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第 4 章 有望商品案と製品開発要件 

 本章では、前章までの内容を踏まえて、タンザニア農漁業分野において、日本企業が BOP ビジ

ネスを展開するにあたっての有望商品と製品開発要件について説明する。 

 

1. 有望商品案と市場規模 

 以下では、コメ、コーヒー、ナイルパーチに分けて、有望商品、商品が解決する課題、潜在市場

規模を整理する。市場規模については、潜在的に販売が可能な金額が算出できるものについて

は金額を、算出が困難なものについては市場に導入可能な量で表した。なお、算出方法について

は付録を参照のこと。 

 

（1） コメ 

No 有望商品 当該商品が解決する課題 潜在的販売 

可能量/金額 

1） 耕耘機 ・雇用労働による人力での本田準備作業に比べ、耕

耘機による耕起作業はコストが低い。 

・人力作業に比べてより丁寧な代掻きが行えるので

雑草が抑制され、使う除草剤の量と経費が削減され

る。 

・短期間に本田準備ができることから、適期の苗の移

植が可能となり、収量の増加に寄与する。 

・現在出回っている中国製耕耘機は、操作性の悪さと

耐久性の低さが問題となっている。 

・本田準備期間が短縮され、灌漑稲作地域全体の水

利用効率が改善される。 

約 1 万台 

 

各県で 20～30

台を購入する計

画あり 

2） 除草剤 ・雇用労働による除草作業には時間と経費が必要と

され、時に除草作業の大幅な遅れから、除草効果が

期待できない。 

・除草剤による除草は雇用労働による人力の除草作

業に比べて作業時間が大幅に短縮され、除草効果も

期待できることから収量は増加する。 

約 600 万 US ド

ル 

3） 粒状除草剤 

散布機 

・粒状除草散布機を使うことで、除草にかかる時間と

経費を削減する。 

・粒状除草散布機を使うことで、人体への害を軽減す

る。 

約 49 万台 

4） 精米機 ・市場に出回る白米の品質で差別化をはかり、収益

を向上させる。 

約 6000 台 

5） 水分計 ・精米前の過乾燥とそれが原因として起こる胴割れ 約 6000 台 
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米を防ぎ、適正水分での精米による品質および市場

価格の向上を図る。 

・乾燥作業の効率化により時間と経費を削減する。 

6） 石抜き機 ・市場に出回る白米の品質で差別化をはかり、収益

を向上させる。 

約 6000 台 

7） 米の選別機 ・市場に出回る白米の品質で差別化をはかり、収益

を向上させる。また精米の効率を改善し、精米コスト

を下げる観点から、粗選機の導入も望ましい。 

約 6000 台 

 

（2） コーヒー 

No 有望商品 当該商品が解決する課題 潜在的 

販売可能量 

1） 環 境 に や さ し

い薬剤 

・非有機リン系の殺虫剤利用により生産者への薬害

を防ぐ。 

・非有機リン系の殺虫剤利用により残留農薬を防

ぐ。 

・銅製土壌殺菌剤による土壌の汚染を防ぎ、より持

続的なコーヒー生産を可能とする。 

約 1400 万 US ド

ル 

2） エコ・ツーリズ

ム / コ ミ ュ ニ テ

ィ・ツーリズム 

・KNCU が進める「カハワ・シャンバ（コーヒーの畑）
49」と同類のプログラムにより、農民の収入源の多角

化を図る。 

・コーヒー農家の収入が安定することで、コーヒーの

品質を維持するための生産財投入を容易にさせる。

・コーヒーの生産者と消費者の間の相互理解を促進

する。 

約 2.5 万人 

3） 農園経営 ・ていねいな生産管理により品質の高いコーヒーを

生産することで、キリマンジャロ・コーヒー全体の品

質向上に貢献する。 

・コーヒー生産管理技術の移転および苗木生産・販

売による地域のコーヒー生産性と収益性向上に貢献

する。 

・地域コミュニティに雇用を創出する。 

経営が思わしくな

い農園が約 40 ヶ

所あり、政府はこ

れ ら の 経 営を 他

の民間企業に任

せたい考え。 

                                                  
49 CafeDirect、Twin、DFID が支援するプログラム。コーヒー農家が観光客の世話をすることで収入を得る。観光客

は地元の文化と自然に触れる。現在、3 農家と 1 ガイドが関わっており収入の約 3 割を受け取る。地元コミュニティ

が収入の 5 割を受け取り、社会開発事業に使われる。

http://www.tribes.co.uk/countries/tanzania/accommodation/kahawa_shamba 
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（3） ナイルパーチ 

No 有望商品 当該商品が解決する課題 潜在的 

販売可能量 

1） ボート ・耐用性のあるボートを使用し、長期的な経済性の

改善を行う。（木材価格の高騰、木製ボートの耐用

年数の短さー>結果的にコスト高。） 

・木材利用を減らすことで、環境を保全する。 

約 3.6 万艘 

2） 魚網 ・品質の良い魚網を使用し、補修時間と経費を削減

する。 

約 3.6 万張 

3） 船外機 ・効率のよい漁獲作業により、漁獲量の向上と収入

の安定を図る 

約 3.6 万台 

4） ライフジャケッ

ト 

・午後から翌朝にかけて行う作業時の安全を守る 約 12 万着 

5） 製氷機 ・貯蔵手段を持つことにより販売戦略を多様化する

（ナイルパーチ以外の魚も含めた利用）。 

・食料品等の加工貯蔵を通じ、地域の生活改善を行

う。 

約 1200 台 

6） 加工用機材 

 

・魚の付加価値と貯蔵性を高め、収入の向上と安定

化を行う。 

・魚の収穫後損失を削減する。 

・加工品の利用により、漁民の栄養改善を行う。 

約 6000 台 

 

2. 製品開発要件と製品仕様 

 ここでは、有望商品開発に当たっての基本的な要件を整理した上で、商品毎に開発要件および

その仕様を説明する。 

 

