
調査報告書解説講座：
「東南アジア等・インド地域を対象にしたアジアDX
具体化に向けた実態調査」におけるポイント
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EY について

調査の背景

調査の方法

調査の成果

1

2

3

4

• 本日「調査概要」のパートでお伝えする項目は以下の4つのポイントです。



1. EYについて：EY新日本有限責任監査法人国際公共チームとは

• 弊法人における非監査サービスを提供するFAAS（Financial Accounting Advisory Service）事業
部の国際公共サービスチームでは、公共分野における以下のアドバイザリーサービスを提供します

4つの領域

国際公共チームは、4つの領域を中心にサービスを提供し、持続可能な社会の構築に貢献

4つのフェーズ

各領域の4つのフェーズにおいてサービスを提供することにより、総合的な支援が可能

持続可能
な社会

複雑性を増す社会で
多様なスキルや経験
を組み合わせて、
新たな価値を

生み出す組織をつくる

あらゆる知を結集して
イノベーションを創出し、

未知の世界へ
踏み出す一歩を築く

グローバルな視野で
各国に対するさまざまな
分野での開発協力・技
術支援の事業実施を担

う

持続可能な社会の
実現に不可欠な
エネルギー・気候変
動戦略を担う

<Keywords>

科学技術人材、
イノベーション、
研究倫理 等

<Keywords>

再エネ・省エネ、
海外技術移転
気候変動政策

<Keywords>

産業人材、
ダイバーシティ、
外国人材／留学生、
働き方改革 等

<Keywords>

ODA（政府開発援助）、
能力強化支援、
公共財政管理、

事業評価等

教育・
科学技術

人材活用・
地方創生

環境・
エネルギー

開発援助・
技術協力

政策立案

基盤整備

事業化・
事業実施

政策を立案する段階で必要となる調査を企画・実施し、その結果を
基にした政策立案支援を行います。高度な専門性を基に、目指す
べき理想を実現するための実効性のある政策を提言します。

事業化を前提に、限られた資源を効果的に活用するための検証
（フィージビリティスタディ）を行います。

事業の円滑な実施を支援します。背景にある政策の動きを理解し
た専門家が効果的な事業実施を多面的にサポートします。

豊富な実績を有するプロフェッショナルが最適な手法で的確かつ
納得性の高い評価を実施し、PDCAサイクルを回します。

政策評価・事業評価
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2. 調査の背景（マクロのトレンド）

• ASEAN＋インドにおけるスタートアップへの投資は2016年以降急激に加熱しており、特にインド、
シンガポールに向けた投資が増加傾向にあります。

• 特に、シンガポールのGrabやLazada、インドネシアのTokopediaやGojekの資金調達額が大きく、
統合的なサービスを提供するスーパーアプリの開発企業やEコマース企業への投資が顕著です。

# スタートアップ拠点 スタートアップ名称 スタートアップ業種 調達年
調達総額
（mUSD）

1 シンガポール
Grab

（グラブ）
Eコマース

2017 2,000

2018 2,600

2019 1,760

2 シンガポール
Lazada 

（ラザダ）
Eコマース

2017 1,000

2018 2,000

3 インド
Flipkart 

（フリップカート）
Eコマース 2017 2,900

4 インドネシア
Gojek

（ゴージェック）
配車アプリ

2018 1,500

2019 920

5 インドネシア
Tokopedia

（トコペディア）
Eコマース

2017 1,100

2018 1,100

ASEAN+インドへのスタートアップ投資動向 投資先の主なスタートアップ企業

出典：Preqin データベースを基にEY 作成
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2. 調査の背景（ミクロなトレンド）
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▸農業用品の販売・情報提供のプラットフォーム（インド：IFFCO Kisan）

