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農業・食品関連産業の海外展開セミナー【中国四国】 

（WEB 配信）  

 

日時：令和 3 年 2 月 10 日（水）13:30～16:30 

配信場所：中四国農政局 会議室 

 

議事概要 

 

1．開会（農林水産省 大澤誠農林水産審議官） 

・ 本日は農業・食品産業の海外展開に関するセミナーである。 

・ 農業・食品産業の海外展開について関心を持つきっかけはいろいろあると思うが、将来、

日本の人口が減り、食品産業の市場が縮小傾向にある中、海外展開に関心を持つことは

自然な流れだ。 

・ 既に海外展開に取り組んでいる企業もあると思うが、国の制度の違いなどさまざまな

点で苦労されていると思う。また、食品産業は地方にある中小企業が多いため、ハード

ルが高いと感じている方が多いのではないだろうか。 

・ 農林水産省として海外展開を支援するため、5 年前からグローバル・フードバリューチ

ェーン（GFVC）官民推進協議会を始めた。官であるわれわれと民間とが共同して、さ

まざまな課題に取り組んでいる。 

・ その中でも農林水産物の輸出の促進は、日本の人口が減少する中で、日本の農林水産業

の供給先を確保するために、 重要課題として取り組んでいる。 

・ 8 年連続で農産物の輸出額が増えており、現在は 9,000 億を超えたぐらいだ。10 年前

の倍となっている。海外投資については、マスコミで取り上げられることは少ないが、

食品産業関係者の方々の努力により、2010 年度 2.5 兆円であった海外売上高が 2017

年度には 5.9 兆円と倍になっている。 

・ さらなる発展のため、設立から 5 年を経過したのを機に、これまでの取り組みを検証

し、GFVC 推進官民協議の見直しを行った。その際に、地方の中小企業が個別に進出す

ることにリスクがあるのではないかということが話題となった。 

・ 今はどの国も食品の輸出に力を入れており、国同士の競争も激しくなっている。途上国

を中心として、日本からの投資を受け入れながらも、国内の産業を発展させるために、

さまざまな規制がかけられている。また、食品の分野は地域性の強いものであるため、

想定していなかった規制があることもある。例えば、しょうゆやみりんなど日本では身

近な調味料でも、海外では思わぬ規制があったため、われわれで規制緩和に取り組んだ

という事例もある。 

・ 地域の方々をできるだけまとまった形で、特定の外国の地域に展開できるよう取り組

みたいと考えている。また、規制の問題が出た際には、農林水産省が代わって交渉する
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ことで、Win-Win の関係がつくれたらと考えている。 

・ 本日は日本貿易振興機構（ジェトロ）との共催である。GFVC 構築のための、政府系組

織の支援措置についての説明もある。説明いただくジェトロ、国際協力機構（JICA）、

中小企業基盤整備機構、政策金融公庫の方々に感謝する。また、中国四国地域から先行

的に海外に進出したオタフクソース、ヤマキ、両備ホールディングスの方にも説明いた

だく予定だ。中国地方の地域性を生かしながら海外に進出した成功事例として、体験を

共有したい。協力に感謝する。 

・ 本日のセミナー参加により、海外展開に取り組む方が少しでも増えることを期待し、あ

いさつとさせていただく。 

 

2．グローバル・フードバリューチェーン構築推進プランの説明 

（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 

 2014 年に「グローバル・フードバリューチェーン戦略」（GFVC 戦略）を策定した。

物の輸出にとどまらず、生産、加工、流通、消費のバリューチェーン全体を通じて、日

本企業が付加価値を獲得し、GNP だけでなく、国民所得の増大を図る戦略である。2019

年に見直しを行い「グローバル・フードバリューチェーン構築推進プラン」（GFVC 構

築推進プラン）を作成した。 

 GFVC 戦略に基づき、官民協議会を設置した。登録メンバーは 600 を超えており、二

国間プログラム等の策定、相手国政府や企業との関係構築支援、相手国の規制緩和や投

資の改善、食品に係る日本型制度の普及などに取り組んでいる。 

 当初、食関連産業の海外売上高は 5 兆円を目標にしていたが、2017 年度には 5.9 兆円

となり、前倒して目標を達成した。 

 GFVC 構築推進プランは、途上国・新興国で増加する中間層・富裕層を中心に、日本の

強みであるさまざまな食関連の技術・ノウハウを生かして市場の獲得を目指し、5 つの

取り組みを推進する。 

 1 つ目が、各国・地域における取り組みの重点化。主な途上国・新興国について、わが

国の食関連企業の進出状況やフードバリューチェーン（FVC）の発展段階に応じて、取

り組みを重点化し実施する。 

 2 つ目が、企業コンソーシアム形成・計画策定支援。複数の企業が連携し、わが国の優

れた技術をパッケージで考え、海外展開を支援する。 

 3 つ目が、地方企業の進出促進。海外で求められている優れた技術を有する地方の生産

者・企業の海外展開を支援する。 

 4 つ目が、輸出と投資の一体的促進。輸出促進と海外投資のシナジーを 大限に生かし、

一体的に促進する。2021 年の夏をめどに、食産業の海外展開の在り方を深掘りするた

め、政府内で議論を行っている。 

 5 つ目が、スマート農業技術の海外展開の推進。日本の優れたスマート農業技術や、流
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通や消費に至るデータ連携基盤の海外展開を推進する。登録メンバーには既に案内し

たが、2 月 17 日に GFVC 推進官民協議の分野別協議会として、スマートフードチェー

ンの研究会を行う予定である。 

 本セミナーでの説明は省略するが、国別での戦略も立てている。 

 農林水産省では協議会メンバーに、定期的な情報提供やイベントやセミナーの案内、二

国間政策対話や官民ミッションについてメールにて案内している。特に義務もないた

め、ぜひ登録していただきたい。 

 

3．中国四国地方からの海外展開・輸出事例の紹介 

（1）当社海外展開について 

 （オタフクソース株式会社 国際事業本部 宮田裕也本部長） 

 当社はソースを中心にした製造業で、広島に本社があり、売り上げが約 250 億円、従

業員数が約 600 人の会社である。2009 年からホールディングス体制となり、9 社で連

結して事業を推進している。私はオタフクソース株式会社の海外セクションに所属し

ている。アメリカ、中国、マレーシアに海外法人があり、オタフクソース株式会社の管

理課で事業を行っている。 

 当社のミッションは、「食を通じて『健康と豊かさと和』をもたらし、笑顔あふれる社

会に寄与します」である。「『モノ』売りではなくて『コト』売り」をする。ソースやお

好み焼きミックス粉の販売を通して、それらを使ったメニューの価値を高めるよう事

業に取り組んでいる。 

 2008 年に「Wood Egg お好み焼館」を開館した。お好み焼きの情報を発信し、お好み

焼き体験や、お好み焼き屋さんを始めたい人向けの研修を行っている。また、2018 年

には、外国人観光客向けにお好み焼き体験ができる施設、「OKOSTA（オコスタ）」を

広島駅に開館した。 

 数年前から海外を視野に入れ、片仮名だったロゴをアルファベットに変え、世界をター

ゲットにして活動している。 

 海外への取り組みについて。初期は、広島県とともに海外での食イベントに出店してい

た。1990 年後半に専門セクションを設け、アメリカに向けて活動を開始した。当時は、

お好み焼きの認知度を高めることが活動の中心だった。2000 年前半は停滞期で、海外

展開への活動をしていても採算が取れない状況だった。その後、海外事業の立て直しを

図り、中国で現地法人をつくったり、アメリカや中国、マレーシアで工場を造ったりし

た。現在は、国際事業本部という組織を設置し、拠点を台北にも広げるなどし、取り組

みを続けている。 

 アメリカは 1990 年代後半に現地法人を設立し、事業拡大のため工場を造った。中国で

の実績はあまりなかったが、トップダウンにより中国市場へ参入した。アメリカ、中国

での取り組みを踏まえ、現地で生産機能を持たせるメリットを考え、東南アジアへの進
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出を検討し、マレーシアで合弁事業として活動を始めた。マレーシアでは、ハラル市場

