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別紙 1:

ASEAN + インド（政策・施策及び国別情報整理シート）

マレーシア
(1) 概況
首都はクアラルンプールで、面積は約 33 万平方キロメートルで、人口約 3,200 万人で、人口における
2010 年から 2019 年までの年平均成長率増加率は 1.5%であり、2019 年度の労働人口の構成比は第一次
産業 15%、第二次産業 37%、第三次産業 49%となり、第三次産業が最も就労者数が多く第二次産業、第
一次産業との順位となっている。人口に占めるインターネット使用者割合は 81%、 対人口携帯電話末普
及率 134.5%、3G・4G・LTE・WiMax 対人口カバー率は 93%となり携帯電話普及率は 100％を上回って
いる。
(2) 経済状況
2019 年度の名目 GDP は 1,510,765 百万リンギットで、2010 年から 2019 年の年平均成長率は 7.0%と
なっている。産業構成比は第一次産業 7%、第二次産業が 38%で、第三次産業が 55%となり、サービス業
を含む第三次産業が大きな割合を占めている。貿易の動向は、輸出額が輸入額を上回り、主な輸出先国
は、シンガポール、中国、米国で、主な輸出産品は、電気製品、パ－ム油、化学製品、原油・石油製品、
LNG、機械・器具製品、金属製品、科学光学設備、ゴム製品等で構成されている。主な輸入先国は、中
国、シンガポール、米国で、主な輸入産品は、電気製品、製造機器、化学製品、輸送機器、金属製品、原
油・石油製品、鉄鋼製品、科学光学設備、食料品等で構成されている。投資環境動向では、奨励業種が製
造業、農業、観光業（ホテル業を含む）
、R&D（研究開発活動）
、職業訓練事業、環境保護に資する事業、
プリンシパル・ハブ、ICT 事業等の第二次産業、第三次産業が奨励されている。労働者の最低賃金は 268
USD/月、一般職の平均賃金は 890 USD、課長クラスの平均的な賃金は 1,983 USD となり、課長クラス
は一般職の約 2 倍の賃金となる。法人所得税率（表面税率）は 24%、個人所得税率（最高税率）は 28％、
付加価値税（標準税率）は対売上 10％、対サービス 6％となっている。世界銀行発出の Doing Businness
指標では総合 12 位で、主には建築許可の取得と、少数投資家の保護の項目が 2 位と上位に評価され、他
方、法人設立は 126 位と低評価となっている。日本企業進出数は 1,544 社で、製造業 765 社、非製造業
765 社、その他 14 社と製造業と非製造業ともに同数となっている。また、進出企業が抱える主な課題と
しては、従業員の賃金上昇、取引先からの発注量の減少、従業員の質、主要販売市場の低迷(消費低迷)、
限界に近づきつつあるコスト削減等があげられている。
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図表 1

国別情報整理シート 1：マレーシア

国名

首都

面積

人口

Doing Business

マレーシア

クアラルンプール

約 33 万 km2

約 3,200 万人

総合 12 位

基本情報
＜人口動向：人口 ＞

（単位：万人）

＜通信動向：携帯電話/インターネット/ LTE/WiMax＞

（単位：mRM）

＜産業動向：産業構造＞

（単位: mUSD）

＜輸出入相手先・輸出入産品＞

社
会
CAGR＝ 1.5%

動
向

＜経済動向：GDP＞

（単位：%）

CAGR＝ 7.0%

経
済
動
向

＜輸出入動向：輸入額・輸出額＞

輸出

1. Singapore

2. China

3. US

電気製品、パ－ム油、化学製品、原油・石油製
品、LNG、機械・器具製品、金属製品、科学光
学設備、ゴム製品等

輸入

1. China 2. Singapore

3. US

電気製品、製造機器、化学製品、輸送機器、金
属製品、原油・石油製品、鉄鋼製品、科学光学
設備、食料品等

＜奨励業種・賃金・税制＞
奨励
業種

投
資
環

製造業、農業、観光業（ホテル業を含む）、R&D（研究開発活動）、職業訓練事業、環境保護に資する事業、プリン
シパル・ハブ、ICT 事業

最低賃金
法人所得税
（表面税率）

268 USD/月
24％
(50 万リンギ超)

890 USD

一般職
個人所得税
（最高税率）

28%

＜Doing Business＞

向

付加価値税
（標準税率）

1,983 USD
売上 10%
/サービス 6%

＜日本企業の進出状況・抱える課題＞

境
動

課長クラス

法人設立

126 位

少数投資家の保護

2位

建築許可の取得

2位

納税

80 位

電力供給

4位

対外貿易

日本企業進出数：1,544 社

（製造業 765 社、非製造業 765 社、その他 14）
1位

従業員の賃金上昇

49 位

2位

取引先からの発注量の減少

3位

従業員の質

4位

主要販売市場の低迷(消費低迷)

5位

限界に近づきつつあるコスト削減

不動産登記

33 位

契約の執行

35 位

信用供与

37 位

破産処理

40 位
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図表 2

政策・施策（デジタル以外） 2

名称

要約

Shared
Prosperity
Vision 2030

マレーシアのすべての所得層、民族、地域、サプライチェーンに対し、公正、公平、包括
的な経済分配とともに、持続可能な経済成長を達成する国にするための公約であり、3 つ
の大きな目標として「すべての人のための開発」、
「格差の是正」、
「アジアの中心へ」とあ
り、それに向けた 15 の指針が示されている。その指針の一つには「Future Economy」と
題された、経済のデジタル化といった項目もあげられ、プラットフォーム技術、フィンテ
ック技術、AI、ブロックチェーンといった新分野、技術の優先的な導入も目標として設定
されている。
経済成長への重要な項目として産業革命 4.0、デジタル経済、航空宇宙産業、総合的な地域
開発、持続可能なエネルギー源や、インフラへのアクセサビリティ―等が挙げられている。

第 12 次マレ
ーシア開発
計画

図表 3

政策・施策（デジタル）2

名称

要約

Malaysia New Economic Model 2011-2020

マレーシアの先進国入りを目標にて、多くの戦
略的で革新的なイニシアチブが設定されてい
る。
Shared Prosperity Vision 2030 の活動指針。
科学・技術・イノベーション分野の強化を目指
した
e コマース成長率を 2 倍にし、国家経済に
2,110 億 RM の貢献を目標
製造業での産業革命 4.0 の導入の促進を目標
ビッグデータ分析を経済成長につなげる
デジタル化と電子商取引の機会を活用した地
元中小企業の輸出促進を目指した
IoT 技術促進を目標

Future Economy
National Policy on Science, Technology & Innovation
2013-2020
National eCommerce Roadmap
Industry 4wrd: National Policy on Industry 4.0
National Big Data Analytics (BDA) framework
Digital Free Trade Zone (DFTZ)
National Internet of Things (IoT) Strategic Roadmap

図表 4

農業/関連政策 2

名称

要約

Shared Prosperity Vision
2030
第 12 次マレーシア開発計画

地方での生産量増加、農業分野の効果的な法律の制定、農業技術、活用の促
進、環境・社会への影響への考慮といった項目が制定されている。
新しい技術の導入による農業の近代化が目標とされ、特に大きく輸入に依存
している野菜の生産量増加を実現するために、産業革命 4.0 やマレーシアの
農業政策である、
「Malaysia's National Agrofood Policy 2.0 (NAP 2.0) 20212030」に即した活動が設定されている。
マレーシア国民の食糧供給の需要と供給を管理しながら、農業分野の近代化
プロセスを後押しするものである。産業革命 4.0 と持続可能な開発目標
（SDGs）2030 に沿った近代技術と持続可能な開発に基づく新しいアプロ
ーチが導入され、農業食糧部門をさらに近代化し、適切なものであり続ける
ようにし、2030 年の SPV2030 の目標に沿った内容となる。本ポリシーに
より、マレーシアは、外国の食品生産者への依存度を縮小し、国際的な領域
からの輸入を削減しながら、国の新たな収入源として自国で生産された農産
物に注力している。

Malaysia's
National
Agrofood Policy 2.0
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図表 5

農業/業界団体 2

名称

要約

Ministry of Agriculture
and Food Industries

農業、アグロベースの産業、アグリツーリズム、家畜、獣医サービス、漁業、
検疫、検査、農業研究、農業開発、農業マーケティング、パイナップル産業、
アグリビジネス、植物園、食糧安全保障、食糧主権を所管している。
農業、食品、農業関連産業の研究している

Malaysian
Agricultural
Research
and
Development Institute
Federal
Agricultural
Marketing Authority
Farmers'
Organization
Authority
National
Farmers'
Organization of Malaysia

食品のマーケティング、輸出、流通、輸入に関わる政府機関
農業への投資活動の促進や、農業者組織の発展と農村の社会経済的発展を促
進する機関
同上
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ブルネイ
(1) 概況
首都はバンダル・スリ・ブガワンで、面積は約 5,765 平方キロメートルで、人口約 42.1 万人で、人口
における 2010 年から 2019 年までの年平均成長率増加率は 1.9%であり、2019 年度の労働人口の構成比
は第一次産業 16%、第二次産業 25%、第三次産業 59%となり、第三次産業が最も就労者数が多く第二次
産業、第一次産業との順位となっている。人口に占めるインターネット使用者割合は 94.8%、 対人口携
帯電話末普及率 131.9%、3G・4G・LTE・WiMax 対人口カバー率は 94.9%となり携帯電話普及率は 100％
を上回っている。
(2) 経済状況
2019 年度の名目 GDP は 18,375 百万ブルネイ・ドルで、2010 年から 2019 年の年平均成長率は-0.2%
とマイナス成長なっている。産業構成比は第一次産業 1%、第二次産業が 61%で、第三次産業が 38%と
なり、製造業を含む第二次産業が大きな割合を占めている。貿易の動向は、輸出額が輸入額を上回り、主
な輸出先国は、日本、韓国、タイで、主な輸出産品は、石油・液化天然ガス、化学製品、雑品、機械・輸
送用機器、その他等で構成されている。主な輸入先国は、中国、マレーシア、シンガポールで、主な輸入
産品は、機械・輸送用機器、工業製品、食品、鉱物燃料、雑品、化学製品、その他等で構成されている。
世界銀行発出の Doing Businness 指標では総合 66 位で、主には信用供与で 1 位、法人設立の項目が 16
位と上位に評価され、他方、対外貿易 149 位と低評価となっている。

8

図表 6

国別情報整理シート 1：ブルネイ

国名

首都

面積

人口

Doing Business

ブルネイ

バンダル・スリ・ブガワン

約 5,765km2

約 42.1 万人

総合 66 位

基本情報
＜人口動向：人口 ＞

（単位：万人）

＜通信動向：携帯電話/インターネット/ LTE/WiMax＞

社
会
動
向

＜経済動向：GDP＞

（単位：mB$）

＜産業動向：産業構造＞

（単位：%）

経
済
動
向

＜輸出入動向：輸入額・輸出額＞

（単位: mUSD）

＜輸出入相手先・輸出入産品＞

輸出

1. Japan

2. Korea

3. Thailand

石油・液化天然ガス等、化学製品、雑品、機
械・輸送用機器等、その他

輸入

1. China

2. Malaysia

3. Singapore

機械・輸送用機器、工業製品、食料品、鉱物
燃料、雑品、化学製品、その他

＜奨励業種・賃金・税制＞
奨励
業種

投
資
環

（記載なし）

最低賃金
法人所得税
（表面税率）

（記載なし）

一般職

（記載なし）

課長クラス

（記載なし）

（記載なし）

個人所得税
（最高税率）

（記載なし）

付加価値税
（標準税率）

（記載なし）

＜Doing Business＞

＜日本企業の進出状況・抱える課題＞

境
動
向

日本企業進出数：（記載なし）

法人設立

16 位

少数投資家の保護

128 位

建築許可の取得

54 位

納税

90 位

1位

（記載なし）

電力供給

31 位

対外貿易

149 位

2位

（記載なし）

3位

（記載なし）

4位

（記載なし）

5位

（記載なし）

不動産登記

144 位

契約の執行

66 位

信用供与

1位

破産処理

59 位

（製造業－社、非製造業－社、その他－）
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図表 7

政策・施策（デジタル以外）2

名称

要約

Vision 2035
(Wawasan Brunei 2035)

ブルネイを(1)高度な教育を受け、熟練した人々(2)生活の質の高さ(3)ダイナミ
ックで持続可能な経済、の 3 つの観点で変革することを目指しており、重点
分野として教育、インフラ開発、社会保障など 13 の領域を挙げている。
Vision 2035 の実現のため、土地利用計画、インフラ開発、環境管理といった
優先分野における政策の方向性を概説している。
変革に求められる政府の行動指針を示しており、高品質かつ信頼できる公共
インフラのアクセス確保・低コスト実現や、持続可能な開発のための資源最
適化、インフラ開発投資における官民連携の促進などを戦略目標として掲げ
ている。
非石油・ガス部門の開発強化を目指し、人材育成や関係者の福祉向上、GDP
への寄与の増加、ガバナンス強化などに取り組むとしている。

MOD Policy Framework
2018–2023
Strategic Plan 2018-2023

Eleventh
National
Development Plan (20182023)

図表 8

政策・施策（デジタル）2

名称

要約

Strategic Plan 2018-2023

デジタル戦略の中核的分野の一つとして、情報技術の活用と業務や構造の合
理化を目指している。
電子サービスを支えるインフラ、テクノロジーを活用した教育、教員の ICT
活用能力強化、テクノロジーの活用による効率的な教育方法、公立学校にお
けるネットワークインフラの整備、地理空間調査のためのテクノロジー、農
作物の生産強化プログラム等への取り組み
(1)サービスの革新、(2)セキュリティ、(3)能力とマインドセット、(4)企業情報
管理、(5)最適化、(6)コラボレーションと統合の 6 つの分野に重点を置いてい
る。
「活力に満ちた持続可能な経済」、「デジタルで未来に対応できる社会」、「デ
ジタルなエコシステム」という戦略目標を掲げている。当マスタープランを
支える戦略的推進事項として、産業のデジタル化、政府のデジタル化、デジタ
ル産業の繁栄、人材と人材育成を挙げている。
重要な戦略分野として、規制とイノベーションのバランス、オープンなデジ
タル決済の採用、国民の意識と教育に焦点を当てている。

Eleventh
National
Development Plan (20182023)
Digital
Government
Strategy
2015-2020
Digital
economy
masterplan 2025
Digital
Payment
Roadmap for Brunei
Darussalam 2019-2025

図表 9

農業/関連政策 2

名称

要約

Eleventh
National
Development Plan (20182023)

(1) 輸出市場を創出するための観賞用植物・花卉強化プログラム (2)全地区で
の水田作付地域への追加灌漑計画の建設 (3)ハイテクノロジーによる野菜生
産強化プログラムで国内総生産量を創出 (4)畜産業の生産高を 1 億 6,080 万
BND（2015 年）から 3 億 BND（2020 年）に増加させるための開発計画 (5)
ベラト郡カンドール地区 500ha の商業水田開墾（第 2 期）が挙げられている。
「ブルネイ-多様化、競争力のある持続可能な経済」に向けた優れたサービス
のためのプラットフォームを提供している。このイニシアティブは、貿易、競
争力のある産業、ダイナミックな起業家を促進、開発、強化することで、持続
可能な経済の多様化を加速させるという産業・一次資源省の使命を達成する
ための主要な手段となることを意図している。 また、農業・アグリフード省
は、持続可能で競争力のあるアグリビジネスを推進し、農業起業家、資源の有
効利用、適切な技術を通じてブルネイ・ダルサラーム国民の食糧安全保障を
確保しながら、高品質と安全性に重点を置いている。

eMIPR Platform

図表 10

農業/業界団体 2

名称

要約

Department
of
Agriculture and Agrifood

一次産業と加工産業を含む高収量生産に重点を置きながら、ハイテク技術と
輸出志向を通じた農業と農業食品産業の成長を加速させることであり、国内
外の直接投資の積極的な参加を奨励している。
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カンボジア
(1) 概況
首都はプノンペンで、面積は約 18.1 万平方キロメートルで、人口約 16.3 万人で、人口における 2010
年から 2019 年までの年平均成長率増加率は 1.4%であり、2014 年度の統計上の労働人口の構成比は第一
次産業 89%、第二次産業 11%、第三次産業 0%となり、第一次産業が最も就労者数が多く第二次産業の順
位となっている。人口に占めるインターネット使用者割合は 40%、 対人口携帯電話末普及率 119.49%、
3G・4G・LTE・WiMax 対人口カバー率は 80.3%となり携帯電話普及率は 100％を上回っている。
(2) 経済状況
2019 年度の名目 GDP は 110,014 十億リエルで、2010 年から 2019 年の年平均成長率は 9.9%となっ
ている。産業構成比は第一次産業 22%、第二次産業が 36%で、第三次産業が 41%となり、サービス業を
含む第三次産業が大きな割合を占めている。貿易の動向は、輸入額が輸出額を上回り、主な輸出先国は、
米国、イギリス、ドイツで、主な輸入先国は、中国、タイ、ベトナムである。投資環境動向では、カンボ
ジアの外国直接投資に関する法制度は、基本的に投資を奨励するように設計されている。労働者の最低
賃金は 182USD/月、一般職の平均賃金は 501USD、課長クラスの平均的な賃金は 1,273USD となり、課
長クラスは一般職の約 2.5 倍の賃金となる。法人所得税率（表面税率）は 20%、個人所得税率（最高税
率）は 20％、付加価値税（標準税率）は 10％となっている。世界銀行発出の Doing Businness 指標では
総合 144 位で、主には信用供与が 25 位と上位に評価され、他方、契約の執行が 182 位、法人設立が 187
位と低評価となっている。日本企業進出数は 200 社となっている。また、進出企業が抱える主な課題と
しては、原材料・部品の現地調達の難しさ、従業員の賃金上昇、税務（法人税、移転価格課税など）の負
担、従業員の質、取引先からの発注量の減少等があげられている。
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図表 11

国別情報整理シート 1：カンボジア

国名

首都

面積

人口

Doing Business

カンボジア

プノンペン

約 18.1 万 km2

約 16.3 万人

総合 144 位

基本情報
＜人口動向：人口 ＞

（単位：万人）

＜通信動向：携帯電話/インターネット/ LTE/WiMax＞

＜経済動向：GDP＞

（単位：bKR）

＜産業動向：産業構造＞

社
会
動
向

（単位：%）

経
済
動
向

＜輸出入動向：輸入額・輸出額＞

（単位: mUSD）

＜輸出入相手先・輸出入産品＞

輸出

1. US 2. UK

3. Germany

（記載なし）
輸入

1. China 2. Thailand

3. Viet Nam

（記載なし）

＜奨励業種・賃金・税制＞
奨励
業種

投
資
環

カンボジアの外国直接投資に関する法制度は、基本的に投資を奨励するように設計されている。

最低賃金
法人所得税
（表面税率）

182 USD/月

501 USD

一般職
個人所得税（最
高税率）

20%

20%

＜Doing Business＞

向

10%

＜日本企業の進出状況・抱える課題＞

境
動

1,273 USD

課長クラス
付加価値税
（標準税率）

日本企業進出数：200 社

法人設立

187 位

少数投資家の保護

128 位

建築許可の取得

178 位

納税

138 位

1位

原材料・部品の現地調達の難しさ

電力供給

146 位

対外貿易

118 位

2位

従業員の賃金上昇

不動産登記

129 位

契約の執行

182 位

3位

税務(法人税、移転価格課税など)の負担

25 位

破産処理

4位

従業員の質

5位

取引先からの発注量の減少

信用供与

82 位
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（製造業－社、非製造業－社、その他－）

図表 12

政策・施策（デジタル以外）2

名称

要約

National
Strategic
Development Plan (20192023)
National
Strategic
Development Plan (20142018)
Rectangular
strategy
phase 4 (2018-2023)

カ ン ボ ジ ア の 国 家 戦 略 。「 National Strategic Development Plan (20142018)」の成果と課題を受けて次の 4 年間で関係省庁が実施すべき政策と優先
行動を概説し、経費、資源、支出などの概算値を提示している。
2014 年から 2018 年のカンボジアの国家戦略

Cambodia
Industrial
Development
Policy
(2015 – 2025)
National Strategic Plan
on Green Growth (20132030)
Better
Factories
Cambodia’s
Strategic
Vision 2019-2022

「4 つの戦略目標」と「4 つの優先分野」として年 7％程度の持続可能な経済
成長を確保する、質・量の両面から雇用を創出する、貧困率を 10％以下に削
減かつ防止する、公的機関の能力とガバナンスを強化することを掲げている。
経済の多様化、競争力の強化、生産性の向上を通じた持続的かつ包摂的な高
い経済成長を維持するための産業開発指針を示している。
天然資源の効率的な利用、環境の持続可能性に焦点を当て、グリーン投資と
グリーン雇用の創出、環境とバランスのとれたグリーン経済経営、人材育成
とグリーン教育などを目指している。
工場労働に言及し、良好かつ安定的な労働条件の標準化のため、工場におけ
る労働条件の持続的な改善やコンプライアンスの促進等のステップを提示し
ている。

図表 13

政策・施策（デジタル）2

名称

要約

National
Strategic
Development Plan (20192023)
ICT Masterplan 2020

デジタル経済の長期的な戦略的枠組みを策定・実施することや市場需要に対
応するデジタル技術の供給人材を強化すること、ビジネスにおけるデジタル・
システムの活用を促進することなどを掲げている。
“ICTopia Cambodia”の実現に向けて、2020 年までに達成すべき 4 つの戦
略として「人々の力を高める」、
「接続性を確保する」、
「能力を強化する」、
「電
子サービスを充実させる」ことを挙げている。

図表 14

農業/関連政策 2

名称

要約

National
Strategic
Development Plan (20192023)

カンボジアの国家戦略。雇用の創出、食料安全保障の確保、貧困の削減、農村
開発における農業セクターの役割の強化が目標として掲げられている。
「 Master Plan for Agriculture Sector Development towards 2030 」 と
「Agriculture Sector Strategic Development Plan 2019-2023」の策定・推進
に取り組むと述べられている。
カンボジアの農業に関連する政策の中で策定・推進に取り組むと述べられて
いる。

Master
Plan
for
Agriculture
Sector
Development
towards
2030
Agriculture
Sector
Strategic Development
Plan 2019-2023
Five year strategic plan
for agriculture (20192023)
Master Plan for crop
production in Cambodia
by 2030

同上

農業・農業部門を近代化して競争力と気候変動への耐性を高め、労働集約的
な伝統的慣行からの移行を推進するためのビジョンとして、先進的なアグリ
ビジネスへのアップグレードや農業官民パートナーシップの構築、加工部門
への投資の促進などが望ましいとしている。
政府による集中的な政策、規制、投資によって、最大の成長、雇用創出、天然
資源の持続可能性、輸出成長、貧困削減を達成するために、バリューチェーン
を限定化するとしている。
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図表 15

農業/業界団体 2

名称

要約

Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries
Department
of
Agricultural Extension,
Ministry of Agriculture
（DAE）
Cambodian
Farmer
Federation Association of
Agricultural Producers
(CFAP)
Coalition of Cambodian
Farmer
Community
(CCFC)
Cambodia
Rice
Federation

カンボジアの農業の所管省庁の名称
カンボジアのニーズに適した需要主導型、地区実施型、州管理型、中央管理型
の改良普及システムを開発するために 1995 年に設立された。DAE は、カン
ボジアの農業生産の量と質を向上し、カンボジアの食料安全保障、農村所得、
農業生産を向上させることを目指している。
零細農家の利益貢献を目的として政策への参加、農民のためのアドボカシー、
全国的な農民組織のプラットフォーム強化、利害関係者とのネットワーク作
りなどを行っている。
会員制の組織で、土地問題、天然資源問題、開発による強制立ち退きなどの問
題を解決に取り組んでいる。
カンボジア米穀産業の代表機関。2022 年までに市場／輸出規模を 100 万トン
に拡大することや、コスト競争力を強化して米業界全体の収益性を高めるこ
とを目指している。

14

インド
(1) 概況
首都はニューデリーで、面積は約 328 万 7,469 平方キロメートルで、人口約 12 億 1,057 万人で、人口
における 2010 年から 2019 年までの年平均成長率増加率は 1.4%である。人口に占めるインターネット
使用者割合は 34.4%と非常に低く、 対人口携帯電話末普及率 86.9%、3G・4G・LTE・WiMax 対人口カ
バー率は 94%となり携帯電話普及率は 100％を下回っている。
(2) 経済状況
2019 年度の名目 GDP は 203,398 十億インドルピーで、2010 年から 2019 年の年平均成長率は 11.5%
となっている。産業構成比は第一次産業 18%、第二次産業が 27%で、第三次産業が 55%となり、サービ
ス業を含む第三次産業が大きな割合を占めている。貿易の動向は、輸入額が輸出額を上回り、主な輸出先
国は、米国、アラブ首長国連邦、香港で、主な輸出産品は、石油製品、宝石類、機械機器、化学関連製品、
自動車等で構成されている。主な輸入先国は、中国、米国、アラブ首長国連邦で、主な輸入産品は、原油・
石油製品、宝石類、機械製品等で構成されている。投資環境動向では、奨励業種はインフラ開発、電力開
発・送電、再生可能エネルギー、科学研究開発が推奨されている。労働者の最低賃金は 3.97USD/日とな
っている。法人所得税率（表面税率）は 30％、個人所得税率（最高税率）は 30％、付加価値税（標準税
率）は 5～28％となっている。世界銀行発出の Doing Businness 指標では総合 63 位で、主には少数投資
家の保護で 13 位、信用供与の項目が 25 位と上位に評価され、他方、契約の執行が 163 位と低評価とな
っている。日本企業進出数は 1,441 社で、進出企業が抱える主な課題としては、従業員の賃金上昇、主要
販売市場の低迷（消費低迷）
、原材料・部品の現地調達の難しさ、取引先からの発注量の減少、品質管理
の難しさ等があげられている。
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図表 16