（1） 開発基本要件 

 全ての有望商品に共通の開発要件は以下の通りである。 

 

1） 製品の機能に関する要件 

製品の機能は、タンザニアの農漁民が抱える課題の解決につながる必要がある。この観点か

ら以下の 2 点に留意する必要がある： 

 

・農漁業生産のコストを軽減するものであること 

農漁民が抱える課題の中でも大きいのは生産と生産物を流通させるための金銭的、非金銭的コ

ストが高いことであり、資機材・サービスはこれを改善するものでなければならない。
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・農漁業生産物の品質/価値を向上させるものであること 

品質に起因する生産物価値の低さが、小規模農漁民の収益性の低さの一つの要因となって

いる。資機材・サービスはこれを改善するものでなければならない。 

 

2） 製品の質/操作性に関する要件 

 製品の質や操作性については、使用者である農漁民の実態を踏まえて、以下の点に留意する

必要がある： 

 

・品質が確かであること 

一般的な予想に反し、タンザニアの多くの農漁民は、資機材・サービスの購入を考える場合、

品質と信頼性に高いウェイトを置いていることが明らかになった。価格はむしろ農漁民が調

達できる資金との関係が深く、品質が確かなものでなければ長期的な市場の形成は難しい。 

 

・頑強な製品で操作がシンプルであること 

多くの農漁民にとって、多くの資機材・サービスは新しく経験するものであるため、それらの取

り扱い方が必ずしも適切でないことが多い。そのため、少々乱雑な扱いをしても壊れない頑

強性が必要であり、また面倒な調整が必要のないものが適している。 

 

・適切な使用を促す補完的な技術支援を検討すること 

農業資機材は適正に使用すれば、大きな効果が得られるが、使用法を誤ると本来の効果が

得られないだけではなく、人体や環境に悪影響を及ぼす場合も考えられる。特に教育レベル

の低い小規模農漁民の場合には、ラベル等の文字情報だけではなく、直接的な指導が効果

的である。 

 図 4-1 に示すように、サプライヤーが技術情報を提供しているケースは既にあり、新規製品

の開発に当たっても、自社、もしくは関係機関との提携により補完的な技術支援を検討する

ことが望まれる。 

 

図表 4-1 技術に関する情報源 

産品 技術に関する情報源 

コメ 
農業普及員、農業訓練所、灌漑農家協会、農業プロジェクト、

農業資材のサプライヤー 

コーヒー 
農業普及員、コーヒー協会、テレビ、ラジオ、農業資材のサプ

ライヤー、組合 

ナイルパーチ 他の漁師、工場のエージェント 

（出典：調査団） 
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3） 保守管理に関する要件 

製品はいくら品質がよくても、定期的な保守管理が必要である。消耗部品がある場合には、交

換ができなければ、持続的に使用されることもない。保守管理の観点からは、以下の点に留意が

必要である： 

 

・維持費がかからないこと 

製品はなるべく単純な造りとし、燃料代や電気代、消耗部品交換などの維持費がかからない

ことが理想である。低い維持費は、農漁民が抱える資金不足の問題だけでなく、保守管理サ

ービス網が整備されていない中での生産活動を安定化させることにもなる。 

 

・交換部品の調達が容易であること/調達網の構築が可能であること 

部品の交換が容易であることは、農漁民の資機材選択の重要な基準となっている。部品の

調達が容易であることが、持続的な利用につながり、消費者の信用を獲得することで販売増

加にもつながる。 

 

・保守管理サービス網が構築されていること/構築される可能性があること 

農漁民は、資機材の修理に多くの時間と経費を費やし、結果的にそれが生産性を下げ、生

産コストを押し上げている。このため農漁民は、資機材を購入する際に保守管理サービスが

ある程度保証された製品を選ぶ傾向がある。 

 

 以下では、コメ、コーヒー、ナイルパーチの産品ごとに、有望製品の開発要件、製品仕様を説明

する。 
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（2） コメ 

1） 耕耘機 

＜対応するニーズ＞：本田準備における労力不足の解消、作業遅れによる収量低下の改善、収

益性改善 

開発要件 

価格 本体のみ：500 万～700 万シリング（約 30～50 万円） 

作業機付：700 万から 900 万シリング（約 50～60 万円） 

頑強性 水田作業に適していること。また、オペレーターの操作技術、メカニック

の保守・修理技術のレベルが高くないことから、シンプルな構造・装備で

保守管理が容易であることが望ましい。 

操作性 家から圃場および圃場から他の圃場への移動を繰り返すことから、作業

機の取り付け・取り外し、車輪の付け替え作業が容易な構造が望まし

い。また、耕起・代掻きにはロータリーを使い、そのほかに、ポンプ、トレ

ーラー、さらに製粉機や脱穀機などを利用するための出力プーリーが必

要。また、燃料の低い純度や異物の混入が想定されることから、そうし

た条件でも耐えうるエンジンであることが必要。 

アクセス可能性 機械のディーラーはダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ等の大都

市にあればよいが、部品のディーラーは地方都市に必要。また、修理が

出来る技術者の地方都市での育成も重要。部品の入手可能性が重要。

環境/省エネ配慮 低燃費、廃油の処理への配慮が必要。 

文化配慮 特になし。 

意識啓発/広報活動 安全性を考慮した設計と、安全な利用のための啓蒙・広報活動が必要。

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・仕様：8～15 馬力、ディーゼルエンジン、作業機を使うための PTO と出力プーリー 

・アタッチメント：（必須）水田車輪、ロータリー、トレーラー、（オプション）ポンプ 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本・タンザニア・第三国での製造。 

