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JICAの農業・農村開 発 分 野 の 協 力

禁藤克郎キ

1 途 上 国 の 農業・農村開発を

めぐる動き

(1)食料安全保障への希求の高まり

世界の穀物価格は 2006年ごろから上昇の兆しを

見せ， 2008年にピークに達して世界の国々に大きな

影響を与えたが，とりわけ発展途上国に与えた影響

は甚大で、あった。途上国の中でもとくに貧困層にお

いては十分な食料を入手できないといった状況が

生じ，政府への批判の高まりから政権交替を余儀な

くされた国も発生した。今回の穀物価格高騰の原因

としては，①中国等の発展途上国の経済発展による

食料需要の増大，②ノ〈イオ燃料による需要増大，③

地球規模の気候変動の影響といった中長期的・構造

的な要因に加え，④投機資金の流入，⑤穀物輸出国

による輸出規制などの短期的な要因が指摘されて

いる。穀物価格はその後，下落の傾向にあるが， 2009

年 11 月の時点では 2006 年秋頃に比べて1. 4~ 1. 8

倍の水準で推移している。高騰の原因となった短期

的な要因はなくなったとしても，穀物需要自体は現
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図 1 世界の飢餓人口の推移

在の約 23億トンから 2030年の約 28億トンまで増

加すると見られており，これに見合った増産がなさ

れない限り需給が再度逼迫する可能性が残されて

し、る。

2000年 9月に開催されたI国連ミレニアムサミッ

ト」において，国際社会が共有すべき開発および貧

困削減の具体的目標として「ミレニアム開発目標

(MDGs) Jが採択され， 2015年までに達成すべき

8つの目標のひとつとして「極度の貧困と飢餓の撲

滅」が掲げられている。その具体的なターゲットと

して， 2015年までに飢餓に苦しむ人々の割合を 1990

年の半数に減少させることが植われているが， FAO

は 2009年の世界中の飢餓人口は 10億 2000万人に

達すると発表した。これは， FAOが2008年 12月に

発表した飢餓人口の 9億 6300万人よりさらに増加

しており， MDGsの達成はきわめて難しいと見られ

ている。

以上のような背景から，食料安全保障に対する希

求がこれまで以上に強くなっており，経済力を有す

る食料輸入国は海外の農地を取得して自国向けの

食料生産を行おうとする動きも

見られている。経済力に乏しい発

展途上国においては，いかに自国

民が必要とする食料を確保する

かが極めて切実な課題となって

おり，食料増産や効率的な流通・

販売における支援が必要とされ

ている。

出典・ TheState ofFood Insecurity in the Wor1d 2009， FAO 
自p://ftp.fao.org/doc田p/おo/012/i0876e/i0876e02目 pdf

2008年の洞爺湖サミットおよ

び 2009年のラクイラ・サミット，

また， 2009年 11月に開催された

世界食料サミット等において，食

料安全保障の重要性や途上国の

農業分野への支援の必要性が繰

り返し述べられているところで

ある。

字独立行政法人国際協力機構農村開発部 計画・調整担当次長

(Katsuro Saito) 0369-5247/10/干500/1論文/JCOPY
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(2)経済開発における農業の役割の