国別情報整理シート 1：インド

国名

首都

面積

人口

Doing Business

インド

ニューデリー

約 328 万 7,469km2

約 12 億 1,057 万人

総合 63 位

基本情報
＜人口動向：人口 ＞

＜通信動向：携帯電話/インターネット/ LTE/WiMax＞

（単位：万人）

社
会
動
向

＜経済動向：GDP＞

（単位：b₹）

＜産業動向：産業構造＞

（単位：%）

＜輸出入動向：輸入額・輸出額＞

（単位: b₹）

＜輸出入相手先・輸出入産品＞

経
済
動
向

輸出

1.US

2. UAE

3. HongKong

石油製品、宝石類、機械機器、化学関連製品、
自動車

輸入

1. China 2. US

3. UAE

原油・石油製品、宝石類、機械製品

＜奨励業種・賃金・税制＞
奨励
業種

投
資
環

インフラ開発、電力開発・送電、再生可能エネルギー、科学研究開発

最低賃金
法人所得税
（表面税率）

3.97 USD/日

一般職

（記載なし）

個人所得税（最
高税率）

30%

向

（記載なし）
5~28%

＜日本企業の進出状況・抱える課題＞

境
動

付加価値税
（標準税率）

30%

＜Doing Business＞

課長クラス

日本企業進出数：1,441 社

法人設立

136 位

少数投資家の保護

13 位

建築許可の取得

27 位

納税

115 位

1位

従業員の賃金上昇

電力供給

22 位

対外貿易

68 位

2位

主要販売市場の低迷(消費低迷)

不動産登記

154 位

契約の執行

163 位

3位

原材料・部品の現地調達の難しさ

25 位

破産処理

4位

取引先からの発注量の減少

5位

品質管理の難しさ

信用供与

（製造業－社、非製造業－社、その他－）

52 位
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図表 17
名称
Strategy
India@75

要約
for

New

National Institution for Transforming India (NITI) Commission が策定し
た戦略。41 分野の広い範囲にわたる現在の進捗状況と課題を基に、2022 年
から 2023 年の明確な目標を定義することを目的としている。重点分野には、
農民の所得倍増、フィンテック、観光、健康、栄養、環境と水資源などが含ま
れている。

図表 18
名称
Strategy
India@75

政策・施策（デジタル以外）2

政策・施策（デジタル）2

要約
for

New

Digital Indoia

AI for All

National Cyber Security
Policy 2020

行政サービスのデジタル化や州や地区間のデジタルな接続性の実現を目指し
ている。具体的には、大規模な連続ブロックでの効率的なスペクトラム割り当
て、通話の低下や電波の弱さを追跡するシステムの設置、初等教育レベルでの
デジタルリテラシーに焦点を当てた取組を検討している。
行政サービスを電子的に提供し、インターネット接続性を向上させることで、
インドをデジタルに強化された社会に変えるというビジョンのもと、高速ブ
ロードバンド、モバイル接続へのユニバーサルアクセス、公共インターネット
アクセスプログラム等の取り組みをプログラムの柱としている。
2018 年に AI に関する国家戦略としてディスカッションペーパーの形で発表
した。同ペーパーでは、デジタルトランスフォーメーションを阻む 5 つの障
壁である、研究知識の不足、有効なデータエコシステムの欠如、高いリソース
コストと採用に対する意識の低さ、プライバシーとセキュリティに関する規
制の欠如、採用とアプリケーションに対する協調的なアプローチの欠如が強
調された。また、AI 活用の重点分野として、ヘルスケア、農業、教育、都市・
スマートシティの変革、交通・モビリティ等を挙げた。
安心安全かつ強靭なサイバー環境のための国家的なサイバーセキュリティ政
策を策定した。この政策では、技術の土着化やサイバーセキュリティの責任の
分散化などのテーマを扱う。また、サイバーセキュリティ業務に資金を提供す
るための規定も期待されている。

図表 19

農業/関連政策 2

名称

要約

New India strategy@75

インドの農業に関連する政策。農民所得の倍増を目的として技術の近代化、生
産性や産物加工の向上、高付加価値作物の推進に取り組み、農村インフラの整
備や統合的なバリューチェーンシステムの構築を目指すとしている。また同
戦略では持続可能な環境のため、PM2.5 を 50％以下に低減するため高度な技
術を導入するとしている。
農家の所得倍増に言及しており、関連する以下の 3 つの農業法案を可決して
いる。
1.Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation)
Bill：農産物市場以外での農産物の販売を促進し、e-取引の仕組みを構築する。
2.Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance
and Farm Services Bill：アグリビジネス、加工、サービス全般についてのひ
な形を提供し、契約農業の枠組みを作る。
3.Essential Commodities (Amendment) Bill：必須商品リストを改正し、規
制緩和を行う。

New Agriculture Policy:
Launch of three new bills

図表 20

農業/業界団体 2

名称

要約

Ministry of Agriculture
and Farmers Welfare
Department
of
Agriculture
and
Cooperation
Indian
Council
of
Agricultural Research

インドの農業の所管省庁(農業農民福祉省）。インドの農業に関連する規則や
法律の策定、管理を行っている。
農業農民福祉省の下部組織。農業セクターの発展に取り組んでいる。

農業農民福祉省の下部組織。農業の研究・教育を調整、指導、管理する。
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National Institute of
Agricultural Extension
Management
National Institute of
Agricultural Marketing
(NIAM)
National
Dairy
Development Board
National
Horticulture
Board
Coconut
Development
Board

持続可能な農業を実践するために農民や漁業者に支援やサービスを提供する
ことを目的として経営・技術スキルの普及を行っている。
農業マーケティングの専門的な訓練、研究、コンサルティング及び教育を提
供するために設立された研究所である。
酪農に特化した団体で、酪農家の組織力強化や酪農に関わる政策決定に取り
組んでいる。
園芸産業の総合的な発展を目指す団体。
ココナッツ栽培・産業を発展させることを目的とする団体。

図表 21

フィンテック/関連政策 2

名称

要約

New India strategy@75

金融包摂の一環として銀行口座、保険、年金への普遍的なアクセスを確保す
るためにテクノロジーを活用し、オンライン・デジタルかつペーパーレスな
金融サービスを促進するとしている。
金融セクターのすべての利害関係者を巻き込み、国レベルでの金融包摂プロ
セスの拡大と持続を目指すとしている。

National strategy for
Financial Inclusion
2019-2024

図表 22

フィンテック/業界団体 2

名称

要約

Ministry of Finance

インドのフィンテックの所管省庁。課税、金融法制、金融機関、資本市場、予
算、中央・国家財政に関する事項を担当している。
インドの中央銀行。貨幣供給の管理と銀行システムの規制に加え、インドの主
要な決済システムを管理し、経済発展の促進に取り組んでいる。
フィンテックに関連した主要な機関。インドの銀行管理の代表機関。
証券投資家の利益保護を目的としている。

Reserve Bank of India
India Banks Association
Securities
Exchange
Board of India (SEBI)
Insurance
Regulatory
and
Development
Authority
of
India
(IRDAI)
Pension
Fund
Regulatory
and
Development Authority
of India (PFRDA)
Association of Mutual
Funds in India (AMFI)
Institute
for
Development
and
Research in Banking
Technology (IDRBT)

保険業界の規制と促進を担っている。

国民年金加入者保護を目的としている。

投資信託に関わる知識の提供を行っている。
銀行技術の開発と研究のために設立された機関で、最先端の金融技術・サービ
スの開発や、金融技術に関するコンサルティングなどを行っている。

図表 23

ヘルスケア/関連政策 2

名称

要約

National Health Stack
(NHS)
National Digital Health
Blueprint

インドでのデジタルヘルスプログラムの実施に不可欠なビルディングブロッ
クと基礎となるコンポーネントの特定を支援する政策。
2017 年の National Health Policy of 2017（NHP 2017）の延長線上にある
NHS の適用に向けて導入された建設的な文書である。NHP 2017 のビジョン
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National Digital Health
Mission

を実現するために必要なビルディングブロックの具体的な詳細と、デジタル
ヘルスを包括的かつ全体的に実現するための制度的な仕組みやアクションプ
ランが記載されている。
2020 年に Ministry of Health and Family Welfare が立ち上げたもので、国
内におけるデジタルヘルスインフラの統合に必要な支援を提供するものであ
る。このミッションでは、Health ID(人を一意に識別、認証し、健康記録を
スレッド化するために使用される ID)、Digi-Doctor(近代的/伝統的な医療シ
ステム、医療施設の登録簿、患者の健康記録など、すべての医師の診療や指
導に関する包括的なリポジトリ)、Electronic Medical Records(1 つの施設か
ら患者の治療履歴をデジタル化したもの）で構成されるデジタルインフラス
トラクチャの開発が語られている。

図表 24

ヘルスケア/業界団体 2

名称

要約

Ministry of Health and
Family Welfare
Indian Medical
Association
Indian Healthcare
Federation
Indian Dental
Association
National eHealth
Authority

インドのヘルスケアの所管省庁（保健家族福祉省）であり、インドの健康政
策を担当し家族計画に関連するすべての政府のプログラムを所管している。
ヘルスケアに関連した主要な機関。現代医学の医師の唯一の代表的な全国的
任意団体である。
長期的な成長のための資金調達を可能にする環境の整備、医療インフラの開
発と最適化の支援等を行う
国内の最適な口腔保健を保護する。
インドにおける eHealth エコシステムの開発及び促進を行う。

図表 25

ロジスティクス/関連政策 2

名称

要約

New India strategy@75

インドのロジスティクスに関連する政策。IT プラットフォームの開発を通じ
て、物流コストを現在の 14％から GDP の 10％以下に削減するという目標が
掲げられている。
インド政府は国内における物品のシームレスな移動を促進するため、国家物
流政策の草案の改訂に取り組んでいる。
インフラ、手続き、情報技術の介入を通じて、コスト、時間、追跡、貨物の転
送を改善し、インドの貨物輸送を強化することを目的としている。
Logistics Efficiency Enhancement Program の一環である。貨物コストの削
減、車両汚染や渋滞の削減、倉庫コストの削減に注力している。
バイヤー、物流サービスプロバイダー、関連政府機関などの利害関係者をつな
ぐ e マーケットプレイスが段階的に開発されている。

National Logistics Policy
Logistics
Efficiency
Enhancement Program
Multi-Modal
Logistics
Parks Policy (MMLPs)
Logistics Portal

図表 26

ロジスティクス/業界団体 2

名称

要約

Department of
Commerce

インドのロジスティクスの所管省庁。新しく設立された物流部において政策
変更、既存の手続きの改善、ボトルネックやギャップの特定、技術導入など
が行われている。
インフラ、産業、物流セクター間の相乗効果を生み出すことを目的として、
インフラの強化を通じた経済発展の促進を目指している。

Infrastructure Industry
And Logistics Federation
of India (ILFI)

19

インドネシア
(1) 概況
首都はジャカルタで、面積は約 191 万 6,907 平方キロメートルで、人口約 2 億 6,691 万人で、人口にお
ける 2010 年から 2019 年までの年平均成長率増加率は 1.3%であり、2019 年度の労働人口の構成比は第
一次産業 34%、第二次産業 27%、第三次産業 39%となり、第三次産業が最も就労者数が多く第一次産業、
第二次産業との順位となっている。人口に占めるインターネット使用者割合は 39.9%と非常に低く、 対
人口携帯電話末普及率 119.34%、3G・4G・LTE・WiMax 対人口カバー率は 97.59%となり携帯電話普及
率は 100％を上回っている。
(2) 経済状況
2019 年度の名目 GDP は 15,834 兆インドネシアルピアで、
2010 年から 2019 年の年平均成長率は 9.7%
となっている。産業構成比は第一次産業 34%、第二次産業が 27%で、第三次産業が 39%となり、サービ
ス業を含む第三次産業が大きな割合を占めている。貿易の動向は、僅差で輸入額が輸出額を上回り、主な
輸出先国は、中国、日本、米国で、主な輸出産品は、動物・植物性油脂、電気機器、車両・部品で構成さ
れている。主な輸入先国は、中国、日本、シンガポールで、主な輸入産品は、電気機器、鉄鋼、車両・部
品等で構成されている。投資環境動向では、次の条件を 1 つでも満たす事業を奨励、多くの労働者を雇
い入れる。高い優先分野に含まれる。インフラ開発を含む。技術移転を実施する。先駆的な事業を実施す
る。辺境地、後進地、境界地域またはその他必要とみなされる地域への投資。自然環境保護の維持を行う。
研究開発、革新活動を行う。零細・中小企業または協同組合とパートナーシップを締結する。国産の資本
財、機械または設備を利用が奨励されている。労働者の最低賃金は 279USD/月、一般職の平均賃金は
442USD、課長クラスの平均的な賃金は 1,130 USD となり、課長クラスは一般職の約 2.6 倍の賃金とな
る。法人所得税率（表面税率）は 25%、個人所得税率（最高税率）は 5～30％、付加価値税（標準税率）
は 10％となっている。世界銀行発出の Doing Businness 指標では総合 73 位で、主には電力供給の項目
が 33 位と上位に評価され、他方、法人設立は 140 位と低評価となっている。日本企業進出数は 1,498 社
で、進出企業が抱える主な課題としては、従業員の賃金上昇、取引先からの発注量の減少、主要販売市場
の低迷(消費低迷)、原材料・部品の現地調達の難しさ、従業員の質等があげられている。
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図表 27

国別情報整理シート 1：インドネシア

国名

首都

面積

人口

Doing Business

インドネシア

ジャカルタ

約 191 万 6,907km2

約 2 億 6,691 万人

総合 73 位

基本情報
＜人口動向：人口 ＞

（単位：万人）

＜通信動向：携帯電話/インターネット/ LTE/WiMax＞

＜経済動向：GDP＞

（単位：tRp）

＜産業動向：産業構造＞

社
会
動
向

（単位：%）

経
済
動
向

（単位: mUSD）

＜輸出入動向：輸入額・輸出額＞

＜輸出入相手先・輸出入産品＞

輸出

1.China 2. Japan

3. US

動物・植物性油脂等、電気機器等、車両・部品

輸入

1. China 2. Japan

3. Singapore

電気機器等、鉄鋼、車両・部品

＜奨励業種・賃金・税制＞
奨励

次の条件を 1 つでも満たす事業を奨励、多くの労働者を雇い入れる。高い優先分野に含まれる。インフラ開発を含む。技術移転を実施する。

業種

先駆的な事業を実施する。辺境地、後進地、境界地域またはその他必要とみなされる地域への投資。自然環境保護の維持を行う。研究開発、
革新活動を行う。零細・中小企業または協同組合とパートナーシップを締結する。国産の資本財、機械または設備を利用。

投

最低賃金

資

法人所得税

環

（表面税率）

279 USD/月

442 USD

一般職
個人所得税（最
高税率）

25%

＜Doing Business＞

向

10%

＜日本企業の進出状況・抱える課題＞

境
動

付加価値税
（標準税率）

5~30%

1,130 USD

課長クラス

日本企業進出数：1,489 社

法人設立

140 位

少数投資家の保護

37 位

建築許可の取得

110 位

納税

81 位

1位

従業員の賃金上昇

電力供給

33 位

対外貿易

116 位

2位

取引先からの発注量の減少

3位

主要販売市場の低迷(消費低迷）

4位

原材料・部品の現地調達の難しさ

5位

従業員の質

（製造業－社、非製造業－社、その他－）

不動産登記

106 位

契約の執行

139 位

信用供与

48 位

破産処理

38 位
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図表 28

政策・施策（デジタル以外）2

名称

要約

National Long Term
Development
Plan
(RPJPN 2005‐2025)

インドネシアの国家戦略。開発初期段階からの長期戦略として、インドネシア
が開発され、自立し、公正で民主的、平和かつ統一された国になることをビジ
ョンとして掲げている。RPJPN 2005‐2025 は 5 年ごとの中期開発計画に分
かれている。
RPJPN 2005‐2025 は 5 年ごとの中期開発計画に分かれており、National
Medium-Term Development Plan (RPJMN 2015-2019)は現政府が実施して
いる国家戦略。国家安全保障の確立や法に基づく民主主義社会の実現、生活の
質の向上など 7 つの開発ミッションを挙げている。
RPJMN 2015-2019 で義務付けられているオープンガバメントの実施につい
て定めている。

National Medium-Term
Development
Plan
(RPJMN 2015-2019)
Indonesia
Open
Government Partnership
National Action Plan
2018-2020
Masterplan
for
Acceleration
and
Expansion of Indonesia's
Economic Development
(MP3EI) 2011-2025
Indonesia Biodiversity
Strategy and Action Plan
(IBSAP) for 2015-2020

インドネシアの先進国化を加速させるための計画であり、2025 年までに①工
業生産プロセスの付加価値向上とバリューチェーンの拡大、流通ネットワー
クの効率化②生産の効率化とマーケティングの改善と国内市場の統合による
競争力向上③生産プロセス・マーケティング分野における国家イノベーショ
ンシステムの強化、の達成を目指している。
インドネシアの生物多様性管理のための戦略と行動計画を定めており、デー
タ分析の推進や国民の意識向上などに注力するとしている。

図表 29

政策・施策（デジタル）2

名称

要約

Strategy
to
develop
Artificial
Intelligence
between 2020 and 2045

教育・研究、健康サービス、食糧安全保障、モビリティ、スマートシティ、公
共部門の改革などの分野に AI プロジェクトを集中させるとしている。AI の
開発は、高度なロボット工学、IoT、拡張現実、3D プリントと並んで、イン
ドネシアが定める 5 つの重点分野の 1 つとなっている。

図表 30

農業/関連政策 2

名称

要約

Strategic Plan of the
Indonesian Ministry of
Agriculture 2015-2019
Agricultural
Development
Master
Strategy (SIPP) 20152045
Nationally Determined
Contribution (NDC)

National Medium-Term Development Plan of 2005-2025 の一環として食糧
主権の獲得、持続可能な農業の実現、農民の福祉向上に取り組むとしている。

Indonesia Biodiversity
Strategy and Action Plan
(IBSAP) for 2015-2020

農業セクターを食料安全保障の創出、GDP への貢献、雇用の創出、貧困の削
減、食料供給などの源泉として、国民経済を支える戦略的分野に構造化するこ
とを目指している。
気候変動適応戦略の中期目標としてすべての開発部門（農業、水、エネルギー
安全保障、林業、海洋・水産業等）のリスクを低減することを掲げており、農
業に関しては低炭素経済への転換を図り、持続可能な農業とプランテーショ
ンを通じた食糧、水、エネルギーシステムを構築することを目指している。
農林水産業をより生産的で持続可能なものにするための戦略を示しており、
環境にやさしい農産物の生産性向上や、持続可能なプランテーション作物の
生産性向上、農畜産物・水産物の検疫体制・品質の向上と生物多様性の確保な
どが挙げられている。
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図表 31

農業/業界団体 2

名称

要約

Ministry of Agriculture
of Republic of Indonesia

インドネシアの農業の所管省庁。農業インフラや施設、生産量の増加、農産
物の付加価値、競争力、品質、マーケティング向上のための政策を策定・実
施している。また、農業の研究、開発、イノベーションも担っている。
1974 年に設立された Ministry of Agriculture 下の機関で、11 の研究センタ
ーを有し、農作物、畜産、土壌・農業気候学、バイオテクノロジー、農業技
術評価など農業に関わる研究開発を行っている。
農業に関連した主要な機関。零細農家の生活を改善しながら、持続可能な方
法で国の農業の課題に取り組むための革新的なマルチステークホルダーモデ
ルの構築を目指している。
米をベースとしたアグリフードシステムに依存している人々の間で貧困と飢
餓をなくすことを目的とし、米農家と消費者の健康と福祉の向上や米業界に
おける女性と若者のエンパワーメントの支援などを行っている。

Indonesian Agency for
Agricultural Research &
Development (IAARD)
Partnership for
Indonesia's Sustainable
Agriculture (PISAgro)
International Rice
Research Institute
(IRRI)

図表 32

ヘルスケア/関連政策 2

名称

要約

National Action Plan on
Antimicrobial Resistance
Indonesia 2017-2019
National
Human
Resources for Health
(HRH) plan 2011 - 2025

品質が保証され、責任ある方法で使用され、必要とするすべての人が利用でき
る効果的で安全な医薬品を用いて、感染症の治療と予防を成功させることを
目的とする政策。
すべての利害関係者に包括的な方向性と参考資料を提供することを目的とし
た長期計画であり、専門医、開業医、歯科医、看護師、助産師、歯科看護師、
薬剤師、薬剤助手、衛生士（環境衛生検査官）、栄養士、保健師、理学療法士、
医療技術者の 13 のカテゴリーをカバーしている。

図表 33

ヘルスケア/業界団体 2

名称

要約

Ministry of Health

インドネシアのヘルスケアの所管省庁（保健省）であり、公衆衛生、疾病予防
と制御、保健サービス、医薬品と医療機器の分野における政策の策定、規定、
実施を所管している。
ヘルスケアに関連した主要な機関。公衆衛生の利益のための専門的かつ学際
的な専門組織。
ヘルスケアに関連した主要な機関。健康経済学分野の専門家の団体である。

Indonesian Public
Health Association
Indonesian Health
Economic Association
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ラオス
(1) 概況
首都はビエンチャンで、面積は約 24 万平方キロメートルで、人口約 701 万人で、人口における 2010
年から 2019 年までの年平均成長率増加率は 1.4%であり、2017 年度の労働人口の構成比は第一次産業
46%、第二次産業 19%、第三次産業 35%となり、第一次産業が最も就労者数が多く第三次産業、第二次
産業との順位となっている。人口に占めるインターネット使用者割合は 25.5%と非常に低く、 対人口携
帯電話末普及率 51.8%、3G・4G・LTE・WiMax 対人口カバー率は 43%となり携帯電話普及率は 100％
を下回っている。
(2) 経済状況
2018 年度の名目 GDP は 152,414 十億ラオスキープで、2010 年から 2018 年の年平均成長率は 13.4%
となっている。産業構成比は第一次産業 18%、第二次産業が 35%で、第三次産業が 47%となり、サービ
ス業を含む第三次産業が大きな割合を占めている。貿易の動向は、輸入額が輸出額を上回り、主な輸出先
国は、タイ、中国、ベトナムで、主な輸出産品は、電力、金、銅・銅製品等で構成されている。主な輸入
先国は、タイ、中国、ベトナムで、主な輸入産品は、ディーゼル、車両、機械類等で構成されている。投
資環境動向では、高度最先端技術の活用、科学技術の研究、研究開発、革新技術の活用、環境負荷の低い
事業、天然資源エネルギーの節約に貢献する事業が奨励されている。労働者の最低賃金は 129USD/月、
一般職の平均賃金は 446USD、課長クラスの平均的な賃金は 1,123 USD となり、課長クラスは一般職の
約 2.5 倍の賃金となる。法人所得税率（表面税率）は 24%、個人所得税率（最高税率）は 24％、付加価
値税（標準税率）は 10％となっている。世界銀行発出の Doing Businness 指標では総合 154 位で、主に
は対外貿易の項目が 78 位と評価され、他方、法人設立は 181 位と低評価となっている。日本企業進出数
は 144 社で、進出企業が抱える主な課題としては、原材料・部品の現地調達の難しさ、従業員の質、品
質管理の難しさ、新規顧客の開拓が進まない、電力不足・停電、物流インフラの未整備等があげられてい
る。
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図表 34

国別情報整理シート 1：ラオス

国名

首都

面積

人口

Doing Business

ラオス

ビエンチャン

約 24 万 km2

約 701 万人

総合 154 位

基本情報
＜通信動向：携帯電話/インターネット/ LTE/WiMax＞

＜人口動向：人口 ＞

（単位：万人）

＜経済動向：GDP＞

（単位：bKN）

＜産業動向：産業構造＞

＜輸出入動向：輸入額・輸出額＞

（単位: mUSD）

＜輸出入相手先・輸出入産品＞

社
会
動
向

（単位：%）

経
済
動
向

輸出

1.Thailand 2. China

3. Viet Nam

電力、金、銅・銅製品

輸入

1. Thailand 2. China

3. Viet Nam

ディーゼル、車両、機械類

＜奨励業種・賃金・税制＞
奨励
業種

投
資
環

高度最先端技術の活用、科学技術の研究、研究開発、革新技術の活用、環境負荷の低い事業、天然資源エネルギー
の節約に貢献する事業
129USD/日

最低賃金
法人所得税
（表面税率）

446USD

一般職
個人所得税（最
高税率）

24%

＜Doing Business＞

向

10%

＜日本企業の進出状況・抱える課題＞

境
動

付加価値税
（標準税率）

24%

1,123USD

課長クラス

日本企業進出数：144 社

法人設立

181 位

少数投資家の保護

179 位

建築許可の取得

99 位

納税

157 位

1位

原材料・部品の現地調達の難しさ

電力供給

144 位

対外貿易

78 位

2位

従業員の質

3位

品質管理の難しさ

4位

新規顧客の開拓が進まない

5位

電力不足・停電、物流インフラの未整備

不動産登記

88 位

契約の執行

161 位

信用供与

80 位

破産処理

168 位
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（製造業－社、非製造業－社、その他－）

図表 35

政策・施策（デジタル以外）2

名称

要約

Vision 2030

革新的で環境に優しく持続可能な経済成長を遂げ、中高所得の発展途上国と
なることを目指しており、2030 年に一人当たりの所得を 2015 年の 4 倍にす
る、強力なインフラによって経済を近代化する、都市部と農村部の格差を縮小
する、などの目標を掲げている。
持続可能で環境を配慮した成長の追求、持続可能で効率的な天然資源の利用
と保全、国際的・地域的な統合と接続性の強化など 7 つの優先分野を挙げて
いる。
前述の Vision 2030 と Socio-Economic Development Strategy 2016-2025 に
紐づく計画として策定され、生産性の向上、知識と技能の強化、比較優位性の
実現、科学技術の習得と応用、経済の多様化に焦点を当てている。

Socio-Economic
Development
Strategy
2016-2025
8th Five-year National
Socio-economic
Development
Plan
(2016–2020)