に向けて取り組みを進める体制が整っている。 

 海外展開の方針は、日本の食文化としてお好み焼きを普及させること、そして日本の調

味料であるソースを広げることである。日本国内ではオーダーメイド製品も取り扱っ

ており、ここでのノウハウを生かしていこうと考えている。 

 海外の市場へのアプローチとして、まず各国の日本人向けマーケットから取り組みを

始めた。日本人向けマーケットは参入しやすいが、市場規模が小さい。そのため、今は

現地の日本食市場、現地の食市場にまで取り組みを広げている。 

 すしが現地で大衆化した経緯を参考に、日本人向けの飲食店や小売店から、徐々に現地

のスーパーやレストランに向けて取り組みを広げている。 

 取り組みを進める中で、輸出食材は現地で大衆化するほど、コストが現地に見合うよう

になってくると実感している。 

 海外展開が進むにつれ、会社の組織も変化した。私が着任した 2009 年時点では国際事

業部は単体の組織であったが、海外にグループ会社ができたり、営業に特化した組織を

つくったりとさまざまな機能が付加された。それに伴い、求められる人材の質や数が増

しており、十分な人材が確保できないことが課題となっている。 

 海外では 70％近くがレストランなどの業務用であるが、コロナ禍を受けて、昨年夏ご

ろより家庭用にシフトしている。また、COVID-19 の影響が少なかった中国や台湾で

は売り上げを伸ばしている。韓国はおととしの不買運動の影響により、停滞している状

況だ。 

 昨年春から、家庭でお好み焼きを作る機会を増やしてもらうため、冷凍食品などの小売

商品を見直し、関連商品を拡充している。 

 コロナ禍で現地に行けないため、営業部門では動画コンテンツを作成したり、リモート

で対話や商談をしたりできるよう環境整備を整えた。現在は活動できていないが、イベ

ント参加やお好み焼き教室なども行っている。 

 欧米では高い価格で販売されており、店構えもしっかりとした造りになっている。海外

進出しているラーメンチェーンと共同でメニュー展開に取り組み、日本の食文化を広

めるための活動を行っている、 

 アジアでは、日本と似たような形で展開が進んでいる。デリカやすしチェーンにもメニ

ューを展開している。欧米よりお好み焼きが知られており、ピザやフライドチキンのお

好み焼き味などが商品化されているようだ。日本で食べた味を現地で楽しみたいとい

うニーズもある。 

 お好み焼きは名前の通り、好きなものを入れる食べ物である。民族や宗教、ポリシーに

合わせて、自分たちの好みのものを取り入れて楽しめる食べ物になると思う。 

 1 社でできることは限られている。海外での情報を共有し、日系企業と協力しながら、

海外展開に取り組んでいきたい。協力することで想像していなかったアイデアが生ま
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れることもある。今は交流が難しい状況であるが、興味があればぜひ当社に声を掛けて

いただきたい。 

 

（2）海外事業のご紹介 

 （ヤマキ株式会社 海外事業部 青野拓也事業部長） 

 当社は本社が愛媛県伊予市にある。1917 年に削りぶしメーカーとして創業してから、

「鰹節・だし」一筋に 100 年歩んできた。東京には営業本部があり、札幌から九州まで

支店がある。製造の拠点は愛媛で、群馬にも工場を持っている。 

 1917 年創業時は、かつお節を手削りしている家庭が多かったようだ。簡単においしく

かつお節が食べられる商品開発から商売を始めた。時代の進化とともに、簡便性や専用

性の商品を開発してきた。海外事業は 1980 年代に始めた。 

 当社のサプライチェーンにおいて、原料購入では、豊富な量とさまざまな種類のかつお

節の原料を、グローバルなネットワークを使って調達しているのが強みである。技術開

発では、かつお節の開発や機能性開発を行うかつお節・だし研究所がある。製造では、

かつお節そのものの固体の事業から、だしの素やだしパック製品などかつお節を粉砕

して調味料と調合していく粉体事業、だしを抽出して麺つゆや白だし、および鍋つゆに

するまで、かつお節を使い切るバリューチェーンを展開している。マーケティング、販

売・サービスでは、インテージの市場調査では、和風だし製品の中の削り節と白だしと

いうカテゴリーで国内シェア 1 位である。 

 だしを日本でより広め、また世界へ広めていきたいという思いのもと「だし活プロジェ

クト」に取り組んでいる。 

 海外事業は、1981 年に台湾向けに「だしの素」の輸出することから始まった。1990 年

代はアメリカとアジアにおいて海外ネットワークを拡大し、2000 年代に海外重点拠点

に現地法人を設立した。 

 海外事業をさらに強化するため、国際規格に対応した生産体制を整え、国内の 5 つの

工場で FSSC22000 を取得した。また、モルディブ工場では、カツオを漁獲から 終製

品まで「持続可能な漁業普及に配慮したサプライチェーンの構築」という戦略のもと、

MSC 漁業承認および MSC、CoC 承認を取得した。 

 海外事業は大きく 3 つある。1 つ目が日本からの輸出事業で、累計で約 30 カ国にかつ

お節やだし製品を輸出している。2 つ目が海外製造子会社による現地製造現地販売であ

る。3 つ目が海外子会社同士のグループ間販売で、社内では「海外 to 海外」と呼んで

いる。 

 海外拠点として、台湾にはヤマキ製品全般の販売をするグループ会社、台灣雅媽吉があ

る。中国には販売会社の雅媽吉上海商貿、液体調味料を製造する雅媽吉上海食品がある。

インドネシアではかつお節製造会社をジョイントベンチャーで設立し、韓国にはかつ

お節製品の製造会社のヤマキコリアがある。アメリカではかつお節、削り節製品を作る
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製造会社および販売会社を設立した。モルディブには漁獲からかつお節製造までを担

う YMAK がある。海外事業をさらに展開していきたい。 

 現在の海外事業は、台湾、アメリカ、中国、韓国、この 4 カ国が重点の国である。この

4 カ国には現地法人を置き、ビジネスを強化してきた。和食レストラン向けの商品提供

が主流だったが、コロナ禍により大きな影響が出ている。 

 社内で言われている海外事業部のミッションは、日本の伝統である「鰹節・だし」を食

品だけではなく製品の販売を通じてだし文化を海外に広げていくこと、「鰹節・だし」

のおいしさと健康を海外のお客さまに届けていくこと、ヤマキが将来的に発展をし続

けるために成長ドライブになることである。 

 海外事業の展開において、各国の食品法規制や、添加物や原材料などのラベル表示規制

には留意する必要がある。以前は国内で作った商品に輸出ラベルを貼り輸出していた

が、各国の規制が厳しくなるにつれ、海外専用のオリジナル製品を開発して輸出する、

または現地で作って現地で販売するようになっている。 

 日本では当たり前の存在としてある「鰹節・だし」だが、海外では知らない人も多く、

今後どのようにマーケティングをするかが課題である。以前は現地の料理を食べるこ

とや、食品展示会やスーパーの店頭での試食販売などで、現地の嗜好性を把握し、アイ

デアが生まれていた。しかし、コロナ禍を受け、マーケティング手法を変えなければな

らなくなった。 

 2020 年度は EC サイトを設立したり、現地に向けた SNS の開設および現地法人の Web

サイトを設置したり、メニュー開発や動画配信などの準備を進めた。農林水産省の「令

和 2 年度 輸出等新規需要獲得事業補助金」も利用し、準備が整いつつある。これから

ウィズコロナの時代に、どのように「鰹節・だし」を海外に広めていくか、新たなビジ

ネススキームを構築していきたい。 

 主要国での活動について。中国では雅媽吉上海食品で製造して、雅媽吉上海商貿で販売

している。日本食の外食レストランでメニュー展開して、EC で販売するスキームを作

っている。 

 アメリカでは、Yamaki USA のサイトをオープンしたり、アメリカでも人気のあるお

好み焼き・たこ焼きメニュー、すしのテイクアウトメニューを提供したりしている。ま

た、Amazon で日本からの輸出品および現地で製造している商品を販売しながら、購入

者のレビューからニーズを把握し、次の商品開発につなげるスキームを構築している。 

 韓国では、かつおパックの事業を強化している。Facebook、Instagram を立ち上げ、

動画配信する予定だ。 

 1 社だけで世界中に商品を広めることは難しい。他社と連携して取り組みを進めていき

たい。 

 

（3）コールドチェーン海外進出の事例と今後の展開 
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  （両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

