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第0章

調査背景・目的・内容方法

実施背景・目的・実施内容





デジタル経済が急速に発展するアジアを舞台とし、日本企業とアジア新興国企業との新事業創出を日本政府は「アジア
DX(ADX)プロジェクト」として推進しており、ADXの「有望プロジェクトの特定」と「効果的な支援策の特定」を目的に実施。
「有望プロジェクト」の選定に向けた新興国における社会課題の動向整理と日本のソリューション、現地の要望を整理した。
「効果的な支援策」の検討に向けて、日本の関連政策、先進国の関連動向、更には地理的に近く親和性のある台湾の
動向整理を実施した。

 日本政府は成長戦略実行計画に「アジアDXプロジェクトの推進」を位置づけ、日本企業と新興国企業
との新事業創出を「アジアDXプロジェクト」として官民一体で推進する方針。
 コロナ危機によりデジタル化が加速する中、日本のDXの遅れに対する危機感が高まっており、日本企業
の変革のためにも、アジアDXの推進は不可欠。

 「同僚・同士効果（Peer Effect）」を起こすリーディングモデル創出（有望プロジェクト特定）
⇒新興国における社会課題の動向整理と日本のソリューション、現地の要望の整理
 日本の「知・技術」の海外展開を促進するための効果的な政府支援策の策定
⇒日本の関連政策、先進国の関連動向、更に地理的に近く親和性のある台湾の動向整理
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第0章

調査背景・目的・方法

調査範囲





本調査事業では、このような新興国企業による「DX：デジタルトランスフォーメーション（※）」の動向を整理した。
※本事業では、「DX」を「デジタル技術を活用した社会構造変革を伴う新たなビジネスモデルによって社会課題解決を実現するた
め新規事業創出」と定義。

ASEAN＋インドを対象国として、「農業」 「ヘルスケア」 「フィンテック」「ロジスティクス」を対象分野として、調査を実施した。
それぞれ、ヘルスケア分野では、インドとベトナム、インドネシアを、フィンテックでは、インドとシンガポールを、ロジスティクスではインドと
ベトナムをそれぞれ調査対象国として調査した。
対象分野×対象国

インド

ヘルスケア

フィンテック

ロジスティクス

農業

✔

✔

✔

✔

シンガポール

✔

ベトナム

✔

インドネシア

✔

その他の
東南アジア諸国
（カンボジア、タイ、
フィリピン、ブルネイ、
マレーシア、ミャンマー、
ラオス）

Page 4

✔

✔

✔

✔

✔
：全ての対象国で検討

第0章

調査背景・目的・方法

【参考】調査範囲（選定理由）



活用分野別の成長率をもとに、年平均成長率が高い「農業」「医療・介護（ヘルスケア）」「流通・物流」分野を調査対象とした。

DX事業においてプラットフォーム事業の運営が主流となる中、そのプラットフォーム拡大に不可欠となる “Embedded Finance”
（金融以外のサービスを提供する事業者が金融サービスを提供する）に注目が集まっていることから、フィンテックも調査対象とした。

対象分野
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Embedded Finance （埋め込み型金融）

第1章

ASEAN+インドの概況

ASEAN+インドの概況（投資動向）



ASEAN＋インドにおけるスタートアップへの投資が2016年以降急激に加熱しており、特にインド、シンガポールが多い。
そのうち、Grab（シンガポール）やLazada（シンガポール）、Flipkart（インド） やGojek（インドネシア）の資金調達
額が大きく、統合的なサービスを提供するスーパーアプリの開発ソフトウェア企業やEコマース企業への投資が目立つ。
ASEAN+インドへのスタートアップ投資動向

投資先の主なスタートアップ企業
#

スタートアップ
拠点

スタートアップ
名称

Grab
1 シンガポール
（グラブ）

Lazada
2 シンガポール
（ラザダ）

Eコマース

調達 調達総額
年 （mUSD）
2017

2,000

2018

2,600

2019

1,760

2017

1,000

2018

2,000

2017

2,900

2018

1,500

2019

920

2017

1,100

2018

1,100

Eコマース

3 インド

Flipkart
（フリップカート）

4 インドネシア

Gojek
（ゴージェック）

配車アプリ

Tokopedia
（トコペディア）

Eコマース

5 インドネシア
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スタートアップ
業種

Eコマース

第1章

ASEAN+インドの概況

ASEAN+インドの概況（DX動向）


ASEAN＋インドでは、各分野別にそれぞれ以下のようなDXに関する取り組みが実施されている。
農業
 農業用品の販売・情報提供のプラットフォーム(インド：IFFCO Kisan)
 農家への天候、市場価格といった農業情報の提供や肥料販売のプ
ラットフォームサービス、専用SIMカードも提供。日系企業も投資。
 農家向けローン、および土壌・気象データの提供（インドネシア：HARA）
 農家の収穫量向上のためのブロックチェーンを用いた土壌・気象データ
提供、AIを用いた収穫量算定及び信用データからのローン提供。

フィンテック
 デジタル技術を用いた信用スコアリング、ローン提供（インド：Ftcash）
 デジタル決済ソリューションにおける集積情報をAI活用により分析・
算定した信用スコアからのローンサービスのプラットフォームを提供。
 デジタル技術を用いたPOSキャッシング（シンガポール：SOCASH）
 あらゆるレジ、例えば小売店のレジを仮想ATMと見立て、安全かつ
便利に現金引き出しができるプラットフォームサービスの提供。

ヘルスケア

ロジスティクス

 遠隔医療プラットフォームの提供(インドネシア：Halodoc)
 医師からの遠隔診療、医薬品の配送、検査室予約サービス、医療
保険サービスを提供するプラットフォームを提供。
 AIを用いた医師の診断支援サービスの提供(インド：Mfine)
 医師不足解消のための、遠隔医療プラットフォームのみならず、AIや
アルゴリズムを使った診断サービスを提供。

 配車マッチングアプリ（シンガポール：Grab）
 タクシー手配、デジタル決済、食品の注文、ショッピング、配達といっ
たラストワンマイルの配送を含む、プラットフォームを提供。
 ラストワンマイルを含む配送プラットフォーム(ベトナム：Scommerce)
 全国ネットワークを有するラストワンマイル配送を含む、BtoC、BtoB
に対し、フリートマネジメントを導入したサービスを提供
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第2章