▸農家への天候、市場価格といった農業情報の提供や肥料販売のプ
ラットフォームサービス、専用SIMカードも提供。日系企業も投資。

▸農家向けローン、および土壌・気象データの提供（インドネシア：HARA）

▸農家の収穫量向上のためのブロックチェーンを用いた土壌・気象
データ提供、AIを用いた収穫量算定および信用データからのローン
提供。

▸遠隔医療プラットフォームの提供（インドネシア：Halodoc）

▸医師からの遠隔診療、医薬品の配送、検査室予約サービス、医療
保険サービスを提供するプラットフォームを提供。

▸AIを用いた医師の診断支援サービスの提供（インド：Mfine）

▸医師不足解消のための、遠隔医療プラットフォームのみならず、AI

やアルゴリズムを使った診断サービスを提供。

▸デジタル技術を用いた信用スコアリング、ローン提供（インド：Ftcash）

▸デジタル決済ソリューションにおける集積情報をAI活用により分
析・算定した信用スコアからのローンサービス提供。

▸デジタル技術を用いたPOSキャッシング（シンガポール：SOCASH）

▸あらゆるレジ、例えば小売店のレジを仮想ATMと見立て、安全
かつ便利に現金引き出しができるプラットフォームサービス提供。

▸配車マッチングアプリ（シンガポール：Grab）

▸タクシー手配、デジタル決済、食品の注文、ショッピング、配達と
いったラストワンマイルの配送を含む、プラットフォームを提供。

▸ラストワンマイルを含む配送プラットフォーム（ベトナム：Scommerce）

▸全国ネットワークを有するラストワンマイル配送を含む、BtoC、
BtoBに対し、フリートマネジメントを導入したサービスを提供。

農業 フィンテック

ヘルスケア ロジスティクス

• スーパーアプリの開発企業やEコマース企業の他にも、ASEAN＋インドでは、調査対象とした各分野
において、以下のようなDX（デジタルトランスフォーメーション）に関する取り組みが実施されています。



3. 調査の方法（調査対象）
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ヘルスケア フィンテック ロジスティクス 農業

インド ✔ ✔ ✔ ✔

シンガポール ✔ ✔

ベトナム ✔ ✔ ✔

インドネシア ✔ ✔

その他の
東南アジア諸国
（カンボジア、タイ、
フィリピン、ブルネイ、

マレーシア、ミャンマー、ラオス）

✔ ：全ての対象国で検討

• ASEAN＋インドを対象国として、「農業」 「ヘルスケア」 「フィンテック」「ロジスティクス」を対象分野と
設定し、下表のとおりの「国×分野」を対象に調査を実施しました。

対象分野 × 対象国



3. 調査の方法（調査アプローチ）
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• 本調査は、「①有望プロジェクトの発掘」「②効果的な支援のあり方検討」を目的として、実施しました。
① 有望プロジェクト：社会課題の解決がデジタル化によって一段と進むと考えられる分野を対象に、日本企業等
が協力してその解決に貢献しうる可能性・強み等を調査し、有望なアジアDXプロジェクトの発掘につなげる

② 効果的な支援のあり方：デジタル技術による社会課題解決への意欲も強いアジアを舞台にして、現地企業と
の“共創”を促進するための政府の効果的な支援策を検討する

②効果的な支援
のあり方検討

①有望プロジェクト
の発掘

先進国（米欧中韓）による、対象国におけるDXの取り組みへの投資動向・支援策を分析する。

対象国における対象分野（ヘルスケア・フィンテック・農業・ロジスティック）の社会課題を整理する。

政府支援策の現状と、日本企業が「DX×海外展開」を検討する上での制約事項を特定し整理する。

現地の社会課題・要望に対し、協力してその解決に貢献しうる可能性・強み等を整理する。



4. 調査の成果（報告書本編）

Page 27

要 約

第0章 調査概要

第1章 ASEAN + インドにおけるデジタル経済の隆起とそのDX概況

第2章 ASEAN + インドにおける社会課題

第3章 ASEAN + インドにおける有望プロジェクト案

第4章 ASEAN + インドにおけるDXの取り組みに対する先進国の動向

第5章 ADX推進に向けた効果的な支援策案

第6章 ASEAN + インドを舞台にした日本・台湾協業の可能性

第7章 シンポジウムの開催

別紙 国別情報整理シート ・ ヒアリングまとめ

• 本調査した結果を「東南アジア等・インド地域を対象にしたアジアDX具体化に向けた実態調査」報告
書として、以下の通りの内容でまとめ公開しておりますのでご参照ください。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/oda/adxreport_210324_sea_india_taiwan.html