図表 36

政策・施策（デジタル）2

名称

要約

8th Five-year National
Socio-economic
Development
Plan
(2016–2020)
Strategy on Science and
Technology Development
in Lao PDR (2013–2020)

デジタル環境改善のための目標が示されており、電子 ID カード（スマートカ
ード）の確立を進めることや、電気通信と電子情報のための基本的なインフラ
整備を促進すること、電子取引を促進すること、国立データセンターを設立す
ることなどが含まれている。
Ministry of Science and Technology (MOST)が発表したもので、効率的な科
学技術・イノベーションのエコシステムを構築することを目指し、熟練労働力
の育成やインフラ整備、グローバルな知識移転促進などの取組みに焦点を当
てている。

図表 37
名称
Strategy for Agriculture
Development 2011-2020
Agriculture Development
Strategy to 2025 and
Vision to 2030
Development strategy of
five selected sectors in
the Lao PDR (2020-2025)

農業/関連政策 2

要約
農業・天然資源分野の長期的な枠組みとして、農業に関わる政策決定者や開発
パートナーに、意思決定に役立つ指針を示している。
食料安全保障の確保や、農産物の競争力強化、クリーンで安全かつ持続可能な
農業開発、農業経済の近代化などを目指しており、2020 年までに農林業部門
の GDP が平均 3.4％の成長と 19％の GDP 貢献を達成することを目標として
いる。
ラオス農産物のブランド確立、有機農産物の輸出とイノベーション、卸売市場
の機能化、高付加価値農産物の選択、農家の栽培・収穫技術の向上、農業・酪
農協同組合の活動の促進、種苗センターの設立、農家へのブリッジローンの促
進（農業振興銀行の改革）などの政策提言を行っている。

図表 38

農業/業界団体 2

名称

要約

Ministry of Agriculture
and Forestry
Lao Farmer Network

農業の所管省庁であり、灌漑設備の普及やインフラ整備、機械化による農業の
商業化促進などを担っている。
農業に関連した主要な機関。全国規模の零細農家ネットワークとして野菜、
米、コーヒー、サトウキビ、魚、牛などの農家が所属する。
国内の農林水産業の研究活動を集約する目的で Ministry of Agriculture and
Forestry 下に設立された農業に関連した主要な機関。

National Agriculture and
Forestry
Research
Institute (NAFRI)
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ミャンマー
(1) 概況
首都はネーピードーで、面積は約 68 万平方キロメートルで、人口約 5,141 万人で、人口における 2010
年から 2019 年までの年平均成長率増加率は 0.9%であり、2018 年度の労働人口の構成比は第一次産業
54%、第二次産業 18%、第三次産業 28%となり、第一次産業が最も就労者数が多く第三次産業、第二次
産業との順位となっている。人口に占めるインターネット使用者割合は 30.6%と低く、 対人口携帯電話
末普及率 113.8%、3G・4G・LTE・WiMax 対人口カバー率は 75%となり携帯電話普及率は 100％を上回
っている。
(2) 経済状況
2019 年度の名目 GDP は 105,259 十億ミャンマーチャットで、2010 年から 2019 年の年平均成長率は
7.0%となっている。産業構成比は第一次産業 21%、第二次産業が 38%で、第三次産業が 41%となり、サ
ービス業を含む第三次産業が大きな割合を占めている。貿易の動向は、輸入額が輸出額はほとんど同額
で、主な輸出先国は、中国、タイ、日本で、主な輸出産品は、天然ガス、衣類、米、豆類、鉱物等で構成
されている。主な輸入先国は、中国、シンガポール、タイで、主な輸入産品は、機械類、精油、製造品、
化学品、食料品等で構成されている。投資環境動向では、奨励業種が農業（30 業種）
、製造業（92 種）
が奨励されている。労働者の最低賃金は 3.13 USD/日、一般職の平均賃金は 415 USD、課長クラスの平
均的な賃金は 1,028 USD となり、課長クラスは一般職の約 2.5 倍の賃金となる。法人所得税率（表面税
率）は 25%、個人所得税率（最高税率）は 25％、付加価値税（標準税率）は 5％となっている。世界銀
行発出の Doing Businness 指標では総合 165 位で、主には建築許可の取得の項目が 46 位と評価され他
方、信用供与が 181 位、契約の執行が 187 位と低評価となっている。日本企業進出数は 414 社で、進出
企業が抱える主な課題としては、原材料・部品の現地調達の難しさ、電力不足・停電、現地通貨の対ドル
為替レートの変動、従業員の質、新規顧客の開拓が進まない等があげられている。
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図表 39

国別情報整理シート 1：ミャンマー

国名

首都

面積

人口

Doing Business

ミャンマー

ネーピードー

約 68 万 km2

約 5,141 万人

総合 165 位

基本情報
＜通信動向：携帯電話/インターネット/ LTE/WiMax＞

＜人口動向：人口 ＞

（単位：万人）

＜経済動向：GDP＞

（単位：bMK）

＜産業動向：産業構造＞

＜輸出入動向：輸入額・輸出額＞

（単位: mUSD）

＜輸出入相手先・輸出入産品＞

社
会
動
向

（単位：%）

経
済
動
向

輸出

1. China 2. Thailand

3. Japan

天然ガス、衣類、米、豆類、鉱物

輸入

1. China 2. Singapore

3. Thailand

機械類、精油、製造品、化学品、食品

＜奨励業種・賃金・税制＞
奨励
業種

投
資
環

農業（30 業種）
、製造業（92 種類）

最低賃金
法人所得税
（表面税率）

3.13USD/日

415USD

一般職
個人所得税（最
高税率）

25%

＜Doing Business＞

向

5%

＜日本企業の進出状況・抱える課題＞

境
動

付加価値税
（標準税率）

25%

1,028USD

課長クラス

日本企業進出数：414 社

法人設立

70 位

少数投資家の保護

176 位

建築許可の取得

46 位

納税

129 位

1位

原材料・部品の現地調達の難しさ

電力供給

148 位

対外貿易

168 位

2位

電力不足・停電

3位

現地通貨の対ドル為替レートの変動

4位

従業員の質

5位

新規顧客の開拓が進まない

不動産登記

125 位

契約の執行

187 位

信用供与

181 位

破産処理

164 位

28

（製造業－社、非製造業－社、その他－）

図表 40

政策・施策（デジタル以外）2

名称

要約

Myanmar
Sustainable
Development Plan 20182030

ミャンマーの国家戦略。包括的で変革的な経済成長を達成するために必要な
政策や制度に、一貫性を持たせ、改革を再活性化し、大胆な行動を促進するた
めに策定された。本戦略は、3 つの柱(平和と安定、繁栄とパートナーシップ、
そして人々と地球)、5 つの目標、28 の戦略、251 のアクションプランで構成
されている。
持続可能な天然資源の活用と公正配分に基づいて、国家と地域全体での国民
和解を支援する経済的枠組みを確立することを目的としている。本戦略には
以下の 12 の政策が含まれている。(1)財政資源の拡大、(2)効率的な官民企業、
(3)人的資本の開発、(4)主要な経済インフラの迅速な発展、(5)雇用の創出、(6)
バランスのとれたセクター別成長と食料安全保障の向上、(7)経済的権利、(8)
金融の安定、(9)環境の持続可能性、(10)公正かつ効率的な課税、(11)知的財産
権の保護、(12)適応可能な事業環境
「ヤンゴンとマンダレーの二極成長、国境開発とより良い接続性」の開発戦略
を設定している。それは都市部および農村部のインフラおよび人的資源開発
計画のための基礎を示す。

National
Economic
Policy
(国家経済政策)

Myanmar
Comprehensive
Development Vision(ミャ
ンマーの包括的な開発ビ
ジョン)
Myanmar Development
Assistance Policy

開発援助によって一部または全部が資金提供されたイニシアチブの特定、設
計、交渉、承認、実施、評価を合理化する明確な手順とともに、支援の提供を
導く包括的な政策の枠組みを提示するものである。これは、ミャンマーへの国
際開発援助の流れをより良く、より簡単にするための政策である。

図表 41

政策・施策（デジタル）2

名称

要約

Universal
Service
Strategy for Myanmar
2018-22
Myanmar
Digital
Economy Roadmap 201825

通信サービスを人口の 90％以上に、インターネットアクセスを 85％以上に、
高速インターネットを 50％以上に拡大することを目指している。

e-Governance
Master
Plan 2016 to 2020

Myanmar
Sustainable
Development Plan 20182030

政府、貿易、投資におけるデジタル技術の利用を可能にし、デジタルスキルと
セキュリティを開発し、イノベーションを奨励することで、同国のデジタルラ
ンキングを向上させることを目的としている。計画では、経済におけるオンラ
イン金融取引のシェアを 2019 年の 0.5％から 2025 年までに 30％に引き上げ
ること、デジタル産業への海外直接投資（FDI）を同期間に 60 億米ドルから
120 億米ドルに増やすことなど、14 の目標を挙げている。
(1)ミャンマーにおける eGovernment の実施を行う組織を形成し、その責務
を明確にする。(2)ミャンマーにおける eGovernment の利点と実地状況を認
識する。(3)ミャンマーの eGovernment 実施機関との意見交換会で収集した
情報をもとに、実現のための要件を策定する。(4)ミャンマーにおける既存の
ICT インフラや eGovernment システムの適用状況を見直し、より良い包括
的なシステムを構築する。(5)スキル開発のギャップを評価し、ギャップを縮
めるために必要な施策を設定する。(6)キャパシティビルディングとスキル開
発のための調整を行う。
2 つの目標を設定しており 1 つ目は、G2B および G2C デジタル・オンライ
ン・ガバメント・サービスの利用を通じて、公共部門のサービス提供を地域社
会に近づけること、2 つ目に包括的なデジタル経済への移行を可能にし、オン
ライン・サービスへの接続性とアクセスを拡大し、セキュリティとオンライ
ン・プライバシーを確保しつつ、イノベーションとデータ・リテラシーを支援
することである。
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図表 42

農業/関連政策 2

名称

要約

The Road Map for
Myanmar’s Seed Sector:
2017-2020
Strategic directions for
Myanmar
Agriculture
Sector 2018-2023

ミャンマーの農業セクターにおける戦略。農業・家畜・灌漑省が作成したロー
ドマップである。種子セクターにおける最も重要な問題をまとめ、規制の枠組
みを強化する必要性を強調している。
2018 年 6 月 7 日、農業・畜産・灌漑省は農業開発戦略として発表した。ガバ
ナンス（計画、政策、モニタリング、評価などのアウトカム分野を含む）、生
産性（研究、改良普及、灌漑、機械化などのアウトカム分野を含む）、市場連
携・競争力（ビジネス環境、知的財産権、食品の品質、安全性などのアウトカ
ム分野を含む）の 3 つの柱が盛り込まれている。
農業開発戦略。ニーズに対応した戦略を示している。(1) 様々な利害関係者が
現在策定している様々な計画、戦略、ロードマップ、アプローチを統合・統合
すること、(2) 農業政策の実施を運用するための体系的なアプローチ、(3) 活
動、プロジェクト、プログラム、政策を調整すること、(4) 国内外の投資家と
の対話を構築し、セクターに対する外国からの援助を調和させること。
ミャンマーの農業・漁業開発のために、日本政府や民間投資を含む他の開発パ
ートナーの支援を受けて、政府がとるべき施策を策定するための指針として
活用されている。ロードマップは、人的・財政的資源の配分の参考となるもの
であり、特に、ミャンマーの農業政策に沿った構造的・予算的な再編成の指針
となる。
気候に強い持続可能な農業を通じて、食料安全保障と栄養のための持続可能
な農業開発を実現するための技術的、政策的、投資的条件の整備を包含してい
る。ミャンマーの CSA はさらに、国際的な気候交渉において農業を取り上げ
るための文脈と分析を提供、選択肢を特定し、関心のある問題を紐解くこと
で、気候交渉担当者やその他の利害関係者により良い情報を提供することを
目的としている。
2 つの目標を設定している。1 つ目に、農業と産業のバランスをとり、農業・
畜産・工業部門の総合的な発展を支援する経済モデルを確立し、発展、食料安
全保障、輸出の増加を可能にすること。2 つ目に、農村部の貧困削減のための
基盤として、包括的な農業、水耕栽培、多文化共生を通じ、多様で生産的な経
済を支える環境を整えることである。
政府が投資に優先順位をつけ、コメのバリューチェーンに沿った構造的弱点
を改善するための指針となる。この戦略は、国際的なドナーやパートナーが、
政府の努力を補完するために農業開発イニシアチブを調整するのに役立つ。
特に注目すべき点は、(1)米の生産性の持続的な向上、(2)農業機械化の促進、
(3)気候変動への適応、(4)天然資源の効率的かつ持続可能な管理、(5)ポストハ
ーベストロスの削減、(6)クレジットへのアクセスの増加、(7)能力開発、(8)農
業への投資の増加、(9)米の生産と販売における品質管理と安全性、(10)米の研
究開発の強化、である。

Myanmar
Agriculture
Development Strategy
and Investment Plan
(2018-23)
Food Value Chain Road
Map (2016-2020)

Myanmar Climate Smart
Agriculture Strategy

Myanmar
Sustainable
Development Plan 20182030
Myanmar Rice Sector
Development Strategy

図表 43

農業/業界団体 2

名称

要約

農畜産灌漑省

畜産水産農村開発省、農業灌漑省、協同組合省の 2 つの旧省庁で構成された
省庁である。同省の目的は(1)食糧・栄養の安全保障と食の安全を確保するこ
と。(2)農民の権利を保護し、農民の福祉と生計を向上させること。(3)農民組
合や協同組合を組織することにより、農業部門を前進させ、アップグレードす
ること(4)持続可能な農村開発を達成し、農村の人々と農民の社会経済的条件
をアップグレードすること (5)農業分野における作物、家畜、漁業、農村開発
を支援するために、地元や国際機関からの資金を動員すること(6)農業分野に
おける国内外の直接投資を促進すること (7)輸出可能な農産物の競争力と付
加価値生産を促進すること (8) 農産物のバリューチェーンに沿った生産、取
引、加工、サービス、消費者セグメントの効果的な連携を開発する (9) 官民
パートナーシップを促進するために、政府間機関の調整メカニズムを改善す
ることの 9 項目である。
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ミャンマー農業ネットワ
ーク（MAN）

ミャンマー農業・農民連盟
（AFFM）

企業、政府機関、市民社会組織、農民グループ、金融機関を結びつけ、零細農
家を市場に結びつけるためのユニークなマルチステークホルダー・パートナ
ーシップ・プラットフォームである。MAN は、農業・家畜・灌漑省（MOALI）、
商務省（MOC）、計画財政省（MOPF）と緊密に連携しており、MAN のネ
ットワークは、農家の利益と生産性を向上させながら、農場の環境的持続可能
性を向上させるという共通の目標を持っている。
民主的な労働組合であり、ミャンマーの農業・農業部門や食品 生産に従事す
る人々を支援することを約束している。AFFM は独立した国際的に認められ
た連盟であり、次のような活動を行っている。(1)世界中のさまざまな国の労
働組合運動と緊密な関係を維持する (2)国際的な労働組合に連帯感を与え、農
業労働者や小規模農家の利益・権利を擁護 (3)ミャンマーの民主主義の回復に
貢献する (4)ミャンマーの国民和解のプロセスに取り組む (5)組織の目標を
推進・達成する。
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フィリピン
(1) 概況
首都はマニラで、面積は約 299,404 平方キロメートルで、人口約 1 億 98 万人で、人口における 2010
年から 2019 年までの年平均成長率増加率は 1.6%であり、2019 年度の労働人口の構成比は第一次産業
30%、第二次産業 24%、第三次産業 46%となり、第三次産業が最も就労者数が多く第一次産業、第二次
産業との順位となっている。人口に占めるインターネット使用者割合は 60%、 対人口携帯電話末普及率
126.2%、3G・4G・LTE・WiMax 対人口カバー率は 80%となり携帯電話普及率は 100％を上回っている。
(2) 経済状況
2019 年度の名目 GDP は 19,516 十億フィリピンペソで、2010 年から 2019 年の年平均成長率は 8.5%
となっている。産業構成比は第一次産業 9%、第二次産業が 30%で、第三次産業が 61%となり、サービス
業を含む第三次産業が大きな割合を占めている。貿易の動向は、輸入額が輸出額を上回り、主な輸出先国
は、日本、米国、香港で、主な輸出産品は、電子・電気製品（半導体が大半を占める）
、輸送用機器等で
構成されている。主な輸入先国は、中国、日本、米国で、主な輸入産品は、原料・中間財（化学製品等の
半加工品が大部分）
、資本財（通信機器、電子機器等が大部分）
、燃料（原油等）
、消費財等で構成されて
いる。投資環境動向では、奨励業種が基準を満たすすべての製造業（農産物加工を含む。ただし、近代化
プロジェクトを除き、メトロマニラ外のプロジェクトのみ対象）
、農業、漁業および林業、戦略的サービ
ス業、ヘルスケアサービス（薬物更生施設を含む）
、集合住宅（ただし、賃貸用の低コスト都市住宅を除
き、メトロマニラ外のプロジェクトのみ対象）
、インフラストラクチャーおよび物流（LGU-PPP を含む）
、
イノベーション・ドライバー、インクルーシブ・ビジネス（IB）モデル、環境または気候変動関連プロジ
ェクト、エネルギー等が奨励されている。労働者の最低賃金は 9.62～10.33USD/日、一般職の平均賃金
は 497 USD、課長クラスの平均的な賃金は 1,223 USD となり、課長クラスは一般職の約 2.5 倍の賃金と
なる。法人所得税率（表面税率）は 30%、個人所得税率（最高税率）は 20~35％、付加価値税（標準税
率）は 12％となっている。世界銀行発出の Doing Businness 指標では総合 95 位で、主には電力供給の
項目が 32 位と上位に評価され、他方、法人設立は 171 位と低評価となっている。日本企業進出数は 1,356
社で、進出企業が抱える主な課題としては、原材料・部品の現地調達の難しさ、従業員の質、通関に時間
を要する、税務（法人税、移転価格課税など）の負担、取引先からの発注量の減少等があげられている。
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図表 44

国別情報整理シート 1：フィリピン

国名

首都

面積

人口

Doing Business

フィリピン

マニラ

約 299,404km2

約 1 億 98 万人

総合 95 位

基本情報
＜人口動向：人口 ＞

＜通信動向：携帯電話/インターネット/ LTE/WiMax＞

（単位：万人）

社
会
動
向

＜経済動向：GDP＞

（単位：b₱）

＜産業動向：産業構造＞

（単位：%）

経
済
動
向

＜輸出入動向：輸入額・輸出額＞

（単位:mUSD）

＜輸出入相手先・輸出入産品＞

輸出

1. Japan

2. US

3. Hong Kong

電子・電気機器（半導体が大半を占める）、輸送用機
器等

輸入

1. China 2. Japan

3. US

原料・中間財（化学製品等の半加工品が大部分）、資
本財（通信機器、電子機器等が大部分）、燃料（原油
等）、消費財

＜奨励業種・賃金・税制＞
奨励
業種

投
資
環

基準を満たすすべての製造業（農産物加工を含む。ただし、近代化プロジェクトを除き、メトロマニラ外のプロジ
ェクトのみ対象）、農業、漁業および林業、戦略的サービス業等

最低賃金

9.62~10.33 USD/日

法人所得税

30%

（表面税率）

497USD

一般職
個人所得税（最
高税率）

20~35%

＜Doing Business＞

向

付加価値税
（標準税率）

12%

＜日本企業の進出状況・抱える課題＞

境
動

1,223USD

課長クラス

日本企業進出数：1,356 社

法人設立

171 位

少数投資家の保護

72 位

建築許可の取得

85 位

納税

95 位

1位

原材料・部品の現地調達の難しさ

電力供給

32 位

対外貿易

113 位

2位

従業員の質

3位

通関に時間を要する

4位

税務(法人税、移転価格課税など)の負担

5位

取引先からの発注量の減少

（製造業－社、非製造業－社、その他－）

不動産登記

120 位

契約の執行

152 位

信用供与

132 位

破産処理

65 位
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図表 45

政策・施策（デジタル以外）2

名称

要約

AmBisyon Natin 2040

国家戦略であり、次の 25 年間で目指す長期的なビジョンを示している。
AmBisyon Natin 2040 の策定においては、300 人以上の市民がフォーカスグ
ループディスカッションに参加し、1 万人が全国調査に回答しており、市民に
よって明確にされたビジョンとなっている。
AmBisyonNatin2040 を軸とした中期計画であり、2022 年までにフィリピン
を中所得国に押し上げること、貧困率を 20％まで低下させること、失業率を
3～5％に低下させることなどを目標としている。
教育、健康、青少年・スポーツ開発、人間居住、科学・文化、経済開発の分野
における政府の優先プログラムを記したリストであり毎年発行されている。

Philippine Development
Plan (PDP) 2017-2022
National Priority Plan
(NPP)

図表 46
名称
National
Plan(NBP)

政策・施策（デジタル）2

要約
Broadband

E-Government Master
Plan 2.0 (2016-2022)

光ファイバーケーブルと無線技術の導入により、全国の接続ネットワークの
土台を構築し、インターネットの速度と価格を向上させることを目的として
いる。
将来の電子政府の実現に向けた政府の情報通信技術（ICT）の取り組みを示し
ており、市民や企業にオンラインサービスを提供することで、公共サービスの
向上を目指すとしている。

図表 47

農業/関連政策 2

名称

要約

AmBisyon Natin 2040

国家戦略であり、次の 25 年間で目指す長期的なビジョンを示している。農業
が優先分野に指定されており、特に食品生産、商業・工業作物、農業バイオテ
クノロジーに注力することが示されている。
農林水産業における経済機会の拡大を目指すとしており、中期的には農林水
産事業者の経済機会の拡大や小規模農家の市場アクセスへの向上に取り組む
としている。

Philippine Development
Plan (PDP) 2017-2022

図表 48

農業/業界団体 2

名称

要約

Department of
Agriculture (DA)
Philippine Council for
Agriculture and
Fisheries (PCAF)
Department of Agrarian
Reform (DAR)

農業・漁業の開発と成長の促進を担当しており、政策の枠組み、公共投資、
国内および輸出志向のビジネスの支援などを行っている。
「Department of Agriculture (DA)」の付属組織。農業・漁業分野における広
範な参加型プロセスを促進するため、国、地域、地方レベルで民間セクター主
導の全国協議会ネットワークにサービスを提供している。
農地の再分配を担当しており、耕作者の生活の質の向上を目的として、土地
の公平な分配、所有権、農業生産性などを実現するための農業改革を実施し
ている。
農業に関連した主要な機関。国家の農業開発目標を支援する。

Philippine Association of
Agriculturist (PAA)
Philippines Partnership
for Sustainable
Agriculture (PPSA)

企業、政府機関、市民社会組織、農民グループ、金融機関を結集し、小規模
農家の収益性と生産性を向上させることを目的とした農業に関連した主要な
機関。
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シンガポール
(1) 概況
首都はシンガポールで、面積は約 720 万平方キロメートルで、人口約 564 万人で、人口における 2010
年から 2019 年までの年平均成長率増加率は 1.3%であり、2019 年度の労働人口の構成比は第一次産業
0.2%、第二次産業 24%、第三次産業 76%となり、第三次産業が最も就労者数が多く第二次産業、第一次
産業との順位となっている。人口に占めるインターネット使用者割合は 88.1%、 対人口携帯電話末普及
率 148.8%、3G・4G・LTE・WiMax 対人口カバー率は 100%となり携帯電話普及率は 100％を上回って
いる。
(2) 経済状況
2019 年度の名目 GDP は 507,568 百万シンガポールドルで、2010 年から 2019 年の年平均成長率は
5.0%となっている。産業構成比は第一次産業 0%、第二次産業が 26%で、第三次産業が 74%となり、サ
ービス業を含む第三次産業が大きな割合を占めている。貿易の動向は、輸出額が輸入額を上回り、主な輸
出先国は、中国、香港、マレーシアで、主な輸出産品は、機械・輸送機器、鉱物性燃料、化学製品等で構
成されている。主な輸入先国は、中国、マレーシア、米国で、主な輸入産品は、機械・輸送機器、鉱物性
燃料、原料別製品等で構成されている。投資環境動向では、奨励業種が航空エンジニアリング、コンシュ
ーマ・ビジネス、クリエイティブ産業、エレクトロニクス、エネルギー・化学、情報通信技術、物流・サ
プライチェーン管理、石油・ガス設備＆サービス、医療技術、天然資源、医薬品・バイオテクノロジー、
精密エンジニアリング、都市ソリューション・サステナビリティ、専門家サービス等の第二次産業、第三
次産業が奨励されている。労働者の最低賃金は記載なし、一般職の平均賃金は 2,548 USD、課長クラス
の平均的な賃金は 4,468 USD となり、課長クラスは一般職の約 1.8 倍の賃金となる。法人所得税率（表
面税率）は 17%、個人所得税率（最高税率）は 22％、付加価値税（標準税率）は 7％となっている。世
界銀行発出の Doing Businness 指標では総合 2 位で、主には契約の執行が 1 位、少数投資家の保護の項
目が 3 位と上位に評価され、他方、対外貿易は 47 位の評価となっている。進出している日系企業が抱え
る主な課題としては、新規顧客の開拓が進まない、主要販売市場の低迷(消費低迷)、従業員の賃金上昇、
限界に近づきつつあるコスト削減、取引先からの発注量の減少等があげられている。
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図表 49

国別情報整理シート 1：シンガポール

国名

首都

面積

人口

Doing Business

シンガポール

シンガポール

約 720km2

約 564 万人

総合 2 位

基本情報
＜人口動向：人口 ＞

（単位：万人）

＜経済動向：GDP＞

（単位：mS$）

＜通信動向：携帯電話/インターネット/ LTE/WiMax＞

社
会
動
向

＜産業動向：産業構造＞

（単位：%）

経
済
動
向

（単位: mS$）

＜輸出入動向：輸入額・輸出額＞

＜輸出入相手先・輸出入産品＞

輸出

1. China 2.Hong Kong

3. Malaysia

機械・輸送機器、鉱物性燃料、化学製品

輸入

1. China 2. Malaysia

3. US

機械・輸送機器、鉱物性燃料、原料別製品

＜奨励業種・賃金・税制＞
奨励
業種

投
資
環

航空エンジニアリング、コンシューマ・ビジネス、クリエイティブ産業、エレクトロニクス、エネルギー・化学、情報通信技術、物流・サプライチェーン管理、石油・ガス設備＆サー
ビス、医療技術、天然資源、医薬品・バイオテクノロジー、精密エンジニアリング、都市ソリューション・サステナビリティ、専門家サービス