・流通：ダルエスサラームの代理店を通じて、国内各地に販売店網を構築。 

・販売：国内各地の販売店により販売。政府・NGO 事業との連携による補助金、あるいは農業融

資に強みを持つ民間金融機関を巻き込んだクレジットによる販売。 

・意識啓発/宣伝：政府・NGO・民間企業との連携によるデモンストレーション活動を行う。 

・アフターサービス：地方都市レベルの技術者を訓練し、また部品供給網を構築する。ODA のス

キームを活用し、地方の職業訓練校・技術者養成校で技術者育成を行う、など地方レベルでの技

術移転が必要。 
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2）除草剤 

＜対応するニーズ＞：除草における労力不足の改善、雑草による収量低下の抑制、収益性改善 

開発要件 

価格 1 万～1．5 万シリング（1 エーカーあたり） （約 700～1000 円） 

頑強性 特になし 

操作性 現状では、液剤を背負い式スプレーヤーで散布するのが一般的。特別

な散布用器具を要しないものが望ましい。人体への害が少なく、安価で

の供給が可能であれば、液材より効果が持続し、シンプルな散布機材

のある粒剤が好ましい。全く散布器具を必要としない形状の開発、など

商品の競争優位性を高めると大きな需要が見込まれる。 

アクセス可能性 0.5～1 エーカー分の分量に小分けされると小農が購入しやすい（本調

査対象地域での世帯平均稲作農地面積は約 2 エーカー）。現金収入を

得るのが収穫後である農民の生活形態を考慮し多様な支払方法を提

供。 

環境/省エネ配慮 環境を汚染せず、また十分な防護が難しいので人体に薬害のない物が

望ましい。使用時期、使用量について十分な説明をつけることが必要。 

文化配慮 特になし 

意識啓発/広報活動 エ-カー当たりの使用量、軽量方法、散布方法がスワヒリ語でわかりやす

く記載されていることが必要。 

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・形状：粒状また液状で 1～2 キロ/0.5～1 リットル程度のパッケージ（0.5 から 1 エーカーに必要な

量）に小分けする。 

・機能：多くの農民は十分な薬剤散布時の防護機材を持っておらず、また農業用水源は多くの場

合生活用水源と同じなので、人体および環境への影響が極めて低いものであることが重要。 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本あるいはアジアより輸出。 

・流通：ダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ、ムベヤ等の代理店から各地方都市の販売拠

点に供給。 

・販売：①個人の販売店、農業協同組合連合、県農業事務所を通じて販売。②セールス担当を確

保し（現地雇用等）、適切な使用法のデモンストレーションなどを行いながら対面販売。③除草サ

ービス業者に直接販売。 

・意識啓発/宣伝：薬剤の面積当たり必要量、散布時期、散布時および保管時の取り扱い方法な

どが、スワヒリ語でわかりやすく説明されていること。 

・アフターサービス：使い方が適切でない（十分な量でなかったり、使用時期が適正でないなど）た

めに効果が表れない場合が考えられるので、NGO や組合の職員および農業普及員と連携して

農民による使い方をモニターし、状況に応じて講習会など必要なアフターサービスを行う。 
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3）粒状除草剤散布機 

＜対応するニーズ＞：除草作業における労力不足の軽減、除草作業にかかるコストの低減、雑草

による収量低下の抑制、収益性の改善 

開発要件 

価格 5 万シリング（約 3500 円）以下 

頑強性 操作性を若干犠牲にしても頑強であることが優先する。特に手動ハンド

ル部分は高い頑強性が求められる。 

操作性 現状では、液剤を背負い式スプレーヤーで散布するのが一般的だが、

軽量な粒剤を使うことで除草剤散布作業を簡便にする。 

アクセス可能性 現金収入が収穫後にしか得られない農民の生活形態を考慮し、多様な

支払方法を提供。 

環境/省エネ配慮 特になし 

文化配慮 特になし 

意識啓発/広報活動 粒剤の優位性の広報を行う。 

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・材質：プラスチック・軽量金属製に肩掛けベルトがついたもの。

ハンドルを回し散布する。 

・形状：小型で軽量のもの。肩掛けで前面抱え込む方式。 

・機能：手動、タンクの容量は 1～1．5 キロ（10 リットル程度）。 

 

 

 

 

                            みのる産業株式会社製 みのる散粒機 均太 LS-T

http://shouhintamaru.eposcard.co.jp/item_info/21185306984137.html 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本あるいはアジアより輸出。 

・流通：ダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ、ムベヤ等の代理店から各地方都市の販売拠

点に供給。 

・販売：各地方都市の個人の販売店、農業協同組合連合、県の農業事務所を通じて販売。 

・意識啓発/宣伝：取り扱い方法が、スワヒリ語でわかりやすく説明されていること。 

・アフターサービス：扱い方が適切でないために長持ちしない場合が考えられるので、NGO や組

合の職員および農業普及員と連携して農民による使い方をモニターし、状況に応じて研修会など

必要なアフターサービスを行う。 
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4）精米機 

＜対応するニーズ＞： コメの市場価値の向上と収益性の改善 

開発要件 

価格 1000 万シリング（約 70 万円）程度 

頑強性 現状の精米所での機械の扱い方から、張り込み時等に機械のホッパー

部に籾袋の重みがかかる事が予想されるため、頑強なボディが必要。 

操作性 微調整が必要のないタイプが望ましい。 

アクセス可能性 機械のディーラーはダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ等の大都

市にあればよいが、部品のディーラーは地方都市に必要。また、修理が

出来る技術者の地方都市での育成も重要。 

環境/省エネ配慮 燃料代、電気代ともにコスト高のため、負荷の低い、効率の高いものが

望ましい。 

文化配慮 特になし。 

意識啓発/広報活動 精米精度による食味の変化や市場価値の付加、市場での売り出し方な

どについて、農民と精米業者への指導が必要。移動式サービスの可能

性も検討。 

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・形状：精米所の多くはスペースが十分にないので、縦型が望ま

しい。また、交換部品は品質がしっかりしていて長持ちするもの

が良い。 

・機能：処理能力は 300～750 キロ/時。モーターまたはディーゼ

ルエンジンを使用。 

株式会社サタケ製 業務用精米機ミルエース BS500 

http://www.satake-japan.co.jp/ja/products/drying/bs500.html 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本、アジア、ヨーロッパより輸出。長期的には技術移転による現地生産を