 弊社は岡山に本社がある、創業 111 年の会社である。サービス業を主とし、タクシーや

バス、フェリーなどのトランスポーテーション・トラベル部門、企業・行政向けのシス

テム販売を行う ICT の事業、またスーパーや不動産開発も行う、地元岡山に根差して

いる会社だ。 

 海外進出は約 10 年前から取り組み始めた。東南アジアを拠点に事業を展開しており、

2013 年にベトナム上場の物流会社に出資、資本提携したことから海外進出が始まった。

資本提携をした先をメインに事業展開するつもりであったが困難な状況もあり、翌年

2014 年にベトナムで倉庫を運営する現地法人を立ち上げた。2016 年にはミャンマー

に倉庫を立ち上げ、2019 年は ICT でラオスに進出した。直近では 2019 年にベトナム

の運送会社に出資し、東南アジアでコールドチェーンの物流に取り組んでいる。 

 タイやシンガポール以外の東南アジアでは、温度管理された物流が未だ整っていない。

特にミャンマーには、多くの日本企業が進出しているが、冷凍や冷蔵の物流プレイヤー

が少ない。 

 ベトナムのホーチミンで自社倉庫を、ハノイで貸倉庫を利用して、南北を結ぶ南北間物

流に取り組もうとしている。ホーチミンは日系企業の進出も多く、食品の冷凍・冷蔵管

理の需要があり、冷凍・冷蔵倉庫はほぼ 100％稼働している状況。ベトナム全体でも温

度管理の物流や倉庫が求められており、さまざまな企業が投資するのではないかと聞

いている。 

 ベトナムでの物流サービスは、食品登録サポートや輸入者代行の輸出入通関関連サー

ビス、温度管理品や常温保管、保全などの保管サービス、弊社またはパートナー会社の

トラックを使った運送サービスの 3 つである。 

 ミャンマーのティラワ工業団地に 9 温度帯管理が可能な大型倉庫を運営している。ミ

ャンマーでの物流サービスはベトナムと同様に、輸出入通関関連、保管、運送である。 

 東南アジアに進出したのは、物流会社として、食の安全を確保すること、また冷蔵が必

要な医薬品などを保管・物流を供給することで、地域の方々の健康促進と経済発展に貢

献できるのではないかと考えたためだ。 

 今後も東南アジアでのコールドチェーン構築を進めていきたいが、コロナ禍により現

地に行くことが難しいため、今年度はこれまでの海外進出の振り返りを行った。今日の

本セミナーで、とりまとめたものを共有するので、参考にしてもらいたい。 

 海外進出する際に、困難であったことを５つ挙げる。 

 1 つ目は具体性のある事業計画、売り先候補のリスト化について。弊社では、東南アジ

アは成長している市場で、うまくいくだろうという楽観的な事業計画でスタートした

が、振り返れば顕在・潜在顧客のリスト化が必須だったと考える。 

 2 つ目は、時間・費用をかけた市場調査。市場調査会社のレポートは大変重要で、時間

と費用かけた市場調査は必須であったと考えている。 
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 3 つ目は進出時に撤退基準を明確化することである。うまく進むことを前提に海外進出

を計画したが、想定の前提が崩れることもある。撤退基準を明確化しておけば、慌てる

ことなく対応できるだろう。 

 4 つ目が人材育成だ。現地に派遣する駐在員にふさわしい人材、物流事業の専門性や言

語能力を持った人材がいるか。日本側でも現地の会計事務所や法律事務所とやりとり

できる人材がいるか。スタート時は外部から人材を調達することでも対応できるが、海

外進出を拡大するのであれば、自社の従業員を成長させることは欠かせない。 

 5 つ目以降は本社側の体制についてだ。本社側でもさまざまな体制づくりが必要であっ

たという反省がある。為替リスクの指針を作成すること、現地法人に対しての支援が税

制に問題ないかを事前に検討すること、出向者の処遇をどうするか決めておくことや

クロスボーダー決済についての準備をすること、赴任者の安全管理などが必要だ。 

 今後の事業展開として、コロナ禍で現地調査が難しい状況だが、東南アジアにコールド

チェーンを広げ、地域の食品や食の安全、健康の増進に少しでも貢献していきたいと考

えている。 

 岡山と東京に担当者がいるので、質問があれば問い合わせてほしい。 

 

質疑応答 

質問（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 

コロナ禍を受け、商品の需要が業務用から家庭用に比重を移していると思う。一時的な動き

と、日本の食文化が浸透したことによる家庭用の需要増と、両方の動きがあると思う。この

流れをどう見ていて、どのように対応しようとしているのか。 

回答（オタフクソース株式会社 国際事業本部 宮田裕也本部長） 

現地で確認しているわけではないので正確には把握できていないが、家庭の中で新しい食

事を楽しみとして取り入れるニーズが高まっているようだ。アメリカと中国の EC サイト

でも売り上げが伸びてきており、リモート料理教室も好感触を得ている。一過性のものとす

るのではなく、これを機に、お好み焼きのカスタマイズ化、現地化を目指して家庭に向けた

取り組みを行いたい。 

回答（ヤマキ株式会社 海外事業部 青野拓也事業部長） 

現地の和食レストラン向けのビジネスが中心であったため、コロナ禍で大きな苦戦を強い

られている。台湾だけはもともと小売りを強化する方針であり、9 割が小売り事業であった

ため、台湾は異様に伸びている。小売り事業の拡大といっても、家庭でかつお節のだしを取

るという流れになるのは難しい。すしのテークアウトに新しいメニューを提案していくこ

とや、家庭で和食を作る人向けに SNS を使って発信するなど、家庭向けビジネスを強化す

る方針を立てている。 

 

質問（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 
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現地で生産したものを販売する場合と、日本から輸出したものを販売する場合とでは、例え

ばターゲット層を変えるなど、どのように使い分けしているのか。 

回答（オタフクソース株式会社 国際事業本部 宮田裕也本部長） 

中国では現地生産商品が伸びている。中国の EC 市場は非常に大きいため、現地の人が手に

取りやすいパッケージや商品コンセプトにし、EC 用に商品を展開している。一方、アメリ

カでは日本から輸出した商品が伸びている。従来からアジア・日系マーケット向けにメー

ド・イン・ジャパンの商品を販売しており、それらの商品を現地の人も購入するようになっ

ているようだ。 

回答（ヤマキ株式会社 海外事業部 青野拓也事業部長） 

各国で製造工場を持っているが、日本の工場のようにかつお節から液体製品の全てを作れ

る工場ではない。韓国の場合は、かつおパックを作る工場を置き、他の液体調味料などにつ

いては輸出品でカバーしている。同様に、アメリカの工場では削り節を中心とした商品を現

地で生産し、愛媛工場で作った液体製品を輸出している。 

 

質問（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 

EC を活用する際、消費者が注文するたびに発送するものと、現地で在庫管理するものがあ

ると思うが、どのように使い分けをしているのか。 

回答（オタフクソース株式会社 国際事業本部 宮田裕也本部長） 

中国は越境型の売り上げも多くある。アメリカでは現地で在庫管理しているものを販売し

ている。マーケットによるというより、保持している媒体によって販売を変えているという

状況だ。 

回答（ヤマキ株式会社 海外事業部 青野拓也事業部長） 

アメリカで EC を始めたのは昨年からで、Amazon で現地生産した商品を販売することか

ら開始した。そこから、日本から輸出した液体製品も Yamaki USA で在庫管理してもらい

販売するようになっている。 

 

質問（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 

ベトナムの冷蔵工場はフル稼働状態だと聞いた。日本から輸入されたものを管理している

という理解だが、取り扱いの多い品目はどのようなものか。 

回答（両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

倉庫には日本からの輸入品だけでなく、各国・現地で生産されたさまざまな商品を保管して

いる。日本から輸入されたものでは、生鮮食品よりも現地で加工するための加工品食品の原

材料や、ハムやアイスクリームなどを取り扱っている。 

 

質問（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 

東南アジアのコールドチェーンについて話を聞いていると、設備面の話と、人の話の両面が
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あるように思う。例えば、空港では、空港の前後は全てつながっているが、通関の際に何時

間も炎天下にさらされることもあるようだ。国によって事情も違うと思うが、実情を教えて

ほしい。 

回答（両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

国によっては通関に時間がかかって炎天下にさらされるということはあると思う。しかし、

弊社が進出しているベトナムでは、現地でも冷凍・冷蔵を取り扱っている事業者も多くある

ので、状況は改善されていると思う。ミャンマーは、空港だけではなく、空港から倉庫まで

の移動などでも冷蔵がされていないケースが散見されるようだ。 

 

