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グローバル・フードバリューチェーン戦略について
フードバリューチェーン

〜⽣産から製造・加⼯、流通、消費に⾄る各段階の付加価値をつなぐこと〜

⽣産 消費製造・加⼯ 流通

●農業機械・種苗
●農業インフラ（灌漑等）

●コールドチェーン
●低温物流センター
※⽇本産⾷品も輸出・利⽤

●⽇系コンビニ、
スーパー、百貨店

●和⾷レストラン

●⾷品加⼯団地
●⾷品製造設備
※⽇本産⾷材も輸出・利⽤

⽇本の⾷産業の海外展開 経済協⼒の戦略的活⽤ ⽇本⾷の輸出促進
＜⽇本の⾷産業の「強み」＞

①ユネスコ無形⽂化遺産の⽇本
⾷を基盤とした産業展開

②⾼品質コールドチェーン
③⾼度な農業⽣産・⾷品製造・流
通システム（ICT、省エネ・環境
技術、植物⼯場等）

④先進性・利便性の⾼い⽇本型
⾷品流通システム（ＰＯＳ、コン
ビニ、モール等）

○園芸作物産地の育成

○⾼性能農業機械の導⼊

○農業インフラの整備（灌漑施設等）

○⼈材育成

○農業⽣産・⾷品の規格・基準等制
度の構築

○現地⽇系企業向けに⽇本⾷材を
輸出（⾷品⼯場、レストラン、
スーパー、コンビニ等）

○輸出市場でのコールドチェーン等
のインフラ整備

○現地⽇系企業を通じたマーケット
イン型の輸出体制の構築
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⼈材育成に関する⽇・ASEAN政府間での合意

提言（仮訳）
日ASEAN40周年記念

ASEAN諸国の大学と連携した食料分野における人材育成に関するシンポジウム
2014年1月21日にジャカルタで開催されたASEAN地域の大学と連携した食料分野の人材育成に関するシンポジウムの参

加者は、ASEAN地域における食料分野の人材育成に関する意見交換を行い、以下の共通認識に至った。
2013年12月の日ASEAN特別首脳会議における、農業、食料安全保障におけるパートナーシップ強化を通じて、人材育成を
促進し、社会問題及び環境問題を克服するとした「日・ASEAN友好協力に関するビジョン・ステートメント」を想起し、
ここに、以下の通り提言し、我々の政府に対し実行するよう奨励する。
1. 生産、加工・流通から食品サービス業に至るフードバリューチェーン及び食品安全に関する官民連携の協力を促進する
こと
2. 新たな協力スキーム“ASEAN諸国の大学と連携した人材育成”の成功は地域の生産から消費に至るフードバリューチ
ェーンの強化、とりわけASEANと日本の関連産業の成長に有効であることを認識し、その円滑な実施に向けて国内調整を
促進すること
3. 能力開発、経験及びグッドプラクティスの共有、研究・開発、技術移転、人材育成等のメカニズムを通じ、農林水産業
、食料安全保障及び食品品質・安全の分野における協力を強化すること
参加者は、本シンポジウムの結果をSOM-AMAF+3及びAMAF+3に対し提出することで合意した。

2013昨年12⽉に東京で開催された⽇・ASEAN友好協⼒40周年記念特別サミットにおいて、「⽇・ASEAN友好協⼒に
関するビジョン・ステートメント実施計画」が採択。

2014年1⽉には吉川農林⽔産副⼤⾂（当時）を始め、ASEAN事務局次⻑、ASEAN各国政府・⼤学関係者の出席
のもと、⼈材育成シンポジウムがインドネシア・ジャカルタで開催。
ASEAN各国政府に対して、新たな協⼒スキーム“ASEAN諸国の⼤学と連携した⼈材育成”の円滑な実施に向けて国内
調整の促進を奨励すること等を内容とする提⾔が採択。

“ASEAN諸国の大学と連携した食料分野
における人材育成に関するシンポジウム
（2014年1月21日 インドネシア・ジャ
カルタ）

日・ASEAN友好協力に関するビジョン・ステートメント実施計画（仮訳）【抜粋】
東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国及び日本の首脳は、「つながる想い、つながる未来」のテーマの下で、日・ASEAN友好協力関係40周年を記念し
て2013年12月14日に東京に集まり、日・ASEAN友好協力に関するビジョン・ステートメント及びその実施計画を採択した。
・・・

2. 繁栄のためのパートナー
包括的経済連携と地域の繁栄のための協力を更に促進するめに、日本とASEANは、

・・・
2.26 生産から消費に至るフードバリューチェーンに関する官民連携の協力を促進する。
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⽇・アセアン連携による新産業⼈材育成⽀援事業

