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資料：ATカーニー社が推計した資料から農林水産省作成。2009年為替平均値  １ドル94.6円で換算 

 ATカーニー社の推計によれば、世界の食市場規模（日本市場を除く）は340兆円（2009年）から680

兆円（2020年）へ拡大 

680兆円 

340兆円 

２００９年 ２０２０年 

○ 世界の食市場規模（日本を除く） 

1 

１．世界の食市場規模 



○食品産業のアジアにおける現地法人数（業種別） ○食品産業のアジアにおける国別現地法人数(2012) 

○国内法人数に対する現地日系法人数の比率 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

食料品製造業 329 327 357 379 387 404 401 413

飲食店 41 48 46 53 57 62 68 73

流通、貿易（物流含） 163 179 174 156 168 187 198 208

計 533 554 577 588 612 653 667 694

出所：東洋経済新報社「海外進出企業総覧」を基に農水省作成 
対象国・地域：中国、香港、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、台湾、韓国、ﾏﾚｰｼｱ、ﾀｲ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、 

      ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｼｭ、ｲﾝﾄﾞ 

世界（ｂ） アジア（ｃ） （ｂ／ａ） （ｃ／ａ）
食品製造業 33,621 474 401 1.4% 1.2%

その他製造業 199,565 9,369 6,831 4.7% 3.4%

国内
法人数（ａ）

現地日系法人数 比率

出所：国内法人数は、総務省・経済産業省「平成24年経済センサス‐活動調査  
    製造業(産業編)」を基に農水省作成 
    現地日系法人数は、東洋経済新報社「海外進出企業総覧」を基に農水 
    省作成 

出所：東洋経済新報社「海外進出企業総覧2013」(2012年実績) 
    を基に農水省作成 

○ 我が国の食品産業の海外展開は、今世紀に入ってからアジア市場を中心に本格化し、アジアにお
ける現地法人数は、2012 年で６９４社となっている。 

○ しかしながら、国内法人数に対するアジアの現地法人数の比率をみると、食品製造業の割合は、そ
の他製造業と比較して、３分の１と低い。 

  
２．日本の食品産業の海外展開状況 
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出所：東洋経済 海外進出企業総覧2013をもとに農水省作成 

アジア 
欧州 

北米 

中南米 

オセアニア 

アフリカ 

694 

78 

39 
5 
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中東 

42 

全地域1032法人に対して 
 

→ 694法人約2/3がアジア 

172 

業種：食料品製造、食料品卸売、小売(百貨店、スーパー）、飲食・外食 

地域の状況に応じた 
 海外展開の戦略が必要 

～ 日本の食品関連企業の海外現地法人分布 （2012年）  ～ 
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● 世界の食市場が急速に拡大する中で、産学官連携で日本の「強み」を活かした生産から製造・加工、 
 流通、消費に至るフードバリューチェーン構築のための戦略の検討を行うため、平成26年４月、食品関 
 連企業、関係府省・機関、学識経験者で構成する「グローバル・フードバリューチェーン戦略検討会」を 
 設置。   
● ４回の会合を経て、平成26年６月６日に戦略をとりまとめ。 

グローバル・フードバリューチェーン
戦略検討会 

○メンバー 
 
【座長】      板垣東京農業大学教授 
【座長代理】   荒木国際開発ジャーナル社主幹 
【民間企業】   前川製作所、クボタ、丸紅、             
            川商フーズ、ハウス食品、吉野家、 
            モスフードサービス、不二製油、 
            イオン、国分、全農、日本通運、 
            日本種苗協会、みずほ銀行 
【地方自治体】  北海道庁 
【関係府省・機関】  内閣官房、外務省、財務省、 
              経産省、国交省、農水省、 
                            JICA、JETRO、JBIC、JIRCAS、 
              NEXI、クールジャパン機構、 
              A-FIVE、日本政策金融公庫 
 

グローバル・フードバリューチェーン
戦略検討会の審議経過 

【平成26年】 
４月25日（金） 第１回検討会 
  ・GFVC戦略検討会について 
  ・GFVC構築に向けた取組状況について 
 （農水省、ＪＥＴＲＯ、ＪＩＣＡ、ＪＩＲＣＡＳ、板垣東京農業大教授） 
 