視野に入れる。 

・物流：ダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ、ムベヤ等の代理店から各地方都市の販売拠

点に供給。 

・販売：各地方都市の個人の販売店、農業協同組合連合、県の農業事務所を通じて販売。政府・

NGO 事業との連携による補助金付販売、農業開発に強みを持つ民間金融機関との連携による

クレジット販売。 

・意識啓発/宣伝：取り扱い方法が、スワヒリ語でわかりやすく説明されていること。 

・アフターサービス：扱い方がやや乱暴なために長持ちしない場合が考えられるので、NGO や組

合の職員および農業普及員と連携して農民による使い方をモニターし、状況に応じて研修会など

必要なアフターサービスを行う。 
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5）水分計 

＜対応するニーズ＞：収穫後損失の削減、収穫後作業の効率化およびコメの市場価値の向上に

よる収益性の改善 

開発要件 

価格 40 万シリング（約 3 万円）以下 

頑強性 粉じんの中でも壊れない頑強性 

操作性 サンプルに特別な処理が必要なく、シンプルな操作、わかりやすく読み

取りができるもの 

アクセス可能性 特になし 

環境/省エネ配慮 電池購入のコストを考慮し、なるべく電池消費量が少ないもの 

文化配慮 特になし 

意識啓発/広報活動 過乾燥による胴割れ米の発生と重量の損失についての啓発と、適正水

分による精米の有用性の広報が必要。 

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・形状：小型のハンディタイプ、防塵カバー付き。 

・機能：測定範囲 10～20％、測定誤差 1％以内、メー

ターまたはデジタル表示、使用可能温度40度まで、電

源は乾電池（太陽光で充電可能なものが望ましい）。

太陽光で稼働するものであればさらに需要が見込ま

れる。5 分以上未使用の場合、自動的に電源オフ。 

株式会社ケット科学研究所製 米麦水分計ライスタ f 

http://www.kett.co.jp/products/pro1/1_4/ricef.html 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本あるいはアジアより輸出。 

・流通：ダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ、ムベヤ等の代理店から各地方都市の販売拠

点に供給。 

・販売：各地方都市の個人の販売店、農業協同組合連合、県の農業事務所を通じて販売。政府・

NGO 事業との連携による補助金付販売、農業開発に強みを持つ民間金融機関との連携による

クレジット販売。 

・意識啓発/宣伝：取り扱い方法が、スワヒリ語でわかりやすく説明されていること。 

・アフターサービス：扱い方がやや乱暴なために長持ちしない場合が考えられるので、NGO や組

合の職員および農業普及員と連携して農民による使い方をモニターし、状況に応じて研修会など

必要なアフターサービスを行う。 
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6）石抜き機 

＜対応するニーズ＞： コメの市場価値の向上と収益性の改善 

開発要件 

価格 100 万シリング（約 7 万円）以下 

頑強性 現状の精米所での機械の扱い方から、張り込み時等に機械のホッパー

部にもみ袋の重みがかかる事が予想されるため、頑強なボディが必要。

操作性 微調整が必要のないタイプが望ましい。 

アクセス可能性 機械のディーラーはダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ等の大都

市にあればよいが、部品のディーラーは地方都市に必要。また、修理が

出来る技術者の地方都市での育成も重要。部品の入手可能性が重要。

現金収入が収穫後にしか得られない農民の生活形態を考慮し、多様な

支払方法を提供。 

環境/省エネ配慮 燃料代、電気代ともにコスト高のため、負荷の低い、効率の高いものが

望ましい。 

文化配慮 特になし。 

意識啓発/広報活動 選別による食味の変化や市場価値の付加、市場での売り出し方などに

ついて、農民と精米業者への指導が必要。移動式サービスの可能性も

検討。 

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・形状：精米所の多くはスペースが十分にないので、縦型が望ましい。また、交

換部品は品質がしっかりしていて長持ちするものが良い。 

・機能：処理能力は 300～500 キロ/時。モーターか小型エンジンを使用。 

 

株式会社タイワ精機製 石抜機ピッコロ TS-100 

http://www.taiwa-seiki.co.jp/wcp/komenuka/product/index.jsp?key=2493 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本あるいはアジアより輸出。 

・流通：ダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ、ムベヤ等の代理店から各地方都市の販売拠

点に供給。 

・販売：各地方都市の個人の販売店、農業協同組合連合、県の農業事務所を通じて販売。政府・

NGO 事業との連携による補助金付販売、農業開発に強みを持つ民間金融機関との連携による

クレジット販売。 

・意識啓発/宣伝：取り扱い方法が、スワヒリ語でわかりやすく説明されていること。 

・アフターサービス：扱い方がやや乱暴なために長持ちしない場合が考えられるので、NGO や組

合の職員および農業普及員と連携して農民による使い方をモニターし、状況に応じて研修会など

必要なアフターサービスを行う。 
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7） 米の選別機 

＜対応するニーズ＞： コメの市場価値の向上と収益性の改善 

開発要件 

価格 100 万シリング（約 7 万円）以下 

頑強性 現状の精米所での機械の扱い方から、張り込み時等に機械のホッパー

部に籾袋の重みがかかることが予想されるため、頑強なボディが必要。

操作性 微調整が必要のないシンプルなタイプが望ましい。 

アクセス可能性 本体機械のディーラーはダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ等の

大都市でよい。しかし、部品ディーラーは地方都市に必要。また、修理が

出来る技術者の地方都市での育成も重要。 

現金収入が収穫後にしか得られない農民の生活形態を考慮し、多様な

支払方法を提供。 

環境/省エネ配慮 燃料代、電気代ともにコスト高のため、負荷の低い、効率の高いものが

望ましい。 

文化配慮 特になし。 

意識啓発/広報活動 選別による食味の変化や市場価値の付加、市場での売り出し方などに

ついて、農民と精米業者への指導が必要。移動式サービスの可能性も

検討。 

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・形状：精米所の多くはスペースが十分にないので、縦型が望ましい。また、交

