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1. 調査方針 

1.1. 調査の背景・目的 

日本は、経協インフラ戦略会議（平成 25 年３⽉設置）が策定した「インフラシステム輸出戦

略」に基づき、インフラシステムの海外展開等を推進している。 

この取り組みの⼀環として、農業・⾷品分野（林業、⽔産業を含む。以下同じ。）において

は、農業⽣産、製造・加⼯、流通、消費に⾄る各段階の付加価値を⾼めながらつなぎあわせ、よ

り⼤きな価値を⽣み出すフードバリューチェーン構築への取り組みを進めているが、インフラシ

ステムの輸出においては、新興国企業の技術⼒向上や現地において求められる価格・品質⽔準と

のミスマッチなどから、個別要素の技術⼒やライフサイクルコスト上のメリットだけでは競合国

（欧⽶、中国・韓国等）に優位性を持つことは困難な状況にある。 

このため、今後の農業・⾷品分野におけるインフラシステム（⽣産、加⼯、流通、消費に関わ

る施設・資材などのハード及び施設の管理システムなどのソフト）の海外展開にあたっては、開

発途上国を含めた⾷の多様化・⾼度化、アグリ／フードテック市場の拡⼤、COVID-19 による

影響など、市場を取り巻く環境の変化を捉えつつ、例えば、新たな流通のあり方・アフターサー

ビス、現地パートナーとの新規ビジネスの創造など、異なる視点でのアプローチを行いながら、

日本が強みを持つ技術・商品の市場を開拓するための取り組みが必要と考えられる。 

本委託事業では、開発途上国における、競合国の企業によるフードバリューチェーンの構築を

通じた市場開拓事例の収集・分析を⾏うとともに、成⻑分野などの動向を把握し、その成果を官

⺠の関係者が共有・活⽤することで、⾷のインフラ輸出の⼀層の推進と日本の⾷産業の海外展開

に資することを⽬的としている。 

1.2. 調査の内容 

本委託事業においては、以下 4 つの観点から調査を実施した。 

(1) 開発途上国におけるインフラシステム普及の成功事例収集 

(2) 成功要因の分析 

(3) 成長分野・地域の把握 

(4) (1)～(3)上記を踏まえた提言 

 各項目の具体的な調査内容は下記のとおり。 

  

(1) 開発途上国におけるインフラシステム普及の成功事例収集 
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既往の調査報告書等の文献調査に加え、海外ヒアリング調査を実施し、 農業・食品分野にお

けるインフラシステム（⽣産、加⼯、流通、消費に関わる施設・資材などのハード及び施設の管

理システムなどのソフト）の普及に成功している事例について調査した。 

調査項目としては、開発途上国において、⽐較的ハイスペック、⾼価な商品を取り扱う主に海

外の企業を対象として、農業・⾷品分野におけるインフラシステムの普及に成功している事例に

ついて、東南アジア地域、南アジア地域、アフリカ地域、中南⽶地域より 20 件程度収集し、こ

れらの地域におけるフードバリューチェーンの発達段階、フードバリューチェーン上の活動位

置、価値提案内容、主要な活動内容、顧客セグメント、顧客との関係、チャネル、リソース、パ

ートナー、収⼊構造、費⽤構造について整理し、ビジネスモデルの分類・ピクト図⽰を⾏った。 

  

(2) 成功要因の分析 

(1)にて収集した成功事例から 5 件程度を選定し、資⾦調達、収益確保までのプロセス、政府

が果たした役割、課題についてヒアリング、企業発表資料、その他⽂献によりとりまとめると

ともに、重要成功要因について分析した。 

  

(3) 成長分野・地域の把握 

本委託事業における対象地域（東南アジア地域、南アジア地域、アフリカ地域、中南⽶地

域）における農業・⾷品産業市場、特にフードテック市場について、投資額の推移や企業の販

売額、消費者の所得状況、マーケットシェアなどから、成⻑が⾒込まれる分野及び国・地域を

整理・分析する。さらに、成⻑が⾒込まれる分野における⼤型資本等による市場の占有状況、

COVID-19 による影響など、本邦企業の進出のうえで重要となる情報を関係機関へのヒアリ

ングや⽂献等により地域ごとにとりまとめる。 

(1)～(3)を踏まえた提⾔  

上記（１）〜（３）に基づき、今後、日本の農業・⾷品分野におけるインフラシステムの海

外展開を推進するうえで重要となる、企業及び政府の取り組みについて提⾔を⾏う。なお、提

⾔にあたっては、必要な⾏動や、現時点は不⾜している仕組み、課題などについて整理したう

えで⾏う。 

 

1.3. 調査の方法 

本委託事業におけるタスクと調査手法の全体像は下記のとおり。 
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2. 開発途上国におけるインフラシステム普及の成功事例収集 

2.1. 初期仮説の構築と成功事例となる企業ケースの収集 

本事業で調査対象とする農業・食品分野におけるインフラシステムは、フードバリューチェー

ンにおける生産、加工、流通、消費に関わる施設・資材などのハード、及び施設管理システムな

どソフト系のものから非常に広範囲にわたる。 

そこで、NRI の過去の海外市場調査での保有知見をもとに、まずは、インフラシステムの売

り手と、消費者である買い手のそれぞれにおいて、どのような課題を有しているかを整理。その

うえで、それらの課題をマトリックス上に整理した際に、両者の課題を解決するための考えうる

成功パターンを仮説的に設定した。 
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売り手と買い手の課題と成功パターンの仮説 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

  

各成功パターンの仮説概要は以下のとおり。 

成功パターンの仮説概要 

成功パターンの仮説 概要 

1.R&D 活用モデル 市場開拓段階から事業化を目指すのではなく、R&D
予算や R&D 並の事業基準でマーケットに入り込むモ
デルや外部組織との共同開発を行い現地ニーズへの
対応をすることで普及を図るモデル。 

2.投資によるインフラ普及モデル 短期的はハードやソフトを顧客に対して普及させ、
中長期的にはそこから得た情報を活用し、コンサル
ティングを行うことで売上拡大を狙うモデル。 

3.受注生産モデル ロットやカスタマイズが必要な商品について、受注
を受けてから生産することで、販売ロスを削減し、
結果販売単価を抑えるモデル。 

4.現地製造委託販売モデル 現地企業への製造及び販売委託を行い、コストを抑
えながら現地ニーズに合わせた商品を提供するモデ
ル（※事例収集の対象外）。 

5.共同購入モデル 経済力・信用力の低い消費者を束ねることでグルー
プ化し、ある程度のロットに束ねて販売すること
で、販売単価を抑えるモデル。 

6.販売網見直し
モデル 

6-1.中間業者排除型
モデル 

中間事業者を排除し、直売の商流を確立すること
で、販促費用を抑えつつ、買い手側の負担価格も抑
える 

開発 生産 販促 販売

• 現地のニーズの把握が難しい

• 現地ニーズに合わせた商品開発が難

しい

• 現地での生産ができない

（リソース不足、ロット不足による採算

性不足等）

• 自国で製造する場合のコスト高

• リソース不足で営業が不十分

• 中間業者が多く、最終消費者である

顧客へリーチできない

• 単価が高い（そもそも売れない）

• モノの売り切りだけで継続的な収入が

得られない

6. 販売網見直しモデル

（6-1. 中間業者排除型モデル

6-2. 中間業者育成型モデル

6-3. 売り場提供モデル）

2. 投資によるインフラ普及モデル

情

報

取

得

購

入

利

用

• 有用な商品・サービスを見

つけ出せない

• 自社独自規格・業務内容

に合う商品が無い

• 所得が少ないため購入・

投資資金が無い

• 必要な分だけ購入できな

い（ロットが合わない）

• 自社独自規格・業務内容

に合う商品が無い

• 使い方が難しく、わからな

い

• 利用する人手が不足

• 年に一回の収穫のため、

利用シーンが限られる

• 販売先がわからない

• 販売計画が立てられない

（価格変動リスクに耐えら

れない）

• サプライチェーンが不透明

販

売

売
り
手
側
の
課
題買い手側の課題

3. 受注生産モデル

4. 現地製造委託販売モデル

1. R&D活用型モデル

7. クロスセルモデル

（7-1 農業・食品関連

7-2 他産業）

14. 他産業共

同利用モデル

11. 生産物買取モデル

12. サービス付帯での販売モデル

13. 成果報酬型モデル

10. 利用料支払モデル

14. 他産業共同利用モデル

8. 国際機関、非営利組織、政府連携モデル

9. ファイナンス支援モデル

5. 共同購入モデル
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成功パターンの仮説 概要 

6-2.中間流通育成モ
デル 

利用方法を説明やインセンティブの設定などを通じ
て代理店を育成することで、より積極的な販売業務
アウトソース体制を確立するモデル。 

6-3.売り場提供モデ
ル（リアル売り
場、EC/PF 等） 

農機、肥料など農業関連製品をオンライン/オフライ
ンで閲覧、比較、購入できるプラットフォームや売
り場を提供し、買い手側へ情報提供を行うモデル。
最安商品を買い手が選べるとともに、売り手側は PF/
売り場の運用益も見込める。 

7.クロスセルモデル 
 

一人あたりの単価を上げ売上・収益を上げるため、
クロスセル（商品・サービスを購入した顧客に対し
て、関連するものを組み合わせて購入を促す）を行
う。 

8. 国際機関、非営利組織、政府協働
モデル 

社会的課題の解決等を切り口として、国際機関や非
営利組織、政府による補助金や教育・啓発活動など
の支援を活用し、買い手の資金や現地における人的
課題等を解決するモデル。 

また、政府払い下げをもらうことで事業基盤（顧客
基盤）を手に入れ、事業成長につなげるモデル。
（※事例収集の対象外） 

9.ファイナンス支援モデル 設備投資のための融資（低金利融資や家畜等の資産
を金融商品化）や、支払いの後払い／分割払い化に
より買い手側の資金課題を解決するモデル。 

10.利用料支払
モデル 

シェアリング・レ
ンタル・少量での
販売モデル 

商品・サービスを販売/貸与するなど買い手が好きな
タイミングでシェアリング・レンタルすることを可
能とするモデル。 

サブスクリプショ
ン型モデル 

サブスクリプションでの課金モデルとすることで、
買い手側の初期投資を抑え、購入ハードルを下げる
モデル。 

11.生産物買取モデル ユーザーに対し事前に契約条件の合意を取り、その
生産物を販売して利益を得ることを前提として、ユ
ーザーへの資金貸付を行い生産支援（売り手側にと
っては商品・サービス販売・流通システム構築な
ど）を行うモデル。 

12.サービス付帯での販売モデル 利用方法指導・製品を利用するためのマンパワーの
派遣を行い、モノを売るのではなく、サービスとし
て提供することで継続した売上を得るモデル。 

13.成果報酬型モデル 利用者の売上増加や、コスト削減分に応じて売上を
得るモデル。 

14.他産業共同利用モデル 周辺商材・産業でも活用可能なモノ・サービスを開
発することで、買い手側にとっての利用機会を増や
し資金負担を減らすモデル。（例えばドローンを生
産現場だけでなく倉庫でも活用するなど） 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

 

  本章では、上記仮説を考慮しつつ文献調査（※）により比較的ハイスペック、高価な商品を

取り扱う海外企業を対象として、東南アジア地域、南アジア地域、アフリカ地域、中南⽶地域に
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おいて、インフラシステムの普及に成功している事例について、以下の情報を収集・整理し、ビ

ジネスモデルの分類を試みる。 

 

① 活動地域におけるフードバリューチェーンの発達段階 

② フードバリューチェーン上の活動位置 

③ 価値提案内容、主な活動内容 

④ 顧客セグメント 

⑤ 顧客との関係 

⑥ チャネル 

⑦ リソース 

⑧ パートナー 

⑨ 収入構造 

⑩ 費用構造 

 なお、初期的には、グローバルの売上トップ 100 に位置するような企業、日系大手企業をメイ

ンとして IR 情報を確認し、上記の成功パターン仮説を海外で行っているケースがないかを調査

したが、大手企業調査のみでは適切な事例がみあたらなかったため、欧米系のスタートアップや

現地系の大手農業資材系・著名なスタートアップ企業までを調査対象範囲として広げている。ま

た、ブランド化等による高級品市場への移行、生産拠点の移動による生産コスト削減にかかる

例、自国内での自国政府支援に支援の事例の対象外としている。 

※文献調査では、昨年度調査報告書、その他調査報告書、データベース（S＆P Capital IQ、

Crunchbase 、D&B Hoovers 等）、関連新聞記事検索、ウェブサイト情報（企業ホームページ

等）などを活用した。 

 

2.2. 文献調査を踏まえたインフラシステム普及の成功事例の収集 

 

 本項では、具体的な調査結果に関して説明を行う。 

 

A) 機械系 

1) SolarNow（オランダ→ウガンダ／ケニア） 

水汲み機器とソーラーシステムを組み合わせたソリューションをファイナンスサポートと

ともに提供。手厚いアフターサービスも併せて行うことで製品を普及 

① 企業概要 
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SolarNow はオランダに本部を持ち、ウガンダやケニアで事業を行っている企業であ

る。ウガンダやケニアでは、多くの農地の灌漑設備が整備されておらず、降水量不足の補

完ができていない（雨水に依存している）ため、土壌の水分コントロールができず、農作

物の収量が低い。SolarNow は地球環境にも配慮したエネルギーを低所得な農家を中心に

アフリカ住民に提供することを目指しており、ウガンダの家庭と事業者双方に対して、ウ

ォーターポンプシステムと太陽光発電システムを組み合わせたソリューションをファイナ

ンスサポートとともに提供している。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

SolarNow の公開資料や取り組みを分析すると、ソーラーポンプシステムのような農業

機械の普及に向けた課題として、「自社製品や単体商品では現地ニーズに十分に適合して

いない」ことと「購入者の所得が少なく購入・導入のハードルが高い」ことの２つに直面

していたものと考えられる。ウガンダでは灌漑施設のない農地が多く雨水依存で農業が行

われている。また、都市部では約 80％、地方部では 96％の人口が電気のない環境で生活

している。そういった双方の課題を解決するソリューションが存在していないことに加え

て、ウガンダの農家の平均所得水準は年間 5,160 米ドル程度であり、所得の少ない農家に

とっては灌漑設備や電化設備を購入するための投資余力がない状況である。 

1 つ目の「自社製品や単体商品では現地ニーズに十分に適合していない」という課題に

対しては、ソリューション開発にコストを投じ、現地向けのパッケージソリューション開

発を行っている。農家向けに単にソーラーシステムを販売するのではなく、ウォーターポ

ンプシステムと組み合わせたソリューションとして提供している。そうすることにより、

未電化地域の電力不足を解消させるとともに、灌漑設備の整備による水汲みの電動化によ

って農作業時間の短縮に繋がっている。このようにコストと労働力短縮の両メリットがで

ることにより、より農家にとってメリットの高い商材となって購買に繋がっている。。 

2 つ目の「購入者の所得が少なく購入・導入のハードルが高い」という課題に対して

は、24 か月の分割払いのオプションを提供することで対応している。支払いオプションの

複数設定することで、買い手である農家が負担する初期コストを削減し、購入障壁を低

減、販売へとつなげている。 

また、商品の普及に向けた価値提供の一つとして、故障対応としてのアフターサービス

も実施した。商品普及においては、ウォーターポンプによる汲み上げ水量が不十分である

ことや、ソーラーシステムとウォーターポンプの不安定な稼働による故障が発生する場合

が存在し、現地農家の期待に十分応えられていない場合もあった。その点を解消するた

め、故障時の対応としてウォーターポンプシステム設置後 30 日以内、その後 3 ヵ月毎に

取り付け現場でのアフターサービスを 2 年間無料で提供するなど、現地利用者へのフォロ

ーを手厚く行うことで、製品の販売・普及へと繋げた。 
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SolarNowのインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバリュー

チェーンの発達段階

•多くの農地の灌漑設備が整備されておらず、降水量不足の補完ができてい

ない（雨水に依存）

•灌漑設備が整備されておらず、土壌の水分コントロールができず、農作物の

収量が低い

将来の目指す姿
•長期的に安価なだけでなく、地球環境にも配慮したエネルギーを停職な農家

を中心にアフリカ住民に提供する

普及に向け

た取組

買い手

•乾季の灌漑の仕組みが必要だが、所得が少ない農家にとって高い初期費

用を準備するまでに時間を要する

•故障の頻度が多く、維持管理の追加コストが発生する

売り手

•高い初期費用が製品の普及を阻害

•修理や保守部品交換に対応するために、サービス体制の構築が必要（設

備導入時の売り切りではなく、導入後も安定的な収益獲得が必要）

ビジネスモデルの特長

【開発 ： 先行投資による現地化対応】

•ソーラーシステムの農家向けの販売において、ウォーターポンプシステムと組み合

わせたソリューションとして提供し、農家の事業支援を実現

【ファイナンス ： 柔軟な支払いオプション】

•利用者は一括か24か月の分割払いを選択することができ、初期コストの負

担を削減することで、現地利用者の購入を促す

SolarNow Water Pump System

• ソーラーウォーターポンプシステム、太陽

光ミルククーラー、太陽光ポンプ、ドリッ

プキットなど

会社概要

設立年 2011

本社 Nijmegen, Gelderland, The Netherlands

事業展開

エリア
Uganda, Kenya

資金調達額 US$29.2 M

株主／投資

家

SunFunder, Novastar Ventures, Royal Dutch 

Shell, etc.

SolarNow Power System

• 家庭向け：ソーラーパネル

（2x50Wp）+ 携帯充電器 + TV + 

バッテリー（2x40Ah）+ 照明パッケー

ジ（3x3w）

• 企業向け：ソーラパネル

（4x250Wp）+ バッテリー

（4x200Ah）+ PWMコントローラ + 

インバーター（1.6kW24V）
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SolarNowのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

  

出所：各種公開情報より NRI 作成

ビジネスモデル

KP キーパートナー

投資家

• SunFunder

• Novastar Ventures

• Government of the 

Netherlands

• Centenary Bank

• Africa Enterprise 

Challenge Fund

• Alphamundi

• Acumen

• Mastercard Foundation

KA 主要活動

• 製品・サービス設計（オラン

ダ）

• 製品製造（中国）

• 製品販売（アフリカ）

VP 価値提案

• 24か月の分割払いオプション

を提供し、利用者の初期コス

ト負担を低減

• 設置後30日以内、その後3ヵ

月毎に取り付け現場でのアフ

ターサービスを2年間無料で提

供

CR 顧客との関係性

• 保守サービスの提供による長

期間の関係構築（2年間の

保証アフターサービスなど）

CS 顧客セグメント

• 小規模農家

KR キーリソース

• 製造パートナー（中国）

CH チャネル

• 直販（オンライン）

• フランチャイズ販売店（ケニア

15社、ウガンダ40社）

CS コスト構造

• 固定費：人件費, 賃料

• 変動費：製品仕入、技術指導費

RS 収益の流れ

• 製品販売（ソーラーウォーターポンプシステム、ソーラーパワーシステム）

• ロイヤリティ

SolarNow
（ウガンダ／ケニア）

投資家
(SunFunder, 

Novastar
Ventures, etc.)

資金提供

ビジネスモデルキャンバス

製品購入

製品販売
フランチャイズ

販売店
（ケニア：55社）

（ウガンダ：15社）

製品購入

製品販売

サービス費

保守サービス

（2年間無料）

小規模農家

ロイヤリティ

技術指導

SolarNow
本社

（オランダ）

製造パートナー
（中国）

製造委託

製品仕入

製品販売

製品購入

製品販売（一括/分割払い）

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

KA

KP

VP

VP
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2) John Deere（米国→アフリカ） 

支払いオプション提示に加え、農機データを活用し、銀行への信用情報提供を行い、農家

の資金繰りを支援 

① 企業概要 

John Deere は、1837 年に創設された米国イリノイ州に本社を置く農機メーカーであ

る。アフリカでは、ナイジェリア、アンゴラ、ジンバブエ、エチオピアを中心に小規模農

家に対して農機へのアクセスを促進し、アフリカ全域で農機導入率を高めることを目指し

ている。ガーナとケニアでは、スタートアップ企業である Hello Tractor のテクノロジー

を活用し、使用頻度や稼働面積、収穫量などを取得できる農機を販売しており、アフリカ

全土で遠隔管理機能付き農機を販売することを計画している。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

John Deere の公開資料や取り組みを分析すると、小規模農家向けの農機普及に向けた課

題として、流通・アフターサービスと販売の２つの領域における課題に直面していたと考

えられる。流通における課題としては、現地インフラが未成熟であり自社販売網構築や管

理が困難であることや誤った使用方法による故障や不具合発生時に修理や保守に対応でき

る人材がいないこと等が挙げられ、アフリカでは農機の運転ミスによる故障の多さ、過負

荷運転やメンテナンス不足による耐用年数の縮小が生じていた。一方で、販売における課

題としては購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高いことが挙げられる。例えば

ガーナでは農家の平均所得水準が年間 6,400 米ドル程度であり、農機を購入するための資

金がないことが販売拡大を阻害していた。また、小規模農家は信用情報がなく農機購入必

要な投資資金を金融機関から調達することが難しい状況であった。 

1 つ目の流通関連の課題に対しては、アフリカ各地の強力な販売代理店（AFGRI 

Equipment など）とのパートナーシップにより、現地での販売網、農機の修理・保守など

のアフターサービス体制を構築している。このことにより、購入者は農機の正しい使用方

法を理解することができ、故障時の修理対応サポートへの安心感を与えることで、販売へ

と繋げている。 

2 つ目の消費者の購買力に関する課題に対しては、スタートアップ企業と金融機関との

連携によって農家への資金需要に対応している。具体的には、スタートアップ企業である

Hello Tractor のプラットフォームと連携を行った。Hello Tractor は農家及び農機メーカ

ーに対し、データ取得・分析と Web アプリを通じて各種ソリューションを提供する企業で

あるが、サービスの一環に、農家の資金調達サポートが存在する。シェアリング事業を通

じて得られたデータ（農機の使用頻度、稼働面積、収穫量など）を信用情報として金融機

関へ提供することで、財務情報の整備が進んでいない個別農家の信用情報を金融機関に提

供することで、資金調達をサポートすることがその内容である。このサービスを活用する

ことで、John Deere は自社顧客の資金調達を支援し、購買力を向上させている。また、返

済額や期間を柔軟に設計できる資金調達パッケージをあわせて提供することで、自然災害

や害虫被害による支払不能リスクを低減し、更なる販売機会の増加を志向している。 
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John Deereのインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフード

バリューチェーンの

発達段階

• 農家の所得水準が低く、農作物の生産に必要な資材が購入できない

• 農業機械の導入が進んでおらず、生産性が低い

将来の目指す姿

• ナイジェリア、アンゴラ、ジンバブエ、エチオピアを中心に、小規模農家向けの農機へのアクセスを促進

し、アフリカ全域で農業機械導入率を高める

• 2020年後半には、アフリカ全土で遠隔管理機能付きトラクターの販売を目標

• 特に、ナイジェリアでは、2018年から2023年にかけて、遠隔管理機能を備えたトラクター10,000台の

販売を目指す

普及に向

けた取組

買い手

• アフリカ農家の平均所得水準（例：ナイジェリアではUSD9,815程度）は低く、トラクターを購入す

るための資金余力がない（トラクターの平均販売金額USD25,000～32,500程度）

• 小規模農家は信用情報がなく、農機購入に必要な投資資金を銀行から調達することができない

• 収穫量が自然災害や害虫被害等に左右され、支払不能リスクがある

売り手

• John Deereのトラクターは、競合製品と比較して25％程度高く、価格競争力がない

 John Deere 5065E 4WD(67馬力) : ₦12,500,000 (US$32,500)

 Massey Ferguson 375 2020(75馬力) : ₦ 10,000,000 (US$26,000)

• 現地での販売網、メンテナンス等のサービス網の構築が必要

ビジネスモデルの

特長

【流通・販売 ： 流通ネットワーク構築】

アフリカ各地の強力な販売代理店（AFGRI Equipmentなど）とのパートナーシップにより、現地での

販売網、農機の修理・保守などのアフターサービス体制を構築

【ファイナンス ： 柔軟な支払い設計・資金繰り支援】

返済額や期間を柔軟に設計できる資金調達パッケージを提供することで、自然災害や害虫被害によ

る支払不能リスクを削減

スタートアップ企業であるHello Tractorのプラットフォームから取得できるデータ（農機の使用頻度、稼

働面積、収穫量など）をベースに農家の財務諸表を作成し、信用情報として銀行へデータを提供を

することで、農家の資金調達を支援

（銀行への信用情報供与）

【ファイナンス ： 政府補助金活用（USAID）】

ガーナの小規模農家に対して、USAIDが農機購入費用の70%の補助金を提供しており、小規模農

家にJohn Deereを紹介してもらう形でUSAIDと連携

遠隔管理機能付きトラクター

• スタートアップ企業Hello Tractorのテクノロジーを活用し、アプリ

を介して機械を呼び、車両の動きを監視し、燃料レベルなどの

使用情報の取得が可能でなトラクターを販売（現在、ガーナと

ケニアで約400台を販売）

会社概要

設立年 1837

本社 Moline, Illinois, USA

事業展開

エリア

More than 30 countries (including Botswana, 

Ghana, Kenya, Mauritius, Mozambique, Namibia, 

Nigeria, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, 

Zimbabwe, South Africa, etc. in Africa)

売上高 US$39,233M (2019)

株主／投資

家

Cascade Investment LLC, The Vanguard Group, 

etc.
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John Deere のビジネスモデル 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

農家 John Deere

農機データに基づく財務情報銀行
(e.g. Stanbic Bank等)

農機データ収集

農機購入費用 (6%のコミッションフィー)

ローン返済

農機販売

Hello Tractor
（スタートアップ企業）

販売代理店
(e.g. AFGRI Equipment等)

融資

IoT機器 + 農機データ提供

プラットフォーム利用料 (~US$60-200/year)

農機販売

農機購入費用

VP

KP

KP
VPVP

ガーナ政府補助金(購入金額の40%) 輸入税5%削減

USAID (ガーナ) 小規模農家の紹介補助金 (購入金額の70%)

IoT機器購入費用 (~US$80-110) + 

導入コスト (~US$15)

KP

KP

KA

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ
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John Deereのビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

KP キーパートナー

• Hello Tractor（農

機データの取得）

• 銀行（Stanbic 

Bankなど）

• USAID（米国国際

開発庁）

• 現地政府（ガーナ政

府）

KA 主要活動

• 遠隔管理機能付き

のトラクターを販売

VP 価値提案

• 信用情報がない農家が農機

の購入資金を調達するために、

Hello Tractorから取得した

データを分析し、信用情報とし

て銀行に提供

• 返済額や期間を柔軟に設計

できる資金調達パッケージを提

供

CR 顧客との関係性

• 個々の農家の財務

状況に応じて柔軟に

設計

CS 顧客セグメント

• 小規模農家

KR キーリソース

• 現地の販売代理店

• Hello Tractorのプ

ラットフォーム

CH チャネル

• 直販

• 販売代理店

CS コスト構造

• 固定費：人件費、減価償却費、賃料

• 変動費：製品原価、修理・保守サービス費、プラットフォーム利

用料

RS 収益の流れ

• 製品販売
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3) New Holland Agriculture（米国→タイ） 

現地代理店に対するトレーニングキャンプの開催を通じて、営業力及びサポート体制の強

化を実現 

① 企業概要 

CNH インダストリアル傘下の農機メーカーである New Holland は米国に本社を置く農

機メーカーである。顧客の生産効率性と収益性向上に向けてトラクターを中心に農機の販

売に注力している。2017 年にはバンコクに地域本部を開設し、ASEAN における事業展開

の中心拠点として活用している。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

New Holland の公開資料や取り組みを分析すると、インフラシステム普及に向けた課題

として、「製品・サービスの活用方法を正しく説明できる人材がいない」ことや「誤った

使用方法による故障や不具合発生時に修理や保守に対応できる人材がいない」という課題

に直面していたものと考えられる。購入側である農家は農機の正しい操作方法を理解して

おらず頻繁に故障が発生していた。一方で、販売側は自社農機の操作方法について深い理

解が持つ人材や急な故障や定期メンテナンスに対応できる人材がタイ現地で不足してお

り、顧客の要望に対応することができていなかった。 

その課題を解決するために、New Holland は現地代理店に対して New Holland 製品に

関するフィールドデモンストレーションやトレーニングセッションを開催している。タイ

のタマサット大学施設で行われたトレーニングキャンプでは、APAC10 ヵ国から 100 名以

上が参加した。トレーニングプログラムはおよそ 2 週間に渡って開催され、講義形式で最

新の農業事情やテクノロジーについて学ぶセッションと、実際に農機操作や農作業を実践

するセッションとで構成されている。講義において農業や農機・テクノロジーに関連する

知見を深めるだけでなく、実際に New Holland 製品の操作方法や定期メンテナンス手法、

故障時の対応方法などを大学の施設を借り、実地で経験することができるため、参加者は

NewHolland 製品の能力値や競合に対する優位性について身を持って学ぶことができる。

こういった代理店に対する充実した教育を徹底することにより、農家に対して正しい農機

の使用方法を伝え、定期メンテナンスや故障時対応も安心して任せられる代理店を育成

し、最終的な製品購買へと繋げている。  
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New Holland のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバリューチェーンの

発達段階

•耕うん機を中心に農業機械の導入は進んでいるが、機械の適切な

活用方法や故障時のサポート体制が未整備

将来の目指す姿

•顧客が農機で実現できる生産効率性と収益性の向上に注力

• 2017年にバンコクに地域本部を開設し、ASEAN事業展開の中心拠

点として活用する

普及に向けた取

組

買い手

•農機の操作方法について販売代理店からの適切な説明がなく、農

機を使いこなせるまでに時間を要する

•農機を誤った方法で使用をしており、頻繁に故障が発生する

•農機の修理に時間がかかる場合が多く、作業が滞る

売り手

•現地に自社農機の操作方法について理解している人材がおらず、顧

客に対して正しい操作方法の説明ができない

•現地に急な故障や定期メンテナンスを迅速に対応できる人材がおら

ず、顧客対応に時間を要する

ビジネスモデルの特長

【販売 ： 効率的な販売ネットワーク構築（代理店トレーニング）】

•タイ現地のタマサット大学の施設を利用し、New Holland農機に関

するフィールドデモンストレーションやトレーニングセッションを実施。

•New Holland農機の操作方法や定期メンテナンス手法、故障時の

対応方法などについて代理店に対して教育を行うことで、現地での営

業力、及びサポート体制の強化を実現

会社概要

設立年 1895

本社 New Holland, Pennsylvania, USA

事業展開

エリア

Present in >100 countries (in Asia, they have 

production plants in Pakistan, India and China)

売上高

N.A. 