ASEAN+インドの社会課題の動向

ASEAN+インドの社会課題


各国の各分野の概況を見ると、ASEAN＋インドにおける各分野における社会課題はそれぞれ、以下通りである。
農業
 低い労働生産性
 農業分野において最も問題視されている社会課題。主な原因は、伝統的
な生産方法、感覚に基づいた作業、農法の悪さや低収量品種。

 気候変動に対する脆弱性（農業用水の管理不足）
 気候変動の影響から発生する自然災害や水不足の問題が農家の生計を
脅かしており、降雨パターンの変化が播種・収穫の時期に悪影響を与える。

 農業人材不足（関連知見不足）
 農業訓練を受けた労働者の需要の増加に反し、農業教育機関への入学
者数は減少傾向にあり、体系的な農業知識を持った人材が不足している。

 フードロス

フィンテック
 金融包摂の欠如
 金融サービスが必要な個人の信用情報の少なさ、貯蓄率の低さ、金融リ
テラシーの欠如等の理由により、「無銀行人口」率が高くなっている。 さら
にインターネットの普及率の低さ、識字率・デジタルリテラシーの低さも無銀
行人口を生み出す一因となっている。

 金融資産の侵害
 デジタル化の進展に伴い、オンライン取引において金銭の損失につながる
様々な不正行為が急増している。一部の国では、2020年度は過去最高
額の損失が発生し、デジタルチャネルへのシフトにより詐欺攻撃も急増。

 収穫後の貯蔵・加工施設が不十分な国が多く、多くの無駄・廃棄が発生
している。収穫物の適切な加工／貯蔵ができておらず、食品の安全性が
損なわれている。また、市場への接続性不足も損失の原因である。

ヘルスケア
 医療の地域格差（医療体制・医療インフラ欠如）
 病院や医療従事者が大都市に集中し、農村部における医療アクセスや医
療の質に問題がある。医療機器不足や医師／看護師の不足から、基準
を満たす数の公立病院を提供することができていない状態や、信用度の低
さから、患者が上位の病院に集中し、深刻な病院の混雑を招いている。

 予防医療の不足
 大都市以外できれいな水を手に入れることが難しく、衛生状態が悪いことに
起因し、マラリアなどの伝染病が蔓延している。さらに経済成長に伴う食習
慣の変化などと相まって、糖尿病などの非伝染性疾患の増加につながって
いる。高齢化が進展から、高血圧や糖尿病などの病気が増えている。

 医療人材不足
Page

 プライマリーヘルスセンターにおける医療従事者不足に起因して、乳児死亡
8 率や母体死亡率が高くなっている。また、医師を養成するための教育機関
も不足している。

ロジスティクス
 物流効率の欠如
 複数の倉庫が在庫移動の複数地点に存在するため、非効率的な流通経
路となっている。また、組織化された事業者が数が少なく、多くの小規模プ
レイヤーが存在し、また業界慣行に関する基準がなく組織化されていない。
加えて、ラストワンマイル配送、倉庫も不足している状況である。また大量か
つ安価な輸送を可能にするマルチモーダル輸送（異なる輸送手法の組み
合わせ）も不足しており、輸送費の高騰や非効率を引き起こしている 。

 高度物流人材不足
 多くの、物流労働者が適切かつ体系的に訓練を受けておらず、配送、倉
庫保管や船荷証券処理等の小規模なサプライチェーンの仕事しかできない。
その一方で、技術革新に伴い、高度な物流技術（リサイクルや倉庫再エ
ネ利用等のグリーンサプライチェーン、コールドチェーン、専門倉庫、倉庫のデ
ジタル化）に対応できる熟練した労働力への必要性が高まっている。

第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案

有望プロジェクト：日本企業のソリューション例


今回の調査において抽出された日本企業のソリューション例は、分野別に以下の通りである。
農業
ドローン、AIを活用したピンポイント農薬散布依頼サービス
XXX
（株式会社オプティム）
▸ ドローン操縦者と農家をマッチングし、同社のアルゴリズムを利
用した農薬散布サービスを提供
▸ ドローンやロボットで撮影した画像をAIが解析し、病害虫をピ
ンポイントで検出
▸ 農薬の利用度を最小限に抑える事に成功

ヘルスケア
スマートホスピタル構想（名古屋大学医学部附属病院）
▸ 病院内の包括的なDX構想
▸ ICTを活用したヒト・モノの追跡、IoTを活用した遠隔診断・
治療の実証実験、IoTデバイスによる患者のバイタル情報の
収集・記録等
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フィンテック
IoT搭載車を活用したオートローンによる信用供与
XXX
（Global Mobility Service株式会社）
▸ 車両購入の際のローン審査に通過する事が難しい層を対象
としたオートローンサービス
▸ 返済の延滞などが発生した場合は、各車両に搭載されている
独自開発のIoTデバイスによりエンジンを遠隔起動制御

ロジスティクス
自動走行ロボットとクラウド連携による倉庫内作業の省人化
（株式会社ZMP）
▸ 倉庫内での無人配送が可能な台車・フォークリフトと、AIアル
ゴリズムが適用されているクラウドを連携することにより、複数の
機器同士による相互制御が可能

第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案

有望プロジェクト：社会課題×ソリューション×現地の要望


各分野における社会課題群、その社会課題を解決しうるソリューション群は、それぞれ分野ごとに以下の通りである。
分野
農業

社会課題
低い労働生産性

ソリューション
営農データ管理
遠隔制御・操作

気候変動に対する脆弱性
（農業用水の管理不足）

フィンテック

気象データ管理
灌漑設備遠隔管理

農業人材不足（関連知見不足）

知見伝承の仕組み

フードロス

マッチングプラットフォーム

□高度な産業用ロボットの提供

コールドチェーン関連技術

（ドローンによる散布）
〇その他（播種技術 /土壌・栄養管理、農作物管理の最適化等)

金融包摂の欠如

リスク/信用情報分析技術

金融資産の侵害

ブロックチェーン技術
生体認証技術

ヘルスケア

現地の要望（必要とされるもの）
■データベース設計/構築/拡大等の技術提供
（栽培時期に関する情報提供プラットフォームの構築 ）
■AI・ビッグデータ分析等の技術提供
（予測的意思決定のAI開発）
■アルゴリズム・アーキテクチャの構築支援
（農業関連情報の収集及び活用する技術の支援）
□センサー技術/小型センサーの提供・開発支援
（土壌や気象データに関連するIoT技術 / センサー技術 /トラック内の温
度管理及びモニタリング方法 /コールドチェーン構築)

