
   

   70 

 

5. 主要作物の生産・流通構造及び食品産業の業界構造 

 食品産業における外資企業の参入状況 

(1) 外資規制  

 台湾では外国人による投資については原則自由となっているが、外国人の投資に関して規定して

いる「外国人投資条例」では「国家の安全、公共秩序、善良な風俗又は国民の健康に対して、不利

な影響を及ぼす事業」、及び「法律により投資が禁じられる事業」について例外的に投資が規制（禁

止・制限）されており、外国人による台湾における投資項目はネガティブリスト形式で管理されて

いる。2016 年 12 月の時点では、10 の禁止業種と 16 の制限業種が存在している（2013 年 6 月 17

日改正法規による）。 農業および牧畜業、林業、漁業は農業委員会を主務機関として制限業種とさ

れている。たばこ製造業は禁止業種となっているが、食料品製造業・飲料品製造業は規制対象外で

ある90。本報告書に関係する業種としては、卸売業・小売業・飲食業はいずれも規制対象外である。 

 

なお、中国企業の対台湾投資は「大陸地区人民来台投資許可弁法」に基づく許可を要し、投資可

能な業種は一部の製造業、サービス業および公共建設項目（請負を含まない）のみにしか開放して

おらず、ポジティブリスト形式である「大陸地区人民来台投資業別項目」が制定されている。台湾

では 2009 年 6 月 30 日に中国投資者の台湾投資に関する法令が制定され、従来禁止されていた中国

からの投資が可能となり、以降段階的に規制緩和が進められ、2009 年 6 月時点では第 1 段階として

計 192 項目が解禁された。その後 2010 年 5 月 20 日、2011 年 1 月 1 日にそれぞれ金融関連法令の改

正および ECFA のアーリーハーベストリストの影響によって改正され、新たに 13 項目が追加され

た。2011 年 3 月 7 日からは第 2 段階に入り、集積回路、半導体や液晶関連業種が解禁され、これま

で解禁した業種は計 247 項目に達し、その内訳は製造業 89 項目、サービス業 138 項目および公共

建設 20 項目である91。 

  

出資比率・出資額・投資家の国内住所保有については会社法および外国人投資条例による制限は

ないが（出資比率 100％も可能）、ラジオ・テレビ経営業および第 1 類電気通信業、航空関連業種に

対し規制が存在している92。 

 

(2) 農業・食品関連産業への外資企業の参入状況及び現地企業との資本関係 

企業は株式情報を完全に公開していない場合があるため、外国法人の出資者を辿っていく上で詳

細が明らかとならないケースが存在する。また、いわゆる租税回避地の投資会社を経由して出資し

ているなどの事情で資本関係が複雑となることもあるため、完全なリスト作成は困難であるが、下

表 25 は入手可能な情報をもとに日本から台湾へ進出している農業・食品関連企業の把握を試みた

ものである。一定の条件に該当する外資系食品関連企業の例示といえるだろう。 

 

日本企業に関しては、食品の製造・販売や外食関連企業だけでなく、食品添加物の販売企業や外

食産業向けの厨房設備の販売企業等、様々な業種が台湾に進出している。現地企業との資本関係を

見ると、台湾の食品大手である統一企業、及び統一超商（統一企業のコンビニエンスストア事業部

                                                      
90 ジェトロ「外資に関する規制」2017 年 3 月 29 日、https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/invest_02.html、2017 年 6

月 13 日アクセス; ジェトロ「外資規制と奨励制度：台湾」2016 年 12 月、

https://www.jetro.go.jp/world/qa/04J-010464.html、2017 年 2 月 27 日アクセス。禁止業種は、化学材料製造業（火薬爆

薬源となるニトログリセリン等）、化学品製造業、金属基本工業、機械設備製造業、陸上輸送業、郵便および速達業、ラ

ジオ・テレビ放送業（無線）、金融仲介業、法律および会計サービス業（民間公証人サービス）、レジャーサービス業。.