最低賃金
法人所得税
（表面税率）

（記載なし）

2,548USD

一般職
個人所得税（最
高税率）

17%

＜Doing Business＞

向

7%

＜日本企業の進出状況・抱える課題＞

境
動

付加価値税
（標準税率）

22%

4,468USD

課長クラス

日本企業進出数：－社

法人設立

4位

少数投資家の保護

3位

建築許可の取得

5位

納税

7位

1位

新規顧客の開拓が進まない

電力供給

19 位

対外貿易

47 位

2位

主要販売市場の低迷(消費低迷)

3位

従業員の賃金上昇

4位

限界に近づきつつあるコスト削減

5位

取引先からの発注量の減少

不動産登記

21 位

契約の執行

1位

信用供与

37 位

破産処理

27 位

（製造業－社、非製造業－社、その他－）
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図表 50

政策・施策（デジタル以外）2

名称

要約

Strategies for economic
growth
Research
Innovation
Enterprise 2020 Plan

さらなる経済発展のため国際協力の強化、熟練スキルの獲得と活用、強力なデ
ジタル環境の構築など 6 つの戦略を打ち出している。
sixth science and technology plan for Singapore（RIE2020 Plan）の下制定
された。シンガポール政府は 5 年間（2016 年～2020 年）で、研究・イノベ
ーション・企業に 190 億米ドルを投じており、企業のスケールアップ支援や
協働・連携の強化、市場参加の促進などに取り組んでいる。

図表 51

政策・施策（デジタル）2

名称

要約

Smart Nation

2014 年に構想を開始している。これは最新技術によって公共・民間サービス
を大規模にデジタル化し、個人や企業がこれらのサービスに簡単かつ効率的
にアクセスできるようにすることを目指すもので、デジタル経済、デジタル
ガバナンス、デジタル社会という 3 つの柱で構成されている。
Smart Nation を実現するために、データと新技術を活用し、デジタル経済と
デジタル社会を構築するための政府の幅広い取り組みを示している。
Smart Nation を実現するために AI 技術の利用によってビジネスモデルを根
本的に見直し、新たな成長分野を創出することを目的としている。
シンガポールのデジタル化の取り組みを統一するための全国的なイニシアチ
ブである。
シンガポールがデジタル経済に備えるための具体的な数値目標などを示して
いる。
「Industry Transformation Map」に併せて、国全体のデジタル能力を強化す
るためのコラボレーションとパートナーシップを奨励している。
サイバーセキュリティに関する、シンガポールのビジョン、目標、優先事項な
どが示されている。
安全なサイバースペースの構築に向けた具体的な計画の概要が示されてい
る。

Digital
Government
Blueprint
National AI Strategy
Singapore Digital (SG:D)
Industry Transformation
Map
Digital
economy
framework for action
National cybersecurity
strategy
Singapore
safer
cyberspace masterplan
2020

図表 52
名称
Farm
Map

農業/関連政策 2

要約
Transformation

Agriculture Productivity
Fund

農業に関連する政策として、土地の効率的な利用（物理面）、研究成果の実社
会への応用（イノベーション）、将来の中核人材を育成（人材）、地域・国際
社会に向けたより広範なエコシステム（環境）の 4 つの観点から農業セクタ
ーに変革をもたらすとしている。
Singapore Food Agency（シンガポール食品庁、SFA）が収量の向上、生産性
の向上を目指す地元農家を支援するために強化した。農家は、革新的な技術
や先進的な農業システムに投資する際、この基金を利用することができる。

図表 53

農業/業界団体 2

名称

要約

Singapore Food Agency
（シンガポール食品庁、
SFA）
Ministry
of
the
Environment and Water
Resources（MEWR）

シンガポールの農業の所管省庁。2019 年 4 月 1 日に「Ministry of the
Environment and Water Resources（MEWR）」の下に設立され、食品安全
保障を監督している。
シンガポールの環境水資源省。
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Primary
Department

Production

Singapore
Enterprises
(SAFEF)

Agro-Food
Federation

Ministry of National Development の下で生鮮食品の適切かつ定期的な供給
を確保し、高度な商業的農業技術の向上を目的とした研究開発を含む農業産
業の支援を行っている。
農業に関連した主要な機関としてシンガポールの農業食品企業を代表する業
界主導の非営利組織として農業政策、インフラ、アグリトレードなどの課題
に取り組んでいる。

図表 54

フィンテック/関連政策 2

名称

要約

Financial
Services
Industry Transformation
Roadmap

金融業界のビジネスライン別成長戦略、スキルアッププログラム、継続的な
イノベーションと技術導入のためのアジェンダが概説されており、シンガポ
ールを国際的なウェルスマネジメント、ファンドマネジメントのハブ、アジ
アにおける外国為替と流動性の中心地にすることを目指している。
技術レベルで金融機関のイノベーションセンターやラボの設立を誘致し、機
関レベルで革新的なアイデアや技術を促進し、業界レベルで技術インフラを
構築して金融セクターの生産性と効率性を向上させるとしている。
2016 年に開始され、金融機関や新興の Fintech スタートアップ企業がリスク
管理された環境で実験を行うことを可能にしている。

Financial
Sector
Technology
and
Innovation Scheme
Fintech
Regulatory
Sandbox

図表 55

フィンテック/業界団体 2

名称

要約

Monetary Authority of
Singapore (MAS)
Singapore Fintech
Association (SFA)

シンガポールの中央銀行かつ総合金融規制機関として金融政策の実施とすべ
ての金融機関への監視を行っている。
フィンテックに関連した主要な機関。業界横断的な非営利イニシアチブとし
てフィンテックエコシステムにおけるすべての市場参加者と利害関係者間の
連携を促進するためのプラットフォームとなることを目的としている。SFA
は世界中の協会や政府機関と 50 の MOU を締結しており、国内では 360 社
以上のフィンテック企業や業界のパートナーとのネットワーク、世界 32 カ
国以上ではグローバルネットワークを構築している。
金融市場の専門家集団としてシンガポールの国際金融センターとしての立場
を牽引してきた。
銀行業界の代表。

Financial Markets
Association
Association of Banks in
Singapore
Banking and Financial
Services Union
Investment Management
Association of Singapore
(IMAS)
Insurance and Financial
Practitioners Association
of Singapore (IFPAS)
Financial Services
Consumers Association
(FiSCA)
Association of Financial
Advisers
Institute of Banking &
Finance

銀行業従事者団体。
投資マネージャーの代表組織。

業界随一の非営利団体で保険業界の代表。

金融消費者保護を目的としている。

金融顧問業の代表。
金融業界、政府機関、研修機関、労働組合とのパートナーシップのもと、金
融の専門的知識や能力の育成、発展に取り組んでいる。

38

タイ
(1) 概況
首都はバンコクで、面積は約 51 万 4,000 平方キロメートルで、人口約 6,891 万人で、人口における
2010 年から 2019 年までの年平均成長率増加率は 0.6%であり、2019 年度の労働人口の構成比は第一次
産業 37%、第二次産業 27%、第三次産業 36%となり、第一次産業が最も就労者数が多く第三次産業、第
二次産業との順位となっている。人口に占めるインターネット使用者割合は 56.8%、 対人口携帯電話末
普及率 180.1%、3G・4G・LTE・WiMax 対人口カバー率は 98%となり携帯電話普及率は 100％を上回っ
ている。
(2) 経済状況
2019 年度の名目 GDP は 16,879 十億タイバーツで、2010 年から 2019 年の年平均成長率は 5.1%とな
っている。産業構成比は第一次産業 8%、第二次産業が 31%で、第三次産業が 61%となり、サービス業を
含む第三次産業が大きな割合を占めている。貿易の動向は、輸出額が輸入額を上回り、主な輸出先国は、
中国、米国、日本で、主な輸出産品は、自動車・同部品、コンピューター・同部品、機械器具、農作物、
食料加工品等で構成されている。主な輸入先国は、中国、日本、米国で、主な輸入産品は、機械器具、原
油、電子部品等で構成されている。投資環境動向では、奨励業種が農業および農作物、鉱業、セラミック
ス、基礎金属、軽工業、金属製品、機械、運輸機器、電子・電気機械産業、化学、紙、プラスチック、サ
ービスおよび公共事業、技術・イノベーション開発等の第二次産業、第三次産業が奨励されている。労働
者の最低賃金は 9.64～10.32 USD/日、一般職の平均賃金は 789 USD、課長クラスの平均的な賃金は
1,735USD となり、課長クラスは一般職の約 2.2 倍の賃金となる。法人所得税率（表面税率）は 20%、個
人所得税率（最高税率）は 35％、付加価値税（標準税率）は 7％となっている。世界銀行発出の Doing
Businness 指標では総合 21 位で、主には、少数投資家の保護が 3 位、電力供給の項目が 6 位と上位に評
価され、他方、納税は 68 位との評価となっている。日本企業進出数は 1,733 社で、進出企業が抱える主
な課題としては、取引先からの発注量の減少、従業員の賃金上昇、主要販売市場の低迷（消費低迷)、従
業員の質、限界に近づきつつあるコスト削減等があげられている。
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図表 56

国別情報整理シート 1：タイ

国名

首都

面積

人口

Doing Business

タイ

バンコク

約 51 万 4,000km2

約 6,891 万人

総合 21 位

基本情報
＜人口動向：人口 ＞

（単位：万人）

＜通信動向：携帯電話/インターネット/ LTE/WiMax＞

社
会
動
向

＜経済動向：GDP＞

（単位：bB）

＜産業動向：産業構造＞

＜輸出入動向：輸入額・輸出額＞

（単位: bB）

＜輸出入相手先・輸出入産品＞

（単位：%）

経
済
動
向

輸出

1. China 2.US

3. Japan

自動車・同部品、PC・同部品、機械器具、農作物、食
料加工品

輸入

1. China 2.Japan

3. US

機械器具、原油、電子部品

＜奨励業種・賃金・税制＞
奨励
業種

投
資
環

農業および農作物、鉱業、セラミックス、基礎金属、軽工業、金属製品、機械、運輸機器、電子・電気機械産業、
化学、紙、プラスチック、サービスおよび公共事業、技術・イノベーション開発

最低賃金

9.64~10.32 USD/日

法人所得税

20%

（表面税率）

789USD

一般職
個人所得税（最
高税率）

＜Doing Business＞

向

7%

＜日本企業の進出状況・抱える課題＞

境
動

付加価値税
（標準税率）

35%

1,755 USD

課長クラス

日本企業進出数：1,733 社

法人設立

47 位

少数投資家の保護

3位

建築許可の取得

34 位

納税

68 位

1位

取引先からの発注量の減少

電力供給

6位

対外貿易

62 位

2位

従業員の賃金上昇

3位

主要販売市場の低迷( 消費低迷)

4位

従業員の質

5位

限界に近づきつつあるコスト削減

不動産登記

67 位

契約の執行

37 位

信用供与

48 位

破産処理

24 位

（製造業－社、非製造業－社、その他－）
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図表 57

政策・施策（デジタル以外）2

名称

要約

National strategy 20182036

タイを安全で、繁栄し、持続可能な先進国にすることを目指し、主要戦略とし
て(1)国家の安全保障、(2)国家競争力の強化、(3)人的資本の開発・強化、(4)社
会的結束と公正な社会、(5)環境に配慮した開発・成長、(6)公共部門のリバラ
ンスと発展、の 6 つを掲げている。なお(6)公共部門のリバランスと発展に関
しては「Strategic Plan (2017 – 2036)」が策定され、国民ニーズに応える公
共サービスを提供するため、政府機関の人的資源管理の枠組みを規定。
前述の National strategy 2018-2036 の (6)公共部門のリバランスと発展に関
して策定されており、国民のニーズに応える公共サービスを提供するため、
政府機関の人的資源管理の枠組みを規定している。
前述の National strategy 2018-2036 の最初の 5 年間に対応しており、経済
的・社会的安全保障、資源への公平なアクセス、質の高い社会サービスを提供
することや、強く、競争力があり、安定した持続可能な経済を促進すること、
イノベーションによって新たな生産・サービス拠点を開発することなどが挙
げられている。
研究開発に特化した戦略であり、研究システムを改善し効率性、統合性、統一
性を高め、セクター横断的な研究を推進することや、民間部門の研究開発へ
の投資を促進すること、研究成果の実社会での応用を促進することなどを目
指している。

Strategic Plan (2017 –
2036)
12th National Economic
and Social Development
Plan (2017 –2021)
Ninth National Research
Policy
and
Strategy
(2017-2021)

図表 58

政策・施策（デジタル）2

名称

要約

National strategy 20182036
12th National Economic
and Social Development
Plan (2017 –2021)
Digital
Government
Development Plan 20172021
Thailand
Digital
Economy and Society
Development Plan

デジタル、データ、人工知能などを活用し、先進的なイノベーションと技術を
通じて未来志向の産業やサービスの想像を目指すとしている。
最初の 5 年間については、起業家支援や公共経営システムにおけるデジタル
活用等によって、経済成長を推進するとしている。
同期間のデジタル戦略を規定しており、国のデジタル政府関連のランキング
と指標の向上、迅速、正確、ペーパーレスに対応した政府サービスの提供など
4 つの重点項目を挙げている。
全国的な大容量デジタルインフラの構築、デジタル技術による経済の活性化、
知識主導型デジタル社会の構築を目指すとしている。

図表 59

農業/関連政策 2

名称

要約

National strategy 20182036

地域性を生かした農業、スマート農業などの分野における付加価値の追求、
持続可能な都市・農村・農業・工業地域の開発、環境にやさしい水・エネルギ
ー・農業の創出を掲げている。
貯水システムの開発、農村への技術移転、農民支援などに焦点を当てている。

12th National Economic
and Social Development
Plan (2017 –2021)
20 year Agricultural and
Cooperative
Strategy
2017-2036
National
Organic
Farming
Strategy
(2017-2021)
Rice Strategy 2017-2021

農業に特化した戦略として、農家の平均所得や農業部門の年間 GDP、灌漑農
地面積などについて具体的な数値目標を設定している。
有機農業に焦点を当て、有機製品の認知向上や国際競争力の向上を目指すと
している。
米の生産、マーケティング、イノベーションにおけるグローバルリーダーと
してのタイの地位を確保することを目的とている。
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Digital
Agriculture
Strategy 2017-2021
Food Security Strategy
Framework 2017-2021」
Climate
Change
in
Agriculture
Strategy
2017-2021

農業のデジタル化に向けた長期的なステップをロードマップ。
食糧安全保障プロジェクトの基礎。
気候変動に対応した持続可能な開発を目指す戦略。

図表 60

農業/業界団体 2

名称

要約

Ministry of Agriculture
and Cooperative

農業の所管省庁（農業協同組合省）であり、農業政策、林業、水資源、灌漑、
農業者や農業生産物を含む協同組合システムの推進と発展のための管理を担
当している。
農業に関連した主要な機関として、農家への農業生産技術の移転や農家と農
民組織の促進と発展、農家への職業訓練の提供などを行っている。
農業研究開発の中心となっている。農協大臣が所管する公的機関として農業
研究と農業情報の発展や促進、支援を担っている。

Thailand's Department
of Agricultural Extension
Agricultural
Research
Funding
Agency
of
Thailand
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ベトナム
(1) 概況
首都はハノイで、面積は約 32 万 9,241 平方キロメートルで、人口約 9,467 万人で、人口における 2010
年から 2019 年までの年平均成長率増加率は 1.1%であり、2019 年度の労働人口の構成比は第一次産業
39%、第二次産業 34%、第三次産業 27%となり、第一次産業が最も就労者数が多く第二次産業、第三次
産業との順位となっている。人口に占めるインターネット使用者割合は 70.3%、 対人口携帯電話末普及
率 147.2%、3G・4G・LTE・WiMax 対人口カバー率は 93.8%となり携帯電話普及率は 100％を上回って
いる。
(2) 経済状況
2019 年度の名目 GDP は 6,037348 十億ベトナムドンで、
2010 年から 2019 年の年平均成長率は 12.1%
となっている。産業構成比は第一次産業 15%、第二次産業が 38%で、第三次産業が 46%となり、サービ
ス業を含む第三次産業が大きな割合を占めている。貿易の動向は、輸出額が輸入額を上回り、主な輸出先
国は、米国、中国、日本で、主な輸出産品は、繊維・縫製品、携帯電話・同部品、PC・電子機器・同部
品、履物、機械設備・同部品等で構成されている。主な輸入先国は、中国、韓国、日本、で、主な輸入産
品は、機械設備・同部品、PC・電子機器・同部品、繊維・縫製品、鉄鋼、携帯電話・同部品等で構成さ
れている。投資環境動向では、奨励業種が新素材、新エネルギー、ハイテク分野、バイオテクノロジー、
IT、教育、医療、医薬品等の第二次産業、第三次産業が奨励されている。労働者の最低賃金は 183 USD/
月、一般職の平均賃金は 543 USD、課長クラスの平均的な賃金は 1,281USD となり、課長クラスは一般
職の約 2.4 倍の賃金となる。法人所得税率（表面税率）は 20%、個人所得税率（最高税率）は 35％、付
加価値税（標準税率）は 10％となっている。世界銀行発出の Doing Businness 指標では総合 70 位で、
主には、電力供給の項目が 27 位と上位に評価され、他方、破産処理は 122 位と低評価となっている。日
本企業進出数は 1,943 社で、進出企業が抱える主な課題としては、従業員の賃金上昇、原材料・部品の現
地調達の難しさ、取引先からの発注量の減少、新規顧客の開拓が進まない、品質管理の難しさ等があげら
れている。
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図表 61

国別情報整理シート 1：ベトナム

国名

首都

面積

人口

Doing Business

ベトナム

ハノイ

約 32 万 9,241km2

約 9,467 万人

総合 70 位

基本情報
＜人口動向：人口 ＞

＜通信動向：携帯電話/インターネット/ LTE/WiMax＞

（単位：万人）

社
会
動
向

＜経済動向：GDP＞

（単位：bD）

＜産業動向：産業構造＞

（単位：%）

経
済
動
向

＜輸出入動向：輸入額・輸出額＞

（単位: mUSD）

＜輸出入相手先・輸出入産品＞

輸出

1. US 2. China

3. Japan

繊維・縫製品、携帯電話・同部品、PC・電子機器・同
部品、履物、機械設備・同部品等

輸入

1. China 2. Korea

3. Japan

機械設備・同部品、PC・電子機器・同部品、繊維・縫
製品、鉄鋼、携帯電話・同部品等

＜奨励業種・賃金・税制＞
奨励
業種

投
資
環

新素材、新エネルギー、ハイテク分野、バイオテクノロジー、IT 技術、教育、医療、医薬品

最低賃金
法人所得税
（表面税率）

183 USD/日

543 USD

一般職
個人所得税（最
高税率）

20%

＜Doing Business＞

向

10%

＜日本企業の進出状況・抱える課題＞

境
動

付加価値税
（標準税率）

35%

1,281 USD

課長クラス

日本企業進出数：1,943 社

法人設立

115 位

少数投資家の保護

97 位

建築許可の取得

25 位

納税

109 位

1位

従業員の賃金上昇

電力供給

27 位

対外貿易

104 位

2位

原材料・部品の現地調達の難しさ

3位

取引先からの発注量の減少

4位

新規顧客の開拓が進まない

5位

品質管理の難しさ

（製造業－社、非製造業－社、その他－）

不動産登記

64 位

契約の執行

68 位

信用供与

25 位

破産処理

122 位
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図表 62

政策・施策（デジタル以外）2

名称

要約

Vietnam to 2035

2035 年までにベトナムを高所得国または中高所得国へと転換させることを
目指し、環境の持続可能性を備えた経済発展、公平性と社会的包摂、有能で説
明責任のある国家という 3 つの柱から構成されている。
2035 年までに中高間所得の地位を確立するための主要分野を明確にしてい
る。
2011 年から 2020 年までの実績に基づき、次の 10 年間で包括的、効率的か
つ持続可能な経済発展の実現を目指すとしている。

Vietnam Economic Policy
Framework of 2018
Socio-Economic
Development
Policy
2021-2030
Five year Socio-Economic
Development Plan 20212025
Population strategy of
Vietnam 2030

マクロ経済の安定性の確保、より高い経済成長率の達成、気候変動への対応
などを目標としていた 2016-2020 年の開発計画の成果を反映して策定される
中期計画である。
人口に特化した戦略で、人口置換水準の維持することや出生時の性比を自然
な均衡に近づけること、高齢化に適応することなどの目標が挙げられている。

図表 63

政策・施策（デジタル）2

名称

要約

National
Digital
Transformation
Programme 2025
National ICT Strategy

政府業務の全面的な刷新、業務プロセスの更新、国民のワーキング・ライフス
タイルの発展、安全・安心で人道的なデジタル環境の構築を目指している。

National Cybersecurity
strategy 2020

CT 産業を同国の重要な経済セクターとして位置づけ、2025 年までに ICT 産
業の輸出高を 1,200 億ドルとするなど、いくつかの具体的な目標数値が示さ
れている。
サイバーセキュリティへの国民の認識を高めることや、電子取引における安
全性を向上させること、ベトナムブランドのサイバーセキュリティ製品を改
良することなどの目標を掲げている。

図表 64

農業/関連政策 2

名称

要約

Socio-Economic
Development
Policy
2011-2020
Five year Socio-Economic
Development Plan 20162020
Master
Plan
for
Agricultural Production
Development
through
2020
Agricultural
Restructuring Program
Green Growth Action
Plan of the agriculture
and rural development
sector for the period
2016-2020
Action Plan on climate
change in response to
agriculture and rural
development sector 20162020

近代的で有効的かつ持続可能な農業の発展を目指し、生産性の増加や輸出回
転率の向上、農作物貯蔵システムの開発、先端技術の応用などに取り組むとし
ている。
2020 年までに労働力全体に占める農業の割合を 40％程度に維持する、農業
部門の GDP 寄与度を 2015 年の 3.04％から 2020 年には 3.47％に向上させ
る、などの数値目標が掲げられている。
農業の生産性、品質、競争力、有効性、持続可能性を向上させることを目的と
しており、ここでも 2020 までに農林水産業の GDP 成長率年 3.5～4％、生
産額成長率年 4.3～4.7％、輸出額は 400 億米ドルといったターゲットが示さ
れている。
経済的、社会的、環境的に持続可能な発展という観点からセクター目標を定め
ており、主に農民と消費者の長期的な福祉を保証することを目的としている。
環境に関連した政策としては、2020 年に温室効果ガス（GHG）を 20％削減
するための 10 の優先課題と政策措置を概説している。

気候変動に対応する 73 の課題と 27 の投資プロジェクトを示している。
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図表 65

農業/業界団体 2

名称

要約

Ministries of Agriculture
and Rural Development
Institute of Policy and
Strategy for Agriculture
and Rural Development
(IPSARD)
Vietnam Academy of
Agricultural Science
Institute for Agricultural
Environment
National Institute of
Agricultural
Planning
and Projection (NIAPP)

農業の所管省庁。ベトナムの農村開発、農業のガバナンス、促進、育成を担当
している。
農業に関連した主要な機関として、農業・農村開発のための政策・戦略、政策、
計画に携わっており、市場情報、貿易促進、国際経済統合、農業・農村開発に
おける経済、社会、環境、気候変動に関する情報を提供している。
農業に関する研究機関。農業研究開発プログラムの包括的なビジョン、戦略的
方向性、監督を提供している。
前述の Vietnam Academy of Agricultural Science 傘下で、科学研究、技術移
転、国際協力、農業環境コンサルティングサービスなどを行っている。
Ministries of Agriculture and Rural Development と連携し国内外の機関、
大学、科学者との幅広い共同研究や協力プロジェクトを通じて、40 年以上の
研究活動の経験を有する。

図表 66

ヘルスケア/関連政策 2

名称

要約

Socio-Economic
Development Policy
2011-2020
Five year SocioEconomic Development
Plan 2016-2020
Target for Health
Insurance
Project for hospital
overload reduction
(2013–2020)
Satellite Hospital
Project 2013-2020
Vietnam Health
Financing Strategy for
2016–2025
Plan for People's Health
Protection, Care and
Improvement 2016-2020
Health Information
System Development
Strategic Plan for 2014–
2020
National
Noncommunicable
Disease (NCD)
Prevention and
Management Strategy
Vietnam Health
Programme (2018-2030)

医療システムの発展、医療サービスの質の向上に集中することを目的として
いる。
2020 年までに健康保険の適用率を人口の 80％以上にする、1 万人あたり
26.5 床の病床を確保する等を目標としている。
2020 年までに健康保険加入率の目標を 80％から 90％に引き上げることを発
表している。
都市部の病院の稼働率を 100％に減らすことを目的としており、患者の待ち
時間を減らすために各医師の 1 日の受診患者数に制限も設けている。
サテライト病院に指定された地方病院の検査・治療の技術力を、中央病院や
中核病院からの技術移転を通じて向上させることを目的としている。
公的医療サービスと非伝染性疾患のケアを優先するための財政改革を提案し
ている。
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成、サービス提供ネットワークの質
と有効性の改善等を目指している。
性別、地域、民族別に分類された 88 の中核的な保健指標のセットを発行し
ている。
2025 年に NCDs による早期死亡率を 2015 年比で 20％削減する目標など、
CVDs に寄与する行動や状態を減らす目標が盛り込まれている。

健康的な食生活とライフスタイルの促進、健康に対する行動を変えるための
国民の意識の向上と健康関連リスクの予防等に焦点を当てた政策目標を掲げ
ている。
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図表 67