(Parent Company CNH Global: US$26,149M 

(2019))

株主／投資

家
BlackRock, T. Rowe Price, Vanguard

トラクター関連

• 10 Series (105 馬力)

• TS6 Series (140 馬力)

• TT Compact Range (50 馬力)

その他農業機械

•Round Baler BR6090 

• Big Baler 1270 Crop Cutter 

• TC5.30 Combine Harvester
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New Hollandのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• タマサット大学（トレーニ

ング施設の提供）

KA 主要活動

• 農業機械(トラクター、ロールベーラー

等)の製造・販売

VP 価値提案

• 販売代理店に対するフィールド

デモンストレーションやトレーニン

グセッションを実施。

• New Holland農機の操作方

法や定期メンテナンス手法、

故障時の対応方法などについ

て代理店に対して教育を行う

ことで、現地での営業力、及

びサポート体制の強化を実現

CR 顧客との関係性

• 販売代理店との長期的な関

係構築

•

CS 顧客セグメント

• 農家

• 農業関連企業

KR キーリソース

• タマサット大学（トレーニング施設の

提供）

• 従業員

CH チャネル

• 販売代理店

CS コスト構造

• 固定費：人件費、現地代理店教育費用（施設利用費など）

• 変動費：製品製造コスト

RS 収益の流れ

• 農機販売（トラクター、ロールベーラーなど）

販売代理店

（タイ、カンボジア、

インドネシア、マレーシア、

ミャンマー、等）

New Holland

Agriculture

代理店教育

（トレーニングキャンプ）

農機販売

農機購入費用

農家

／

農業関連企業

農機販売

農機購入費用

Thammasat

University

（施設利用）

修理・定期メンテナンスサービス提供

サービス費用

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

KP

KA

VP
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4) クボタ（日本→タイ） 

開発、販売、ファイナンスで複合的に現地課題に対応することでプレゼンスを高める 

① 企業概要 

株式会社クボタはタイ王室系のサイアムセメントグループと 1978 年に合弁企業サイア

ムクボタディーゼルを設立し、1980 年から農業用ディーゼルエンジンの製造販売を開始

し、その後、耕うん機やトラクタ、コンバインの製造販売へと事業を拡大し、2010 年に

子会社を統合し、サイアムクボタコーポレーションとして事業を行っている。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

クボタの公開資料や取り組みを分析すると、タイへの参入当初は、日本仕様の製品が現

地の農業生産の習慣（三毛作等）に適合していないことで販売が振るわなかった。開発面

で、初期的な先行開発、現地化の取り組みが十分でなかったことが大きな課題の１つとし

て挙げられている。また、「製品・サービスの活用方法を正しく説明できる人材がいな

い」ことや「誤った使用方法による故障や不具合発生時に修理や保守に対応できる人材が

いない」という流通・アフターサービスにおける課題や、購入者の所得が低く、販売・導

入のハードルが高いという販売における課題も前述の他の農機メーカーと同様に存在して

たものと考えられる。具体的には、二毛作や三毛作が基本であり、農機の使用時間も日本

の 5 倍以上と長く、それだけ修理の頻度が多くなっていた。さらに、故障が発生しても、

交換部品もなく、修理を手掛けられる事業者もいないため作業が農家は作業が滞ることが

多かった。また、収穫時期によって収入が変動するため、金融機関から資金を調達するこ

とが難しい状況であった。 

１点目の開発における課題に対しては、タイ現地農家からトラクターに必要な機能や性

能について徹底的に聞き取り調査を行った。現地の栽培手法や日本の５倍以上という長時

間の使用状況に合うように、耐久性に優れつつ、修理がしやすい、手頃な農機の開発を実

現したことで、購買に繋がっている。 

２点目の流通・アフターサービスにおける課題に対しては、ディーラーに対するサービ

ス教育を徹底している。具体的には、顧客への定期点検の徹底や、補修部品を取り揃え、

顧客から故障の連絡があれば、即座に修理対応する意識を植え付けることで、サービス対

応力の向上を図った。そうすることにより、故障時でも即座に対応してもえる安心感を持

たせることができ、購買に繋がっている。 

３点目の販売における課題に対しては、クボタはタイ現地にリース会社を設立し、自社

グループ内でローンの提供を行っている。収穫時期によって収入が変動するため金融機関

からの資金調達が難しかった農家に対して、収穫時期に応じた支払いスケジュールの設定

や金額や返済期間を柔軟に行えるように工夫をし、資金調達の障壁を低減し、販売へと繋

げている。 
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サイアムクボタのインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバ

リューチェーンの発達段階

•農家の所得水準が低く、農作物の生産に必要な資材が購入できない

•耕うん機を中心に農業機械の導入は進んでいるが、機械の適切な活用方法や故

障時のサポート体制が未整備

将来の目指す姿

•ユーザーの声に耳を傾け、現場のニーズに寄り添った農業機械を開発

•稲作の現場で培ってきたクボタの技術でアジアトップシェアを誇り、現地の農業を支え

る

•タイ拠点を起点にASEAN地域における農業の機械化を推進し、地域経済の発展に

貢献

普及に向け

た取組

買い手

•二毛作や三毛作が基本のタイでは、トラクターの使用時間も日本の5倍以上と長く、

それだけ修理の頻度が多い

•現地で故障が発生しても、交換部品もなく、修理を手掛けられる事業者もいないた

め作業が滞る

•収穫時期によって収入が変動するため、銀行からの借入が難しい

売り手

•新車の自社農機は現地で流通している日本製の中古品と比較して5倍以上も高く、

価格競争力がない

•現地で補修部品が取りそろっておらず、修理・保守に対応できる人材が不足しており、

顧客対応に時間を要する

ビジネスモデルの特長

【開発 ： 先行投資による現地化対応（現地向け製品開発の実施）】

•タイ現地農家からトラクターに必要な機能や性能を徹底的に聞き取り、長時間の使

用や泥水の負荷にも強い耐久性を持ちながらも、安価で、メンテナンスが容易な現

地仕様のトラクターを開発

【販売 ： 効率的な販売ネットワーク構築（代理店トレーニング）】

•ディーラーに対して、顧客の購入後に定期的に点検に行くように教育を徹底。加えて、

ディーラーに対して補修部品を事前に供給し、顧客から故障の連絡があれば、即座に

修理対応できる体制を整備

【ファイナンス ： 柔軟な返済の設計】

•所得が少ない農家に対して購入の間口を広げるために、収穫時期に応じて支払いス

ケジュールを組んだり、支払い能力に応じて、金額や期間の設定を柔軟に行えるよう

工夫し、自己資金の少ない人でも新車農機の購入を可能にした

会社概要

設立年 2010

本社 Pathum Thani, Thailand

事業展開

エリア
Thailand, Cambodia, Laos 

売上高 US$1,663.2M 

株主／投資

家

60:40 Joint Venture between Kubota 

Corporation and Siam Cement Group

トラクター関連

• Series B (for maintenance tasks): 

B2140SN, B2140S, B2740S, 

B2440S

• Series L (for paddy field, dry field 

and gardening tasks): L5018, 

L4018

• Series M (for heavy-duty tasks): 

M135X, M108S 4WD, M9540, 

M8540, M7040, M6040SU

その他農業機械

• Implements

•Combine Harvesters

• Transplanters

•Diesel Engines

• Tillers
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クボタのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• Siam Cement Group

（タイ王室系のコングロ

マリットグループ）

KA 主要活動

• トラクタ、コンバイン、エンジン、耕うん

機の製造・販売

VP 価値提案

• 現地ニーズに合わせた製品開

発（e.g. 強い耐久性、安価、

メンテナンスが容易）

• ディーラーに対するサービス教育

を徹底することで、顧客の依

頼に対する迅速な点検・修理

サービスを提供

• リース会社の設立と柔軟な返

済スケジュールの設定

CR 顧客との関係性

• ディーラーによるの点検・修理

サービス提供を通じて長期的

な関係構築

CS 顧客セグメント

• 小規模農家

KR キーリソース

• R＆Dセンター

• Siam Kubota Leasing

CH チャネル

• ディーラー（約80社）

CS コスト構造

• 固定費：人件費、工場・R＆Dセンター賃料、サービス教育費用

• 変動費：製品・部品製造費用

RS 収益の流れ

• 農業機械販売、関連部品販売

ディーラー

（約80社）

Kubota

農機販売

農機購入費用

小規模農家

Siam Kubota

Corporation

農機販売

農機購入費用
出資（60%）

Siam Cement

GroupSiam Kubota

Leasing

出資（40%）
出資

サービス教育（修理・点検）

部品供給

部品購入費用

融資

返済

修理・点検サービス

修理・点検サービス費用

R&D

センター

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

KP

KA

VP

VP

VP
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5) Mahindra & Mahindra（インド） 

売り切りからレンタルモデルへの転換を行い、より幅広いユーザーへの利用普及を狙う 

① 企業概要 

インドのコングロマリットの一つマヒンドラ・グループの中核企業である Mahindra & 

Mahindra は、トラクターやコンバイン、田植え機、耕運機の製造販売を行っている。 

農機の製造販売に加えて、オンラインの農機レンタル事業を手掛ける子会社 Trringo を

2016 年に設立した。農家がオンラインで農機のレンタルを申請すると、最寄りのフランチ

ャイズ拠点から貸し出される仕組みとなる。普及率の低い農機を小さい投資額で利用する

ことができる。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

Mahindra＆Mahindra の公開資料や取り組みを分析すると、農機の普及に向けた課題と

して「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」ことに直面していたものと考

えられる。インドの農家の平均所得水準は年間 3,140 米ドル程度であり、農機を購入する

ための資金余力がない状況である。また、農機によっては収穫期のみに使用するなど利用

機会が限定的で農家にとっては費用対効果が見込めなかった。 

その課題を解決するために、子会社 Trringo を通じて農機のレンタルサービスを提供し

た。具体的には、Trringo が Mahindra から農機を購入・所有し、特定の期間のみ農家に

対して当該農機のレンタルを行うビジネスとすることで、農家の農機利用にかかる費用

を、農家が農機を購入し所有する場合と比較して安価にすることを実現している。このビ

ジネスを通じ、所得が少なく農機の購入・投資資金がない小規模農家に対し、大きな初期

投資なく農機の利用を可能にすることで、サービスの利用拡大へと繋げている。また、利

用者の近くのフランチャイジー拠点からタイムリーに農機の貸出を行えるようフランチャ

イズネットワークを拡大することで、利用者の裾野を拡大し、サービスの利用を促進して

いる。  
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Mahindra & Mahindra のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバリュー

チェーンの発達段階

•農家の所得水準が低く、農作物の生産に必要な資材が購入できない

•耕うん機を中心に農業機械の導入は進んでいるが、機械の適切な活用方法や

故障時のサポート体制が未整備

将来の目指す姿 •自動車製造メーカーの強みを生かし次世代農機市場でシェア拡大を図る

普及に向けた

取組

買い手

•インドの農家の平均年収は、Rs 123,948/年(～US$1,680/年)と低く、トラクター

を購入するための資金余力がない（Mahindra JIVO 225DI （18.4馬力）は

Rs285,000-345,000、US$3,800-4,600程度）

•農機を誤った方法で使用をしており、頻繁に故障が発生する

•農機によっては収穫期のみに使用するなど、利用機会が限定的

売り手

•強力な販売チャネルがなく、販売網の構築が必要

•現地に自社農機の操作方法について理解している人材がおらず、顧客に対して

正しい操作方法の説明ができない

•製品の売り切りだけで顧客との長期的な関係構築を通じた継続的な収入が得ら

れない

ビジネスモデルの特長

【販売 ： サブスク・レンタル】

• 2016年にオンラインの農機レンタル事業を手掛けるTrringoを設立し、農家向けに

農機を貸し出すことで、収益リソースを拡大

•農機の購入必要がない農家向けに、毎年短期間だけ必要となる高価な農機

（ハーベスターや田植え機）などをレンタルすることで農家の資金負担を削減

【販売 ： 効率的な販売ネットワーク構築】

•全国で千社を超える販売代理店ネットワークを構築

会社概要

設立年 1945

本社 Mumbai, Maharashtra, India

事業展開

エリア

Worldwide in 100+ countries (APAC, Africa, 

Middle East, Europe, Americas)

売上高 US$13,019M (2020)

株主／投資家
Prudential Management & Services Pvt. Ltd, Life 

Insurance Corporation of India, etc.

トラクター
• 20 horsepower tractor (Mahindra Jivo

225 DI 4WD, etc.) 

• 21-30 horsepower tractor (Mahindra 

Jivo 245 DI 4WD, etc.)

• 31-40 horsepower tractor (Mahindra 

Jivo 365 DI 4WD, etc.)

• 41-50 horsepower tractor (Mahindra 

Yuvo 475 DI, etc.)

• 50 horsepower tractor (Mahindra Arjun 

Ultra 1605 DI etc.)

• 60 horsepower tractor (Mahindra Novo 

755 DI, Novo 655 DI)

農機レンタルアプリ「Trringo」
• 農家向けのオンデマンド農機具レンタルプ

ラットフォーム
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Mahindra & Mahindraのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• N.A

KA 主要活動

• 農機販売、農機レンタル

VP 価値提案

• 代理店に対してオフラインとオンラインベー

スでのトレーニングプログラムを提供するこ

とで、製品知識の向上やサポート体制の

強化を実現

• 農機の購入必要がない農家向けに、毎

年短期間だけ必要となる高価な農機

（ハーベスターや田植え機）などをレンタ

ルすることで農家の資金負担を削減

CR 顧客との関係性

• サービス利用を通じた長期

的な関係構築

CS 顧客セグメント

• 小規模農家

KR キーリソース

• 従業員

• アプリプラットフォーム

CH チャネル

• 代理店

• Trringo（フランチャイジー）

CS コスト構造

• 固定費：人件費、R&Dコスト、マーケティングコスト、アプリ開発・運営費

• 変動費：製品原価、輸送費

RS 収益の流れ

• 農機販売、農機レンタル

小規模農家

Trringo

(Mahindra

子会社)

利用料

Mahindra

農機販売
フランチャイジー

代理店

（1,000社以上)

農機レンタル

コミッション

（10％）
農機購入

農機販売

農機購入

農機販売／修理・メンテナンスサービス

農機購入／サービス料

出資(100％子会社設立)
農機レンタルアプリプラットフォームの提供

農機販売

トレーニング提供

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

KA

VP

KA

VP
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6) Khyeti（インド） 

温室野菜栽培テントを銀行提携を通じて低金利で提供。また、最適な種子・肥料の提供や

栽培アドバイス等も合わせて実施 

① 企業概要 

Khyeti は 2015 年に設立された企業で、小規模農家向けに「Greenhouse-in-a-box

（GIB）」と呼ばれる節水型の温室野菜栽培テントを販売している。「GIB」は点滴灌漑

を使用することで水の蒸発を防ぎ、従来の 10％程度の水量で高品質な野菜を栽培すること

ができる。従来の野菜栽培では 1 日に 5 万リットルの水を必要としていたが、「GIB」栽

培ではわずか 1000 リットルで済むため、屋外栽培と比較すると「GIB」栽培は 98％もの

農業用水を節約できるという利点がある。 

また、屋内農業なので気候変動に左右されにくく、害虫の被害を受ける心配もいらな

い。作付けから 60 日以内で現金収入に直結する付加価値の高い野菜が収穫できる点も特長

である。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

Khyeti の公開資料や取り組みを分析すると、温室野菜栽培テントの普及に向けた課題と

しては、「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」ことと、「製品・サービ

ス導入後のサポートがなく、導入効果が伝わらない」ことの２つに直面していたものと考

えられる。インドの農家の平均所得水準は年間 3,140 米ドル程度であり、栽培テントを購

入するための資金余力がない。仮に金融機関から融資を受ける際には 22％程度の金利とな

り、農家にとっては金利負担が大きく活用できるものではなかった。また、農家は種子や

肥料の購入先が限定的であり、高品質な種子や肥料の判断や調達ができないことに加え

て、農作物生産や温室栽培などに関する知識が欠如しており生産性が改善されず、所得が

低い状態が続いている。 

「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」という課題に対して、Kheyti は

2017 年に国営銀行 Bank of Baroda と提携し、農家への低金利での資金提供を行ってい

る。具体的には、販売価格の約 10～20％の頭金で購入でき、差額は低金利（市場レートの

22％よりも更に低い 8.6％）で借入できる仕組みを導入し、農家の初期費用と金利負担を

削減することに成功した。このことにより、農家は購入時に大きな投資資金を準備するこ

となく、安定した作物栽培で得た収入から少しずつ返済していくことが可能となり、栽培

テントの購買に繋がっている。 

また、「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」ことと「製品・サービス

導入後のサポートがなく、導入効果が伝わらない」という双方の課題を解決するアクショ

ンとしては、農家に対する栽培技術や知識に関する現場でのトレーニング提供を行ってい

る。栽培テントの販売に加えて、高品質な野菜の種や肥料の提供を行い、小規模農家をま

とめ、コミュニティ形成を促し、専門家によるアドバイスや週毎の農業指導等を提供する

ことで、農家は安定した生産を実現でき、収入の向上に繋がっている。また、コミュニテ

ィ単位で生産・販売計画を立てるため、より効率的な農業経営が可能になり、より農家に

とってメリットの高い商材となって購買に繋がっている。更に、小売りとの提携を行うこ

とにより、資材の売り切りでなく、製品利用者のフードバリューチェーン全体の構築に寄

与している点も当該事例の特長である。  
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Khyeti のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバ

リューチェーンの発達

段階

•農家の所得水準が低く、農作物の生産に必要な資材が購入できない

•生産・栽培技術不足により生産性が低い

•農作物の品質にばらつきがある

将来の目指す姿
• 2025年までに貧窮する100万の農家に「Kheyti」の農業サービスを提供すること

•農家の貧困問題、及び水不足問題を解決すること

普及に向

けた課題

買い手

•インド農家の平均所得水準は年間Rs123,948/年(US$1,680/年)と低く、栽培テント

を購入するための資金余力がない

•農家が銀行から融資を受ける際の一般的な金利は22％程度であり、農家

にとって金利負担が大きい

•また、農作物生産や温室栽培に関する知識がなく、栽培テントを活用しきれない

•種子の購入先も限定的であり、高品質な種子や肥料の判断や調達ができない

売り手

• Khyetiの温室テントはRs1.8lakh (US$2,500)程度と価格競争力がなく、インドの小規

模農家にとってローンなしで購入することは難しい

•温室栽培に関する技術や知識を小規模農家1件ずつに対してインプットしていくと効

率が悪い

課題解決に向けた

アクション

【販売 ： 品揃え強化】

•小規模農家の限られたネットワークでは調達が難しい高品質な種子と肥料を提供し

安定した栽培を支援

【ファイナンス ； 資金繰り支援】

• Kheytiは2017年に国営銀行「Bank of Baroda」と提携し、販売価格の約10～20％

の頭金で購入でき、差額は低金利（市場レートの22%よりも更に低い8.6%）で借入

できる仕組みを導入し、農家の初期費用と金利負担を削減

【アフターサービス ： 体制構築・教育】

•多くの農家に対して効率的に教育できるように、アプリを通じた教育体制を開発

【アフターサービス ： コンサル】

•農家に対して栽培技術や知識に関する現場でのトレーニングを提供

会社概要

設立年 2015

本社 Hyderabad, Telangana, India

事業展開

エリア
India (Telangana)

資金調達額 US$400,000 (2017)

株主／投資

家
Acumen, Ceniarth

Greenhouse-in-a-box (GIB)

• 「GIB」と呼ばれる節水型の温室野菜栽培テントを販売

• 「GIB」は点滴灌漑を使用することで水の蒸発を防ぎ、従来の10％程度の水量

で高品質な野菜栽培を可能にする

• また、屋外栽培と比較すると、「GIB」栽培は98％もの農業用水を節約できると

いう大きな利点がある

• 従来の野菜栽培では1日に5万リットルの水を必要としていたが、GIBはわずか

1,000リットルで済む。また、屋内農業なので気候変動に左右されにくく、害虫の

心配もいらない。作付けから60日以内で現金収入に直結する付加価値の高い

野菜が収穫できる点が特長
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Khyetiのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• Bank of Baroda（イン

ド国営銀行）

• 種子・肥料メーカー

• 投資家（Acumen、

Ceniarth）

KA 主要活動

• 温室野菜栽培テントの製造・販

売

VP 価値提案

• 国営銀行「Bank of Baroda」と提携

し、少ない初期費用と低金利のロー

ン契約オプションを提供

• 小規模農家の限られたネットワークで

は調達が難しい高品質な種子と肥

料を提供し安定した栽培を支援

• アプリを通じた技術や知識の共有

CR 顧客との関係性

• 農家との長期的な関係構築

CS 顧客セグメント

• 小規模農家

KR キーリソース

• 従業員（栽培手法研究、現場

トレーニング、アプリ開発など）

CH チャネル

• 直販

CS コスト構造

• 固定費：人件費、研究開発費、アプリ開発・運営費用

• 変動費：栽培テントの製造費用、種子・肥料の購入費用

RS 収益の流れ

• 栽培テントの販売

小規模農家 Khyeti

提携銀行
(Bank of Baroda)ローン返済

温室野菜栽培テント(GIB) の販売

温室野菜栽培テント(GIB) の購入費用

高品質種子・肥料の提供

種子・肥料

メーカー

投資家
(Acumenなど)

融資 (loan @ 8.6%) 

種子・肥料購入費用

種子・肥料販売

資金提供

栽培に関するトレーニング・アプリベースでの技術・知識の共有

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

KA

VP

KP

VP

VP KP

KP
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7) eFishery（インドネシア） 

分割払いや後払い、サブスクリプション形式など多様な支払いオプションの提供を通じ

て、機器の初期購入障壁を下げつつ、生産品の販売サポートにより農家の事業を支援 

① 企業概要 

eFishery は 2013 年に創業したインドネシアのバンドンを拠点とする企業である。魚や

エビの養殖業者を対象に、スマートフォンから簡単に操作可能な自動給餌システムの販

売・サポートや、生産した魚を販売できる流通プラットフォームの提供を行っている。同

社の自動給餌システムはインドネシア全土 34 州中 28 州、370 以上の都市で利用されてい

る。 

インドネシアの養殖業は年間総生産量が世界 4 位となる重要な産業で、国内には 330 万

の養殖場がある。同社は、養殖を通じ世界の食糧不足問題の解決、業界内の根本的な問題

に対処するための解決策の提供、包括的なデジタル経済を通じ社会的および経済的不平等

を減らすための技術を提供、という 3 つのミッションを掲げている。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

eFishery の公開資料や取り組みを分析すると、自動給餌システムの普及に向けた課題と

して、「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」ことと「製品・サービス導

入後のサポートがなく、導入効果が伝わらない」という２つの課題に直面していたものと

考えられる。インドネシアの養殖事業者の平均所得水準は年間 6,000 米ドル程度であり、

養殖事業者にとって自動給餌機システムを購入するための資金余力はない。また、自動給

餌機システム導入後に収穫量が増加した場合でも、小規模な養殖事業者は販売ネットワー

クが限られており、収入も増加しない状況であった。 

「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」という課題に対しては、銀行な

どの金融機関との提携を通じて、養殖事業者への資金需要に対応している。具体的には、

分割払いや後払いの支払いオプションを提供することで、初期投資資金の準備負担を削減

し、自動給餌システムの販売へと繋げている。 

また、「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」ことと「製品・サービス

導入後のサポートがなく、導入効果が伝わらない」という双方の課題に対しては、自動給

餌システムの導入により増加した生産品を販売するための流通プラットフォームを提供し

ている。養殖事業者の生産面だけではなく、販売面まで含めたサポートを一気通貫で提供

することで、自動給餌システムの販売と流通プラットフォームの取引量増加に繋がってい

る。 
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eFishery のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバ

リューチェーンの発達

段階

•農家の所得水準が低く、農作物の生産に必要な資材が購入できない

•給餌作業など非効率な労働集約型的な作業が多い

•農作物の流通網が限定的

将来の目指す姿

•養殖を通じ世界の食糧不足問題の解決

•業界内の根本的な問題に対処するための解決策の提供

•包括的なデジタル経済を通じ、社会的および経済的不平等を減らすための技術を提供

•インドネシア国内での事業規模を10倍にする

•バングラデシュ、タイ、ベトナムへの事業拡大

普及に向

けた取組

買い手

•所得が少なく、購入するための初期投資資金が無い

•製品の活用方法や最適な養殖運営に関する知識・ノウハウがない

•効率的な給餌システムの導入により増加した生産品を販売するためのネットワークがない

売り手

•高い初期費用が製品の普及を阻害

•分散している養殖業者それぞれに対して製品の活用方法を説明するためのリソースが足

りない

•現地パートナーが不在でネットワークがない

ビジネスモデルの特

長

【流通・販売 ： 流通ネットワーク構築】

11%のセールスコミッションを設定、eFisheryの製品拡販のための代理店ネットワーク拡大

【流通・販売 ： サブスク・レンタル】

サブスク形式でのサービス提供を行うことで、農家の初期投資負担を削減

【ファイナンス ： 柔軟な支払いオプション／資金繰り支援】

銀行などの金融機関との提携を通じて、初期投資資金がない養殖業者に対しても分割

払いや後払いの支払いオプションを提供し、製品の購入を促進

【ファイナンス ： 政府補助金活用】

州政府へのアプローチを通じて、約400の農家に対してeFisheryFeeder製品の最大3ヶ月

のサブスクリプション料を補助金として提供するプログラムを実施

【アフターサービス ： コンサル（オンライン販売サポート）】

給餌システムの導入により増加した生産品を販売するためのBtoB、BtoCプラットフォームを

整備することで、養殖業者の販売もサポート

会社概要

設立年 2013

本社 Bandung, Jawa Barat, Indonesia

事業展開

エリア

Indonesia (120+ cities and 23+ provinces); pilot 

projects in Bangladesh, Thailand and Vietnam

資金調達額 US$5.2M

株主／投資家

Go-Ventures, NorthstarGroup, Wavemaker 

Partners, Unreasonable Capital, Triputra Group, 

Social Capital, Maloekoe Ventures, Aqua Spark, 

500 Startups

eFisheryFeeder (for Fish/Shrimp)

• スマートフォンからスケジュールの設定やモニ

タリングを行える自動給餌機。餌を撒く

水深や餌を水中に撒く際のパワーなどもの

設定可能

eFisheryFresh

• 養殖業者が商品を販売するためのオンラ

インプラットフォームで、toB toC いずれにも

対応

eFisheryFund

• 養殖業者向けに設計された金融サービス

で、設備投資のための融資や、eFishery

が販売する製品の購入支援、支払いの

後払いなどに対応
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eFisheryのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

 

ビジネスモデル

投資家
(Go-Ventures, 

Northstar
Group, etc.)

資金提供

養殖業者

eFishery

金融機関
（Investree, 

Bank BRI, BJB,
etc. ）

代理店

・ハブ施設

製品活用方法指導／

設置・修理サポート

自動給餌機／餌の購入費用（サブスクリプション形式）

例：FishFeeder（US$25/月/台）／ShrimpFeeder（US$40/月/台）

自動給餌機／餌の販売

代理店教育

修理費用

eFishery

Fund

養殖魚の販売
eFishery

Fresh
（販売PF）

養殖魚

購入者

販売手数料

KP

KA

VP

VP

KP

養殖魚の販売

融資提供

州政府 3ヵ月のサブスクフィーを補助

（農家に代わり政府が負担）

農家向けの補助金プログラム

コミッション(売上の11%程度)

KP

資金提供

融資返済

VP

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ
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出所：各種公開情報より NRI 作成 

ビジネスモデルキャンバス

KP キーパートナー

• 融資マーケットプレイ

スの運営(Investree)

• 投資家 (Go-

Ventures, 

Northstar Group, 

etc.)

• 金融機関 (Bank 

BRI, Bank BJB, etc.)