規制業種は、農業および牧畜業、林業、漁業、タバコ製造業、化学材料製造業（事業用ニトログリセリン等）、パソコン・

電子製品および光学製品製造業、輸送機器製造業、象牙等製造業、電力およびガス供給業、用水供給業、水運業、航空

運輸業、輸送補助業、ラジオ・テレビ放送業（有線）、電信業、法律および会計サービス業（土地登記代理）。 
91 ジェトロ前掲書; 交流協会「貿易投資相談 Q&A（法律編）」2014 年 4 月 10 日、

https://www.koryu.or.jp/tokyo/ez3_contents.nsf/15aef977a6d6761f49256de4002084ae/7760d7e6d8fffdad49257cb3003

162ef/$FILE/%E6%B3%95-1-6.pdf、2017 年 2 月 27 日アクセス。 
92 ジェトロ「外資に関する規制」2017 年 3 月 29 日、https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/invest_02.html、2017 年 6

月 13 日アクセス。 
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が 1987 年に独立して設立した企業で、台湾でセブンイレブンを運営している93）が合弁相手とし

て複数回登場している。統一企業は 1992 年から中国本土市場に進出し、1998 年に「統一企業（中

国）投資有限公司」を設立し、中国において全国的なネットワークを保有しており94、5 割強の売

上高を台湾が、3 割強の売上を中国が占めている95。このような同社の特性を活かし、台湾におけ

る事業パートナーとしてだけでなく、中国進出に際し共同で中国に合弁会社を設立したキッコーマ

ンのような例もある96。 

表 25 日本企業の出資比率が 10%以上（間接出資含む）の農業・食品関連企業例97 

表中%は出資比率。記載のないものは詳細比率不明。 

現地法人名 事業概要 出資者（日本） 出資者（現地） 

統一午茶風

光 生活雑貨の販売、飲食店業 サザビーリーグ 49% 統一超商 51% 

台湾味之素 調味料、アミノ酸等の輸入・販売 味の素   

安心食品服

務 飲食店の経営 モスフードサービス 25% 

光元實業

27.6%、安台國

際投資 9.5% 

三商朝日 酒類、食品の輸入・販売 アサヒグループホールディングス 50%   

微風和伊授

卓餐飲管理

顧問 飲食店の企画・運営 ワイズテーブルコーポレーション 70% 微風國際 30% 

台湾卡楽比

食品 スナック菓子の製造・販売 カルビー51% 
味全食品工業
49% 

長江化学 添加剤、安定剤、可塑剤の販売 ADEKA50.5% 

長春石油化学
49.5% 

正義 油脂加工事業 不二製油グループ本社 40% 

Cheng 
Investment 
Holdings59.3% 

台湾創造餐

飲 飲食店の運営等 
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
100%    

台湾芙滋食

品 食品の開発・製造 フジフーズ 100%   

富士瑪克 

総合厨房設備機器の販売・輸出

入・保守 フジマック   

八興 食品等の輸出入 ヤヱガキ発酵技研 90%（間接保有） 正兆 10% 

三澧企業 台湾におけるレストランの経営 ワンダーテーブル 50%   

台湾庵原農

薬 

農薬、農薬資材及び肥料の製

造・加工・小分販売 クミアイ化学工業 16%   

岩井機械工

業 

食品、飲料及び医薬設備の販

売・サービス 岩井機械工業 100%   

台湾傑康農

業科技 肥料の製造・販売 ジェイカムアグリ 100%   

金車大塚 飲料、食品等の製造・販売 大塚製薬 50% 金車 

小淺雅瑪珂 

コンビニ用海苔の製造、海苔の

加工・販売 

小浅商事 41%、ヤマコ 40、三菱商事 4%

（台湾三菱商事を通じて保有） 統一超商 10% 

                                                      
93 交流協会台北事務所「日台ビジネスアライアンスの成功事例」2011 年 3 月、

https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/15aef977a6d6761f49256de4002084ae/5582226385b2d7a949257cc30007f95