換部品は品質がしっかりしていて長持ちするものが良い。 

・機能：処理能力は 300～500 キロ/時、モーターまたは小型エンジンを使用、網

目は 2～3 種類を用意。 

株式会社タイガーカワシマ製 ちびメイト R-5 

http://www.tiger-k.co.jp/tig/chibimeito.html 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本あるいはアジアより輸出。 

・流通：ダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ、ムベヤ等の代理店から各地方都市の販売拠

点に供給。 

・販売：各地方都市の個人の販売店、農業協同組合連合、県の農業事務所を通じて販売。政府・

NGO 事業との連携による補助金付販売、農業開発に強みを持つ民間金融機関との連携による

クレジット販売。 

・意識啓発/宣伝：取り扱い方法が、スワヒリ語でわかりやすく説明されていること。 

・アフターサービス：扱い方がやや乱暴なために長持ちしない場合が考えられるので、NGO や組

合の職員および農業普及員と連携して農民による使い方をモニターし、状況に応じて研修会など

必要なアフターサービスを行う。 
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（3） コーヒー 

1）環境にやさしい薬剤 

①殺虫剤 

＜対応するニーズ＞：土壌汚染、残留農薬への対策 

開発要件 

価格 1 万～5 万シリング（1 エーカーあたり） （約 700～3500 円） 

頑強性 特になし 

操作性 現状では、液材を背負い式スプレーヤーで散布するのが一般的。特別

な散布用器具を要しないものが望ましい。人体に害が少なく、より安価な

散布機材のある粒材が好ましいのではないか。全く器具を必要としない

形状、など商品の競争優位性を高めると大きな需要が見込まれる。 

アクセス可能性 0.5 から 1 エーカー分の分量に小分けされると、小農が購入しやすい。 

現金収入が収穫後にしか得られない農民の生活形態を考慮し、多様な

支払方法を提供。 

環境/省エネ配慮 環境を汚染せず、また十分な防護が難しいので人体に薬害のないもの

が望ましい。非有機リン系のものを開発。使用時期、使用量について、

十分な説明をつけることが必要。 

文化配慮 特になし 

意識啓発/広報活動 エ-カー当たりの使用量、軽量方法、散布方法がスワヒリ語でわかりやす

く記載されていることが必要。 

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・形状：1～2 キロ/0.5～1 リットル程度のパッケージ（0.5 から 1 エーカーに必要な量に小分け） 

・機能：多くの農民は十分な薬剤散布時の防護機材を持っておらず、また農業用水源は多くの場

合生活用水源と同じなので、人体および環境への薬害が低いものであることが重要。 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本あるいはアジアより輸出。 

・流通：ダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ、ムベヤ等の代理店から各地方都市の販売拠

点に供給。 

・販売方法：①個人の販売店、農業組合連合、県農業事務所を通じて販売。②セールス担当を確

保し（現地雇用等）、適切な使用法のデモンストレーションなどを行いながら対面販売。③殺虫剤

散布業者に直接販売。 

・意識啓発/宣伝：薬剤の面積当たり必要量、散布時期、散布時および保管時の取り扱い方法な

どが、スワヒリ語でわかりやすく説明されていること。 

・アフターサービス：使い方が適切でないために効果が表れない場合が考えられるので、NGO や

組合の職員および農業普及員と連携して農民による使い方をモニターし、状況に応じて研修会な

ど必要なアフターサービスを行う。 
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②殺菌剤 

＜対応するニーズ＞：殺菌による収益性の向上、現存する銅製殺菌剤による土壌汚染の回避 

開発要件 

価格 1 万～4 万シリング（1 エーカーあたり） （約 700～2700 円） 

頑強性 特になし 

操作性 現状では、水で希釈した粉剤をスプレーヤーで散布するのが一般的。特

別な散布用器具を要しないものが望ましい。全く器具を必要としない形

状の開発、など商品の競争優位性を高めると大きな需要が見込まれ

る。 

アクセス可能性 0.5 から 1 エーカー分の分量に小分けされると、小農が購入しやすい。

現金収入が収穫後にしか得られない農民の生活形態を考慮し、多様な

支払方法を提供。 

環境/省エネ配慮 環境を汚染せず、また十分な防護が難しいので人体に薬害のないもの

が望ましい。現在、銅による土壌汚染が報告されているため、非銅製の

もの。使用時期、使用量について、十分な説明をつけることが必要。 

文化配慮 特になし 

意識啓発/広報活動 エ-カー当たりの使用量、軽量方法、散布方法がスワヒリ語でわかりやす

く記載されていることが必要。 

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・形状：粒状また液状で 1～2 キロ/0.5～1 リットル程度のパッケージ（0.5 から 1 エーカーに必要な

量）に小分けする。 

・機能：多くの農民は十分な薬剤散布時の防護機材を持っておらず、また農業用水源は多くの場

合生活用水源と同じなので、人体および環境への影響が極めて低いものであることが重要。 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本あるいはアジアより輸出。 

・流通：ダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ、ムベヤ等の代理店から各地方都市の販売拠

点に供給。 

・販売：①個人の販売店、農業組合連合、県農業事務所を通じて販売。②セールス担当を確保し

（現地雇用等）、適切な使用法のデモンストレーションなどを行いながら対面販売。 

・意識啓発/宣伝：薬剤の面積当たり必要量、散布時期、散布時および保管時の取り扱い方法な

どが、スワヒリ語でわかりやすく説明されていること。 

・アフターサービス：使い方が適切でない（十分な量でなかったり、使用時期が適正でないなど）た

めに効果が表れない場合が考えられるので、NGO や組合の職員および農業普及員（販売方法

②の場合は販売員）と連携して農民による使い方をモニターし、状況に応じて講習会など必要な

アフターサービスを行う。 
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③微生物を用いた殺菌・殺虫剤 

