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[シンポジウムγ

農業技術は誰のものか?
ーアフリカでの農業技術開発を考える一

白鳥 ヰ量三τ士:;-*1
{円パ斗、

要旨

7 

アフリカの小規模農民の多くは，物理的，社会的，経済的に複雑・多様・予測困難な環境下でi農業を営む。従来

の研究方法や技術移転モデルが必ずしも農民のニーズに対応できなかったことから，エチオピアでも 1980年代か

らドナー支援の農業・農村開発プロジェクトで参加型アプローチが導入された。 ]ICA支援による「農民支援体制

強化計画 (2004~2009) J と「農民研究グループを通じた適lE技術開発・普及計画 (20l0~20l5)Jでは，農民グ

ループおよび普及員ほかと共に進める農業研究 (FRGアプローチ)の改善と制度化を進めてきたo FRGアプロー

チは，(1)農民ニーズに直接応える可能性と， (2)農民による技術適用の可能性が高く， (3)技術の営農システム

への整合性の確認が容易で、あり， (4)農民から農民への普及によるインパクトの広がりが期待でき， (5)技術開発

から商品開発への移行が容易などの利点が明らかとなっている。研究員は科学的な知識の提供に留まらず，活動の

有機的な展開を促し，技術の適用に重要な要素を見つけ出して普及向け技術情報の中に含めるという重要な役割を

担う。最大化，標準化を目指すだけではなく，様々な要因が絡み高いリスクを伴う環境の下で、農業を営むアフリカ

の小規模農民支援には，技術を広くとらえ，物理的，社会的，経済的な側面にも考慮することが重要である O その

ためには，技術開発を研究者が独占するのではなく，技術を使う農民の主体性に焦点をあて，農民と共に技術開発

を行う参加型研究手法が効果的である。

[キーワード}参加lli農業研究， ]ICA 

Whose technology is it? 
- A  view from Agricultural Technology Development in Africa-

Kiyoshi SHIRA TORf1 

Abstract 

Small scale farmers in Africa farm under complex， diverse and risk-prone conditions. Due to the fact that 

conventional research approaches and technology transfer model were not able to meet all the farmers' diverse 

needs， participatory approaches were introduced in agricultural and rural development mainly supported by donor 

since 1980s. ]ICA supported FRG Project (2004~2009) and FRG II Project (2010~2015) have been promoting 

the FRG approach， which research activity is carried out in collaboration with farmers groups， extension agents 

and other stakeholders. The巴xperienceshows that the FRG approach (1) directly meets farmerぜneeds，(2) enables 

farmers to adopt the technology， (3) enables the technologies to be tested its consistency with the farming system， 

(4) brings wider impact through farmer to farmer extension， and (5) makes it easy to evolve from technology 

development into commodity development. Researchers are expected to play their role that is not only to provide 

scientific knowledge but to facilitate development of organic interaction among partners and find critical elements 

for the technology adoption， which can be included in technical information provided for extension. In order to meet 

the need of farmers who are with complex elem巴ntsand higher risks， not only to pursue maximization and 

* 2011'1三度秋季大会シンポジウム fアフリカで紋の革命は百J能かJi1，~fff~報告

* 1 ]ICA Iエチオピア淡民研究グループを通じた適正技術開発・普及プロジェクト (FRGII)J，チーフアドバイザー， (株)かいはつ

マネジメント・コンサルティング，コンサルタント，

Chief Advisor， Project for Enhancing Development and Diss巴minationof Agricultural Innovations thro訂ghFarmer Research Groups 
(FRG II)， Consultant， Kaihatsu Management Consulting. Inc 



8 開発学研究(Journalof Agricultural Development Studies) Vol.23 No.l， 2012 

standardization but also putting th巴 technologyin perspective with its physical and socio-economical aspect are 

important. Therefore researchers should not dominate in technology d巴velopment.Technology development b巴comes

more effective if research巴rsapply farmer participatory approach considering the view of farmers， who are the 