8/$FILE/201103alliance.pdf、2017 年 3 月 10 日アクセス。 
94 ジェトロ『中国本土の消費市場に浸透する台湾企業』2012 年 9 月、

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/report/07001077/TaiwanCoinM.C.pdf、2017 年 3 月 10 日アクセス。 
95 「台湾の統一企業、東南ア売上高３割目指す」『日本経済新聞』2016 年 4 月 11 日、

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO99535840R10C16A4FFE000、2017 年 3 月 10 日アクセス。 
96 交流協会台北事務所 前掲書。 
97 東洋経済新報社の「海外進出企業総覧[国別編]2016」を用いて作成した。この総覧は 2015 年 10 月に国内の上場・未

上場会社 6,504 社へのアンケート（回収率 55%）及びプレスリリース、有価証券報告書、電話取材などに基づき作成さ

れている。この資料では日本企業の出資比率が合計で 10%以上（現地法人を通じた間接出資を含む）の日系現地法人を

掲載しており、表 25 は掲載されている台湾の現地法人の中から、農業、食品の加工・製造・販売、外食、及び食品サプ

ライチェーンに関連する企業を抜粋して作成した。 
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台湾北壽心 

チーズケーキ等を主とした喫茶

店の展開 ケイシイシイ 100%   

台湾國際蔵

壽司 回転すしチェーンの展開 くらコーポレーション 100%   

台湾樂天製

菓 菓子の販売 ロッテ   

台湾前川 産業用冷凍機の販売 前川製作所   

三富餐飲設

備 コーヒーマシンなどの販売 マグナ 52%   

統一多拿滋 ドーナツ店の運営 ダスキン 50% 統一超商 50% 

魔術食品工

業 食品の製造 モスフードサービス 84.9% 

東和國際投資

9.2%、光元實業
5.7% 

台湾中島水

産 水産物の小売 

中島水産 51%（Nakajima Suisan Asia を

通じて保有）   

台湾日本火

腿 食肉、水産物の販売 日本ハム   

台湾日研 

天然調味料と乾燥野菜の製造・

販売 日研フード   

台湾蘭碧兒 化粧品、食品の販売 ノエビア 100%   

台湾蓓福 

乙類医薬品、農産品、水産品、

食品雑貨、飲料水、服飾品、装

飾品、日用品、清潔用品、化粧

品等の小売・卸売 ピップ 50%   

台湾富禮納

思 

「やよい軒」ブランドによる飲食店

の展開他 プレナス 100%   

統萬 醤油、調味料の製造・販売 キッコーマン 50% 統一企業 50% 

統清 

マーガリン・ショートニング・加工

油脂等の製造・販売 日清オイリオグループ 44%、三菱商事 5% 統一企業 51% 

統一上都 

台湾国内における和食ファミリー

レストランの展開 サトレストランシステムズ 19% 統一超商 81% 

酵香食品 調味料の製造・販売 日本ハム   

捷盟行銷 食品菓子、雑貨等の卸売物流業 三菱商事 31.2%   

亜太雷恩自

動機 食品加工機械の輸出入・販売 レオン自動機 100%   

理研維他亜

細亜 

食用品及び化成品用改良剤の

販売 理研ビタミン 100%   

台湾三電 

自動車用カークーラー部品、自

動販売機、冷凍ショーケースの

販売 サンデンホールディングス 100%   

新台湾農業

機械 

台湾国内っでの農業機械、小型

建機の販売 クボタ 78.5% 
永豐グループ
19.5% 

新光三越百

科 物品販売（百貨店） 三越伊勢丹 43.4% 新光 56.6% 

台湾鹽野香

料 香料の製造・販売 塩野香料 55%   

台湾雪印 

育児用粉乳類、コーヒー用クリー

ム、マーガリン等の輸入・販売 雪印メグミルク 100%   

台湾住友化

学 

農薬、家庭・防疫用殺虫剤の登

録維持及び普及支援 住友化学 100%   

大明食品工

業 食品の製造・販売 日本水産 25%   

台湾有明食

品 食料品の製造・加工・販売 アリアケジャパン 100%   

台湾可爾必

思 飲料の製造・販売 アサヒ飲料 100%   

台湾知多家 

カレーショップ及びとんかつレス

トランのチェーン経営 チタカ・インターナショナル・フーズ 100%   

台灣咖哩好

侍餐廳股 

カレーメニューを中心とするレス

トランの経営 
ハウス食品グループ本社 60%、壱番屋
20% 台東興業 20% 
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台湾德欧仕 