4. 調査の成果（報告書別紙）

• なお、別紙として本調査の対象とした各国の投資環境を整理した「国別情報整理シート」や対象国に
おける40先の企業・政府関連機関へのヒアリング結果のまとめを掲載しております。

出典：「「東南アジア等・インド地域を対象にしたアジアDX具体化に向けた実態調査 報告書（別紙）」、経済産業省・ EY 新日本有限責任監査法人、令和3年3月

国別情報整理シート ヒアリング結果まとめ

記載事項

基礎情報
 首都
 人口

 面積 等

社会動向
 人口動向
 通信動向

経済動向
 GDP動向
 産業構造
 輸出入動向 等

投資環境動向
 推奨業種
 Doing Business 

 企業が抱える課題

記載事項

組織概要

ソリューション概要

社会課題概要

日本や他国との
コラボレーション内容
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• 本ウェビナーでは、特に「現地の社会課題」「現地企業の要望（ニーズ）」「日本企業の関連ソリュー
ション」に関する調査結果を基に抽出した「有望プロジェクト」について、ご紹介いたします。

4. 調査の成果（有望プロジェクト案）

Page 29 出典：「「東南アジア等・インド地域を対象にしたアジアDX具体化に向けた実態調査 報告書（別紙）」、経済産業省・ EY 新日本有限責任監査法人、令和3年3月

① 現地の社会課題

② 現地のニーズ
と 対応する日本の関連ソリューション

③ 有望プロジェクト案



「東南アジア等・インド地域
を対象にしたアジアDX
具体化に向けた実態調査」
の調査結果

アジアにおける“新産業”とのデジタル共創 ～アジアDX～page 30
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• 本日「調査結果」のパートでお伝えする項目は以下の3つのポイントです。

現地の社会課題

現地のニーズ

有望プロジェクト案

1

2

3



1. 現地の社会課題（全体）

⚫ 低い労働生産性

⚫ 気候変動に対する脆弱性

⚫ 農業人材不足

⚫ フードロス

⚫ 医療の地域格差

⚫ 予防医療の不足

⚫ 医療人材不足

⚫ 金融包摂の欠如

⚫ 金融資産の侵害

⚫ 物流効率の欠如

⚫ 高度物流人材不足

農業 フィンテック

ヘルスケア ロジスティクス

• 各国の組織・個人が直面する「社会課題」は多岐にわたり、その内容・レベルも国によって多様です。
• 調査対象（国×分野）において抽出された主要な社会課題のうち、太字下線部の課題を説明します。
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1. 現地の社会課題（農業）

社会課題 主要な原因

フードロス 食品貯蔵施設の不足

食品加工施設の不足

• 農業に関する社会課題である「フードロス」に関する主要な原因と事例は以下の通りです。
• 貯蔵施設・加工施設・低温物流不足による食品の無駄が農家の所得減少を引き起こしています。

事例

ラオスでは、農地での作物の保管が不十分であり、
大量の無駄や腐敗を引き起こす原因となっており、
食品の安全性が損なわれている

フィリピンでは、不適切な貯蔵により2017年にはコ
メで生産量の16.5％、マンゴーで30.4％、タマネギ
で45.1％の損失があったとされている

インドでは、市場で作物を流通・販売する際に食品
の 40％以上が消費者に届く前に無駄になっており、
そのことが、農家の所得減少の要因になっている

低温物流の不足
（コールドチェーン不足）
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1. 現地の社会課題（フィンテック）

社会課題 主要な原因

金融包摂の欠如 信用情報の欠如

金融リテラシーの欠如

• 金融に関する社会課題「金融包摂の欠如」に関する主要な原因と事例は以下の通りです。
• 信用情報や金融リテラシーの欠如が、銀行サービスへのアクセスを妨げ、脆弱性をあげています。