KA 主要活動

• 自動給餌機の販売

VP 価値提案

• 初期投資資金がない事業者

に対しても分割払いや後払い

の支払いオプションを提供する

ことで、製品の購入を促進

• 給餌システムの導入により増

加した生産品を販売するため

のBtoB、BtoCプラットフォーム

を整備することで、養殖業者

の販売もサポート

CR 顧客との関係性

• 農家 の長期的な関

係構築

CS 顧客セグメント

• 養殖業者

KR キーリソース

• 代理店 (400+)

• ハブ施設 (70箇所)

CH チャネル

• 直販

CS コスト構造

• 固定費：人件費、減価償却費、賃料(ハブ施設)、プラット

フォーム開発・運営費

• 変動費：製品原価

RS 収益の流れ

• 自動給餌機の販売

• 養殖魚販売手数料
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B) 農業資材系 

8) BASF（ドイツ→インド） 

開発段階から現地大学、研究機関、民間企業とのオープンイノベーションによる R&D 体

制を構築 

① 企業概要 

BASF は、ドイツのルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社である。持

続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、環境保護と社会的責

任の追及、経済的な成功の 3 つを同時に果たすべく事業を行っており、インド国内では、

11 の生産拠点と 34 のオフィスに約 2,500 名の従業員を抱えている。 

インドの農家では高い気温で繁殖するジャシッドやコナジラミなどの害虫被害に悩まさ

れていたが、2018 年に新規殺虫剤「Sefina」の開発に成功し、インドの農家の農作物の保

護、及び収穫量の増加に貢献している。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

BASF の公開資料や取り組みを分析すると、農薬の普及に向けた課題として、開発と流

通の２つの領域における課題に直面していたものと考えられる。開発における課題として

は、開発に投じられるコストが十分でなく、現地導入した商品が十分に消費者ニーズにミ

ートしておらず、販売が期待するほど伸びなかった。一方で、農薬などの R&D において

は、耕作期間を経てその効果が検証されるといったように、最短でも数か月～数年が必要

となることから、集中的かつ継続的な投資をしていく必要がある。また、流通における課

題としては、「中間業者が多く、顧客へのリーチができない」ということが挙げられ、既

存の代理店を通じた販売だけではなく、拡大しているオンライン販売への対応が必要な状

況であった。 

1 つ目の開発における課題に対しては、BASF のグローバルでの R&D 活動の約 4 分の 1

を、成長市場であるアジア太平洋地域で実施することを決め、作物保護関連製品の売上高

の約 10％（約 4 億ユーロ以上）を毎年投資することで現地ニーズに合った製品の開発を全

社的に進めている。多くの企業で商品開発に向けて事前に予算の確保や合意が取れていな

いケースが多いが、BASF では先行投資領域として注力分野のフラグ立てを行い、商品開

発を推進している。さらに、開発段階から現地大学や研究機関、民間企業との連携を図

り、現地のニーズを取り込みやすい体制を構築したことで、現地ニーズに合った商品開発

を行い、販売へと繋げている。 

2 つ目の流通における課題に対しては、代理店を通じた販売だけではなく、BtoB オンラ

インマーケットプレイスである「India Mart」を活用し、オフラインだけではなくオンラ

インチャネルによる販路拡大を図ることで、購買に繋がっている。 
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BASF のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバ

リューチェーンの発達

段階

•現地作物に適した農薬が開発・販売されておらず収穫量を増加できずにいる

•また、農薬や肥料の開発についても研究・技術開発能力が不足している

将来の目指す姿

• BASFは2020年までに、2011年以降（過去10年以内）に上市した製品やR&D

活動を通じた商品・サービスから300億ユーロの売上高の確保を目指す

•インドにおいては、作物保護と特殊化学品に特に注力し、地域の課題に対する製

品の開発を目指す

普及に向

けた取組

買い手

•現地の主要作物であるコットンをはじめ、ナスやキュウリなどの現地作物に適した農

薬が開発・販売されておらず入手できない

•特にジャシッドやコナジラミなどの害虫被害により収穫量が減少

売り手

•現地栽培環境を踏まえ、最適な農薬を自社商品として有していない

•輸出や代理店を通じた販売を行っていたが、より効率的な（多くの農家の声が確

認でき商品開発につながる）流通チャネルの構築が必要

ビジネスモデルの特長

【開発 ： 先行投資による現地化対応】

• BASFのグローバルなR&D活動の約4分の1をアジア太平洋地域で実施するとし、作

物保護関連商品の売上高の約10%（約4億ユーロ以上）を毎年投資

【開発 ： 現地組織の巻き込み】

•開発段階から現地大学や研究機関、民間企業との連携を強化

（現地のニーズを汲み取りやすい体制を構築）

• 2014年に、200万ユーロを投資し、インド（ムンバイ）にR&Dセンターを開設

• 2017年に、約5,000ユーロの投資を行い、インド（ムンバイ）にオープンイノベー

ションキャンパスを新設

• 2019年に、インド工科大学ボンベイ校（IITB）とインド国立化学研究所プネ

（NCL）とのパートナーネットワークを構築

【販売 ： 効率的な販売ネットワークの構築】

• BtoBオンラインマーケットプレイスである「IndiaMart」を活用し、問屋向けの販売チャ

ネルを広範囲に確保

Sefina Insecticide

• 2018年に開発に成功した新規殺虫剤

「Sefina」の提供

• インドの農家では高い気温で繁殖する

ジャシッドやコナジラミなどの害虫被害に

悩まされていたが、この新製品の開発に

よって農家の作物（綿花や野菜など）

の保護、及び収穫量の増加に貢献した

会社概要

設立年 6 April, 1865

本社 Ludwigshafen, Germany

事業展開

エリア
More than 90 countries

売上高 EUR 59,316 million (2019)

株主／投資家 The Vanguard Group, BlackRock, etc.
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BASFのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

ビジネスモデル

BASF India

農家

BASF HQ

現地ニーズのフィードバック(e.g. ジャシッドやコナジラミなどの害虫被害）

R&D資金

新製品の共同開発・テスト(e.g. Sefina insecticide)

ナレッジ共有

R&Dセンター,
イノベーションキャンバス

外部パートナー
（大学、研究機関、

民間企業など）

ナレッジ共有

製品購入

化学品

問屋等
製品販売製品販売

BtoBオンライン

マーケットプレイス
製品販売

VP

KA

製品購入 製品購入

KP

製品購入

小売店

製品販売製品販売
代理店

製品販売

KA

製品購入 製品購入

農薬メーカー
（e.g. PI Industries）

ライセンス供与・売却

ライセンス費用

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ
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BASFのビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

ビジネスモデルキャンバス

KP キーパートナー

• 大学、研究機

関、民間企業な

どの共同研究

パートナー

KA 主要活動

• 農薬（e.g. 殺虫剤

「Sefina」)の開発・販売

VP 価値提案

• これまでのノウハウと現

地外部パートナーとの

オープンイノベーションに

よるR＆D活動を通じて、

現地ニーズに合わせた

製品開発を行う

CR 顧客との関係性

• 共同での製品開発（現

地ニーズを理解するため）

CS 顧客セグメント

• 農家

• 農薬メーカー (e.g.

PI industries)

KR キーリソース

• 2,300名を超える従業員

• 10か所の生産施設と10か所

の事務所

• 2つのR&Dセンター(ムンバイ、

マンガロール)

CH チャネル

• 代理店

• BtoBオンラインマーケットプ

レイス（e.g. India mart)

CS コスト構造

• 固定費：従業員（研究者）給与、研究開発費

• 変動費：製品製造費用

RS 収益の流れ

• 製品販売

• ライセンスの供与・売却
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9) Kynoch（南アフリカ→アフリカ） 

土壌や農作物情報を取得し分析することで、商品カスタマイズに活用。さらには、情報を

活用し、収穫量安定化・生産性向上にむけた農作物育成に関するアドバイスも実施 

① 企業概要 

Kynoch は 1919 年に設立された南アフリカに本社を置く肥料製造メーカーである。原料

や栄養素をカスタマイズし、顧客の農作物に合わせた肥料を提供することに加えて、モバ

イルやパソコンから土壌や農作物の状況をタイムリーに確認することができるアプリケー

ション「KynoPrecise」の提供を行っている。南アフリカの他、ナミビア、モザンビー

ク、マラウィ、ジンバブエ、ザンビア、ボツワナ、タンザニア、ケニア、ウガンダ、ルワ

ンダのアフリカ域内 10 か国で事業を展開している。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

Kynoch の公開資料や取り組みを分析すると、肥料の普及に向け直面していた課題は、

開発と販売・アフターサービスにおける２つの領域にわたって存在していたものと考えら

える。開発における課題としては、「自社製品が現地ニーズに適合していない」というこ

とが挙げられる。アフリカでは、トウモロコシ、大豆、小麦、サトウキビなどの現地作物

に適した肥料が開発・販売されていない状況であった。また、販売・アフターサービスに

おける課題としては、「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」ということ

や「製品・サービス導入後のサポートがなく、導入効果が伝わらない」ということが挙げ

られる。購入者は肥料購入後に土壌の状況を把握し、適切な栽培管理を行う知識もないた

め、生産性も低く収入も上がらない状況が続いていた。 

開発における課題に対しては、現地顧客を巻き込みながら個別顧客にあわせたカスタマ

イズを行っていることに特徴がある。具体的には、顧客の農場にて土壌サンプルを取得

し、土壌肥沃度の状態を葉のサンプルから作物の栄養状態を判断することで、顧客の土

壌、及び農作物の育成状況に応じた肥料を提供している。そうすることにより、現地顧客

のニーズに合った製品を提供し、購買に繋がっている。 

販売・アフターサービスにおける課題に対しては、農場の土壌状況や農作物の育成状

況、収穫情報に関するデータに基づいてアドバイスを提供している。衛星画像等を通じて

取得するそれらのデータの分析を通じて、顧客に対して肥料の最適投入量や投入時期のア

ドバイスを行うことで、収穫量の安定化と生産性の向上を実現し、農家による継続的な製

品購買に繋がっている。 

上記のとおり、顧客の農場情報を分析し、その結果、効果的なオーダーメイドでの

商品提供が可能となり、更には実際に利用する際のアドバイスも合わせて提供すると

いう販売から商品利用まで一貫したサービス提供を行うことで、結果としての収量向

上と継続的な顧客関係の維持を実現している。 
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Kynoch のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバ

リューチェーンの発達段階
•栽培環境に応じた研究・技術開発能力が不足

将来の目指す姿

•農作物の発育や成長状況に合わせ、クライアントの農作物の成長を最適に管

理する

•肥料の性能と効率を改善する技術の開発に絶えず取り組む

普及に向

けた取組

買い手

•トウモロコシ、大豆、小麦、サトウキビなどの現地作物に適した肥料が開発・販

売されておらず入手できない

•土壌の状況を把握し、適切な栽培管理を行う知識がない

売り手
•気候や農作物に合わせた製品を開発することが難しい

•製品を販売して終わりではなく、顧客との継続的な関係構築が必要

ビジネスモデルの特長

【開発 ： 現地組織の巻き込み】

•顧客の農場にて土壌サンプルを取得し、土壌肥沃度の状態を葉のサンプルから

作物の栄養状態を判断することで、顧客の土壌、及び農作物の育成状況に

応じた肥料を開発

【アフターサービス ： コンサル】

•顧客に対して肥料の最適投入量や投入時期のアドバイスを行い、収穫量の安

定化と生産性の向上を支援

出所: DNB Hoovers, Company Website, News Articles

会社概要

設立年 1919

本社 South Africa

事業展開

エリア

Africa (South Africa, Namibia, Mozambique, 

Malawi, Zimbabwe, Zambia, Botswana, Tanzania, 

Kenya, Uganda, Rwanda)

売上高 US$3.82M (2019)

株主／投資

家

Acquired by Export Trading Group (ETG), an 

agriculture conglomerate in 2014

配合肥料

原料や栄養素をカスタマイズし、顧

客の農作物に合わせた肥料を提供

KynoPrecise

• アプリ上で土壌状況などを確認

することできる
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Kynochのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• N.A.

KA 主要活動

• 配合肥料の開発・製造・販売

VP 価値提案

•顧客の土壌、及び農作物の育

成状況に応じた肥料を開発

•農場の土壌状況や農作物の育

成状況、収穫情報に関するデー

タを衛星画像等を通じて取得し、

それらのデータ分析をもとに、顧

客に対して肥料の最適投入量

や投入時期のアドバイスを行い、

収穫量の安定化と生産性の向

上を支援

CR 顧客との関係性

• 土壌と作物の状態把握のた

めに長期的な関係構築

CS 顧客セグメント

• 農家 (2,200を超える顧客に

対して年間29万トンを超える

肥料を販売)
KR キーリソース

• R＆D（顧客に合わせた最適な肥

料の混合）

• 倉庫・ブレンド設備

• アプリプラットフォーム「KynoPrecise」

CH チャネル

• 直販

CS コスト構造

• 固定費：開発費用、人件費、工場賃料、配合設備費用

• 変動費：製品製造原価

RS 収益の流れ

• 配合肥料の販売

• アプリプラットフォーム使用料

Kynoch農家

配合肥料の購入

R&D
データ分析

KynoPrecise

(アプリプラットフォーム)

土壌・葉

サンプル取得
肥料提案・販売

土壌データ・農作物の育成データ・アドバイスの提供

アプリプラットフォーム使用料（月額US$49.99／年額US$499.99）

KA

VP

VP

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ
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10) Vinaseed（ベトナム） 

研究機関とのパートナーシップを通じて、新品種の開発・育成に成功。代理店へのインセ

ンティブ設計を工夫することで販売ネットワークを構築・拡大 

① 企業概要 

1986 年に設立された Vinaseed は種子、有機農作物、肥料・農薬をベトナム国内で販売

している。2003 年に民営化されたのち、2005 年には農産物や食品の加工を手掛けるベト

ナム大手 Pan Group による出資を受け、Pan Group 傘下となった。 

Vinaseed は、持続可能な経済成長を維持し、社会的責任を遂行し、環境を守る、という

3 つのビジョンの実現を目指しており、ベトナムで持続可能な農業開発ソリューションの

リーディングプロバイダーになるという戦略的ビジョンを掲げている。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

 Vinaseed 社は代理店を通じた種子や肥料、農薬の販売を軸としたビジネスを展開して

おり、(VP)改良された農業品種や研究開発に多額の投資を行うことで競争力の強化を図っ

ている。 

 しかし、他国籍企業など大手競合他社と比べ自社内での開発ノウハウやリソースが限ら

れるという弱点を有しており、この克服のため、2014 年より稲の新品種開発に注力してき

たクローン・デルタ稲研究所（Cuu Long Delta Rice Research Institute）とパートナーシ

ップを締結。ナレッジの共有化を行いつつ新品種の開発を進め、現地の土壌に適したハイ

ブリッド米（F1 種）を中心とした新品種の開発に成功し、購買に繋がっている。 

また、同社では開発だけでなく、農作物の生産に関するトレーニングを提供し、種子購

入後の生産面をサポートする取組みを行うほか、ベトナム国内において、1,700 社の代理

店との販売ネットワークを構築することで、遠隔地など各地に分散している農家へのアク

セスを確保し開発した製品の普及に繋げている。代理店との販売ネットワークを構築・拡

大するにあたっては、キックバック制度等を充実させるなど、代理店ネットワークに加入

するインセンティブ設計を追加投資も行いながら実施するなどの工夫が行われた。  
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Vinaseed のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバリュー

チェーンの発達段階
•栽培環境に応じた研究・技術開発能力が不足

将来の目指す姿

•ベトナムにおける農業開発ソリューションの提供を行う主要グループとなる

•持続可能な経済成長を維持し、社会的責任を遂行し、環境を守る、という3

つのビジョンの実現を目指す

普及に向

けた取組

買い手

•現地の気候や土壌に適した製品（種子）が開発・販売されておらず入手で

きない

•種子購入後の栽培方法に関する知識・ノウハウが不足

売り手

•自社内だけのリソースでは、現地の気候や土壌に適した製品（種子）を開発

するのが難しい

•多くの現地農家に利用してもらうための効率的な販売チャネルの構築が必要

ビジネスモデルの特長

【開発 ： 先行投資による現地化対応】

• 1977年に設立され、稲の新品種開発に注力してきた「クローン・デルタ稲研究

所（Cuu Long Delta Rice Research Institute）」と2014年よりパートナー

シップを通じたナレッジの共有を図り、ハイブリッド米（F1種）を中心とした新

品種の開発・育成に成功し、農家に提供

【販売：効率的な販売ネットワーク構築】

•ベトナム国内において、1,700社の代理店との販売ネットワークを構築し、製品

を効率的に販売

会社概要

設立年 1968 (2003年に民営化）

本社 Hanoi, Vietnam

事業展開

エリア

Focused in Vietnam, but sells seeds overseas in 

multiple countries via distributors

売上高 US$65.4M (2019)

株主／投資家
The PAN Group Joint Stock Company, Matthews 

International Capital Management LLC

種子
• 種籾(たねもみ)

• コーン

• 野菜

有機農作物
• 有機米

• 有機野菜

肥料・農薬
• 肥料、除草剤など
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Vinaseedのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• クローン・デルタ稲研究所

(Cuu Long Delta Rice 

Research Institute)

KA 主要活動

• 種子のR＆D、販売

VP 価値提案

• 改良された農業品種や投入

物の繁殖に関する技術力をさ

らに高めるために研究開発に

多額の投資を行う

• 農作物の生産に関するトレー

ニングを提供し、種子購入後

の生産面に関してサポート

CR 顧客との関係性

• 農家・ベンダーとの長期的な

関係構築

CS 顧客セグメント

• 農家

• 代理店

KR キーリソース

• 3つの研究施設

• 国内11支店

CH チャネル

• 1,700社の販売代理店

CS コスト構造

• 固定費：人件費、賃料、製品開発費用、トレーニング費用

• 変動費：製品原価

RS 収益の流れ

• 製品（種子、有機農作物、肥料、農薬など）の販売

Vinaseed

製品購入

農家

R&Dセンター

研究機関

（クローン・デルタ稲研究所）

共同研究
代理店

（1,700社程度）

製品購入

製品販売製品販売

トレーニングプログラムの提供

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

KA
VP

KP
VP
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C) 流通・サービス系 

11) Twiga Foods（ケニア） 

自社マーケットプレイスプラットフォームを構築し、物流も含めて一貫してサプライチェ

ーンを構築することで商品の品質を担保。また、モバイル決済の支払履歴を与信判断に活

用することで、優良な小売店への販売網を確保・拡大 

① 企業概要 

2013 年に Twiga Foods は設立され、農家と小売店を結び付ける農作物の B2B マーケッ

トプレイスプラットフォームである「Soko Yetu」を提供している。 

ナイロビに本社を置く Twiga Foods は、ケニアのより多くの都市でのサービス拡大に注

力している。現在、17,000 の農家と 8,000 のベンダーのネットワークを介して、1 日に約

3,000 の小売店に農作物を提供している。また、銀行口座を持つ必要がなく携帯電話の

SMS で手続きや本人認証を行い送金ができる M-PESA（エムペサ）の送金サービスを使

用して、モバイルアプリ経由での決済が可能となっている。 

Goldman Sachs を始めとする投資家からの資金調達に成功しており、調達資金を使用し

てナイロビに流通センターを設立し、農業製品だけでなく、FMCG 製品（生活必需品）の

提供も進めていく予定である。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

Twiga Foods の公開資料や取り組みを分析すると、サービス普及の段階においては、イ

ンフラがなく、配送・サービス網が十分に整備されていないケニアにおいて、農作物の回

収と小売店への配送などを確実な納期と物流品質を担保して実行することの難易度が高っ

た（流通面の課題）。また、小売事業者からの資金回収リスクも大きな課題であった。こ

うる事業者の多くは、中小零細企業であり、十分な与信を有していないことが一般的であ

った。 

１つ目の流通における課題に対しては、29 箇所の農作物回収センターを設置した。ブロ

ーカーを介さずに農家自らが回収センターに農作物を運んでもらうことで、Twiga Foods

の品質基準による物流により輸送できる範囲を拡大することで、従来の物流品質よりも高

い品質での物流を実現し、農作物の品質を維持したまま小売店に配送することを可能にし

た。そうすることにより、小売店に対し質の高い農作物を提供することができ、プラット

フォームの利用に繋がっている。 

２つ目の小売店に対する資金回収リスクに対しては、小売店へ売掛で農作物を販売する

際に、一定の信用期間を設けている。小売店の支払い状況をモニタリング（モバイル決済

の支払履歴を与信判断に活用）し、支払いがあれば追加でオーダーを受け、なければペナ

ルティを設けるなど与信設定を工夫している。このように信用情報がない小売店への与信

設定を工夫することで、信用できる小売店への販売を増やし、プラットフォームの取引量

増加に繋がっている。 
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Twiga Foods のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバリュー

チェーンの発達段階

•収穫後の農作物の物流網が整備されていない

•収穫後の農作物の輸送遅延により廃棄率が高い

将来の目指す姿

•サプライヤー、ベンダー、すべての人に適正な価格で農作物を提供する

•東アフリカにおける展開地域の拡大

•食品だけではなく、生活用品の取り扱い拡大

普及に向けた

取組

買い手

•農作物収穫後の安定した販売先を確保するにもどこが有望な販売先なのかが

分からず、本アプリ自体をどの程度信用したら良いかが分からない

•農家にとって、本アプリで小売店と直接取引ができたとしても、輸送レベルが低く、

契約通りの品質で農作物が提供できない

売り手

•農家側から輸送までをサービス範囲にしてほしいといわれているものの、小規模

農家が多いケニアでは、農作物を各農家から収穫すると効率が悪く、人材リ

ソースが足りない

•小規模小売店が多く、資金回収リスクがある

ビジネスモデルの特長

【流通・販売 ： 流通ネットワーク構築】

29箇所の農作物回収センターを設置

ブローカーを介さず収穫後すぐに農家自らが回収センターに農作物を運んでもらうこ

とで、農作物の品質劣化を防止

【ファイナンス ： 与信設定】

小売店へ売掛で農作物を販売する際に、一定の信用期間を設け、支払い状況

をモニタリング（モバイル決済の支払履歴を与信判断に活用）

支払いがあれば追加でオーダーを受け、なければペナルティを設定

信用できる小売店への販売量を増やし、売上の最大化を図る

【アフターサービス ： コンサル】

マーケットインテリジェンスチームを組成し、消費者の購買データの分析を行い、各

店舗にあった売れ筋商品の品揃え提案など小売店に対してアドバイスを提供

• 農家と小売店を結び付ける農作物のB2Bマーケットプレイスプラッ
トフォーム「Soko Yetu」を提供

• モバイルマネー（M-Pesa）での決済に対応

収穫物の

追加／予約

収穫物の

詳細情報‘記録

収穫物の

登録完了

会社概要

設立年 2013

本社 Nairobi, Kenya

事業展開

エリア
Kenya

資金調達額 US$67.1 M

株主／投資家
International Finance Corporation, Goldman 

Sachs, TLcom Capital etc.
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Twiga Foods のビジネスモデル 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

Twiga Foods

購入費用（モバイルマネー）

小規模農家 小売店

回収センターへの

農作物配送

（各農家が実施）

購入費用（モバイルマネー）

農作物の販売 農作物の販売
流通

センター

資金提供

KA B2Bプラットフォームの提供

（モバイル決済の支払履歴を与信判断に活用）

VP

KA B2Bプラットフォームの提供

VP

投資家
(IFC、Goldman Sachs、UN等)

KP

物流費

不動産開発企業

（Africa Logistics Properties）

KP

倉庫施設の賃貸
賃貸費用

農作物回収

センター

データ分析・アドバイス提供VP

農作物配送

物流企業
(Agility, Sendy, Vaell)

KP

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ
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Twiga Foodsのビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

KP キーパートナー

• 物流会社 (Agility, 

Sendy, Vaell）

• 不動産開発会社

（Africa Logistics 

Properties）

• ケニアの携帯会社

Safaricomが提供する

M-PESA（携帯電話を

利用した送金サービス）

• 投資家（UN, 

International Finance 

Corporation, Goldman 

Sachs, TLcom Capital 

etc.）

KA 主要活動

• B2Bマーケットプレイスプ

ラットフォームの運営

VP 価値提案

• 適正価格での買い取りと

安定的な買取を農家へ

提供

• 品質保証と適正価格で

の販売をベンダーへ提供

• アプリ経由で注文ができ

るため、ベンダーの利便性

向上

• 購買データの分析を行い

ベンダーにアドバイスを提

供

CR 顧客との関係性

• 農家・ベンダーとの長期

的な関係構築

CS 顧客セグメント

• 小規模農家 (17,000：

2019年時点)

• ベンダー(8,000：2019年

時点)

• 中小零細小売店
KR キーリソース

• 約240 名の従業員

• 約29か所の農作物回収

センター

• 流通センター（タトゥシ

ティ）

CH チャネル

• 自社モバイルB2Bプラット

フォームアプリ(Soko

Yetu)

CS コスト構造

• 固定費：人件費、回収センター運営費、物流費用

• 変動費：農作物仕入費用、モバイル送金手数料、プラットフォーム開

発・運営費

RS 収益の流れ

• 農作物の販売料金
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12) Olam（シンガポール→インドネシア） 

自社取引プラットフォーム上での独自の品質管理やトレーサビリティを実施することで、

小規模農家を巻き込み、かつブローカーを介さない効率的な調達を実現。農家の収入向上

や、農産品調達側への安定供給を実現 

① 企業概要 

Olam はシンガポールに本拠を置く農産物商社で、主にカカオやカシューナッツ、コー

ヒーなどの農産物を扱っている。契約農家から農作物を調達して加工、食品会社へ販売し

ており、主要顧客はネスレやユニリーバ、ペプシコなど大手食品企業などが挙げられる。

農家からの調達においては、Olam Direct と呼ぶ農作物取引プラットフォームを導入し、

アプリ上で収穫量や農作物の品質に関する評価、支払いまで行うことを可能にした。 

株式の過半をシンガポール政府系ファンドであるテマセク・ホールディングスが保有し

ており、2015 年から三菱商事が株式の約 2 割を保有している。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

Olam の公開資料や取り組みを分析すると、インドネシアにおいて、自社の取引プラッ

トフォームである Olam Direct とグローバルでの調達の仕組みを導入するにあたり、流通

と調達の２つの領域において課題に直面していたものと考えられる。 

流通における課題としては、インドネシアでは、分散して存在している農家から必要な

荷主をまわって回収するような基本的な物流サービスが特に、地方部では存在していない

ことから集荷が効率的に実施しづらい状況にあった。また、現地では農作物の上流の流通

プロセス（農家や一次流通）においては、生産した農作物を品種ベースで量のみで金額を

決定しており、品質面の評価やチェックをするような習慣や仕組みが導入されていなかっ

た。そのため、現地の卸等から購入する商品では十分に求める品質を担保することが容易

ではなかった。以上のような流通面の課題解決のために、Olam は、農作物の集荷記録と

評価を適切に行う仕組みを構築した。具体的には、ブローカーなどの中間業者を介さず、

地域の有力な企業や個人、団体等に対して、Olam micro collector や Olam Farmer lead

等の役割に応じた認定組織を選定し、収穫量の確認や品質検査、取引の台帳作成などを正

確かつ、確実に行えるような自社流通管理体制を構築している。認定組織メンバは、Olam 

Direct のプラットフォームを元にデジタルで繋がっており、そのため、調達先の生産状況

や現在の流通経路の状況を Olam 本社がタイムリーに確認することができる。結果とし

て、食品事故やトラブル時の被害・損失削減に貢献している。 

一方で、調達における課題としては、運転資金不足により調達先の生産や経営が安定せ

ず、安定した調達ができないということが挙げられる。農家は販売ネットワークが限られ

ており、地域のブローカーに安価で販売せざるを得ない状況にあった。結果として、所得

が改善されない状況が続くことで、安定した農作物の生産や経営が行えない状況にあり、

Olam としては質の良い農作物を安定調達することに不安がある状況にあった。このよう

な調達課題に対して Olam は、自社で定める品質基準の農作物であることを前提に、市場

価格に基づいた適正価格で購入する仕組みを導入することで、農家の収入向上と農業経営

の安定化を実現しており、ひいてはそれが、Olam 自身の調達の安定化に繋がっている。 
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Olam のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフード

バリューチェーンの発

達段階

•農作物の収穫量や金額など取引に関する情報が不透明で履歴管理が行われていない

•収穫後の農作物の物流網が整備されていない

将来の目指す姿

•透明性の高いサプライチェーンを構築し、サプライヤー、ベンダー、農家に適正価格で作物を

提供することを目指す

•食品・農業分野の新たな成長を可能にし、進化する消費者の嗜好に応えるデジタルモデ

ル「Olam 2.0」の構築を目指

普及に

向けた取

組

買い手
•生産した農作物を適切な評価を受けて、販売する手法がない

•品質基準を満たす栽培方法や収穫量を高めるための知識・ノウハウがない

売り手
•小規模農家が多く、農作物を各農家から調達する場合、各農家の農産品の評価を行う

必要があり、人材リソースや時間が足りない

ビジネスモデルの特

長

【流通網整備 ： 収入保障】

•アプリ上で作業を見える化を実現し、合わせて、作業費用に対して対価を払える仕組みを

導入することで、農家の収入の前倒しを実現

【流通網整備 ： トレーサビリティ】

•Micro Collectorから農作物の集荷を行うOlam Farmer Leadに対して、各農作物取引

の収穫量や品質に関して適切な管理を徹底させることで、Olam Directの信頼性を担保

【流通網整備 ： 物流網構築】

•小規模農家から集荷を行うMicro CollectorやOlam Farmer Leadを整備し、集荷ネッ

トワークを構築することにより、分散している各小規模農家からの効率的な集荷を実現

【アフターサービス ： 体制構築・教育】

• JICA・IFCの協調融資を通じて、小規模農家の営農支援を行い小規模農家の所得向上

に寄与

会社概要

設立年 1989

本社 Singapore

事業展開

エリア

12+ countries for Olam Direct (incl. Indonesia, 

Vietnam, Cambodia, Peru, Nicaragua, Colombia, 

Brazil, etc.), 60+ countries for Olam International

売上高 US$24,686M (2019, Olam International)

株主／投資家
Temasek Holdings, Mitsubishi Corporation, 

Kewalram Chanrai Group, Olam Management

Olam Direct 

•農家とOlam社のサプライチェーンを繋

ぐためのオンラインの農作物取引プ

ラットフォーム

•アプリ上にて、収穫量、農作物の品

質に関する評価、支払いまでを行うこ

とが可能

•トレーサビリティと透明性を保つために

すべての取引の場所や時間、取引

価格がオープンであり、トレース可能
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Olamのビジネスモデル 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

ビジネスモデル

Olam

農家

カカオ／ココア購入

カカオ／ココア販売

Micro

Collector集荷・

収穫量

確認／

品質

検査
集荷・収穫量確認

作業費

Farmer App

“Olam Direct”

倉庫

／

加工施設
品管指導など

小規模農家に対する営農指導

食品加工企業

カカオ／ココア購入

カカオ／ココア販売

JICA／IFC

協調融資

（小規模農家に対する営農支援及び
農作物市場へのアクセス改善のため）

VP

KA

KP

KA

KP

商社
(e.g. Cargill, 

ADM)カカオ／
ココア販売

カカオ／
ココア販売

カカオ／
ココア購入

カカオ／
ココア購入

アプリ開発パートナー

(e.g. Infosys)

アプリ開発・運用

アプリ開発費KP

Farmer 

Lead

作業費

集荷・

収穫量

確認／

品質

検査

VPVP

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ
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Olamのビジネスモデルキャンバス 

ｂ 

出所：各種公開情報より NRI 作成

KP キーパートナー

• JICA(国際協力

機構)

• IFC(国際金融

公社)

• アプリ開発パート

ナー（Infosys）

KA 主要活動

• 農作物の調達、加工、販売

VP 価値提案

• 集荷ネットワークを構築す

ることにより、分散している

各小規模農家からの効

率的な集荷を実現

• Olam Farmer Leadに対

する教育を通じて、各取

引の収穫量や品質に関

する情報を正確に管理

CR 顧客との関係性

• 長期的な関係構築

CS 顧客セグメント

• 大手食品加工企業

（ユニリーバなど）

• 大手商社・穀物メ

ジャー（Cargill、

ADMなど）
KR キーリソース

• 「Olam Direct」プラットフォー

ムアプリ

• Micro Collector

• Farmer Lead

• 農家(20ヵ国に約74万の小規

模農家)

CH チャネル

• 直販

CS コスト構造

• 固定費：人件費、倉庫・工場賃料、プラットフォーム管理費、ア

プリ開発費

• 変動費：農作物仕入、集荷・品管作業費用

RS 収益の流れ

• 農作物（カカオ／ココア）販売
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13) Agrofy（アルゼンチン→南米） 

農家向けの資材供給プラットフォームを普及させるため、自身で物流網を構築・管理。 

プラットフォーム利用者には、物流やコンサルによる付加価値を提供 

① 企業概要 

2015 年に創業した Agrofy は農機や車両、工具、機器、消耗品、種子、肥料、さらには

保険や金融サービスの買い手と売り手を結び、合計 17 領域の異なるカテゴリのマーケット

プレイスを提供している。2015 年の立ち上げ以来、取り扱い製品を拡大しており、現在で

は、10,000 社のマーチャント（マーケットプレイスの出店企業）から 200,000 点の製品を

出品している。 

アルゼンチンに本社を置き、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、メキシコ、パラ

グアイ、ペルー、ウルグアイなどの他の南米地域でも事業展開を進めている。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

Agrofy の公開情報や取り組みを分析すると、マーケットプレイスの普及に向けた課題と

しては、「インフラがなく配送・サービス網が整備されていない」ことと「製品・サービ

ス導入後のサポートがなく、導入効果が伝わらない」という２つに直面していたものと考

えられる。アルゼンチンを始め南米の農業地域では物流インフラがなく、配送網が整備さ

れていない地域が存在している。また、プラットフォームを利用している農業メーカーな

どの出店者はプラットフォーム上の購買データを分析できる体制が社内になく、適切な顧

客にアプローチできない状況であった。 

１つ目の「インフラがなく配送・サービス網が整備されていない」という課題に対して

は、各地域の物流業者との提携を通じて、農家向けの資材供給物流を一括して請け負う体

制を構築している。このことにより、出店者が製品企画や製造とったコア業務に集中する

ことができ、サービスの利用に繋がっている。 

２つ目の「製品・サービス導入後のサポートがなく、導入効果が伝わらない」という課

題に対しては、データ分析を通じて、農機メーカーが、顧客である農家・農業関連企業似

対してマーケティング活動をする際の支援を行うことで、課題の解決を図っている。具体

的には、マーケットプレイス上の農家・農業関連企業による購買データを分析し、デジタ

ルマーケティング活動を支援するためのコンサルティングサービスを農機メーカーに対し

て展開し、農機メーカーのマーケティング活動の改善を図っている。当該サービスを通じ

て、内部リソースが限られている農機メーカー等のプラットフォーム参加者は、適切な顧

客選択・マーケティングアプローチ方法の選択が可能となるため、プラットフォームサー

ビスの継続利用に繋がっている。 
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Agrofy のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバリュー

チェーンの発達段階
•農業機械や種子・肥料を購入できる流通経路が限定的

将来の目指す姿

• 2025年までに現在展開中の9ヵ国のみならず、メキシコや米国、欧州など他の

19地域への進出を通じて、世界最大の農業関連製品の販売プラットフォームに

なることを目指す

普及に向けた

取組

買い手

（農家）
•農家や農業関連企業が購入したい製品が自身の周辺に存在しない

売り手

（資材

メーカー）

•農機メーカーなど資材供給側は、製品販売後に物流の手配をしなければならず、

内部の体制構築が必要（自社に物流機能がなく、配送網の構築が必要）

•購買データを分析できる体制が内部になく、適切な顧客にアプローチできない

ビジネスモデルの特長

【流通網整備 ： 流通ネットワーク構築】

各地域の物流業者との提携を通じて、農家向けの資材供給物流を一括して請

け負う体制を構築。

（農機メーカーなどは、製品企画や製造といったコア業務に集中）

【ファイナンス ： 資金繰り支援】

農家が自分たちで生産した農作物をAgrofyが提供するマーケットプレイス上で販

売し、Agrofy Payというデジタル通貨に交換できる仕組みを構築した。その通貨

を使用して、マーケットプレイス上で農業経営に必要な農機や種子、肥料、農薬

などの購入を可能にしたことに加えて、デジタル通貨を使用して決済する際には

6ヵ月間の無利子の分割払いオプションの選択を可能にしたことで、農家の借入

負担を削減した。

【アフターサービス ： コンサル】

購買データの分析を通じて、農機メーカーなどに向けたデジタルマーケティング活動

の最適化・最大化を実現するためのコンサルティングサービスを展開

会社概要

設立年 2015

本社 Rosario, Santa Fe, Argentina

事業展開

エリア

Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, 

Paraguay, Peru, Uruguay

資金調達額 US$26M

株主／投資家

Capria Ventures, SP Ventures, Fall Line Capital, 

ACRE Capital LLC, GLOCAL, NXTP Ventures, 

Syngenta Ventures, Bunge Ventures, Brasil Agro

Agrofyマーケットプレイス

• 農業機械、車両、工具、機器、消耗品、

種子、肥料さらには保険やその他の金融

サービスの買い手と売り手を結び、合計17

の異なるカテゴリの販売プラットフォームを

提供

• 10,000のマーチャント（農機メーカーなど）

から約200,000点の製品を出品している
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Agrofyのビジネスモデル 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

ビジネスモデル

Agrofy

マーチャント

（農機メーカー、
農業関連製品メーカー

など）

農家／

農業関連企業

製品引取

農業機械や種子・肥料などの販売

製品配送

投資家

（Capria Venturesなど）

出資

出店料
製品購入

物流会社

物流・コンサルティングサービス料

物流・コンサルティングサービス提供

配送費用

KP

VPKP

オンライン

プラットフォーム

KA

VP

VP

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

製品説明・問合せ対応

（コールセンター）
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Agrofyのビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

KP キーパートナー

• Capria Ventures, 

etc.