＜対応するニーズ＞：土壌汚染、残留農薬への対策 

開発要件 

価格 1 万シリング～5 万シリング（約 700～3500 円） 

頑強性 特になし 

操作性 環境条件の構築・維持が比較的容易なもの（製造後 2 年室温保存可、

等） 

アクセス可能性 0.5 から 1 エーカー分の分量に小分けされると、小農が購入しやすい。

新規商品開発の色合いが強いため、販売店・個人販売員による流通で

はなく、公的組織による流通が望ましい。 

環境/省エネ配慮 外来種を活用した場合、生態系への影響が懸念されるため、在来種の

活用あるいは十分な調査を踏まえた外来種の活用が必要。 

文化配慮 現地あるいは近隣諸国の素材を使った商品開発。 

意識啓発/広報活動 化学農業に比べて有効期限が短く、効果発現が緩やかで、化学農薬の

使用が限定的になるため、微生物農薬使用のメリット（安全性が高い、

土壌汚染がない、虫・菌に薬剤耐性がつかない、長期的には化学農薬

使用量を激減できる、等）を伝えていく必要あり。 

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・形状： 粉末状で 100g くらいの小袋入り。数十～数百倍に希釈して使用。 

・機能： 農薬用マスク・手袋を付随して提供。 

＜ビジネスモデル＞ 

・研究開発：長期的な視点で、ODA 科学技術プロジェクト等のスキームを活用し、日本とタンザニ

アの大学および農業研究機関での共同調査・研究を実施。製品化が見込めた段階で企業（農薬

製造企業・製薬会社・バイオベンチャー等）と連携。 

・原材料調達・製造：タンザニアおよび近隣諸国より原料を調達。 

・流通：大学・研究機関から各地方都市の農業協同組合連合、県の農業事務所、農業研究機関

を通じて供給。 

・販売：農業組合連合、県農業事務所を通じて販売。 

・意識啓発/宣伝：ODA・政府と連携。農業組合・県農業事務所の職員や農業普及員・研究員か

ら、土壌汚染が地域住民に与える悪影響および有機農薬の有用性、適切な使用方法を伝える場

（デモプロジェクト等）を設け、普及と適切な使用を促進する。 

・アフターサービス：農民・上記関係者とともに長期的な観察をし、収量向上に向けた技術改良を

行う。 
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2）エコ・ツーリズム/コミュニティ・ツーリズム 

＜対応するニーズ＞：収入源の多角化、経営の安定化 

開発要件 

アクセス可能性 コミュニティ全体へのインパクトが重要なので、リーダー的農民を核とし

ながらも、より多くのコミュニティーメンバーが参加可能なプログラムも用

意することが重要。 

環境/省エネ配慮 環境を活用したプログラムと、環境を保全するための活動を取り入れた

プログラムを組み合わせる。宿泊や食事施設にも、できる限り持続的な

エネルギー源を使う。 

文化配慮 観光客の存在が、現地文化に対してネガティブな影響を持たないよう、

十分な配慮を行う。 

意識啓発/広報活動 受け入れ側コミュニティには十分な事前の研修訓練を実施し、また訪れ

る観光客の双方に対しても現地事情を理解するための事前の研修を実

施する。 

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・プログラムの種類：コミュニティ内の宿泊、コーヒ

ー生産現場の視察と作業への参加、キリマンジャ

ロの暮らしの経験、現地の文化と自然を学習する

ためのガイドウォーク、受け入れコミュニティの社

会開発プロジェクトへの参加など 

・コーヒーの木のオーナーになるプログラム（コー

ヒーの木数本単位で出資を募り、オーナーには

収穫後、焙煎・包装したコーヒーを送る） 

例：Kahawa Shamba50 

＜ビジネスモデル＞ 

・事業実施形態：日本からの投資（コーヒー豆輸入業者、旅行会社）、地元コミュニティ（コーヒー生

産者組合）、組合連合による共同出資。 

・サプライチェーン：日本の旅行会社が募集し、現地生産者組合または提携現地旅行会社が受け

入れる。 

・意識啓発/宣伝：対象コミュニティのみでなく、近隣コミュニティや地域行政などの協力も重要とな

るので、事前に十分な情報共有をしておく。 

・アフターサービス：常に、旅行者および受け入れ側コーヒー生産者のコメントを事業にフィードバ

ックする。 

                                                  
50 Tribes Travel が KNCU、Cafedirect、Twin および DFID と連携して実施しているプロジェクト。

http://www.tribes.co.uk/countries/tanzania/accommodation/kahawa_shamba 
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3）農園経営 

＜対応するニーズ＞：技術移転による品質向上、雇用の創出 

開発要件 

価格 年間 2 千万～4 千万シリング（約 130 万～260 万円） 

アクセス可能性 土地所有者である組合による出資者としての経営への参加、新品種の

導入・苗木生産と配布、技術指導などを通じて、地域のコーヒー生産コミ

ュニティへ裨益する仕組みが必要。 

環境/省エネ配慮 Common Community for the Coffee Community（4C）51や NKG の

Standar d for the Sustainable Coffee Production52のような基準を活用

して、環境と文化に配慮した生産・経営を行う。 

文化配慮 同上 

意識啓発/広報活動 地域コミュニティおよび日本の消費者に向けた、日本からの投資の意義

の啓発が必要。 

＜商品・サービスのイメージ＞ 

・機能：農園の経営改善、生産性の改善、地域コミュニティへの技術の提供、コーヒー生産モデル

の提示、日本へのコーヒーの安定供給 

＜ビジネスモデル＞ 

・土地、労力は現地で調達。 

・経営陣は日本・アジア・南米等から送り込む。場合によっては農園経営をすでに現地での経験を

持つ企業に委託する。 

・地主である現地の組合を出資者として取り込み、組合の能力向上を図る。 

・労働集約型の経営を行い、現地での雇用を創出する。 

・品質を高め、生産物の日本への安定的供給を図る。 

・エコ・ツーリズム/コミュニティ・ツーリズムと連携する。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
51 ドイツコーヒー協会と GTZ が関連団体と話し合って定めた基準。

http://www2.gtz.de/dokumente/bib/06-1059.pdf 
52 NKG 社が GTZ の協力で作製したガイドライン。http://www.bootcoffee.com/sustainableguide.pdf 
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（4） ナイルパーチ 

