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現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 参考）日本の農林水産業の調査対象国における展開事例

 ベトナムでは、現状小さな高付加価値農産品市場でビジネスを成立させるため、消費者を捕まえるための自社店舗を設置
したり、加工品として更に付加価値を高めることで収益確保を図っている。

 また、将来的に市場が大きくなることを期待し、自社独自の基準づくりなどを行いデファクト化を狙う事業者もいる。

 中国では、アサヒビール等の日本企業体が、オーガニック事業への投資を行った。収益化に5年の時間を要したが、現在
は、事業として成立するようになり、中国大手の新希望集団への事業売却へと辿り着いた。

 アメリカでは健康志向、日本食の需要、若者の嗜好の変化等からワサビ需要が高まっている。

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報
農林水産業

ベトナム 中国 アメリカ

自社ブラン
ドでの展開

オーガニック
事業への

投資

小売店舗
設置による
出口確保

加工機能
による付加
価値の提

供

現地の安全野菜の信頼が低く、
顧客のニーズを把握することで
自社ブランドの信用を勝ち取る
（にこにこ野菜）

ハノイでは小売店舗による展開
が比較的容易なため、自社で店
舗を構えることで収益を確保
（にこにこ野菜）

安全野菜の販売では収益を確
保できないため、加工を行うこと
で収益性を確保（ Honest Sea）

自社店舗生産

自社安全基準

生産 自社で加工

• 2006年に、アサヒビール、住

友化学、伊藤忠商事の共同
出資による山東省でのオー
ガニックファームへの投資事
業。

• 農地の広さは1,500ムー

• 乳牛の飼育や野菜、イチゴ
などの生産・販売

• 最初の5年間は土地転換で

収益がないが、現在は北
京、上海、日本に高品質の
農産物を提供

中国食品大手の新希望集団に売却
農業事業のために約100haを借りていたが、それ

でも黒字化するためには規模が不足、2017年
2月まで赤字を続けていた。

ワサビ栽培
や

栽培実験

• 現地で日本料理、フュージョ
ン料理が広まる中でワサビ
需要も拡大。

• 結果、温室栽培の実験を4年

前より実施する研究者やワ
サビの茎からの苗の増殖を
行う事業者(Courd)などが登
場してきた。

• ワサビは付加価値が高く、収
益性があると期待されてい
る。

オレゴンの事業者「OregonCoast
Wasabi」のワサビ農園の様子



93

7.5
5.6

5.2
4.1
3.8

73.7

現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 世界の加工食品市場のトレンド ～安価市場と高付加価市場、そして超低価格型市場～

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

 加工食品は、過去、欧米中心の「画一的だが、大量生産で安価な商品」供給ビジネスによって牽引されてきた。

 莫大な費用で広告宣伝・流通網づくりを行い、認知度と顧客数を増やし、自社工場の稼働率を高めていくことが事業成功のポイント。

 その潮流は、現在、ベトナムや中国といった途上国において、現在も広まりを見せている。

 一方で、アメリカでは、顧客経験価値ニーズの高まりや所得の二極化などから、そのトレンドからの変化が生まれており、そ
れは「高付加価値商品市場の拡大」や「プライベートブランドなど画一的かつ、さらに低価格な市場」といった形でデータ上で
も把握することが出来る。

 なお、高付加価値商品市場の拡大は、途上国の一部富裕層においても同様の動きがある。

ベトナム 中国 アメリカ

加工食品マー
ケットに関する事
業者認識まとめ

 加工食品市場は、乳製品や米・麺類
などが中心で、スナックなどの付加価
値品の市場はこれから

 また、市場シェアは、早期参入を果た
し、工場投資や大規模広告をしてい
る大手企業に抑えられている

 加工食品市場自体が、細分化し、
様々な加工食品が成長を牽引

 ただ、各加工食品ジャンルにおいて
様々な事業者が参入しており激しい
競争が繰り広げられている。

 大手による寡占化改めて進み。一
方、消費者は大手の画一的な商品を
嫌う傾向が生まれている

 向かっている方向性は、「オーガニッ
クやヘルシー」といった付加価値系と
低価格を売りにした商品

加工食品
マーケットシェア

加工食品

乳製品23.8

米・麺類12.9

パン・焼き菓子12.3

乳幼児用食品9.3

スナック類7.4

上位5位以下の事
業者も多数参入

（競争激化）

単位：%

その他34.218

17.3

1211.5
6.4

34.9

乳製品27.3

米・麺類14.1

乳児用食品13.2

食用油 11.4

調味料 9.8 

パン・焼き菓子 6.9

スナック類4.9

5位以下の事業者

上位5位が
シェア75%以上

を占める
（大手寡占）

その他12.4

乳製品17.7

パン・焼き菓子15.5

スナック類12.4

加工肉製品9.1

菓子類8.9

その他37.1

39.1

8.76.45.5
4.9

35.3

上位5位が
シェア65%以上

低価格商品
（Private Label）が約9%

上位
5品目

（75.8%） 上位
5品目

（65.8%）

上位
5品目

（62.9%）

5位以下の事業者 5位以下の事業者
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現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 加工食品のグローバルトレンドに対する日本の加工食品への期待・チャンス

