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東南アジアにおける農業ビジネスの可能性
デロイト トーマツ コンサルティング㈱
東南アジアの農業ビジネスは今まさに転換点を迎
えている。人口増加や経済成長に伴い、中間層・富

そめ や

まさ と

染谷 将人

ネスの可能性を考察していきたい。なお、本文中の
意見に関わる部分は私見である。

裕層人口が1990年から2008年で約4倍となる2
億人に到達し、今後も急拡大が見込まれている。そ
の結果、米や青果物等の消費が拡大していることに

生産分野における今後の可能性

加え、現地消費者の食の安全への意識の高まりや生

生産分野においては、
世界的に「機械化」、
「ICT（情

活スタイルの近代化が見られ、質・量ともに消費地

報通信技術）活用」
、
「バイオテクノロジー活用」等

としての存在感が高まっている。一方で、高度化し

による生産性向上のための取り組みが進んでいる

つつある現地ニーズに応えるための農業生産技術や

（図1）。東南アジアにおいても近年、これらの取り

流通インフラは未だ改革の途上であり、日系企業に

組みが官民あげて推進されているが、未だ途上であ

とってもビジネスチャンスが潜んでいる。今回は、

り、最新技術普及に向けた動きがより加速すると考

生産・流通の両面から東南アジアにおける農業ビジ

えられる。

【図表1】生産分野における今後の可能性（仮説）
生産
分野

■機械化・ICT・バイオテクノロジー活用等による生産性の向上

機械化

農機の普及拡大による自動化・省力化

ICT 活用

「勘と経験」から脱却するための ICT による情報収集

バイオ
テクノロジー活用

品種改良による生産効率の高い種の開発

デロイトトーマツコンサルティング（DTC）作成

■

機械化

を拡大している。他の途上国においても、グローバ

作付面積の拡大や、都市化の進展に伴う農村部の

労働力不足を背景に、東南アジアにおいても農機が

ル農機メーカーが金融サービスを提供する事例が増
加している。

急速に普及し始めている。（社）日本農業機械化協
会によると、ミャンマーでは、政府の後押しもあり、
耕うん機の普及台数が1995年度から2010年度
にかけて約9.2倍に拡大している。

■

ICT（情報通信技術）活用

機械化に加え、客観的データ・ノウハウといった

「情報」を生産者に提供することも、生産性の向上

一方で、多くの生産者は収入水準が低く、かつ現

策として有効である。農業技術、関連市場、気象等

地の金融機能も未成熟なため、自力での農機購入が

の情報を得ることで、生産者が「勘と経験」に頼っ

難しい。そのような生産者に対して、農機メーカー

た農業スタイルから脱却することが可能となる。そ

は金融サービスを併せて提供することで、農機普及

のような情報を提供するツールのひとつとして、携

拡大を図っている。タイでは、日系農機メーカーが

帯電話の活用が着目されている。東南アジアでは携

金融サービスを生産者に提供し、農機販売・シェア

帯電話の普及率が高いためである（図2）。
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【図表2】東南アジア主要国における携帯電話普及率（2012年）
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出典：International Telecommunication Union（ITU）“Global ICT developments”

例えばインドネシアでは外資系企業が、タイでは

発研究所（ MARDI）では、“Aerobic Rice”と呼ば

現地企業が生産者に対する情報提供サービスを展開

れる耐暑性が高く、水分供給が少ない状況下でも生

し て い る。 携 帯 電 話 のSMS（ Short Message

育する稲を開発し、2014年の収穫を目指してい

Service）を通じて、気象、農業関連ニュース・ア

る。通常の稲が収穫までに約110日要するのに対

ドバイス、近隣市場での農作物取引価格等の情報を

し、Aerobic Riceは90日程度に短縮でき、最大で

生産者に提供している。生産者はそれら情報を農産

年3回の収穫が可能との特長も備えている。マレー

物の栽培・出荷に役立てている。グローバル情報通

シア農業大臣は「 2020年までに生産者の収入を

信企業各社は、同様のサービスをインド、中国、ト

30％〜50％増加させる効果がある」とコメントし

ルコ、ナイジェリア等の新興国・途上国において幅

ている。
現地法規制により、農業生産自体への外資系企業

広く展開している。
また、フィリピンでは政府がタブレット端末によ

の参入は限定的であるが、育種市場は外資系企業の

る生産者への情報提供を目指している。資材価格等

参入事例が豊富にある。今後も、バイオテクノロジ

の情報提供に加え、GIS（Geographic Information

ーを活用した更なる生産性向上が期待される。

System）と呼ばれる地理情報システムにより各地
点の土壌に関する情報を提供し、適した肥料や水分
量といった生育条件の判断を容易にすることが目標
である。現在、安価なタブレット端末提供を実現す
るための開発パートナーを模索している。

流通分野における今後の可能性
東南アジアでは、現在Traditional Trade（小規
模小売店）の割合が高いが、経済成長に伴い流通の
近代化が進んでいる。流通の近代化に伴い、特に「コ