• 物流会社

KA 主要活動

• B2Bマーケットプレイスプ

ラットフォームの運営

VP 価値提案

•各地域の物流業者との提携

を通じて、顧客の購入後の物

流業務を一括して請け負う。

•農業機械のみならず、車両や

工具、機器、消耗品、保険

等顧客のニーズに合った取り

揃え

•購買データの分析を通じて、

マーチャントのデジタルマーケ

ティング活動の最適化・効果

の最大化を実現

CR 顧客との関係性

• マーチャントと農家との

長期的な関係構築

CS 顧客セグメント

• マーチャント (10,000)

• 農家 (500,000人以

上）

• 農業関連企業

*月のアクセス数は約500

万

KR キーリソース

• 約300名の従業員

• 9地域の事業所

• コールセンター (製品説

明等のサポートサービス)

CH チャネル

• マーケットプレイスアプリ

(Agrofy)

CS コスト構造

• 固定費：人件費

• 変動費：プラットフォーム開発・運営費、物流費

RS 収益の流れ

• 出店料

• コンサルティングサービス料

• 取引手数料
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14) Aerobotics（南アフリカ） 

サブスクリプションモデルでドローンを活用した農業オペレーションの生産効率向上をサ

ポート 

① 企業概要 

2014 年に創業し南アフリカに本社を置く Aerobotics は、ドローンで撮影した高解像度

の農作物の画像と衛星画像を、AI を使用して解析し、農家のコスト削減や生産性向上を支

援するサブスクリプションサービスを提供している。アフリカの農業は先進国と比べて生

産性が数倍低いといわれており、コストを削減し生産性を向上することは貧困問題の解決

と将来的な世界レベルでの食糧問題の解決にも繋がるため、投資家からも注目されている

企業である。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

Aerobotics の公開資料や取り組みを分析すると、画像による土壌や農作物のモニタリン

グサービスの普及に向けた課題として、流通、販売、アフターサービスの３つの領域で課

題を整理することができると考えらえる。流通における課題としては、「自社での販売網

構築や管理が難しい」ことが挙げられる。また、販売における課題としては「購入者の所

得が低く、販売・導入のハードルが高い」ことが挙げられ、ドローンの所有や初期投資費

用の負担が大きく、農家は画像データの取得が難しかった。さらに、アフターサービスに

おける課題としては、「製品・サービス導入後のサポートがなく、導入効果が伝わらな

い」ことが挙げられ、画像データの取得はできたものの、そのデータの分析を通じた今後

の対策が立てられないという状況であった。 

１つ目の「自社での販売網構築や管理が難しい」という課題に対して、南アフリカ大手

銀行 Nedbank による出資を受け戦略的パートナーシップを締結した。Nedbank が抱えて

いる顧客ベースに対して、効率的に営業活動を行うことで、サービスの導入に繋がってい

る。また、Nedbank は南アフリカだけでなく、イギリスやオースラリアなどに拠点をおく

農業従事者や農業コンサルタントなど農業に関連する顧客を抱えており、今後南アフリカ

国内だけでなく海外にもサービス展開していく布石とも読み取れる。 

２つ目の「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」という課題に対して

は、サブスクリプション形式(US$16.40/ha/年)でのサービス提供を行っている。ドローン

等アセットの所有や初期投資費用なしで利用することができ、サービスの利用に繋がって

いる。 

また、「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」であることと「製品・サ

ービス導入後のサポートがなく、導入効果が伝わらない」という双方の課題に対して、デ

ータ分析によるアドバイス提供を行っている。高解像度のドローンや人口衛星を活用した

農地や農作物の健康状態に関する画像やレポートを提供するだけでなく、農作物別の画像

データから害虫や病害などの原因を分析し、被害を軽減させるためのアドバイスを提供す

ることで、農家の生産性向上・所得向上を実現し、サービスの利用に繋がっている。 
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Aerobotics のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバリュー

チェーンの発達段階
•農場や栽培の管理が従業員による属人的な管理となっている

将来の目指す姿
•アフリカだけでなく、世界の農家の農業効率を変えるために収集したデータを解析

して効果的な農業ソリューションを提供することを目指す

普及に向け

た取組

買い手
•ドローンの所有や初期投資費用の負担が大きく利用ができない

•画像データの確認はできるが、そのデータの分析を通じた今後の対策が立てれない

売り手

•製品の売り切りだけで顧客との長期的な関係構築を通じた継続的な収入が得ら

れない

•販売先の開拓のための社内リソースが足りない

ビジネスモデルの特長

【販売 ： サブスク・レンタル】

•サブスクリプション形式(US$16.40/ha/年)でのサービス提供を行うことで、ドローン

等アセットの所有や初期投資費用なしで利用することができる

【販売 ： 効率的な販売ネットワーク構築（戦略パートナーシップ）】

•南アフリカ大手銀行Nedbankによる出資を受け、Nedbankが抱えている顧客

ベースに対して、効率的に営業活動を実施

【アフターサービス ： コンサル】

•高解像度のドローンや人口衛星を活用した農地や農作物の健康状態に関する

画像やレポートを提供するだけでなく、農作物別の画像データから害虫や病害など

の原因を分析し、被害を軽減させるためのアドバイスを提供

会社概要

設立年 2014

本社 Cape Town, South Africa

事業展開

エリア
South Africa, USA, UK, Australia

資金調達額 US$10.3M

株主／投資家
Naspers Foundry, Paper Plan Ventures, Nedbank, 

4Di Capital, Savannah Fund

Aeroview Platform
• ドローンと人工衛星を活用して作物の健康状

態のモニタリングサービスを提供。

• 農地で発生している害虫・病気についてエリア

ごとに診断、生産管理に対する情報提供をス

マートフォンアプリを通してスコアリングされたデー

タを農業従事者に提供。

• 収集したデータはインターネット上で確認でき、

今まで従業員によって属人的に管理されてい

た情報がドローンによって決まった基準でデータ

が取得、管理することができる。

• 処置が必要な作物に絞って重点的に仕事が

できることで時間とコストを大幅に削減すること

が可能になる。

• 100,000ヘクタール以上の農地のカバーが可能
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Aeroboticsのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

Aerobotics農家

投資家
(Naspers Foundry,Etc)

衛星画像提供

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• ドローン運航パートナー

• 投資家 (Naspers Foundry, 

Paper Plan Ventures, etc.)

• Nadbank（南アフリカ大手銀

行）

KA 主要活動

• 画像のAI分析による収穫物の

育成状況や害虫・病害の有

無、農地全体の環境状態のモ

ニタリングサービス

VP 価値提案

•サブスクリプション形式

(US$16.40/ha/年)でのサービス

提供を行うことで、ドローン等ア

セットの所有や初期投資費用な

しで利用することができる

•農作物別の画像データから害虫

や病害などの原因を分析し、被

害を軽減させるためのアドバイス

を提供

CR 顧客との関係性

• サブスク型で長期的な関係構

築

CS 顧客セグメント

• 農家（特に大規模農家は詳

細な生産管理が難しく、ニーズ

が高い）

KR キーリソース

• ドローン

• 撮影した高解像度の農作物の

画像と同地点の衛星画像

• AI分析ツール

CH チャネル

• 直販

• Nedbank（南アフリカ大手銀

行）

CS コスト構造

• 固定費：人件費

• 変動費：衛星画像取得費用、プラットフォーム開発・運営費

RS 収益の流れ

• サブスクリプション契約料

資金提供

ドローン運航

パートナー衛星画像取得費用

サブスクリプション契約料 (US$16.40/ha/年)

Aeroview Platform
• 高解像度のドローン撮影による農地の調査報告
• 衛星画像による農地の健康状態
• 農地観察アプリケーション

データ分析に基づく害虫被害予防のアドバイス提供

Nedbank
（南アフリカ大手銀行）

顧客紹介
融資

返済

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

KA

KP

VP

VP

KP

KP
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15) EM3 Agriservices（インド） 

フランチャイズモデルを活用し、広範囲にわたる農家に対して農作業サービスを提供する

ことで、農機購入という初期負担を軽減 

① 企業概要 

2014 年に設立した EM3 Agri Services は、「サービス業としての農業」(“Farming as a 

service (FaaS)”)という概念のもと、播種や収穫などの農作業をサービスとして農家に提供

し、その対価として利用料を支払ってもらう農作業サービスを提供している。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

EM3 Agri Services の公開情報や取り組みを分析すると、農作業サービスの普及に向け

た課題として、「製品・サービスの活用方法を正しく説明できる人材がいない」ことや

「インフラがなく、配送・サービス網が整備されていない」という流通における課題と、

「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」という販売における課題の大きく

２つに直面していたものと考えられる。インドでは、既存の農業サービスを利用しようと

思うと、必要なタイミングに人手、農機が提供されないケースが多い状況であった。ま

た、インドの小規模農家にとっては、農機を所有して農業事業を営む場合、農機の購入コ

スト負担が大きいものとなっていた。 

１つ目の流通における課題に対しては、顧客が利用したいタイミングで利用できるよ

う、ラジャスタン州を中心に 300 社のフランチャイジーネットワークを構築し、人材リソ

ースを確保した。そのフランチャイジーのサービス人員に対する教育を徹底することで、

人員によるサービス品質のバラつきを無くし、サービス品質を担保している。このよう

に、顧客が必要な時に安定した品質のサービスを提供することにより、サービスの利用へ

と繋げている。 

２つ目の販売における課題に対しては、2016 年からラジャスタン州政府とのパートナー

シップにより、補助金による支援を獲得している。具体的には、EM3 のフランチャイジー

が農機を購入する際に 40%の補助金を提供してもらうことで州政府からの支援を受けてい

る。政府へのロビイングを通じて、フランチャイジーの農機購入負担を削減するととも

に、所得が少ない農家でも利用できるような料金設定を可能にしたことで、サービスの利

用に繋がっている。 
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EM3 Agri Services のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバリュー

チェーンの発達段階

•農家の所得水準が低く、農作物の生産に必要な資材が購入できない

•生産・栽培技術不足により生産性が低い

•農作物の品質にばらつきがある

将来の目指す姿

•インド全土でのサービス提供を行い、対象とする農作物を拡大し、提供するサー

ビス内容のラインナップを拡大していく計画

•今後3年間でラジャスタン州全体で約1,200社のフランチャイズネットワークの構

築を目指す

普及に向けた

取組

買い手

•金銭的、能力的な観点から、雇用や農機の購入や利用がうまくできていおら

ず、農作業が適切なタイミングにやり切れていない

•一方で、既存の農業サービスを利用しようと思うと、必要なタイミングに人手、

農機が提供されないケースが多い

•農機を所有して農業事業を営む場合、農機の購入コスト負担が大きい

売り手

•農機を所有してサービス提供する場合、農機の購入コスト負担が大きい

•サービスを提供するための人材リソースの確保が必要

•サービス人員による作業の質のばらつきが発生

ビジネスモデルの特長

【ファイナンス ： 政府補助金活用】

• 2016年よりラジャスタン州政府とのパートナーシップにより、EM3のフランチャイ

ジーが農機を購入する際に40%の補助金を提供してもらうことで州政府からの

支援を獲得し、フランチャイジーの農機購入負担を削減

【販売 ： 効率的な販売ネットワーク構築（フランチャイジーネットワーク】

•顧客が利用したいタイミングで利用できるよう、ラジャスタン州を中心に300社の

フランチャイジーネットワークを構築することで、人材リソースを確保

会社概要

設立年 2014

本社 Noida, Uttar Pradesh, India

事業展開

エリア
India (states of Rajasthan, Madhya Pradesh)

資金調達額 US$13.3M

株主／投資家
Soros Economic Development Fund, Global 

Innovation Fund, Aspada, 

農作業サービスの提供

（Farming-as-a-Service）

• 播種/移植

• 作物管理

• 収穫

• 収穫後の農場管理

• 土地準備
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EM3 Agri Servicesのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• ラジャスタン州政府（パート

ナーシップを通じた補助金の

提供）

KA 主要活動

• 農作業サービスの提供

VP 価値提案

• 顧客が利用したいタイミングで利用できる

よう、ラジャスタン州を中心に300社のフラ

ンチャイジーネットワークを構築することで、

人材リソースを確保

• 加盟しているフランチャイジーに対して、サー

ビスに関するノウハウやトレーニングを実施

することにより、サービス品質の担保と人に

よるサービスの質のばらつきを排除

CR 顧客との関係性

• 定期的なサービス利用を通じ

た長期的な関係構築

CS 顧客セグメント

• 小規模農家

KR キーリソース

• サービス人員

CH チャネル

• フランチャイジー（約300社）

CS コスト構造

• 固定費：人件費、トレーニング費用、アプリ開発費

• 変動費：フランチャイジーへのサービス利用料支払（5%の手数料控除後）

RS 収益の流れ

• サービス利用料（従量課金）

小規模農家 EM3 Agriservices

州政府(ラジャスタン州)

サービス利用料(5%の手数料控除後)

サービスに関するノウハウ・トレーニング提供

フランチャイジー
（約300社）

農機購入額の40%を補助金提供

農業作業サービスの提供（FaaS）

(土壌の準備、播種、植え付け、作

物保護、収穫などのサービス)

パートナーシップ（補助金）

サービス利用料（アプリ経由）

農機購入 農機メーカー

利用依頼に応じた作業指示

アプリプラットフォーム提供

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

KA

KP

VP
VP
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16) FarmGuru（インド） 

農家からの発注を取りまとめ、共同購買とする仕組みを構築。商品の配送についてもタイ

ムリーなデリバリーを実現することでプラットフォームの利用者を拡大 

① 企業概要 

2015 年に創業しインドに本社を置く Farmguru は、農家が種子や農薬などを一般的な

市場価格よりも安く提供できるように共同購入型の販売プラットフォームを提供してい

る。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

Farmguru の公開情報や取り組みを分析すると、種子や農薬などの農業資材の普及に向

けた課題として、「インフラがなく、配送・サービス網が整備されていない」という流通

における課題と「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」ことや「ロットが

小さくコストがかかる」等の販売面における課題の大きく２つに直面していたものと考え

られる。 

１つ目の流通面の課題に関しては、インドの農家の多くは都市から離れた地域に住んで

おり、物流インフラが整っていないため購入先が限られてしまう、もしくは、必要なタイ

ミングで農業資材を調達することが難しい状況にある。これらの課題に対し、Farmguru

は、India Post と提携し、インド全土へのタイムリーなデリバリーができる体制を構築し

たことで、プラットフォームの利用に繋がっている。 

２点目の販売面における課題とは、小規模農家が多く、纏まった量で一括購入するだけ

の資金がないことにその問題点が集約される。そのため、個々の発注を取り纏めて共同購

買ができる仕組みを構築した。そうすることにより、サプライヤーに纏まった量で一括発

注を行うことが可能になり、農家に対して一般小売価格の 10～30％安い卸売価格での販売

を実現している。また、BASF や Yara、ADAMA などの 3,000 社以上のメーカーと直接

契約することで、農家のニーズに合った取り扱い商品も拡充していると思われる。このよ

うに、農家が必要な商品を低価格で提供できる仕組みを構築することで、プラットフォー

ムの利用に繋がっている。 
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Farmguru のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバ

リューチェーンの発達段階

•農家の所得水準が低く、農作物の生産に必要な資材が購入できない

•偽物や粗悪品の流通が多い

•物流網が整備されておらず、必要な資材が調達できない

将来の目指す姿
• 100万人の顧客獲得を通じて、売上高Rs10億(US$13.5M)を目指す

•高品質な製品を手頃な価格でタイムりーに提供する

普及に向

けた課題

買い手

•小規模農家が多く、纏まった量で一括購入することができず高い価格で購入し

なければならない

•購入した製品が偽物であることが多い

売り手

•顧客が本当に必要としている製品のロットを揃えられていない

•分散している購入者に対してタイムリーな配送を行う物流ネットワークの構築が

必要

ビジネスモデルの特長

【調達 ： トレーサビリティ】

•サプライヤーとの直接契約により本物の製品を提供していることをアピール

【流通網整備 ： 物流網整備】

• India Postと提携し、インド全土へのタイムリーなデリバリー体制の構築

【販売 ： 品揃え強化】

• BASF、Yara Fertiliser、ADAMAなど3,000社以上のメーカーとの直接契約して

いくことで、ニーズに合った取扱商品も拡充

【販売 ： 共同購入】

•小規模農家の個々の発注を取り纏めて共同購入することができる仕組みを構

築し、サプライヤーに対して纏まった量での一括発注を行うことで、小規模農家に

対して一般小売価格の10～30%安い卸売価格での販売を実現

会社概要

設立年 2015

本社 Pune, Maharashtra, India

事業展開

エリア
India

売上高 Rs 10M or US$135,000 (2015-2016)

株主／投資

家
N.A. (bootstrapped)

種子

• 野菜（ゴーヤ、ズッキーニ、レッド

キャベツなど）

• 花卉（菊など）

• 果物（スイカなど）

農薬

• 除草剤

• 殺菌剤

• 殺虫剤

• 有機農薬 など
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Farmguruのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• India Post（インド全土への

タイムりなー配送ネットワーク

の構築)

• サプライヤー（BASF、Yara

Fertiliser、ADAMAなど

3,000社以上)

KA 主要活動

• 農業関連製品（種子、肥料

など）の販売

VP 価値提案

•小規模農家の個々の発注を取

り纏めて共同購入することができ

る仕組みを構築し、サプライヤー

に対して纏まった量での一括発

注を行うことで、小規模農家に

対して一般小売価格の10～

30%安い卸売価格での販売を

実現

•メーカーとの直接契約により本物

の製品を提供

CR 顧客との関係性

• 農家との長期的な関係構築

CS 顧客セグメント

• 小規模農家

KR キーリソース

• 従業員

CH チャネル

• 直接

CS コスト構造

• 固定費：人件費、倉庫代

• 変動費：農業関連製品仕入費用、配送費用

RS 収益の流れ

• 農業関連製品（種子、農薬など）の販売

FarmGuru

農家 #1

農業関連製品

サプライヤー

（種子、肥料

メーカーなど）

農業関連製品（種子、肥料等）の販売

農家 #n

農家 #2

農家 #3

注文集約

農業関連製品購入

配送
農業関連製品のバルク購入

IndiaPost
配送費用

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

KP

KA
VP

KP

VP
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17) Maersk（デンマーク→インド） 

リモートコンテナ管理プラットフォームを通じ、コンテナ内の温度や湿度の確認をリアル

タイムで実施。更に、提携する配送プラットフォーム事業者と協業することで、高品質・

効率的な物流サービスを実現 

① 企業概要 

デンマークに本社を置く Maersk はインド国内 45 カ所に冷蔵・冷凍倉庫を設立し、主要

15 カ所の港との物流網を構築。それらのフィジカルアセットとともに、インド国内から海

外輸送先までの輸出手続き等のサポートもエンドツーエンドで行うコールドチェーン輸送

サービスをインドで提供開始した。輸送中のサービスとして、コンテナ内の温度や湿度の

管理がリアルタイムで可能となるリモートコンテナ管理プラットフォーム「Captain 

Peter」の提供も行っている。 

 

② インフラシステムの普及に向けた事業展開の概要 

Maersk は、インドから海外諸国への冷蔵・冷凍輸送の実施においては、いくつかの課

題があると考えていた。コールドチェーン輸送では、国内輸送、港での船積み、荷下ろ

し、到着港からの顧客までの陸送、という全体での温度管理と、輸送する商品の品質担保

が求められる。一方で、Maersk は、海上輸送のみをこれまで行っていたため、前後のバ

リューチェーンでの品質悪化等の事象にまで関与できずにいた。加えて、インドでは、他

の新興国とも同様に、税関システムのオペレーション効率が悪く、税関関連の手続きによ

り、輸送行程が複数日以上延長し、コスト面での製品品質の面でも荷主にとって悪影響を

与えるケースが多くみられていた。 

上記のような状況を鑑みて、Maersk では、2020 年より、End-to-End での輸送サービ

スをインドの Nashik と Sangli から北欧へのぶどうの輸出サポートから開始している。 

このことにより、一般的な物流フローでは、複数のフォワーダー、船社等により管理主

体が変更されてしまうところを、バリューチェーンの全ての工程において、自社のリーフ

ァーコンテナの温度状況等のデータを集中管理するプラットフォーム（Captain Peter）に

より、切れ目ない管理実務を実現している。更に Maresk は、物流倉庫や車両などのアセ

ット投資に加えて、フォワーダーが行うような税関業務への対応、陸運等の手配も開始し

ている。15 の港湾に保有する自社のフレートステーションにおいて、税関業務の代行を行

うことで、フォワーダー対応よりも早期に税関のクリアが可能となり、顧客に対して、よ

り短納期での輸送を実現している。実際に、Nahik から北欧への輸送は、過去には１週間

以上であったものが、４日間程度にまで短縮されている。 

上記のように、一貫したコールドチェーン輸送・品質管理を通じて高品質・効率的な物

流を実現したうえで、トラック配送マッチングプラットフォームである Black Buck と提

携関係を結んでいる。Maersk 側としては、地域最大級のプラットフォームと提携するこ

とで陸運・内陸輸送を強化し、自社プラットフォーム（Captain Peter）の利用者拡大に繋

げることが可能となる。一方で、Black Buck 側としては、Captain Peter を活用すること

で高度な品質管理が可能となり、自社プラットフォームの付加価値向上に繋げることが可

能となる。Maersk は両プラットフォームの提携を通じ、本インフラシステムのさらなる

普及を企図していると言える。 
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Maersk のインフラシステム普及に向けた取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

将来の目指す姿
•インド全土でエンドツーエンドの物流ソリューションを拡大し、輸出の大幅な改善と

成長を可能にすることを目指す

普及に向けた

課題

買い手

•国内輸送、保管、輸出手続き、海外輸送など、複数の輸送事業者に依頼す

ると手間がかかる

•インドで収穫できるブドウなどの生鮮食品の鮮度・品質保持が難しい

売り手

•インドから欧州など温度差が大きい地域への輸送時の適切な温度管理が難し

い

•一度の輸送対応ではなく、定期的に利用してもらうための工夫が必要

ビジネスモデルの特長

【流通網整備 ： 物流網構築】

•インド国内45カ所に倉庫を設立し、主要15カ所の港との物流網を構築し、イン

ド国内から海外輸送先までの輸出手続きも含めたエンドツーエンドのコールド

チェーン輸送サービスを提供

• BlackBuckと2019年8月に提携し、農家などの配送依頼者とドライバーをマッチ

ングさせるマッチングプラットフォームを提供

【販売 ： サブスク・レンタル】

•コンテナ内の温度や湿度の管理がリアルタイムで可能となるリモートコンテナ管理

プラットフォーム「Captain Peter」をサブスクリプション形式で提供することで、輸

送サービスの継続的な利用を促す

Cold Chain Logistics

• 陸上輸送、在庫管理、通関、海上輸送

等サプライチェーン全体のコールドチェーン

輸送サービスを提供

Captain Peter

• リモートコンテナ管理(RCM)プラットフォーム

• コンテナの温度、湿度、CO2などがリアル

タイムで確認でき、異常時の顧客への通

知機能も有る

BlackBuck Boss

• 配送依頼者とドライバーをマッチングさせる

マッチングプラットフォーム提供する

BlackBuckと2019年8月に提携

会社概要

設立年 1904

本社 Copenhagen, Denmark

事業展開

エリア

Worldwide (Asia Pacific, Africa, North America, 

Latin America)

売上高 US$38,890 (2019)

株主／投資

家

Geode Capital Management, LLC, Den A.P. 