質問（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 

人の教育も大きな部分だと思うが、どのような工夫をし、どれぐらいの労力を使っているの

か。 

回答（両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

ミャンマーでは、冷蔵品・冷凍品は自社のトラックを使って運搬しているが、庫内に温度計

をつけて、日本でも経験のある現地駐在員が温度管理をしている。ベトナムでは、一部を外

部に依頼することもあるが、資本関係にある会社を筆頭にきちんと管理をしている相手に

頼んでいる。 

 

質問（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 

現地のパートナーが大切ということだが、パートナー選びについて苦労した点があれば教

えてほしい。 

回答（両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

海外進出の経験も少なく自社だけでパートナーを見つけるのは難しいため、基本的には紹

介してもらい、実際に会ってから決めている。紹介元は取引金融機関や MA 会社などだ。 

 

質問（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 

海外で生産する際に、輸出をする、現地で提携する、OEM、合弁、自社工場などいろいろ

な方法があると思うが、どのような考えでやってきたのか。また、現地のパートナーと仕事

をするに当たって、知財やノウハウを守ることに関して、どのようなリスクを感じ、どのよ

うな対応をしたのか。 

回答（オタフクソース株式会社 国際事業本部 宮田裕也本部長） 

アメリカと中国は独資だが現地で人員を雇用している。原料はある程度日本で用意し、一部

の社員にしか情報を公開していない。マレーシアは合弁会社だが、オーナーが日本人なので

それほど危険性はないと考えている。ハラルは日本では準備ができないので、現地で日本人

スタッフが管理している。 

回答（ヤマキ株式会社 海外事業部 青野拓也事業部長） 
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台湾は販売会社のみだ。中国は、ヤマキ上海商貿という販売会社を立ち上げて、そこのオー

ナーと出資をして工場を造った。韓国は、ヤマキの販売代理店だった会社と一緒にヤマキコ

リアを設立した。 

 

質問（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 

海外展開は輸出から始まり、だんだんと現地生産へ移っていくと思うが、切り替えのタイミ

ングや判断のポイントを教えてほしい。 

回答（オタフクソース株式会社 国際事業本部 宮田裕也本部長） 

アメリカは販売拠点を設置したことから始めた。現地から「これ以上、事業を拡大するなら

現地生産機能が必要だ」という提言があったため、生産工場を造った。中国は、輸出の実績

もないままトップダウンで決定した。中国は苦労した。 

回答（ヤマキ株式会社 海外事業部 青野拓也事業部長） 

中国と韓国、台湾に法人があり、インドネシアとモルディブにかつお節の工場がある。アメ

リカの大きなマーケットでかつお節だしを広げるためには、現地で工場を建てて、現地で販

売するスキームを確立するべきだという考えがあったようだ。 

 

質問（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 

東南アジアでコールドチェーンを整備するに当たり、行政に期待する役割などはあるか。 

回答（両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

東南アジアの規制は、書いてあることと違っていたり、急に変わったりすることがある。ま

た、英語で発表されないので内容がよく分からない。規制に関して、行政のほうで調整して

いただけるとありがたい。 

 

質問（視聴者）（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官 代読） 

モルディブに進出した理由を教えてほしい。原料の価格や調達安定性、または将来的に周辺

地域への販売拡大計画が背景にあるのか。または、環境保全への取り組みとは別の視点もあ

るのか。 

回答（ヤマキ株式会社 海外事業部 青野拓也事業部長） 

モルディブは、国の漁業の規制で、カツオなどは近海一本釣りで漁獲をすると決まっている。

高品質なかつお節を安定して作れる漁場を探しており、モルディブで新鮮な一本釣りのカ

ツオを使って現地で加工できることが理由の 1 つだ。もう 1 つの理由は、MSC 漁業認証を

取得できるため、原料の調達から製品製造まで一気通貫の体制が構築できるためである。 

 

質問（視聴者）（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官 代読） 

コロナ禍において販売促進のためにさまざまな取り組みをされているが、取り組みの効果

については検証されているのか。どのような取り組みが有効であったと考えられているの
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か。 

回答（オタフクソース株式会社 国際事業本部 宮田裕也本部長） 

現地での詳細な情報が得られていないが、販売数が伸びてきているのは、取り組みの結果で

あると捉えている。リモートでの取り組みについては抵抗感があり、危惧を抱いていた。し

かし、準備不足や失敗もあったが参加者のよい反応を見ると、リモートでコミュニケーショ

ンを取りながら新しいことをする楽しさは世界共通だなと感じている。楽しさを前面に出

して今後も続けたい。今後は、取り組みの効果について検証を深め、より効果的な方法につ

なげたい。 

 

質問（視聴者）（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官 代読） 

規制の厳しいヨーロッパ向けの対策、対応手法について聞かせてほしい。 

回答（オタフクソース株式会社 国際事業本部 宮田裕也本部長） 

複合調味料については、動物性の原料が入ることに対して規制が入る。ヤマキさんともやり

とりをして、EUHACCP を取っただし系の原料が使えるよう準備を進めている。ただ、輸

出を依頼している業者からも、実際に輸出をしてみないと分からないと言われているので、

初はチャレンジしてみて、ある程度認められればその方法を踏襲するというやり方をす

るしかないと考えている。 

回答（ヤマキ株式会社 海外事業部 青野拓也事業部長） 

かつお削り節に関して、EU には世界で一番厳しい規制がある。ヤマキとしてヨーロッパ向

けのかつお節の輸出は行っていない。夏から実施される EUHACCP に対して、どのように

対応するかは各社で悩まれていると思うが、やはり実際に輸出してみないと分からないと

ころがある。 

 

質問（視聴者）（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官 代読） 

岡山の桃など生鮮食品の輸出には、保管倉庫だけでなく、流通や小売りにおける一貫したコ

ールドチェーンが重要と考える。東南アジアの現状について教えてほしい。 

回答（両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

タイやインドネシア、ベトナムなどでは日系のスーパーやデパートで 1 年中果物が置いて

あり、品質に問題はなく販売されている。東南アジアの中でも市場が大きい国、経済が発展

している国は、コールドチェーン構築ができている。一方、ミャンマーやラオスでは、日本

産の果物はあまり見ない。日本産の果物需要がまだ小さいことが要因といえるが、コールド

チェーンが不足していることも関係があるかもしれない。 

 

質問（視聴者）（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官 代読） 

日本からの輸出品と、ベトナム企業が生産しているものを扱うのとでは、どちらの利用が多

いのか。 
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回答（両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

ベトナムの企業や、ベトナムに進出をしている日系企業、外資系企業の利用が多い。 

 

質問（視聴者）（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官 代読） 

途上国ではよく停電があると思うが、どのように対応しているのか。 

回答（両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

弊社のミャンマーの倉庫が立地するティラワ工業団地は、工業団地が電力を供給しており、

ヤンゴンに比べて、停電の発生は多くない。ただし、停電は発生するので、自家発電機によ

って停電時でも継続して稼働ができるような状況にしている。 

 

質問（視聴者）（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官 代読） 

各製造会社に対して事前に国内でやっておいたほうがよい対策等があれば教えてほしい。 

回答（両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

日本側できちんと梱包されているかということが 1 つある。また、それ以上に、利用する物

流業者がきちんとサービスの品質管理をしているかに尽きる。日系企業に依頼していれば

問題ないと思うが、現地ローカル物流業者を利用する場合は、管理状況を確認するのがよい。 

 

質問（視聴者）（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官 代読） 

岡山より貨物航空機が出ているのか。 

回答（両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

現状では貨物専用の航空機は出ていないと認識している。岡山から航空便で荷物を出す場

合、岡山から東京、東京から貨物航空便に乗せてそれぞれの国に輸送されている。 

 

質問（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官） 

質問は以上だ。 後に一言ずつ頂きたい。 

回答（オタフクソース株式会社 国際事業本部 宮田裕也本部長） 

食に関する海外進出は、1 社でやるとなると体力も要るし、継続にも非常に労力がかかる。

本セミナーやコンソーシアムなどで取り組むことが非常に有効な手段になると思う。その

ような組織体を皆さまとつくりあげていきたい。 

回答（ヤマキ株式会社 海外事業部 青野拓也事業部長） 

後ほど各支援の紹介があると思うが、そのようなものを利用して日本の輸出事業の拡大に

向けて頑張りたい。 

回答（両備ホールディングス株式会社 グループ経営戦略本部 森内泰様） 

やはり 1 社だけで情報収集するのは難しい。また、現地の政府に関して、ビジネス習慣に関

して、各社で同じような課題を持っていると思う。お互いに情報を共有して、一緒に乗り越

えていきたい。 
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質問（視聴者）（農林水産省 大臣官房国際部国際地域課 新藤光明国際交渉官 代読） 