ヘルスケア/業界団体 2

名称

要約

Ministry of Health

ヘルスケアの所管省庁
保健省）であり、医療機器購入のためのガイドラインを決定している。

Department of Medical
Equipment and Health
Works
Drug Administration of
Vietnam
Vietnam Food
Administration
Ministry of Science and
Technology
Vietnam Medical
Equipment Association

医療機器・保健事業部は、医療機器の輸入、登録、承認を所管している。
ベトナム医薬品局。Vietnam Food Administration とは、それぞれ医薬品と
補助食品を規制している。
ベトナム食品庁。前述の Drug Administration of Vietnam とは、それぞれ
医薬品と補助食品を規制している。
科学技術省である。国産医療機器の規制を行っている。
ベトナム医療機器協会である。ベトナムの医療機器産業の発展の支援、診断
や治療などへの医療技術の迅速な適用等を行っている。

図表 68

ロジスティクス/関連政策 2

名称

要約

Five year Socio-Economic
Development Plan 20162020
Socio-Economic
Development
Policy
2011-2020
Action
Plan
for
Improvement
of
Competitiveness
and
Development
of
Vietnam's
logistics
services by 2025

道路輸送・航空路の質の向上や輸送モード間の接続強化、輸送コスト削減な
どの目標が掲げられている。
国際基準を満たす道路や高速鉄道、海港、空港などの建設に集中的に資源を
投入する方針が示されている。
政府はベトナムの物流パフォーマンス向上を目指している。具体的には 2025
年までに GDP に占める物流部門の割合を 8～10％に引き上げ、物流パフォー
マンス指数（LPI）の世界ランキング 50 位以上に入ること、物流インフラ開
発への投資を促進すること、先進的な技術を物流部門に導入し、高い専門性
を持つ人材を育成することなど 6 つの目標を打ち出している。

図表 69

ロジスティクス/業界団体 2

名称

要約

Ministry of Industry and
Trade（産業貿易省）

ベトナムのロジスティクスの所管省庁であり、国内商品の流通と市場、輸出
入、対外市場の拡大、市場監視、貿易促進などの分野を担当している。ロジス
ティクスに関する政策を策定するのも産業貿易省の役割である。
ロジスティクスに関連した主要な機関。ベトナムのロジスティクス事業者を
代表する機。
国内外の海運事業者、海運代理店、造船業者、学術機関など、海事産業の
様々な関係者の権利・利益保護を目的としている。
海港事業者の相互協力、提携、支援、援助を促進するためにボランティアベ
ースで設立された。

Vietnam Logistics
Business Association
Vietnam Shipowners'
Association
Vietnam Seaports
Association
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別紙：2

ヒアリングまとめ

(ブルネイ) AGROME IQ International, Founder & CEO
産業：農業
面接日時：1/26/2021（15:00～16:00 ）
組織概要：Agrome IQ は、次世代の生産者をサポートするために農業ソリューションと教育を提供し
ているアグリテックのソリューションプラットフォームである。生産性と収益性の高い農場システム
を実現するために、農家の効果的な意思決定を支援するため、農場システムからデータを収集し、農
場全体の生産性を向上させるためのカスタマイズされたソリューションとリアルタイムモニタリン
グを提供する。
ソリューションの概要：ブルネイの農家にスマート農業の提供、農業技術、農業に関する教育サービ
スを提供している。農家はアプリから一般的な API を通じた気候情報や IoT のセンターを通じた土
地の情報や気温の情報を入手することができ、自らの農地情報をトラックすることができる。韓国の
VC から資金を調達し、シンガポールのデベロッパーと連携して、アプリの機能を向上させた。
社会課題の概要：農家は保護具をもっていないため化学物質の不適切な使用による農家の健康と安全
が危惧されている。農家は十分な教育を受けておらず、良い農業に関する知識の取得が非常に重要で
ある。
ビジネス環境：農家を支援できる資源（技術、研修、設備）へのアクセスが不足しており、農業市場
に十分な注目が集まっていない。農業はリスクが高いと考えられているため、銀行からの融資にも問
題がある。
日本や他国とのコラボレーション：ブルネイにおける農業分野の現場を知っているので、海外企業と
はデジタルツールの提供で提携することができる。また、ブルネイでは洪水が多いことも課題。すべ
てのデータを収集し、IoT とドローンの展開、予測的意思決定のための AI、コールドチェーンの保管
管理において連携可能性があり、日本企業はすでにそれらの技術を有している。
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(インド) National Informatics Centre, Sr. Technical Director
業種：農業
面接日時：3/1/2021（14:00～15:00）
組織概要： National Informatics Centre(NIC)は、インド政府の電子情報技術省の下にある付属オフ
ィスである。NIC は、政府の IT サービスの提供や Digital India のイニシアチブの一部をサポートす
るためのインフラを提供している。
ソリューションの概要：NIC は、中央政府、州政府、連邦政府、地区、その他の政府機関のために、
全国的な最先端の ICT インフラストラクチャとサービスを確立することで、ガバナンスのさまざま
な側面で政府と密接に関連している。
それは、
マルチギガビットの全国ネットワークである NICNET、
NKN、全国データセンター、全国クラウド、汎インド VC インフラ、コマンド＆コントロールセンタ
ー、多層 GIS ベースのプラットフォーム、ドメイン登録と Web キャストなどを含む多様なサービス
を提供している。これは、市民中心の電子サービスを提供する上で重要な役割を果たしている。農業
分野においては、農作物の売買をオンラインで行うことができる eNAM を導入している。
社会課題の概要：インド農業における社会問題としては、土地分配の不平等、変動の不安定性、作柄、
農業労働者の不足、貧弱な農業や古い農法、投入資材の不適切な使用、製品の品質のばらつきなどが
挙げられる。
ビジネス環境：インド政府は、省庁を支援するために様々なスキームを準備している。
日本や他国とのコラボレーション：農薬散布用の機械、肥料、収穫物の種類を分けるのに使用される
機器において、連携可能性がある。日本製品は技術は優れていても価格が高く、コストは低くあるべ
きだ。

49

(インド) IFFCO Kisan Sanchar Limited, Chief Executive Officer
産業：農業
面接日：3/5/2021（17:30～18:30）
組織概要：IFFCO Kisan は、インドの農村部の農家に手頃な通信ネットワークを通じて、持続可能な
方法で最新の適切な情報・知識・サービスを提供することに主眼を置いている。同社の主な目的は、
インプットとアウトプットのプロセスを継続的に改善しながら、エコシステム全体の効率性、収量、
収益性、利便性を向上させることである。
ソリューションの概要：IFFCO Kisan は、現代の農業技術を利用して、既存の農法に技術を適応、統
合している。同社は、現代的で持続可能な農業の実践方法を教育・訓練することで、農家の利益に貢
献することを目指している。IFFCO Kisan のエンド・ツー・エンドの介入モデルは、従来の膨大な農
業関連資料や農業専門家チームと同様に、播種前から収穫、市場との連携に至るまで、農家がタイム
リーな意思決定ができるように支援することを目的としている。同社は、キャパシティビルディング、
資材投入、供給、ICT トレーニングと開発、一次付加価値向上活動の支援（FPC の等級分け・選別・
加工ユニットの設置を容易にする）に焦点を当て、様々な潜在的な FPC の促進に取り組んでいる。
社会課題の概要：食の安全に関してデジタル化を進めるためには、農家には金銭的な余裕がないため、
他のビジネスに売り込み、サポートしてもらう必要がある。スマート農業と気候変動は別問題である。
輸入代替が可能であり、グローバルスタンダードである特定の製品を栽培する必要がある。
ビジネス環境：政府は経済活動のデジタル化に積極的である。しかし、農家にはデジタルツールを導
入するためのリソースやスキルがない。若者を農業に復帰させることが重要である。技術は農家にと
って使いやすいものでなければならない。アグリテック技術の普及率は非常に低い。新しい企業やソ
リューションが登場しているが、農家、消費者、産業界、政府などバリューチェーン全体が結びつい
ていなければ、成功することは難しい。
日本や他国とのコラボレーション：すでに保険の分野で東京海上日動と、農業の分野で三菱商事と連
携した経験がある。日本企業はビジネス評価に時間をかけすぎており、いざ参入した時にはすでにチ
ャンスは通り過ぎている。日本企業は、機会を逃さないためにより機敏かつ迅速に行う必要がある。
日本は農業生産高が高いので、種子の品質向上のためのバイオテクノロジーで協働できる。日本はイ
ンドから多くのものを輸入しているので、インドの物流サプライチェーン産業をサポートすることが
できる。日本企業と比べて、イスラエルのスタートアップ企業は協業に熱心である。
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(インドネシア) HARA , VP - Agricultural Trade
業種：農業
面接日時：1/19/2021 （11:00～12:00）
組織概要：HARA は、食品・農業セクター向けにブロックチェーン技術を用いて情報交換を行う企業
である。同社は、農家や農業分野の他のプレイヤーに、土地の種類、推定収穫量、資金などの農家に
とって貴重なデータを提供している。また、農家にプランテーションが最大の利益を生む最適なタイ
ミングを教育することを支援している。現在、約 30,000 人の農家がこのアプリケーションを使用し
ている。
ソリューションの概要：同社は 2 つの取組を行っている。1 つ目は、インドネシアの農業全般のデー
タ、土地の経度緯度に関連するデータ、どのような種類の商品が栽培されているかなどのデータ収集
である。2 つ目は、植付けや収穫の時期に農家とファンド（銀行、投資家）をつなげ銀行や投資家と
の調整を行うことである。農家は同社の「HARA」というアプリを通じて、栽培中の作物や推定収穫
量について情報をインプットすることができ、収穫時期の３～４ヶ月前には銀行や投資家はこれらの
情報を知ることができる。
社会課題の概要：貧困、情報や資源へのアクセスの不足が課題。同時期に栽培しないこと等が問題で
あることを農家に教育し、農業目標の達成を支援する必要がある。農村-都市間にも格差がある。
インドネシアは高齢の農家が多いため、データを集めるための技術を導入するのは時間がかかる。製
品をどのように流通させるかが大きな課題となるため、すべての農家がアクセスできる必要がある。
ビジネス環境：インドネシア政府はビジネスサイドには直接関与していないが、肥料補助金を出して
プランテーションを支援している。また、行政手続きや規制を緩和することで、外資がインドネシア
に投資することを非常に容易にしている。
日本や他国とのコラボレーション：HARA は、技術力、資金力、市場の拡大について、外国企業との
連携に期待している。資金については、現状は困っていないが、将来的にはユーザーを 30,000 人か
ら 100,000 人に増やしたいと考えており、資金面と人材面の補強の観点から、中国企業には既に相談
している。
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(インドネシア) Ministry of Communications and Information Technology
産業：農業
面接日：3/3/2021（16:00～17:00）
組織概要：通信情報技術省は、インドネシア政府の省庁で、通信・情報関連業務を担当している。同省
は大統領に報告しながら、大臣を中心に活動している。
ソリューションの概要：通信情報技術省は、次の 4 年間で 6 つのセクター（農業、海運、教育、ヘル
スケア、観光、物流）のデジタルトランスフォーメーションを模索する責任がある。また中小企業のデ
ジタルトランスフォーメーションの加速に焦点をあてている。通信情報技術省は、農地の生産性を向
上させるために IoT センサーを導入している。IoT には 2 つのタイプがあり、土壌や土地の肥沃度を
測定するものと、気象に関連したものを使用している。これは通信情報技術省のパイロットプロジェ
クトで、3 年前から取り組んでいる。
社会課題の概要：農家から安く買い、高値で売りさばく仲介業者の存在が農家を苦しめている。もう
一つの課題は、インドネシアでは農業のやり方が非常に伝統的であることである。技術は農業の効率
化に役立つ。
ビジネス環境：インドネシアではデジタル経済が急速に成長している。インドネシアは若い人口が多
くデジタル化の促進の大きな要因である。政府はデジタル経済のためのインフラを整備している。政
府はデータを海外に保存することを許可しておらず、データの一部はインドネシアに保存されなけれ
ばならない。インドネシアでは、多くのユニコーン企業があらわれているが、政府の介入がないことが
大きな要因だ。政府が人々の利益と信頼を守ることだけを企業に要求し、大きな規制はないという新
しい現象が起きている。
日本や他国とのコラボレーション：インドネシア構内のスタートアップの数は大変多く、国内企業と
の協業に焦点をあてている。
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(マレーシア) Malaysia Digital Economy Corporation（MDEC）, Former Head of
Digital Development
業種：農業
面接日時：1/26/2021（10:00～11:00 ）
組織概要：Malaysia Digital Economy Corporation（旧称：Multimedia Development Corporation
Sdn. Bhd.）は、マレーシア通信・マルチメディア省の下、マレーシアにおけるデジタル経済を牽引
する役割を担っている。
ソリューションの概要：デジタルスキルの研修や技術人材育成のためのプログラムを実施。中小企業
のデジタル化を支援し、Fintech 企業と協力している。
社会課題の概要：農業分野における運転資金の減少や若い世代の農業への関心の低さ、農業における
デジタルスキルの導入率の低さが問題である。また、金融包摂が大きな課題であり、E-wallet の普及
などフィンテックの普及も急務。
ビジネス環境：規制環境は非常に自由であり、国内にパートナーがいる限り、外資系企業との提携も
支援しており、政府は外資からの投資に期待している。
日本や他国とのコラボレーション： NTT はスタートアップに投資しおり、iPay やソニーはマレー
シアに開発センターを開設している。2017 年には中国と多くのパートナーシップを結んでいたが、
新政府の方針で、中国とのパートナーシップは減少傾向である。日本企業との連携については、バイ
オテクノロジー、ロボティクス、IoT の分野に期待している。バイオテクノロジーについては、土壌
の分析、栄養管理、土地の適切な管理といった技術である。
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(マレーシア) Sime Darby Plantation Berhad, CDO
業種.：農業
面接日時：2/25/2021（11:00～12:00）
組織概要：2007 年に設立された Sime Darby Plantation (SDP) は、Sime Darby グループの 5 つ
の中核部門の 1 つであるプランテーションおよびアグリビジネス部門である。10 年以上にわたり、
SDP は完全に統合されたグローバルなプランテーション会社となり、世界最大のアブラヤシプラン
テーション会社（作付面積ベース）と世界最大の持続可能な認証パーム油（CSPO）生産者となって
いる。
ソリューションの概要：川上事業は主にアブラヤシの栽培、収穫、製粉で構成され、マレーシア、イ
ンドネシア、パプアニューギニア、ソロモン諸島の 60 万ヘクタール以上の植林地に広がっている。
下流事業では、食用油脂製品、オレオケミカル、バイオディーゼルのための CPO（Crude Palm Oil）
の精製が行われており、同社のマーケティング活動は 16 カ国で展開されている。
社会課題の概要：森林伐採や野生動物の生息エリアへの影響に注目している。リスクのマップ化を試
みているが、地形のリスクと人権問題についてのマップ化には課題が残っている。さらに、労働力の
移民への依存や、労働者の賃金、雇用や安全性などの人権問題も課題である。
ビジネス環境：デジタルソリューションについては、政府からの支援はない。機械化については、政
府機関による研究開発支援が多くある。NTIS (National Technology and Innovation Sandbox)が、
新しいイノベーションを加速させており、MTOB (Malaysia Board of Technologists)も新技術を開発
するための研究助成金を持っている。
日本や他国とのコラボレーション：川崎重工業、トヨタ、三菱とドローンのソリューションについて
話し合っている。自動化・ロボティクス分野でのコラボレーションの可能性。例えば収穫など、自律
型の機械ができることなら何でも可能。
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(ミャンマー) Myanmar Development Resources Institute - Center for Economic
and Social Development (MDRI-CESD), Senior Research Advisor
業種：農業
面接日時：1/21/2021（11:00～12:00）
組織概要：経済社会開発センター（CESD）は独立した非政府シンクタンクである。ミャンマー稲
作連盟は、生産者協会、精米業者協会、貿易業者協会、輸出業者協会など、すべての農民協会を
結ぶ包括的な組織であり、最も成功している連盟の一つである。
ソリューションの概要：アグリテックのスタートアップ企業や研究機関では、農家や消費者にと
ってより多くの作物の収穫量につながるように、土地を効率的に監視できる技術を生み出すため
の研究を続けている。
社会課題の概要：ミャンマーの大きな社会課題は気候変動に加え、作物を栽培している土地のほ
とんどが乾燥地帯であり水の供給が問題となっている。もう一つの大きな問題は、食料ロスであ
る。農業人材の育成や、零細農民の問題も抱えている。
ビジネス環境：農民と消費者をつなぐバリューチェーンが存在していないことも問題であるのミ
ャンマーにおいてビジネスを行う場合、州によって要件が異なるので国全体で考えてはいけない。
日本や他国とのコラボレーション：日本企業とのコラボレーションの可能性がある。ミャンマー
では、日本企業と気象ベースの保険を試験的に実施している。インドでは天候型保険が多く存在
するので、インド人も関心を持っている。
日本の物流技術や微生物技術は素晴らしいため、コラボレーションできる分野になるかもしれな
い。日本の投資で特徴的なのは、投資をしたあとにすぐにさらないことだ。長い間、東南アジア
に投資を行っていることは、アドバンテージになるだろう。
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(ミャンマー) Village Link, Chief Executive Officer
業種：農業
面接日時：1/22/2021（11:15 ～12:15）
組織概要：ヴィレッジリンク社は、ミャンマーの農業・農村にモバイル技術を提供する農業技術のリ
ーディングカンパニーである。リモートセンシングデータを使って、衛星情報を活用しながら、収穫
量の予測を行っている。
ソリューションの概要：農家に総合的な支援を提供するアプリケーションで、教育や気象データを提
供し、問い合わせに答えることでの双方向のコミュニケーションを実現している。
社会課題の概要：農民は政府よりも民間企業を信頼している。農民の農法は伝統的なものが多く、投
資する資本も少ないため、デジタル化を持ち込むのは難しい。
ビジネス環境：ミャンマーではスマートフォンの普及がすすんでいる。農業の基本的なやり方は他国
と大きく異なるため、現地に適したソリューションを導入しなければならない。
日本や他国とのコラボレーション：ミャンマーの農家向けにカスタマイズされた品質認証や、先進的
な種子の開発などでコラボレーションの機会が存在する。日本企業がミャンマー農家の作物の品質保
証や認証に関わる技術を提供してくれればありがたい。
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(フィリピン) Philippine Rice Research Institute (PRRI)
産業：農業
面接日時：2/2/2021（10:00～11:00） 2/9/2021（16:00～17:00）
組織概要：フィリピン米研究所（PhilRice）は、農家がすべてのフィリピン人に十分な米を生産でき
ることを目指し、高収量でコストを抑える技術の開発を支援する農務省下の政府法人である。国の機
関であり、米の研究、食品科学のために独自の資金を使っている。
ソリューションの概要：企業と提携して機械や技術を農家に導入し、科学技術省との提携も行ってい
る。情報管理システムでは衛星画像をつかっているが、スイス企業と連携をしている。Seeds Up ア
プリケーションは、様々な作物の生育方法や収穫方法などの情報を提供し、農家の相談にも対応して
いる。稲作管理アプリは収量、肥料を測定し、肥料の提案をする。ドローンの活用による農作業の効
率化にも取り組んでおり、農家の教育にも力をいれている。また、IoT センサーを使って水分レベル
を取得し、農家の携帯電話にデータが送信され、その情報をもとに灌漑用水路のゲートを開くといっ
たパイロットプロジェクトにも取り組んでいる。
社会課題の概要：農家の高齢化。農業には手作業が多いが、技術で解決できれば年齢の問題をクリア
できる。また、農家は台風で収穫ができなくなった時のために他の収入源を探している。農家が所有
する土地は少なく商業化しにくいことも課題であり、技術導入は経済的に合理的ではない。
ビジネス環境：同機関は民間企業と提携し、製品のライセンス供与や使用を行っている。また、地方
政府のサポートも行う。台風などの自然災害の影響で、収穫物の価格が低くなってしまうが、気象分
析の技術により賢明な判断を下すことができる。政府の ekardiva は、農産物のオンライン市場とし
て機能している。
日本や他国とのコラボレーション：デジタルアプリケーションやビッグデータ分析は将来性のある分
野である。ウェブベースの「werise」プラットフォーム（IRRI の一部）を持っており、雨量に応じて
最適な栽培時期をアドバイスするプロジェクトを日本の国際農学研究センター（JIRCAS）と共同研
究している（2021 年 3 月で終了）
。

