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冒 途上国での日本の農業機械・技術の貢献の可能性
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1. はじめに

2015年 3月 10日に行われた農業食料工学会の農業機

械部会の基調講演をもとにした本文の目的は，農業機械

に携わる産官学の技術者の方々に対し，農業機械に関わ

る海外での事業展開を一緒に考えてもらうために話題を

提供することである。そこで，以下のようなテーマを用

意した。

a. 最近の ODA(政府開発援助）事業の傾向 （農業分野）

b. 中小企業の海外展開支援事業

C. 日本の農業機械・技術の可能性

d. 途上国農業の開発課題

e. 日本農業機械・技術の強み・弱み・機会・脅威

f. 提案

まず， a.では農業分野における ODA事業の傾向を概

観する。b.では中小企業の海外進出を支援する公的支

援事業を紹介する。C.では日本農業機械の途上国への導

入の可能性について述べる。本来ならば途上国での

マーケット分析などを試みるべきであるが，近年関わっ

てきた，主に JICA (国際協力機構）の委託調査業務と技

術協カプロジェクトの現場で経験したこと，まだいく

つかの調査報告書から引用した定性的な情報に基づい

て，その可能性を提示する。d.では途上国の農業の開発

課題を簡潔に整理し， e.ではその開発課題を解決する場

E-mail : inoue@icnet.co_jp 

合の日本の農業機械を SWOT(強み ・弱み ・機会 ・脅威）

で整理する。最後に， f.では， b.で紹介した支援事業を

使い， e.の結果に基づいて海外での事業展開をいくつか

提案する。

2. 最近の ODA事業の傾向（農業分野）

JICAを実施主体とす る ODA事業の農業分野では，

おおまかに四つの傾向がみられる。第一に，穀物を中心

とする食糧安全保障の基本は変わらない。コメについて

は，アフリカにおける増産支援が継続されており ，主要

なコメ生産国で生産性向上重視の案件が計画 ・実施され

ている。それにともなって経済性もふまえた持続的な

農業機械化の声が聞こえる。第二に，所得確保と所得向

上を確実にする市場志向型農業の案件が顕著になってい

る。これは， さきの第 5回アフリカ開発会議で安倍総理

が通称シェップ (SmallholdersHorticulture Enhance-

ment Project : SHEP)という市場志向型案件の展開に言

及したこともあり，アフ リカ でこの案件実施の傾向が顕

著である。第三に，東南アジアでは，生産性向上から品

質改善に案件をシフ トしている。有機栽培，安全農産物，

加工や高付加価値化，差別化，ブランド化を目指し，輸

出志向の農業を計画するための調査やモデルづくりの技

術協カプロジェクトが実施されている。第四に，ODA

で日本の中小企業の海外展開を支援する事業が平成 24

年度から進められている。農業分野の企業もこれを活用
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表 1 平成 26 年度補正•平成 27 年度 JICA 運営費交付金事業

基礎調査 案件化調査 普及・実証事業

途上国の課題解決に貢献する 中小企業等からの提案に基づ 中小企業等からの提案に基づ
中小企業の海外事業（直接進 き製品技術等を途上国へ活用 き製品技術等に関する途上国

概要 出による事業）に必要な基礎 する可能性を検討する為の調 への現地適合性を高めるため
情報収集・事業計画策定の為 査 の実証活動を通じその普及方
の調査 法を検討する事業

H27年9月公示説明会， 10月 [I回目】 【H26年度補正】
応募締切， 12月採択通知 H27年3月公示説明会， 4月応 H27年3月公示説明会， 4月応

日程
募締切， 6月採択通知 募締切， 6月採択通知
【2回目】 【H27年度当初】

H27年9月公示説明会， 10月 H27年9月公示説明会， 11月
応募締切， 12月採択通知 応募締切，H28年1月採択通知

上限
850万円

3000万円，機材の輸送が必要
1億円

金額 な場合は5000万円

期間 数ヶ月~1年程度 数ヶ月~1年程度 1~3年程度

人件費（外部人材活用費の 人件費（外部人材活用費の 人件費（外部人材活用費の
負担 み），旅費 み），旅費，輸送費，製品紹 み），旅費，輸送費，製品の
経費 介や試用等に要する経費等 普及・実証等に要する経費，