医療の地域格差
（医療体制・医療インフラ欠如）
医療人材不足

医療情報連携技術
遠隔診断・治療支援
診断業務支援
病院運営業務支援

予防医療の不足

健康データ解析技術
ウェアラブルデバイス

ロジスティクス 物流効率の欠如

需給マッチングサービス
物流業務高度化技術

高度物流人材不足

在庫配置の最適化技術

■ブロックチェーン等の安全な取引環境の構築
（消費者に安全な取引環境を提供するための技術的サポート）
□センサー技術/小型センサーの提供・開発支援
（顔認証などの不正検知技術 / 遠隔検証技術）
〇その他（リスク評価パラメータの設定、信用情報算出のアルゴリズム）
■データベース設計/構築/拡大等の技術提供
（リモートヘルス、オンラインモニタリングツール開発に関する技術協力）
■AI・ビッグデータ分析等の技術提供
（医師の判断を支援するAI技術の開発）
□センサー技術/小型センサーの提供・開発支援
（センサーの小型化技術)
□高度な産業用ロボット提供 （病院で使用するロボットの開発）
□ウェアラブル端末や精密機器提供（ウェアラブル端末/医療機器）
〇その他（健康的な生活の管理方法、高齢化社会への対処方法）
■データベース設計/構築/拡大等の技術提供
（輸送管理システムの導入や、運送管理制度構築支援 / 倉庫管理、倉
庫のデジタル化、需給の最適化などの技術援助）
□センサー技術/小型センサーの提供・開発支援
（ IoTに関する技術支援が必要/車両のトラッキングなどの技術支援)

Page 10 【凡例】 ■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）
注：上記の社会課題・ソリューションはあくまでも本事業の調査結果に基づく情報にて整理しており、全ての社会課題を網羅から導き出したものではない。
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有望プロジェクト：現地の要望


現地の要望を、DXソフト・ハード・その他で分類し、求められている技術とそれに対する協業可能性を整理すると以下の通り。
現地の要望

日本の協業可能性

・多様なデータの活用方法の知見提供
• データベース設計・構築・拡大等の技術提供

DX関連 • AI・ビッグデータ分析等の技術提供
ソフト
関連技術 • アルゴリズム・アーキテクチャの構築支援

1. 経験・知見をもったデータサイエンティストやAI・システムエンジニア、システム
アーキテクト等による技術協力
2. 商品の品質保証を実現するブロックチェーン技術等を活用したシステム構築協力

• ブロックチェーン等の安全な取引環境の構築

• センサー技術/小型センサーの提供・開発支援
• 現地ニーズ（技術力・金額）に合わせた、機器
（IoT機器及びドローン等）の提供・開発支援
DX関連
ハード • 高度な産業用ロボット（自動収穫ロボット、産業
用大型ドローン）の提供
関連技術
• ウェアラブル端末や精密機器（医療機器等）の
提供

その他
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• 災害対策（洪水等）に関する知見共有・支援
• 高齢化社会への対処方法/ 高齢者介護問題の解
決手法
• 衛生環境の整備支援（特に農村部）
• フードテクノロジー（健康食品、廃棄物の食品への
変換など）の提供
• コールドチェーンシステム/フードバリューチェーンの
開発支援/透明性/安全性を向上させる技術提供

・質の高いロボティクス技術・製品の提供
1. 高度なセンサー技術（ウェアラブル端末含む）や、小型化に関する技術提供
2.現地でのIoTやドローンなどの開発・生産支援（現地モデル開発）
3. 産業用としての自動収穫ロボットや、産業用の大型ドローン技術提供

・課題先進国や衛生管理先進国としての知見・経験提供
1. 課題先進国（高齢化・災害対応）としての知見・経験・技術（介護ロボット・
救助ロボット・地震予知等）提供
2. 衛生管理先進国としての衛生環境整備支援や、”食”の安全・安心・高品質に
関する技術（コールドチェーン/フードバリューチェーン）提供

第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案：農業

低い労働生産性改善に向けた、営農データ管理や遠隔制御・操作技術の提供
■ 社会課題 × ソリューション × 現地要望
社会課題
低い労働生産性

具体例
 農作業の文書化や、タスク管理システムの導入ができておらず、感覚に基づいた農作業となっている。 (Brunei)
 農法の悪さや、低収量品種により、収量が著しく低く、日給も非農業部門の半分以下である（India)
 伝統的な生産方法で、市場の需要に見合うだけの生産量は得られていない。(Laos)

日本企業の関連ソリューション
•

営農
データ
管理

•

遠隔制御
・操作

現地企業の技術要望

圃場、水田等のインフラ状態、生育状況、対応状況等のデータを総合管理


ICTとGISを用いたデータの一元管理を活用した包括的農業経営管理サービスの提供(クボタ)



農薬散布・育成状況の把握のための測地用ソフトを活用した圃場全体図作成(クビドファーム)



クラウドシステムでのデータ分析・活用を活用した成績評価・収支分析のアドバイス提供(テラスマイル)



関連データのAI分析を活用した圃場管理の最適化(オプティム)



センサーと無線通信機器を活用した圃場の気象データ自動収集 (NTT東日本)



ドローンとマルチスペクトルカメラを活用した生育診断の提供 (つじ農園)

•

栽培時期に関する情報提供プラットフォーム構築
(Phil Rice)

•

予測的意思決定のAI開発/農業関連情報の収
集及び活用する技術(Agrome.IQ )

•

土壌や気象データに関連するIoT技術 (Ricult)

農薬散布、環境調整等をセンサー/ドローンの活用により遠隔で実施


既存機器のネットワーク化を活用した統合制御システムの提供(㈱ワビット)



AI、ドローンを活用したピンポイント農薬散布（オプティム）



ドローンを活用した農薬散布とリモートセンシング(有限会社田中農場)

•

ドローンによる散布/播種技術(AWBA Group)



モバイル端末（センサー含む）とクラウドを活用した、水田水位の遠隔制御(農研機構など)



衛星測位簡易システムを活用したトラクタの自動操舵運転((株)西部開発農産)

•



スマホ、タブレット、センサーを活用したハウス環境の遠隔監視・制御 (富士通)