57

( フ ィ リ ピ ン ) Tagum Agricultural Development Company, Incorporated
(TADECO)
産業：農業
面接日時：3/3/2021（15:00～16:00）
組織概要： TADECO は、日本、韓国、中東、香港、中国、ロシア、マレーシア、ニュージーランド、
シンガポール向けに生鮮キャベンディッシュバナナの生産・輸出を行っている。ANFLOCOR 社のフ
ラッグシップカンパニーであり、年間輸出量は平均 5,000 箱/ヘクタールで、世界のバナナ業界をリー
ドしている。
ソリューションの概要：ドローンを使った圃場での散布を試みている。灌漑の自動化では、コンピュ
ータや携帯電話を使ってポンプの停止・起動を行い、灌漑システムを操作している。それとは別に、
TADECO では、収穫する果物の数などのデータを手動で取得している。彼らにはプロトコルがあり、
社員がすべての作業を手書きで書き込んでいる。そして、そのデータは 16 あるエリアの各担当者に
渡る。そのデータがコンピューターに取り込まれ、ビジュアルやマクロなどが適用される。成果物は、
社員に向けたレポートの形でアウトプットされる。彼らの気象システムは、降水量、風速、日照時間
を測っている。彼らは、これらの気象パラメータのしきい値を設定しており、しきい値を超えると、
必要なアクションを取るために社員にテキストが送信されます。
社会課題の概要：彼らはフィリピンの他の農業関係者とは異なり、農家の高齢化という社会問題に直
面していない。
ビジネス環境：バナナは枯れが大きな課題となっている。バナナにもコロナウイルスがあり、
TADECO はこのウイルスに耐性のある完璧な品種を探している。このためにオランダ政府と協力し、
バナナ産業全体に助成金、技術支援、機械の提供を受けた。
日本や他国とのコラボレーション：土壌水分センサーや灌水と連動したシステムでの連携が可能で、
自動化により、水と土壌が一定のレベルになれば灌水を停止できるようになる。バナナ専用の選別シ
ステムと機械も需要がある。また技術的なノウハウやセンサー使用などでも協働が可能である。現在
は手作業で行われているパッキング作業などにおけるロボット導入もコラボレーション可能な領域
の一つである。
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(シンガポール) Singapore Food Agency, Assistant Director, Industry Development
& Partnership
業種：農業
面接日時：1/29/2021（15:00～16:00）
組織概要：SFA は、農場から食卓までの食品の安全性と食品安全保障の確保を使命とする国家機関で
ある。持続可能性・環境省の下に設立された法定機関である。
ソリューションの概要：農家や作物の小売業者向け EC・プラットフォームにより、デジタル上で顧
客と農家との距離を縮めることができる。
社会課題の概要：シンガポールの農業における社会課題は、地場産品に対する教育や意識の欠如であ
る。また、土地や水などの資源が非常に乏しく、人件費や光熱費などの生産コストが高い。また、シ
ンガポールでは未だに 90％以上の作物や食料源を輸入しているため、人々は地元の企業や生産者を
支援していない。地元の農産物の価格が非常に高く（2～3 倍）、消費者に受け入れられるかどうかも
重要な問題となっている。
ビジネス環境：シンガポール政府は食糧安全保障の確保を重視しており、2030 年までに食糧自給率
を 30%まで引き上げることを目標としている。アグリテックスタートアップや農業中小企業がデジ
タルソリューションや EC プラットフォームを導入するのを支援するために、補助金や資金を提供し
ている。SFA とエンタープライズ・シンガポールは企業開発助成金、生産性ソリューション助成金の
２つを提供している。
日本や他国とのコラボレーション：人々の健康志向が高まる中、フードテクノロジーの分野はコラボ
レーションの焦点となっている。より健康的な製品を開発したり、廃棄物を食品に変換したりするス
タートアップ企業が求められている。投資家はそのような企業を探している。日本はアグリテックや
フードテックの分野では強みがある。シンガポール企業と技術連携できる余地は十分にある。食品加
工にも強みがあり、連携可能性は高い。シンガポールは、持続可能な価値提案ができる企業とビジネ
スをしたいと考えている。
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(タイ) Ricult, Co-Founder & CEO
業種：農業
面接日時：1/29/2021（14:30～15:30）
組織概要：リクルトは、Fintech と Agtech の両領域で事業を展開している世界でも数少ない企業の
一つである。現在の製品ポートフォリオは、すでに 15 万人以上の農家や農業バリューチェーンの主
要な関係者に導入されている。
「Ricult」というアプリは、衛星画像、気象データ、センサーを活用し、
零細農家に対して気象分析、銀行融資、価格設定の情報を提供する。同アプリは 1500 万人の農家が
タイにいるなか、すでに 30 万人が導入している。目標は農家の所得を向上させ、事業リスクを軽減
することである。アプリや IVR を通じてバイヤー、銀行融資、農学、価格設定、気象の洞察へアクセ
スするのを支援している。
ソリューションの概要：ソリューションには、ハイパーローカル気象分析による農場固有の気象予報、
播種に最適な時期などの高度な気象分析、9 ヶ月の雨予報、製粉所からの日々の作物のスポットレー
トの提供、銀行ローンの申請、リアルタイムの農学アドバイスとディスカッションフォーラム、衛星
画像による作物の健康状態の遠隔監視などがある。
また、農家が生産した農産物をバイオマスやエネルギー企業に販売するのを支援している。農作物を
燃やすのではなく、残り物をエネルギー会社に売却して、さらに多くの収入を得るようにアドバイス
している。
社会課題の概要：農業分野における社会課題は、貧困、所得格差などである。国民の 40％が農業コミ
ュニティに属している。農民の月収は 200 米ドルであり、大きな所得格差が存在する。農家は銀行融
資の問題にも直面している。農家は労働者を雇ったり機械を買ったりするお金がない。肥料の使いす
ぎや収穫期の終わりに作物を燃すことで大気汚染を引き起こす。
ビジネス環境：農民は非常に高齢で教育を受けておらず、40～50 年前から伝統的な方法を使ってい
るため、デジタル技術の導入に抵抗がある。タイには投資家が非常に少なく、農業市場に投資してお
らず、政府も新しい企業やスタートアップにはあまり投資をしていない。
日本や他国とのコラボレーション：日本企業とは、コラボレーションできる可能性がたくさんある。
日本とタイは過去にも多くのコラボレーションを行ってきた。タイでは肥料を販売している日本企業
もあれば、クボタのようにトラクターを販売している企業もある。リクルトのネットワークを使って
タイの農家にトラクターを売ることもできるだろう。また、気象や土壌データの IoT 技術の提供にも
期待している。
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(ベトナム) IPSARD (Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural
Development), Managing Director
業種：農業
面接日時：1/22/2021（14:30～15:30 ）
組織概要：ベトナム農業農村開発政策戦略研究所は、農業農村開発省（MARD）のシンクタンクで
あり、農業や農村開発における戦略や政策立案プロセスを支援している。
ソリューションの概要：農業と農村開発の研究を提供し、協同組合企業と農民の活動を支援してい
る。農家の事業活動への支援や地方自治体の地理的指標の開発の支援を行う。
社会課題の概要：農家は低所得でありコロナの影響があり更に脆弱になっている。コロナの影響で
農家は作物を売ることに苦戦し、コロナ下で人を雇えない問題や、種や肥料を買えない問題に直面
している。
ビジネス環境：ベトナムにおいては、アグリテックのスタートアップが増加しており、ベトナム政
府も税制優遇等を通じて支援している。政府は、農家がより収益性の高い作物を栽培できるよう支
援する農業再構築プログラムを行っており、バリューチェーンとの密な連携を支援している。
「新し
い農村開発プログラム」という国家レベルのプロジェクトも予定しており、農家の収入向上、インフ
ラ開発支援を行う。
日本や他国とのコラボレーション：ベトナム農水省と日本の農水省は灌漑に関する技術協力につい
て合意をしたばかりで、日本企業とは多くの連携の機会がある。①新しい技術を用いたプロジェク
トや資源開発、②技術移転新技術の移転、③デジタル化に関する農民のトレーニング、④インフラ整
備、⑤政府の支援を受けたセクターへの投資の機会がある。食品加工はベトナムが弱い分野であり、
コールドチェーンの技術で日本企業との連携を期待する。
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(インド) BharatPe, CEO and Co-Founder
業種：フィンテック
面接日：2/15/2021（16:00～17:00）
組織概要：BharatPe は、店主が任意の決済アプリから無料で支払いを受け付けることを可能にする。
加盟店はすぐにサインアップし、銀行口座に直接支払いを受け付けることができ、支払いに対して最
大 12％の利息を得ることができ、必要な時にはいつでも融資を受けることができる。インドのオフ
ライン取引のワンストップのビジネスユーティリティアプリになることを目指している。
ソリューションの概要：BharatPe は、Paytm、PhonePe、Google Pay、BHIM、その他 150 以上の
UPI アプリなど、すべての決済アプリを受け入れるための単一の QR を加盟店に提供することで、支
払いの受け入れを簡単にする。すべてのビジネスにおいて、取引手数料が一切かからず、支払いの受
付けを完全に無料にした。過去二年半の間に 500 万人の小売店主を獲得し、月間では 9000 万もの取
引が行われている。
社会課題の概要：従来の現金による商売では、損益やキャッシュフローなどを管理できていないため、
銀行は小規模店主には融資してこなかった。QR コードの可視性を利用して、これらの加盟店に融資
をしている。資本へのアクセスも課題である。店主は悪徳な貸付などで重い違約金や多額の
EMI(Equated Monthly Installment)を課されていた。BharatePe のアプリにより、QR コードでの
決済回数や決済金額といった情報をもとにＡＩが融資率を判断し、小規模店主は融資を受けることが
できる。
ビジネス環境：外資はインドの海外事業体に 100％出資でき、ボトルネックはない。ただし、中国資
本は過去半年間好意的に見られていない。中国からの投資であれば課題にぶつかることになる。イン
ドに投資された資金のほとんどは、課税の関係でモーリシャスを経由する。モーリシャスは FATF (金
融活動作業部会)の下に置かれているため、FATF を経由して資金を調達する場合は、融資ライセン
スの取得で苦労する。それ以外で、外資による投資での課題はない。
日本や他国とのコラボレーション：すぐに必要なのは、出資と融資の観点からの日本との金融面での
連携である。日本の開発金融機関(DFI)や大手銀行と連携すれば、日本の金融機関から融資を受ける
ことができ、その資金を使って加盟店に融資を行うことができる。そのうち、ハード面でも、日本の
カード受付機という意味でのコラボレーションが模索されていくと考えられる。
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(インド) FTCASH, CEO and Co-Founder
業種：フィンテック
面接日時：2/24/2021（16:00～17:00）
組織概要：FTCASH は、デジタル決済やローンを利用した金融包摂を通じて零細農家や小規模事業
者をエンパワーすることを目的としており、
Forbes にも認められたインドで最も急成長している Fintech ベンチャーの一つである。同社は 2015 年半ばにインドのムンバイで立ち上げられた。PayPal に
よってインキュベートされ、現在は Facebook や MasterCard と戦略的パートナーシップを結び、グ
ローバルにマーチャントサービスを実現させている。
ソリューションの概要 : FTCASH は、ソフトウェアとハードウェアをベースとしたフルスタック決
済ソリューションを提供し、小規模な加盟店が 5 分以内にデジタル決済を開始できるようにする。
さらに、FTCASH は独自のアルゴリズムを使用して、決済プラットフォーム上の取引フローデータ
を活用することで信用度を把握、心理分析を含む他のデータポイントも活用し、十分なサービスを受
けていない中小企業に機関融資を提供することができる。融資の支払い後、回収は将来の債権のため
に支払いプラットフォームを使用して行われる。
社会課題の概要：従来の銀行は零細商人に融資をしていない。インドの銀行は中小企業の 10％程度に
しか融資していないため、零細商人が大きく成長することができない。
ビジネス環境：政府はスタートアップの拡大を支援している。規則や課税の緩和されたガイドライン
や、様々なプログラムを作成している。しかし、スタートアップの早期の拡大を支援するために必要
な政府からの資金援助は不足している。多国間組織からの補助金も不足している。
日本や他国とのコラボレーション：保険分野でのコラボレーションの可能性がある。商人は標準的な
商品のユーザーではないので、提携することでカスタマイズされた保険商品を作ることができる。決
済分野、日本の経験を活かした決済プラットフォームの改善方法、音声ベースの決済、ジェスチャー
ベースの決済技術の活用においてコラボレーションの可能性がある。さらに、AI や自動化の観点から
FTCASH のデータサイエンスチームとのコラボレーションが可能である。
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(インド) PolicyBazaar.com, Head, Corporate Strategy & Investor Relations
業種：フィンテック
面接日時：2/2/2021（15:00～16:00）
組織概要：PolicyBazaar.com は、インドの著名なオンライン生命保険・損害保険アグリゲーターであ
る。保険商品の比較分析を専門としている。比較の基本となるのは、価格、品質、主要なメリットで
ある。手数料ベースのビジネスであり、収益ベースのビジネスではない。グローバルでみれば、車の
損害保険に注目が集まっているが利益が少ないので生命保険に注力することにした。
ソリューションの概要：生命保険、健康保険、自動車保険、その他の総合保険、投資プランというラ
インナップをそろえており、コールセンターに加えて 100％オンラインで手続きが完了するプラット
フォームも用意しており、顧客に対して丁寧な説明を提供している。50 以上もの保険会社と提携し
ており、合計 450 以上の保険商品をそろえるハイブリッドモデルで運営しているため、顧客に対して
カスタマイズされた保険商品を提案することが可能。
社会課題の概要：大きな社会課題は、インドには社会保障ネットワークがなく、政府が医療費の 1％
しかカバーしていないことである。そのため、一人の家族が病気になっただけで、多くの家庭が破綻
してしまう。また、インドにおける保険詐欺も課題である。しかし、デジタル技術の普及により、保
険商品へのアクセスが容易になっている側面はある。
ビジネス環境：政府からの適切な支援が欠如している。農村部の人々は電気などの基本的なインフラ
やインターネットへのアクセスを持っておらず、地方へのビジネス展開には課題がある。また、中間
業者の存在が大きい。
日本や他国とのコラボレーション：顔認証などの技術を利用した不正検知の分野や、テレマティクス
などのデバイスを利用し費用対効果の高い方法で詳細を把握する分野などで可能性がある。また遠隔
検証とビデオ検証は、現在手動で行われているため、このプロセスをシームレスに行うための技術の
使用が求められる。
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(シンガポール) Nium, Global Head of Institutional Business
業種：フィンテック
面接日時：1/25/2021（11:00～12:00）
組織概要：Nium は、
消費者の国境を越えた決済体験を簡素化することを目的に、
2014 年に InstaReM
として創設。伝統的に国際送金の手続きは、複数の通貨換算の手続きを経る必要があり、コストがか
かった。こういった国際送金の手続きを簡素化し、決済のコストを下げることが目的。消費者と企業
の両方に対してクロスボーダー決済と送金サービスを提供。
ソリューションの概要：クロスボーダー決済以外にも、幅広いフィンテックサービス（オンラインバ
ンキング、電子ウォレット、ウェルスマネジメントなど）を扱う。Nium のクロスボーダー決済を利
用することにより、消費者は手数料をかけずに国際送金をすることが可能であり、いつ送金が完了す
るか等金銭の動きをトラックすることができる。Nium の全てのサービスは HP 上にオープン API と
して公開されており、銀行や送金会社等の企業は自由にサービスを使うことができる。
社会課題の概要：フィンテックサービスは、透明性リスクを軽減し、消費者の銀行業界への理解を高
めるとともに、マネーロンダリング等の社会課題を防止することに役立つ。貧困層は銀行サービスへ
アクセスができない。シンガポールにおける外国人労働者の送金関連のトラブルも課題。
ビジネス環境：フィンテックの技術とインターネットへのアクセスに関する政府の支援は、社会課題
の解決に役立っている。新しい技術が普及するにはまだ時間がかかるが、コロナのインパクトと政府
のプロモーションは消費者の行動にプラスの影響を与え、シンガポールのデジタル化への変革を促進
している。
日本や他国とのコラボレーション：日本企業が決済システムで Nium の技術を使うといった場面で、
日本企業とのコラボレーションの可能性があると考えている（例：シンガポールから日本への送金サ
ービスなど）
。グローバルにみれば、Uber や AirAsia、Facebook 等全ての企業がフィンテック企業
になりがたっており、プラットフォーマーとの協業も当然視野にいれていく。
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(シンガポール) SoCash PTE LTD, Chief Marketing Officer
業種：フィンテック
面接日時：1/26/2021（16:00～17:00 ）
組織概要：SoCash は、銀行のキャッシュマネジメントをテクノロジーで解決する企業である。シン
ガポールを拠点とする急成長中のフィンテック企業で、同社のプラットフォームは、昔ながらの現金
のサプライチェーンなしに通貨の流通を可能にしている。現金の引き出し、預金、換金のサービスを
展開中。
ソリューションの概要：ユーザーは銀行や ATM に行かずとも、シンガポールのいかなる小売店でも
現金を引き出せる。マイクロローンなどの新しいサービスにも参入している。消費者の携帯電話から
すべての金融サービスを利用できるようにすることを目標としている。
社会課題の概要：シンガポールの銀行においては、外部の支店や ATM の設置コストだけでなく、現
金を管理するためのコストも非常に高い。シンガポールでは高齢化が急速に進んでおり、高齢層がビ
ジネスに精通していない問題もある。シンガポール政府はこういった問題を解決するために、デジタ
ル銀行のライセンスを複数用意するなどして、フィンテックプレイヤーがビジネスを行いやすい環境
を整えている。
ビジネス環境：携帯電話の中にヴァーチャルな銀行が存在しお金をいつでも引き出せると行ったキャ
ッシュマネジメントプラットフォームのサービスは活況を呈している。フィンテック分野でのシンガ
ポールの規制環境は、他国と比べても非常に良好である。2 年前にインド市場に参入しようとしたが、
規制環境が整っていないことが課題になった。政府は、社会課題を解決し、高い金銭的価値を生み出
す革新的なソリューションを持つフィンテックに対して、毎年 3 億シンガポールドルを上限とした補
助金を支給している。
日本や他国とのコラボレーション：Glory という日本企業と提携しており、コラボレーションしたこ
とがあり、投資家の一人は日本を拠点としている。技術力があり、規制やデジタルインフラが整備さ
れている国とのコラボレーションを探している。
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(インド) Ministry of AYUSH, Additional Secretary
業種：ヘルスケア
面接日時：2/26/2021（12:30～13:00）
組織概要：AYUSH 省は、インドの保健家族福祉省に続く 2 番目の保健省である。AYUSH 省は、ホ
メオパシー、ナチュロパシー、アーユルヴェーダ、ウナニ、シッダ、ソワ・リグパ、そして最後にヨ
ガという 7 つの伝統的な医療システムを扱っており、これらを総称して AYUSH と呼ばれている。こ
の省の目的は、これら 7 つの医療システムを適応させ、その可能性を活用し、インドの長年の公衆衛
生上の課題に対処することにある。
ソリューションの概要：積極的に導入されているソリューションは、患者のデータをキャプチャして
処理する AYUSH Health Management Information System (AHIMS)である。現在、100 近くの診
療所や病院に導入されており、週に約 30,000 人の患者のデータを生成している。LMS（Learning
Management Solutions）はまだロールアウトされていない。ヨガ、アーユルヴェーダ、ソリューシ
ョンを人々に活用／紹介するモバイルアプリケーション「AYUSH Sanjivani」もある。
社会課題の概要：社会課題としては、森林などの孤立した地域に住む新生児や妊産婦の妊産婦死亡率
を下げることが挙げられる。また、提供される解決策・救済策は、受益者に受け入れられるものでな
ければならない。
事業を行う条件：同省はやや孤立した森林地帯における医療サービスアクセスの改善に取り組む。
日本や他国との連携：アジア伝統医学イニシアチブの一環として、日本の内閣官房との調整を行って
いる。情報技術に焦点を当てたものになる可能性があるが、さらなる議論が必要である。日本企業が
どのような付加的な能力を提供できるのかを知りたい。
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(インド) ERNET , Govt. of India, Former Director General
業種：ヘルスケア
面接日時：1/20/2021（14:00～15:00）
組織概要：ERNET India は、インド政府情報技術省の管理下にある自治科学団体であり、国内主要都
市の主要な学術研究機関に 5 つの拠点を置き、全国最大級の地上・衛星ネットワークを有している。
ERNET India は、ヘルスケア、農業、高等教育、学校、科学技術など様々な分野で 1300 以上の機関
にサービスを提供している。
ソリューションの概要：インドにおける EHR（電子カルテ）の取組の普及と、インドのメディカルカ
レッジの遠隔教育の取組の普及に取り組んでいる専門家の活用を目的に 50 の医科大学で遠隔教育を
開始した。
社会課題の概要：社会的というよりも文化的な観点から、医療業界ではデジタルソリューションへの
許容が低い。大きな社会課題は、生まれたばかりの女児に完全なケアを与えていないことである。ま
た、医療費が高い。データのプライバシーにも配慮する必要がある。また、母体の健康を良好に保つ
必要がある。インドでは、患者に対する医師の比率が非常に低く、ベッドの数も非常に少ない。 僻地
の多くの地域では、レントゲンや MRI 装置、目の検査のための機械さえ不足しているため、医療機器
のニーズが高い。また、インドは糖尿病患者の人口が非常に多い国であり、こうした病気のモニタリ
ングシステムは需要がある。病院には効率化の必要性もある。
ビジネス環境：ヘルスケア業界におけるデジタルソリューションの開発は政府が今後プッシュしてい
くイニシアチブの一つである。インドにおいては、デジタルヘルス領域で全地域共通の明確なルール
が存在している。既に電子カルテ領域でビジネスを行っている外国企業も存在するため、ルールはよ
くよむべきだ。スタートアップに与えられている補助金や税制上の利点が多くある。
日本や他国とのコラボレーション：産業が活況を呈している今、外国企業が参入とコラボレーション
する機会は非常に大きい。まずインドは糖尿病患者の人口が非常に多い。モバイル端末で血糖値の数
値を詳細に教えてくれるウェアラブル技術を持っている日本企業とのコラボレーションも可能であ
る。また、インドでは患者に対する医師や病床の比率が非常に低いため、リモートヘルスモニタリン
グが必要となっている。病院内でのロボット活用で連携することにより、薬の輸送や病院の効率化に
役立てることが考えられる。
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(インド) MediBuddy, Former Chief Executive Officer
業種：ヘルスケア
面接日時：1/21/2021（13:00～14:00）
組織概要：MediBuddy は、インドを代表するヘルスケアプロバイダーで数々の受賞歴のあるヘルス
ケア・プラットフォームである。サービスには、遠隔医療、予防/一次/二次医療サービスのオンライン
スケジューリング、電子カルテへのアクセス、支払者による健康保険請求のオンライン承認、オンラ
インでの医師の処方箋などが含まれる。
ソリューションの概要：オンラインアポイントメント管理、入退院の管理、キャッシュレス請求管理、
ポートフォリオ最適化、利潤設定、利用率追跡、その他多くの関連サービスを提供している。
社会課題の概要：インドでは、地方におけるプライマリーヘルスケアと専門医療へのアクセスが重要
な課題となっている。遠隔医療が国の隅々まで行き渡らせ、専門医療を手ごろな価格で利用できるよ
うにすることが必要。多くの公共インフラが未使用のまま放置されており、多くの第三次医療の専門
家が主要都市を選択するため、地方では専門家が不足している。病院での入退院プロセスを容易にす
る必要がある。人々は処方箋を書いてもらうためだけに医者の外で長い列に並ばなければならない。
ビジネス環境：コロナのおかげでデジタル化がすべての都市に浸透し、多くの医師が国内のどこにい
てもオンライン相談を実施している。インドは世界で最も接続コストが低い国である。意識の低さ、
変化への抵抗感、金銭的な余裕のなさが社会課題の解決を阻むボトルネックとなっている。
日本や他国とのコラボレーション：ヘルスケア分野におけるデータサイエンスのコラボレーションの
機会は存在する。インドには才能のあるデジタル人材がいるが、日本のような先進国と違ってヘルス
ケアデータの経験が豊富ではない。EHR の専門知識が必要とされている。長期的な患者へのアクセ
ス、ウェアラブルや医療技術を含む最新の技術（ハードウェア）へのアクセスなどで日本の企業との
コラボレーションがある。投資の観点でいえば、
（インドの）ヘルスケアをより予測可能なものにする
データ分野への投資を希望している。専門家や医師のより大きなネットワークを構築するため継続的
な投資にも期待する。さらに遠隔医療、電子カルテ、データサイエンスなどの分野で国際的な投資と
連携を行っていく。
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(インド) Niramai, Co-Founder
業種：ヘルスケア
面接日時：2/1/2021（11:30～12:30）
組織概要：Niramai は「Non-Invasive Risk Assessment with Machine Intelligence（機械知能によ
る非侵襲性のリスク評価）
」の略である。従来の方法や自己検診よりもはるかに早い段階で乳がんを発
見できる新しいソフトウェア医療機器を開発した。
ソリューションの概要：本ソリューションは、低コスト、高精度、自動化された携帯型のがん検診ツ
ールであり、どのような診療所でも運用可能である。このツールのコア技術は、特許取得済みの人工
知能（AI）/機械学習（ML）アルゴリズムを使用して開発されている。地方でも運用できるように、
情報はクラウドベースで管理されている。ただ、携帯型のツールについては価格面で普及に課題があ
り、安くなれば地方部の女性がいつでも検診をうけられるだろう。
社会課題の概要：女性が乳がん検診を受けることに対して大きな社会的偏見があり、多くのインド女
性が検診を受けることに消極的である。地方ではインフラが整っておらず、また男性医師から検診を
受けることにタブーがあり、女性の医師の割合も 15％以下と少ない。また、予防検診は都市部でも農
村部でも無視されている。
ビジネス環境：無料スクリーニング検査の設置により、規制が緩和される可能性がある。市場への適
応力の欠如が大きなボトルネックとなっている。インドは日本や米国に比べてはるかに規制の緩い市
場であった。政府は技術革新により規制を大幅に強化している。
日本や他国とのコラボレーション：日本市場も地方部での専門家医は不足する課題を抱えており、ド
リームインキュベータから資金を得て、京都大学と連携して試験的なクリニックを運営している。ま
た、Niramai はすでに村田製作所や京都大学と共同で研究を進めている。村田製作所は同社にないハ
ードウェア技術の強みをもっている。ハードウェア技術は連携の可能性が大きい明確な領域である。
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(インド) MFine, CTO & Founding Member
産業：ヘルスケア
面接日時：3/4/2021（16:30～17:30）
組織概要：MFine は、AI を搭載したオンライン医師相談アプリを提供するヘルステック系スタート
アップである。医師は、症状を分析し、専門医が患者を評価する際正確な予後を伝えることができる
独自の Assistive Intelligence プラットフォームを利用する。つまり、医師は診察を受ける前から患
者の状態を把握しているため、診断をより迅速かつ的確に行うことができる。MFine は、信頼できる
医療へのアクセスを簡単、迅速、かつ積極的に実現することを目指している。
ソリューションの概要：MFine は、デジタルヘルス、健康に関わる AI と IoT、遠隔医療、自宅での
検査、薬の提供、放射線治療、バーチャル病院などのソリューションを提供している。MFine は、最
高の病院のトップドクターとの即時かつ継続的な接続を実現する。MFine は、最先端の技術を使用
して、顧客の健康パラメータを追跡し、すべての健康データを顧客自身の管理下に置き、簡単にアク
セスできるようにする。デジタルウェアラブルデバイス、モバイルアプリ、居宅サービスは、必要と
される利便性とスピードを兼ね備えている。
社会課題の概要：一番の課題は医療サービスへのアクセスで、次は質である。アクセスとは、第一に
医師や専門家との相談、第二に診断、第三に適切な薬、第四に手術の 4 つのタッチポイントと定義さ
れている。これらすべてのタッチポイントと医師へのアクセスはインドの課題である。また質に関し
て、誰もが独自の手法で診療を行っているため、品質は維持されず、保証されていない。
ビジネス環境：政府からの明示的な支援はないが、政府はビジネスに干渉しないので好都合である。
同社は、より大きな公共の利益のために、共通のインフラを構築するため政府機関と協働している。
遠隔医療の法案は、政府によってすぐに可決された。
日本や他国とのコラボレーション：ケア機器や日本メーカーが開発したホワイトラベルソリューショ
ンなどで可能性がある。次に日本の機器をインドで発売する際の共同パートナーとなることができ
る。また 3 つ目のビジネスコラボレーションとして、日本に同様のネットワークがあれば、日本との
間でプラットフォームの交換が可能である。
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(インド) Quality Council of India (QCI)
産業分野：ヘルスケア
面接日時：2/2/2021（15:00～16:00）
組織概要：インド品質協議会（QCI）は、インド政府商工省とインド産業を代表する 3 つの業界団体
（インド商工会議所（ASSOCHAM）
、インド工業会議所（CII）、インド商工会議所連盟（FICCI））
が共同で設立した自治組織で、国家認定制度の確立と運営を行い、全国品質キャンペーンを通じて品
質を向上することを目的としている。
ソリューションの概要：QCI は、業界団体に認定、認証、研修、意識向上に関わるサービスを提供し
ている。また、意識向上と知識の共有を促進するために、ワークショップ、会議、トレーニング、ウ
ェビナーを開催している。教育、医療、環境保護、ガバナンス、社会セクター、インフラセクターな
どを含む、インド国民の生活の質と福利の向上に重要な分野における品質基準の普及、採用、遵守の
啓蒙を行っている。
社会課題の概要：インドの社会課題には、医療費用の高さ、医療アクセスの悪さ、利用可能性などが
ある。不適切な衛生管理も大きな問題である。特にインドの農村部の人々は、医療サービスにアクセ
スすることができていない。
ビジネス環境：政府は地方も含めて全ての情報をデジタル化することに焦点をあてている。QCI は、
今後 5 年間で 50,000 の病院をデジタルプラットフォーム上にマッピングすることを目標としている。
今までは過去 15 年間では 10,000 件しかカバーできていなかった。
日本や他国とのコラボレーション：ヘルスケア分野の精密技術とロボティクス、機器の製造とサービ
スの実施において連携の可能性がある。国家保健局はデジタルソリューションを求めている。衛生面
の改善については、日本政府から学ぶことがあると考える。
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(インド) Sattva MedTech, Former Co-founder, Director
業種：ヘルスケア
面接日：2/9/2021（17:00～18:00）
組織概要：Sattva MedTech はインドの大手医療機器スタートアップであり、小児・母体医療の分野
に取り組んでいる。インドのヘルスケア事情に対応した医療機器を開発、設計、価格設定するという
ビジョンのもと、2014 年に創業した。
ソリューションの概要：同社の製品である Fetal Lite は、収縮ストレステストと非ストレステストを
行うコンパクトでウェアラブルなモニターである 。妊娠 36 週以降と陣痛中の胎児ならびに母体のパ
ラメータを、簡単、効果的、快適にモニタリングできるように設計されている。装置を使うのに特別
なスキルは必要とされない。アプリは、妊娠のリスクに関するデータを提供する。
社会課題の概要：インドには医師を養成するための十分な教育機関がない。公共セクターは人員不足
である。また、インドの人口の多くは農村部に住んでおり、彼らは社会経済的地位の低さや教育の不
足から、いつどこで医療を受けるべきかに関する情報を得ることができていない。アクセスのしやす
さも問題である。農村部では医師の不足も問題であり医療アクセスの悪さが課題である。妊婦も定期
的な検診にいかない。
ビジネス環境：インドでは、ライフサイエンス企業は政府から早期の段階で資金援助を受けることが
できる。バイオテクノロジー産業研究支援評議会（BIRAC）は、政府や国際パートナーとも連携して
スタートアップ企業のために大規模な助成金プログラムを運営している。企業の海外進出を支援して
おり、エキスポはアフリカ諸国やフィリピンでも開催されている。なおインド商工会議所連盟(FICCI)
もスタートアップ企業の海外進出のためのプラットフォームを提供している。
日本や他国とのコラボレーション：モニターの海外展開も視野にいれており、米国の FDA の承認を
得ようとしている。日本企業がコラボレーションを希望する場合、インドのニーズに合わせて技術を
調整する必要がある。ただしハードウェア技術での連携には期待。小型センサーやセンサーを利用し
た分析も有用である。また、日本企業はインド企業の海外進出のための事業パートナーになることが
できる。
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(インドネシア) Halodoc ID, VP of Medisend
業種：ヘルスケア
面接日時：1/22/2021 （13:00～14:00）
組織概要：Halodoc は、患者と医師、保険、検査室、薬局を一つのシンプルなモバイルアプリでつな
ぐことで、ヘルスケアへのアクセスを簡単にするプラットフォームである。Halodoc は 2018 年に
Galen Growth のアジアで最も革新的な HealthTech スタートアップにも選ばれている。
ソリューションの概要：Halodoc は、医師とのコンタクトや医薬品の配送、病院や検査室での検診サ
ービス（テスト結果の閲覧や検査費の支払いはオンラインで対応可能）
、保険の 3 つのカテゴリーに
分けてデジタルソリューションを提供している。
社会課題の概要：貧困、医療へのアクセス、より良い情報へのアクセスと管理が、インドネシアの医
療分野における社会課題である。主要都市以外での医師不足も問題となっている。
ビジネス環境：技術をめぐる規制や政策、情報の活用方法について、不透明な部分が多かったが、こ
こ数年で政府の支援により改善されてきた。Covid-19 の混乱により、政府の意思決定のスピードが
向上し、ヘルスケア事業の成長に貢献している。
日本や他国とのコラボレーション：インドネシアのデジタルヘルスケア分野が活況を呈していること
から、保険分野、医療機器の提供、プラットフォーム技術（検診結果の QR コードの提供）の 3 つの
主要な分野で、日本企業や他国企業との連携の可能性がある。
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(インドネシア) Zetta Sehati Nusantara
業種：ヘルスケア
面接日：2/17/2021（11:00～12:00）
組織概要：Sehati または Sehat インドネシアは、インドネシアの生活の質を高めることを究極の使
命とし、ヘルスケアサービスの機会均等を実現するために、イノベーション、効果的な技術、コミュ
ニティのエンパワーメントを組み合わせた統合的なヘルスケアソリューションを提供している。
ソリューションの概要：Sehati TeleCTG は、出生前ケア、産前産後ケア、およびインターバルケア
の測定・記録を通じて、助産師の職務を支援する。アプリによりコホート分析レポートも作成可能。
また、助産師は低価格のポータブル CTG（Cardiotocogram：胎児心拍数陣痛図）装置にアクセスし、
相談センターの産婦人科医と接続することができ、リスク要因の早期発見を通じて、助産師の計画的
な相談を支援する。インドネシアでは、妊産婦の数に対して、産婦人科医は不足している。Sehati
Dashboard は、モニタリング、レポート、分析、エビデンスに基づいた意思決定、需要計画、促進・
予防的イニシアチブのためのリアルタイムデータを提供する。妊産婦と胎児のデータの情報は様々な
利用可能性がありヘルスケア全体のエコシステムに利益をもたらす。政府と連携することで、新生児
の数の把握に加えて、将来的に必要になる学校や教師の数を予想するのにも役立つだろう。
社会課題の概要：インドネシアでは、妊産婦と新生児の健康問題が大きな問題となっている。農村部
の人々は医師免許を持たない伝統的な医療従事者に頼っている。適切な医療へのアクセスが確保され
ていないことも課題。
ビジネス環境：インドネシアの一部地域ではインターネットネットワークが大きな障害となってい
る。政府機関によるデジタル化への理解が低い。中央政府、地方政府、地域自治体間の調整が行われ
ていないため、規制上の課題もある。また主に高齢の助産師が新しいことを学ぶことに消極的なため、
行動面での課題がある。
日本や他国とのコラボレーション：データ処理、研究開発、助産師への早期アラートシステムのため
の AI などでの連携が考えられる。ヘルスケアにおける台帳や取引をブロックチェーン化し、不正の
検知を行うことも有意義である。ウェアラブルデバイスからのデータを母親が利用し、そのデータを
さらに妊婦向けアプリに設定して、必要な指導を行える可能性がある。
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(ベトナム) eDoctor, Project Development Manager
業種：ヘルスケア
面接日時：1/21/2021（14:15～15:15）
組織概要：eDoctor は 2014 年に設立されたベトナムのヘルステック企業である。スマホ上のアプリ
を通じて包括的な医療システムを構築することを目指している。スマートフォン/タブレット上の
eDoctor アプリは、ベトナム初のアクティブな医療サービスを提供している。eDoctor アプリを通じ
て、ユーザーはいつでもどこでも簡単に医者につながることができ、健康アドバイスを受けたり、薬
や診療所を調べたり、病院の予約をすることができる。ユーザーは 30 万人以上である。
ソリューションの概要：アプリ/ウェブサイトのヘルスケアシステムを介してオンラインとオフライ