再評価

世界銀行が毎年発行している「世界開発報告

(World Development Report) J は，その時々の開

発援助が取り組むべき喫緊の課題をテーマとして

取り上げているが， 2008年版の世界開発報告は 25

年ぶりに農業をテーマに取り上げた。タイトルは

「開発のための農業 (Agriculturefor Development) J 

であり，世界の国々を農業の発展段階に応じて「農

業ベース国J，転換国J，都市化国」の 3つに

区分し，それぞれについての開発戦略を提示してい

る。農業ベース国では，経済成長のベースとして農

業を活用するために小自作農に関する生産性革命

が必要であるとし，転換固においては，所得格差に

取り組むために高付加価値農業へのシフトや離農

を支援する援助の提供など包括的なアプローチが

必要であるとしている。いずれにおいても農業の振

興が途上国の経済発展に寄与するとの前提に立っ

ており，農業振興は単に農業セクターや農家だけの

ものではなく，国家経済の発展に貢献する産業とし

て位置付けられている。

アジアにおける緑の革命は，食料生産の増大に寄

与しただけではなく，農業生産性の向上によって余

剰労働力を生み，都市労働者の供給源となった。さ

らには，安価な食料を安定的に都市労働者に供給す

ることによって彼らの家計を下支えし，結果として

途上国の工業化と経済全体の成長に寄与したとい

うのが今や定説となっている。

このように，経済成長に資する産業として農業の

再評価が進んで、おり，開発援助の世界においても農

業分野に対する援助の拡大が求められるとともに，

民間資金による途上国への農業投資も増加する傾

向にある。個々の農家レベルでは「儲かる農業」を

目指し，国家レベルで、は成長産業としての農業振興

を目指す動きが広がっており，これを支援するため

の援助も同時に求められている。

(3)気候変動の影 響と対応

IPCC (気候変動に関する政府間パネノレ)は，気候

変動の影響により世界の高緯度地方では降雨量が

増大し，亜熱帯地域では減少すると予測している。

また， FAOは 2025年までに水不足国・地域に居住

する人口が 18億人に達し， 2080年までに農業総生

産がアフリカで 8%，アジアで 5%低下するとして

おり，その結果としてアフリカの人口の 70%が飢餓

の危機に瀕すると予測している。農業生産がとくに

影響を受ける地域はサブサハラアフリカ，中東/北

アフリカなどの乾燥地・半乾燥地域であるが，先進

国の一部は生産を増大させることも可能であり，そ

の結果，世界の食料生産分布に変化が生じて，開発

途上国において先進国からの輸入依存が強まる可

能性も示唆されている。

こうした長期的な変動に加えて，気候変動は局地

的な異常気象を引き起こすと言われており，干ば

つ・洪水，高温・低温などの農業生産に重大な影響を

与える気象変化がこれまで以上の頻度で発生する

ことが危慎されている。

気候変動への対応としては，緩和策と適応策の双

方において農業分野での対応が求められる。また，

気候変動対策は各国，各地域ごとのきめ細かい対応

が求められるとともに，全地球的な農業環境の変化

に応じたマクロレベノレでの農業戦略の策定も必要

と考えられる。

(4)農民の生活基盤としての農村の

重要性

1. (1)および 1. (2)で，食料供給の確保や経済発

展に資する産業として，農業の生産面や産業面につ

いて見てきたが，忘れてならないのは途上国の人々

にとっての生活の場としての農村の位置付けであ

る。多くの途上国において貧困層の大多数が農村部

に居住している。彼らは貧しいながらも食料を始め

とする最低限の生活物資を農村で得ることができ

る。また，経済危機に際しては，仕事を失った都市

労働者が田舎に帰ることによって最低限の衣食住

を確保することができ，農村が都市労働者にとって

のソーシャル・セーフティー・ネットとして機能す

る。先の金融危機・経済危機においても，農村地域

のセーフティー・ネットの機能が再認識された。

農村開発にとって農業振興は主要なアプローチ

であるが，教育や保健医療といった社会サービスの

確実な提供も極めて重要である。貧困の再生産を防

ぐためには次世代を担う子供の教育が不可欠であ

り，保健医療サービスが保証されていることが労働

力の確保や医療費の負担軽減のために重要である。

また，農外収入の確保も農村開発に欠かせないコン

ポーネントである。農村部の貧困層にとっては，土

地や入手できる農業資材が限られているために農
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業生産の向上に制約がある場合が多く，農業以外か

らの収入の確保が貧困からの脱却の鍵となる。
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「持続可能な農業
JICAの農業・農村開発分野

の事業方針

2. 