オフィスコーヒーサービス、トナー

カードリッジのリサイクルを中心

とした各種サービス ダイオーズ 65.3%   

全台物流 

台湾におけるコンビニエンススト

ア向け食料・雑貨品の卸売 

伊藤忠商事 25%（この他 14.4%を間接保

有）、ファミリーマート 8.9%、全家便利商店
2.1% 

喜威世流通
49.6% 

全家便利商

店 コンビニエンスストア事業 ファミリーマート 47.4%   

台湾福島國

際 冷凍冷蔵厨房設備の販売 福島工業 5%（この他 95%を間接保有）   

台湾北斗生

技 きのこの生産販売 ホクト 100%   

台湾可果美 蔬菜缶詰の製造・販売・輸出 カゴメ 50.4%   

木邨珈琲 

コーヒーの焙煎製造・輸入・販

売、飲食店経営 キーコーヒー30% Cresco Inc.70% 

台湾麒麟啤

酒 キリンブランド商品の輸入・販売 キリンビール 100%   

台湾湖池屋 スナック菓子の販売 フレンテ 51% 華元食品 

台湾丸善 

業務用厨房機器の台湾での販

売及び当社への部品供給 マルゼン   

台湾森永製

菓 菓子、食品の製造・販売 森永製菓 55% 現地資本 45% 

日佳農薬 農薬の輸出入・販売・普及等 日本農薬 51%、双日 6%   

台湾欧薩克

斯 CVS・外食産業向け資材販売 オザックス 70%   

台湾薩莉亜

餐飲 

イタリアンレストランのチェーン展

開 サイゼリア 100%   

台湾食研食

品 

ブレンド調味料（液体・粉体）、冷

凍食品等加工調理食品の輸入・

販売 日本食研ホールディングス   

雲雀國際 レストラン経営等 すかいらーく 95.2%   

台湾曽田香

料 各種香料の製造・販売 曽田香料 66%   

台湾山崎 パン、菓子類の製造・販売 山崎製パン 90%、三菱商事 10%   

台湾吉野家 牛丼等のファストフード店経営 吉野家ホールディングス 間接 85.8%   

東京牛角 飲食店経営 レインズインターナショナル 58.5%   

台湾東利多 レストランの経営など 

トリドール（海外現地法人 Toridoll Holding 

Ltd.を通じて 90%）   

優味企業 喫茶・飲食業 UCC上島珈琲   

優仕企業 

UCC製品の販売、コーヒーの製

造・販売 UCC上島珈琲   

統凱貿易 現地での食品卸業 東海澱粉 100%   

台湾和園國

際 

台湾での飲食事業展開、食材の

販売、債務保証 ホットランド 100%（間接保有）   

台湾和民餐

飲 外食事業 

ワタミ 100%（Watami International を通じ

て保有）   

養楽多 

ヤクルト、ヤクルト 300、ヤクルト

300 ライト、発酵乳等の製造・販

売 ヤクルト本社 25%、松尚 19.3%   

出所：東洋経済新報社「海外進出企業総覧[国別編]」（2016 年版）をもとに作成 
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日本企業以外の台湾進出企業については、海外企業データベースを用い、台湾に所在し、且つ台