しており，この事業については次章で紹介する。

3. 中小企業の海外展開支援事業

表 lにJICAが実施する中小企業などの海外展開支援

の委託事業をまとめた。事業の特徴として，対象国の開

発課題を解決するということで事業の公共性を担保して

いる。企業が事業へ応札するにあたり，現地進出への強

い意志ネットワークがあることが好まれる。地域で言

うと，アジアでも特にベトナム，インドネシア，フィリ

ピンを対象とした応札案件が多い。応札するにあたり，

JICA側からの細かい指示や提案書の作成・提出を迫ら

れ，その果てに受注できない憂き目にあう企業側の不満

も聞く。また，受注しても企業側に旅費と日当• 宿泊費

は支給されるが，エンジニアリングフィーが出ない。こ

のように制約された事業の仕組みはあるが，この事業で

企業の製品が相手国政府に購入されたという実績ができ

ると，対象国内の販売強化に役立てることは可能である。

基礎調査の実績を披露すると， 2014年 1月は 61件の

応札があり，落札は 9社で競争率は 7倍であった。案件

化調査は 65件ほどの採択を予定しているが，最近は 8

倍と厳しい。普及実証事業は 37件ほどを予定しており，

それでも最近は 5倍になる。普及実証事業で扱われる製

品は，事業予算で買い取られて相手国へ供与される。こ

れにより，販売実績ができるので企業の売りになる。

どうやったら，支援事業を受注できるのか。ひとつに

はその企業の製品や技術の比較優位性があげられる。途

上国の課題を解決できるか， という視点で製品や技術が

評価される。

4. 日本の農業機械の可能性

開発途上国といっても，世界銀行が一国の開発状況を

評する貧困指標や社会経済発展の度合いは非常に異な

設備・資機材購入襲等

る。そのため，全ての途上国に対して一括りで日本の農

業機械・技術の導入の可能性を述べることは不可能であ

る。ここでは，筆者が実際に担当した ODA事業また

は各種調査報告書から得られた情報をもとに，いくつか

の国を取り上げ，定性的な情報を中心に日本の農業機

械・技術の可能性を述べることにする。

1) ナイジェリア

ナイジェリアは人口が 1億 7,000万人を超え，サブサ

ハラアフリカ最大の米生産国である。その一方，消費量

約 600万トンの半分以上を輸入で賄っており，国内産米

の増産は急務である。もうひとつの課題は米の品質が悪

いことである。パーボイルド米を生産しているが，輸入

パーボイルド米に比べて品質が悪く，価格が高くても消

費者は輸入米を購入する傾向にある。品質の問題はまず

石の混在であり，米のバリューチェーン上で石を抜くこ

との経済的動機が働くのが，精米業者とパーボイル加工

業者であり，石抜き機のニーズは高いと考える。

弊社がJICAから受託している「コメの収穫後処理技

術・マーケティング能力向上プロジェクト」では，現地

で入手可能な緯国製の石抜き機を購入して普及を目指し

ている（図 1)。石抜き機の現地価格は約 3,500ドルで，

国の農業機械に対する補助政策を想定し，事業者には補

助価格を提示する。品質向上分の利益増加により，約 4

カ月で購入価格を返済できるという試算結果を示し，

パーボイル加工，精米，石抜き，パッケージ米の販売モ

デルを試行している。

次に雨期の乾燥作業の機械化のニーズがある。パーボ

イル加工された籾は通常天日乾燥される。乾期の場合

は，乾燥作業はその日のうちに処理できる。しかし，雨

期の場合，天日乾燥作業の途中で降雨にあって中断せざ
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図 l 輯国製の小型石抜き機を使った研修

図 2 天日乾燥中の降雨による乾燥の中断

るを得なくなることがあり，乾燥に使われる敷物で籾を

包んでいる状態で，次の朝まで放置されることが多い（図

2)。その結果として，カビ，異臭変色が起こり，精米

後の品質に大きな影響を与えている。小規模な平型乾燥

機の適応性は高いと考えている。

2) ベトナム

ベトナム政府は，農業機械化の数値目標を政府が設定

している。2010年当時の圃場準備作業の機械化率 70%

を2020年には 95%に，播種作業の 25%を70%に収

穫作業の 30%を70%に，加工作業の 30%を80%に引

き上げる， というものである。農業機械化を進める政策

的な環境は整っている。水稲用播種機，乾燥機，籾選別・

籾摺籾玄米選別ユニット，畑作用播種機， トウモロコシ

用のコンバインハーベスタの可能性があると考える。

まず，弊社がJICAから受託した「平成 26年ベトナム

の農林水産業セクター情報収集 ・確認調査」結果による

と，輸入米を産出するメコンデルタ地域では，籾の単収

はすでに上限に達しているが，生産費の上昇率に籾の販

売単価の上昇率が追い付かず，利益率が上がらないこと

的燥応

6% 

図 3 メコンデルタ地域の 120稲作農家が将来導入したい

農業機械 （質問票調査，複数回答=145)