５月15日（木） 第２回検討会 
 ・ GFVC構築に向けた取組状況について 
 （みずほ銀行、ハウス食品、不二製油、前川製作所、丸紅、 
  日本種苗協会） 
 

５月22日（木） 第３回検討会 
  ・GFVC構築に向けた取組状況について 
  （イオン、クボタ、国分、全農、日本通運、ＮＥＸＩ、北海道庁） 
 

５月30日（金） 第４回検討会 
  ・GFVC構築に向けた取組状況について 
  （川商フーズ、モスフードサービス、吉野家、日本政策金融公庫） 

  ・GFVC戦略について 
 
６月６日（金）  GFVC戦略とりまとめ 4 

３．グローバル・フードバリューチェーン戦略検討会 



○ 食料・農業・農村基本計画（平成27 年3月31 日閣議決定） 

 ４．フードバリューチェーン構築の政策上の位置付け 

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

１．食料の安定供給の確保に関する施策 

（４）グローバルマーケットの戦略的な開拓 

  今後成長が見込まれる世界の食関連市場の獲得に向けて、成長著しいアジア諸国のみならず、より購買力の高い人口を多く擁する欧米の大市場も重  
 視しつつ、日本の農林水産物・食品の輸出や、食品産業のグローバル展開を促進する。また、知的財産を戦略的に創造・活用・保護する取組を促進する。 
 ① 官民一体となった農林水産物・食品の輸出促進  

イ 輸出阻害要因の解消等による輸出環境の整備 

    （前略）途上国等において、官民連携によるフードバリューチェーンの構築を図るため、平成26年６月に策定した「グローバル・フードバリューチェーン 
    戦略」に基づき、我が国の食品産業の海外展開等を通じたコールドチェーン（低温流通体系）、流通販売網等の整備を推進する。 
 
 ② 食品産業のグローバル展開 
     食品産業が持続的に発展していくためには、成長著しいアジアなど世界の食関連市場も取り込んでいくことにより、その事業基盤を拡大、強化してい 
   くことが重要な戦略の一つである。このため、日本食や日本の食文化の海外への普及を図る取組とも連携しつつ、食品産業の海外展開を促進するた   
        めの環境整備を推進する。 
           具体的には、「グローバル・フードバリューチェーン戦略」に基づき、二国間の政策対話や経済連携等を活用し、食品安全や動植物検疫関連の規格  
        や基準、知的財産権保護等の規制や制度などのビジネス投資環境の整備を推進するとともに、官民連携によるフードバリューチェーンの構築を図る。 
        あわせて、農産物や食品に関する国際規格や基準について、我が国の実態を適切に反映させるため、その規格や基準の策定に至る議論に積極的  
        に参加する。（以下略） 
 
（５）様々なリスクに対応した総合的な食料安全保障の確立 
  ② 海外や国内におけるリスクへの対応 
   食料の安定供給に関するリスクの定期的な分析、評価の結果を踏まえ、平素から、食料供給への影響を軽減するための対応策を以下のとおり検討 
  し、実施する。 
  ウ 国際協力の新展開 
         「世界の食料安全保障」と途上国の経済成長等に貢献するため、新たな途上国支援の仕組みとして官民連携によるフードバリューチェーンの構築を 
      推進する。具体的には、二国間政策対話等を活用し、民間投資と連携した協力を行う。その際、現地の理解を得る等の観点から、平成26年10月に世 
      界食料安全保障委員会（Committee on World Food Security）で採択された「農業及びフードシステムにおける責任ある投資のための原則」に沿って進 
      める。（以下略） 
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○ 「日本再興戦略」改訂2014（平成26 年6月24 日閣議決定） 

○ 攻めの農林水産業推進本部とりまとめ（重点事項） 
 （平成25年12月11日農水省本部決定）   

○ インフラシステム輸出戦略  
(平成25年5月17 日経協インフラ戦略会議決定、平成26年6月3日改訂) 