users of the technology 

[Keywords] Participatory agricultural research， ]ICA 

1.はじめに

農業研究はこの半世紀に，劇的な変化を世界の農業

にもたらした。しかし，主に農業生産性の最大化を目

指す近代技術は必ずしもアフリカの農民に期待された

変化をもたらしてはいない。多くの国で改良品種等の

技術導入が進められているものの，生産性は順調に伸

びていなしミ。(図1)0 80年以降の人口増加に穀物生産

量は追い付かず， 一人あたりの穀物生産量はむしろ減

少している。近代技術の多くは 藍i既や肥料が投入さ

れることによってその可能性が引き出されるが，アフ

リカではそれらの投入が容易ではなく，そのような資

本投下に見合う収益確保に必要な農家一戸当たりの土

地面積や農産物市場の発達が十分でないからである O

アフリカには食料不足と貧困が依然、として大きな課題

として残り ，東アフリカでは 2011年に過去 60年で最

悪の飢餓に陥った。

アフリカの小規模農民の多くは，物理的，社会的，

300 
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経済的に複雑・多様・予測困難な環境下で農業を営

む。その農業生産は，様々な要因が絡んだリスクの下

で生み出された営農技術が支えている。それらは，品

種や肥培管理技術など作物の生産性を高める技術だけ

でなく，リスクを抑えた「低投入低収量」技術である

場合が多い。アフリカの農業・農村開発を考える上で

は，研究者の視点で開発された技術の投入や小規模農

家の市場参入推進などと共に，農民のニーズと暮らし

の戦略に沿いながら技術を使う農民の主体性に焦点を

あてた研究や普及支援が求められている。

11.工チオピアの小規模農民の現状

エチオピアでは農村人口が全人口の 83%，農業生

産がGDPの51% (CSA: 2009/10)を占め，農業が

国の基幹産業である。耕作面積が2ha以下の農家世

帯は小規模農家とされ，農業事業者の 87%，全耕作

地の 53%を占める。また 一戸あたりの平均耕作面
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図 1 アフリカにおける穀物の収穫面積・生産量・収量の変化 (1980年=100)

資料 FAOSTATより筆者作成。
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積は1.2haと極めて小さい (CentralStatistics 