センサー技術、AI、ビッグデータ、IoTソリューション
分野での技術的サポート(MDEC)



スマホによる遠隔での自動給水・圃場管理システムの提供、ドローンを活用した薬剤散布(横田農場)

 営農データ管理：
計画的な営農を実現するための、外部データ（気象情報等）とセンサーからのデータ等の農業関連情報の収集・分析技術の提供。
 遠隔制御・遠隔操作：
非効率な農法の改善に向けた、IoT技術やドローンを用いたリモートセンシング、農薬散布などの技術の提供。
【凡例】■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）
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第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案：農業

気候変動に対する脆弱性改善に向けた、気象データ管理や灌漑設備遠隔管理の提供
■ 社会課題 × ソリューション × 現地要望
社会課題

具体例

気候変動に対する脆弱性
（農業用水の管理不足）

 気候変動の影響から発生する、鉄砲水、土地の浸食、台風や洪水等が農家の生計を脅かしている。 (Laos)
 雨水灌漑に依存している農家では、降雨パターンの変化が作物の播種・収穫時期や収穫量、必要水量に大きな影
響を与えるため、気候変動に対する脆弱性が高い。 (Brunei/Cambodia/Thailand)
 水の需要が自然の供給量を上回り、地下水の枯渇や、利用可能な水質の悪化、水資源の流域間、地域間の不
平等などの問題が発生している。(India/ Indonesia)

日本企業の関連ソリューション
•

•

灌漑設備
遠隔管理

気象データ等、外部データとの掛け合わせのためのプラットフォームの提供


気象
データ
管理

現地企業の技術要望

センサーと無線通信機器を活用した圃場の気象データ（気温、湿度、風速等）の収集(NTT東日本)

•

洪水問題解決サポート(Agrome.IQ )

•

土壌や気象データに関連するIoT技術(Ricult)

•

土壌・栄養管理、農作物管理の最適化、土地の
適切な利用分野での情報提供(MDEC))

•

灌漑に関する技術 (IPSARD)

水量調整の遠隔実施や、異常発生時のアラート発出システムの提供


水田センサとクラウドシステムを活用した、水位、水温、地温データ管理(KDDI)



センサー含むモバイル端末とクラウドを活用した、水田水位の遠隔制御(農研機構など)



スマホを活用した、遠隔での自動給水・圃場管理システムの提供 (横田農場（茨城県）)

 気象データ管理：
気候変動により頻度が増す降雨による自然災害対策に向けた、気象データとセンサを活用した気象情報プラットフォームの提供
 灌漑設備の遠隔管理：
雨水灌漑の効率改善に向けた、センサーを活用した水量調整の遠隔実施や、異常発生時のアラート発出を可能とするシステム提供
【凡例】■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）
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第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案：農業

農業人材不足改善に向けた、知見伝承の仕組みの提供
■ 社会課題 × ソリューション × 現地要望
社会課題

具体例

農業人材不足
（関連知見不足）

 肥料や農薬に関する知見不足や適切な機器利用不足により、環境/健康への影響が生じている。 (Cambodia)
 農業普及員の高齢化が進み、地域の特性を生かした農法・技術の普及/適用を遅らせている。(Philippines)
 小規模農家は、農業生産管理の技術、その加工・販売までの結びつきに関する知識が乏しい。 (Thailand)
 農業教育機関への入学者数は減少傾向にあり、体系的な農業知識を持った人材が不足している。 (Vietnam)

日本企業の関連ソリューション
•

知見伝承
の仕組み

現地企業の技術要望

農業知識不足解消に向けた、熟練者農業従事者による遠隔指導・教育


データ化されたノウハウを活用した、熟練者の栽培技術共有 (三重県)



スマートグラスを活用した、高齢農業従事者（熟練農家）からの遠隔技術指導(オプティム)

•

栽培時期に関する情報提供プラットフォームの構築
（Philippine Rice Research Institute)

•

農業関連情報の収集及び技術活用の支援
(Agrome.IQ )

•

数少ない農業普及員の有効活用に向けた仕組み・
技術の提供（Hara）

•

健康的な製品、廃棄物の食品への変換などの知見
提供 (Singapore Food Agency)

 農業知見の提供：
農業関連知識不足の解消に向けた、熟練農業従事者による知見伝承に関するプラットフォーム・仕組みの提供
【凡例】■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）

Page 14

第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案：農業

フードロス改善に向けた、マッチングプラットフォームや低温物流関連技術の提供
■ 社会課題 × ソリューション × 現地要望
社会課題
フードロス

具体例
 収穫後の貯蔵・加工施設は不十分で非効率的であることが、大量の無駄や腐敗を引き起こす原因となり、食品の
安全性が損なわれるとともに、収穫後の損失が大きい。(Cambodia / India/Laos/ Philippines)
 農家は市場で作物を流通・販売するために中間業者に依存しており、農村部からの市場への接続性が不十分・不
透明である (Cambodia/Malaysia/India)

日本企業の関連ソリューション
•

•

コールド
チェーン
関連技術

農家と市場との接続性を向上させるプラットフォームの提供


マッチング
プラット
フォーム

現地企業の技術要望

ウェブプラットフォームを活用した農業従事者と飲食店・個人消費者とのマッチングの提供(ビビッドガーデン)

収穫物の鮮度維持を可能とするコールドチェーン関連技術の提供


ICタグ技術を活用した多機能断熱ボックスによるコールドチェーン（大日本印刷）



シャインマスカットの低温貯蔵技術(大分県)



機能性フィルムを用いた農作物の包装による鮮度保持と長期貯蔵の実現 (三井化学)

•

フードバリューチェーン開発、透明性を向上させる技
術(Village Link, MDEC)

•

食の安全性を担保する仕組み(Village Link)

•

トラック内の温度管理及びモニタリング方法(ABA
Cold Chain Company)

•

コールドチェーンシステムの構築・管理支援
(IPSARD/ Agrome.IQ )

 マッチングプラットフォーム：
農業従事者と飲食店・個人消費者間のフードバリューチェーンの接続性の改善に向けた、マッチングプラットフォームの提供
 低温物流技術：
収穫物の腐敗による食の安全性・フードロスの改善に向けた、鮮度維持を可能とするコールドチェーン関連技術の提供
【凡例】■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）
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第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案：フィンテック