講師
派遣調整

コーディネーター
農林⽔産省より派遣

ASEAN事務局

ASEAN地域現地法
⼈の専⾨分野の技
術・知識に⻑けた技
術者、専⾨家

⽇本の⾷産業

• 実践的な知識と技術を備えた⼈材が多数育成。
• 地域のフードバリューチェーンが強化。
• ⾷料安全保障の強化及び農⺠の貧困削減に貢献。

期待される効果

○ 農林⽔産省からASEAN事務局への資⾦拠出とコーディネーター派遣により、ASEAN地域の主
要⼤学の⾷品関連分野に寄附講座を設置。
○ 農林⽔産省から派遣するコーディネータの調整の下、⽇本の⺠間企業の協⼒を得て、種苗⽣
産から⾷品加⼯、流通、消費に⾄る分野の知識・技術について実践的な講義を提供。

①フードバリューチェーン講座の開設
・⾼品質の種⼦⽣産
・⾷品加⼯・流通
・⾷品サービス管理 など

②フードバリューチェーンセミナー

ASEAN域内主要⼤学

事業概要・⽬的

2018年6⽉、王⽴カンボジア農業⼤学での講義の様⼦
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⽇・ASEAN⾷産業⼈材育成官⺠共同プロジェクト実施体制

ASEAN事務局
インドネシア・ジャカルタ

⽇本政府
農林⽔産省

⾷品
関連企業

ASEAN⾷産業
⼈材育成協会
（afh）

ASEAN各国政府
10ヵ国

ASEAN
農業系⼤学

10⼤学

連携

資⾦拠出
職員派遣

連携

現地⽇系⾷品
関連企業

○ ASEAN事務局に資⾦拠出及びコーディネーターを派遣し、ASEAN事務局が実施
○ ASEAN各国から推薦のあった⼤学と連携し⾷品関連分野に寄附講座を開講
○ 官⺠連携を推進する上で、国内企業の⽀援機関として（⼀社）ASEAN⾷産業⼈材育成協会（afh）を設⽴

ASEAN各国の連携⼤学

寄附講座
設置

協⼒

講師派遣 講師派遣
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プロジェクトの内容 １．寄付講座の設置・運営
○ 連携⼤学において、⽇本の企業から専⾨家を派遣して実践的な講義を提供。また、⼤学等の希望に応じた専⾨セミナ
ー実施や⽇本企業と⼤学との共同研究・調査等を⽀援。

○ これにより、現地の若い⼈材の育成に取り組むとともに、⽇本企業のPRや親⽇感情の醸成にも寄与。

ASEAN各国の⼤学において、学⽣（主に⼤学院⽣を対象）や⼀般参加者に、農業、⾷品産業等のバリューチェーンに関する講義や専
⾨セミナー等を実施。各⼤学のカリキュラムに合わせて⽇本企業等から専⾨家を派遣して講義を提供。
⼀般的な講義だけでなく、技術の習得等を⽬的とした実習や実地研修、インターンシップなどにも取り組む。

１．寄付講座の設置、運営

２．共同研究、共同開発の推進

カセサート⼤学での講義の様⼦

⼤学と⽇本企業等が協⼒して取り組む研究や調査等を推進するため、⽇本企業等からの専⾨家派遣や必要となる分析機器等の導⼊
などを⽀援。

３．⽇本発の規格の普及

⽇本発のJAS及びJFS（⾷品安全管理規格）について、現地のビジネスパーソンにまで対象を拡⼤して専⾨講座、分析実習等を実施。
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プロジェクトの内容 ２．⽇本企業の海外展開⽀援
○ （⼀社）ASEAN⾷産業⼈材育成協会と連携し、ASEAN地域への海外展開を⽬指す⽇本企業の⼈材採⽤活動、
共同研究・調査及び国内外での企業PR等を⽀援。

○ 本取組を通じて連携⼤学との共同研究に取り組む事例や現地の優秀な学⽣の採⽤が始まっている。

１ ⼈材採⽤活動を⽀援

（１）⼤学での個別企業採⽤セミナー等の開催⽀援
寄付講座の開講に伴い、ASEAN各⼤学で個別企業

説明会の開催⽀援。⼤学が主催するジョブフェアー等への
出展⽀援

（２）インターンシップ受け⼊れ⽀援
インターンシップ実施のための⼤学との調整、⽇本
への渡航費⽤の⽀援

（３）⼈材データベースの構築と活⽤
⽇本企業への就職を希望する

学⽣情報の収集及び採⽤を希望
する⽇本企業の採⽤情報を掲載
するデータベースを構築

２ ⼤学との連携推進を⽀援

（１）⼤学との共同研究、調査等に係る⽀援
連携⼤学、企業との共同研究等の希望を取り次ぎ、

教授・研究室を紹介。共同研究の⽴ち上げを⽀援
また、⽇本企業等から専⾨家派遣のための渡航費⽤を

⽀援

（２）分析機器等必要な機材等の整備を⽀援
⼤学での共同研究に必要な機器類の導⼊⽀援

３ 企業PR
ホームページ、SNS、広報誌、
新聞等さまざまな媒体を活⽤し
て、本事業における取組の公表
を通じて企業PR

※⽀援内容には現在アセアン事務局等と協議中のものも含まれます。
今後変更の可能性があり得ます。
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これまでの取組実績 第１期事業（平成27〜29年）
○ 第１期事業ではASEAN10カ国10⼤学において講座を設置し、フードバリューチェーン講座⼜は特別セミナーを開催