乾燥作業

-璽≫

一
" 

~ 
図 4 籾から精米までの伝統的な流れ

が課題として浮き彫りになった。したがって，機械化に

よる規模拡大はひとつの打開策だ。筆者が生研センタ ー

から受託した「平成 26年度農業機械等緊急開発事業の

推進に関する委託事業のうちアジア調査事業」で実施し

た聞き取り調査では，農家が将来必要とする農業機械の

割合が高かったのは播種機であった（図 3)。メコンデル

タの作付けでは直播が主流で，規模拡大を効率的に行う

ためにトラクタ装着用の直播機にニーズがあると見てと

れる。

次に乾燥機のニーズがある。メコンデルタ地域では乾

燥機で処理されている籾は全体の 45%にとどまってい

る。残りは天日乾燥のため，天候の悪い雨期は乾燥が不

十分で，乾燥後の水分量が高いままになり，貯蔵や流通

の段階で品質の劣化が起きる。図4に示したように，伝

統的な籾の流れのなかで，農家や集荷業者が乾燥作業を

担っているが，米の所有者と作業の担い手が次々と代わ

るため，一貫した品質管理が困難となっている。普及し

ている乾燥機は平型が9割，立型が 1割だが， どの規模

であっても品質の劣化や損失を防ぐために高性能の乾燥

機導入の必要性は極めて高い。

2012年に JICAが実施した「ベトナムにおける戦略的

加工食品の創出と本邦食品関連ビジネスの進出促進のた

めの情報収集・確認調査」によると，米の品質が明瞭に

判断できる玄米流通にともない， 日本式の籾選別・籾摺

籾玄米選別ユニットの市場がこれから展開される可能性

があると報告されている。伝統的な籾調達では品質管理

が非常に難しいため，大規模精米所を中心に玄米調達が

すでに始まっている。玄米取引になるとコメの品質が明

確に分かり，取引価格が合理的に決まる。玄米流通にと
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もない籾摺 ・籾玄米選別機の必要性が高まると考えられ

る。

最後に，畑作用の農業機械の導入可能性も高い。ベト

ナムのトウモロコシは米に次いで作付面積が多い作物で

ある。政府は，飼料用トウモロコシの栽培面積を llO万

haから2020年までに 150万 haに拡大する目標を掲げ

ている。図5に示すように， トウモロコシの作付けが多

い南東部地域で弊社が行った質問票調査によると， トウ

モロコシ農家が将来導入したい農業機械は直播機と散播

機で 40%を占め，その次にトウモロコシ用のコンバイ

ンハーベスタがあげられた。

3) ラオス

ラオスの稲作はモチ米が主体で米生産量の 8割を占

め，そのほとんどが自給用である。その一方でウルチ米

の生産が伸び，すでにフランスなどにもウルチ米が輸出

されている。ラオス政府は，ウルチ米の増産振興政策を

打ち出し，全国の平野部に広がる 27カ所の潅漑開発事

業も進めてきた。ウルチ米のコメビジネスが活発になる

と思われる。他方，安いラオスの労働力は隣国のタイに

流入する傾向があり，農繁期の労働力が不足して農作業

の人件費が高騰してきた。そのため，小規模稲作用の農

業機械収穫後処理機械のニーズが高まると考えられる。

ラオスは品質の高いコーヒーでひそかに有名である。

南部に位置するボロベン高原はその気候からコ ーヒーの

生産が盛んで，標高 1000m以上で栽培できるアラビカ

種が主に生産されヨーロッパや日本に輸出されている。

生産現場では， さらに品質を高め付加価値をつけて組合

組織で出荷する営農グループが芽生えてきている。図6

乾燥機

図 5 南東地域の 120トウモロコシ農家が将来導入したい

農業機械 （質問票調査，複数回答=203)