金融包摂の欠如改善に向けた、リスク/信用情報の分析技術提供
■ 社会課題 × ソリューション × 現地要望
社会課題

具体例

金融包摂の欠如

 人口の70％以上が村落に住んでおり、金融リテラシーだけでなく、デジタルリテラシーの不足を招いている。また、正式
な債権者が信用力を判断するための情報が不足しており、膨大な無銀行人口が存在する。 (India)
 信用情報の少なさ、貯蓄率の低さ、金融リテラシーの欠如等の理由により、シンガポールの成人の約10人に4人が
「無銀行人口」となっている。 (Singapore)

日本企業の関連ソリューション
•

現地企業の技術要望

融資や保険について、顧客に関するリスク・信用情報をAIにより分析


AIによる個人信用スコア算出に基づく無担保融資サービスの提供 (J.Score)



AIとスマホアプリを活用した事故リスク測定システムの提供、運転データに基づく保険料のキャッシュバッ
クサービスの提供(ソニー損害保険)

 AIやビッグデータ分析技術を活用した保険商品やサービス開発(楽天生命保険株式会社)
リスク/
信用情報
分析技術 • IoTやブロックチェーン技術の活用により、信用情報の提供


IoT搭載車(エンジンを遠隔起動制御)を担保とした信用供与の仕組みを活用したオートローン(Global
Mobility Service)

•

リスク評価パラメータの設定や、リスク・信用情報
算出のアルゴリズム等の技術・知見
(PolicyBazaar)

•

消費者に安全な取引環境を提供するための技術
的サポート (Socash)

•

遠隔検証、ビデオ検証（顔認証等）等の不正検
知技術の提供(PolicyBazaar)

 リスク/信用情報分析：
信用力を判断するための情報提供のための、AIを活用したリスク・信用情報を評価・算出アルゴリズム・技術の提供
 リスク/信用情報分析：
信用情報不足の補完に向けた、IoT搭載の機械供与による、無担保融資を可能とする仕組み・技術の提供
【凡例】■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）
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第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案：フィンテック

金融資産の侵害対策に向けた、ブロックチェーン技術や生体認証技術の提供
■ 社会課題 × ソリューション × 現地要望
社会課題

具体例

金融資産の侵害

 デジタル化の進展に伴い、オンライン取引において金銭の損失につながる様々な不正行為が急増し、2020年度には
前年比159％増となった。(India)
 デジタルチャネルへのシフトにより、詐欺攻撃も急増しており、2019年1月から11月の間に約1,700件のローン詐欺
の事例が報告され、これは2018年の被害総額の3倍以上となる。 (Singapore)

日本企業の関連ソリューション
•

ブロック
チェーン
技術

•

ブロックチェーンによる、高度な金融情報の保護サービスの提供


ブロックチェーン技術を活用した送金サービス（アプリ）の提供 (住信SBIネット銀行)"



ブロックチェーン基盤を活用したデジタル有価証券の提供(BOOSTRY)



ブロックチェーンを活用した保険証券のデータ化(東京海上)

•

消費者に安全な取引環境を提供するための技術
的サポート(Socash)

•

国際送金サービス関連業務の連携(NIUM)

•

顔認証などの不正検知技術、遠隔検証技術の提
供 (Policy Bazaar)

生体認証技術を活用した、不正検出・防止の技術提供


生体認証
技術

現地企業の技術要望

スマートフォンを活用した生体認証（指紋認証）を活用した決済サービスの提供 (Liquid)

 ブロックチェーン技術：
消費者にとっての安全な金融商品取引環境の実現に向けた、高度な金融情報の保護サービスの提供の提供
 生体認証技術：
不正検知や、遠隔での検証の実現に向けた、不正検出・防止関連技術（センサーやそのデータ解析技術等）の提供
【凡例】■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）
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第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案：ヘルスケア

医療の地域格差改善に向けた、医療情報連携技術や遠隔診断・治療支援の提供
■ 社会課題 × ソリューション × 現地要望
社会課題
医療の地域格差

具体例
 下位の病院の信用度は低く、患者は上位の病院に集中しており、深刻な病院の混雑が発生 (Vietnam)
 農村部における医療アクセス・医療の質に問題がある。 (Indonesia)

（医療体制・医療インフラ欠如）  農村部における専門性のある医療従事者の不足、基本的なインフラの不足、医薬品の供給不足など、患者を治療
するための設備が整っていない。 (India)

日本企業の関連ソリューション
•

医療情報
連携技術

現地企業の技術要望

医療プラットフォーム（電子カルテ含む）による他機関との診療情報の連携


患者データのプラットフォームを活用した医療機関や介護施設で情報共有（医療・介護多職種連携情報
共有システムバイタルリンク）(帝人ファーマ)



医療関係者間コミュニケーションアプリを活用した病院間連携（チャットの共有し､院外医師へのコンサル
が可能。救急患者転院時のにも利用）(アルム)

•
•

遠隔診断
治療支援

医者による遠隔診察・診断サービス、服薬指導、アドバイス指導の提供等


テレビ電話、PCやスマホを活用した遠隔診察・診断サポートサービスの提供(メドレー、他)



遠隔画像診断サービス（読影レポート提供）の提供(セコム医療システム、他)



IoTを活用した遠隔診断・治療 (バイタルデータの収集･記録、ロボットを活用した薬品/検体搬送、医療
器具のモニタリング）(名古屋大学医学部附属病院)



退院後の経過観察や定期モニタリング・ビデオ通話システムを活用した遠隔診察、電子カルテと連動させ
た診療情報の一元管理(NEC)



クラウド型電子カルテシステムを活用した遠隔診療ソリューション提供（Hope）(富士通)

テレヘルス、リモートヘルス分野の技術、オンライン
モニタリングツールの開発に関する技術協力
(ERNET)

 医療情報連携：
農村部の医療アクセス、医療の質改善に向けた、医療機関同士・医療従事者間の連携を可能とする医療プラットフォームの提供
 遠隔制御・遠隔操作：
農村部の医療アクセス改善に向けた、医療機器、IoT等を活用した、オンラインモニタリングツールの提供
【凡例】■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）
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第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案：ヘルスケア

医療人材不足改善に向けた、診断業務支援や病院運営業務支援の提供
■ 社会課題 × ソリューション × 現地要望
社会課題
医療人材不足

具体例
 医師と看護師の不足から、6割のプライマリーヘルスセンターは医師が1人のみで、約5％は1人もいない。 (India)
 医師対患者の比率は人口1万人あたり3人に過ぎず、専門医を中心に医師が不足している。（Indonesia）
 医師・看護師不足の改善に向けた、教育施設改善と医療従事者の臨床研修強化が必要。（Vietnam）