Ⅴ 具体的施策 

１．国内外の需要を取り込むための輸出促進、地産地消、食育等の推進 

 ① ＦＢＩ戦略による食文化・食産業のグローバル展開 

   「国別・品目別輸出戦略」に沿って、ＰＤＣＡサイクルを徹底しながら、 

ＦＢＩ戦略による食文化・食産業のグローバル展開を推進 

 （Made BY Japan） 

  ・ グローバル・フードバリューチェーン戦略に基づき、日本の食産業の

海外展開と経済協力の連携等によるフードバリューチェーン構築を推進 

 （Made In Japan） 

  ・ グローバル・フードバリューチェーン戦略に基づき、コールドチェーン、

流通販売網等の輸出環境を整備 

重点事項４：FBI戦略による輸出拡大 

（１）目標 

  農林水産物・食品の輸出額を2020年までに１兆円に拡大する。 

（２）具体的施策 

 ③ 食文化・食産業のグローバル展開 

   ・ 日本の食文化の普及に取り組みつつ、日本の食産業の海外展開

と日本の農林水産物・食品の輸出促進を一体的に展開することによ

り、グローバルな「食市場」（ＡＴカーニー社の試算によると、今後10

年間で340兆円から680兆円に倍増）を獲得。 

   ・ 世界の料理界で日本食材の活用推進（Made FROM Japan）、日本

の「食文化・食産業」の海外展開（Made BY Japan）、日本の農林水

産物・食品の輸出（Made IN Japan）、の取組を一体的に推進。 

   ・ 経済協力と民間投資の連携による、農業インフラシステム輸出等

を通じた海外におけるバリューチェーン構築支援。 

第２章 具体的施策 

４．新たなフロンティアとなるインフラ分野への進出支援 

（２）農業・食品分野 

 ・ グローバル・フードバリューチェーン戦略に基づき、官民が連携し、日
本の「強み」を活かしたフードバリューチェーン構築を推進 

 ・ 途上国の大学の寄付講座の開設、専門家派遣等を通じた日本の食
産業の海外展開を支える人材を育成 

 ・ 地域別取組方針にフードバリューチェーン構築を位置付け（アセアン、
インド、中東、ロシア、中南米、アフリカ） 

第二．３つのアクションプラン 

二．戦略市場創造プラン 

   テーマ４－①世界に冠たる高品質な農林水産物・食品を生み出す豊か な 

 農山漁村  

・ 平成26年6月に策定したグローバル・フードバリューチェーン戦略に基づ

き、産学官が連携し、有望市場であるアジア等の新興国を中心に、経済

協力を戦略的に活用しつつ、我が国食産業の海外展開等によるコールド

チェーン、流通販売網等の輸出環境の整備とマーケットイン型の輸出体

制の構築を推進する。また、先端技術を活用した生産・加工・流通システ

ムの構築により、地域企業等の農林水産物・食品の輸出促進を図る。 

 

三．国際展開戦略 

  インフラ輸出については、「インフラシステム輸出戦略」改訂版の新たな

施策を迅速かつ着実に実施し、受注目標の達成を図っていく。 

○ 農林水産業・地域の活力創造プラン 
 （平成25年12月10日官邸本部決定、 6月24日改訂） 
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○ 日本の食文化の普及に取り組みつつ、日本の食産業の海外展開と日本の農林水産物・食品の輸出促進を
一体的に展開することにより、グローバルな「食市場」（今後10年間で340兆円から680兆円に倍増）を獲得。 

 

○ このため、世界の料理界で日本食材の活用推進（Made FROM Japan）、日本の「食文化・食産業」の海外
展開（Made BY Japan）、日本の農林水産物・食品の輸出（Made IN Japan）、の取組を一体的に推進。 

～ 食文化・食産業のグローバル展開 ～ 
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（１） 経緯 
  平成25年１月に開催された第１回産業競争力会議での総理指示を踏まえ、新
たな閣僚会議「経協インフラ戦略会議」を設置。 
  
（２） 目的 
 我が国企業によるインフラシステムの海外展開や、エネルギー･鉱物資源の
海外権益確保を支援するとともに、我が国の海外経済協力（経協）に関する重
要事項を議論し、戦略的かつ効率的な実施を図る。 
 
（３）構成員 

議 長：内閣官房長官 
構成員：副総理兼財務大臣、総務大臣、外務大臣、経済産業大臣、 
     国土交通大臣、経済再生担当大臣 
 議長が必要と認めるときは、関係大臣その他関係者の出席を求めることが
できる。（農水省から農林水産大臣・又は副大臣が出席） 

（参考） これまでの開催状況 
第１回（平成25年３月）：ミャンマー   第２回（平成25年４月）：中東・北アフリカ 
第３回（平成25年５月）：基本的な方向性 
第４回（平成25年５月）：第5回ｱﾌﾘｶ開発会議（TICAD V）及びｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ輸出戦略の策定 
第５回（平成25年９月） ：「日本方式」普及のためのODA等の活用について 
第６回（平成25年10月）：インフラシステム輸出戦略のフォローアップ 
第７回（平成25年11月）：ASEAN連結性支援 
第８回（平成26年１月）：インド 
第９回（平成26年３月）：先進地方自治体による都市インフラ輸出 
第10回（平成26年４月）：①北米②これまでの成果と今後の課題 
第11回（平成26年６月）：①防災②インフラシステム輸出戦略の改訂 
第12回（平成26年７月）：中南米 
第13回（平成26年９月）：ミャンマー（フォローアップ及び今後の取組み） 
第14回（平成26年10月）：①ODA大綱改定②ASEAN（官民連携支援の現状と課題） 
第15回（平成27年１月）：官民連携の更なる強化 
第16回（平成27年３月）：①鉄道、②人材育成 
 