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

 ベトナムには大量生産分野への期待があり、ベトナム・中国・アメリカそれぞれからは、高付加価値商品への声が聞かれた。

 ベトナム：成長する加工食品（菓子類、飲料）においてマーケットシェア獲得への貢献、マーケットは小さいが高付加価値品として展開

 中国：成長著しい高付加価値品（安心安全や高品質というブランド）での展開

 アメリカ：高付加価値品（エスニックといった顧客体験価値商品）としての展開

加工食品

ベトナム 中国 アメリカ

 健康・機能食品などの
ニーズは近年出てきて
おり、その技術を日系
企業から学びたい
（Bibica）

 菓子類に関しては日本
製が見栄えがよく市場
への浸透は期待できる
（上海慎昌）

 栄養・健康食品の輸入
は関心高（上海慎昌）

 ユニークな食材は高価
格市場でも可能性があ
り、ソースやヌードル
（焼きソバ）、冷凍すしな
どがあげられる
（Kahiki Foods）

高付加価値
商品市場

 エースコックは市場の
ニーズに合った製品を
開発しシェア1位

 今後成長が期待される
領域としてチルド製品な
どが挙げられている

 既存メーカーは、既に
日系や他外資との提携
し、品質管理のノウハ
ウなどを取得済み。新
たな、提携の可能性は
低い（康師傅など）

 Nestle、Con Agra等の
大手も近年では市場の
二極化により売り上げ
が減少傾向となってい
る（Kahiki Foods）

画一的だが、大
量生産で安価な
商品市場

 現状小売市場の9割以
上が伝統小売となって
おり、現時点では、プラ
イベートというよりも家
内工業の低価格市場が
殆ど(JETRO)

 中国のPB売り上げシェ
アは食品小売全体の
1.3%と未成熟な市場
（Nielsen）

 PBの取扱いは価格次
第（Brooke Rice ）

 デリで寿司を取り扱うこ
とも魅力的だが、価格
が高くなるのがネック
（Brooke Rice ）

プライベートブラ
ンドなど画一的
かつ、さらに低

価格な商品市場
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 アメリカの加工食品マーケットは、市場拡大を続けているが、2017年は過去5年で最も成長が小さい年となった。背景として
は、今までの加工食品ではない、飲食業や惣菜の伸びが背景にある。また、小売業者は、店舗改装等を通じて、デリの強化
や店内飲食の強化を図っている。

 一方で、加工食品の業界内では、今までの大量生産・大量消費から離反する動きがあり、それに伴い、大手食品は、中小の
技術や新商品を求めてM&Aを活発に行っている。キーワードとしては、“small-batch”, “craft” , “artisanal” が挙げられる。

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

参考）アメリカの加工食品市場では、高付加価値な中小ブランドへのM&Aが行われている

346,913

354,514

362,429

368,718

373,230

377,553

330,000

335,000

340,000

345,000

350,000

355,000

360,000

365,000

370,000

375,000

380,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

加工食品市場の推移

出所）Euromonitor International

大量生産・大量消費からのシフト（大手企業による中小専門食品ブランド買収）

企業 買収活動

Kellogg Co 2017年10月：米国で最
も急成長している栄養
バーブランドであるRx 
Barを傘下に加えた

Campbell Soup Co 2017年7月：有機野菜
スープで成長する
Pacific Foodsを買収し、
独自の有機スープおよ
びスープ製品のポート
フォリオを拡大

ConAgra 2017年4月：高級スナッ
クブランドのTHANASI 
Foods LLC
2017年9月：Angie's 
Artisan Treats

ミリオンUSD

出所）各社ホームページより

加工食品
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現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 参考）日本の加工食品の調査対象国における展開事例

 ベトナムでは、エースコックが即席麺市場にいち早く進出し、ブランドを浸透させながら、市場を先行的に抑えたことで現在
同国でのトップシェアを維持している。現在は、商品の多様化に取り組んでいる。

 中国やアメリカでは、高付加価値市場の獲得を目指して、現地生産体制やで現地の販売ネットワークを有する企業や既に
現地でブランドが浸透している企業の買収などを通じて、市場参入をしている。

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

ベトナム
（エースコック現地展開事例）

• 1993年に進出し、ベトナムの即席麺
市場でシェア6割を握るエースコック
は、進出20年目で新たな成長戦略の

一歩として、嗜好の多様化に対応しつ
つ、現地では異色な味わいの商品を
投入

• 24万の小売店と350の代理店、10工
場、原材料・資材業者らを情報ネット
ワークでつなぎ、調達から販売まで一
括管理する。工場や代理店の在庫が
適正化し、店頭には常に鮮度の高い
即席麺が並ぶようにしている