Møllerske Støttefond, EstemcoA/S
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Maersk のビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• BlackBuck(インド最大のトラック

配送マッチングプラットフォームを

提供）

KA 主要活動
• 輸送サービス（コールドチェーン輸

送）を提供

VP 価値提案

• 国内45カ所に倉庫を設立し、主要15カ所の

港との物流網を構築し、インド国内から海外

輸送先までのエンドツーエンドのコールドチェーン

輸送を提供

• リモートコンテナ管理プラットフォーム「Captain 

Peter」を通じてコンテナ内の温度や湿度の管

理がリアルタイムで可能

CR 顧客との関係性

• 長期的な関係構築

CS 顧客セグメント

• インド国内輸出業者（ブド

ウ、唐辛子等）KR キーリソース
• インド国内45拠点の倉庫

• トラック

• リモートコンテナ管理システム/プラット

フォーム「Captain Peter」

CH チャネル

• 直接

CS コスト構造

• 固定費：人件費、倉庫賃貸、メンテナンス費

• 変動費：輸送作業費

RS 収益の流れ

• 輸送サービス費（倉庫保管料含む）

• リアルタイムデータ提供料

• トラック配送マッチングプラットフォーム利用料（一部シェア）

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

インド国内

輸出業者

利用料（サブスク）

輸送サービス費

Blackbuck社 トラック配送マッチングプラットフォーム「BlackBuck Boss」

輸送サービス提供

（ブドウ、唐辛子等）

KP

Maersk

輸送先
リアルタイムデータ

（温度、湿度等）

リモートコンテナ管理プラットフォーム「Captain Peter」

KA

VP

コールドチェーン

内陸輸送
45拠点

倉庫
内陸輸送

輸出

コンテナ

(港/空港)

航空/海上

輸送

輸入

コンテナ

内陸

輸送

トラック

ドライバー

プラットフォーム提供

利用料

提携 利用料シェア プラットフォーム

提供
VP

輸送費

配送依頼者

（農家等）
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D) その他 

本分類では、直接的にインフラシステム展開ビジネスとして利益を上げることを意図してい

るわけではないが、種子や技術の普及を目指して取組を行っている事例であり、インフラシス

テムの普及と類似した取組がなされている例をとりあげた。本節では、当該事例の取組を前節

と同様にまとめることで、海外現地におけるインフラシステム普及の参考となるよう情報を整

理した。 

18) Nestle（スイス→マレーシア） 

技術アドバイスだけに留まらず、購入保証を行うことで現地農家の収入向上を支援するこ

とで、契約栽培スキームを普及。自社と契約する農家を拡大させた 

①企業概要 

スイス本社のグローバル食品企業 Nestle はチリソースや乳児用シリアルの原料調達から製

造加工を行っている。それらの原料となる唐辛子や赤米はマレーシア現地で調達しており、当

該国においては、調達から生産、販売までのバリューチェーンを統合して保有している状況に

ある。2020 年までに、ある優先カテゴリーの 80%の調達先をトラッキング可能な状態とする

ことや、特に APAC では、農家や販売業者など、事業活動に直結する地域社会の生活を改善

することに力を入れている。 

 

②インフラシステム普及の参考になる取組とビジネスモデルの特長 

Nestle は、主要商材の原材料の現地調達を基本としているが、現地農家は、中小規模かつ

所得も安定しないため、結果として品質・量の両面で生産物が不安定な状況にあることが課

題となっていた。そのため、多数の中小規模農家を束ね、契約農家スキームを開発、導入す

ることで課題解決を図っている。この契約農家スキームの実現のための工夫（アクション）

として、大きく３つの取組、仕掛けがある。 

1 つ目に、多くの農家との契約が必要となり、多数農家に効率的にリーチするため、地方

自治体や農業組織（マレーシア農業研究開発研究所、サラワク農業研究センター、サラワク

農省など）を巻き込み、Nestle 向けの契約農家への参加を促した。 

2 つ目に、参画した農家に対して、種子の提供や技術・ノウハウの移転を行うことによ

り、インセンティブを与えるとともに、自社調達原料の品質安定化に繋げることが挙げられ

る。 

最後に、財務状況が安定せず、離農や事業運営の悪循環に陥りがちな農家に対して、一定

の価格での収穫時の買取、すなわち、収入保障を行うことにより、農家経営の安定化と契約

農家の囲い込みを実現し、一定量の安定調達実現を図っていることが、工夫として挙げられ

る。 

インフラシステム展開にあたって、契約農家スキームを新興国で実施する場合等は、この

ように、営農プロセスの中で農家に対しインセンティブを与え、事業パートナー・顧客とし

て囲い込むための取組や工夫が必須となるものと想定される。 
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Nestle の取組とビジネスモデルの特長 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

現在展開している商品・サービス

事業展開の状況

地域におけるフードバ

リューチェーンの発達段

階

•組織化されてない小規模農家が中心であり、生産性や質の向上に向けた新技術導

入やノウハウ蓄積が十分にできていない

将来の目指す姿

•世界中の消費者に高品質で安全な食品ソリューションを販売することで、競争力のあ

る栄養、健康、ウェルネス企業を目指す

• 2020年までに、ある優先カテゴリーの80%の調達先をトラッキング可能な状態とする

•APACでは、農家や販売業者など、事業活動に直結する地域社会の生活を改善す

ることを目指す

普及に向

けた取組

買い手

(農家)

•農村地域の生活水準は他の産業や地域に比べて低い状況にあり、新技術の導入な

ど生産性向上に資するノウハウが蓄積できておらず、所得が不安定な状況にある

•農産品の特徴として、保存がきかないこともあり、結果として生産物が傷むことで、期

待する売上や利益を上げられにくい状況にある

売り手

(Nestle)

•食品安全に関する信頼性確保と販売商品に問題が起きた際の原因究明に求められ

る食品トレーサビリティの徹底が求められていた

•また、唐辛子は、病害虫や湿度による腐敗の影響を受けやすく、マレーシア国内での

安定した調達が難しい状況にあった

ビジネスモデルの特長

【開発 ： 現地組織の巻き込み】

•地方自治体や農業組織(マレーシア農業研究開発研究所、サラワク農業研究セン

ター、サラワク農省など)と協力して、Nestle向けの契約農家に関心がある農家を募り、

種子の提供や技術やノウハウの移転を行い品質と調達の安定化を実現

【流通網整備 ： 収入保障】

•農家に対して事前に合意した価格で農作物を購入することで、定量を安定生産・供

給できる体制を整備

出所: Capital IQ, Company Website, News Articles

会社概要

設立年 1866

本社 Vevey, Switzerland

事業展開

エリア
~190 countries

売上高 CHF 92,568M or US$95,580M (2019)

株主／投資

家

The Vanguard Group, Inc.., Norges Bank 

Investment Management, etc.

Maggi チリソース

（原料：唐辛子）

Cerelac乳児用シリアル

（原料： 赤米)
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Nestleのビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

小規模農家

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• 地方自治体、農業組織(e.g.

マレーシア農業研究開発研究

所、農業研究センターサラワク、

サラワク農業省)

KA 主要活動

• チリの調達、加工、販売

VP 価値提案

• 農家に種子や技術アドバイス

の提供を通じて、品質を向上

• 農家に対して事前に合意した

価格で農作物を購入すること

で、定量を安定価格で調達

CR 顧客との関係性

• 長期的な関係構築

CS 顧客セグメント

• 加工食品卸事業者

• 食品小売企業

KR キーリソース

• 契約農家

• 4,600人の従業員

• 6つの工場

CH チャネル

• 食品卸

CS コスト構造

• 固定費：人件費、工場賃料

• 変動費：農作物の仕入コスト、製造原価

RS 収益の流れ

• 加工食品の販売 (e.g. Maggi Chili sauce)

種子や技術アドバイスの提供

事前に合意した価格で農作物(チリや赤米)の買い戻しを保証

農作物の販売(チリや赤米)

地方自治体、農業組織
(e.g. Malaysian Agricultural Research & Development Institute, 

Agricultural Research Centre Sarawak, Sarawak Department of Agriculture)

契約農業のための地域や農家のスクリーニングや選定、技術ノウハウの移転

Nestle
食品卸

／

食品小売企業

加工食品
(e.g. Maggi 

Chili sauce) 

加工食品の

販売
KP

KA

VP

VP

KA

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ
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19) PepsiCo（米国→インド） 

契約農家に対し、農産品の購入だけでなく種子提供や金融サービスまでをプログラムと

して提供する「360-Degree Farmer Connect Program」で農家所得の安定・向上に貢献 

①企業概要 

PepsiCo は、アメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く食品・飲料メーカーであ

る。ポテトチップスの原料調達から製造加工を行っており、原料で使用するじゃがいもをインド

の農家から調達している。 

インドでは、契約農家向けプログラム「360-Degree Farmer Connect Program」を提供し、

品質水準を満たす農作物（じゃがいも）の安定生産を実現し、その農作物を買い取ることでポテ

トチップスの品質・供給・価格維持を実現している。 

 

②インフラシステム普及の参考になる取組とビジネスモデルの特長 

PepsiCo では、Nestle と同様に、菓子製造の原料であるジャガイモの現地調達において、現

地農家が中小規模かつ所得も安定しないことが原因で、品質・量の両面で生産物が不安定な状況

にあることを課題認識としていたと想定される。特に、インドでは、広大な国土に異なる民族や

気候の州や都市が無数に広がっており、その耕作難易度は他の新興国と比較しても高い水準にあ

るものと推定される。 

 上記の課題の中で、契約農家向けプログラム「360-Degree Farmer Connect Program」に取

り組んでいるが、このプログラムの特徴、PepsiCo としての工夫は大きく 2 つがあったものと想

定される。 

 1 つ目に、契約ステークホルダーが多岐、または多く存在しており、調整や巻き込みに手間が

かかることが、プログラム実行上の主要課題であったことから、PepsiCo はインド国内に 32 の

デモンストレーションファームを設立し、契約農家に提供する灌漑技術や栄養管理手法等を公開

することで、現地での適用技術の見極めをするとともに、多くの農家に対して、Pull 型でのプロ

モーションと契約実現に繋げていることにその特徴がある。 

 2 つ目としては、農家の資金繰りの悪さ、経営体力の無さを解決し、安定調達に繋げる取り組

みを行っている。契約農家に対して事前に合意した価格で買い取る形で収入保障を行うことに加

え、インドステイト銀行や WRMS 社等との提携を行い、自社の契約農家向けの特別な融資や保

険スキームの提供を実現している。このスキームを通じ、契約農家は、PepsiCo の収入保障契約

を背景として、低金利融資を受けられるうえ、保険会社との契約において、一部 PepsiCo が保

険料負担することにより、安価に保険契約が締結可能な状況となっている。 

 当該プログラムでは、一点目の工夫において、契約農家に対して営農方法を指導することで生

産の品質・量を技術的に改善するのみならず、二点目の工夫において、事前の買取契約を通じて

将来的な収入を保障すること、また、保険会社との契約締結を実現し、不慮の事態が起こった際

にも金銭的なサポートを実施することで、農家の営農意欲を高めるという精神的なサポートも合

わせて実現した。 

 インフラシステム展開にあたって、多数の農家を巻き込むためには、このように、農家側の生

産プロセスに役立つ技術提供等のメリットを作り出すとともに、多くの農家の弱点である金銭的

な問題を解決するためのサポートを行うなど、PepsiCo と同様の工夫は有効であると考えられ

る。 
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PepsiCo の取組とビジネスモデルの特長 

 

現在展開している商品・サービス

• 「360-Degree Farmer Connect Program」による農業生産者の所

得向上・所得安定の仕組みを拡大中

•事前合意された価格での農産物の購入契約

• PepsiCo独自の高品質種子の供給

•生産技術やノウハウを大手農業企業と共同開発

•インドステイト銀行との提携によるソフトローンの提供

•大手保険会社との連携を通じて天候災害・作物害虫リスク

保険の提供

•最終的には、連携した農家から

調達したジャガイモを利用し、

ポテトチップス（Lay’s）を

生産・販売

事業展開の状況

地域におけるフードバ

リューチェーンの発達

段階

•農業収入が安定せず、灌漑の実施や農機への投資などが行えない状況ある

•結果として、生産性や質の向上を進められていない

将来の目指す姿
•インドの発展パートナーとしてのPepsiCoの地位を確立し、農家の成長と収入の拡大を支

援することで、費用対効果の高いローカライズされた農産物のサプライチェーンを構築する

普及

に向け

た取

組

買い手

（農家）

•栽培した産品が確実に売れる保証がないため、新品種の導入や農家同士の連携など

の生産性向上への取り組みが十分に進められていない

売り手
（Pepsico）

•予測できない気候の変化や疫病などで不作のリスクがある中でも、安定的に高品質な

ジャガイモの調達が必要

ビジネスモデルの特長

契約農家向けプログラム「360-Degree Farmer Connect Program」を提供し、品質水

準を満たす農作物（じゃがいも）の安定生産を実現し、その農作物を買い取ることでポテ

トチップスの品質・供給・価格維持を実現

【開発 ： 現地組織の巻き込み】

•インド国内に32のデモンストレーションファームを保有し、水の無駄をなくした効率の良い点

滴灌漑技術や高度な栄養管理手法などの実証を行い、生産性や品質の向上を図る

•提携する協同組合ないし、農家組織の設立支援を実施。契約農家に対して、PepsiCo

独自の高品質種子を供給することで、質の高いジャガイモの生産をサポート。

【流通網整備 ： 収入保障】

•農家に対して事前に合意した価格で農作物（ジャガイモ）を購入するし、定量を安定

生産・供給できる体制を整備

•保険会社や銀行とのパートナリングを通じて、気象災害リスクの削減や農家の資金課題

を支援

【ファイナンス ； 資金繰り支援】

•インドステイト銀行との提携により、金利7%程度で農家に融資提供

出所: Capital IQ, Company Website, News Articles

会社概要

設立年 1898

本社 Purchase, New York, USA

事業展開

エリア
More than 200 countries 

売上高 US$67,161M (2019)

株主／投資

家

The Vanguard Group, BlackRock Fund Advisors, 

etc.
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PepsiCo のビジネスモデルとビジネスモデルキャンバス 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデル

KP キーパートナー

• 保険会社 (Weather Risk 

Management Services, ICICI 

Lombard General Insurance 

Company)

• 銀行 (State Bank of India)

KA 主要活動

• じゃがいもの生産支援、調達、加

工によるポテトチップスの販売

VP 価値提案

• 高品質種子の提供やデモファームでの実

証を通じたジャガイモの品質向上

• 契約農家の拡大による調達の安定化

• 保険会社や銀行とのパートナリングを通じ

て、気象災害リスクの削減や農家の資

金課題を支援

• 事前に合意した価格でジャガイモを購入

することで、安定価格で調達

CR 顧客との関係性

• 長期的な関係構築

CS 顧客セグメント

• 加工食品卸事業者

• 食品小売企業

KR キーリソース

• 契約農家

• 3,000人の従業員

• 60,000人の間接従業員(サプライ

ヤー、流通業者など)

• 3つの食品加工拠点

CH チャネル

• 食品卸

CS コスト構造

• 固定費：人件費、工場賃料、保険料

• 変動費：農作物の仕入コスト、製造原価

RS 収益の流れ

• 加工食品の販売 (e.g. ポテトチップス)

小規模農家 PepsiCo保険会社
(WRMS, ICICI)

銀行
(State Bank of India)借入返済

農家の基本情報(e.g. 連絡先)

気象災害・害虫保険の提供

保険料

種子提供／技術移転(デモンストレーションファームを通じて)

農作物（ジャガイモ）の販売

事前に合意した価格で農作物(ジャガイモ)の買い戻しを保証

食品卸

／

小売企業

加工食品 の

販売

(e.g. ポテト

チップス) 

加工食品の

購入
融資

保険料一部負担

: モノ・サービス・情報の流れ : お金の流れ : 人の流れ

KA

VP

KP

KA

KP

VP

VP

VP



 

73 

 

2.3. 文献調査を踏まえた取組の類型 

文献調査を通じて収集した事例を踏まえて、インフラシステムの普及に向けた取組を類型化し

た。 

前節までで事例収集した各企業の主要な活動や価値提案項目の一覧は以下のとおり。 

 

 

企業名 主要活動 顧客セグメント 価値提案項目

SolorNow
• 製品・サービス設計

• 製品製造・販売
• 小規模農家

• 24か月の分割払いオプションを提供し、利用者の初期コスト負担を低減

• 設置後30日以内、その後3ヵ月毎に取り付け現場でのアフターサービスを2年間無料で提供

John Deere • 遠隔管理機能付きトラクター販売 • 農家

• 信用情報がない農家が農機の購入資金を調達するために、Hello Tractorから取得したデータを分

析し、信用情報として銀行に提供

• 返済額や期間を柔軟に設計できる資金調達パッケージを提供

New Holland
• 農業機械(トラクター、ロールベーラー等)の製造・販

売

• 農家

• 農業関連企業

• 販売代理店に対するフィールドデモンストレーションやトレーニングセッションを実施

• New Holland農機の操作方法や定期メンテナンス手法、故障時の対応方法などについて代理店

に対して教育を行うことで、現地での営業力、及びサポート体制の強化を実現

Kubota
• トラクタ、コンバイン、エンジン、耕うん機の製造・

販売
• 小規模農家

• 現地ニーズに合わせた製品開発（e.g. 強い耐久性、安価、メンテナンスが容易）

• ディーラーに対するサービス教育を徹底することで、顧客の依頼に対する迅速な点検・修理サービスを

提供

• リース会社の設立と柔軟な返済スケジュールの設定

Mahindra&Mahindr

a
• 農機販売、農機レンタル • 小規模農家

• 代理店に対してオフラインとオンラインベースでのトレーニングプログラムを提供することで、製品知識の

向上やサポート体制の強化を実現

• 農機の購入必要がない農家向けに、毎年短期間だけ必要となる高価な農機（ハーベスターや田

植え機）などをレンタルすることで農家の資金負担を削減

Khyeti • 温室野菜栽培テントの製造・販売 • 小規模農家

• 国営銀行「Bank of Baroda」と提携し、少ない初期費用と低金利のローン契約オプションを提供

• 小規模農家の限られたネットワークでは調達が難しい高品質な種子と肥料を提供し安定した栽培

を支援

• アプリを通じた技術や知識の共有

eFishery • 自動給餌機の販売 • 養殖業者

• 初期投資資金がない事業者に対しても分割払いや後払いの支払いオプションを提供することで、製

品の購入を促進

• 給餌システムの導入により増加した生産品を販売するためのBtoB、BtoCプラットフォームを整備する

ことで、養殖業者の販売もサポート

BASF • 農薬（e.g. 殺虫剤「Sefina」)の開発・販売
• 農家

• 農薬メーカー

• これまでのノウハウと現地外部パートナーとのオープンイノベーションによるR＆D活動を通じて、現地ニー

ズに合わせた製品開発を行う

Kynoch • 配合肥料の開発・製造・販売 • 農家

• 顧客の土壌、及び農作物の育成状況に応じた肥料を開発

• 農場の土壌状況や農作物の育成状況、収穫情報に関するデータを衛星画像等を通じて取得し、

それらのデータ分析をもとに、顧客に対して肥料の最適投入量や投入時期のアドバイスを行い、収

穫量の安定化と生産性の向上を支援

Vinaseed • 種子のR＆D、販売 • 農家

• 改良された農業品種や投入物の繁殖に関する技術力をさらに高めるために研究開発に多額の投

資を行う

• 農作物の生産に関するトレーニングを提供し、種子購入後の生産面に関してサポート

Twiga Foods • B2Bマーケットプレイスプラットフォームの運営

• 小規模農家

• ベンダー

• 中小零細小売

店

• 適正価格での買い取りと安定的な買取を農家へ提供

• 品質保証と適正価格での販売をベンダーへ提供

• アプリ経由で注文ができるため、ベンダーの利便性向上

• 購買データの分析を行いベンダーにアドバイスを提供

Olam • 農作物の調達、加工、販売

• 大手食品加工

企業

• 大手商社・穀物

メジャー

• 集荷ネットワークを構築することにより、分散している各小規模農家からの効率的な集荷を実現

• Olam Farmer Leadに対する教育を通じて、各取引の収穫量や品質に関する情報を正確に管理

Agrofy • B2Bマーケットプレイスプラットフォームの運営

• 農機メーカー

• 農家

• 農業関連企業

• 各地域の物流業者との提携を通じて、顧客の購入後の物流業務を一括して請負

• 農業機械のみならず、車両や工具、機器、消耗品、保険等顧客のニーズに合った取り揃え

• 購買データの分析を通じて、マーチャントのデジタルマーケティング活動の最適化・効果の最大化を実

現

Aerobotics

• 画像のAI分析による収穫物の育成状況や害

虫・病害の有無、農地全体の環境状態のモニタ

リングサービス

• 大規模農家

• サブスクリプション (US$16.4/ha/年)でのサービス提供を行い、ドローン等アセットの所有や初期投資

費用軽減

• 農作物別の画像データから害虫や病害などの原因を分析し、被害を軽減させるためのアドバイスを

提供

EM3 Agriservices • 農作業サービスの提供 • 小規模農家

• 顧客が利用したいタイミングで利用できるよう、ラジャスタン州を中心に300社のフランチャイジーネット

ワークを構築することで、人材リソースを確保

• 加盟しているフランチャイジーに対して、サービスに関するノウハウやトレーニングを実施することにより、

サービス品質の担保と人によるサービスの質のばらつきを排除

Farmguru • 農業関連製品（種子、肥料など）の販売 • 小規模農家

• 小規模農家の個々の発注を取り纏めて共同購入することができる仕組みを構築し、サプライヤーに

対して纏まった量での一括発注を行うことで、小規模農家に対して一般小売価格の10～30%安い

卸売価格での販売を実現

• メーカーとの直接契約により本物の製品を提供

Maersk • 輸送サービス（コールドチェーン輸送） • 輸出事業者

• 国内45カ所に倉庫を設立し、主要15カ所の港との物流網を構築し、インド国内から海外輸送先ま

でのエンドツーエンドのコールドチェーン輸送を提供

• リモートコンテナ管理プラットフォーム「Captain Peter」を通じてコンテナ内の温度や湿度の管理がリア

ルタイムで可能

Nestle • 食品・調味料の調達、加工、販売

• 加工食品卸売

事業者

• 食品小売企業

• 農家に種子や技術アドバイスの提供を通じて、品質を向上

• 農家に対して事前に合意した価格で農作物を購入することで、定量を安定価格で調達

PepsiCo • 農業生産支援、調達、加工による菓子の販売

• 加工食品卸売

事業者

• 食品小売企業

• 高品質種子の提供やデモファームでの実証を通じたジャガイモの品質向上

• 契約農家の拡大による調達の安定化

• 保険会社や銀行とのパートナリングを通じて、気象災害リスクの削減や農家の資金課題を支援

• 事前に合意した価格でジャガイモを購入することで、安定価格で調達
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 また、インフラシステム普及に向けた課題の関係性は以下のとおり。大きく、「現地ニーズに

製品・サービスが対応できない」「購入者の所得が少なく、購入・投資資金がない」「流通構

造・消費者が未成熟でフラグメンテッド」の 3 つの課題が存在することが浮かび上がった。 

 

インフラシステム普及に向けた主要課題の関係性 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

 

一方で、上記主要課題に対応したアクションは、様々なものが企業文献調査より浮かび上がっ

た。それらのアクションを整理した結果、以下の 11 の課題解決に向けたアクションに集約・類

型化することができた。 

アフターサービス販売流通調達・製造開発

自社製品が現地ニーズに

適合していない

開発に投じるコストが

十分ではない

（継続的、中期的な

資金投入ができていない）

インフラがなく、

配送・サービス網が

整備されていない

中間業者が多く、

顧客へのリーチができない

購入者の所得が低い、信用情報が乏しく資金調達が出来ないため、

販売・導入のハードルが高い

購入者の信用情報がなく

資金回収リスクがある

自社での販売網構築や

物流網の管理が難しい

購入者の販売力が低く、

製品導入による効果を

利益に変えることが出来ない

ロットが小さく

コストがかかる

ステークホルダーが多岐、

または多く存在しており、

調整や巻き込みに

手間がかかる

製品・サービス導入後の

サポートがなく、

導入効果が伝わらない

現地でビジネスを行う場合に、

品質・量の両面が

不安定な状況

自社内の開発ノウハウや

リソースが限られる

インフラシステム普及の対象となる顧客がフラグメンテッドかつ、

資金力に乏しいことが課題の根本

自社流通

中間流通

現地ニーズに製品・サービスが

対応できない

流通構造・消費者が未成熟で

フラグメンテッド

購入者の所得が少なく、

購入・投資資金が無い

誤った使用方法による

故障や不具合発生時に

修理や保守に対応できる

人材がいない

製品・サービスの活用方法を

正しく説明できる人材がいない
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主要課題の解決に向けた取組の類型 

 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

 

  

インフラシステム普及

に向けた主要な課題

現地ニーズに製品・

サービスが

対応できない

流通構造・消費者

が未成熟で

フラグメンテッド

企業例

所得が少なく、

購入・投資資金が

無い

先行投資による現地化対応 SolarNow, Kubota、BASF、PepsiCo

現地組織の巻き込み LS Mtron, BASF、Nestle、Kynoch、Vinaseed

柔軟な支払いプラン構築 SolarNow、John Deere、Kubota、eFishery、Farmguru

金融機関との連携による

資金繰り支援
John Deere、Kubota、eFishery、Twiga Foodsなど

サブスク・レンタルサービス Mahindra&Mahindra、eFishery、Aerobotics

共同購入 Farmguru

生産性改善サービス EM3、Aeroboticsなど

収益力向上サービス eFishery、Khyetiなど

流通網合理化サービス Twiga Foods

データ分析・活用サービス Farmguru、Kinoch

アフターサービス強化 SolarNow、Kynoch、Agrofy、Aerobotics等

製品・サービスの現地化
による

ニーズの的確な把握

顧客の課題克服のため
のソリューション提供

製品を売る上での
課題克服

アフターサービス強化

個別の取組
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3. 成功要因の分析 

3.1. 海外ヒアリング調査の候補企業の選定 

本章では、第 2 章で類型化した主な取り組みを網羅する観点から 6 社に事例を選定のう

え、資金調達、収益確保までのプロセス、政府が果たした役割などの情報から、インフラシ

ステムの普及における重要成功要因について分析する。 

 なお、本章では前章における文献調査に加え、企業へのヒアリングにより情報を収集し

た。 

選定企業が直面したインフラシステム普及に向けた主要な課題 

出所：各種公開情報より NRI 作成 

 

3.2. ヒアリング結果 

1) eFishery（インドネシア） 

a) 文献調査から整理したインフラシステム普及における課題や課題に対するアクション、

ビジネスモデルの認識確認とそれ以外に認識している課題やアクションの有無 

インフラシステムの普及に向けた課題としては、販売とアフターサービスにおける課題

に加えて、流通における課題として「現地パートナーが不在で販売ネットワークがない」

という課題に直面していたことを確認することができた。一方で、課題解決に向けたアク

ションとしては、想定していたもの以外に新たに３つのアクションを確認することができ

た。 

１つは「現地パートナーが不在で販売ネットワークがない」であるという課題に対応し

て、11%のセールスコミッションを設定し、自動給餌システムを拡販するための代理店ネ

ットワークを拡大している点である。 

残りの２つは「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」という課題に対す

るもので、サブスクリプション形式での自動給餌システムを提供することで、農家の初期
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投資負担を削減していることや州政府へのアプローチ・ロビイングを行い、約 400 の農家

に対して自動給餌システムの最大 3 ヵ月分のサブスクリプション料を補助金として提供し

てもらうことで、製品の導入に繋がっていることをヒアリングから確認することができ

た。金融機関はインドネシア国営銀行（BRI）や P2P レンディングプラットフォームを運

営する Investree と提携している。 

 

b) 課題に対するアクションの中でも特に重要なもの（成功要因）の詳細内容の深掘り 

eFishery が最重要課題として認識しているのは、「所得が少なく購入・投資資金が無い」と

いう点である。その課題に対するアクションのうち特に重要なアクション（成功要因）として

認識しているものが３点ある。 

１点目は、サブスクリプション形式でサービス提供を行うことで、養殖業者の初期投資負担

を削減していることである。eFishery が提供する自動給餌システムは US$500 程度である一

方で、インドネシアの養殖事業者の平均所得は月に US$500 程度であり、養殖事業者にとって

自動給餌機システムを一括で購入することは難しいことが分かる。サブスクリプション契約の

場合、機器の種類によるが支払い期間は 1～2 年間となる。所得が低い養殖業者でも支払可能

なサブスクリプション料金(USD25～40／月)を設定することに加えて、いつでも契約解除が可

能な契約形態にすることで利用開始のハードルを下げている。自動給餌システムの導入によ

り、養殖業者は適切な量の飼料を適切なタイミングで与えることができるため、収穫期間を 6

ヵ月から 4 ヵ月に短縮することができることで養殖業者の資金繰りも支援している。 

 

eFishery の自動給餌システム別のサブスクリプション料金 

出所：eFishery Corporate Brochure 
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２点目は、銀行などの金融機関との提携を通じて、初期投資資金がない養殖業者に対する資

金提供を可能にしたことと、分割払いや後払いなどの支払いオプションを提供していることで

ある。魚の種類にもよるが、養殖期間は 4～6 ヵ月程度であり、代金回収までに餌代などに多

額の運転資金が必要となるが、金融機関からすると養殖経営を適切に評価することが難しく資

金需要に応えにくい状況であった。この状況を踏まえ、eFishery は自動給餌システムの稼働デ

ータを与信情報として金融機関に提供することで、従来借入ができなかった養殖業者への資金

提供を可能にした。また、養殖業者が借入をする際の一般的な利子率は 35～50％であった

が、このスキームにより 18～26％の利子率で借入をすることが可能になり、養殖業者の利子

返済負担を削減している。 

 

eFishery Fundを通じた資金提供の仕組み 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

３点目は、自動給餌システムの提供だけではなく、増加した生産品を販売するためのオンラ

イン販売プラットフォーム「eFishery Fresh」を提供している点である。これまでは養殖事業

者はリソースが限られている中で独自で新規の販売先を開拓することが難しかったが、

eFishery が魚の販売プラットフォームを提供することで、レストランやホテルなどこれまで自

分たちではアクセスができなかった顧客への販売が可能になり、収穫量の増加だけでなく、販

売金額の増加にも繋がっている。 
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オンライン販売プラットフォーム「eFishery Fresh」の仕組み 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 
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eFishery の自動給餌システム導入前後の収穫量・所得の比較例 

出所：eFishery Corporate Brochure 

 

c) その他関連する情報の整理（資⾦調達、収益確保までのプロセス、政府が果たした役割

に関する情報） 

① 資金調達プロセス 

シリーズ A／B とはベンチャー企業に対し、出資する段階のことであり、一般的にシリ

ーズ A はビジネスモデルを確立する成長ステージの段階、シリーズ B はビジネスモデルが

確立しつつあり収益が伸びていく段階を指す。 

シリーズ A 段階の資金調達では、シリコンバレーに本社を構え、世界で最もアクティブ

に投資を行っているアクセラレーターの一つである 500 Startups やオランダの投資ファン

ド Aqua Spark、インドネシアのベンチャーキャピタルである IdeoSource など様々な投資

家からの資金調達に成功している。 
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シリーズ B 段階では、業績が順調に推移していることに加えて、前回の調達ラウンドで

出資した投資家からの紹介を受け、インドネシアの投資ファンドである Northstar Group

や Go-Jek のベンチャーキャピタル部門である Go-Ventures などの投資家からスムーズな

資金調達を実現した。今後はインドネシア国外への事業拡大を検討しており、500 万米ド

ル以上を調達する計画である。 

 

eFisheryの資金調達プロセス 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

② 収益確保までのプロセス 

収益確保に向けた初期段階では、所得が低い養殖事業者に対して、自動給餌システムを

導入するために、資金面と販売面を工夫することで導入拡大を図った。資金面では、サブ

スクリプション形式のサービス提供で行うことで、初期投資負担を削減することや、金融

機関との提携により低金利での資金提供や分割・後払いなどのオプションを提供すること

で、養殖事業者の資金調達や返済の負担を解消した。また、販売面では、自動給餌機シス

テムの活用方法や養殖運営に関する知識がない事業者に対して効率よく説明し、販売でき

るように代理店ネットワークを構築し、自動給餌システムの普及に注力した。 

自動給餌システムの導入が進むと、機器だけでなく、餌代も eFishery を通じて購入して

もらうことで収益の拡大に繋がっている。さらには増加した生産品を販売できるオンライ

ンプラットフォームを整備することで、収益の確保に繋げている。 
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eFisheryの収益確保までのプロセス 