質問が漏れていたため 後に 1 つ質問をする。ヤマキさんのタイでのビジネス状況を教え

てほしい。 

回答（ヤマキ株式会社 海外事業部 青野拓也事業部長） 

タイには、多くの日本の食品メーカーが出資、進出されている状況だと思う。ただ、われわ

れはアメリカ、中国、台湾、韓国の 4 カ国を重点国とする方針であるため、今は輸出でオー

ダーを頂くところについて取り扱っているというレベルだ。 

 

4．民間企業の海外展開に係る各種支援策等の紹介 

（1）コロナ禍でできるジェトロの海外展開支援 

 （（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）岡山貿易情報センター 都築佑樹係長） 

 ジェトロは 2003 年に日本貿易振興会を引き継ぐ形で設立され、経済産業省の行政機関

として、日本企業の農林水産食品の輸出や、中小企業の海外展開等を支援している。現

在、アメリカ、ヨーロッパ等の先進国や中国、インドの東南アジア、アフリカ、南米な

ど海外 54 カ国に 74 事務所を設置している。日本にも 47 都道府県、49 拠点の事務所

がある。中四国では全 9 県に事務所を持っている。 

 従来、ジェトロでは海外の見本市へ参加や、海外のバイヤーを国内に招聘した商談会な

どを通じて支援していた。コロナ禍により海外へ渡航してのビジネス支援は難しい状

況であるため、今日はオンライン等を用いた海外展開の支援について説明する。 

 現在、EC を通じた輸出に力を入れている。取り組みの 1 つである Japan Mall 事業に

ついて説明する。 

 ウィズコロナ時代の世界の EC 市場成長率について予測した、調査機関のデータがあ

る。前年比で年率 16％の成長率という予測になっている。COVID-19 を契機に、EC 市

場は急速に成長が進んでいると認識している。 

 Japan Mall 事業は全世界 50 以上と提携しており、今後さらに追加する予定である。

世界 大規模の中国 EC 市場や、欧州や米国等にも連携 EC サイトを有している。 

 Japan Mall 事業には大きな特徴が 3 つある。1 つ目が、日本企業であれば無料でサー

ビスを使えることである。2 つ目が、国内取引を前提としており日本企業にとっては、

円決済、日本語での契約、国内の港渡しで取引が完結するスキームになっている。3 つ

目が、原則、EC サイト側の完全な買い取りのスキームとなっていることである。その

ため、日本企業にとっては日本の港で商品を渡すタイミングで代金が回収できる。 

 Japan Mall 事業のメリットは、販売データのフィードバックを通して商品開発や販売

戦略に活用できること、1 度の申し込みで複数国・複数地域での販売が可能であること、

EC 販売により対象国・地域全体が顧客となり得ること、Japan Mall 全体でのプロモ

ーションを通じて現地での自社商品のブランディングに活用できること、EC ではスペ
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ースの制約がないため商品の訴求力や認知度の向上が期待できることである。 

 国内で完結できる事業であるため、輸出事務や手続きに不慣れな事業者に、海外販売の

チャレンジの場として使ってもらいたい。 

 バイヤーが商品を採択した場合、販売の言語対応もバイヤー自身が行い、その国の言語

での商品ページや PR なども行う。また、国内で取引が完了するため、為替リスクもな

い。 

 商品が採択された後、EC サイト上での PR や販路開拓、販売データの分析は、EC サ

イトとジェトロで連携してサポートし、事業者にフィードバックする。 

 売り上げの要因分析について、売り上げ情報と合わせて購買者情報、非購買者情報もフ

ィードバックする。今後の海外展開の戦略策定に活用いただけると考えている。 

 Japan Mall 事業は 1 年間の事業となり、2020 年度については既に募集が終了してい

る。現在は、2021 年度の募集開始の準備をしているところだ。恐らく 3 月か 4 月に募

集が開始できるだろう。募集開始のタイミングでジェトロのホームページから申し込

み可能だ。ジェトロのホームページから商品情報を登録すると、60 以上の提携先に商

品を提案し、引き合いがあった商品はオンライン商談やサンプルの送付などでバイヤ

ーと接点を持つことができる。 

 Japan Mall 事業以外での支援について。現在、ウェビナーを利用した講演会やオンラ

インセミナーを実施している。本日時点でジェトロのホームページでは 98 本のウェビ

ナーを公開している。海外渡航できない状況ではあるが、これらを活用して、海外の

新情報を収集してほしい。また、貿易実務オンライン講座を開設している。有料のサー

ビスではあるが、貿易実務を基礎から見直す良いタイミングにしてほしい。 

 コロナ禍を受け、オンライン商談やハンズオン支援にも力を入れている。輸出プロモー

ターサービスは、農林水産食品に特化したサービスで、申し込み企業 1 社につき 1 名

の専門家をアサインし、輸出の遂行、販路の構築までを伴走型でサポートする。また、

Alibaba や食品専門の Saladplate、HKTDC、JOOR、Virtual Expo などの BtoB オン

ライン展示会出展のサポートもしている。4 月から 5 月に出展の募集を開始するので、

関心があれば活用いただきたい。 

 コロナ禍で思うようには渡航できない状況であるが、ジェトロとして海外への販売開

拓の手を緩めることなく、オンラインを活用し地域から海外への輸出のチャレンジを

サポートする。気軽に問い合わせ、相談してほしい。 

 

（2）四国における食・農業関連国際協力事業について 

 （（独）国際協力機構（JICA）四国センター 研修事業担当 舩越 洋平調査役） 

 JICA は、従業員数が約 1,900 名、国内に 15 拠点、海外に 96 拠点を構える組織であ

る。事業予算は、年間予算が約 1 兆 5,000 億程度となっており、本部は東京の麹町にあ

る。緒方貞子さんは JICA の元理事長であり、現在は北岡伸一が務めている。主管の省
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庁は外務省だが、事業分野が多岐にわたるため、技術官庁の複数の省庁等からの助言・

監督を頂きながら事業を実施している。 

 JICA は日本の強みを途上国の課題解決につなげるため、大小さまざまなプロジェクト

を企画、実施している。途上国の発展を助ける過程において、日本企業の海外進出、日

本の持つソフト、ハード面での技術の輸出などを通じて、「世界から選ばれる日本」と

なるような事業を展開している。それらの取り組みを通じ、日本が抱える働き手不足や、

生活に係る様々な物品、サービスを海外の国に大きく依存した我が国の安定した外交・

経済関係に貢献することも目的としており、日本と途上国の Win-Win な関係を目指し

た取り組みを行っている。また、他国との二国間援助機関や、国連、世界銀行グループ

など国際機関等との協調を通じたシナジーを目指して取り組みを行っている。 

 昨今の開発課題は多岐にわたり、公的な機関の資金だけでは到底解決し得ないもので

ある。民間企業の活動や、国内外の NPO、NGO との協働も非常に重要であると考えて

いる。世界的な課題解決に向けて、世界の支え合いを促進するための触媒として機能し

ていきたい。 

 JICA 四国は国内に有する 15 拠点のうちの 1 つである。四国地域の大学、自治体、民

間企業、学校、NPO、NGO との連携窓口として、地域の特色を生かしたさまざまな事

業を行っている。ボランティア事業、研修員の受け入れ事業、自治体への支援事業、民

間企業の支援事業、また小中高学校を対象とした国際協力の理解を深めるイベントな

ども実施している。そして、これらの活動を通じて、四国地域の活性化、多文化共生の

基盤強化に努めている。 

 JICA 四国における取り組みの事例として、研修事業を紹介する。研修事業は短期研修

と長期研修がある。 

 短期研修は約 2 週間から 3 カ月程度で、行政官や公的機関の職員を対象としている。

日本での実施が大半だが、途上国の現場に派遣して研修を行い、ODA の卒業国など、

既に JICA 協力を通じて一定程度の支援が可能な国による第三国研修などを実施して

いる。研修事業は、途上国の支援のニーズと、日本のリソースを掛け合わせた研修事業

を JICA が策定し、大学や民間企業に研修を委託して、実施するものである。そのため、

委託先のプログラムによっては、民間企業の施設や現場の見学などを行うことがある。 

 長期研修は 1 年以上 3 年程度を上限とした研修である。ODA 対象国の将来のリーダ

ー、専門人材の育成を目的とし、日本の大学での修士、博士号の取得プログラムとして

実施している。昨年度は年間 300 名程度を受け入れ、人材育成のみならず、親日派の

育成、大学にとっての共同研究者の発掘など、さまざまな意味を込めて実施した。JICA

のプログラムの特徴は、多くのコースで日本企業でのインターンシップを取り入れて

いるところだ。研修員による日本企業の理解、将来的な日本企業への就職という参加者

側のメリットのみならず、今後海外展開を検討されている企業、また外国人材の受け入

れに関心のある企業にとってもメリットがあるようにプログラムを構築している。 
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 もし外国人材の受け入れや、将来的に海外進出に係る人材の受け入れに関心があれば、