実施⼤学 開講時期及び期間 参加⼈数（対象） 主な講義内容
1. カセサート⼤学
（タイ）

27/1/26〜2/6（10⽇間）
28/1/25〜2/5（10⽇間）
29/1/30〜2/10（10⽇間）

52⼈（院⽣、学部⽣等）
35⼈（院⽣、学部⽣等）
36⼈（院⽣、学部⽣等）

種苗、⾷品加⼯、流通、外⾷産業、マーケティング
等

2.マレーシアプトラ⼤学
（マレーシア）

27/3/5〜5/28（10⽇間）
28/3/3〜5/19（10⽇間）
29/3/2〜5/25（10⽇間）

80⼈（院⽣、学部⽣等）
80⼈（院⽣、学部⽣等）
80⼈（院⽣、学部⽣等）

⾷⽂化、⾷品加⼯、外⾷産業、マーケティング等

3.ボゴール農科⼤学
（インドネシア）

27/4/7〜6/9（8⽇間）
27/11/3〜12/12（12⽇間）
29/2/14〜3/14（5⽇間）

56⼈（院⽣、学部⽣等）
123⼈（院⽣、社会⼈等）
96⼈（院⽣、学部⽣等）

種苗、⾷⽂化、⾷品加⼯、流通、マーケティング、
外⾷産業等

4.シンガポール国⽴⼤学
（シンガポール）

27/7/31（1⽇間）
28/8/25〜11/1（5⽇間） 40⼈（院⽣等）

発酵、⾷品加⼯、⾷品の機能性、⾷品包装等

5.イエジン農業⼤学
（ミャンマー）

27/8/4〜8/14（9⽇間）
28/11/15〜11/25（9⽇間）

32⼈（院⽣、学部⽣等）
28⼈（院⽣、学部⽣等）

種苗、⾷品加⼯、流通、⾦融、環境対策等

6.ベトナム国⽴農業⼤学
（ベトナム）

27/10/7（1⽇間）
28/8/1〜8/12（10⽇間）
29/7/24〜8/4（10⽇間）

103⼈（院⽣、学部⽣等）
150人（院生、学部生等）

種苗、農業機械、⾷品加⼯、流通、外⾷産業、
マーケティング等

7.ビサヤス州⽴⼤学
（フィリピン）

28/12/1〜12/2（2⽇間） 39⼈（院⽣、学部⽣等） ⾷品安全、⾷品加⼯、流通、マーケティング等

8.ブルネイダルサラーム⼤学
（ブルネイ）

29/4/10－12（3⽇間） 47⼈（院⽣、学部⽣等） ⾷品加⼯、流通、外⾷産業、環境対策等

9.王⽴カンボジア農業⼤学
（カンボジア）

29/6/19〜6/39（9⽇間） 71⼈(院⽣、学部⽣等） 農業、⾷品加⼯、流通、外⾷産業、マーケティング、
JAS規格等

10.ラオス国⽴⼤学 （ラオス） 29/9/4〜9/12（5⽇間） 34⼈（学部⽣等） 農業、⾷品加⼯、⾷品流通、外⾷産業、マーケ
ティング、六次産業化
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これまでの取組実績（タイの事例） 開講式典・レセプション等

タイでの開講式の様子
記念の盾の贈呈

タイ開講式での鏡割り

カセサート大学での講義の様子

平成27年１月 タイ

タイでの和食イベント

○ 開講式典に併せて⽇本⾷普及のためのレセプションを開催
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これまでの取組実績 第２期事業（平成30年〜32年）
○ 平成30年１⽉から連携10⼤学において第２期事業を開始
実施⼤学 開講時期及び期間 参加⼈数（対象） 主な講義内容
1. カセサート⼤学（タイ）