 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

③ 政府が果たした役割 

政府関連組織で eFishery がコンタクトしている先としてインドネシアの海洋水産省

（Ministry of Marine Affairs and Fisheries）が挙げられる。海洋水産省の各州組織との

協議を通じて、eFishery の自動給餌システムを導入した養殖業者は 3 か月分のサブスクリ

プション料金を海洋水産省から補助金として提供してもらうことで政府からの支援を得て

いる。  

3) 養殖事業者の生産効率が改善し、増加した生産品を販売できるオンラインプラットフォームを整備することにより、収益リソー

スを拡大

1) 収益確保に向けた初期段階では、低所得の養殖事業者に対して如何にeFisheryの自動給餌システムを導入できるかに

注力した。

a. サブスクリプション形式のサービス提供による初期投資負担の削減

b. 金融機関との提携による借入ができなかった養殖業者への低金利での資金提供や分割・後払いなどのオプション

提供

c. 自動給餌機システムの活用方法や養殖運営に関する知識がない事業者に対して効率よく説明し、販売できるよう

に代理店ネットワークを構築

2) 自動給餌システムの導入が進み、機器だけではなく餌代もeFisheryを通じて購入してもらうことで収益が拡大
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2) John Deere（米国→アフリカ） 

a) 文献調査から整理したインフラシステム普及における課題や課題に対するアクション、

ビジネスモデルの認識確認とそれ以外に認識している課題やアクションの有無 

想定していた通り、インフラシステムの普及に向けた課題としては、流通やアフターサ

ビス、販売における課題が挙げられる。 

想定していた３つのアクションに加えて、「購入者の所得が低く、販売・導入のハード

ルが高い」という課題に対して、ガーナの小規模農家に対して、USAID が農機購入費用の

70%の補助金を提供しており、小規模農家に John Deere を紹介してもらう形で USAID と

連携していることが分かった。 

 

 

b) 課題に対するアクションの中でも特に重要なもの（成功要因）の詳細内容の深掘り 

John Deere が最重要課題として認識しているのは、「所得が少なく購入・投資資金が無

い」という点である。その課題に対するアクションのうち特に重要なアクション（成功要因）

として認識していることは、資金繰り支援と柔軟な支払い設計である。 

資金繰り支援については、スタートアップ企業である Hello Tractor のプラットフォームか

ら取得できるデータ（農機の使用頻度、稼働面積、収穫量など）を信用情報としてスタンビッ

ク銀行などの金融機関に対して与信情報として提供し、これまで信用がなく資金調達ができな

かった農家に対して融資を提供できる仕組みを構築したことで、農機の普及に繋がっている。 

 

John Deereのデータ活用と資金提供の仕組み 

 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

また、John Deere は各農家が自分たちの返済能力に応じた支払い設計ができるように融資

提供プランを提供している。その他にも、返済不履行となった農家に代わる損失補償や、農家

が負担する金利の補填などを行っており、農家の状況に応じて柔軟に設計できる資金提供パッ

ケージを提供している。 
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John Deereの融資提供プラン 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

c) その他関連する情報の整理（資⾦調達、収益確保までのプロセス、政府が果たした役割

に関する情報） 

① 資金調達プロセス 

アフリカでの事業展開における資金調達は米国本社より調達している。 

 

② 収益確保までのプロセス 

初期段階では、アフリカ各地の強力な販売代理店（AFGRI Equipment など）とのパー

トナーシップにより、現地での販売網、農機の修理・保守などのアフターサービス体制を

構築した。ここでパートナーシップを構築したディーラーへの教育を通じて、幅広い顧客

セグメントへアプローチし、政府や大規模農家を中心に収益の拡大を進めていった。その

後、更なる収益拡大に向けて、小規模農家をターゲットとして捉え、Hello Tractor のテク

ノロジーを活用し、農機稼働データなどの情報を金融機関へ提供し農家への融資を可能に

したことで、これまで開拓できていなかった小規模農家への販売を加速させた。このこと

によって、政府や大規模農家から小規模農家まですべての顧客セグメントへの販売を可能

にし、収益の確保に繋げている。 

 

John Deereの収益確保までのプロセス 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 
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③ 政府が果たした役割 

例えばガーナ政府が農機を購入する際に 40%の補助金を購入者に提供していることや、

米国国際開発庁（USAID）が農機購入時に 70%の補助金を提供し、購入者である小規模農

家に John Deere を紹介してもらうことで農機販売の普及に繋がっている。 
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3) BASF（ドイツ→インド） 

a) 文献調査から整理したインフラシステム普及における課題や課題に対するアクション、

ビジネスモデルの認識確認とそれ以外に認識している課題やアクションの有無 

 

インフラシステムの普及に向けた課題とアクションは認識の通りであった。 

ビジネスモデルとしては、開発した製品の販売のみならず、他の農薬メーカーへのライ

センス供与や売却を行い、得た資金を重点領域の研究開発へ再投資していることを確認す

ることができた。 

 

b) 課題に対するアクションの中でも特に重要なもの（成功要因）の詳細内容の深掘り 

BASF が最重要課題として認識しているのは、「現地ニーズに製品・サービスが対応できな

所得が少なく購入・投資資金が無い」という点である。その課題に対するアクションのうち特

に重要なアクション（成功要因）として認識している点は、開発段階における現地組織の巻き

込みである。 

インドでは、農薬が人や環境に与える悪影響が問題となっている一方で、無農薬有機栽培は

害虫による被害を食い止めることができず収穫量が低下してしまうのが現状であり、多くの栽

培で使われる農薬をより安全なものにしていくことが求められている。また、新たな候補化合

物の発見余地の縮小やインド国内での登録基準の厳格化を背景に、新薬の開発難度は上昇して

いる。 

研究開発では、農薬の有効成分である原体となる候補化合物を探索したのち、実用化に向け

た薬効評価・毒性試験等のデータをもとに、販売を予定する各国において製品登録を行う流れ

となっている。BASF では、研究開発を自社単独で行ってきたが、研究開発難度が高まる中

で、国によって環境や温度が異なりローカライズが必要となるため、基礎研究の段階から、イ

ンド工科大学ボンベイ校やプネ国立科学研究所などのアカデミア組織との共同開発など積極的

に外部リソースを活用することで研究開発を効率的に進めている。 
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BASFの研究開発の流れ 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

BASFのアカデミックパートナー 

出所：BASF Company Website 

 

c) その他関連する情報の整理（資⾦調達、収益確保までのプロセス、政府が果たした役割

に関する情報） 

① 資金調達プロセス 

資金調達はドイツの本社から BASF インドや BASF ケミカルインド、BASF 触媒インド

などの BASF インド現地法人を通じて、インドにおける研究開発に積極的に投資してお

り、2014-2017 年にかけて研究開発及び製造に約 3,000 万ユーロの投資を行ってきた。特

にムンバイの R＆D センターにおける作物保護事業の研究開発に注力している。 
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BASFの研究開発費推移（百万ユーロ） 

出所：Statista 

② 収益確保までのプロセス 

初期段階では、ドイツ本社で開発した製品をインドへ輸出をしていたが、2014 年にイン

ドに R&D センターを設立し、現地ニーズに合った製品の開発を進めてきた。研究開発の

体制強化だけではなく、新規農薬の登録体制の拡充を図り、研究開発から新規製品の登録

申請までの一連の対応をインド国内でスピーディに完結できるように体制を構築した。 

また、研究開発における経費のうち、約半分を占めるのは、販売対象国における「実用

性評価」や「データ収集」等に関わる費用となっており、この部分を抑制することが研究

開発の効率化に繋がる。この点については、自社単独での開発に固執せず、アカデミアと

の共同開発を活用し、研究開発プロセスに関わるコストを分担することで、より効率的に

研究開発を進めている。 

このほか、開発した製品の販売だけではなく、他社へライセンス供与や売却によって得

た資金を重点領域の研究開発へ再投資することで効率的な研究開発への投資を行い収益確

保に繋げている。 

 

BASFの収益確保までのプロセス 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

③ 政府が果たした役割 

インド政府が農薬登録申請時に関与している他、大きな支援は見られない。 
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4) Twiga Foods（ケニア） 

a) 文献調査から整理したインフラシステム普及における課題や課題に対するアクション、

ビジネスモデルの認識確認とそれ以外に認識している課題やアクションの有無 

インフラシステムの普及に向けた課題としては、想定していた流通や販売における課題

に加えて、アフターサービスにおける課題として「製品・サービス導入後のサポートがな

く、導入効果が伝わらない」ということが確認できた。その課題に対するアクションとし

て、自社内にマーケットインテリジェンスチームを組成し、消費者の購買データの分析を

行い、各店舗にあった売れ筋商品の品揃え提案など小売店に対してアドバイスを提供して

いる。 

事業の初期段階においては、自社でトラックを保有し、回収センターから小売店までの

配送に対応していたが、物流量の増加に合わせて物流会社と連携し、効率的な配送体制を

構築していることが分かった。 

 

b) 課題に対するアクションの中でも特に重要なもの（成功要因）の詳細内容の深掘り 

Twiga Foods が最重要課題として認識しているのは、「流通構造・消費者が未成熟でフラグ

メンテッド」であるという点である。その課題に対するアクションのうち特に重要なアクショ

ン（成功要因）として認識している点は、流通ネットワークの構築である。 

ケニアでは、従来農家が生産した新鮮な農産物は複数のブローカーによって卸売市場に届け

られており、それぞれの小売店は自分たちで卸売市場への買い取りに行く必要があり、非効率

な運用で無駄な時間とコストがかかっていた。 

農家に対しては、卸売市場から離れた地域に住む農家の近隣に 29 カ所の回収センターの設

置することでブローカーへ販売する必要なく従来よりも 20～40％高い適切価格で販売するこ

とを可能にした。加えて、モバイルマネーを通じて 24 時間以内に入金することで農家の資金

繰りを支援している。また、タトゥシティに流通センターを設置し、物流企業との連携を通じ

て、各回収センターから小売店へ効率的に配送できる体制を構築した。これによって、従来は

流通過程の農作物廃棄率は約 30％であったが、Twiga Foods の流通網における農作物廃棄率

は 5％未満となっている。 
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Twiga Foods が実現した仲介業者の排除と適正価格での購入 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

c) その他関連する情報の整理（資⾦調達、収益確保までのプロセス、政府が果たした役割

に関する情報） 

① 資金調達プロセス 

シリーズ A／B とはベンチャー企業に対し、出資する段階のことであり、一般的にシリ

ーズ A はビジネスモデルを確立する成長ステージの段階、シリーズ B はビジネスモデルが

確立しつつあり収益が伸びていく段階を指す。 

プレシリーズ A 段階では、共同創業者で元 CEO である Brooke がドバイや南アフリカ

などの投資フォーラムなどのイベントに積極的に参加し、非効率な流通構造を変革するビ

ジネスモデルと今後の事業拡大方針について投資家に理解してもらうことで 2016 年にオ

ランダに本社を置く DOB Equity からの資金調達に成功。 

シリーズ A 段階の資金調達では、10.3 百万米ドルの調達を実現している。ドバイに本社

を置く Wanda Capital が本ラウンドを主導し、Omidyar Network や DOB Equity、

Uqalo、1776、Blue Haven Initiative、Alpha Mundi、AHL が参加した。 

シリーズ B 段階では、ゴールドマン・サックスが主導し、IFC や Tlcom Capital、国連

などから 30 百万米ドルの資金調達に成功している。ナイロビの新規流通センターの設立や

約 80 台のトラックを整備し、ケニア全体での流通ネットワークを構築した。 
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Twiga Foodsの資金調達のプロセス 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

② 収益確保までのプロセス 

農家の近隣に 29 カ所の回収センターの設置することで、各農家から迅速に農作物を集荷

できる体制を構築した。これによって、Twiga Foods と取引する農家の数は 2017 年 3 月

から 12 月の 9 か月間で 697 人から 2,757 人と約 4 倍増加し、農作物の取扱量が拡大し

た。その増加した取扱量を販売するために、IBM と連携し、小売店の購入・支払データを

分析し、各小売店の与信枠を自動的に設定した。各小売店の与信枠に応じて、小売店との

取引量を増やし、貸倒れの最小化と売上の最大化を測った。 

また、流通・物流体制と問合せ対応の強化により付加価値の向上を図り収益の確保に繋

げている。具体的には、冷蔵機能を備えた流通センターを設立し、鮮度を維持したまま配

送することを可能にしたことや、これまで自社でトラックを保有し、回収センターから小

売店までの配送に対応していたが、物流量の増加に合わせて物流会社と連携し、効率的な

配送体制を構築したことが挙げられる。問合せ対応についてはコールセンターを設置し、

１日あたり約１３０件の問合せに対応できる体制を構築している。 
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Twiga Foodsの収益確保までのプロセス 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

③ 政府が果たした役割 

シリーズ A 段階の資金調達において、米国国際開発庁（USAID）や移動体通信（携帯電

話）に関する世界規模の業界団体 GSMA などの組織から 200 万米ドルの融資提供を受け

ている。調達した資金はナイロビでの事業拡大に活用された。 
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5) Olam（シンガポール→インドネシア） 

a) 文献調査から整理したインフラシステム普及における課題や課題に対するアクション、

ビジネスモデルの認識確認とそれ以外に認識している課題やアクションの有無 

 

インフラシステムの普及に向けた課題とアクションは認識の通りであった。Infosys をパ

ートナーとして、Olam Direct のアプリ開発や運用を行っていることを確認することがで

きた。 

 

b) 課題に対するアクションの中でも特に重要なもの（成功要因）の詳細内容の深掘り 

Olam が最重要課題として認識しているのは、「所得が少なく購入・投資資金が無い」とい

う点である。その課題に対するアクションのうち特に重要なアクション（成功要因）として認

識している点は、収入保障である。 

インドネシアのカカオ農家の収入が低い背景として、カカオ豆のサプライチェーンに複数の

仲介業者（コレクターやブローカーなど）が存在することが挙げられる。農家は市場価格に対

する知識がなく、仲介業者の言い値で市場価格に比べて低い価格で取引しなければならなかっ

たが、アプリ上で市場取引価格の見える化を行い、農家は従来よりも 3～10％高い値段で販売

することが可能になった。 

 

Olamが実現した仲介業者の排除と価格の見える化 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 
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また、インドネシアでは、品質に基づいた取引ではなく、重量を重視する取引が行われてい

る。そのため、仲介業者が重量のみを基準として取引を行っており、良い豆と悪い豆、さらに

は殻などの廃棄物を混ぜて販売するという習慣が蔓延っていた。そこで、Micro Collector や

Olam Farmer Lead に対して、各農作物取引の収穫量だけではなく、品質に関して適切な管理

を徹底させ、選別・格付けをする仕組みを導入することで、良い品質のカカオ豆を高値で取引

することを可能にした。加えて、収穫量の増加と収穫したカカオ豆の品質向上に向けて農家に

対するトレーニングも提供している。 

 

c) その他関連する情報の整理（資⾦調達、収益確保までのプロセス、政府が果たした役割

に関する情報） 

① 資金調達プロセス 

インドネシアのような海外における事業展開においては、本社が資金提供を行ってい

る。 

 

② 収益確保までのプロセス 

まず農作物の調達面において、Olam は仲介業者から農作物を買い取るのではなく、自

社で Olam Micro Collector や Olam Farmer Lead と呼ぶ人材を設定し、分散している各

小規模農家から直接購入・集荷ができる流通ネットワークを構築した。次に、これまで仲

介業者が重量のみを基準として取引を行っていたが、Olam Micro Collector や Olam 

Farmer Lead に対して収穫量だけではなく、品質に関して適切な管理を徹底させ、選別・

格付けを行うことで、良い品質の農作物を高い値段で取引できる仕組みを構築した。ま

た、品質面において、例えばカカオの場合には、インドネシアではカカオ豆の風味を引き

出す発酵のプロセスを踏まないまま生産されることが多かったが、発酵方法や農地管理、

カカオ豆の病気の予防や治療方法などに関して小規模農家に教育を行うことで収穫量の増

加と生産品の品質向上を実現した。このように調達面では高い品質の農作物を安定して調

達する仕組みを構築した。 

一方で、販売面においては商社を介さずにユニリーバなどの大手 FMCG 企業に対して高

い品質の農作物を直接販売することで、収益の最大化を図っている。また、プライベート

ラベル製品を開発・販売していくことで収益リソースの拡大を図っている。 
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Olamの収益確保までのプロセス 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

Olamのプライベートラベル製品の展開例 

出所：Olam Company Website 

 

③ 政府が果たした役割 

政府からの支援については特に見られなかったが、政府関連組織として、世界銀行グル

ープの国際金融公社（IFC）と日本の国際協力機構（JICA）から 2020 年 4 月に総額 1 億

7,600 万米ドルの融資提供を受けている。調達資金は、借入期間５年のタームローン１億

2,000 万米ドルと、同７年のタームローン 5,600 万米ドルから構成されている。 

調達した資金は、Olam のインドネシア子会社が有するカカオ工場の拡張による生産能

力の増強に加えて、小規模農家向け貸付を支援することで、インドネシアのカカオ産業の

バリューチェーンを強化し、小規模農家によるカカオ生産・取引量の増加を図り、小規模

農家の所得向上を図ることを目的としている。また、インドネシアに加えて、ベトナム、

東ティモール、パプアニューギニア、ウガンダの小規模農家からの特定の農産物の調達す

る事業においても使用することを計画している。 
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6) Agrofy（アルゼンチン→南米） 

a) 文献調査から整理したインフラシステム普及における課題や課題に対するアクション、

ビジネスモデルの認識確認とそれ以外に認識している課題やアクションの有無 

想定していた流通やアフターサービスにおける課題に加えて、新たに販売における課題

として「購入者の所得が低く、販売・導入のハードルが高い」という課題に直面している

ことを確認することができた。その課題に対して、Agrofy は資金繰り支援を行っている。

具体的には、農家が自分たちで生産した農作物を Agrofy が提供するマーケットプレイス上

で販売し、Agrofy Pay というデジタル通貨に交換できる仕組みを構築した。その通貨を使

用して、マーケットプレイス上で農業経営に必要な農機や種子、肥料、農薬などの購入を

可能にしたことに加えて、デジタル通貨を使用して決済する際には 6 ヵ月間の無利子の分

割払いオプションの選択を可能にしたことで、農家の借入負担を削減している。また、製

品や農業投入物などの利用方法に関して説明するためのコールセンターを設置しているこ

とも確認することができた。 

 

b) 課題に対するアクションの中でも特に重要なもの（成功要因）の詳細内容の深掘り 

Agrofy が最重要課題として認識しているのは、「所得が少なく購入・投資資金が無い」とい

う点である。その課題に対するアクションのうち特に重要なアクション（成功要因）として認

識している点は、資金繰り支援である。 

南米では、信用情報がなく銀行口座の開設やクレジットカードの作成ができない農家が多

く、銀行振込やクレジットカード決済に対応できないケースが多い。また、信用情報がないこ

とから、銀行からの借入が難しく、自己資金だけで必要な製品を購入できる資金余力がないこ

とが殆どである。そこで、Agrofy は農家が自分たちで生産した農作物をマーケットプレイス上

で販売し、Agrofy Pay というデジタル通貨に交換できる仕組みを構築した。その通貨を使用

して、マーケットプレイス上で農業経営に必要な農機や種子、肥料、農薬などの購入を可能に

したことに加えて、デジタル通貨を使用して決済する際には 6 ヵ月間の無利子の分割払いオプ

ションの選択を可能にしたことで、農家の借入負担を削減したことで製品の購入やマーケット

プレイスの利用者を拡大していった。 
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農作物販売によるデジタル通貨の取得とプラットフォーム上のデジタル通貨利用の流れ 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

c) その他関連する情報の整理（資⾦調達、収益確保までのプロセス、政府が果たした役割

に関する情報） 

① 資金調達プロセス 

シリーズ A／B とはベンチャー企業に対し、出資する段階のことであり、一般的にシリ

ーズ A はビジネスモデルを確立する成長ステージの段階、シリーズ B はビジネスモデルが

確立しつつあり収益が伸びていく段階を指す。 

シリーズ A 段階の資金調達では、600 万米ドルの調達に成功した。SP（サンパウロ）ベ

ンチャーズが主導し、グローバルで投資活動を行っている Bunge Ventures や Syngenta 

Ventures を始め、南米を中心に投資活動を行っている Endeavor Catalyst や Cresud、個

人投資家などが参加した。本ラウンドの資金調達を通じて、製品のラインナップの拡大

と、オンラインマーケットプレイスの機能を拡充を実現した。 

シリーズ B 段階では、SP ベンチャーズが主導し、米国に拠点を置くアグリフードテッ

ク分野の投資家 Acre Venture Partners や Fall Line Capita、及び非生産的な農場の効率

化と改善に注力している農地投資会社 Brasil Agro などが参加し、2,400 万米ドルの調達に

成功した。本ラウンドの資金調達の目的は、物流と支払いプロセスの簡素化と、農家のユ

ーザーエクスペリエンスを向上させることである。 
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Agrofyの資金調達のプロセス 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

② 収益確保までのプロセス 

まずは利用者が求める製品を提供するために、農業関連の展示会やイベントに積極的に

参加し露出を増やすことで、各地域において出店者の獲得に注力した。その後、異なる地

域と遠隔地に住む農家に対する配送を可能にするために物流会社との連携を通じて幅広い

地域へのスムーズな配送体制を構築した。その後、さらに利用者の拡大を進めるために、

農家が自分たちで生産した農作物をマーケットプレイス上で販売し、Agrofy Pay というデ

ジタル通貨に交換できる仕組みを構築し、製品の購入やマーケットプレイスの利用を加速

させることに成功した。また、マーケットプレイスへの出店料や取引手数料からの収益の

みならず、デジタルマーケティング活動の支援などコンサルティングサービスの提供によ

り収益リソースを拡大している。 
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Agrofyの収益確保までのプロセス 

出所：各種公開情報、ヒアリングより NRI 作成 

 

③ 政府が果たした役割 

事業展開における政府との連携や政府からの支援などは特に見られなかった。 
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3.3. ヒアリング結果を踏まえた重要成功要因・示唆のまとめ 

本項では、これまでの各事例についての深堀調査内容を踏まえ、以下では重要成功要因（各企

業の取組）・取組に至った背景/理由・事例から得られた示唆の整理を行う。 

 

各事例の取組とその背景 

 

各事例から導出された重要成功要因（個別の取組）と取り組みの背景は上記のとおりである。

取組を俯瞰すると、費用対効果の「費用」という観点で「顧客の収益に合わせた導入コスト抑

制」にかかる柔軟な支払いプラン構築・金融機関との連携による資金繰り支援、「効果」の観点

からは「機能価値ではなく付加価値のアピール」にかかる収益力向上・流通網合理化サービスが

取組として多いことが見て取れる。また、海外現地にて活動する際の知名度や信用度を補うため

の「現地機関や現地実績を通じた信用獲得」にかかる現地組織の巻き込み・現地事業者との連携

といった取組も見て取ることができた。そのため、以下では上記 3 つの観点から、インフラシス

テム普及に向けた示唆を記載した。 

  

eFishery

サブスク・レンタルサービス
サブスクリプション形式でサービス提供を行うことで、養殖業者の初期投資負担

を削減

eFisheryが提供する自動給餌システムはUS$500程度。一方で、インドネシア

の養殖事業者の月平均所得はUS$500程度であり、一括購入が難しいという

状況であった

金融機関との連携による

資金繰り支援

自動給餌システムの稼働データを与信情報として金融機関に提供することで、

金融機関の与信を高度化。借入可能な養殖業者を増加させ、かつ、低利率

での借入を実現

金融機関は養殖経営を適切に評価するノウハウが不足しており、融資が難し

いという課題を有していた

収益力向上サービス
生産品を販売するためのオンライン販売プラットフォーム「eFishery Fresh」を提

供し、新規の販売先開拓により顧客の収益向上を支援

養殖事業者は、販売先開拓に割く人的・金的リソースが限られており、独自で

新規の販売先を開拓することが困難であった

JohnDeere

金融機関との連携による

資金繰り支援

提携先であるHelloTractorを活用し、多様なデータ（農機の使用頻度、稼働

面積、収穫量など）を取得。信用情報として金融機関に対して提供すること

で、顧客の資金借り入れを支援

農家に対する与信にあたっては、取得できる情報が不足しており、融資の判断

を金融機関が実施することが難しい状況であった

柔軟な支払いプラン

構築

自分たちの返済能力に応じた支払い設計ができるように多様な支払いプランを

提供するとともに、金利負担や損失補償も行うことで、顧客である農家の金銭

的な継続性を担保

天災や害虫被害など、予測不能な事態が存在するため農家の経済的安定

性が損なわれていたため、資金借入・支払いが難しい状況であった

BASF 現地組織の巻き込み
基礎研究の段階から、ローカルのアカデミア組織との共同開発など、積極的な

外部リソース活用を行うことで現地ニーズへの対応を図る

サービス展開現地における登録基準の厳格化が進んでいたため、従来のような

グローバル単位での研究開発→製品登録といった流れでの新薬開発が困難な

状況であった

TwigaFoods
収益力向上サービス

流通網合理化サービス

自社で流通センターを設置すること、また、モバイルマネーを通じた決済による金

流管理、物流企業と提携した効率的な物流を実現することで中間流通に存

在するブローカーを通さない流通を実現。顧客である生産者の収益向上に繋げ

た

現地では、農産物は複数のブローカーを介し卸売市場に届けられ、小売店は各

自で卸売市場へ買い取りに行く構造となっており、非効率な運用で無駄な時

間とコストがかかっている状況下にあった

Olam
収益力向上サービス

流通網合理化サービス

アプリ上で市場取引価格の見える化を可能にした上で、独自の品質管理基

準を徹底することで、品質に応じた適切な値付けが可能となり、農家は従来よ

りも3～10％高い値段での販売を実現した

現地流通では、複数の仲介業者（コレクターやブローカーなど）が存在。農家

は市場価格に対する知識がなく、仲介業者の言い値で市場価格に比べて低

い価格で取引している実態があった

Agrofy
金融機関との連携による

資金繰り支援

生産した農作物をマーケットプレイス上で販売し、Agrofy Payというデジタル通

貨に交換できる仕組みを構築。デジタル通貨による支払いの場合は、6ヶ月無

利子での分割払いが可能になるなど、顧客の資金需要にかかる問題の解決を

実現した

現地農家は信用情報が不足しており、銀行からの借入が難しく、自己資金だ

けで必要な製品を購入できる資金余力がない状態であった

重要成功要因（個別の取組） 取組の背景
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各事例の取組と示唆 

 

 費用対効果の「費用」の面において重要となるのは、「顧客の収益に合わせた導入コスト抑

制」である。新興国市場においては、一時的に大きな金銭支出をすることに経済的に耐えられな

い顧客が多い中で、インフラシステムの導入を進めるために必要なのは、全体の支出額を減らす

（製品・サービスの価格を下げる）ことではない。そうではなく、顧客の持つ（あるいは潜在的

に有する）信用情報を掘り起こし、活用することで、借入支援や支払サイトの調整を行うなど、

顧客の金銭的キャパシティを最大限まで活用することを目指すことが重要な要素となるといえ

る。 

また、費用対効果の「効果」の面において重要となるのは、「機能価値ではなく付加価値のア

ピール」である。顧客にとっては、インフラシステムの導入費用が安い場合であっても、その導

入効果が明確でないと、新たな商品・サービスの活用に踏み出すにはハードルが存在する。この

点に関し、効果をアピールするためには、新規販路の開拓や、より高価値での販売実現など、顧

客の「売上向上」に直接的に資する効果を訴求することが重要となる。そして、上記効果を訴求

するにあたっては、プラットフォーム型のビジネス（利用料が割安で売上に効くパターンが多い

形態）が適しており、プラットフォームの構築・拡大を通じてインフラシステムの普及につなげ

ていくことが重要な要素である。 

最後に、「現地機関や現地実績を通じた信用獲得」の面においては、現地にてインフラシステ

ムが受け入れられるために、現地組織巻き込みや現地金融機関との連携等、外国企業として海外

で活動する際の知名度の低さを補う、現地の事業者から信用を獲得する工夫が必要となるといえ

る。そのため、導入初期は現地機関を活用し、顧客を増やすことでさらなる信用獲得に繋げるこ

とがインフラシステム普及において重要な要素となる。 

  

eFishery

サブスク・レンタルサービス
サブスクリプション形式でサービス提供を行うことで、養殖業者の初期投資負担

を削減

金融機関との連携による

資金繰り支援

自動給餌システムの稼働データを与信情報として金融機関に提供することで、

金融機関の与信を高度化。借入可能な養殖業者を増加させ、かつ、低利率

での借入を実現

収益力向上サービス
生産品を販売するためのオンライン販売プラットフォーム「eFishery Fresh」を提

供し、新規の販売先開拓により顧客の収益向上を支援

JohnDeere

金融機関との連携による

資金繰り支援

提携先であるHelloTractorを活用し、多様なデータ（農機の使用頻度、稼働

面積、収穫量など）を取得。信用情報として金融機関に対して提供すること

で、顧客の資金借り入れを支援

柔軟な支払いプラン

構築

自分たちの返済能力に応じた支払い設計ができるように多様な支払いプランを

提供するとともに、金利負担や損失補償も行うことで、顧客である農家の金銭

的な継続性を担保

BASF 現地組織の巻き込み
基礎研究の段階から、ローカルのアカデミア組織との共同開発など、積極的な

外部リソース活用を行うことで現地ニーズへの対応を図る

TwigaFoods
収益力向上サービス

流通網合理化サービス

自社で流通センターを設置すること、また、モバイルマネーを通じた決済による金

流管理、物流企業と提携した効率的な物流を実現することで中間流通に存

在するブローカーを通さない流通を実現。顧客である生産者の収益向上に繋げ

た

Olam
収益力向上サービス

流通網合理化サービス

アプリ上で市場取引価格の見える化を可能にした上で、独自の品質管理基

準を徹底することで、品質に応じた適切な値付けが可能となり、農家は従来よ

りも3～10％高い値段での販売を実現した

Agrofy
金融機関との連携による

資金繰り支援

生産した農作物をマーケットプレイス上で販売し、Agrofy Payというデジタル通

貨に交換できる仕組みを構築。デジタル通貨による支払いの場合は、6ヶ月無

利子での分割払いが可能になるなど、顧客の資金需要にかかる問題の解決を

実現した

重要成功要因（個別の取組） 重要成功要因から見る示唆

• 一時的に大きな金銭支出をすることに経済的に耐えられな

い顧客が多い中で、インフラシステムの導入を進めるために

必要なのは、全体の支出額を減らす（製品・サービスの価

格を下げる）ことではない

• 顧客の持つ（あるいは潜在的に有する）信用情報を掘り

起こし、活用することで、借入支援や支払サイトの調整を行

うなど、顧客の金銭的キャパシティを最大限まで活用すること

を目指すことが重要な要素となる

顧客の収益に合わせた導入コスト抑制1

• インフラシステムの導入にあたっては、費用対効果、つまりそ

の導入効果が明確でないと、新たな商品・サービスの活用に

踏み切りづらい。機能性のアピールは顧客に伝わりづらい点

があり、直接的に商品・サービスの「付加価値」をアピールする

ことが肝要

• この点に関し、効果をアピールするためには、新規販路の開

拓や、より高価値での販売実現など、顧客の「売上向上」

に直接的に資する「付加価値」を訴求することが重要となる

• そして、上記効果を訴求するにあたっては、ユーザーにとって、

幅広く販路を開拓できるようなサービス（プラットフォームな

ど）を追加することも有効である

機能価値ではなく「付加価値」のアピール2

• 新しい地域で商品・サービスを展開していくにあたっては、現

地組織巻き込みや現地金融機関との連携等、外国企業

として海外で活動する際の知名度の低さを補い、現地の事

業者から信用を獲得する工夫も必要となる。

• 導入初期は現地機関と連携することで信用度を担保して

商品・サービスを展開。その後は、利用実績を信用の源泉と

して、さらなる普及を進めていくことが重要な要素となる

現地機関や現地実績を通じた信用獲得3
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4. 成長分野・地域の把握 