 

 

   
（新たなフロンティアとなるインフラ分野への進出支援） 
  日本の医療技術と医療機器等の国際展開や、我が国の
効率的な農業インフラシステム等の海外展開、宇宙システ
ムの活用による資源探査や国土管理、海洋インフラ技術を
活用した海洋鉱物資源や再生可能エネルギーの開発及び
海洋空間利用、クールジャパン戦略との連携など、新たな
フロンティアとなる分野での展開を経済協力の政策支援
ツールも活用して支援する。 
 

（具体的施策） 
 （２）農業・食品分野 
 ・ 今後急速な成長が見込まれる世界の食市場を取り込み、

我が国の食産業の海外展開と途上国等の経済成長の
実現を図るため、グローバル・フードバリューチェーン戦
略に基づき、官民が連携し、健康・安全・高品質等の我
が国の「強み」を活かした生産から加工・流通・消費に至
るまでのフードバリューチェーンの構築を推進。 

   具体的には、先進技術を活用した効率的な農業インフ
ラ、高度な食品製造システム、コールドチェーン等の高
品質な物流システム、日本食・食文化の普及、遺伝資源
保存提供・植物品種保護システムの構築による優良種
苗の提供等を組み合わせた食のインフラシステムの輸
出やフードバリューチェーンへの投資を推進＜農林水産
省、関係省庁、ＪＩＣＡ、ＪＢＩＣ、ＮＥＸＩ、ＪＥＴＲＯ＞ 

○ 平成25年3月、我が国企業によるインフラシステムの海外展開、資源の確保、経済協力の政策支援の活用等の
一体的な推進を図るため、内閣官房に「経協インフラ戦略会議」（議長：内閣官房長官）が設置。 

○ 平成25年5月、同会議は、2020年に約30兆円のインフラシステム受注を目標とする「インフラシステム輸出戦略」
を決定し、26年6月に改訂。この中で、グローバル・フードバリューチェーン戦略に基づく官民連携による日本の「強
み」を活かしたフードバリューチェーン構築が主要施策に位置付け。 

 改訂インフラシステム輸出戦略（抜粋） 

～ 食のインフラシステムの海外展開（経協インフラ戦略会議） ～ 
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経協インフラ戦略会議について 



＜我が国の先進的な農業インフラシステムの海外展開に向けた取組事例＞ 

新規施策等（H27年度） 

～ 食のインフラシステムの海外展開（取組事例） ～ 

既存施策・実績 

○ 2013年度から、農水省予算にて、アジア諸国に適応したほ場整備に係る各種基準（調査・計画・設計）を作成し、モ
デルほ場にて実証・ＰＲを行い、日本型のほ場整備と農業機械を普及させるための補助事業を開始。 

○ 2013年度に基礎調査を実施し、調査対象国をミャンマーとカンボジアに選定。 
○ 2014年度にミャンマーにおけるモデルほ場の設置、カンボジアにおけるモデルほ場の実施地区を選定。 

実施状況（モデルほ場の整備） 

○  ミャンマー・バゴー管区オクトウィン郡（首都ネーピードー近郊）の水田約40haで、モデルほ場の整備を完了。 

モデルほ場の位置 
ほ場整備の施工状況
（2015年1月8日時点） 

テイン・セイン大統領、ミン・フライン
農業灌漑大臣が、モデルほ場を視
察（2015年1月8日） 

○大統領発言 

「ミャンマーでは今後、全国的にほ場
整備に取り組む必要があり、各州にモ
デルほ場を設置する必要がある。」 

「ほ場整備により労働時間が縮減され
るので、畜産の導入など余剰時間の
活用方法について検討すべき。」 

※事業実施主体である（一社）日本水
土総合研究所 が同行 

○ ミャンマーにおいて、農業灌漑省と連携して農業機械の導入効果を実証・ＰＲ予定。カンボジアにおいて、モデルほ 

 場を設置予定。 

食のインフラシステムの海外展開については、関連企業等の参加を得て、グローバル・フードバリューチェー
ン推進官民協議会（後述）等を通じて官民連携した取組を強化していく予定。 9 