日本企業の関連ソリューション
•

診断業務
支援

•

病院運営
業務支援

現地企業の技術要望

医師の診断時間短縮に向けたAI・IoTを活用した診断・治療支援


AIによる医療画像データの診断支援のためのオープンプラットフォーム(オプティム、他)



AIを活用した医療機関向けの自動問診サービスの提供(Ubie)



CTデータとVR機器を活用した、立体空間での患者データ閲覧 (Holoeyes)



IoT（医療機器・設備の接続・連携）を活用したスマート治療室の開発（手術の進行や患者の状況な
どの手術情報の統合把握システム）(東京女子医科大学)

•

医師の判断を支援するAI技術の開発(Halodoc)

•

病院で使用するロボットの開発(ERNET)

病院運営に関する業務支援ロボットやシステムの提供


ロボットを活用した薬剤や検体の自動搬送(Panasonic)



モバイル端末を活用した、患者への診察順呼び出し通知サービスの提供(富士通フロンテック）



スマートホスピタル構想（病院内の包括的なDX構想）（名古屋大学医学部付属病院）

 診療支援：
医師の判断支援による診断時間短縮に向けた、AI・IoTを活用した診断・治療支援技術の提供
 病院運営業務支援：
病院での看護士等の人手不足の解消に向けた、業務支援ロボットやシステムの提供。
【凡例】■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）
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第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案：ヘルスケア

予防医療の不足改善に向けた、健康データ解析技術やウェアラブルデバイスの提供
■ 社会課題 × ソリューション × 現地要望
社会課題

具体例

予防医療の不足

 大都市以外ではきれいな水を手に入れることが難しく、衛生状態が悪いことに起因して、下痢、胃腸炎、チフス、パラ
チフス、デング熱、マラリアなどの伝染病が蔓延している。（Indonesia）
 経済成長に伴う食習慣の変化や喫煙率の高さが、がん、脳卒中、心臓病、糖尿病などの慢性疾患の増加に繋がり、
関連商品のニーズが高まっている。（Indonesia / Vietnam）

日本企業の関連ソリューション
•

健康データ
解析技術

•

ウェアラブ
ルデバイス

現地企業の技術要望

健康データの分析結果を活用した、健康課題の抽出・アドバイスの提供


ビッグデータ解析（ヘルスケアデータや遺伝子検査を活用したゲノム情報）を活用した、生活習慣改善の
サポートを提供(NTTライフサイエンス)



健康診断・レセプトのデータ分析を活用した健康課題の抽出や、スマホウォーキングアプリを活用した運動
促進支援(日本生命)



入力データ（呼気測定結果や患者が入力した喫煙状況）の分析によるアドバイスの提供(CureApp)

ウェアラブルデバイス等から収集したデータや医療データを用いた健康管理


ヘルスケアデータやウェアラブル端末のデータの分析による生活習慣病リスクの検証 (ARISE analytics）



ウェアラブル端末を活用した脈拍数や活動量、ストレスレベル、位置情報取得(サトーヘルスケア)



衣料型ウェアラブル端末を活用した生体情報（活動量・心拍・姿勢等）の計測(グンゼ)



腕時計型のウェアラブル血圧計（Heart Guide）(オムロン)



ウェアラブルデバイスを活用した予後管理(三井物産)



ウェアラブル端末を活用した、症状のモニタリングサービスの提供、オンライン診療・服薬指導(武田薬品)

•

健康的な生活の管理方法、高齢化社会への対処
方法（介護問題等） (eDoctor)

•

ウェアラブル端末や医療機器などの技術
(MediBuddy DocsApp)

•

ウェアラブル端末での血糖値測定技術(ERNET)

•

センサーの小型化技術(Sattva Medtech)

•

センサーなどのハードウェア面での技術サポート
（Niramai)

 健康データの解析技術：
健康的な生活管理の実現に向けた、ビッグデータ解析などによる健康課題の抽出やアドバイスの提供
 ウェアラブルデバイス技術：
予防医療体制の拡充に向けた、ウェアラブル端末から取得したデータを活用した健康状態のモニタリングサービスの提供
【凡例】■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）
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第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案：ロジスティクス

物流効率の欠如改善に向けた、需給マッチングサービスや物流業務高度化技術の提供
■ 社会課題 × ソリューション × 現地要望
社会課題
物流効率の欠如

具体例
 複数の倉庫が在庫移動の複数地点に存在し、非効率的な流通経路となっている。組織化された事業者が占める
割合が低く、多数の小規模なプレイヤーが存在し、業界慣行に関する基準がなく組織化されていない。（India）
 大量かつ安価な輸送を可能にするマルチモーダル輸送（異なる輸送手法の組み合わせ）の不足により、輸送費の
高騰や、非効率を引き起こしている。多数ある中小企業間や異なるプレイヤー間のリンケージも不足 (Vietnam)

日本企業の関連ソリューション
•

需給
マッチング
サービス

•

物流業務
高度化
技術

現地企業の技術要望

配送車両とドライバーや、空庫社と配送需要のマッチング


スマホアプリを活用した、ドライバーと荷主とのマッチングと、効率的な配送ルートの自動策定(CBcloud株
式会社)



プラットフォームを活用した、空のトラックやコンテナの情報共有(株式会社トレードシフトジャパン)



マッチングシステムの利用を活用した配送車両と登録ドライバーの自動マッチング (イオン九州)

ドライバー・運送業者の業務支援のためのデータプラットフォームの提供


プラットフォームを活用した、運送会社が保有する運送業務情報の共有(ラクスル株式会社)



配送ルートのAI予測サービス(DATAFLUCT)



スマホアプリを活用した、配送荷物情報(配送先の表示、最適ルート表示)の可視化(株式会社207)

•

輸送管理システムの導入や、運送管理制度構築
支援、更にはIoT（燃料センサーやドアセンサー）に
関する技術支援 (fleetx.io )

•

車両のトラッキングなどの技術支援(Gojek)

 需給マッチングサービス：
非効率な流通経路の改善に向けた、ドライバーと荷主、運送業者とトラックの状況、配送車両とドライバーのマッチングサービスの提供
 物流業務高度化技術：
マルチモーダル輸送の実現に向けた、プラットフォームを活用した、運送会社の運送業務情報共有や連携等の仕組みの提供
【凡例】■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）
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第3章