Authority 2010) 0 

1990年代より「農業開発主導に よる産業化政策

(ADLI) Jの元，農業が国の開発政策の柱と位置づけ

られてきた。しかしながら，不順な降雨と干ばつ，流

通インフラの未整備，困難な市場や農村金融サービス

へのアクセス，投入資材の高騰などのため，農業生産

増大と貧困解消のスピードは緩い。こうした現状に

は，農村部の低い識字率，安全な水への低いアクセ

ス，不便な通信事情，政府が握る土地の所有権，ある

いはトップダウンの意思決定やジェンダーなどの社会

的な要素も影響している。国土の 6割を占める乾燥地

帯に暮らす牧畜民は，干ばつの影響をもろに受ける

が，開発の恩恵、を受け難い存在である。

以上のような要因から，気候の変動や市場の変化に

脆弱で食料へのアクセスが不充分な 500万人前後の貧

困層を常に抱え，大規模なセーフテ イネット事業1)や

食料援助がこれらの人口を支えているのが現状であ

る。したがって小規模農民の所得増大と安定化を実現

することが，貧困削減と国家経済の安定化にとって重

要な課題になっている。

m.農民研究グループ ・プロジェク ト (FRG

プロジェク卜)の経験

参加型農業研究は，受益者が研究のプロセスに何ら

かの形で関わり，主体的な意思決定を可能とする研究

手法である。参加型農業研究の受益者は第一義的には

農民であるが，開発される技術がよ り適正となること

が期待されることから，普及員や農村開発に関わるそ

の他のパートナーも受益者として捉えることが出来

る。

従来の研究方法や技術移転モデルが必ずしも農民の

ニーズに対応できなかったことから，参加型農業研究

の必要性が 1970年代以降指摘されるようにな り，さ

まざまな参加型の研究や開発アプローチが試みられて

きfこ。

エチオピア全体には 60の農業試験場があり約 1，500

名の研究員がいる。また，約 60，000人の普及員が約

8，000ヶ所の農民訓練センターで、農民への技術指導に

あたっている。

エチオピアでは 1980年代から参加型農業研究の導

入が試みられ， ドナー機関の実施する農業・農村開発

プロジェクトで実施された (Gemechu 2002)。農民

研究グルー プ ・ア プローチ (FRGアプローチ)は，

エチオピア農業研究機構 (EthiopianInstitute of 

Agricultural Research : EIAR)が 1990年代後半から

各試験場への導入を試みてきた参加型農業研究手法だ

が，明確な指針がなく ，その活動は技術の展示の粋を

出ないものであった。これを有効な研究アプローチへ

と改善，制度化して，農民に有効な技術を生み出す農

業研究機関とするため に， ]ICAの支援を受け 2004

年から 2009年に「農民支援体制強化計画 (FRGプロ

ジェクト )J を2カ所の農業試験場で実施し，さらに

2010年からは 5年間の予定で「農民研究グループを

通じた適正技術開発・普及計画 (FRGIIプロジェク

ト)J を全国の農業試験機関を対象に実施している。

FRGアプローチは， 可能性のある オプションと農

民の持つニーズ・可能性とのマッチングに始まり，試

験計画立案と実施，試験結果の分析と普及情報への加

工までを，農民と普及員をはじめとする関係者と共に

進める農業研究の方法である。また，技術の適用と持

民曲
庶]ICAプロジ、エクト， 日本の

試験機関 4 仁子

活動2
ili:点分野におけるFRG
アプローチを使った適
正技術開発

成果
技術情報開発のための
能力が強化される
研究普及連携が強化
される
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活動3
研究員による普及のた
めの技術情報作成能力
の強化

よユ rJブFRGアプローチの改善

4コ7

改訂版FRGガイドライン(複数)

図 2 FRG 11プロジェク トのフレームワーク
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続牲を高めるために，バリューチェーンや農村の暮ら