のように，完熟のチェリーの収穫から焙煎前の生豆まで

の加工過程で，生産者による作業の協同化と機械化が進

められ，パーチメン トや生豆という付加価値のついた商

品として，市場価格をにらみながら出荷している。これ

らを可能にする「コーヒー用の収穫後処理用機械」とし

て，果肉除去機，パーチメントの脱穀機と選別機，生豆

の選別機などの開発・導入の可能性が考えられる。

4) ミャンマー

ミャンマーは，稲作用機械とサトウキビなどの畑作用

トラクタや収穫機のニーズがある。

2012年の JICAの「ミャンマー国の農業機械化に関す

る情報収集・確認調査」によると ，現地では農業労働力

の不足賃金の上昇が認められ，農業労働力を集めるの

が困難になっていると報告されている。シャン州では歩

行用トラクタの導入により ，土地利用率が上がって耕作

面積を増やすことが可能となった結果，機械化されてい

ない作業では労働力が足りなくなり，地域全体として農

業労働力が不足しているということも報告書では指摘し

ている。そして， ミャンマーの農業機械は畜力の代替と

しての利用が多く，労働者不足や賃金上昇を直接の動機

とした機械導入は少なかった。今後は，省力を目的とす

る機械導入が増えていくと結論づけている。具体的に

は，基盤整備がすでに実施されている潅漑地区での稲作

用機械や，サトウキビなどの畑作地区でのトラクタや収

穫機に対して需要があると報告されている。

5. 途上国農業の開発課題

冒頭でも触れたが，途上国の農業の開発課題をもう一

度提示しておきたい。大きくは 1)生産性の向上， 2)品

質の向上， 3)付加価値の創出， 4)重労働からの脱却の

四つである。

1)は，主食である穀物の食糧安全保障に関係し，特に

アフリカ諸国では米を輸入に依存している国が多く，貴

重な外貨を使っているので穀物の増産は急務である。適

期の播種，施肥，防除，収穫などの作業ができず，東南

アジアに比べて低生産性に甘んじている。機械化も進ま

ないために規模拡大も難しい。

2)は，米にもあてはまる。上述した米輸出大国である

ベトナムのメコンデルタ地帯の稲作の生産性は上限に達

している反面，品質面ではタイ産のコメに劣るために販

売価格は安い。販売単価を向上させるための品質の向上

が望まれる。

3)は最近のインドシナ諸国では農産物の品質向上が

進められ，付加価値により差別化した輸出志向の商業的

農業を目指している。

図 6 コーヒーチェリーから生豆までの加工プロセス



298 (16) 農 業 食 料 工 学会誌第 77巻 第 5号 (2015)

表 2 日本農業機械 ・技術の SWOT

強み (Strengths) 弱み (Weaknesses)

S-1 Made in Japan, Made by Japanという

日本製品に対するイメージが良い

S-2品質 （作業精度・能率）が高い

S-3多様な器作業・作目に対応できる
S-4小規模から大規模に対応できる

S-5加工，選別，包装の作業に対応できる

S-6高度先端技術を駆使した機械がある

W-1価格が高い

W-2部品供給網が一部に限られる
W-3一部のメーカブランドのみが海外で

知られている

W-4中小企業は体力的に不安がある

W-5 リスクをとることに不安がある

W-6市場を把握する術がない

機会 (Opportunities) 脅威 (Threats)

0-1人件費が高騰傾向にある

0-2展作業委託が盛んになりつつある
0-30DAでは威力を発揮している

0-4中小企業支援事業がある
0-5官民で開発を進める （緊プロ事業等）

0-6円安

0-7アセアン経済統合
0-8親日国が多い

0-9人ロポーナス期を多くの国が迎える
0-10日本では売れな くても 20年前ひと

昔前の製品が売れる

T-1安い外国製の農業機械の存在

T-2高度技術以外は箇単にコピーされる
T-3カントリーリスク

T-4高い行政手統きコスト

T-5通関トラブル

T-6現地人材・パートナの確保が困難

T-7インフラ・工業規格などの未整備
T-8人材育成・研究・普及の不備

T-9ユーザの睛買カ・ 資金力のなさ
T-10金融商品・制度資金の不備

・進出の目的の明確化

•投資予算の決定

• 国内の社内体制、現地の人員体制の検討

・収益目標の明確化

・国・地域の優先順位検討

・市場規模、製品別シェア、競合他社動向、消費者動
向、流通販売チャネル、将来予測分析

•上記から拠点設立形態や事業規模についての基本方
針を決定

正
曲

e轍
懺
喪
枢
圏
血
"