湾以外に所在する株主の合計持ち株比率が 10%以上である食品関連企業を調査したところ、2017

年 2 月 14 日時点で下記の企業が検索された（日本企業が出資している会社は除く）。投資元の会社

には米国、英国、香港、オランダ、タイといった国名が見られる。外資系企業が台湾で食品関連ビ

ジネスを行う際には、合弁・独資参入・現地企業買収といった直接投資の他にも、ライセンス供与

による OEM 生産、技術協力といった様々な形態があり、資本関係による分析では捕捉できない部

分も多いが、地理的に近い東アジア～東南アジアの香港・タイや、マクドナルドやカーギルやイン

ペリアル・タバコといった米英の大手企業が参入していることが確認できる。 

表 26 外国企業の出資比率が 10%以上（間接出資含む）の農業・食品関連企業例98 

企業名 所在都市 主要株主 主な製品およびサービス 

CHAROEN POKPHAND 
ENTERPRISE (TAIWAN) 
COMPANY LIMITED 

台北市 チャロン・ポカパングループ（タイ） 家畜向け飼料 

VIGOR KOBO CO., LTD. 台北市 
Laxton インベストメント（香港、

20%） 
焼き菓子 

WRIGLEY TAIWAN LTD. 台北市 
ウィリアム・リグレー・ジュニア・カ

ンパニー （米、100%） 

ココア、チョコレート、砂糖、菓子

類 

MCDONALD'S RESTAURANTS 
TAIWAN CO., LTD. 

台北市 マクドナルド社（米） レストラン 

CARGILL TAIWAN CORP. 台北市 

カーギルインベストメント（英、

60%）、台湾糖業公司（台湾、

40%） 

食製品全般 *株主の国籍は英

国だが、カーギルは米国企業 

HOMECHAIN FOODS, LTD. 台北市 
Ansons ホールディングス（香港、

100%） 
簡易レストラン 

ALLIED DOMECQ SPIRITS & 
WINE TAIWAN LTD. 

台北市 
アライド・ドメク・スピリッツ＆ワイン

（オランダ、100%） 
酒類の輸入・販売 

ITTM CO., LTD. 苗栗県 インペリアル・タバコ（英、100%） タバコ 

ZAGRO TAIWAN 
INTERNATIONAL LTD. 

南投県 
Zagro アジア （シンガポール

100%） 
家畜の健康管理商品 

I LAN FOODS IND. CO., LTD. 宜蘭県 
旺旺ホールディングス（シンガポ

ール、100%） 

食品全般 *株主の国籍はシン

ガポールだが、旺旺は台湾から

中国に進出した企業 

CHINA PACIFIC CATERING 
SERVICES LTD. 

桃園市 
中華航空（台湾、51%）、JOHN 

SWIRE & SONS LIMITED（英） 
機内食 

出所：Bureau van Dijk 社 Orbis をもとに作成  

                                                      
98 企業情報データベース「Orbis」で下記の条件により 2017 年 2 月 14 日に検索。・台湾に所在し、台湾及び台湾以外

の両方に株主を持つ。・台湾以外に所在する株主の合計持ち株比率が 10%以上である（保有者の国籍が明らかでない持

分は台湾以外の株主持分に含めない）・US SIC コードによる産業分類で、下記のいずれかに該当：20 - Food and 

kindred products、58 - Eating and drinking places、54 - Food stores、514 - Groceries and related products 

wholesale dealing in、515 - Farm-product raw materials wholesale dealing in 、518 - Beer, wine, and distilled 

alcoholic beverages wholesale dealing in、592 - Liquor stores。企業によっては株主構成を限定的にしか公開していな