しへの視点，および試験活動の過程で農民と普及員の

問題解決能力の向上を図る点にも特徴がある。

FRG プロジェクト (2004~2009) では， 2試験場

から約 60名の研究員が参加し， 40の研究課題に取り

組んだ。 10名から 20名の農民グループが諜題毎に l

から 4グループ形成され 農家闘場で、の試験を中心に

活動を進めた。研究課題は，輸入技術の実証，既存技

術の改善などが中心であったが，新しい技術の開発や

農民技術の実証もみられた。最終的には，約 100名の

普及員と約1，500名の農民の参加があり， FRGが設置

された村では約7訴の農民が何らかの技術i寄報を FRG

農民から伝達された (Bez幼児 2009)。また，活動経

見失をベースに， FRGアプローチの己主苦ーカ'Jffiめられ，

農業研究者のための FRGアプローチ・ガイドライン

が作成された。参加型農業研究の制度化は， FRGプ

ロジェクトの 5年間でその可能性を示したが，冊究プ

ロセスの柔軟性の確保，普及との連携，普及向け技術

情報の作成，学捺アプロ…チの機能'段の確保，研究成

果の評価，研究員の業績評価などの課題も明らかに

なったO

FRG II プロジェクト (201O~2015)は上記の課題

を踏まえつつ， FRGアプローチの制度化を呂標に，

全国の 60試験場と 22大学を対象に， (1) FRGアプ

ローチ研修 (2)重点課題における適正技術部発支援

(3)普及教材作成能力の向上を柱に，エチオピア各地

域の物理的，社会的，経済的多様性を考慮した参加:M

研究の制度化を進めている(図 2)。

IV. FRGアプローチによる課題併

FRGプロジェクトで、扱った研究課題から特徴的な

事例を，参加型アプローチの利点という規点から紹介

する (FRG 2009)。

1.野菜苗の適正管理技術

タマネギの{建前生産により，病害とその妨除にかか

る費用を省き品質改善による所得向上を目指した諜

題。作物保護の研究員を中心に荏i既，栽培，農業経

済の研究員も加わり，播種前の種子消毒，播種最の適

正化，濯j既水量の削減，病害の早期発見，適期移植な

どを組み合わせた推奨技術が開発され，地域に広がっ

ている O

2.タマネギの栽植密度評儒

生産性の最大化を狙う試験場推奨の栽植間隔 00
cm) と農民独自の栽槌間隔 (5cm) を比較し，生産

性に加えて地元市場での収益性も同時に検討した課

題。市場で販売できた)1又穫物の量や総売上の比較か

ら，農家の狭い栽植間隔がより高い収入を農家にもた

Development Studies) Vo1.23 No.l. 2012 

らすことが分かった。研究者が農家の技術を証明した

事例であり，研究員が取り上げるべき課題の範簡を広

げることに繋がっている。

3.改良翠評価

伝統的な1:1二~m:惣の愁部分を改良型の援土板に取り換

えることで， 1.1ニお1:恒|数を減らしつつ除草効果を維持し

て土擦の風蝕を防ぎ，保水'1ヨの改蓄を図る技術。試験

活動は当初，改良惣のデザ、イン変更と効果の測定が主

体であったが，次第に製造業者，保守管理業者，農村

開発 NGO，農業事務所，メディアなどの関係者を巻

き込むことになったO 改技術Jのバリューチェーン構

築に研究者の果たす役割を明らかにし， FRGアプ

ローチが多様な関係者のプラットフォームになりえる

事例となったO

4.携帯電話による市場惜報の入手

農民グループが携帯電話を共有して地元市場から市

場情報を入手することで，農産物の販売を戦略化して

いく過程を追った諜題。農民グループが共有JjS荷電話

機の管理運用方法と入手した市場情報の伝達方法をiJと

め，次第に情報収集先を広域市場や流通業者に広げて

いった。また，農民は販売にかかるリスクと運搬コス

トを減らし，集目l集荷なども始まった。フォーマルな

市場情報システムに比べ極めて小さな投資で効率的な

情報共有システムを農民自身が構築できることが明ら

かになった事併。現在では，農業生産と農産物の販売

における携帯電話利用は，多くの農民にとって一般的

なことになっている O

以上の事例から明らかになるのは，いくつかの個別

技術が組み合わせられ，あらたな視点がJJIJえられ，有

機的な繋がりが確立された11与に技術開発の成果が有効

に農民に役立つという点であろう。これは一方で，技

術開発を広い視点を持って始めることが，適正技術開

発の可能性を高めるということである。他方で，技術

開発が，農村開発に広がりを持った有機的な展開を引

き起こす百I能↑生を持っているということである O

V.農業技術の使い手と研究の役割

農民による農業技術の適用は，技術がそれぞれの地

域の自然・社会経済条件に合わせて適正化され，また

営農の成果を上げるための諸手段の一部としてj汲み込

まれた状態と言える。試験晴究機関の技術(藤田

1987)は必ずしも，そのまま農民には適用されない場

合が多い。

これまでの経験から， FRGアプローチによる技術

開発は(1)農民ニーズに夜接応える可能性が高いこ

と， (2)試験活動の経験により技術への潔解度が深ま



(白鳥 清志)農業技術は誰のものか? 11 

り農民による技術適用の可能性が高まること， (3)農

民闘場での試験により技術の営農システムへの整合性

の確認が容易であること， (4)農民から農民への普及

によるインパクトの広がりが期待できること， (5)技

術開発から商品開発への移行(あるいは同時並行)が

容易で、あることなどの利点が明らかとなっている O

FRGアプローチによる農業研究は，農民および普

及員の問題解決能力の強化に板めて有効というだけで

はない。農民圃場での技術開発プロセスで、行われる，

農民や地域が置かれた告然条件や営農体系への技術の

すり合わせ(技術の組み立て)が，より適正な技術を

生み出す。そして，そのプロセスにおいて農民，普及

員，研究員の開で、行われる意見交換，経験共有，合意

形成などは，技術をより多くの農民へ普及する際に有

効となる情報を提供する O

こうしたプロセスにおける研究員の役割は，単に科

学的な知識の提供に留まらない。 活動の有機的な展開

を促し，またそれらの記誌と分析から技術の適用に重

要な要素を見つけ出して普及向け技術情報の中に含め

るという重要な役割を研究員は担っている O

VI. まとめ

農業研究は今後も農村と農業の開発に必要不可欠な

存在であるが，最大化， Ig大化，標準化を目指す技術

だけではアフリカの貧問削減と食料保離の確立は難し

いと思われる O 様々な要因が絡み高いリスクを伴う環

境の下で農業を営むアフリカの小規模農民への支援に

は，技術を広くとらえ，その物理的，社会的，経済的

な側面にも考A慮することが重要で、ある。そのために

は，技術開発を研究者が独占するのではなく，技術を

使う農民の主体性に焦点をあて，農民と共に技術開発

を行う参加型研究手法が効果的である O

(注)

1) Productive Safety Net Programmeは2006年に隙始された

事業。 Cashfor Work . Food for Workによる公共事業への

住民参加が基本。
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