1）ボート 

＜対応するニーズ＞：漁の効率化と収入の安定化 

開発要件 

価格 500 万～1000 万シリング（約 35 万～70 万円） 

頑強性 耐用年数は 5 年以上 

操作性 容易な保守管理 

アクセス可能性 ディーラーはダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ等の大都市にあ

ればよいが、販売店は地方都市に必要。修繕のための技術者や補修資

材も地方都市にあることが望ましい。購入に当たっては、政府、NGO あ

るいは加工業者と連携し、クレジットでの販売が必要。クレジットによる

販売が可能となれば、小規模漁民のグループによる購入が増えると思

われる。 

環境/省エネ配慮 廃棄処分が難しい強化プラスチック（FRP）製は避けることが望ましい。

FRP 製の場合は、廃棄処分方法、再利用方法についての検討が必要。

文化配慮 特になし 

意識啓発/広報活動 長い耐用年数および保守管理の容易性を周知させることが必要。また、

古くなった船体の処分方法について、注意を喚起する必要がある。 

＜商品イメージ＞ 

・材質：強化プラスチック（FRP）製またはアルミ製 

・形状：現地のボートは和船タイプ 

・機能：全長 5～10 メートル、 大搭載馬力 15 馬力、イ

ケス付き 

 

                                 ヤマハ発動機株式会社 W-14CH 

http://www.yamaha-motor.jp/marine/lineup/j-boat/w14-19/ 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本あるいはアジアから輸入 

・流通：ダルエスサラーム、ムワンザの代理店を通じて供給。 

・販売：政府、NGO、加工業者との連携によるクレジット販売が必要。 

・意識啓発/宣伝：初期投資の高さについて、長期的なコストの低さと保守管理の容易性を知らし

める必要がある。また、長持ちさせるための保守管理方法を十分に指導する。 

・アフターサービス：政府・NGO 等と連携して保守管理のための資材の供給と、技術者の育成、

配置を行う。 
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2）魚網 

＜対応するニーズ＞：保守管理にかかる時間とコストの削減 

開発要件 

価格 1 万～3 万シリング（約 700～2000 円） 

頑強性 3 年以上の耐用年数。 

操作性 扱いやすい材質を使う。 

アクセス可能性 補修用の資材が、地方の販売店を通じて供給される。 

環境/省エネ配慮 規制されている網目サイズを順守。 

文化配慮 特になし。 

意識啓発/広報活動 漁業ストックの減少に対処するために、規制されているサイズの網の使

用を推進する。 

＜商品イメージ＞ 

・材質：ポリエチレン、ポリエステルなど。 

・形状：刺し網。長さ 90 ヤードで網目は 5～7 インチ。長辺の網目の数は、26 個・52 個・78 個の 3

種類を用意。 

・機能：耐久性、扱いやすさ 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達：日本またはアジア。 

・製造：現地工場で網を生産し供給。現在タンザニアで網の生産をしている企業（現在は Imara 

Fishnet Ltd.、Fanaca の 2 社）との合弁企業を作り、日本製品の普及とともに長期的な技術移転

もはかる。 

・販売：ダルエスサラーム、ムワンザ、タンガ等の販売店を通じて販売。また、上記現地企業がも

つ流通網も活用。 

・意識啓発/宣伝：品質の高さと価格、耐用年数から計算された長期的なコスト削減の可能性。「日

本の技術が使用されたタンザニア製」であることを強みとする。 

・アフターサービス：補修用の資材の供給体制の構築。 
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3）船外機 

＜対応するニーズ＞：漁の効率化と収入の安定化 

開発要件 

価格 300 万シリング（約 20 万円）程度 

頑強性 耐久性の高さと故障の少なさが極めて重要。エンジンが、低い燃料の純

度に対応していること。保守管理がしやすいこと。 

操作性 微調整のいらないシンプルな操作であること。 

アクセス可能性 中所得層の船主が船外機も所有する。クレジットによる販売が可能とな

れば、小規模漁民のグループによる購入が増えると思われる。 

環境/省エネ配慮 廃油等の処理が適切に行われないので、2 ストロークエンジンが適正と

思われる。燃料が高騰傾向にあることから、低燃費であることが重要。 

文化配慮 特になし。 

意識啓発/広報活動 初期投資は高くとも、耐用年数の長さから長期的にはコスト削減につな

がる点を強調。 

＜商品イメージ＞ 

・材質： 

・形状：船外機は毎日家に持ち帰るので、装着と取り外しが容易で、

なおかつ重量の小さいことが望ましい。 

・機能：ガソリンエンジン、2 ストロークまたは 4 ストローク、9～15 馬

力、純度の低い燃料への対応 

 

 

ヤ マ ハ 発 動 機 株 式 会 社  9.9 馬 力 船 外 機 

F9.9FMH 

http://kanno-marine.shop-pro.jp/?pid=10567296 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本から輸出。 