(1)開発戦略目標

nCAは， 2008年 10月に旧国際協力銀行 (JBrc)

の海外経済協力部門(円借款実施部門)と統合し，

同時にそれまで外務省が実施してきた無償資金協

力の一部について移管を受けて，技術協力，有償資

金協力(円借款)，無償資金協力の 3スキームを一

元的に実施する援助機関となった。無償資金協力で

は，食料援助，貧困農民支援無償，水産無償につい

ても外務省から移管され，農業・農村開発分野にお

いて多彩な要請に対応する支援スキームを得たこ

とになる。

nCAは主要な開発課題についてその開発の方向

性を整理した「課題別指針」を作成しているが， 2004

年に作成した「課題別指針農業開発・農村開発」

において，以下の 3つの開発戦略目標を設定してい

る。

開発戦略目標 1持続可能な農業生産

開発戦略目標2安定した食料供給

開発戦略目標3活力ある農村の振興
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5議録への食料供絵

隠至善戦勝鐙様1ω}

持続可君主な重量議室長窓
j幾

3業

書調

要量

各戦略目標の具体的な内容は以下のとおりであ

る。

1)開発戦略目標

生産」

農業の最も重要な機能は農業生産であることは

言うまでもない。農村部において安定的な農業生産

を実現することは，農民自身の食料確保とともに都

市部住民を含めた国家の食料安全保障の第一歩と

なる。また，農業生産が安定・拡大することは貧困

削減に向けた経済活動の基礎であるとともに，国家

経済の発展や外貨獲得にもつながる。

農業は自然力に大きく依存していることから，持

続可能性に留意すべき産業である。環境面への配慮

も含め，安定的かっ持続的な生産拡大を目指すこと

が農業への支援において重要である。

2)開発戦略目標 2r安定した食料供給J

都市を含む国全体の食料安全保障を確保するた

めには，圏内の農業生産の安定・向上と併せて，安

定的輸入先の確保や適正水準の備蓄を組み合わせ

ることも重要で、ある。また，生産または輸入された

食料を消費地に適切に提供するためには，政策，法

令，制度等ソフト面の整備と輸送・貯蔵などのため

のハードインフラの整備が必要となってくる。

食料安全保障のためには開発戦略目標Iの持続可

能な農業生産を実現することが第ーであるが，生産

ーー

発繍村.. 

開発戦略目標と協力の視点・目的図2
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以外の諸方策を併せて実施する必要があり，これら