ぜひインターンシップを活用いただきたい。詳細については JICA 四国まで照会ありた

い。 

 具体的な事例として、課題別研修、「地域アグリビジネス振興のためのフードバリュー

チェーン構築」について紹介する。 

 この研修は高知大学に委託し、高知県における FVC に係る行政の取り組み、産官学の

連携、また民間企業のグッドプラクティスなどを中心に紹介する研修として、今年度よ

り 3 年度にわたり、実施している。 

 JICA として、FVC 構築およびその促進は重点事業分野と位置付けており、日本のさま

ざまな地域でも研修を複数実施している。途上国からの応募が非常に多く、ニーズの高

さが表れている。 

 研修の特徴は、ビジネスマッチングの場を研修プログラムの一環として導入する予定

であることだ。産官学の連携を促進するため、「JICA 食と農の協働プラットフォーム」、

通称 JiPFA を設けて、会員団体の協力を得ながらビジネスマッチングを実施予定。 

 研修員の参加予定国はアジア、アフリカ、中南米の食・農業分野に関わる行政官、民間

企業、および公的団体の方である。自国における FVC 構築の推進に係る課題や、ビジ

ネスチャンスの説明、参加する本邦企業によるプレゼンテーションや意見交換などを

行う。 

 今年度は COVID-19 により来日研修はかなわず、遠隔研修のみで実施となっている。

今年の 9 月、また来年の 1 月、2 月にこの研修での研修員の来日を予定している。興味

があれば、ぜひお知らせいただきたい。 

 

（（独）国際協力機構（JICA）四国センター 民間連携事業担当 夛田敦専門嘱託） 

 私からは JICA が行っている日本の民間企業が活用できる海外展開支援事業について

説明する。途上国へのビジネス展開を検討している企業が、事前調査で活用できる支援

事業だ。 

 課題を抱える途上国と、課題を解決できる製品や技術を持ち、かつその国に海外展開し

たい日本企業をつなげ、Win-Win になるような事業展開を JICA が支援している。日

本企業が海外展開することにより、雇用が生まれたり、売り上げが上がったりして、将

来的に地域経済の活性化につながることを目指している。 

 途上国の課題については、 寄りの JICA に相談いただければ情報提供できるが、参考

となるのは外務省が出している国別の開発協力方針である。審査の際にはこの方針と

合致しているかを見られるため、検討されている際には、事前に確認いただくことを勧

めている。 

 制度は中小・中堅企業向けと大企業向けに分かれている。企業の調査の状況に合わせて、

3 つの事業の中から選択可能だ。 



 18

 現地で基礎的な情報を収集したい場合は、基礎調査だ。数カ月から 1 年程度の事業で、

対象は中小企業のみとなっている。調査費用は 850 万円、アフリカなどの遠隔地は渡

航費がかかるため 980 万円となっている。 

 基礎的な情報があり、ビジネスモデルの策定、ODA への製品や技術の活用可能性につ

いて、一歩踏み込んだ調査がしたい場合は、案件化調査だ。中小企業支援型の調査費用

は 3,000 万円まで、条件付きで 5,000 万円までとなっている。大企業向けの SDGs ビ

ジネス支援型では調査費用が 850 万円だ。 

 ビジネスモデルの策定後、ビジネスモデルの検証や現地で実証活動をしたい場合は、普

及・実証・ビジネス化事業だ。中小企業支援型の調査費用は 1 億円、大規模かつ高度な

機材は 1.5 億円、インフラに関わるような大きな設備は 2 億円となっている。SDGs ビ

ジネス支援型の調査費用は 5,000 万円までとなっている。 

 年に 2 回、春と秋に公示をしている。コロナ禍を受けて、渡航できないこともあり、昨

年 12 月公示分からは新たに遠隔型の調査を募集している。現地の人材などを活用した

現地調査や、日本国内で調査を行う渡航を前提としない調査だ。本事業は補助事業では

なく委託事業である。 

 四国での採択事例を紹介する。徳島港湾荷役さん、農家ソムリエーずさん、樫山農園さ

んの 3 社で、ベトナムにおける徳島式土壌改良法による園芸作物の生産性と品質の向

上にかかる案件化調査だ。ベトナム側の課題は、農作物の生産性や安全性の低さ、農家

の所得の低さ、流通面など多くある。徳島式の土壌改良法をベトナムで行い、ベトナム

の課題を解決しつつ、ビジネス展開できないかということで、約 1 年かけて、現地の気

候や土壌の条件、また現地の栽培管理、有害な農薬が使用されている現状、高付加価値

化のニーズ、法制度など、ビジネスを展開する上で必要な情報収集を行った。調査は終

了し、次のステップの普及・実証・ビジネス化事業に採択されて、現在、準備中だ。 

 現地渡航が難しい状況ではあるが、JICA として遠隔型などいろいろな状況に対応でき

るような形で制度を実施している。中国地域では JICA 中国が広島にあり、四国地域で

は JICA 四国が高松にある。海外展開のタイミングで、気軽に相談してほしい。 

  

（3）中小機構の海外展開支援 

 （（独）中小企業基盤整備機構四国本部 支援推進課 濱田康次課長） 

 中小機構は経済産業省の所管の法人で、東京に本部がある他、全国に地域本部を 10 カ

所設置している。各地域の経済団体や支援機関と連携し、経営全般について支援をして

いる。 

 国の中小企業政策の中核的な実施機関として、企業の成長ステージに合わせた幅広い

支援メニューを用意している。本日は、この中から海外展開支援に関するメニューを紹

介する。 

 海外展開支援は、初期の計画段階から、進出後のフォローアップまで、相談業務やセミ
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ナー、研修、情報提供、ビジネスマッチング、販路開拓支援など、幅広いメニューで支