ンの両方で患者をサポートしている。①ユーザーのアプリへの情報入力、②Bl u etooth を介した医療
機器からの情報提供、③（最近ベトナムで需要が増加している）健康診断の情報により、同社プラッ
トフォームはユーザーのヘルスケア情報を蓄積している。自宅での診断にも力をいれており、3～4 年
前に自宅での血液検査のための機器の提供を開始したが、同事業は非常に成功しており、重要な収入
源の一つ。
社会課題の概要：主な社会課題としては、医療サービスに関する情報をプラットフォームに集めるこ
とと、国民のインターネットへのアクセスを確保することの 2 点が挙げられる。ベトナムではヘルス
ケアの普及率が低く、医師の数も非常に少ない。ベトナムは高齢化が進んでおり、高血圧や糖尿病な
どの病気を持つ人が増えている。
ビジネス環境：ベトナムでは、インフラの質の低さと医療業界の多くの抜け穴が大きなボトルネック
となっている。しかし、特に保険や技術提携においては政府支援が進んでいる。ベトナムの主要都市
はインターネットの普及率がかなり良く、現在 5G を導入している。
日本や他国とのコラボレーション：特に保険事業やオンラインヘルスケアシステム事業では、日本企
業と連携する多くの機会がある。特に高齢者介護の分野での連携に期待している。ヘルスケア日本が
高齢者介護やリハビリテーションの問題をどのように解決しているか、またいかに健康的な生活を管
理しているかに関心がある。高齢化の問題について、日本は多くの経験を有している。投資の面だけ
でなく、医療サービスや技術のコラボレーションの面でも日本の一部の企業と協力している。日本の
モデルを学びながら、ベトナムで革新的なイノベーションシステムを導入していく。
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(インド) fleetx.io, Senior Product Manager
業種：ロジスティクス
面接日：2/3/2021（11:00～12:00）
組織概要： fleetx はインテリジェントな車両管理プラットフォームで、車両所有者がリアルタイム分
析に基づき最適な意思決定を行うのを支援する。インドとインドネシアに拠点を置いている。
ソリューションの概要：追跡から財務管理、センサーを使った IoT 開発まで、物流業界向けのエンド・
ツー・エンドのソリューションを提供している。3 つの主要製品は以下である。


トラック所有者のためのダイレクトフリート（エンタープライズソリューション）



トラックを雇う大企業向けサービス



IoT サービス（ドアセンサー、燃料センサーなど）

また、センサーから収集した情報を分析し、顧客にサービスを提供している。
（例：サービスリマイン
ダー機能…トラックの所有者は、保険や汚染証明書の期限が切れたときにリマインダーを受け取るこ
とができる。
）
社会課題の概要：インドの物流業界はまだ組織化されておらず、プロセスが遅い。またドライバーの
意識が低く、休憩中に飲酒して事故を起こすケースが多い。さらに、プロのドライバーを雇うことが
難しい。ラストワンマイル配送のための輸送手段が不足しているだけでなく、倉庫も不足している。
よってハイパーローカル配達は困難である。インドではトラックの 1 日平均走行距離が中国の 500 キ
ロ、米国の 800 キロと比較して 350～400 キロにとどまっている。インドはトラックのポテンシャル
をフルに活用できていないため、収益に悪い影響を与えている。
ビジネス環境：業界は組織化されていないが、巨大な可能性を秘めている。外国企業は資金調達の面
でインドのスタートアップと協力することができる。物流業界は活況を呈しており、政府からの障害
はなく、物流業界への海外直接投資を最大 74％まで認めている。政府は農村部や農業地域に予算を
割り当て、倉庫の設置を進めている。各町はそれぞれ独自の保冷庫を持つことが義務化されている。
政府は生鮮品について民間企業と提携している。倉庫設置のタイムリミットは 2028 年までとされて
いる。
日本や他国とのコラボレーション：インド人は日本の技術を非常に信頼している。中国の製品よりも
日本のものを選びたい。このセクターは、燃料センサー、ドアセンサーなどの効率的な IoT センサ
ーを求めている。センサーについては既に外国企業とも連携している。ラストマイル配送ソリューシ
ョンはインドでは効率的ではないので、スキルの高いドライバーの雇用と監視システムの支援が必要
である。政府は特に自動車産業や石油・ガス産業において、ドライバーの資格取得を義務付けている。
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(インドネシア) Gojek, Vice President, Commercial Strategy
業種：ロジスティクス
面接日：2/12/2021（11:00～12:00）
組織概要：Gojek はスーパーアプリである。ライドシェアリングのサービスから始まったが、現在は
食べ物の注文、通勤、デジタル決済、ショッピング、ハイパーローカルデリバリー、その他十数種類
のサービスを 1 つのアプリで提供している。インドネシア初唯一のデカコーンである。また、フォー
チュン誌の「世界を変えた企業」リストの一部に選ばれた東南アジアで唯一のスタートアップでもあ
る。2018 年現在、Gojek はシンガポール、タイ、ベトナム、インドネシアのすべての市場で、年 90
億米ドル以上の総取引額を誇っている。
ソリューションの概要：アプリでは、食品の注文、タクシー手配、デジタル決済、ショッピング、配
達、投資などのソリューションを提供している。また、Halodoc と提携し、一般的な医療相談サービ
スも提供している。更に、ドライバーへの融資も行っている。
社会課題の概要：貧困や社会的な対立は社会問題。Gojek のビジネスの主目的は社会的な対立をなく
すことであり、アプリを通じて中小企業が消費者や顧客に直接アクセスできるよう支援し、200 万人
以上のドライバーに仕事を提供している。地元企業の価値創造と消費者に認知されることがビジネス
上の課題。
ビジネス環境：パートナーとの持続可能な成長の方法を考え出すことや会社に適した人材の調達に課
題を感じている。インドネシアでそのような人材を見つけるのは難しい。現在は海外で人材を見つけ、
インドで技術者を雇っているが、現地化したいと考えている。
日本や他国とのコラボレーション：フィンテックについては、各国への進出のためにはライセンスが
必要である。GoPay という決済システムでは、現地銀行とパートナーシップを結ぶことでライセンス
を取得している。最近は、インドネシアの Bank Jago を買収した。リアルの銀行のライセンスを取
得することで、現在設定されているデジタル決済の上限を超えた取引が可能になるため。また保険を
提供する企業との協業を期待している。日本企業は多くのインドネシアの銀行に投資している。また、
ドライバーは日本ブランドの車やバイクを多く使用しており、機器を通じて融資を受けるといったこ
とも可能か。物流分野については、トラッキング、倉庫管理、倉庫のデジタル化、需要と供給の最適
化について、日本企業と連携可能性がある。

78

(ベトナム) ABA ColdChain Company, Senior National Operations Director
業種：ロジスティクス
面接日時：1/18/2021（15:00～16:00）
組織概要：ABA コールドチェーンはベトナムの現地物流プレイヤーの中では業界のトップ 10 に入る
企業で、市場シェアは約 2.9～4%を占めるトップ企業である。IT 技術を活用したコールドチェーン
技術のトップを目指している。
ソリューションの概要：同社が開発した音声選別技術は、過去 5 年間にこの分野で開発された最も革
新的な技術の一つである。紙での作業指示が多かった物流の手続きにおいて音声選別システムを使う
ことで、音声による作業指示を可能にし、業務効率化を達成した。もう一つのソリューションは、自
動ルーティングやトラック輸送である。トラックに仕事を割り当てる際、人員を使用しないで済むよ
うに、ドライバーの自動割り当てシステムを開発。このアプリケーションは、社員数を節約し、顧客
にトラックを手配する際の人的ミスを回避するのに役立つ。トラック運送の際の温度管理の面では、
ほぼすべての車両についてオンラインリアルタイムの温度管理を行うことができ、顧客が必要とする
トラックからの温度レポートを提供することができる。
社会課題の概要：コールドチェーンの特徴として、電力消費による CO2 の排出があり、環境に悪影
響を与えていることが挙げられる。同社では、国の系統電力に代わるものとして、農村部の倉庫を無
系統配電点とした屋上ソーラーシステムなど、再生可能エネルギーの段階的な導入により環境に優し
い技術を用いて環境汚染の問題に取り組んでいる。食品の安全性の問題に対応するため、温度管理に
も力を入れている。
ビジネス環境：業界にとって、資格を持った IT 人材の不足が大きな障害となっている。
日本や他国とのコラボレーション：業界が活況を呈している今、外国企業と連携する機会は多くある。
佐川は Win グループとの JV に参加し、自社の IT 技術を Win グループに譲渡し、IT と輸送の効率
化を図っている。日本企業からは、どのようにリアルタイムにトラックの温度制御を管理しているの
か、またどのように、すべての輸送と温度制御を接続し、追跡を容易にしているのか知りたい。温度
管理のためのシステムは持っているが（温度の）記録をたどるのにかなりの時間と労力がかかってい
る状態。
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(ベトナム) Scommerce, COO
業種：ロジスティクス
面接日時：2/18/2021（16:00～17:00）
組織概要：2012 年から急速に成長しているベトナムの電子商取引エコシステムの一部として、
Scommerce は何百万人もの商人と消費者のための主要な総合物流プロバイダーとなっており、何千
人もの雇用を創出している。中核的な強みは、全国的なネットワーク、卓越したオペレーション、技
術力である。
ソリューションの概要：複数のデジタルソリューションを用いている。GHN Express は、全国ネッ
トワークを通じた速達サービスのほか、付加価値の高い物流サービスを提供している。また、GHN
Logistics を通じて、ラインホールサービス、倉庫、フルフィルメントサービスも提供している。
AhaMove は、バイク、三輪車、トラックを利用して、ハノイとホーチミン市の商人に即時配達サー
ビスを提供するオンデマンド・プラットフォームである。他にも、GIDO は、テクノロジーを駆使し
た国境を越えた配送と貨物輸送を行う企業で、顧客にサプライチェーン全体の可視性と管理を提供し
ている。現在は、米国およびアジア市場からベトナムへのインバウンドサービスに注力している。
社会課題の概要：社会的包摂性、すべての人に公正な雇用と同一賃金を提供することが課題である。
中小企業のインフラを促進し、小規模な商人が成長するためのプラットフォームを提供すること、農
村部の顧客がビジネスを成長させ、都市部に進出するのを支援することなど。他にも、Scommerce は
環境と CO2 排出量のモニタリングや、火災安全と良い従業員管理に取り組んでいる。
ビジネス環境：ベトナムではインフラが整っていないため物流のコストが高い。顧客のデジタル化へ
の適応とインフラの不足が大きなボトルネックとなっている。倉庫の立地条件が良くないのは、スペ
ース不足ではなく、都市計画の不足が原因。物流は薄利多売のビジネスであるため、費用対効果を高
める必要がある。実用的なソリューションを提供できる有能なベンダーが不足している。
日本や他国とのコラボレーション：トラッキング＆モニタリングソリューションの分野で、日本企業
とのコラボレーションの可能性があると考えている。シンプルで費用対効果の高いデジタルソリュー
ションインフラ投資に積極的な倉庫事業者と連携したい。外国のデジタルツールはシンプルで費用対
効果の高いものでなくてはならない。ベトナムは人件費が安いため、自動化がうまくいかない可能性
があり、現地でのカスタマイズが必要である。
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(シンガポール)Grab, Head of Product Marketing
業種：ロジスティクス
面接日時：2/12/2021（16:00～17:00）
組織概要：配車サービスとしてビジネスを始めたが、アプリを通じて料理宅配サービス、金融サービ
ス等を様々なサービスを提供。シンガポールで構築したサービスを近隣諸国へ展開すること、暗号通
貨市場への参入を検討中。銀行としての機能（クレジットカードの発行やローン提供など）をもつデ
ジタルバンキングライセンスを取得。
ソリューションの概要：配車サービス、料理宅配サービス、金融サービスの提供や中小企業ビジネス
のデジタル化支援を行う。配車サービスや料理宅配ザービスを提供していると、顧客が円滑な決済シ
ステムを求めていることが分かった。東南アジアでクレジットカードが普及していないことが要因。
よって Grab pay を立ち上げたが、多くの顧客にとって最初のデジタル銀行口座になっている。金融
システムについては、マスターカードと提携し、モバイルウォレットと紐付いたデビットカードを発
行しており、デビットカードはどこでも使える仕組み。
その他、投資や、国外送金サービス（シンガポール-フィリピン間のみ）
、融資（アプリの利用履歴等
を基に収集した企業情報を AI やビックデータを用いて分析）事業も実施。
社会的課題の概要：クレジットカード普及率の低さ、高い国外送金費用、銀行口座をもっていない外
国人労働者の多さ。
ビジネス環境：一般的にシンガポール政府と良好な関係を築くと市場への参入が容易となる。
日本企業とのコラボ：Grab との協業になるためには出資が早い（MUFG が＄700M を出資）。
事業効率向上に貢献するパートナーを模索中である。
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(ベトナム) ベトナム工業貿易省 Commodity Exchange Director
業種：ロジスティクス
面接日：2/26/2021 （16:00～17:00）
組織概要：工業貿易省は、ベトナムの工業と貿易の開発、統治、規制、管理、成長と促進を管轄する
政府省庁。
ソリューションの概要：同省庁は、以下の部門・領域の産業と貿易に関する国家管理を行う政府機関
である。機械工学、冶金、電気、新エネルギー、再生可能エネルギー、石油・ガス、化学、工業用爆
発物、鉱業・鉱物処理産業、消費財産業、食品産業、その他の加工産業、国内商品の流通と市場、輸
出入、国際貿易、対外市場の拡大、市場監視、貿易促進、電子商取引、貿易サービス、国際経済貿易
統合、競争管理、セーフガード、アンチダンピング、アンチサビディ、その他の消費者利益保護のた
めの措置の実施、同省に割り当てられた国家管理の範囲内の分野における公共サービスの管理といっ
たサービスを提供している。
社会課題の概要：現在の社会的課題は、物流業界の価格競争力である。価格には、輸送費、倉庫・保
管費、管理費といった要素の費用を削減することが求められている。それには道路、都市近郊の高雇
用の大きな土地の未整備といったインフラ面の社会課題、物流業界への就業者の不足といった業界特
有の社会課題もある。
ビジネス環境：2021 年 2 月に首相から発表された最新の政策で、ロジスティクス関連のものと

しては、ベトナムの物流ビジネスを促進するためにデジタル化を推進し、手数料や税金に関する
規制を改善する。企業は、国際貿易市場での物流業務の効率化にコミットし競争力を向上させる
べきと発言し、グローバル市場でベトナム企業のプレゼンスをあげることを目標とした「One
Door Nation」という政策を掲げていた。また、企業への事業拡大のための情報を得られる情報
発信ポータルサイトがある。
日本や他国とのコラボレーション：日本は、物流の業務手順の効率化、簡素化といった分野で強みが
あると考えられるため、コラボレーションが可能であると考える。更に、物流の研究開発、技術革新
の分野において、配送の自動化、スマートでグリーンな物流についての協力や支援を期待している。
安全なブロックチェーン技術を用いたトレーサビリティも、物流の分野で検討することができる。

82

(インド) LocoNav, Co-Founder
業種：

ロジスティクス

面接日時：3 /11 /2021（15:00～16:00）
組織概要：2015 年創設の物流関連サービスを提供する企業。ワンストップのプラットフォームを提
供することで、顧客のフリートオペレーションの最適化・管理する。車輛管理のライフサイクル全体
のすべてのステップでのサポートを提供し、商用車ローンや、保険等のファイナンス面でのサービス
も提供。海外にフィリピン、マレーシア、カンボジアにも展開済みで将来的にはインドネシアにも進
出する予定。
ソリューションの概要：IoT センサーを用いたリアルタイムでの分析、車輛状態の可視化のサービス
を提供。多数のセンサー（燃料センサー、GPS、カメラ）をトラックに着けることにより多様なデー
タを取得しより細かい分析を可能とする。具体的には、車輌のロックや、位置情報追跡、速度超過等
のアラート発出や燃料管理、トールサービスや、ドライバー情報の分析や各種レポート作成サービス
も提供している。また、Loconav アプリを活用することで、高速道路料金の支払いや、保険の支払い、
車輌関連部品の購入など金融サービスも提供している。一つのプラットフォームで金融サービス含む
多数のサービスを提供することが特徴。
社会課題の概要：人材不足、特に高度人材の不足が大きな課題である。ドライバーは低い賃金での過
酷な労働を強いられており、物流人材は不足している。その結果として、多くのドライバーは貧困ラ
インに位置しており、その結果として積み荷の窃盗等の問題を招いている。実際に、30～35%の物流
オペレーターがドライバーの確保に苦しんでおり、高度なスキルを持ったドライバーを確保しておく
ことは非常に困難な状況であり、その教育環境も整っていない。
ビジネス環境：フィンテック事業を行う上では、ライセンスが必要となるが、LocoNav にとっては
スタートアップという理由からライセンス取得は困難である。一方で、物流管理のアプリを始める上
では特に規制・ライセンスなどはなく参入が容易である。ただし、タクシーやバスなどの公共機関の
関連サービスを提供する際にはライセンスの取得が必要となる。なお、データのシェア・プラットフ
ォームサービスの提供に関しても特に規制などはなく、デジタル関連のビジネスは非常に行いやす
い。投資関連の KPI については、ビジネス戦略、今後のビジネスの方向性を明確・具体的に示すこ
とが、より多くの投資を集めることに寄与する。
日本や他国とのコラボレーション：2019 年に来日した際に、商社との面談等、日本の投資家と金銭
的な協業についての対話を行った。また、IoT デバイスや車の部品に関するコラボレーションの余地
がある旨が確認された。また、カメラによる画像分析技術や、温度管理技術に高い関心をもっている。
Loconav のサービスを提供する上では、センサーを多く付ける必要があり、それを車の部品に組み込
む必要がある。その部分でコラボレーションの余地がある部分として言及された。
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株式会社オプティム
業種：農業
面接日時：1/19/2021（13:00-14:22）
組織概要：同社は IT ベンチャーとして 2000 年に設立された東京都に本社を置くコンピュータ・ソフト
ウェア会社である。システム開発と販売を中心とした事業を展開する。近年は農業や医療など幅広い分
野において AI や IoT などを活用した製品の提供を行う。
国内における DX 事業：同社は農業分野において特に 3 つのサービスを提供、あるいは研究開発中であ
る。1 つ目は、
「スマート米」事業である。同社が開発したピンポイントで農薬を散布する技術を用いて
生産されたコメを買い取り、付加価値米として販売している。2 つ目はドローンによる圃場の監視クラウ
ド「Agri Field Manager」と、収集されたデータに基づくピンポイント施肥である。3 つ目は、ドローン
によるピンポイント播種技術の開発である。コメの生育における重労働である播種作業の代替を目指す。
国外における DX 事業：同社はベトナムとインドネシアにおいて事業を展開している。ベトナムにおい
ては、水稲向け環境モニタリングサービスの実証実験を行っている。ベトナム現地企業からの問い合わ
せを受けて実証実験を開始した。減農薬テクノロジーと画像解析により特定された箇所へのピンポイン
ト施肥を実施している。インドネシアにおいては、スマートグラスの導入による遠隔農業事業を行う。指
差し機能やペンでのマーキング機能を搭載したスマートグラスを活用している。
同社が重視する社会課題：国内においては、農業従事者の減少と高齢化を問題視している。これに対し
「楽しくかっこよく稼げる」をスローガンとしたビジネスモデルの構築を行う。国外においては、特にベ
トナムにおける輸入食品に対する安全性への懸念を注視している。同社のピンポイント農薬散布テクノ
ロジーは、減農薬という観点から寄与する。
海外展開の障壁：第 1 に、同社は事業展開をする上での現地パートナー探しが困難だと認識している。
第 2 に、現地の社会課題を包括的に把握する事を障壁だと感じている。この障壁を克服する策として、
現地企業との協業可能性を示唆している。
政府支援への期待：海外展開に際し、コンサルティングファーム等が支援スキーム全体を牽引しながら、
事業会社が海外プロジェクトに参画するという座組を期待している。
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日本ユニシス株式会社
業種：農業
面接日時：1/19/2021（10:30-11:32）
組織概要：同社はクラウドやアウトソーシングなどのサービスを提供する IT 企業である。海外展開は、
次頁掲載のキャナルグローブ株式会社という同社子会社が行う。
国内におけるソリューション概要：スマートフォンアプリを用いて農産品の欠品を可視化するサービス
「つながるファーマーズ」を提供する。売れ行きの把握には IoT カメラを利用している。同サービスは、
本来道の駅や市場における欠品の可視化を目的とし始動したが、生産者のモチベーション向上にも寄与
することが判明した。ビジネスの効率化を超えたモチベーション向上は、DX の要素の一つであると認識
している。同社は、このシステムを酪農分野にも応用する事を目指し、北海道大学と共に研究開発を行っ
ている。
図表 70