 本章では、①農業・⾷品産業市場に関する情報整理・分析と、②フードテック市場につい

ての情報整理・分析を行うことを通じ、成長分野・地域の把握を行う。 

 対象となる国は、下記で分析を実施する産業に関する市場規模データ等が横比較可能な国

とし、アジア地域（インド・インドネシア・マレーシア・フィリピン・タイ・ベトナム）・

アフリカ地域（アルジェリア・カメルーン・エジプト・ケニア・モロッコ・ナイジェリア・

南アフリカ・チュニジア）・南米地域（アルゼンチン・ボリビア・ブラジル・チリ・コロン

ビア・コスタリカ・エクアドル・グアテマラ・メキシコ・ペルー・ウルグアイ・ベネズエ

ラ）を対象とした。 

① 農業・食品産業市場に関する情報整理・分析 

 本項では、対象国の農業・食品産業市場について、生産・物流（コールドチェーン）・加

工・小売・外食・消費といったバリューチェーンの各段階において、市場規模（推計を含

む）・成長率・企業売上・マーケットシェアに関する数値を整理した。加えて、日本にとっ

ての成長分野・地域がどこなのかを検討するに当たり、企業が進出していくにあたっての基

本方針を整理した。 

基本方針の整理にあたっては、まず、市場規模×成長率の 2 軸を用い、 

方針 1：市場規模・成長率の双方が上位の国 

方針 2：成長率のみが上位の国 

方針 3：上記 2 つ以外の国 

の 3 つに対象国を分類した。それぞれの分類について優先順位を設定するにあたっての理由

は下記チャートのとおり。 
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優先順位設定にあたっての考え方 

 

 

3 つの方針のうち、第一優先となるのが市場として最も魅力的である方針 1 の分類であ

り、当該分類については、「方針 1：規模並びに成長率が上位の魅力的な市場で事業機会を

探索」という基本方針を設定した。第二優先として、「方針 2：成長率が上位の市場で市場

規模の拡大に乗りながら事業を拡大」という基本方針を設定した。そして最後に、方針 3 に

ついては、事業を実施するにあたっての難易度が高い（コスト競争力の確保が困難、先行投

資・ビジネス拡大にこぎつけるまでの時間を要する等）ことから劣後する方針として「方針

3：特定の意図がある場合には攻略に向けて検討を実施」という基本方針を設定した。 

 それぞれの方針に当てはまる国を、各バリューチェーンの段階ごとに分類し、段階ごとに

注目すべき国・バリューチェーン全体で注目すべき国を抽出した結果が以下のとおり。 

※成長率は、下記記載時期の年平均成長率とした。 

 結果として、インド・インドネシア・タイ・ベトナム・ブラジル・ボリビア・チリ・グア

テマラ・メキシコ・ケニア・モロッコといった国が注目すべき国として抽出された。その中

から、担当課との協議を行い、個別国の分析を具体的に行う対象を選定し、インド・ブラジ

ル・メキシコ・タイ・インドネシア・ベトナムについて、バリューチェーンの各段階に着目

して詳細分析を行うこととした。特にインドについては、複数のバリューチェーンにおいて

注目すべき国として抽出されたため、バリューチェーン全体をとらまえた攻略を検討しうる

と考えられる。 
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情報収集項目・情報源・注目すべき国の一覧 

 

 

  

また、今回収集した数値の一覧は下記のとおり。 

（方針 1 は濃黄色・方針 2 は薄黄色にてハイライト） 

 

収集数値一覧 

 

 

• 複数業態で着目する国
（インド）は
VC全体での攻略を志向

• 個別ピックアップの国は
特定領域で攻略が必要

項
目

情
報
源

• 方針１：インド・

インドネシア・ブラ

ジル

• 方針２：ボリビ

ア・ケニア・チリ

• 方針３：その他

方針

1. 規模並びに成長率が上位の魅力的な市場で事業機会を探索

2. 成長率が高いところで市場規模の拡大に乗りながら事業を拡大

3. 特定の意図がある場合には攻略に向けて検討を実施

注
目
す
べ
き
国

• 方針１：インド

• 方針２：ベトナム・

グアテマラ・ボリビア

• 方針３：その他

• 方針１：インド・

インドネシア・ベトナム

・モロッコ

• 方針２：ベトナム・

ペルー・ナイジェリア

• 方針３：その他

• 方針１：メキシコ・

タイ・インドネシア

• 方針２：ベトナム・

ボリビア・インド

• 方針３：その他

生産
物流

（コールドチェーン）
加工 小売 外食 消費

• 各国別農畜水産品

生産額・成長率

※FAOstatにおける

Value of 

Agricultural 

Production

• 各国別低温物流市

場規模（推計）・

成長率

• 各国別加工食品・

飲料（アルコール及

びソフトドリンク）市

場規模・成長率

• 現代食料品小売店

市場規模・成長率

（伝統的食料品小

売店・食品ECも参考

情報として記載）

• GDP・消費支出額、

成長率、一人あたり

換算数値

• 外食市場規模・成

長率

• FAOstat

（2010-2017年）

• 輸出入データ
（ UNComtrade）

• 食品市場規模デー

タEuromonitor）

よりNRIにて独自推

計

• Euromonitor

（2010-2019年）

• Euromonitor

（2010-2019年）

• Euromonitor

（2014-2020年）

• Euromonitor

（2010-2019年）

• 方針１：インド

• 方針２：ケニア・ベト

ナム・グアテマラ

• 方針３：その他

生産 加工 物流（コールドチェーン） 近代小売 外食

地域 国名 市場規模 成長率 市場規模 成長率 市場規模 成長率 市場規模 成長率 市場規模 成長率
Asia India 432,599        3.3% 74,215          11.3% 7,573            9.8% 10,940          11.8% 57,921          6.1%

Asia Indonesia 143,815        4.5% 31,577          5.1% 3,515            4.0% 20,179          8.2% 40,601          2.3%

Asia Malaysia 27,665          -0.5% 7,339            2.4% 1,166            0.7% 7,768            1.8% 11,252          3.4%

Asia Philippines 43,003          2.8% 12,962          4.6% 2,348            5.6% 15,072          7.5% 13,865          5.2%

Asia Thailand 45,435          0.0% 14,596          5.9% 2,971            4.1% 28,688          5.6% 29,953          4.3%

Asia Vietnam 56,940          5.6% 13,246          8.8% 3,852            6.0% 4,626            15.4% 24,964          8.8%

LatinAmerica Argentina 59,742          1.9% 18,454          -1.9% 1,604            -7.7% 15,302          -2.2% 9,769            -8.2%

LatinAmerica Bolivia 8,682            8.3% 2,921            6.9% 254              5.5% 675              11.9% -                   -

LatinAmerica Brazil 242,180        1.5% 88,626          -1.2% 9,685            -3.8% 37,743          -2.7% 108,361        -1.9%

LatinAmerica Chile 18,974          7.0% 13,819          3.1% 2,584            2.4% 18,098          3.0% 5,118            4.8%

LatinAmerica Colombia 26,579          0.5% 11,346          -1.3% 1,350            -3.6% 13,583          0.2% 11,620          0.1%

LatinAmerica Costa Rica 6,186            5.0% 3,044            4.9% 265              2.8% 4,317            6.6% -                   -

LatinAmerica Ecuador 11,530          1.9% 4,046            4.1% 352              1.7% 4,156            8.9% -                   -

LatinAmerica Guatemala -                   - 5,974            8.0% 519              7.2% 3,495            9.6% -                   -

LatinAmerica Mexico 65,602          2.3% 54,138          1.1% 7,012            0.4% 63,643          1.1% 50,894          0.1%

LatinAmerica Peru 19,823          4.5% 8,855            3.2% 1,332            3.5% 4,615            5.6% 8,342            7.1%

LatinAmerica Uruguay 6,359            -0.1% 3,047            2.5% 560              0.9% 2,706            2.1% -                   -

Africa Algeria 27,726          3.8% 10,909          4.8% 948              2.0% 3,799            4.6% -                   -

Africa Cameroon 9,639            0.7% 1,037            5.4% 90                -5.0% 575              8.0% -                   -

Africa Egypt 25,485          -4.9% 12,948          2.1% 1,741            0.0% 7,062            4.8% 6,824            -0.1%

Africa Kenya 18,593          7.5% 4,677            5.9% 517              11.1% 1,965            6.6% -                   -

Africa Morocco 17,258          -0.5% 10,025          3.7% 871              2.5% 3,626            4.0% 3,578            3.1%

Africa Nigeria 24,856          -12.1% 7,591            1.2% 768              -7.4% 1,059            8.3% 16,508          5.8%

Africa South Africa 28,995          0.9% 15,224          0.9% 1,858            2.4% 23,587          -0.7% 7,409            -0.3%

Africa Tunisia 4,759            -0.2% 2,433            -2.0% 211              -4.3% 1,238            -0.6% -                   -
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 以降では、個別国分析を行う対象各国に関して、数値情報や、⼤型資本等による市場の占

有状況、COVID-19 による影響及び日本企業への示唆について詳細を記載する。なお、本

章ではインドについてはバリューチェーン全体としての分析を行った。また、個別のバリュ

ーチェーンで見たときに、生産ではブラジル、加工ではベトナム、物流（コールドチェー

ン）ではベトナム、小売ではタイ・メキシコ、外食ではインドネシアについて分析を行っ

た。なお、加工・物流については、方針 2 の国から一カ国ピックアップし、分析を実施し

た。 

A) バリューチェーン全体：インド 

インドの VC 全体の概観は以下のとおりであり、市場全体を俯瞰すると、生産・小売分野

が大きな市場規模を有している状況にある。特に伝統小売は大きな市場規模となっている。  

一方で、ハイパーマーケット・スーパーマーケット・コンビニエンスストアといった近代

小売の成長率は高い状況となっている。 

 

 

 

インドについては、フードバリューチェーン同士をつなぐ横串での取り組みに着目したた

め、以下ではフードバリューチェーン横断での取組について川上発・川下発・川中発の 3 つ

のアプローチで考察した。 

①川上から川下へのアプローチ 

生産者による農産物の販売先は、市場や卸といった中間流通への販売が主であり、販路が

限られている状況にあった。そのため、仲介業者の価格交渉力が強く、交渉の面で劣勢に立

たされてしまうケースが生じる。また、パンデミック等で、通常の市場や卸のルートが機能
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しなくなった際には、他の販売ルートがないため農産物を腐らせてしまうといった事態も直

近起こった。 

上記状況を改善し、生産者の販路拡大を実現する方法として、川上である生産者と川下の

プレーヤー（加工業者や消費者）との間を直接つなぐ取組が進展を見せており、特に、プラ

ットフォームを活用した取組が拡大している。 

例えば、生産者と加工業者をつなぐ取組としては、デリーのスタートアップ企業である

Agribazaar のオンライン販売プラットフォーム事業が挙げられる。同事業では、 1 万 

2,000 戸の農家が参画し、加工業者がプラットフォームを通じて、直接農産品の購入が可能

となる仕組であり、生産～加工業者を繋ぐ新たな流通を構築し始めている。 

インドにおけるオンライン販売プラットフォーム事業の例（Agribazaar） 

出所）新聞記事より NRI 作成 

また、生産者と消費者を直接つなぐ直販の取組も、プラットフォーマーを通じて加速して

いる。例えば、Amazon fresh とグジャラート州政府との協働での取組は、グジャラート州

の農家に対し、より良い価格で、全国大の販売機会をもたらすプラットフォームの利用を可

能とした。 
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インドにおける直販プラットフォームの例（Amazon fresh）

 

出所）新聞記事より NRI 作成 

 

②川下から川上へのアプローチ 

近代小売の割合が高い欧米等の先進国においては、小売事業者の自社ブランド商品

（PB）による売上割合が高まる傾向にある。その他商品の売上と比較し、15％~20％程度利

益率が高いこと、独自商品展開による他競合小売事業者との差別性確保などがその背景にあ

る。近代小売比率が伸長するインドにおいても同様の状況が見られ、インド国内の大手小売

チェーンでもプライベートブランド商品の展開が進む。例えば、大手小売チェーンの一つで

ある Future グループは、グループ内に日用消費財部門である Future Consumer 

Enterprise Limited を持つが、当該部門の拡大・プライベートブランドの拡充のため企業連

携を進めている。2020 年、Future グループは、パーソナルケア・健康食品等を展開するス

イスの Mibelle Group とジョイントベンチャーを設立。当該 JV を通じて、Future グルー

プは、独自性の高い自社ブランド商品を開発するとともに、食品を含む複数のカテゴリーに

おいて品数を増やすことが可能となった。このようなプライベートブランドの提供により、

価格に対する意識の高い低所得者層の需要を捉えることも可能となり、小売事業者にとって

は顧客ターゲットを広げる打ち手の一つとなりうるため、今後も川下の小売企業による川上

への進出は進むと考えられる。 

③中間流通におけるアプローチ 

中間流通については、コールドチェーンの未整備に起因して収穫後農産品のロスが生じて

いた。状況の改善に向けて、中央政府を中心として、農産品のロスを防ぐためのインフラ整

備が進む。例えば、食品加工省による冷蔵倉庫と加工施設の統合インフラ整備計画の進展も

その一環であり、昨今の Covid-19 による物流遮断もあり、冷蔵インフラ整備が今後益々進
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むものと考えられる。実際に、インド中央政府による、統合インフラ整備に対するプロジェ

クトベースでの助成は各州において進められている。 

インドにおける統合インフラ設備の整備 

 

出所）インド中央政府資料・新聞記事より NRI 作成 

上記のとおり、インドにおいては、フードバリューチェーン同士をつなぐ横串での取組が

見られる。川上発・川中発・川下発のそれぞれの取組があるため、日本企業は、自社の得意

な分野（川上・川中・川下）からのフードバリューチェーンへの参入を図ることが可能と考

えられる。ただし、バリューチェーン間での連携が進む中で、個別領域での事業展開だけで

なく、現地における企業間連携を通じて、新しいビジネスモデルを作っていくことができる

かが、商品性だけに依存しない新たなインフラシステムの展開のポイントになるのではない

か。 

 

B) 生産：ブラジル 

 生産分野において方針 1 に該当するブラジルでは、農業生産資材販売や集荷といった物

流関連など、農業生産関連の周辺機能・サービスを提供することで農業の高度化支援を行

いながら参入していくことがポイントとなる。現地において農業生産分野、特に生産量の

多い穀物については、大手穀物メジャーが産品の取り扱いの大半を占めている状況にあ

る。そのため、当該商流そのものを直接獲得するのではなく、周辺領域において事業機会

を探索することで農業生産分野におけるビジネスチャンスを広げていくことが打ち手の一

つとして想定される。実際に、日系企業においては、総合商社（三井物産・住友商事等）

を中心に、農業生産資材販売や集荷・サイロ運営といった物流関連など、農業生産関連の

周辺機能・サービスを活用した参入が目立つ。現在は、Covid-19 により値上がりする食品

需要を支えるため、現地における農産物生産の強化が加速しており、上記機能・サービス

の重要性はますます高まっていくことが想定される。加えて、日系企業が参入する上で
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は、農産品のグローバルトレードにおける販路（日本を含む）を確保した上で上記取組を

進めていくことで、よりビジネススケールを大きくした上での参入が可能となる。 

なお、ブラジルにおける生産分野関連情報は下記のとおり。 

 

出所）各種公開情報より NRI 作成 

 

C) 物流（コールドチェーン）：ベトナム 

物流（コールドチェーン）分野において方針 2 に該当する国であるベトナムは、需要の拡

大に比して、コールドチェーンの整備が未だ十分となっていない状況にある。現地の食品メ

ーカー・卸等は、自社保有で物流業務を実施している企業も多く、現地物流専業事業者によ

るコールドチェーン整備が進んでいない状況であった。ところが近年では、EC 普及に伴う

物流需要増に応じ、シンガポールの大手物流事業者である GLP が 15 億ドルの投資を行うな

ど、外資による倉庫施設や車両購入等、コールドチェーンに関連する事業活動が拡大してい

る。更に、Covid-19 による影響もあり、冷凍冷蔵倉庫や保冷トラックの需要も急増した。

従来からあった物流需要に Covid-19 による影響が加わり、物流に対する需要が急拡大する

中で、日本企業にとっては、短期的には、プレハブやコンテナ等を活用した簡易的なコール

ドチェーン技術による設備拡大、長期的には安定・高品質の低温輸送技術とを組み合わせる

ことで、現地における需要を捉え、インフラシステム展開を進めていくことのできる可能性

が存在する。 

なお、ベトナムにおける物流（コールドチェーン）分野関連情報は下記のとおり。 
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出所）各種公開情報より NRI 作成 

 

D) 加工：ベトナム 

 加工分野において方針 2 に該当するベトナムにおいては、現地にて需要の拡大する加工

品製造販売に関し、関連する個別技術・インフラシステムを活用し、ビジネス拡大を企図

することが日本企業にとってのビジネスチャンスとなる。なお、参入にあたっては、加工

品製造販売に関連する個別技術・インフラシステムを提供するという性質上、消費者に対

する加工品売上拡大によるビジネススケールの拡大は難しい。そのため、現地企業との合

弁による現地法人設立など、現地企業とのパートナリング（可能であれば複数）を行い、

BtoB における顧客を増やすことによるビジネススケールの拡大が可能な形態が望まし

い。 

 また、ベトナムにおいては、高品質なブランド化された製品への需要や、Covid-19 に起

因して生じた食品安全性保証に関する需要の拡大が進む。よって、本分野において求めら

れるのは、食品製造過程において、品質を保ったまま殺菌・加工する技術、画像認識・AI

技術での異常検知といった、個別具体的な安全確保が可能な技術や、FVC 全体で食品の安

全性を確保するための、食の安全性を見える化するプラットフォームの構築といったイン

フラシステムであり、日本企業にとっては上記がビジネス機会となる。 

なお、ベトナムにおける加工分野関連情報は下記のとおり。 

生産 物流 加工 小売 外食 消費

形態

市場
規模
(百万ド
ル)

成長率

輸出 1,976 4.0%

輸入 725 11.8%

国内 1,151 6.4%

企業名
売上
規模

（2014年）

TCW
2,403万

米ドル

Transimex-

Saigon 

Corporation

2,066万

米ドル

Swire
752万

米ドル

PREFERRED 

FREEZER

354万

米ドル

LOTTE

Logistics

280万

米ドル

概況

大型資本等による

市場占有状況

市場占有状況

コールドチェーンに関する需要は存在するものの、現地国内企

業による当該領域への投資は進んでいない状況にある。実

際に、国内市場向け生産者によるコールドチェーン導入率は

8.2％と低く、自社物流による取り扱いも多いため、当該分

野を専業とする企業が少ない状況。そのため、大手物流企

業であっても市場シェアは低い。

事業投資活動の例

ベトナムにおけるEC普及に伴う物流需要の増加に対応する

形で、物流施設への投資が進む。2020年には、シンガポール

の大手物流企業であるGlobal Logistic Propertiesがベトナ

ムにおいて15億米ドルの投資を実施し、ジョイントベンチャーを

設立。ベトナムにおける物流事業へ参入した。

COVID-19による影響

需要面での変化

ロックダウンにより食品需要が落ち込み、水産加工物等の輸

出が滞り、輸入品の在庫が増え多くの倉庫がフル稼働状態

に陥った。更に、近代小売事業者が、コロナ禍において食品

の安全性対策を強力に推進した結果、保冷管理されたスー

パーマーケット、ミニマート等における商品購入が増加。冷凍冷

蔵倉庫や保冷トラックの需要が急増した。更に、オンライン需

要の増加により、ラストワンマイルの配達会社は、配達注文の

急増により、対応能力の増強を迫られた

供給面での変化

船便の増便対応を行ったものの、送り出したコンテナの回収に

時間が掛かり、コンテナと輸送機器の不足状態が続いた。そ

のため、各社で争奪戦となり輸送コストが上昇傾向にある

形態別規模 主なプレーヤー 市場概況

※企業詳細について、最新データ取得が困難であった

ため、Logisticsをビジネスドメインとする企業を例示
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出所）各種公開情報より NRI 作成 

 

E) 小売：メキシコ・タイ 

小売に関しては、方針 1 に該当する国であるメキシコ・タイについて、下記で記す 

メキシコ 

メキシコにおいては、米系大手小売チェーンである Walmart が近代小売市場を牽引

し、大きなシェアを有している。一方で、低所得者層にとっては、伝統小売における小規

模店舗が未だメインの購買チャネルであり、伝統小売市場の成長も続いている状況にあ

る。そのような状況下で、Walmart を中心とする大手小売チェーンは、EC やコンビニエ

ンスストア形態（簡易キオスク等を含む）対応など、新規業態の開発を進める。新企業体

開発の中には、ディスカウントストア形態のブランドラインの展開も含まれ、当該ブラン

ドの展開を通じて、従来は顧客ターゲットとなりづらかった低所得者層の取り込みも進め

る。 

上記取組をすすめるにあたっては、EC・オムニチャネル対応といったデジタル化が必

須である。また、Covid-19 による、リアルチャネルにおける営業制限等も相まって、今後

も更に上記デジタル化対応の必要性は高まると考えられる。未だ現金決済を好む消費者が

多いメキシコにあっては、今後は小売店・消費者双方が容易に、かつ安価に利用すること

が可能なデジタル基盤（電子決済システムの構築等）の整備が求められる。デジタル化を

進めることで、小売店における電子決済とそれに伴うデータ取得・マーケティングを可能

とし、それらを通じた売上向上が実現される。特に決済回りのインフラシステムに関連し

たサービスの提供が、現地参入におけるビジネスチャンスの一つとして挙げられるのでは

生産 物流 加工 小売 外食 消費

品目
市場
規模

成長率

乳製品

等
5,390 11.1%

主食類 3,195 8.0%

調味料

類
2,846 6.2%

菓子類 1,815 8.6%

企業名
売上
規模

シェア

Vietnam 

Dairy 

Products 

JSC 

(Vinamilk)

2,440 17.1%

Royal 

Friesland

Campina 

NV

864 6.1%

Masan 

Group 

Corp

669 4.7%

Wilmar 

Internatio

nal Ltd

494 3.5%

Nestlé SA 405 2.8%

概況

大型資本等による

市場占有状況

市場占有状況

左記上位5社のシェアは全体の34.2％であり、過去5年で比

較してもほぼシェア割合は変わっておらず（5年前が34.0％）、

市場のメインプレーヤー・占有度合は固定化。同時に市場も

伸びているため、各プレーヤーが市場の伸びと同様に成長

事業投資活動の例

大手食品メーカーであるマサングループは、単なる農産加工品

の生産・販売だけでなく、高品質品を求める消費者の需要に

合わせ、ブランド化された商品へのシフトを進めることを表明。

2022年までに売上の50～70％を、ブランド化された食肉加

工商品とすることを目指し事業を展開

COVID-19による影響

需要面での変化

外出制限の状況下で、食材を一定量ストックする傾向が強

まり、保存型食品（缶詰等）の需要が拡大。

市場で売られている生鮮品を好む文化であったが、Covid-19

の影響を受け、パッケージされた食材や処理済みの肉を好む

人々が増加した。それに伴い、加工食品の安全性保証に関

連し、衛生管理・トレーサビリティ確保といったテーマに関する

関心も高まった状況

供給面での変化

生鮮品の供給によって満たされていた一部の需要を加工品

供給でまかなわなければならない状況へシフトしたため、加工

品の生産に需要が追いつかず供給不足に陥った。また、大手

食品メーカーの一部では、中国からの原材料の供給（輸

入）がストップしたことで、材料不足から加工工場で生産ライ

ンを一時ストップするという事態に陥った

品目別規模 主なプレーヤー 市場概況
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ないだろうか。実際に、安価な電子決済システム普及を進める Tenoli 等の現地企業がビ

ジネス規模を拡大している。 

なお、メキシコにおける小売分野関連情報は下記のとおり。 

 

出所）各種公開情報より NRI 作成 

 タイ 

 タイにおいては、EC・オムニチャネル・デリバリーに関して消費者の需要が拡大してお

り、各近代小売チェーンは、当該需要への対応を進める。Covid-19 に起因して、実店舗で

の取引ではなく、非接触型のサービスをより消費者が求めることも重なり、上記需要の拡大

は今後も続いていくものと想定される。当該状況下においてはデジタル化対応が求められる

ため、データ分析やマーケティング施策のブラッシュアップに取り組む企業が増加した。大

手小売チェーンは、デジタル化やオムニチャネル等に関する新規の取組を自社で実施し、ビ

ジネスを拡大している。一方で、中小の事業者は、リソース上の制約からデジタル化のイン

フラ対応で後手となる傾向にあり、当該企業に対し、デジタル化対応に関するプラットフォ

ームを提供するなど、浅く広く顧客を探索しビジネスを拡大していくことが日本企業の参入

機会の一つとなると想定される。具体的には、Google アナリティクスの導入や使い方とい

ったデジタル分析・施策のサポートや、オウンドメディアの改善、その先にあるデジタルマ

ーケティング課題の解決に向けた PDCA サイクルの運用といったデジタル化をサポートす

るソフト面のインフラシステムに関してビジネスチャンスを有すると想定される。 

 なお、タイにおける小売分野関連情報は下記のとおり。 

生産 物流 加工 小売 外食 消費

形態
市場
規模

成長率

伝統小

売
43,107 2.5%

ハイパー

マーケット
21,480 0.5%

スーパー

マーケット
10,686 -1.2%

コンビニ 8,625 5.9%

企業名
売上
規模

シェア

Walmart 

Inc
20,099 18.8%

Fomento 

Económico 

Mexicano 

SAB de CV

8,152 7.6%

Organizaci

ón Soriana 

SAB de CV

6,993 6.6%

Grupo 

Comercial 

Chedraui 

SAB de CV

3,980 3.7%

Casa Ley 

SA de CV
2,486 2.3%

概況

大型資本等による

市場占有状況

市場占有状況

近代小売においては、米系大手小売チェーンであるWalmart

が市場シェアのうち約20％弱と大きなパイを占め、地場の小

売チェーンがそれに続く構図となっている。一方で、安価な電

子決済システムの普及を背景に、主に低所得者向け店舗で

ある伝統小売の小規模店舗も、コンビニエンスストアに対抗し

ながら市場成長を見せている。

事業投資活動の例

WalmartはEC・オムニチャネル対応を進めており、店舗内に

EC及び商品ピックアップ用の簡易キオスクの設置を進めてい

る。また、ディスカウントストア形態であるBodega Aurreraにつ

いても、モバイルアプリによるEC促進の取組を進め、低所得者

層のユーザー獲得を進める

COVID-19による影響

需要面での変化

Covid-19の拡大による低所得層への経済的ダメージに起因

し、低価格であるultra-processed foods（調味料・保存

料添加が多く、日持ちの良い商品）の需要が拡大。日常的

に手に入る可能性のある食品の質が下がったとされる。

供給面での変化

店舗への入場人数規制、営業時間規制（午後7時半まで

の営業）や販売規制（夜間の酒類販売禁止）など、実店

舗におけるオペレーションは大きく制限されている状況

これにより、ニューメキシコにおいては、郊外の消費者を中心に、

およそ30％程度がfood desert（食料確保の危機）に陥る

可能性があると指摘されている

形態別規模 主なプレーヤー 市場概況
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出所）各種公開情報より NRI 作成 

F) 外食：インドネシア 

 外食分野において方針 1 に該当する国であるインドネシアは、従前より日本食の需要が拡

大を続けており、日系飲食チェーンにとって大きな事業機会を有する国である。外食分野の

市場規模はプラス成長が続いているが、大手配車サービスを活用したデリバリー需要が活況

となるなど、従来の外食サービスだけでなく、新たな取組が求められる状況であった。加え

て、Covid-19 により店内飲食需要がデリバリーやテイクアウト需要へとシフトしたこと

で、外食事業者によるチャネルの多様化が強く求められる状況となった。このような状況下

で、日系大手飲食チェーン（牛角や大戸屋・一風堂等）は、事業拡大を継続して進めてい

る。拡大にあたっては、消費者の需要に応える形で、持ち帰り用ホームキットやデリバリー

など、コロナ禍においても適応可能な業態を展開し、日本食需要の拡大に応えることで事業

拡大を行っている。このように、今後の外食事業の拡大にあたっては、新業態を展開するに

あたっての店舗 DX にかかるインフラ技術（デジタルメニュー・アプリ・POS・QR コード

支払連携・クラウドキッチンシステム等）の活用が必須である。当該技術を軸とし、日系飲

食企業の現地進出・事業拡大に寄与していくことで、インフラシステム展開を行うのが日本

企業にとってのビジネスチャンスであると想定される。 

なお、インドネシアにおける外食分野関連情報は下記のとおり。 

生産 物流 加工 小売 外食 消費

形態
市場
規模

成長率

伝統小

売
32,942 2.1%

ハイパー

マーケット
7,303 0.8%

スーパー

マーケット
7,079 7.4%

コンビニ 11,876 8.0%

企業名
売上
規模

シェア

Seven & I 

Holdings 

Co Ltd

10,877 17.7%

Tesco Plc 5,891 9.6%

Big C 

Supercente

r PCL

3,275 5.3%

Central 

Group
1,292 2.1%

FamilyMart

Uny

Holdings 

Co Ltd

492 0.8%

概況

大型資本等による

市場占有状況

市場占有状況

コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、近代小売の成長

が著しい市場状況。特に、コンビニエンスストア業態について

は、CPグループの運営するセブンイレブンがシェアの20％弱を

握っており、最も大きなシェアを有する。一方、スーパー・ハイ

パーについても、Tesco・Big Cといった大手がシェアの大半を

握る状況

事業投資活動の例

オンライン・オムニチャネルデリバリーでの購入を消費者が好む

ようになっており、大手小売チェーン（Tesco,Big C等）は、

ショッピングサイトの立ち上げ・宅配サービスの提供を開始。

それに合わせ、データ活用によるマーケティング施策立案・オン

ラインの付加価値向上に注力している状況

COVID-19による影響

需要面での変化

非接触型のサービスを消費者が求めるため、実店舗における

売上が低下。コロナ禍において、小売業の売上が約90億～

100億米ドル減少したとされる。

安全性・健康志向の高まりを受け、家庭における自炊傾向

の高まりや、食品のトレーサビリティや機能性食品への関心の

高まりが見られた

供給面での変化

外出規制により、実店舗の閉鎖が相次ぐ状況

食品小売大手は、Facebook やWebsite 等を用いたオムニ

チャネルでの販売方式へのシフトを進めた

形態別規模 主なプレーヤー 市場概況
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出所）各種公開情報より NRI 作成 

 

② フードテック市場についての情報整理・分析 

 フードテック市場については、フードテック関連の投資実績の整理を行うとともに、スタ

ートアップを中心としたフードテック関連企業について、扱っているテックの概要・テック

の機能を公開情報上取得可能な範囲で取得し、整理を実施した。 

 なお、本項ではフードテックを、①新たなテクノロジーの活用により、②フードバリュー

チェーンの各領域／全体で、③企業の事業活動や食の在り方そのものを高度化・創造する、

といった特徴を有するプロダクト・サービスと定義した。フードテックの全体像は下記のと

おりであり、分野・機能については下記のイメージをベースに整理を実施した。 

 

  

生産 物流 加工 小売 外食 消費

形態
市場
規模

成長率

屋台/

キオスク
1,375 0.4%

フル

サービス
34,123 2.1%

カフェ

バー
2,642 3.2%

セルフ

サービス
206 1.8%

企業名
売上
規模

シェア

Yum! 