援している。簡単な紹介動画を YouTube で配信している。 

 海外展開ハンズオン支援事業について。中小機構では各地域本部に、海外ビジネスの実

務経験が豊富な専門家が滞在している。海外を含めて、全国の専門家を活用することも

可能だ。企業の経営状況に応じて海外展開をナビゲートする。相談は何度でも無料、オ

ンラインでの相談も可能だ。海外展開に関するプロジェクトの計画作りから、海外企業

との商談に向けたアポイントメントの取得、事前に準備すべき商談資料の作成なども

サポートする。 

 海外展開ハンズオン支援事業は、審査が必要だが、海外現地での商談調査に中小機構の

専門家が同行して、渡航中のサポート、調査後のフォローを行うこともできる。ただし、

現在は COVID-19 により渡航は状況を見て行うことになっている。中小機構では、海

外でのリスクや安全面を解決するために、経営の視点や広い視野で 適な解決方法を

提案していきたい。 

 海外ビジネスナビ（情報提供 WEB サイト）は、海外展開を目指す中小企業のための情

報サイトで、海外への事業展開に関する実務情報や取り組み事例などをタイムリーに

掲載している。具体的には 新のトピック情報やイベント開催情報、海外への進出事例、

現地のリポート、海外進出のノウハウなどについてだ。海外展示会向けのハンドブック

や、EU 販路開拓のためのガイドブックについても掲載している。 

 EC 活用支援ポータルサイト・ebiz（イービズ）は、国内 EC および越境 EC の新規参

入方法から売り上げの拡大まで、中小企業がネットショップ販売で成功するためのさ

まざまな情報を配信するポータルサイトだ。具体的にはオンライン講座の動画配信や、

セミナー、マッチングイベントの開催、EC サービスの紹介、EC 活用支援の事例集な

どを掲載している。EC 活用支援アドバイスとして、本部の EC 専門家によるオンライ

ンでの面談、または E メールによるアドバイスも無料で、何度でも利用可能だ。 

 EC Camp オンライン 2020 は、2021 年 2 月に実施した、EC 支援事業者への個別相

談、または国内・越境 EC の概況、ノウハウを学ぶことができるオンラインセミナーや

ワークショップ、その他、参考となる動画の配信を行うイベントだ。特設サイトで事前

の登録が必要で、参加費は無料だ。 

 支援連携では、資金調達の面において、日本政策金融公庫と連携しながら海外ビジネス

を支援している。 

 J-GoodTech（ジェグテック）は、日本の中小企業と国内大手企業や海外企業、または

中小企業同士をつなぐビジネスマッチングサイトだ。現在、国内中小企業が約1万9,000

社、大手パートナー企業として約 540 社、海外企業はアジアを中心に約 7,500 社の登

録がある。特徴は中小機構や自治体から推薦された企業がたくさん登録されていると

ころだ。中小機構のアドバイザーがビジネスマッチングについて無料でサポートして

いる。気軽に利用いただきたい。 
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 J-GoodTech のプラスポイントは、自社の製品技術を国内外の企業にアピールするため

に、専用のページの開設や、1 回に限り無料で英訳することも可能であることだ。また、

情報検索ができ、担当者にピンポイントで問い合わせをすることも可能だ。ぜひ登録い

ただきたい。YouTube の動画で説明をしている。 

 海外 CEO 商談会は、日本企業との連携を希望する海外企業経営者などを日本に招聘し

て、海外展開を目指す中小企業との商談を開催するものだ。海外企業の経営者とダイレ

クトに商談ができる。全席に通訳を配置するため、日本語での商談が可能だ。また、海

外展開の専門家が商談アドバイスを行うため、初めての海外企業との商談でも安心し

て利用いただける。 

 応募は締め切っているが、3 月にフードテクノロジーの CEO 商談会をオンラインで開

催予定だ。2019 年度には、インド、ベトナムの CEO との商談会も開催した。 

 ものづくり補助金のうちグローバル展開型のメニューは、中小企業者が海外事業の拡

大強化等を目的とした革新的な製品、サービスの開発や、改善に必要な設備投資に対す

る支援である。補助金額は 1,000 万円から 3,000 万円。補助率は中小企業者が 2 分の

1、小規模事業者が 3 分の 2。2 月 19 日まで公募していた。 

 グローバル展開型の特徴は、補助金額の上限が 3,000 万円までになっていることに加

え、海外旅行費を補助対象とすることだ。また、一般型よりも長い期間の実施期間があ

り、12 カ月以内となっている。海外展開の手法により 4 類型で分類されており、いず

れかの類型に該当する場合に補助の対象となる。 

 4 類型の 1 つ目は海外直接投資型である。2 つ目は海外市場開拓型で、輸出を主にして

いる。3 つ目は、インバウンド市場開拓型で、訪日外国人観光客向け市場の開拓に対す

る設備投資の支援だ。4 つ目は、海外事業者との共同研究で、設備投資に対する支援で

ある。 

 4 類型のいずれかに該当する場合に支援の対象となるが、個々に条件が違うため、詳し

い内容については、ものづくり補助金総合サイトで確認するか、ものづくり補助金事務

局サポートまで問い合わせてほしい。 

 中小機構の中国本部、四国本部ではオンラインでの問い合わせも可能だ。気軽に連絡し

てほしい。 

 

（4）日本政策金融公庫の海外展開支援（農林水産物・食品分野） 

 （株式会社日本政策金融公庫 情報企画部 顧客サービスグループ 綿貫大祐 上席グルー

プリーダー代理） 

 本日は、日本政策金融公庫の概要、農林水産物・食品分野における海外展開支援の取り

組み全体像、金融支援メニューとして農林水産物・食品輸出促進資金制度、非金融支援

メニューとしてトライアル輸出支援事業について紹介する。 

 日本政策金融公庫は、平成 20 年 10 月に 3 つの組織が合併して誕生した。職員数は約
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7,400 人で、全国に 152 の支店がある。 

 農林水産事業は、農林水産業者向けに、担い手を育て・支えるための融資や、国産の農

林水産物の加工流通を担う食品産業向けの融資、コンサルティングやビジネスマッチ

ング等の経営支援サービスに取り組んでいる。 

 ここ 10 年の大きな流れとして、一次産業の成長や産業化を促すため、特に六次産業化

といわれる、農業生産者自らが加工流通を行い、付加価値の部分を川上に引き寄せると

いう取り組みが行われている。その中で農林水産業者が直面する課題が多様化してい

るため、各種コンサルティングを用意し、アグリフード EXPO という展示商談会によ

るビジネスマッチングを通じて、金融以外の側面からも農業者の課題解決に取り組ん

でいる。 

 また、国民生活事業や中小企業事業と連携して、地域経済の活性化やグローバル化支援

につなげていくよう取り組んでいる。 

 農林水産事業における主な海外展開支援メニューは、輸出相談の個別対応や農林水産

省やジェトロと連携した輸出セミナー実施、金融機関としての設備資金・運転資金の融

資、非金融支援としてトライアル輸出支援事業や商談の場を提供、商談サポートなどが

ある。 

 お客さまの取り組み状況に応じて準備ステージ、開始ステージ、発展・投資ステージに

分けて、輸出支援をしている。準備、開始ステージではトライアル輸出支援事業や輸出

セミナーを、発展・投資ステージでは、輸出関連の設備投資を支援するための金融支援

を行っている。 

 

 （株式会社日本政策金融公庫 融資企画部 林業水産食品グループ 久保貴史 上席グルー

プリーダー代理） 

 令和 2 年 4 月に海外展開支援に係る新しい支援資金制度ができた。その支援資金制度

について説明する。 

 農林水産物および食品の輸出の促進に関する法律の施行を契機として、支援資金制度

が創設された。第 200 回臨時国会において本法律が成立し、令和 2 年 4 月 1 日に施行

された。法律の中で、農林水産物・食品輸出本部の設置や基本方針の策定、実行計画の

作成等が定められている他、輸出に取り組む事業者の支援措置として、われわれ日本政

策金融公庫の融資が設けられた。これに基づきできた支援資金制度が農林水産物・食品

輸出促進資金制度である。 

 支援資金制度の事業内容に、輸出事業計画の支援措置がある。輸出事業計画が法律に基

づいて農林水産大臣の認定を受けることで、食品等流通合理化法および HACCP 支援

法に基づく認定計画とみなされる。そのことにより、食品流通改善資金および食品産業

品質管理高度化資金（HACC 資金）が利用できる。 

 食品流通改善資金は通常、設備に対してのみの融資である。しかし、食品流通改善資金
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の特例措置により、輸出事業計画の認定を受けた事業者は、設備だけでなく輸出先国の

規制に対応するためのコンサルタント費用や海外現地子会社への出資費用などに融資

を受けることが可能となる。 

 HACCP 資金は通常、融資限度額が 20 億円で、大きな設備投資については融資できな

い制約があった。しかし、特例措置により、輸出事業計画の認定を受ければ、20 億円

限度額が撤廃され、事業費の 8 割までの融資が可能となる。 

 また、輸出事業計画の認定を受けることにより、農林水産省が実施する各種ハード、ソ

フト、補助事業の優先採択等の優遇措置を受けることができる。 

 支援資金制度を利用する際の手続きは、まずは近くの日本政策金融公庫支店に相談す

る。その後、輸出事業計画の作成し、それを地方農政局に申請して、農林水産大臣の認

定を受けた後、融資するという流れである。補助事業の優先採択等を受ける場合は、直

接地方農政局に申請するのではなく、都道府県を経由して地方農政局に申請する必要

がある。 

 支援資金制度の対象となる取り組み例を 4 つ紹介する。 

 1 つ目は、国産茶葉を加工した抹茶を輸出する事業者の例だ。加工場の建設費用やコン

サルタント費用、商談会の出展費用等が対象となる。 

 2 つ目は、国産酒米を使用した日本酒を輸出する事業者の例だ。海外進出に当たって、

海外現地に設立する子会社への出資に必要な原資を、親会社に融資することが可能で

ある。 

 3 つ目は、国産大豆を使用したしょうゆを輸出する事業者の例だ。輸出先国規制に対応

した HACCP 対応の加工場建設費用の他に、輸出に向けた生産能力の増強に係る投資

についても融資の対象となる。 

 4 つ目は、直接輸出をしない輸出事業者に原料を供給する中間加工事業者に対しても、

同様な設備投資やコンサルタント担当費用を融資することが可能である。 

 支援資金制度について 3 つの留意点がある。1 つ目は、対象となる企業は、食品加工企

業については中小企業だけになっていることである。2 つ目は、国産の農林水産物を使

用、利用することが条件であることだ。3 つ目は、輸出事業計画の認定を受けた際に、

別途、日本政策金融公庫の金融審査があることだ。 

 金利や償還条件等の諸条件については、日本政策金融公庫の各支店に問い合わせてほ

しい。 

 