・事業化のシュミレーション

図 7 海外への事業進出と支援事業の活用

4)は，途上国の農業を支えている大半の小規模農家や

小規模の加工業者が，過酷な生産環境下で重労働を強い

られている。農作業によっては女性が担っている場面も

多くみられ，省力化のための機械化が望まれる 。

6. 日本農業機械の強み・弱み・機会・脅威

こうした途上国の農業の開発課題に対し， 日本の農業

機械・技術がその課題を解決するために途上国に進出で

きるかという基本的な質問を設定し， 日本の農業機械に

ついて，強み，弱み，機会，脅威 (=SWOT分析）で整

理した結果を表 2に掲載する。 ここでは紙面の関係上，

一つ一つの S,W. 0. Tについて背景や事例などを解説

できないので，読者自身で解釈してほしい。

7. 提案

日本の農業機械 ・技術を 開発途上国に導入するために

以下の四つを提案したい。

1)海外への事業進出と支援事業の活用

2)ニーズとシーズのマッチングとパー トナ探し

3)グループ代理店方式に よる販売事業

4)遠隔農作業受託事業

1)では，海外事業を展開 したいという企業が，冒頭で

紹介した中小企業支援事業を使った場合に，事業化への

一 般的な流れを概念的に説明する。次に，上記の

SWOT分析 か ら導き 出 された海外展開事業化 の仕込み

を2)で提案し，同じ<SWOT分析による海外展開事業

の姿を 3) と4)で説明する。3) と4)はあくまでもイ

メージとしてとらえてほしい。

1)海外への事業進出 と支援事業の活用
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図 8 ニーズとシーズのマッチングとパートナ探し

図 9 グループ代理店方式による販売事業

中小企業が海外進出する際の目的を大きく分けると，

① 製造業が海外に工場を設立する，② 新規顧客を獲得

するため海外市場に参入することだろう 。その際，社内

での意思決定にはいくつかの段階があると思うが，ひと

つの意思決定の流れは図 7のようになると考えられる。

この意思決定フローに冒頭の各種支援事業の活用を提案

する。

まず，全社的な事業戦略には，海外進出の位置づけの

ほか，投資予算や国内の社内体制，現地での体制，収益

目標といったものが含まれる。投資予算については，自

社資金だけで進出が可能な中小企業は少ないため，支援

事業を利用することが考えられる。次のエリア戦略策定

では，進出する地域や国を決めることが目的で，そのた

めに各国の情報を整理して比較検討する必要がある。ア

セアン地域であれば，日本国内で十分な量の情報を収集

することができるが実際に現地の生情報を収集し，そ

れと合わせで情報の取捨選択が必要になる。マーケット

リサーチやフィジビリティスタディ調査では現地での

各種調査が行われるが，大部分の中小企業にとって，こ

うした調査を自社で実施する余裕はなく，この場面でも

支援事業の利用や調査会社への直接委託などが現実的で

はないかと考える。

2) ニーズとシーズのマッチングとパートナ探し

図8は，ベトナムを例にしているが，ベ トナムでは日

本製の商品については非常に良いイメ ージがある (S-1)

にもかかわらず，具体的にメーカや製品の情報は限られ

て (W-3),一部のメーカブランドが良く知られている

(W-2)。また，人ロボーナス期を迎え (0-9). ますます

労働者の購買力は高まる。稲作では農作業委託が盛んで

(0-2), 品質の良い効率的な機械が望まれている。提案

している事業は，紹介した支援事業の予算や補助金を

使って (0-4),中小企業が各社の商品を持ち寄り，ベト

ナムでは販売店やユーザの代表が集まり，現地のニーズ

と日本企業側のシーズを確認し合い，マッチングを検討

する。また，現地のパー トナを探してネットワークを構

築する。この事業はいわゆる仕掛けで，これが海外展開

事業のきっかけになるだろう 。

3) グループ代理店方式による販売事業

中小企業 1社のみで海外展開するのは，体力的に厳し

くリスクも大きい (W-4,W-5)。さらに市場を把握する



300 (18) 農業食料工学会誌第 77巻第 5号 (2015)

園 10 遠隔農作業受託事業

のが難しい (W-6)。そこでいくつかの企業がグループ

をつくり ，図9のように，現地に代理店を置く販売事業

を提案する。これは実際に輯国の企業グループがナイ

ジェ リアで実践している方法である。グループの各企業

はそれぞれ異なる商品を扱い重複を避ける。農業機械の

製造企業だけでグループ化することにこだわらなくても

よい。現地側ではパートナが機械化を進めるための政府

への仕掛けやマーケット調査を行い，販売網を確保して

いく。企業側は製品の出荷とサービスを充実させるため

に，現地パート ナのスタッフに対して技能訓練を行う 。

4)遠隔農作業受託事業

最後に，図 10に示した遠隔農作業受託事業の提案を

したい。一部の途上国では農作業の受託事業がビジネス

になる。アフリカの国々では，行政が トラクタによる圃

場準備作業のサービスを提供していた。しかし，マネー

ジメントや作業精度，機械の維持管理が効果的に実施さ

れていない。一方で篤農家や ビジネスセンスのある民間

や NGOによる農作業受託作業が芽生えている (0-2)。

日本の企業は現地のパートナを支援事業で発掘し

(0-4), 自社の製品で農作業の受託事業を全国展開する。

パー トナは家族経営で成功している民間がいろんな意味

で望ましい。農作業の受託には圃場準備作業ばかりでは

なく ，賃借りや賃揚きも含まれる。
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