農業ビジネス学部農業技術学科
2018/3/22〜4/4（10⽇間）
2019/1/28〜2/8（予定）

30⼈（院⽣、学部⽣等） 種苗、⾷品加⼯、流通、外⾷産業、マーケ
ティング等

2. マレーシアプトラ⼤学（マレーシア）
農業ビジネス学部、⽣物資源経済学部

2018/3/1〜5/24（10⽇間）
2019/2〜5（予定）

74⼈（院⽣、学部⽣等） ⾷⽂化、⾷品加⼯、外⾷産業、マーケティ
ング、環境対策等

3. ボゴール農科⼤学（インドネシア）
農業経営学科

2018/2/20〜3/6（3⽇間）
2019/3/12〜4/30（予定）

96⼈（院⽣、学部⽣等） 農業、⾷品加⼯、流通、マーケティング、外
⾷産業等

4. シンガポール国⽴⼤学
化学学部⾷品科学技術学科

2018/11/26〜29 分析実習
2019年実施に向けて調整中

⼤学の講師、研究者等 機能性食品、残留農薬分析実習

5. イエジン⼤学（ミャンマー）
園芸・農業バイオテクノロジー学部

2018/8/20〜24（5⽇間）
2019/8（⽇程調整中）

61⼈（院⽣、学部⽣等） 種苗、⾷品加⼯、流通、⾦融、環境対策
等

6. ベトナム国⽴農業⼤学
食品科学技術学部

2018/7/23〜8/3（10⽇間）
2019/7/23〜8/3（予定）

185⼈（院⽣、学部⽣等） 種苗、⾷品加⼯、流通、外⾷産業、マーケ
ティング、環境対策等

7. ビサヤス州⽴⼤学（フィリピン）
食料科学技術学部

2018/9/11〜14（4⽇間）
2019/10（⽇程調整中）

62⼈（院⽣、学部⽣等） ⾷品安全、⾷品加⼯、流通、環境対策、
JAS等

8. ブルネイダルサラーム⼤学（ブルネイ）
農産業学部

2019年実施に向けて調整中

9. 王⽴カンボジア農業⼤学（カンボジア）
農産業学部

2018/5/30〜6/12（9⽇間）
2019/6（⽇程調整中）

106⼈(院⽣、学部⽣等） 農業、⾷品加⼯、流通、外⾷産業、マーケ
ティング、JAS等

10. ラオス国⽴⼤学
農学部

2019年実施に向けて調整中



⽇・アセアン連携による新産業⼈材育成⽀援事業 【平成31年度予算概算要求額 134（155）百万円】

＜対策のポイント＞
⾷産業の海外展開に資する現地の担い⼿の育成と⽇本の⾷品規格等の国際化を促進するため、アセアン域内主要⼤学に設置した農産物・⾷
品のバリューチェーン専⾨の講座等において、学⽣及び⺠間企業等を対象とした実践的な講義、実習等の実施を⽀援します。
＜政策⽬標＞
○ ３か国以上で、農産物・⾷品のバリューチェーン関連の学部⽣・院⽣を合計30⼈以上養成する。［平成32年度まで］
○ ４か国で現地⾷品事業者等による⽇本の標準・規格の理解・活⽤を促すことにより、現地の課題解決に貢献するとともに各国との関係強化に
つなげる。 ［平成32年度まで］

［お問い合わせ先］（１）⼤⾂官房海外投資・協⼒グループ （０３－３５０２－５９１３）
（２）⾷料産業局知的財産課・⾷品製造課（０３－６７３８－６４４４）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

アセアン諸国の主要⼤学等での専⾨講座等の実施

○ アセアン諸国の主要⼤学の中に専⾨講座を設置⼜は既存研究室との連
携を図り、⽇本の⺠間企業等の参画の下、種苗⽣産から⾷品加⼯、標準・
規格、流通、消費に⾄る分野について、実践的な学習、研究活動を⽀援す
ることで、現地学⽣等の農産物・⾷品のバリューチェーンに関する理解の深化、
技術習得を図るとともに、ＪＡＳやＪＦＳ等の普及・浸透を図ります。

○ アセアン諸国からのニーズに対応し、座学のほか、技術実習やインターン
シップ 等も実施していく予定です。また、⾷品安全管理や⾷品分析に関す
る講座につ いては、⺠間事業者や政府関係者等にも対象を拡⼤して実施
します。

○ 主な講義内容は、種苗、⾷品加⼯、流通、外⾷産業、マーケティング、
⾷⽂化、農業、新事業創出、⾦融、環境対策、機能性⾷品、分析技術、
⾷品安全管理、⾷品規格等を予定しています。

国 ASEAN事務局
拠出⾦

100％

＜事業の流れ＞

ASEAN事務局
（インドネシア・ジャカルタ）

農林⽔産省

⾷品関連企業等 ASEAN10か国の
農業系⼤学

連
携

資⾦拠出
専⾨家派遣

講座設置

⺠間協⼒
（講師派遣・共同研究など）

＜講座の様⼦＞

マレーシアプトラ⼤学での講義の様⼦ ⽇系⾷品企業の⼯場で説明を受ける
ベトナム国⽴農業⼤学の学⽣

王⽴カンボジア農業⼤学での講義の様
⼦