・流通：スクリュー、オイルシールなどの部品は地方都市の販売店に十分にストックされる体制を

作る。また、販売店による部品の調達にかかる時間とコストを削減する。 

・販売：保守管理方法、適正部品とコピー部品違い、スクリュウの種類によるパフォーマンスの違

いなどを漁民に見せ、また販売店にもよく理解してもらう。 

・意識啓発/宣伝：地元の販売店や修理技術者の信頼を勝ち取ることが重要。良い部品を使うこと

が信頼性と耐久性につながることを広報する。 

・アフターサービス：政府・NGO 等と連携して地元修理業者の育成を行い、持続的な販売体制を

確立する。 
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4）ライフジャケット 

＜対応するニーズ＞：漁中の安全確保 

開発要件 

価格 4 万シリング（約 3000 円）以下 

頑強性 鋭い直射日光下でも劣化しない頑強性が必要。 

操作性 シンプルな操作性 

アクセス可能性 地元の販売店にて注文で取り寄せることができる。 

環境/省エネ配慮 特になし 

文化配慮 特になし 

意識啓発/広報活動 安全のために装備、装着を推進する。 

商品イメージ 

・材質：ナイロン・ポリエステル製 

・形状：ベスト型 

・機能：浮力 8K 以上、 

 

 

 

株式会社オーシャンライフ オーシャン C-Ⅱ型 TYPE A 

http://www.lifejacket.jp/plesure.html 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本、アジアから輸出。 

・流通：ダルエスサラームのディストリビューターと地方の販売店による供給、または販売店への

直接の供給。 

・販売方法：地方の販売店を通じて販売、あるいは BMU 毎の一括注文による販売。 

・意識啓発/宣伝：漁具・船外機の販売店、行政事務所、漁業研修所、BMU などを通じて、必要性

を宣伝する。 

・アフターサービス：政府・NGO 等と連携して利用状況をモニターし、問題があれば対処する。 
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5）製氷機 

＜対応するニーズ＞：販売先の多様化、加工食品による生活改善 

開発要件 

価格 500 万シリング（約 35 万円）以下 

頑強性 少々乱暴な扱いでも壊れない頑強なボディが必要。 

操作性 微調整が必要のないタイプが望ましい。 

アクセス可能性 機械のディーラーはダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザ等の大都

市にあればよいが、部品のディーラーは地方都市に必要。また、修理が

出来る技術者の地方都市での育成も重要。 

購入に当たっては、政府、NGO あるいは加工業者と連携し、クレジット

での販売が必要。 

環境/省エネ配慮 電気代ともにコスト高のため、負荷の低い、効率の高いものが望ましい。

文化配慮 特になし。 

意識啓発/広報活動 氷を使った食品の保存とその限界についての説明が必要。 

＜商品イメージ＞ 

・材質：ステンレス製 

・形状：広いスペースを要しない縦置き型 

・機能：製造・貯氷 100 キロ以上/日、220V（電圧の上下に対応）。フレ

ークアイスが製造できるタイプ。 

 

 

ホシザキ電機株式会社 フレークアイスメーカーFM-120F 

 http://www.hoshizaki.co.jp/p/ice-engine/flake/underc/fm-120f.html 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本あるいはアジアから輸入。 

・流通：ダルエスサラーム、ムワンザの代理店を通じて供給。 

・販売方法：ダルエスサラーム、ムワンザの代理店を通じて販売。政府、NGO、加工業者との連

携によるクレジット販売が必要。 

・意識啓発/宣伝：寿命を長引かせるための日常的な保守管理方法の指導。 

・アフターサービス：政府・NGO 等と連携し、保守管理のための資材の供給と、技術者の育成、配

置を行う。 
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6）加工用機材 

＜対応するニーズ＞：付加価値の向上と収入の安定、漁民の栄養改善 

開発要件 

価格 50 万～100 万シリング（約 3 万～7 万円） 

頑強性 水や泥の多い環境での使用が見込まれるので、錆びにくくあまり精密で

ないもの。 

操作性 素材加工の質よりも、操作・保守管理のしやすさを追求。 

ふたを完全に閉めないと刃が回転しない、など安全性を考慮。 

アクセス可能性 部品が地方の家電販売店で購入できる必要がある。電気系統の修理が

できるよう、販売店の販売員を教育することも必要。 

環境/省エネ配慮 電化率が低い地域も多いことを考慮し、電気電源を使用するものに加

え、手動用製品も開発できればさらなる需要が見込める。 

文化配慮 特になし 

意識啓発/広報活動 衛生基準を設け、遵守することを啓蒙する。また、加工品摂取による子

供の栄養改善の啓蒙ができれば尚よい（「粉砕した魚の骨ごと食べるこ

とでカルシウムを摂取でき、骨の発達を促進できる」など）。 

＜商品イメージ＞ 

・材質：外側がプラスチック、内側がステンレス 

・形状：小型で、安定性のよい円筒形あるいは底面積が広いもの 

・機能：「きざむ」「する」「まぜる」「こねる」が 1 台で可能。処理能力は 

数キロ/1 回 

株式会社ヤナギヤ 擂潰機 RS220-RS10 

http://www.ube-yanagiya.co.jp/html/machine/kakuhan/rs.html 

 

 

日立パワーフードプロセッサー HFP-B3 

http://www.hitachi-ls.co.jp/products/al/mill/269.html 

＜ビジネスモデル＞ 

・原材料調達・製造：日本あるいはアジア 

・流通：ダルエスサラーム、ムワンザ、タンガ等の販売店から供給。 

・販売：①販売店の販売員から販売。販売時に、使用方法、簡易な保守管理方法を説明してもら

うよう、販売員の教育が必要。②現地 NGO や女性グループと連携し、栄養改善ワークショップな

どにより需要を喚起するとともに、レシピの開発・更なる市場開拓を共同で行う。 
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政府・NGO 事業との連携による補助金付販売、農業開発に強みを持つ民間金融機関との連携

によるクレジット販売。 

・意識啓発/宣伝：特に女性を対象として、加工品摂取による栄養改善の効用および加工品販売

による収入向上の実例を伝えるツール・場を作り、啓蒙を通じた販売を実施。 

・アフターサービス：販売店に対する取り換え部品（ブレード・モーターなど）の定期的な供給。漁

師および販売員の間で保守管理が完結できるような技術レベルの製品にする。 
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