の強化が求められる。

3)開発戦略目標 3r活力ある農村の振興J

1. (3)でも触れたとおり，農村は農業生産の基盤

であるとともに途上国の多くの国民にとっての生

活の場であり，貧困層の多くが居住する地域である。

農村の飢餓と貧困を解消し活力ある農村を振興す

るためには，農業以外の多様な経済活動の導入・振

興，生活道路や飲料水確保などの農村インフラの整

備，組織化や保健水準およひ、教育水準の引き上げ等

を通じて住民のエンパワーメントを図ることが重

要である。その際，個別の村落や地域に限定された

「モデ、ル事業」としての支援を行うだけではなく，

農村開発の仕組みを政策的に定着させ，広い地域に

展開することを目指す必要がある。

以上の開発戦略目標と協力の視点・目的を整理す

ると図 2に示すとおりとなる。

(2)事 業の方向性

L で述べた諸課題に対応し， 2. (1)の戦略目標

を実現するための具体的な事業の方向性は以下の

とおりである。

1)農 業生産性向上および農業生産

拡大への支援

①生産インフラ整備陣維持管理能力の向上

食料安全保障の実現のためには，濯j銃・排水施設

等の生産インフラの整備が必須であり，円借款や無

償資金協力によってこれを実施する。施設の維持管

理能力の向上については技術協力によって支援す

る。濯概施設の農民参加による運営と維持管理(参

加型水管理)に関する技術協力は各地域で実績を積

んでいる。

②生産性向上，営農改善

地域の開発段階や農民の対応力に応じて，基礎的

営農技術の普及から肥料・農機等の活用まで，段階

的に適切な技術を導入して生産性向上と営農改善

を図る。多くの技術協力フ。ロジェクトにおいて生産

性向上は主要な課題であり，世界各国で地域の実情

に合った営農改善の試みが行われている。

③投入財の普及促進

肥料や農機などの農業投入財を効果的に活用す

るための普及活動が必要である。貧困農民支援無償

では肥料・農機などを供与し，市場価格より求めや

すい価格で主として貧困層の農民に提供しており，

農業資材の活用の導入を図っている。今後は，他の

JICA事業とも連携させて，投入財の効果的な活用

につき農民レベルと政策レベルでの改善していく

ことが課題である。

2)流通円滑化や市場アクセス改善へ

の支援

①道路，貯蔵庫等の輸送・貯蔵インフラの整備

生産された農作物を市場に運ぶために輸送・貯蔵

のためのインフラが必要であり，円借款や無償資金

協力によって支援する。

②民間との連携，農民組織化，換金作物の栽培促進

など付加価値向上

販売・流通にあたっては仲買業者・流通業者など

民間のステークホルダーとの利害調整と連携が不

可欠である。また，農民側の交渉力を強化し，品質

向上を図るためには農民の組織化も有効で、ある。さ

らに，換金作物の導入など新たな試みを積極的に進

める必要がある。いずれの活動においても技術協力

による支援が可能である。

3)気候変動に対応しうる多様な農作物，営農体系の

開発・普及支援

①耐早性優良品種の開発，品種選抜の促進

途上国の研究機関や研究者への支援を通じて耐

皐性品種の開発や品種選抜を行う。フィーノレドレベ

ルで、の適応可能性については，農民参加による品種

改良のアプローチも取り入れる。

②持続的農業のための技術開発圃普及

地域資源を活用した循環型農法について，技術協

力を通じて技術開発と技術者・農民の能力向上を図

り，優良事例の普及を支援する。

4)総 合 農 村 開 発 に よ る 農 村 経 済 の

活性化支援

①農民組織化(生産，加工，貯蔵，販売など)

小規模農家が有利な条件で市場にアクセスする

ことは難しく，組織化することで交渉力が生じ，技

術や情報の流通・共有も可能となる。日本の農業協

同組合の知見も活用して，農民の組織化の支援して

いる。

②農民の金融アクセスの改善

農民が無担保で借りられるマイクロクレジット

制度の整備を支援する。円借款のツーステップロー

ンにより，マイクロクレジットの原資を貸与した事

例がある。
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表 1 2009年度農業・農村開発分野の技術協力案件数