ASEAN+インドにおける有望プロジェクト案：ロジスティクス

高度物流人材不足改善に向けた、在庫配置の最適化技術の提供
■ 社会課題 × ソリューション × 現地要望
社会課題

具体例

高度物流人材不足

 93～95％の物流労働者が適切かつ体系的に訓練を受けていないため、配送、倉庫保管、船荷証券処理などの小
規模なサプライチェーンの仕事しかできない。(Vietnam)
 技術革新に伴い、リサイクルや倉庫での再エネ利用等のグリーンサプライチェーン、コールドサプライチェーン、専門倉庫、
倉庫のデジタル化に対応できる熟練した労働力への必要性が高まっている。(India)

日本企業の関連ソリューション
•

在庫配置
の最適化
技術

•

現地企業の技術要望

業務最適化や出荷・発注精度の高度化


アプリ（過去・現状の傾向分析）を活用した出荷変動を可視化と、発注精度の向上を実現 (NECソ
リューションイノベータ： ストックコントローラー『適正化在庫』)



AIを活用した、コンテナの蔵置判断最適化(トヨタ織機： AGV運行管理ソフト)

倉庫管理における自動運転機能を搭載した機器を活用した業務支援


倉庫内の自動運転機能を搭載した台車、フォークリフトなどの包括的ソリューションの提供 (ZMP)

•

倉庫管理、倉庫のデジタル化などの技術援助
(Gojek)

 在庫配置の最適化技術：
倉庫における高度な在庫管理の実現に向けた、倉庫管理業務の自動化や最適化の技術提供
 在庫配置の最適化技術：
倉庫管理業務における高度物流人材不足の解消に向けた、自動運転機能を搭載した運送機器の提供
【凡例】■：デジタル技術（ソフト） □：非デジタル技術（ハード：センサー・ドローン等ロボティクス分野）
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先進国の「DX×海外展開」の関連政策概況

第4章

先進国の「DX×海外展開」支援・事例


その一方、先進国（米中韓欧）におけるASEAN+インドへのDXに関する投資支援策としては、以下の通りプロジェクトの
Phase ごとに様々な取り組みが行われており、そのうち、特に着想・構想段階での支援が多くみられる。
プロジェクトPhase

国名
sen
USA

韓国

英国

ドイツ

名称

内容

着想
構想

計画
準備

実施
普及

✓

✓

「デジタルエコノミーシリーズ」

米国ASEANコネクトに追加。ASEAN加盟国政府と米国テクノロジー企業のデジタル分野での政
策や規制のベストプラクティスの共有を促進している。

✓

USAID/USTDAを通じた協力

インドの100以上のスマートシティ全域で、インド住宅都市省のナショナル・アーバン・イノベーション・ス
タックを支援する実現可能性調査への協力を行っている。 そのほかベストプラクティスの促進、イノ
ベーションの促進、新たなビジネスチャンスの特定を目指しているほか、USTDAによるベトナムホー
チミン市の日常業務の管理方法を根本的に変革する高度なデータ分析技術支援なども行われてい
る。

✓

The US-India CEO Forum

米印経済・商業関係を強化するための議論する機会をそれぞれの国のCEOに提供。
予定された議論の後、その共同提案をアメリカ政府とインド政府に伝える。

✓

K-Start up Centre (KSC)

東南アジア初の韓国のスタートアップセンターをシンガポールに開設 し、中小企業や新興企業を東
南アジアの新興企業、投資家に引き合わせる機会を提供するなどし、韓国企業が域内のスタート
アップ企業と連携しながらビジネスのエコシステムを構築できるよう後押しするとしている。

✓

デジタル・トレード・ネットワーク

国際貿易省（DIT）及びデジタル・文化・メディア・スポーツ省（DCMS）が共同で立ち上げたアジ
ア太平洋地域における新たな国際的なデジタル・パートナーシップ。3年間の試験的な取り組みを通
じてデジタル貿易政策、デジタル技術貿易・投資促進、テック系起業家ネットワークTech Nation
（テックネーション）との新しい技術起業家ネットワークを組み合わせて、アジア太平洋地域におけ
る英国のデジタル技術能力を強化し、国際化に向けた技術ビジネスの拡大を支援するため、800万
ポンドの予算を計上。

UK – India Startup Launchpad

英国とインドという2つの主要なスタートアップ・エコシステム間のより深いコラボレーションを促進するため
のイニシアチブである。ローンチパッドは、リソースを集め、参加者を結びつけ、両国のスタートアップ企
業がイノベーションを起こし、最も差し迫った開発上の課題の解決策を見つけ、拡大の機会を模索す
ることを奨励する。両国のスタートアップ、投資家、インキュベーター、起業家が互いにつながり、拡
大してグローバル化したスタートアップになるためのリソースを提供することを可能にする。

✓

✓

German Accelerator Southeast
Asia

2017年11月に設立されたGASEAは、シンガポールとドイツのイノベーションエコシステム間のコラボ
レーションと交流を促進するための様々なプログラムを運営している。GASEAの最初の旗艦プログラム
であるGerman Accelerator Southeast Asiaは、5ヶ月間の成長加速プログラムで、高い可能
性を秘めたドイツのスタートアップがシンガポールを経由して東南アジアに進出することを支援している。

✓

✓
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✓

✓

第5章

ADX推進に向けた効果的な支援策案

「DX×海外展開」促進に向けた支援方法案（日本企業の課題と支援策）


「海外展開×DX」に関連する日本企業が抱える課題は、特に「事業構想・着想」段階の課題が多くみられる。



海外と日本の支援策を比較すると、Phase 0～1 における人材・現地パートナー・情報に対する支援の必要性が伺える。

ヒト・
パートナー
の不足

Phase 0 (事業構想・着想)

Phase 1 (事業計画/準備)

 現地企業から、現地の社会課題を反映したアル
ゴリズムの案を受領し、当該企業がアルゴリズム
化、システム連携を行うという事業体制(OPTiM)
 海外でパートナーを探すために、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
(キャナルグローブ)

 事業展開をする上での現地パートナー探し（現
地への出張も困難、協力体制構築に苦戦）
(OPTiM)
 対中国など、複雑な現地の商習慣に精通した
パートナーと連携できるとよい（日本ユニシス）