い可能性があり、Orbis による保有情報は網羅的でないため、この表以外にも外国資本の持分がある食品関連企業は存

在しうる。 
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 米・豚の流通 

(1) 米の流通 

米は 2003 年から関税割当の対象となっており、関税割当の総量は玄米ベースで 14 万 4,720 トン

であり、その内政府輸入分が 65％、民間輸入分が 35％である（日本は民間輸入のみ）。枠内税率は

無税（加工品は 10～25%）であるが、枠外税率は従量税となっており 45 台湾ドル/ kg（加工品は

45 台湾ドル/ kg または 49 台湾ドル/ kg）となっている。輸入を希望する業者は、台湾当局に輸入米

1 キログラムに対して納付する権利金額を申請し、申請金額の高い業者から枠の配分が行われる。

このため、輸出する側は関税割当を受けている輸入業者を経由して輸出を行うことでコストを抑え

ることができる99。日本産の米は高価なため、台湾産や米国産、豪州産のものとは購買層が異なり、

太平洋 SOGO や新光三越といった百貨店や高級志向のショッピングセンターの食品売場で販売さ

れている。台湾における米の流通チャネルを示したのが下図 91 である。 

 

図 91 台湾における米の流通経路  

 
 

出所： 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会『台湾における輸入米の規制等に関する実態について』2016 年 3 月、49 頁、

http://zenbeiyu.com/pdf/taiwan_kome_2015.pdf、2017 年 3 月 13 日アクセス; 農林水産省『平成 19 年度 海外貿易制度等調査報告書（台湾

編）』2008 年 3 月、23 頁、http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/h19_zigyou/enkatu/seido/pdf/taiwan1_1.pdf、2017 年 3 月 13 日アクセス、

をもとに作成 

  

                                                      
99 農林水産省『日本産米輸出ハンドブック』2009 年、22-25 頁、

http://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/kome_yusyutu/handbook.html; ジェトロ「台湾品目別輸出ガイド（米）」2016

年 9 月、https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/foods/exportguide/rice.html; 一般社団法人 全日本コメ・コメ関連食品

輸出促進協議会『台湾における輸入米の規制等に関する実態について』2016 年 3 月、

http://zenbeiyu.com/pdf/taiwan_kome_2015.pdf、いずれも 2017 年 3 月 13 日アクセス。 

国内生産者 海外生産者

食糧業者 農会（農協） 政府指定輸入業者 一般輸入業者

政府備蓄・管理

登録卸売業者・精米所

特殊機関（学校・軍
隊など）

加工業者・外食・ホ
テル

バラ扱い小売店
登録小売業者（百
貨店・スーパー・コ

ンビニ

消費者

自主流通米 政府米

玄米（バラ）
玄米（バラ） 玄米（バラ）

玄米（バラ）

精米（バラ） 精米（バラ） 精米（バラ） 精米（パック）

精米（パック）

玄米（バラ）

精米（パック）
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(2) 豚肉の流通 

 台湾には 2015 年時点で 7,846 戸の養豚場が存在し、2015 年の生産量は約 80 万トンである。3

章 2 項で指摘したように、生産量は年々減少する一方、輸入量は増加傾向にあり、90%以上を維

持していた国内自給率は 2014 年には 89%となった。豚肉（生鮮・冷蔵・冷凍）に対する MNF 関

税率は CIF 価格（卸売価格に運賃と保険料を加算した合計額）に対し 12.5%である100。台湾産の

豚肉の流通チャネルは概ね下図 92 に示すとおりである。 

 

図 92 台湾における豚肉の流通経路 

 
 

出所：王良原「畜産物流通構造の再編と畜産経営の対応 : 日本と台湾の豚肉流通を中心に」1998 年、博士論文、広島大学; 交流協会

『台湾における豚肉の生産・流通事情』1986 年に加え、台湾の生産者・研究機関に対するヒアリングにより作成 

 

 

                                                      
100 ジェトロ「食肉と食肉加工品の輸出：台湾」2014 年 11 月、https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-111203.html、2017

年 2 月 28 日アクセス。 

共同出荷

国内生産者

合作社（生産者グ
ループ）

農会（農協）

肉品市場

民営と畜場
公設と畜場

（肉品市場に併設）
冷凍肉加工所

大口消費（学校・軍隊な
ど）

一般消費 輸出

卸売商（→小売商・二次加工所・
スーパー量販店・大口消費へ）

小売商 二次加工所 スーパー・量販店




