、近年伸びてきたアジアからの安い油に対抗するために、衰

退しつつあったヒマワリ油生産の振興を図っている。オランダの NGO である SNV とも協力し、種

子の生産、小型搾油機の導入を中心に、加工業者、保守管理サービス、部品の調達、などのネッ

トワークの改善を進めている。初めにバリューチェーンの調査を行い、洗い出された関係者のフォ

ーラムを設置して、バリューチェーン川上から川下までをカバーした事業を展開している。 

 

 

以上、段階的な市場形成、バリューチェーンの一貫支援、連携をベースとした市場形成の 3 つ

のアプローチを、事例と共に説明した。重要なことは、これらからどれかアプローチを選べば成功

するというものではなく、現状に合わせて適切なアプローチを選び、組み合わせるということである。

実際、紹介した事例も複数のアプローチの組み合わせとなっている。 
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図表 3-3 事例と対応するアプローチ 

企業/団体 製品 
段階的な

市場形成

バリューチ

ェーンを 

一貫支援

連携をベースとした市場形成 

現地資本 NGO ODA 

ヤマハ発動機 船外機 ○         

住友化学 防虫蚊帳     ○   ○ 

ゼンショー コーヒー       ○   

テクノサーブ コーヒー加工機   ○   ○   

Round Table Africa ひまわり油 ○ ○ ○ ○ 

（出典：調査団） 

 

また事例では、必ずしも企業が主導権を握っているわけではないことにも留意が必要である。

貧困削減をミッションに掲げる援助機関や NGO は、企業のもつ技術力や拡大力、持続性に大き

な魅力を感じており、企業との連携を望んでいる場合も多い。またテクノサーブのように既に農民

支援の枠組みはあり、販売先としての企業を探しているケース、Round Table Africa に見るように

産官学連携で、BOP ビジネス実現に向けたプラットフォームを設立する動きもある。ビジネスモデ

ルの検討にあたっては、このような既にあるプロジェクトやプラットフォームへ参加することから始

めることも一案である。 
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