 （株式会社日本政策金融公庫 情報企画部 顧客サービスグループ 綿貫大祐 上席グルー

プリーダー代理） 

 非金融支援として、トライアル輸出支援事業について紹介する。 

 トライアル輸出支援事業は 8 年前に立ち上げたサービスで、初めて輸出に取り組む農

水産業者・食品企業に向けて、輸出の一連の流れを経験して、海外市場のニーズを把握
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してもらうことを目的としている。 

 トライアル輸出支援事業では、日本公庫が提携する貿易商社を紹介し、輸出の事前準備

や通関、検疫証明、ラベルの準備など、一連の流れをサポートし、現地でテストマーケ

ティングとして販売し、その結果をフィードバックする。 

 事業における貿易商社の委嘱費用は公庫の支援により賄う。事業の終了後に、貿易商社

に商談を続ける希望があれば、トライアル輸出支援事業の枠組みを離れて、取引を続け

ることが可能だ。 

 過去 7 カ年の実績としては、10 の国・地域に分けて表にしたが、合計で約 300 件とな

る。 

 昨年の 1 月に、トライアル輸出支援事業において九州の採卵鶏農家と香港の輸入業者

との商談を支援した。8 月に取引開始したが、コロナ禍を受け、家庭消費が伸びたこと

で、鶏卵の需要が非常に高まり、毎週継続して発注を受けた。トライアル輸出支援事業

後も発注量が 2 倍に拡大して、直近月では 2 万パックを輸出したと聞いている。 

コロナ禍によりさまざまな不便が生じているが、マーケットが変化する中で新しいチ

ャンスも生まれている。農林水産事業と金融取引のある事業者限定のサービスではあ

るが、興味があれば 寄りの支店まで問い合わせてほしい。 

質疑応答 

質問（視聴者） 

日本政策金融公庫のトライアル輸出支援事業の費用について詳しく教えてほしい。申し込

み事業者の負担割合はどれぐらいか。 

回答（株式会社日本政策金融公庫 情報企画部 顧客サービスグループ 綿貫大祐 上席グル

ープリーダー代理） 

トライアル輸出支援事業において、日本公庫農林水産事業とお取引があれば、事業者の費用

負担はない。日本公庫が貿易商社に委嘱費用を支払い、貿易商社が委嘱費用の範囲内で事業

者の商品を買い取り、検疫やラベリングなどの手続きをすることになる。ただ、現地でのニ

ーズや通関手続きで引っ掛かる可能性などにより、事業に乗せられなくて断るケースもあ

る。 

 

質問（視聴者） 

日本政策金融公庫は、他の政府系金融機関である JBIC（ジェービック）や DBJ 等とのす

み分けはどうなっているのか。 

回答（株式会社日本政策金融公庫 融資企画部 林業水産食品グループ 久保貴史 上席グル

ープリーダー代理） 

それぞれで制度目的が異なる。われわれ農林水産事業本部は、国内の農林水産業を成長・発

展が制度目的となっている。制度目的によって、使い分けていただければと思う。 
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質問（視聴者） 

トライアル輸出支援事業で、申し込み事業者の負担がないということだが、1 事業者に対す

る申請回数等、何か制限はあるか。 

回答（株式会社日本政策金融公庫 情報企画部 顧客サービスグループ 綿貫大祐 上席グル

ープリーダー代理） 

明確なルールがあるわけではないが、初めての輸出を応援する事業であるため、1 度香港の

輸出で利用された方が 2 回も 3 回も使うことはできない。例えば、1 度香港の輸出で利用し

て、そこから対象国をタイや台湾に広げる場合などは、支援の対象となる。経験的に、 大

でも 3 度ぐらいではないだろうか。また、貿易商社との調整に時間がかかるため、同じ事業

年度内に複数回利用するより、5 年など長期間で複数回利用されているようだ。 

 

質問（視聴者） 

Japan Mall の申し込みはいつから始まるのか。 

回答（独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 岡山貿易情報センター 都築 佑樹 係

長） 

2021 年度の Japan Mall の申し込みは、現在、準備中だ。恐らく 3 月の中旬から下旬には

公開できると思う。 新の情報はジェトロのホームページ、あるいは 寄りのジェトロのメ

ールマガジンにて提供している。募集開始の際は、ぜひ申し込んでほしい。 

 ＞4 月下旬に募集を開始。https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall.html 

 

 

5．閉会 

（（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）岡山貿易情報センター 相原君俊所長） 

 今日はたくさんの話を聞いたが、企業の事例は大変興味深く、海外展開において数々の

苦労があったことがよく分かった。 

 商標の話は出なかったが、市場分析や、戦略を立てて規制・規格へ対応すること、プロ

モーションなど、数々の海外展開の壁を乗り越えるために、必要な要素が凝縮されてい

たと思う。支援サービスを提供する組織として、大変勉強になった。 

 本日、オタフクソースさんやヤマキさんの話の中で、食文化をグローバルに広げていく

という話があったが、共感するところだ。国・地域に合わせて商品や味を変えることが、

うまくいく要件なのではないかと思った。 

 連携する際には、ジェトロなどの公的機関を含めていただき、公的機関の支援を活用し

てほしい。 

 オタフクソースさんから、日本の人口減少によって、これまで日本で売れていたものが

だんだんと売れなくなっていくため、海外マーケットも視野に入れるという話があっ
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たが、まさにその通りだと思う。 

 人口減少に伴い、労働力人口が減少するという問題もある。人材不足に言及されていた

が、ジェトロでは高度外国人材を活用する取り組みも行っている。外国人も含めてグロ

ーバルな人材を育成していくことは、今、日本が抱える喫緊な課題である。グローバル

な人材育成は、将来的に海外に進出した際に、国の文化、また企業の文化、そのギャッ

プや壁を解消していく存在になるのではないかと思っている。今日の話を踏まえて改

めて、グローバル人材の育成について考えた。 

 コロナ禍において、大変な状況を強いられている中で、業務用だけではなく家庭用にも

力を入れる工夫をされているという心強い話もあった。今後は、さらに EC 事業が重要

になっていくと思う。 

 COVID-19 が落ち着いた後も、一定程度は EC 事業が残っていくだろう。対面の商談

会と EC のハイブリッドで行う時代が来ると思う。われわれもより使いやすく、より効

果が出るような EC 事業を提供していきたい。 

 

（グローバル・フードバリューチェーン推進官民協議会 篠崎聡副代表） 

 今日は 100 名以上の参加者に聴講いただいたと聞いている。 

 中四国地域は農林水産業が基本になっていて、食品産業や機械メーカーが集積されて

いる地域であると認識している。本日話を伺っていて、食は興味深い分野であると思っ

た。 

 民間企業の方々から多くの話を聞かせていただき、活発な意見交換ができて、非常に勉

強になった。 

 新しい施策についても、いろいろな話を聞かせていただいた。相談窓口もたくさん紹介

されていたので、海外輸出に興味があればできるところから気軽にチャレンジするの

もいいのではないかと思う。 

 海外への進出や投資にはリスクが伴う。公的な機関の支援は重要だ。多くの企業と一緒

になって進出する仕組みもぜひ検討いただきたい。私どもの協議会でも、そのようなプ

ランを推進しているので、ぜひ声を掛けてほしい。 

 海外輸出、海外進出、投資などに興味があり、情報収集する際は、ぜひ GFVC 官民推

進協議会に参加いただきたい。登録は無料だ。 

 おととしから地域のセミナーを始めているが、中四国地域では今回が初めてのセミナ

ーとなった。今後とも各地で、分野別、地域別のセミナーを開催するので、ぜひ参加い

ただきたい。 
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