■

バイオテクノロジー活用

ールドチェーンの確立」
「トレーサビリティの確立」

東南アジア特有の気候条件への対応や、収量増加

ニーズへの対応方法として、バイオテクノロジーを

「流通網の整備」の取り組みが求められている（図
3）。

駆使した品種改良が進んでいる。マレーシア農業開
【図表3】流通分野における今後の可能性（仮説）
流通
分野

■従来型 Traditional Trade 依存からの脱却による流通の近代化

コールドチェーン
確立

冷蔵輸送／保管の充実による鮮度・衛生状態の改善

トレーサビリティ
確立

バリューチェーン全体の履歴管理による品質保証

流通網整備

Modern Trade 拡大に向けた調達先の確保・集約

DTC作成
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■

コールドチェーン確立

Marketと呼ばれる文字通り「床が濡れた」生鮮食

Traditional Tradeでは、鮮度を維持するための

品市場では、衛生状態が万全とは言えず、インドネ

冷蔵・冷凍設備が充実しておらず、生鮮食品等の流

シア等では安全性に対する懸念の声が出始めてい

通 エ リ ア や 鮮 度 管 理 に 制 約 が あ る。 ま た、Wet

る。

【写真1】Wet Marketの様子（2012年インドネシア）

DTC撮影

現在、東南アジアでは現地企業がコールドチェー

16億人のイスラム教徒への対応が必要となる。

ンを構築している事例は稀である。現地参入してい

例えばタイでは、輸出促進のために、政府主導で

る外資系卸売企業、小売企業、外食チェーンが自社

グローバル水準に耐え得るトレーサビリティ体制の

に必要なコールドチェーンを自前で構築しているの

構築を目指している。生産者から流通・小売業者に

が現状である。今後、生活水準が向上し、野菜や果

至るまで、生産農場、収穫日時、出荷時の気温等の

物の消費が拡大するにつれ、コールドチェーンの充

情報にアクセスできるようにし、生産履歴を管理す

実が一層求められると考えられる。

ることが狙いである。上記体制の構築のために、タ
イ政府はグローバル及び国内情報通信企業と連携

■

トレーサビリティ確立

し、センサーやソフトウェアといったテクノロジー

食品への安全意識の高まりや規制・文化的制約へ

を活用している。東南アジアの他国においても、今

の対応から、トレーサビリティの確立が求められて

後同様の流れを創り出すことが出来れば、大きなビ

いる。特に、東南アジア産品を先進国に輸出する場

ジネスチャンスが生まれると考えられる。

合、自国より高い水準の検疫基準等を満たしている
ことを証明するために体制の整備が強化されると推
察される。また、インドネシアやマレーシア等のイ

■

流通網整備

所得水準が向上し、生活スタイルが近代化するに

スラム教国では、宗教上定められた食品の原材料や

つれ、Modern Trade（スーパーマーケット、シ

製造工程の基準を満たしていることを証明する「ハ

ョッピングセンター等の近代的小売店）の拡大が見

ラール認証」の取得が必要である。自国で抱えるイ

込まれる。

スラム教徒に加え、輸出も考慮すると全世界で約
【写真2】Wet MarketのModern Tradeの様子（2012年タイ）

Middle Class向け店舗例

Upper Class向け店舗例

DTC撮影

Modern Tradeでは、店舗規模拡大に応じて取
扱品目が飛躍的に増加し、取引先が複雑多岐に渡る

ており集約化が進まず、Modern Tradeの拡大は
容易ではない。

ため、調達先の確保・集約は避けては通れない。し

一方、自社ノウハウや現地企業のネットワークを

かしながら、東南アジアでは前述の通りTraditional

十分に活用し、流通網をいち早く構築することがで

Tradeの割合が大きく中小規模の卸売業者が乱立し

きれば、Modern Tradeへの供給企業としてメジ
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ャープレイヤーとなれる余地を秘めている。
例えば、

の資本力が乏しく、設備投資に潤沢な資金を投資で

日本の大手総合商社と大手流通メーカーは、協同で

きない一方、急速な発展が求められているため、官

ベトナムの食品卸企業を買収し、ベトナムの卸売事

主導で投資が行われる場合が多い。また、現地企業

業に進出している。自社のコールドチェーン・効率

の有するネットワークを活用することで、現地生産

的物流等のノウハウと現地企業の流通網を組み合わ

者や小売業者と取引関係を早期に構築することがで

せることにより、強固な流通体制の構築を目指して

きる。日系企業が東南アジアで農業ビジネスを拡大

いる。上記2社はベトナムでの流通網構築ノウハウ

するためには、国ごとに異なる生産者の実態、流通

を活用し、今後東南アジア全土への拡張を志向して

構造、消費者嗜好等の実情を正確に把握した上で、

いる。

東南アジアが必要とする高い技術力やノウハウを駆
使し、現地企業や政府と協力関係を構築することが
必要である。東南アジアの発展を機会ととらえ、日

おわりに

本の農業インフラ、流通インフラを拡大することが

以上で見てきたように、東南アジアの農業ビジネ

今後期待される。

スは生産・流通分野共に未成熟であり、今まさに発
展しつつある。しかし、東南アジアでは生産者個々



こちらの記事につきましては、トーマツのWebサイトにある「グローバルサービス解説記事」
（http://www.tohmatsu.com/jsg/km）でもご覧いただけます。
また、メールマガジンでの配信をご希望の方は、トーマツメールマガジンのWebサイト
（http://www.tohmatsu.com/jp/mm/）にある「コンシューマービジネスメールマガジン」に
お申込下さい。
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