地域

東南アジア・大洋州

東・南・中央アジア

中南米

アフリカ

中東・欧州

合計

計
一
回
一
印
一
丘
町
一
位
一
凶

表 2 2009年度斎産分野技術協力フ。ロジェク卜

国 ぞI 案件ぞi 協力開始N !Jji，)]終了臼

インドネシア 鳥インフルエンザに係るワクチン対策改詩計悶 2007.11.26 2009.11.25 

インドネシア 東乳牛生産病対策改善計聞 2008.06.01 2011.05.31 

インドネシア 部インドネシア地域資源に立脚した肉牛開発言卜闘 2006.11.15 2011.11.14 

タイ
カンボジア，フオス，マレーシア，ミャンマー，タイ，ベトナムにおける家資疾

2008.02.13 2011.02.12 
病|りJ徐ll+閥フェーズ2

ベトナム 中小規模酪農生産技術改~;計悶 2006.04.09 2011.04.08 

モンゴル 家畜感染疲診断・三子!坊のための地方獣医師育成計岡(現地国内研修) 2006.07.17 2009.07.16 

モンゴル 複合成牧業経営モデル憐築支援 2006.06.09 2009.12.08 

パンク守フデシュ 小規模養鶏技術普及計画 2006.12.21 2011.11.30 

中南米地域 広域協力を通じた南米南部家蕊衛生改善のための人材育成 2005.08.01 2010.07.31 

ニカフグア 中小規模成家牧省生成性向上計闘 2005.05.11 2010.05.10 

ブ、フジノレ 家yi寄生虫技術コース(延長)(第一|翁研修) 2005.04.01 2010.03.31 

チリ 小規模酪農家支援(第二個研修) 2006.11.01 2011.03.31 

③地域資源の有効活用

農産品に限定せず，地域資源を有効活用した産品

の開発を模索する。 JICAは技術協力によって一村

一品運動の活性化を支援している。

(3)事 業現況

2009年度のj襲業・農村開発分野の技術協力の実施

状況は表 1のとおりとなっている。

3. 畜産分野の協力の現状と課題

(1)協力の現状

以上，農業・農村開発分野の JICAの事業展開に

ついて見てきたが，最後に畜産分野の協力の方向性

について触れてみたい。 2009年度に JICAが実施し

ている畜産分野の技術協力フ。ロジェクトは表2のと

おりである。烏インフルエンザの発生等を契機とし

て，家畜衛生分野の国境を超えた広域フoロジェクト

の実施が最近の特徴と言える。

(2)協力実施上の課題と可能性

途上国における斎産の意義は，①良質なたんぱく

写真 1 ベトナム中小焼模酪農技術改善プロジェ
ク卜における現場技術者の研修

質の供給源，②家畜の資康倫値を含む農家の生計|向

上手段，③皮革等の原材料の供給源，④肥料として

の糞尿の供給糠，⑤役畜としての活用など，多様で

ある。途上国の農村ー現場では，畜産がひとつの機能

だけを発揮していることはまれであり，複合的な機
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能と便益を生み出している。協力案件の計画段階で

は，対象地域・固において畜産がどのような役割を

果たしており，どの機能を伸ばすべきなのかを正確

に見極め，適切な投入とアプローチを選択する必要

がある。

他方，畜産をめぐっては，アフリカ等における過

放牧による環境劣化と水や草地をめぐる紛争発生

の問題や家畜飼料としての穀物需要が昨今の食料

価格高騰の一因であるとした指摘などがある。しか

しこれらの問題の背景には，人口増加による農地と

放牧地の競合の問題や途上国の経済発展に伴う食

生活の変化(穀物から肉食へ)があり，畜産分野だ

けで解決できる課題ではない。 JICAとしてはこれ

らの課題も認識しつつ，隣接領域である農業・農村

開発分野との接点・連携を総合的に探りながら，途

上国における望ましい畜産の発展の方向性を見出

していきたい。

アジアでは伝統的に農業・畜産・水産(養殖)を

統合した営農が広く行われてきた。家庭の廃棄物や

作物残津を家畜の餌，魚の餌として活用するととも

に家畜の糞は，耕地や養魚池の肥料として活用する

農法であり，地域で入手できる資源を有効活用する

点で，外部資源へのアクセスに制約がある途上国の

農民の実態に合った農法と言える。こうした資源循

環型農業の普及可能性を検証しつつ，前述した畜産

の複合的な機能を最大限に発揮させて，農業・畜

産・水産の有機的な連携の可能性を探っていきたい。

農業畜産情報

国産チーズを応援 振興方針へ初会合

農水省

酪農家が作る国産ナチュラルチーズを応援しよ

うと，農水省は 11月 30日，振興方針作りに向け，

先進的な酪農家や研究者らから意見を聞く会合を

初めて開く。順調に伸びてきた日本のチーズ消費は，

近年伸び悩んでいる。だが，国産ナチュラノレチーズ

の生産量は着実に増加。同省は付加価値が高い多様

なチーズ生産の後押しをする方針だ。

「特色ある国産ナチュラルチーズ振興に関する

ワークショップ」と題する会合には，共働学舎新得

農場(北海道新得町)の宮嶋望代表や半田ファーム

(北海道大樹町)の半回司代表らチーズ作りの先進

的な酪農家や研究者，農業団体，マーケテイング関

係者ら 11人が出席を予定。主に「地理的表示JI殺

菌基準など、の製造技術の規制J I技術普及」の 3点

の在り方を探る。

主催する農水省の生産局牛乳乳製品課は「酪農家

が自ら作る国産ナチュラルチーズの数量は限られ

ているが，多様な経営体の育成に加えて，チーズ消

費のすそ野を広げる意味もある」と支援に意欲を見

せる。

同省は， 10年度予算の概算要求に初めて盛り込ん

だ「国産チーズ供給拡大・高付加価値化対策事業」

(要求額約 29兆円)や今回の会合の意見をもとに支

援を強める。

同省によると， 1985年には約 10トンだ、った日本

のチーズ総消費量は 10年後の 95年度には 20万ト

ンに倍増。2007年度には27万9191トンに達したが，

08年度はチーズ原料の高騰などで前年度比 15%減

の23万 7825トンに落ち込んだ。ただ，国産ナチュ

ラルチーズ生産量，中でもプロセスチーズ原料用を

除いた直接消費用は伸び続け， 08年度は過去最高の

2万 204トン(同 10%増)を記録した。
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