Phase 2 (事業実施/普及）
※今回調査おいては企業からの言及なし

US-India CEO Forum ・デジタルエコノミーズ
K-Start UP Centre

J-Bridge

モノ・
情報の
不足

カネ・
の不足

その他
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UK-India Startup Launch Pad

 現地のニーズ（社会課題・技術課題）を捉える
ことが必要であるが、簡単にその情報にアクセスで
きないこと(クボタ)
 現地のニーズを把握している各国のスタートアップ
との協業可能性に期待する(クボタ)

 現地関連法規制への理解が困難であること
(キャナルグローブ)

 基礎調査や案件化などの政府スキームを利用し
たいが、構想段階において多大な事務コストをか
けられない。(OPTiM)

 ー

日ASEANにおけるアジアDX促進事業・
アジアDXなど新規事業創造推進支援事業

※今回調査においては企業からの言及なし

 事業者としての海外における金融へのアクセス(外
資企業による小売金融に関するライセンス取得
不可等）(クボタ)
 審査に時間がかかる政府関連スキーム（JICAの
ツーステップローンの利用等）(クボタ)

German Accelerator Southeast Asia
 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、コーディネーターとして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。(OPTiM)
 省庁を横断した海外事業展開の支援体制（過去の海外展開の経験より、一民間事業者として現地で事業展開をする難しさを指摘。現在の省庁別の支援体
制に限界があると認識）(キャナルグローブ)





日本の「DX×海外展開」支援策

外資企業への規制が、新事業に取り組む際の機動性確保が困難にする(クボタ)
輸入手続き厳格化・国際標準から逸脱した課税制度（クボタ）
現地事業のO&Mのステージまで見越した政府支援(三菱商事)
ソフトウェアライセンスの海外法務的課題（クボタ）

先進国の「DX×海外展開」支援策

第5章

ADX推進に向けた効果的な支援策案

「DX×海外展開」促進に向けた支援方法案


官民一体で推進する「アジアDXプロジェクト」をより効果的に推進するためには以下①②のような支援策が求められる。

意識喚起フェーズ

着想・構想フェーズ

計画・準備フェーズ

実施・普及フェーズ

① リーディングモデル創出に向けての一気通貫の伴走型支援
リーディングモデル
候補の発掘
企業との対話や
委託調査等を通して、

現地と対話の「場」を提供

現地パートナーの発掘

現地の要望や社会課題等の
考え方を共有する場の
提供

リーディングモデル
候補を発掘

F/S支援・事業化支援 普及支援

同じ社会課題を解決する志を
持ち、現地の商習慣や規制に
精通するパートナーの発掘

支援

現行の実証事業の改良
F/S実施支援だけでなく、
事業化段階への補助金

支援

GtoGの場等を活用した
トップセールスや現地政府
職員の商談への同席

支援

支援

パイオニア的企業
（リーディングモデル）

② ADX推進のための横断的・恒常的な枠組みの形成
同僚・同士効果

後続企業
後続企業
後続企業

ADX Promoters

（仮）

必要に応じて

必要に応じて

必要に応じて

頼る

頼る

頼る

先行事例の紹介

知見・ノウハウの共有

アイディアベースのディスカッション

ビジネス面でのコンサルテーション
現地情報（社会課題・ニーズ）の提供

政府関係機関
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（関係する省庁・JETRO 等）

パイオニア的企業

現地ビジネス環境情報
に精通する組織

ビジネスの海外展開で
伴走支援可能な組織

（事業実施経験者 等）

（法規制/会計/税務専門家等）

（海外展開支援コンサルタント等）

データ分析/データ活用
に精通する組織
（データサイエンティスト・SE

等）

第6章

ASEAN+インドにおける台湾との協業可能性

「DX×海外展開」促進に向けた台湾との協業




台湾関係機関のDX施策の特徴としては、機関横断型の施策立案・実行と、台湾当局と民間企業による連携を基軸としたDX推進の二点であ
り、一気通貫の支援や、横断的な支援が可能な体制が構築されており、民間企業への積極的な支援を実施している。
ニーズや需要、課題先行型でビジネスを構築する台湾企業と、ソリューションファースト型の日本企業が有機的に連携することには一定の期待感
が得られており、日本のハード技術に対して高い期待が持たれている。

台湾関係
機関の
DX施策
の特徴

►

関係機関横断型の政策立案・実行…国家発展委員会、PDISを中心とし、計画・戦略立案、規制整備を横断的に実

►

台湾当局と民間企業による連携を基軸としたDX推進…民間側の提案を当局で即時に受け入れ。社会ニーズに沿っ

施。戦略立案・規制対応を所管する機関と、個別PJを支援する機関が明確に分かれており、フォローが綿密。

て、プラットフォーム上で機動力を持ってPJ化。当局側が民主的なアプローチを重視しており、データのオープン化や支援PJの立ち
上げに非常に積極的。
農業：台灣農林股份有限公司

民間企業
による
DX事例

台湾・日本の
協業可能性
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Fintech：Bitmark社

ヘルスケア：聿信醫療社

ロジ：Logistic Republic社

製茶・品質管理プロセスDX化

ブロックチェーンを活用した
デジタル所有権管理

呼吸音分析電子パッド・
AI解析

スマート倉庫ソリューション

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。味の品質管理をAIで実施。

インターネット上のデジタル資産の所有
権管理プロトコルをブロックチェーンで
実現。クリプトウォレット上での個人
データの管理・制御を目指す。ヘルス
ケア、音楽業界ですでにプロトコルを
展開済

世界初、リアルタイムかつ長期的に呼
吸音を計測・分析するソリューションを
開発。AIにより症状識別精度を向上。
遠隔治療などへの応用も目指す

自動化設備搭載車庫、倉庫管理ノ
ウハウの提供。ユニクロやP&Gと取引
有。各産業の特徴に合わせた倉庫を
設計

►

ニーズや需要、課題先行型でビジネスを構築する台湾企業と、ソリューションファースト型の日本企業の有機的な連携

►

日本のハードに対する期待高

日本企業はこれまで有している技術力を原資に事業を推進していることに対し、台湾側はニーズや需要、社内外の課題を基軸とした事業
立ち上げが多く、両者の着眼点を上手く融合することによって効果的な連携が可能と思料。
台湾の関係機関において、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に期待する声あり。
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