事例

シンガポールでは、成人の約10人に4人が「無銀
行人口」となっていおり、特にシンガポールの貧困
層は銀行サービスへのアクセスが不足している。

インドでは、雇用者の約81％がインフォーマルセク
ターで働いており、巨大なインフォーマルセクター
と現金取引への依存度が高く、有事の際に融資が
受けられないなどの生活上の脆弱性が高い。

・
・
・
・
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1. 現地の社会課題（ヘルスケア）

社会課題 主要な原因

医療の地域格差 医療体制不足

医療インフラ不足

・
・
・
・

• ヘルスケアに関する社会課題「医療の地域格差」に関する主要な原因と事例は以下の通りです。
• 医療体制/インフラ不足が、農村部の医療の質・量を低下させ、都市部の病院混雑を引き起こします。

事例

インドネシアでは、病院や医療従事者が大都市に
集中しているため、農村部における医療へのアク
セスのしやすさや医療の質に問題がある

インドでは、農村部の多くで、レントゲンやMRIなど
の医療機器が不足していることに加え、公立病院
の不足により医療の質の低さが課題となっている。

ベトナムでは、下位の病院の信用度が低く、患者
は上位の病院に集中するため、病院の混雑が深
刻な問題となっている。

Page 35



1. 現地の社会課題（ロジスティック）

社会課題 主要な原因

物流効率の欠如 非効率な流通経路

流通業者間の

連携不足

• ロジスティックに関する社会課題「物流効率の欠如」に関する主要な原因と事例は以下の通りです。
• 非効率な流通経路、流通業者間の連携等が、輸送費/物流コストの高騰を引き起こしています。

事例

インドでは、複数の倉庫が複数地点に存在するた
め、在庫移動・管理の観点から、非効率的となっ
ている。また、市場シェアのうち組織化された事業
者は10％程度であり、1,000 以上の小規模事業者
が多数存在し、業界慣行に関する基準がない。

ベトナムでは、マルチモーダル輸送（異なる輸送手
法の組み合わせ）が不足していることから、輸送費
/物流コストの高騰や非効率を引き起こしいる。・

・
・
・
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2. 現地のニーズ（全体）

DX関連
ソフト技術

DX関連
ハード技術

その他、
知見・経験

• 前述の社会課題の解決に取り組んでいる現地企業からのニーズは「DX関連ソフト技術」 「DX関連
ハード技術」 「その他の知見・経験」の大きく3つに分けて以下の通り整理されます。

• 「多様なデータの活用方法に関する知見」「質の高いロボティクス技術」「先進国としての知見・経験」
に対する現地企業からのニーズが大きく、このようなニーズへの対応が協業する上で重要となります。
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• データベース設計・構築・拡大などの技術提供

• AI・ビッグデータ分析（マシーンラーニング）などの技術提供

• 質の高いアーキテクチャ・アルゴリズムの設計・構築

• 現地ニーズに合わせた、先端機器（IoT機器およびドローンなど）の提供

• センサー技術（特にウエアラブル端末等の精密な小型センサー）の提供

• 高度な産業用ロボット（自動収穫ロボット、産業用大型ドローン）の提供

• 災害対策（洪水など）に関する知見共有・支援

• 高齢化社会への対処方法／介護問題に関する知見/技術支援

• 衛生環境整備・衛生管理（公衆衛生/食の安全）に関する知見共有・支援

多様なデータの活用
方法に関する

知見提供

質の高い
ロボティクス技術

・製品提供

課題先進国・
衛生管理先進国の
知見・経験提供



• 土壌/気象データ収集
のためのIoT技術

• ドローンによる散布/

播種技術

• 食の安全性を担保す
るコールドチェーンシ
ステム

2. 現地のニーズ（分野別）

DX関連
ソフト技術

DX関連
ハード技術

• 現地ニーズを確認すると、以下の技術・知見に関するニーズが分野別にあり、現地企業・組織が求め
ている技術・知見を提供することにより、日本企業にとっての強みを活かした協業が可能となります。
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• 栽培時期等に関する
予測的意思決定のた
めの情報提供プラット
フォーム構築