加工食品

中国
(サントリー製造・販売会社買収事例)

アメリカ
(味の素製造・販売会社買収事例)

• サントリーは2005年に黄酒（老酒）の
製造販売会社「無錫振太酒業」、2009
年に中国のワイン輸入販売会社
「ASCファインワインズホールディン
グ」を買収

• 上記の買収はサントリーグローバルで
のターゲットであるメロンリキュール
「MIDORI」という高級ウィスキーの販
売拡大が目的

• 加えて買収先の企業に対して、販売
チェーン管理やIT業務といった面で、
これまで培ってきたサントリーのノウハ
ウや専門知識を活用し、無錫振太酒
業、ASCの商品の品質管理向上を目
指している

• 味の素は2014年に冷凍食品の製造・
販売大手「ウィンザー・クオリティ・ホー
ルディングス社」を買収

• 上記の買収は、日本発のヘルシーで
高品質かつおいしい製品群（ギョー
ザ・麺・米飯）を中心とした販売を行う
ために、全米の小売チャネルへの販
売を獲得することを目的に行われた

• なお、併せて外食チャネルでの販売基
盤強化を図り、日本食・アジア食にお
ける圧倒的Ｎｏ.１を目指す

現地の味に合わせたノンフライ袋麺「ミコチ」

出所）公開記事
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現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 世界の小売・外食のトレンド ～「個人商店」→「近代小売・チェーン外食」→「専門店」～

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

 過去より先進国におけるリテール（小売・外食）の業態変化は、一人あたりGDPと強い関連性があった。今後、他国におい
ても、一人あたりGDPの変化の影響を受けながら、先進国と類似した成長を遂げていくものと予想される。

 イギリス・アメリカ・日本の小売業の例として、一人あたりGDP5,000$前後にチェーンストアやスーパーマーケットが広まり、20,000ドル前
後にコンビニが広まった。

 小売・外食の基本的な成長過程としては、「個人商店」→「近代小売・チェーン外食」→「専門店」の流れになっている

小売・外食

出所）”National Accounts 
Main Aggregate Database”
（国際連合）などから作成

Ｇ
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2 3 4500＄ 5000＄ 50000＄

70年

＊日本に関しては、1970年および
1978年以降について各年の数
値をプロットしている

外食業の主な業態

提供される商品・サービス

一人当たりGDPとサービス業比率からみたリテール業界の変化（2014年）

個人商店 GMS CVS、食品SM、 専門店、EC

個人の生業 、居酒屋 専門店

画一商品販売 画一商品の多様化 多様化と独自性

ファーストフード ファミレス 宅配ピザ
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現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 小売のグローバルトレンドに対する日本の小売への期待・チャンス

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

 基本的には、近代小売としての展開と専門店としての展開が期待されている。

 ベトナム ：イオン、ファミリーマートの進出による近代小売の発展への貢献。また、マーケットは小さいが専門店での展開の声もある

 中国 ：今後成長が見込まれる内陸部の近代小売の進展があるが、主にECやリアル店舗での専門店の展開の声がある

 アメリカ ：オーガニックやエスニックなど顧客体験価値商品を提供する専門店としての展開の期待がある

小売・外食

ベトナム 中国 アメリカ

 卸先として、イオンや
ファミリーマートなどの
日系小売店舗があり、
今後も成長していくと想
定される
（にこにこ野菜）

 ある程度市場が成熟し
ており、既に現地に大
手小売グループも存在

 日系小売は、進出地
域・業態を選んでの展
開になると見込まれる

 消費行動の変化からホー
ルフーズなど大手チェー
ンは売上が不調

 専門店の台頭も近代小売
に悪影響を与えている
（Dainobu Grocery）

近代小売
（GMS/SM/CVS

など）

 既に大手Vin martの現代

小売店舗などが伝統小売
とほぼ変わらない価格で
販売をしているため勝ち
目がない
（Honest Sea Wolf ）

 日本への期待、ニーズ
は把握できなかった

 日本への期待、ニーズ
は把握できなかった

個人商店
（パパママストア）

 オーガニック等を扱う野
菜専門店などが都市で
増えつつあるがその利
用は高所得者に留まる
（にこにこ野菜）

 菓子、果物などについ
ては、専門店が登場

 ECにおける、専門性

（健康志向、妊婦向け）
も現れてきており、今後
の有力な成長市場

 フランスは“DEAN & 
DELUCA”が、イタリア
は”Eataly”が、自国ブラ

ンドのコンセプトを基に
食品販売事業を拡大
(FoodFutureCo)