Brands Inc
758.8 1.9%

McDonald'

s Corp
412.9 1.0%

Starbucks 

Corp
142.2 0.3%

Johnny 

Andrean 

Group

131.7 0.3%

Eka

Bogainti

PT

139.6 0.3%

概況

大型資本等による

市場占有状況

市場占有状況

外食の中の各業態でプラス成長を続けており、市場全体の

成長率は今後も拡大していくと予想。大手によるシェアも最

大で2％程度と、プレーヤーが非常に多く存在する状態

事業投資活動の例

外食産業の中でも、日本食への需要は年々拡大しており、

ジャカルタにおける日本食レストラン数は2019年に1,669店舗

となっており、2017年の1,183店舗と比較して、約1.4倍に拡

大。実際に、大手日系飲食チェーンは新規店舗の出店を、ハ

ラール需要やテイクアウト需要に合わせたサービス展開と併せ

て進め、事業拡大を行っている状況

COVID-19による影響

需要面での変化

店内飲食規制を受け、デリバリーサービスを利用する消費者

が増加。コロナ禍以前よりサービス利用が広まっていた、Gojek

やGrabといった大手配車サービスによるフードデリバリーサービス

やテイクアウトの需要が拡大した。

供給面での変化

コロナ禍により、首都ジャカルタでは、2020年4月から10月中

旬までレストランの店内飲食が禁止され、外食事業者の閉

店・閉業が目立った。一方で、フードデリバリー・セルフサービス・

クラウドキッチン形態など、デジタル化により新たな供給チャネ

ルを確立しながら事業拡大を進める事業者も存在。大手日

系外食チェーンでは、一風堂が、持ち帰り用のホームキットの

販売を行うなど、コロナ禍によるテイクアウト需要に応える形で

のサービスを展開

形態別規模 主なプレーヤー 市場概況
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フードテックの全体像 

 

 

A) フードテック関連投資実績 

現状のフードテック市場（下記参照）は米国・中国といった先進国が投資市場の大半を

占めるマーケットであり、フードテックの動向を把握するためには、その多くが本調査対

象地域以外のテック企業となる。 

フードテックへの投資実績は、未だ新興の領域である点もあり、今回の対象地域である

アジア地域（インド・インドネシア・マレーシア・フィリピン・タイ・ベトナム）・アフ

リカ地域（アルジェリア・カメルーン・エジプト・ケニア・モロッコ・ナイジェリア・南

アフリカ・チュニジア）・南米地域（アルゼンチン・ボリビア・ブラジル・チリ・コロン

ビア・コスタリカ・エクアドル・グアテマラ・メキシコ・ペルー・ウルグアイ・ベネズエ

ラ）における投資は、下記チャートに示すとおり非常に少ない。 
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出所）Crunchbase データより NRI 作成 

なお、本調査対象地域におけるフードテックに関する投資の実績（2010 年～2020 年）

は下記のとおりであり、件数・額ともに、インドが一位となった。 

 

出所）Crunchbase データより NRI 作成 

 

上記の状況を踏まえると、フードテック市場については、米国等の先進国がその多くを

占める状況であるため、本章における分析は、本調査対象地域に米国等の先進国を加えて

実施することとした。 

対象地域におけるフード・アグリテック企業への投資件数 対象地域におけるフード・アグリテック企業への投資額（千USD）
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B) フードテック関連企業が注力する分野・機能についての分析 

本項では、調査対象国に閉じず、世界各国におけるスタートアップを中心としたフードテ

ック企業 863 社を対象に、扱っているテックの概要・テックの機能を公開情報上取得可能な

範囲で取得し、成長が見込まれる分野の整理を行った。なお、調査対象とする企業の選定に

あたっては、The World Agri-Tech Innovation Summit への参加企業リスト、Cultera 社の

Food Tech Industry Landscape のリストを参考とした。実際に今回分析を行った企業は、

下記のとおり米国が圧倒的多数を占め、それに次いで欧州の企業が連なるという状況となっ

た。 

出所）各種公開情報より NRI 作成 

 

企業が注力する分野・機能については下記 2 つの観点から整理を行った。 

1. バリューチェーン上どの分野をプロダクト・サービスの対象とするか 

 生産 加工 物流 小売 外食 （消費・調理） 

2. 扱っているテックの機能はいずれに属するか 

 業務効率化/業務代替 CX 向上 流通プラットフォーム・EC 生産・製造革新 次世

代食品 

以上の観点で、上記企業の情報を整理した結果は以下のとおりであり、現状のフード・ア

グリテック展開企業においては、プロダクト・サービスの中心は、小売分野・流通プラット

フォーム・EC 機能となっており、次いで、生産分野・CX 向上・業務効率化/業務代替が続

くような状況にある。市場規模として大きい小売分野、ビジネスモデルとしてスケールする

可能性が比較的高い、流通 P/F や EC に着目されている現状が浮かび上がった。 

フード・アグリテック企業の国籍
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出所）各種公開情報より NRI 作成 

 

C) 大手資本の占有状況 

前項までは、スタートアップを中心としたフード・アグリテック企業についての分析を

行った。本項では、当該市場における大手企業の動向を整理することを試みるが、そもそ

も、本市場は未だ発展途上の状況であり、大手企業を定義し分析することが難しい。その

ため、上記企業の中の買収事例を分析することで、大手企業の動向分析に代替した。具体

的には、上記リストの中から、既に企業買収を受けた企業の分野・機能を分析すること

で、事業会社による投資としてフード・アグリテック分野のどの点に着目しているのかを

明らかにした。 

下記が、買収されたフード・アグリテック企業の分野・機能の件数まとめである。買収

された企業は「小売」「流通プラットフォーム・EC」といった分野・機能が多く、フー

ド・アグリテック業界の企業分布と大きな差異が無いことが確認できた。 
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出所）各種公開情報より NRI 作成 

 

D) 今回の対象国におけるフード・アグリテック企業の状況 

 前項までで分析を行ったフード・アグリテック企業の中には、少数ではあるが本調査対

象地域で活動を行う企業も存在する。具体的には、インド・ベトナム・ケニア・ナイジェ

リア・ブラジル・アルゼンチン・メキシコ・チリの 8 ヶ国 37 企業が該当した。以下で

は、当該 37 企業について、前項と同様に分野・機能についての分析を行い、グローバル

で見た際の傾向との差異を確認した。 

 

 上記のとおり、本調査対象地域においては、分野では「生産」が一番多く、機能では

「業務効率化/業務代替」が多いことが見て取れた。本調査対象が新興国であることに鑑み

ると、生産分野における高度化を図ることによる食品生産量・質の確保が、小売における

高度化よりも重要課題であることが背景にあるのではないかと考えられる。前節において

分析した「生産」分野についての概況と照らし合わせると、特に Covid-19 の影響により

買収されたフード・アグリテック企業の対象領域×件数 買収されたフード・アグリテック企業の対象機能×件数
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値上がりする食品需要を支えるため、現地における農産物生産の強化が加速しており、生

産分野におけるテック活用での効率化・高度化が求められているのは間違いない。一方

で、本調査対象地域においては、近代小売の成長は見込まれるものの、未だ流通機能の発

達は先進国と比較すると遅れており、伝統小売市場が小売市場全体に占める割合は大き

く、特に低所得者層にとっての主となる購買チャネルが伝統小売市場となっている。その

ため、消費者の価格受容性が低く、小売事業者自体の投資余力も大きいものではないた

め、グローバルの小売市場におけるテック投資状況と比較すると、最終消費者に届けるた

めの各流通段階における投資が先進国と比べ多く必要となることもあいまって、EC やプ

ラットフォームに繋がるようなテックの活用・投資が広がりづらい状況にあることが想定

される。 

また、機能についても、製造革新や EC といった新たな取組よりも、まずは基本的な業

務を適切に実施するために必要な業務を支える仕組（業務効率化/業務代替）のほうが需要

が高いことが背景にあるのではないかと考えられる。 

 実際に、「生産」分野で活動する企業の例としては、インドにおける BharatAgri が挙

げられ、農家の安定生産を支援するサービスを提供している。当該企業は、昨今のモバイ

ル通信の拡大・電子端末の普及を背景に、モバイルアプリを使って、施肥や水やりなどの

アドバイスを提供している。また、「業務効率化/業務代替」機能を提供する企業の例とし

ては、インドの Tartansense が挙げられ、自立型のロボットによる農場監視と AI による

判断をベースにした農薬の自動散布を行うことで、農場における工数負荷を削減するサー

ビスを提供している。 

E) Covid-19 による影響 

 前項まではフード・アグリテックに関する分野別・機能別の分析を行ってきたが、本項

においては、昨今の Covid-19 の流行によるフード・アグリテックへの影響について分析

を行った。 

 本項では、グローバルな視点で食産業に関わるトレンドを整理した上で、Covid-19 によ

り加速するであろう事象を整理した上で、今後フードテックの活用が求められる投資領域

を整理した。 

 まず、食産業に関わるトレンドについて整理した図が以下である。 
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グローバルで見た際の食産業のトレンド 

 

 上記トレンドの中で、Covid-19 の流行により加速する事象を、フード・アグリテックの

機能に紐付け、整理した結果を下記の一表とした。 

 

 

上記機能のなかで、Covid-19 により加速する事象と紐づく点が多いのは、全体の傾向と

同様で流通プラットフォーム・EC 機能となった。よって、現状のフード・アグリテック
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領域において着目されている流通プラットフォーム・EC 機能は、Covid-19 以降も同様

に、重要な機能として認知されていくと考えられる。 
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5. まとめ 

 前章までの結果を踏まえ、本章においては農業・⾷品分野におけるインフラシステムの海

外展開を推進するうえで重要となる、企業及び政府の取組について提⾔をとりまとめる。本

章では、成功事例収集・成功要因分析・成長分野地域の把握から得られた示唆を一覧とした

後、日本政府による支援に関し、今後必要とされる支援内容を取りまとめることとする。 

① 本調査において得られた示唆及び提言の一覧 

示唆を取りまとめるにあたって、第二章・第三章までで整理を行った企業によるアクションを

起点とし、それぞれのアクションから得られた示唆（ビジネスモデル上の工夫・政府の関与）を

整理した。そのうえで、各々の示唆から導き出される、今後のインフラシステムの海外展開を推

進する上で重要となる取り組みに関する提言を、政府・民間企業のそれぞれについて整理を行っ

た。整理の結果は以下の図のとおり。 

 

出所：本調査結果より NRI 作成 

 

 上記のとおり、インフラシステム展開に向けたアクションと、今後の取組に関する提言を整理

した。提言を設定するにあたっては、政府としての取組にかかる提言と、民間企業による取組に

かかる提言との 2 分類で整理を行った。具体的には、 

政府としての取組に係る提言は、 

・ 海外進出にあたっての地域・分野にかかる情報提供プラットフォームの構築 

ビジネスモデル上の工夫

先行投資による

現地化対応

R&Dや製品開発の上流工程に先行的に一定の投資を行い、

それらの結果をもとに適切な商品流通を行うことにより、適切

な商品投入、市場シェア向上を実現する。ビジネスにおける情

報収集・参入戦略策定段階における工夫

社会課題解決につながる事業に関しては、投

資フォーラムの実施など、資金調達に係る機会

を拡大

現地組織の巻き込み

現地ニーズに合わせた商品開発が必要となる。そのために、現

地事情に最も精通したパートナーを巻き込み、商品開発の段

階から共同で開発することを目指す工夫

-

柔軟な支払いプラン

構築

分割や後払いなどの支払オプションを提供することで製品の購

入を促進、ビジネス実施初期のきっかけとする工夫

商品購入の際に、中小事業者に対し、購入

費用の一定比率の補助金を提供

金融機関との連携による

資金繰り支援

金融機関との提携や信用情報に値する農作物の栽培関連

データの提供を行うことで、これまで資金調達ができなかった農

家や高金利での借入を行っていた農家に対して金利負担を下

げるサポートを行う工夫

補助金提供の代わりとして、買い手側中小事

業者の情報を、売り手側事業者に提供するこ

とでネットワーク構築を促進

サブスク・レンタルサービス

サブスクリプション形式やレンタル形式でサービス提供をすること

により、初期投資費用の絶対額をへらすことで、ビジネス実施

初期の導入を加速させる工夫

-

共同購入

製品・サービスを複数主体で共同で購入することで注文あたり

のロットを拡大。スケールメリットを活かすことで個別で購入する

際の値段よりも購入費用を抑える工夫

-

生産性改善サービス

AIの活用等を含む農作業のノウハウの提供等を通じて、顧客

の生産性を向上させるサービスを提供し、サービスに付随してイ

ンフラシステムの導入を進める工夫

営農指導で小規模農家の状況改善を図ると

いう目的のもと、政府関連組織からの資金調

達を円滑化

収益力向上サービス

販売プラットフォームを顧客に活用させることで、顧客の販路拡

大・販売支援を実施。顧客の売上向上に寄与することをメ

リットとして提供しつつ、インフラシステムの導入を進める工夫

-

流通網合理化サービス

卸売業者等の中間流通業者の機能を自社で有することで、

川上に対しては収益向上・川下に対してはマーケティング支援

を行うなど、双方に対してメリットを提供。自社インフラシステム

への参画を促す工夫 補助金提供の代わりとして、買い手側中小事

業者の情報を、売り手側事業者に提供するこ

とでネットワーク構築を促進

データ分析・活用サービス

プラットフォームを通じて顧客の情報を取得し、分析を行うこと

でオーダーメイドの商品開発・販売等を行い、顧客にとってより

良い製品・サービス購入をしてもらうことでインフラシステム普及

に繋げる工夫

アフターサービス強化
製品購入後のサポート・データ分析等で、農家の生産性向上

や所得向上を支援し、さらなるビジネス拡大を図る工夫

営農指導で小規模農家の状況改善を図ると

いう目的のもと、政府関連組織からの資金調

達を円滑化

個別の取組 今後の取組に関する提言政府の関与

民間企業

政府

支払いサイトの調整による顧客の経済事情の解決

顧客の収入向上・コスト削減にかかるサービスと付随してのインフラシステム展開

サービス提供手法・支払い手法の多様化による買い手の裾野拡大

代理店など末端向けネットワーク構築による販促範囲拡大

サプライチェーンを繋ぐプラットフォーム構築による販促・ビジネス拡大

コンサル・販路開拓支援等のサービス提供による新たな収益源の構築

海外進出にあたっての地域・分野にかかる情報提供プラットフォームの構築

ビジネス検討・展開初期における金銭支援

海外現地における協業事業者とのパートナリング支援

海外現地事業者向け金銭支援（物品購入）

海外現地事業者向け金銭支援（サービス）

現地社会課題解決を軸とした資金調達・ビジネス実施

データアナリシスによる顧客の信用情報適正化

現地における新たな取り組みや業界の基準作りに関する政府活動の促進
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・ ビジネス検討・展開初期における金銭支援 

・ 海外現地における協業事業者とのパートナリング支援 

・ 現地における新たな取り組みや業界の基準作りに関する政府活動の促進 

・ 海外現地事業者向け金銭支援（物品購入） 

・ 海外現地事業者向け金銭支援（サービス） 

が挙げられる。政府の果たす役割として、情報収集段階・参入戦略策定といった、ビジネス展

開初期における事業者に対する情報提供、そして金銭的支援が主な役割として期待される。 

一方、民間企業による取組に係る提言は、 

・ 現地社会課題解決を軸とした資金調達・ビジネス実施 

・ 顧客の直接の収入向上にかかるサービスと付随してのインフラシステム展開 

・ 支払いサイトの調整による顧客の経済事情の解決 

・ データアナリシスによる顧客の信用情報適正化 

・ サービス提供手法・支払い手法の多様化による買い手の裾野拡大 

・ 代理店など末端向けネットワーク構築による販促範囲拡大 

・ サプライチェーンを繋ぐプラットフォーム構築による販促 

・ コンサル・販路開拓支援等のサービス提供による新たな収益源の構築 

等が挙げられる。民間企業としては、ビジネス実施・ビジネス拡大段階において、新興国におけ

る価格・品質⽔準とのミスマッチを防ぐためのポイントが上記となる。その解決に向けた提言と

して、顧客の直接の収入向上にかかるサービスと付随してのインフラシステム展開やコンサル・

販路開拓支援等のサービス提供による新たな収益源の構築などの「顧客の収入を上げる」ための

施策、支払いサイトの調整による顧客の経済事情の解決・サービス提供手法・支払い手法の多様

化による買い手の裾野拡大といった「顧客の短期的支払い額を下げる」ための施策、更には、代

理店など末端向けネットワーク構築による販促範囲拡大・サプライチェーンを繋ぐプラットフォ

ーム構築による販促などの「顧客の幅を広げる」ための施策が必要だと考えられる。また、全体

に共通する視点として、資金調達という観点からは、現地社会課題解決を軸にビジネス参入・実

施を図ることで、政府や関連機関・ファンドからの資金調達の効果を上げることを企図すること

も有用ではないかと考えられる。 

 

また、より具体的な個別の企業の参入戦略という観点については、前章で抽出した国における

ビジネス展開のポイントが参考になると考えられるため、分野別に改めて下記のとおり整理を行

った。 
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出所：本調査結果より NRI 作成 

② インフラ輸出の推進に向けた提言 

前節で抽出した個別提言の一覧を基に、本節では、日本政府による支援に関し、今後必要と

される支援内容を取りまとめることとする。具体的には、前節で挙げた政府に関する提言そ

れぞれについて、より具体的な取組内容を書き下すことで、提言のまとめとしたい。また、

各提言について、企業の海外展開のステップのどの段階にあって必要とされる取り組みなの

かも合わせて以下では記載する。更に、本節の最後に、前節までで整理を行った重要成功要

因（取組）の類型に合わせ、具体的に進めていくにあたっての例を付すことで、本レポート

の締めくくりとする。 

・ 海外進出にあたっての地域・分野にかかる情報提供プラットフォームの構築：情報収集・

参入戦略策定・ビジネス実施・ビジネス拡大段階で求められる取組 

 

 情報提供プラットフォームの構築にあたっては、地域・分野に関するマクロ的な情報の

提供はもちろんのこと、課題解決のための主要なアクションである「先行投資による現地

化対応」「現地組織の巻き込み」「流通ネットワークの構築」のために必要な情報の提供

が必須であると考えられる。すなわち、「先行投資による現地化対応」においては、社会

課題解決としてどのようなテーマが現在着目されているのかといった点を情報として提供

することで先行投資にむけた資金調達を助け、情報収集・参入戦略策定にむけて企業をサ

ポートするといった役割が期待される。また、「現地組織の巻き込み」については、商

品・サービス開発に向けて組むべき地場企業・研究機関といった情報を提供することで共

同開発の機会の拡大を支援すると行った役割が期待される。更に、「流通ネットワークの

構築」については、補助金提供とセットで現地事業者の情報を取得・リスト化して情報共

有することなどを通じて、より具体的なインフラシステム展開を行う企業にとっての顧客

情報を提供し、ビジネス実施・拡大を支援する役割が期待される。 
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 インフラ輸出を進めるにあたっては、上記のとおり、どの国やテーマをターゲットして

定めるか、また、バリューチェーンのどこへ参入するか、さらには、具体的な顧客はどの

ような企業・事業者なのかといった、大きな目線からより小さく具体的な領域を探してい

く必要がある。企業は、そのプロセスに沿って情報を収集していくことが求められるが、

既存の情報公開状況からは、情報を共通で取得することのできる仕組が限られており、情

報収集が非常に困難な状況にある。そのため、選択と集中が難しく、日系企業の海外展開

リソースを有効活用しづらい。その点を是正するためにも、データベースあるいはプラッ

トフォーム等の共通の土台で情報を収集することを可能にすることで、日系企業の情報収

集をより効率的なものとし、海外展開の一層の推進につなげていくことが求められる。 

 

・ ビジネス検討・展開初期における金銭支援：参入戦略策定・ビジネス実施初期において求

められる取組 

 

 ビジネス検討・展開初期における金銭支援にあたっては、「先行投資による現地化対

応」「政府補助金活用」といった課題解決のための主要なアクションに関連した取組が必

要とされる。「先行投資による現地化対応」においては、参入戦略の策定にかかるフィー

ジビリティ・スタディを行うための資金調達や、ビジネス初期に現地化を行うにあたって

の研究開発段階における先行投資資金の調達を支援するため、補助金交付といった直接的

な資金交付のみならず、投資フォーラムの実施といった形での間接的な資金調達支援など

の取組も今後は求められると考えられる。もしくは、民間資金を活用するための民間側

のビジネス面以外でのメリット、例えば、現地社会への貢献活動を行っている企業へ

の表彰等を政府として用意する施策も考えられる。 

 

・ 海外現地における協業事業者とのパートナリング支援：参入戦略策定・ビジネス実施・ビ

ジネス拡大において求められる取組 

 

 海外現地における協業事業者とのパートナリング支援にあたっては、前述の情報プラッ

トフォームの部分とは少し異なり、実際にビジネスを実施・拡大していくにあたって協業

が必要となる事業者の情報提供・マッチングが必要となると考えられる。商品・サービス

を展開するオペレーションを支援してくれる現地事業者などがその対象となると考えら

れ、彼らの情報を提供することにより、ビジネスをスケールするための体制づくりを支援

することが役割として期待される。また、より具体的な情報を取得し、かつ効果的なパー

トナリング支援をする方法として、補助金を提供するにあたって、補助金提供とセットで

現地事業者の情報を取得・リスト化して情報共有することも有用だと考えられる。また、

現地大使館や JETRO など日本政府の出先機関による現地事業者とのネットワーク構

築も考えられる。ただし、現地事業者との継続接点を維持するためには、現地事業者

とやり取りをするきっかけが必要であり、例えば、日本本国との連携を密にしつつ、

定期的に日本側の取り組みを情報発信するなど工夫を図る必要がある。 

 

・ 現地における新たな取り組みや業界の基準作りに関する政府活動の促進：ビジネス実施・

ビジネス拡大において求められる取組 

 



 

127 

 

 現地における新たな取り組みや業界の基準作りに関する政府活動の促進にあたっては、

「現地組織の巻き込み」「トレーサビリティ」といった課題解決のための主要なアクショ

ンに関連した取り組みが必要とされる。「現地組織の巻き込み」においては、ODA など

の GtoG プロジェクトにおいて、現地巻き込みの機会を創出することが有用である。ま

た、「トレーサビリティ」においては、情報連携における業界標準整備に関する協力を通

じて、トレーサビリティを実現しやすい環境を整備することなどが考えられる。 

 

・ 海外現地事業者向け金銭支援（物品購入・サービス）：ビジネス実施・ビジネス拡大にお

いて求められる取組 

 

 海外現地事業者向け金銭支援としては、商品購入にあたって資金力が不足する海外現地

の中小事業者に対して資金調達支援の機会を提供し、インフラシステム普及に向けての

資金面での課題解決につなげるというのが最も直接的に期待される役割である。物品購入

にあたっての補助金交付だけではなく、インフラシステムを普及させるに必要な受発注シ

ステムや物流網、または、利用者接点を生み出す役割としての営農指導など、農家とイン

フラ提供を繋ぐ周辺機能についても、実証プロジェクトや場合によっては補助金交付など

を行うことで、より複層的に事業者のインフラシステム普及を支援していくことが求めら

れる。 

 

なお、インフラシステムの海外展開を実施する日系企業の展開の度合によって、上記施策の中

で有用な施策が異なる可能性があるため、以下チャートにおいては、企業の海外展開のステップ

に応じて、各施策が何を実施すべきかを整理した。 

 

出所：本調査結果より NRI 作成 

 

以上、個別の取組内容について具体的に書き下した。今後日本政府が個別の支援内容を実施し

ていくにあたっては、その前提として、支援するべき日系企業が、国ごと・業態ごと・海外展開

ビジネス拡大ビジネス実施参入戦略策定情報収集

海外進出にあたっての地域・分野に

かかる情報提供プラットフォーム

の構築

ビジネス検討・展開初期における

金銭支援

海外現地における協業事業者との

パートナリング支援

現地における新たな取り組みや業界

の基準作りに関する政府活動

の促進

海外現地事業者向け金銭支援

（物品購入・サービス）

情報提供プラットフォームを通じた

• 地域・分野に関する情報提供

• 社会課題に関連テーマの情報提供

• 補助金交付等の直接的な資金交付

• 投資フォーラムの実施といった形での間接的な資金調達支援

• ビジネスのオペレーション支援を行う現地事業者情報提供

• 日本政府の出先機関による現地事業者とのネットワーク構築

• GtoGプロジェクトの組成

• 業界標準整備に関する協力を通じた、ビジネス環境整備支援

• 海外現地中小事業者に対する投融資の機会や補助金活用の

機会提供

• 商品・サービス開発に向けて組むべき地

場企業・研究機関の情報提供

• 現地企業（顧客）情報提供
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のステップごとといった各段階における仮説を定め、どのような論拠に従ってインフラシステム

展開を進めていくのかを定めることが肝要となる。日本政府としては、それらの情報を蓄積し、

実際のインフラシステム展開の状況と照らし合わせチェックを行いながら、支援をしていくこと

が求められる。そのことを通じ、日本政府としてもインフラシステム展開にかかるノウハウを蓄

積・分析することで、よりブラッシュアップされた効果的な施策を実現していくことが可能とな

るはずである。 

 最後に、本レポート事例調査にて整理を行った重要成功要因（取組）の類型それぞれに関し、

具体的にインフラシステム普及を進めていくにあたっての例を付す。 

 

顧客の収益に合わせた導入コスト抑制 

 

機能価値ではなく「付加価値」のアピール 

 

 

 

販売手法の設定連携事業者選定顧客の収益状況の把握

民間

行政・政府

対象顧客の特定

• 対象とする産品・産地の精査

• 企業情報DBや業界団体を通じた対象顧客リストの作成

事業者訪問

• 事業者訪問を通じた個別事業者（農家等）の売上・利益構造、一般

的なビジネスモデル等についての情報整理

• 当該商品・サービスに対する支払い可能な金額（月別・総額等）の把

握

競合調査

• 類似の商品・サービスを展開する事業者の特定

• 商品・サービスの概要、販売価格、支払い方法などの整理

データベース構築を通じた情報提供

• 地域・分野に関する情報提供

• 社会課題に関連テーマの情報提供

• 法規制等の情報提供

パートナー探し

• リース・融資等の

• 金融機関（銀行・信販会社・ノンバンク等）への

訪問・商品販売

• 上記パートナーへの訪問・相談を通じて、顧客への融資・金融支援（金

融商品の組成含む）に関しての相談

（可能であれば）パートナーを通じた販売促進

• パートナーからの情報提供を受けての新規顧客の開拓

• 商品・サービス展開をしていくにあたっての販促計画の策定・実行

事業者紹介

• 行政機関のネットワーク（イベントを通じたもの、出先機関からの紹介等）による現地個別具体事業者の民間事業者への紹介

顧客業務に合わせた付加価値の棚卸し

民間

行政・政府

対象顧客の特定

• 対象とする産品・産地の精査

• 企業情報DBや業界団体を通じた対象顧客リストの作成

事業者訪問

• 事業者訪問を通じた顧客のバリューチェーン・業務内容の整理

バリューチェーンごとでの当該商品・サービスの付加価値紐付け

• 企画・開発・調達・生産・物流・販売、ヒト・モノ・カネ・情報などの要素

に分けて自社の提供できる付加価値を整理

データベースを通じた情報提供

• 地域・分野に関する情報提供

• 社会課題に関連するテーマの情報提供

調査レポート等を通じた情報提供

• 当該地域における調査、バリューチェーンの整理

アピール手法調べ

• 販促の全体像（誰が広告枠を有しているか、広告における商慣習はど

のようなものがあるか等）

• 販促の方法、種類等の概要について現地特有のモノも含めて調査

媒体調べ

• 個別具体の媒体の名称・サービス内容や媒体を運営する主体がどこかを

調査

アピール内容制作

• 制作会社とのやりとりを通じて、文章・画像・映像等のメディアについてど

のような内容を広告とするか作成

アピールの実施

商品・サービスのアピール

政府関連イベントにおけるアピール補助

• 展示会、事業者マッチングイベント、大使館と連携したイベント、国家機

関連携でのセミナー等、公的なイベントにおける民間事業者の参画を促

すことによるアピール機会の構築
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現地機関や現地実績を通じた信用獲得 

 

 以上、重要成功要因（取組）ごとに、民間及び行政・政府が取組を進めていくにあたっての

実施具体例を示した。上記はあくまで例ではあるが、今後各主体が取り組みを進めていくにあた

っての参考としていくことのできる項目であると考える。 

以上 

民間

行政・政府

データベース構築を通じた情報提供

• 地域・分野に関する情報提供

• 社会課題に関連テーマの情報提供

• 法規制等の情報提供

• 事業者リスト等のデータベースを通じた情報提供

ステークホルダーの整理 事業者への声がけ・連携交渉

対象顧客の特定

• 対象とする産品・産地の精査

• 企業情報DBや業界団体を通じた対象顧客リストの作成

政府関連イベントにおけるアピール補助

• 展示会、事業者マッチングイベント、大使館と連携したイベント、国家

機関連携でのセミナー等、公的なイベントにおける民間事業者の参画

を促すことによるアピール機会の構築

実証事業を通じた支援

• 政府主導の実証事業を通じて、実際の事業者との連携交渉を金銭

面やネットワーク面で支援

事業者訪問

• 事業者訪問を通じた顧客のバリューチェーン・業務内容の整理

• 訪問を通じて、協業ビジネスモデルの精査・実際のビジネス実施にあたっての協業体制の検討・MoU等合意の取り付け