• 保有する営農データ
を分析する技術

農業 フィンテック ヘルスケア ロジスティック

• リスク評価のための
パラメータの設定

• リスク・信用情報算出
のアルゴリズム構築

• 安全な取引環境を提
供するための技術
（ブロックチェーンなど）

• 顔認証や静脈認証な
どの不正検知技術
（金融資産の保護）

• オンラインモニタリン
グツールの開発

• テレヘルス（遠隔医療
分野）の技術

• 医師の判断を支援す
るAI技術

• ウェアラブル端末など
の生体情報を取得す
るためのセンサーを
小型化する技術

• 医療機器分野を始め
として質の高い、精密
機器関連の技術

• 輸送管理システム・運
送管理制度構築

• 倉庫管理/デジタル化
関連技術

• 需給の最適化に向け
たプラットフォーム構
築技術

• 各種車載センサーの
搭載に対する技術

• 倉庫管理自動化に関
するロボティクス技術



3. 有望プロジェクト案

農業

• 前述の社会課題とその解決に取り組む現地企業のニーズと、日本企業が有するソリューションを加味
して、現地企業との協業可能性があるプロジェクト（有望プロジェクト）案を以下の11件抽出しました。

• 低い労働生産性改善に向けた、営農データ管理や遠隔制御・操作技術の提供

• 気候変動に対する脆弱性改善に向けた、気象データ管理や灌漑設備遠隔管理の提供

• 農業人材不足改善に向けた、知見伝承の仕組みの提供

• フードロス改善に向けた、マッチングプラットフォームやコールドチェーン関連技術の提供

フィンテック
• 金融包摂の欠如改善に向けた、リスク／信用情報の分析技術提供

• 金融資産の侵害対策に向けた、ブロックチェーン技術や生体認証技術の提供

ヘルスケア

• 医療の地域格差改善に向けた、医療情報連携技術や遠隔診断・治療支援の提供

• 医療人材不足改善に向けた、診断業務支援や病院運営業務支援の提供

• 予防医療の不足改善に向けた、健康データ解析技術やウエアラブルデバイスの提供

ロジスティック
• 物流効率の欠如改善に向けた、需給マッチングサービスや物流業務高度化技術の提供

• 高度物流人材不足改善に向けた、在庫配置の最適化技術の提供
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3. 有望プロジェクト案

【農業】
フードロス改善に向けた、マッ
チングプラットフォームやコー
ルドチェーン関連技術の提供

◼【マッチングプラットフォームの提供】農業従事者と飲食店・個人消費者間のフードバリューチェー
ンの接続性の改善に向けた、マッチングプラットフォームの提供

【低温物流技術の提供】収穫物の腐敗による食の安全性・フードロスの改善に向けた、鮮度維持
を可能とするコールドチェーン関連技術の提供

【フィンテック】
金融包摂の欠如改善に向けた、
リスク/信用情報分析技術提供

◼【リスク/信用情報分析技術の提供】信用力を判断するための情報提供のための、AIを活用したリ
スク・信用情報を評価・算出アルゴリズム・技術の提供

【ヘルスケア】
医療の地域格差改善に向けた、
医療情報連携技術や遠隔診
断・治療支援の提供

◼【医療情報連携のシステム提供】農村部の医療アクセス、医療の質改善に向けた、医療機関同
士・医療従事者間の連携を可能とする医療プラットフォームの提供

【遠隔制御・遠隔操作技術の提供】農村部の医療アクセス改善に向けた、医療機器、IoT等を活用
した、オンラインモニタリングツールの提供

【ロジスティック】
物流効率の欠如改善に向けた、
需給マッチングサービスや物
流業務高度化技術の提供

◼【需給マッチングサービス構築技術の提供】非効率な流通経路の改善に向けた、
ドライバーと荷主、運送業者とトラックの状況、配送車両とドライバーのマッチングサービスの提供

【凡例】■：デジタル関連ソフト技術 □：デジタル関連ハード技術

• 前述した各分野の社会課題について、現地の要望と日本企業のソリューションを勘案すると、それぞ
れ以下の通りの有望プロジェクト案がソフト・ハードいずれの観点からも抽出しました。