「つながるファーマーズ」のしくみ

出典：日本ユニシス株式会社ホームページ、https://www.unisys.co.jp/solution/biz/farmers/（2021 年 3 月 4 日閲覧）

海外展開の障壁：過去の海外展開の際に、言葉の障壁やビジネス文化の違いに直面した。中国をはじめと
するアジア諸国との商習慣の違いに対し、様々な試行錯誤をしたが、現地の人材を雇うなどの策をとる
ことができず、困難であったと語った。
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キャナルグローブ株式会社（日本ユニシス株式会社完全子会社）
業種：ヘルスケア
面接日時：1/25/2021（15:00-16:03）
組織概要：同社は前頁掲載の日本ユニシス株式会社の完全子会社である。日本ユニシス株式会社が海外
展開を行う際に、ユニシスコーポレーションとの混同を避けるべくキャナルグローブ社として展開をす
る。
ソリューション概要：同社はタイにおいて医療福祉連携システムの案件化調査を実施した。本調査では
JICA のスキームを利用した。同社が既に新潟県佐渡で既に展開していた医療福祉連携システムを基に、
タイにおける現地のニーズや有効性に関する調査である。調査の結果、タイにおける地域医療連携サー
ビスのニーズが高いことを確認している。現在は事業を中断している。
図表 71

当該企業がタイで実施した医療福祉連携システムの案件化調査概要

出典：独立行政法人国際協力機構（JICA）、
「タイ国医療福祉連携システム案件化調査業務完了報告書」、2020 年 1 月
（https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/1000042305.pdf、2021 年 2 月 22 日閲覧）

同社が重視する社会課題：タイにおいて、高齢化の進行速度が速いことに着目。また、タイにおける医療
サービスへのニーズの高さから、日本と類似する課題に直面する可能性の高さを認識している。
他分野における海外展開の関心：同社は、ASEAN 諸国における冷凍・冷蔵物流のインフラ整備が遅れて
いることに関心を示した。冷凍・冷蔵物流が可能な車両を確保し、事業者を機能させるといったビジネス
エコシステムの構築から支援する必要性を認識している。
政府支援への期待：同社は日本政府に対して、3 つの期待を述べた。第 1 に、日本政府と展開先の現地政
府との連携である。現地政府や日本政府が主導するスキームを活用すると、関連法規制への理解が深ま
ると認識している。第 2 に、海外でパートナーを探す際、同じ志や課題感を共有する企業や組織が集結
し議論できる場を提供することである。そして第 3 に、省庁横断型の支援体制の構築を求めた。

86

三菱商事株式会社
業種：ロジスティクス
面接日時：2/4/2021（10:00-10:59）
組織概要：同社は世界約 90 の国・地域に広がる当社の拠点と約 1,700 の連結事業会社をもつ大手総合商
社である。エネルギー分野、食品、モビリティなど、幅広い産業を事業領域としている。
国内における DX 事業：同社は西日本鉄道との合弁会社を通じて、AI を活用したオンデマンドバスの運
行事業を行う。利用者はアプリでバスを手配し、最適ルートで目的地まで到達できる。技術面でカナダの
大学発ベンチャーと協業している。同社は本事業の ASEAN 某国における展開を検討している。
ASEAN とインドにおける DX 事業：同社は主に 2 つの事業を展開している。1 つ目は、カンボジアにお
ける交通管制システム事業である。本事業は ODA 案件として 2018 年から展開されている。2019 年に
は住友電工と共に交通管制システムを導入。信号機とシステムを光ファイバーで連携し、システムによ
る分析結果を信号機にフィードバックする。さらに、本システムを基盤とし、AI による交通状況予測シ
ステムの研究開発を行っている。
図表 72

交通管制システムの概要（左図）と、研究開発中の AI による交通状況予測システム（右
図）

出典：一般社団法人日本経済団体連合会、独立行政法人国際協力機構（JICA）
、「Society 5.0 for SDGs 国際展開のためのデ
ジタル共創【別冊：ユースケース集】
」、2020 年 5 月 29 日
（https://www.jica.go.jp/activities/issues/ict/ku57pq00002ma0c1-att/Appendix_Keidanren_JICA_Co-Creation.pdf、
2021 年 2 月 22 日閲覧）

2 つ目は、インドにおけるフランチャイズ薬局における薬などのオンデマンド配送事業である。医薬品の
トレーサビリティの確保により、一気通貫の流通モデルを構築する。将来的には、日本企業とインドの医
薬品市場をつなぐプラットフォーマーの役割を担う事を目指している。
同社が重視する社会課題：上記の事業において、同社は以下の 5 つの社会課題に取り組んでいる。


ASEAN 諸国における慢性的な交通渋滞



ASEAN 諸国における交通システムの不備による大気汚染などの環境負荷



日本における公共交通のドライバー不足



公的医療保険の整備遅れや高額な医療費



薬局店舗における非効率な流通構造とトレーサビリティの低さによる偽薬の流通
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クボタ株式会社
業種：農業
面接日時：2/16/2021（16:00-17:07）
組織概要：同社は大阪府に本社を置く産業機械や建築材料などのメーカーである。農機メーカーとして
は国内外で高いプレゼンスを誇る。
国内における DX 事業：同社の代表的な DX サービスは、営農支援システム KSAS である。KSAS 上で
は、作物の生育状況に関する情報収集や、KSAS 対応農機の故障対応における修理手配等が可能。データ
活用による精密農業と自動化・無人化を通じて、農作業の超省力化を支援する。その他にも、水田の水管
理装置やリモートセンシング機能を搭載したドローンによる圃場の監視、農機の自動運転など多岐に渡
る事業を展開している。
図表 73

KSAS の仕組み

出典：株式会社クボタホームページ、https://www.jica.go.jp/activities/issues/ict/ku57pq00002ma0c1att/Appendix_Keidanren_JICA_Co-Creation.pdf（2021 年 2 月 22 日閲覧）

ASEAN とインドにおける事業：農機の販売に加え、同社は当該地域で主に 3 つの事業を展開する。1 つ
目は、タイにおけるテレマティクスの活用である。農機の様々な情報取得や、盗難防止を実現する IoT 機
能の追加を順次進めている。タイでの実績を活かしインドネシアなどでも展開する事を検討している。2
つ目は、タイとカンボジアにおける農機販売に際した小売金融である。これにより、従来農機を購入する
事が難しかった顧客が、同社の農機を手に入れることができる。3 つ目は、ファームマネジメントシステ
ム、マシンマネジメントシステムの研究である。気象、土壌関連データ、ドローン空撮データ等を連携し、
播種や収穫など農家の意思決定を支援するシステムの構築を検討している。その他にも、農機所有者と
農民のマッチングサービスなど、多岐に渡るサービスを提供している。
海外展開の障壁：同社は主に 2 つの障壁を挙げた。1 つ目は現地の規制である。具体例として、インドに
おける輸入手続きの厳格化や一部地域における国際標準から逸脱した課税制度を挙げた。2 つ目はミャン
マーとベトナムにおける金融へのアクセスである。ミャンマーの農機購入者の間で広く利用されている
JICA のツーステップローンが、審査に時間がかかり利用しにくいという問題を指摘した。ベトナム政府
が小売金融の金利を補助するプログラムを終了している為、農機購入者への負担が増加している。
現地企業との協業可能性：現地のニーズを捉えた事業展開が必要であると考えており、現地のニーズを
把握している各国のスタートアップとの協業可能性を示唆した。
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工業技術研究院（ITRI）
所管分野：製造業、その他
面接日時：2/23/2021
当該機関の DX 支援策：


台湾における中小企業の DX 推進に注力。



企業への個別支援だけでなく、業界横断型の支援も実施。機械産業など、デジタル技術の活用
が未推進である企業が多い工業業界に対して DX を推進する上で重要だと認識している。



企業が自社の資金だけでは DX を推進する事が難しい場合、当該機関の基金を利用可能。



これまでの DX 支援における失敗率は 10％にとどまっており、高い成功率を保持。



過去には、スポーツ用ラケットの OEM 生産を行っていた企業の DX 化や、白内障の医療用
画像を AI 化しリスクの定量的分析などを実施。



下図の事例では、DX アプリ開発支援を通して新たな付加価値を創出し、BtoB 型ビジネスか
ら BtoC、BotoBtoC 型への転換を支援。
図表 74

スポーツ用ラケットの OEM 生産を行っていた

Hai Xing 運用工業が当該機関の支援により実現した DX モデル

出典：ヒアリング時に当該機関から受領した資料

DX 推進において当該機関が意識している点：


中小企業が中長期的に裨益する DX ソリューションを提供することの重要性。



各企業の作業プロセスの中で、DX の必要性に優先順位をつけて取り組む重要性。



特に伝統産業における内部従業員からの抵抗への対応。ワークショップの開催などを通じた
細やかな対応を実施。

今後の展望：アジア諸国との連携において、日本とシンガポールを優先度が高い国として挙げている。
台湾の DX サービス(ソフトウェア)と日本の物づくり(ハードウェア)を組み合わせたアジア進出の可能
性を示唆した。
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Public Digital Innovation Space（PDIS）
所管分野：DX 全体
面接日時：2/25/2021
当該機関の設立経緯：


2015 年に、シェアリングビジネスに関連するデジタル法規制を検討した際、市民参加型の意
思決定プロセスを採用したことを契機に設立。現在のデジタル政務委員であるオードリー・
タン氏は、タスクフォースチームの要員として関与。



設立後は、市民参加型の意思決定プロセスを重視。デジタル関連法規制だけではなく、社会の
多方面でデジタル技術を活用するために市民の声を反映している。

当該機関やタン氏が関与した DX 事例：


COVID-19 の際には、民間中心にマスクマップアプリケーションを開発。多言語化や配送ロ
ジック修正などの機能向上も民間主導で実施。



シビックテックによる DX の推進において、意思決定に使用される情報の透明性を確保する
ことの重要性を強調。



透明性が確保されている状況下では、DX が市民により自発的に推進されるため、莫大な公的
資金を必要としないという見解を示した。

その他機関やアジア諸国との連携：


台湾当局、地方機関を区別せず、幅広く DX を支援。



企業の DX 推進やハッカソンの開催に際して、財団法人資訊工業策進會（III）が重要な役割
を果たしたと認識している。

タン氏が主張する DX イノベーションに必要な視座：


DX イノベーションにおける人間本位の発想を重視。既存の方法で人々が扱いづらいと感じる
部分を突破口とし、新たなビジネスの方法を創出する必要性を示唆した。



民主化に寄与する DX 技術への台湾当局及び民間企業からの積極的な資金投入。技術優位で
はなく、技術を活用することで実現される社会の在り方に着目した DX の必要性を主張。

今後の展望：


投票権のない未成年や永住権を保有している外国籍の住民が、デジタルプラットフォームを
通じて意見できる体制(Inclusive participation)のさらなる推進。



パンデミック・インフォデミックに対する成功事例をアジア諸国と共有する事。
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財団法人資訊工業資策会（Institute for Information Industry (III) ）& Fintech Space
所管分野：情報処理分野、フィンテック
面接日時：3/3/2021
背景・概要：


台湾における DX 活用を推進し、世界における競争力を高めることを目指す。また、各産業
がこの変化に対応できるように支援を行う。



DX 推進は継続性が大切であるため、関係者のテクノロジーに対する理解を深め、人材育成も
支援する。

DX に対する取り組み：


DX 推進は単なる技術の活用ではなく、法規制への対応や人々の DX 技術に対する理解を促す
ことも重要である。



人材育成を行い、各産業の成長状態を的確に把握することによって、必要な労働量を予測し、
過不足なく人材育成の支援をする。

Fintech 分野の取り組み：


金融は法規制対応が必須であり、DX 推進に先立って関係者とのコミュニケーションを行い、
現在の法規制の背景を踏まえて改善ポイントを特定し、テクノロジーの活用によって効率的
に解決できることを示す必要がある。



当局が法規制を一方的に行うことよりも、民間とコミュニケーションを行い、需要に応え、大
衆による口コミ評価の見える化を図る方が効果的である場合もある。

今後の展望：DX 推進は、障壁が多く困難だが、だからこそ推し進める価値がある。DX 推進を行う企
業が協力しあえるプラットフォームを作ることを目指していく。
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国家発展委員会（National Development Council、NDC）
所管分野：全体企画、行政事務全体
面接日時：3/3/2021
背景・概要：


各関係機関が横断的に連携しあえるよう、支援を行う。



オープンデータ、ビッグデータ、マイデータの 3 つの観点でデータを扱う。台湾当局と民間
企業との連携により互いの信頼関係を築き、DX 推進を行う。

具体的な支援策：


クレジット審査やローンを組む際、市民がプラットフォームを通じて、直接関係機関からマ
イデータをダウンロードでき、そのため取得データの機密程度により本人認証の要求が異な
る。また、各機関のデータをそのまま銀行に転送することができるため、銀行側にとってもデ
ータ偽造の検証が必要なくなる。



医療分野では、X 線や CT の写真の AI を用いた分析により、肺がんなどの診断補助を行う。
現場負担の軽減や、信号の微調整の AI 化による精度向上への貢献が期待される。

今後の展望：


民間の需要に応じて、台湾当局と民間企業との協力を行い、関係者間の相互コミュニケーシ
ョンを通じて良いサービスの提供を目指す。



関係機関間の連携を見据え、既存の形骸化している法規制を取り除きつつ、目的達成に対し
テクノロジーが果たす意義を理解してもらい、各関係者がスムーズに協力しあえる場を提供
することを目指す。
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Bitmark
業種：フィンテック
面接日時：1/28/2021（16:00-16:45）
組織概要：2014 年台北市にて創立されたスタートアップ。インターネット上のデジタル資産の所有権を
つくることを目的として、ブロックチェーンを活用したプロトコルを提供。個人が自身の意思でデジタ
ル資産を公開・管理できる仕組みづくりを目指す。
ソリューションの概要：同社はインターネット上のデジタル資産における所有権の管理プロトコルを構
築、提供する。プロトコルにはブロックチェーン技術を採用している。理由は、台湾当局に依存すること
なく、デジタル資産の所有権を証明する元帳を維持できる会計技術であるため。これにより、一般的な財
産権の暗号化だけではなく、公的台帳を通じた財産権の証明が可能。主に企業向けにサービスを展開し
ている。
サービス活用事例：これまでに同社プロトコルは医療業界とエンターテイメント業界で活用されている。
医療業界ではファイザーやジョンソン・アンド・ジョンソンと協業経験があり、「MATCH」 1 というサ
ービスを提供している。エンターテイメント業界では、台湾発の音楽配信サービスである KKBOX、映画
業界ではユニバーサルスタジオと協業経験がある。音楽業界においては「OurBeat」 2というサービスを
提供。
今後の展望：ブロックチェーンを活用したクリプトウォレット上で、個人のデータを管理・制御できるシ
ステムを構築する事を目指す。また、個人ユーザーへのサービス展開を開始している。現在は、当該企業
のプロトコルを活用したモバイルアプリを作成に注力している。

1健康記録から生成されたメタデータを利用し、個人と臨床試験とを照合するブロックチェーンベースの照合システム。製薬会社が臨床試

験の被験者と直接データの交換を行う事で、規制対応などの事務処理が削減され、臨床試験を行う際の人件費（従来であれば全体の 30％）
を抑える事が可能。被験者にとっても、自身でやりとりされるデータを制御できるため、安全性が高まる。
「MATCH- Pfizer Clinical Trial Matching」Bitmark ホームページ、https://bitmark.com/projects/match（2021 年 2 月 10 日閲覧）
2 OurBeat とは、音源製作者と購入者の間における権利管理とロイヤルティ配賦のために、Bitmark 社のブロックチェーン技術を応用
したアプリケーションである。本アプリケーションを利用することで権利関係が明確化し音源の売買が迅速化する。世界的に問題視さ
れている音源製作者への給与支払い期間を大幅に短縮することが可能。
「OURBEAT-KKBOX IP Rights for Beat Makers」、Bitmark ホームページ、https://bitmark.com/projects/ourbeat/（2021 年 2 月 9 日
閲覧）
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聿信醫療（Heroic-Faith Medical Science）
業種：ヘルスケア
面接日時：2/2/2021（17:00-18:00）
組織概要：聿信醫療は 2018 年に設立された医療系スタートアップである。同社は、リアルタイムかつ長
期的に呼吸音を計測・分析する聴診器を世界で初めて開発した。その他にも、台湾国立大学など著名大学
と研究開発を行う。
ソリューションの概要：呼吸音のデータは、患者の喉部や胸部に取り付ける電子パットを通じで収集。デ
ータは AI により分析される。AI 学習データ蓄積により、症状の識別などの精度が向上する。収集デー
タの取り扱いに際し、IT コンプライアンスに細心の注意を払う。本製品がデータ収集を行う前に、実験・
開発目的でデータを活用する旨を患者に伝え、合意を得る。
図表 75

当該企業が提供する AI 聴診器

出典：財團法人資訊工業策進會「數位轉型化育者」

同社ソリューションの優位性：優位性は 3 点ある。まず、呼吸音の観測に際し外部音の影響を受けない
事である。これにより、全身麻酔後でも正確な呼吸状態の観測が可能。次いで、この聴診器は長期的なリ
アルタイム観測が可能である。二つを同時に実現する機器は世界初であり、これにより血中酸素濃度の
経時的観測と低下の早期発見・防止が可能となる。最後に、この聴診器を利用することにより患者の呼吸
を遠隔監視することが可能となる。非接触性という特徴はコロナ禍において特に有用である。
今後の展望：事業範囲の拡大を目指している。具体的には、喘息薬を開発する製薬会社との連携や、家庭
向けの呼吸観測機器を開発・提供する事を目指す。これが実現すると、ユーザーが登録した呼吸音データ
出力された結果をかかりつけ医に送信することができ、
通院リスクの低減が可能になる。
を AI が分析し、
日本や他国とのコラボレーション：欧米への展開。欧米への展開後に、日本をはじめとするアジア諸国の
市場開拓を検討中。将来的に日本に展開する際は日本政府に対して宣伝広報とコミュニケーションにお
ける支援を期待している。
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Taipei Medical University Hospital（臺北醫學大學附設醫院）
業種：ヘルスケア
面接日時：3/11/2021（書面にて回答を受領）

組織概要：臺北醫學大學（北医学）は 1960 年に創立し、1976 年に最初の附属病院を設立した。現在は 1
つの大学(ダブルキャンパス)と 6 つの病院・教育医療システムを有する。優秀な医療専門家を育成し、様々
な臨床教育サービスを提供している。
ソリューション概要：当院は積極的に AI を活用している。1998 年からは、台湾初の医療情報研究所(ア
ジア初の医療情報研究所)を設立し、ビッグデータ技術・経営研究所の設立、AI 医学修士の専任クラスの
設置、AI 研究センターの設立、データサービスの構築を行った。主に臨床指向の 6 つの研究(デジタル病
理、薬物使用における安全、重症予測、画像認識、睡眠医学、スマート病院)を重点的に推進している。付
属病院では、それぞれに AI 研究センターを設置し、臨床知能診断、スマートケア、スマートプロセスの
適用を促進している。現在はこれらの取組から派生したスタートアップを設立している。
新会社の設立に加え、科技部、産業界補助金プロジェクト、チェン・シェンユ副学長の「台北医学大学
医療システムの巨大画像データベースの構築と応用」、
「肺がんビッグデータ精密医療人工知能システム」
、
Li You 教授の「AI 重大疾患早期発見管理」、「長期寝たきり患者の圧傷変化予測スマートレンズの開発」
、
Liu Wende 博士の「人工知能と IoT 技術を組み合わせた精密睡眠医療の開発」など、長年にわたって AI
プロジェクトを推進してきた。
今後の展望： 1 点目は、附属病院の個別研究開発の知識体系を融合する事である。それらの知見を各院に
導入し、実世界データ(RWD)を実世界証拠(RWE)に変える取り組みの実施も目指す。2 点目は、数理統計
学やビッグデータ統計パターンの分析を専門とする研究者を集め、研究の質を深める事である。
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Logistic Republic
業種：ロジスティクス
面接日時：2/9/2021（13:00-14:00）
組織概要：2014 年末に設立された倉庫管理オペレーションのスマートソリューションを提供するスター
トアップ。従来台湾では、合法的な工業用地の多くは工場用地として利用されており、物流倉庫のための
土地が限られていた。これにより、非合法な倉庫が多く存在していた。そこで同社は、倉庫用地の合法化
を起点とし、レガシーシステムをより合理的に転換・代替し、台湾物流のエコシステム構築を目指してい
る。物流エコシステム全体のサービスを提供する「Ally Logistic Property」という企業のグループ会社
である。
ソリューションの概要：同社は自動化設備を搭載した倉庫と、倉庫管理のノウハウを提供している。各産
業の特徴に合わせた倉庫を設計することで、顧客企業が変わっても長期的に倉庫を利用できるよう工夫
している。取引先は、ユニクロや P&G などの国際ブランドを含む。同社は、倉庫の仕様や外観へのこだ
わりと、低いマージンを狙う事で、他社の新規参入障壁を高くし競争力を向上している。
図表 76

当該企業が台北市（左図）と大園区(右図)において提供する倉庫の様子

出典：ヒアリングにて当該企業より受領した資料

今後の展望：台湾域内での事業拡大を優先するが、将来的に東南アジア諸国へ進出する意欲を示した。
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台灣農林股份有限公司
業種：農業
面接日時：2/19/2021（17:00-18:00）
組織概要：同社は 100 年以上の歴史を持つ茶園、製茶企業である。2006 年から積極的に茶葉の収穫や製
茶プロセスをデジタル化している。
ソリューション概要：同社は主に製茶プロセスと品質管理の 2 点における DX 化を実現している。まず
製茶プロセスにおいては、茶樹の植え付け作業の部分的な自動化により省人化を実現し、作業効率を約 8
倍に向上している。また、土壌湿度感知センサを用いて収集したデータを基に撒水を最適化する取り組
みを行う。茶の品質管理においては、味を安定させるために AI を活用している。職員による味の評価後、
味に関する情報をシステム上に入力。
蓄積されたデータを AI が分析することで、品質の安定化を目指す。
AI の導入により、味評価を行う職員の味覚のゆらぎに左右されることなく、安定した品質の茶を提供す
ることが可能。茶の品質が市場で認められるには約 10 年かかると言われているが、DX による 5 年程度
で品質を安定させ、ブランド力の向上を図る。
今後の展望：現行の DX については、自動植え付け機と灌漑システムを連携させることを目指している。
現時点では、データ不足により、撒水に人的判断を必要としているが、データの蓄積を急ぎ AI を活用す
る事を検討している。
日本や他国とのコラボレーション：アジア諸国などへの進出は未定である。当面は、台湾域内の農場で当
該企業の DX モデルを応用し、完成度を高める事に注力すると語った。
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LITEON
業種：製造業
面接日時：3/10/2021（14:00-15:00）
組織概要：同社は 1975 年に設立された OEM 製造や部品製造などを行う上場メーカーである。光電子
部品、パソコンやネットワークに関連する製品、車の電子部品などを製造する。近年は、スマートホー
ム、スマートカー、スマートシティに関連する製品の製造に注力している。部品生産に加え、研究開発、
販売、物流、アフターサービスも行う。総従業員数は 40,000 人。
DX に取り組む目的：DX には 2018 年ごろから取り組んでいる。DX を推進する目的は、生産者と開発
者が一体化されたバリューチェーンの構築である。DX を通じたスマートファクトリーの実現を目指
す。
ソリューション概要：DX 推進におけるデータ活用の重要性を強調した。具体的には大きく 2 つの取組
を行う。第 1 に、製品ライフサイクルの管理プラットフォームの活用である。プラットフォーム上で
は、使用文書と生産管理を行い、設計と製造の一体化を目指す。プラットフォームに蓄積された製造ノ
ウハウは新製品の開発に利用される。第 2 に、人材不足に対応するために 5G と AI を利用した生産関
連データの収集と活用である。これにより、人員削減に成功している。
今後の展望：5G ネットワークを内部ネットワーク構築に活用し、生産ラインでのデータ試算に応用す
る可能性を示唆した。また、進出意欲がある産業として、自動車産業を挙げている。特に車の電子部品
の需要の高まりに着目し、データの活用によるスマート化を目指す。
日本や他国とのコラボレーション：上記の成功例や知見を他国と共有する予定はない。理由は、各産業
のコアコンピタンスが異なるため、各社が独自の分析をする必要がある為。
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脚注
各国国別情報整理シート（図表 57,62,67,72,83,90,95,100,105,112,117）
、各種データ出典
社会動向
人口：国連 Web サイト（2019 年度版データ）より EY 作成、
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
インターネット普及率関連：ITU World Telecommunication から EY 作成
経済動向
GDP、産業構造、輸出・輸入額：ADB、Key Indicators Database（2021 年 1 月版データ）より EY 作
成
https://kidb.adb.org/kidb/
輸出入相手先・輸出入産品：独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）の各国の概況・基本統計 2020
年 12 月 9 日アクセス時点での情報より EY 作成
https://www.jetro.go.jp/world/asia/
投資環境動向
奨励業種・賃金・税制：独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）の各国の「各国地域データ比較」
、
「投資コスト」より EY 作成
Doing Business：世界銀行 Web サイト（2019 年 5 月基準のデータ）より EY 作成、
https://www.doingbusiness.org/en/rankings
1

2

各国の政策・施策（デジタル以外）
、政策・施策（デジタル）
、農業/関連政策、農業/業界団体、フィ
ンテック/関連政策、フィンテック/業界団体、ヘルスケア/関連政策、ヘルスケア/業界団体、ロジスティ
クス/関連政策、ロジスティクス/業界団体（図表 58-61,63-66,68-71,73-82,84-89,91-94,96-99,101104,106-111,113-116,118-125）については、2021 年 1 月時点の各国政府機関 Web ページより EY 作成
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