専門店
（オーガニック、特
定の商材など）
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 中国の小売市場はEC事業者を中心に成長を見せる一方、既
存業態での成長に限界を感じ始めている。

 成長を牽引した大手EC事業者や大手小売は、既存業態に捉
われない新しい領域として、「スペシャリティ（専門性）」を追い
求めるようになっている。

 現在、スペシャリティを持つ事業者は、小規模でも中国市場で
際立った成長を遂げており、スペシャリティを武器に持ち、集中
投資していけば、成長機会を獲得できる可能性がある。

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

参考）中国小売の成長分野は、Ecommerceと専門小売の領域と言われている

新たな成長を牽引する小型専門店

中国の商業における10つのホットイシュー（2017）

小売・外食
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 アメリカの食品小売及び外食（フードサービス）は、日本の2倍以上の市場であり、成長を続ける魅力的な市場と言える。

 小売・外食の業界は、2017年に大量閉店という状況に直面した。背景としては、実態消費に対する既存店舗数の多さ、ま
た、ECの成長がある。一方で、顧客体験の提供というリテールの価値が見直されつつあり、新たな取組も出てきている。こ
れらの変化を捉えた事業展開の余地が存在するものと考えられる。

 Bloombergは、2017年4月に、2017年にはアメリカの小売店全体（食品以外含む）で8,600以上の店舗が閉店すると予想。

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

参考）アメリカでは、近代小売の大量閉鎖と小売の位置付け見直しが進められている

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

食品小売・フードサービスの市場規模推移

100万USD

食品小売

アメリカ 日本

フードサービス

アメリカ 日本

出所）Euromonitor International

食品小売・外食における既存店舗の閉鎖事例

食品小売・外食における新たな取組・今後のトレンド

動き

シアーズ（百貨店） 2017年1月：約150店舗の閉鎖を発表

JCペニー（百科店） 2017年2月：130～140店舗の閉鎖を発表

ダインエクイティ（外食） 2017年8月：アップルビーズ、アイホップの計160店の閉鎖を発表

動き

フードホール
（出所：通商弘報）

2017年5月：フードホール（フードコートの進化系）が成長。高級な食

材でその場で調理するという特徴があり、ミレニアル世代は質の高
い本物の食を求める傾向に対応している

ホールフーズ
（スーパー）

アマゾン・ドット・コムにより買収。ホールフーズ商品のアマゾンでの
ネット販売やアマゾンで購入した商品のホールフーズでの受取サー
ビスなどを開始

シェイクシャック
（外食）

2017年11月：食べるという“体験”を提供することを重視するハン
バーガー店。2017年７-9月期決算で、売上高は予想を上回り
26.9％増加

出所）各種公開情報より

小売・外食
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現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 参考）日本の小売の調査対象国における展開事例

 ベトナムで近代小売（スーパーマーケット等）の売り上げが拡大している一方で、中国やアメリカなどでは店舗縮小や、展
開する業態を限定化するような動きが見られる。

 一方でコンビ二などのような日本のスペシャリティがあるような事業については注力分野として残存させている。

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

ベトナム
(イオンの事例)

中国
（高島屋、ユニー・ファミマの事例）

アメリカ
(三越伊勢丹、セブンイレブンの事例）

• イオンベトナムの2016年度の営業利
益が黒字化。最大の要因は、想定を
上回る来客数で、1号店は年間で
1265万1000人（前年比5.5％増）、2号
店921万7000人（14.1％増）、3号店
1326万7000万人が来館。

• 2016年7月にオープンした4号店は、
12月までに843万3000人が来館して
いる。食品の売上が好調でスーパー
マーケットの売上構成比が約60％。

• 高島屋が2012年に上海市で1号店を
オープン。その後、百貨店に隣接する
土地の取得を目指したが、取得できず
百貨店のみ展開。2015年には、ECサ
イトを開設。

• 2014年にユニー・ファミマＨＤはケイマ
ン諸島の完全子会社とその子会社の
優友（上海市）を通じ、上海市で総合
スーパー「アピタ上海金虹橋店」を開
業。その後、2016年に中国のスー
パー事業から撤退し、コンビニ事業に
注力することを発表

• 三越伊勢丹は日本人観光客をター
ゲットにニューヨークやフロリダ、ハワ
イに展開。その後、現地向けの店舗展
開を進めるが、リーマンショックなどを
背景に店舗縮小。

• 1991年にセブンイレブンのライセンス
供与元だった7-Eleven,Incを逆買収。
その後、2017年Sunoco LP社のコン
ビニエンスストア事業1108店を買収。

成長する近代小売での
マーケットシェア獲得

ECやコンビニなど
業態変化への対応

競争激化・市況悪化への対応
（規模縮小・寡占化など）

小売・外食
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現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 外食のグローバルトレンドに対する日本の外食への期待・チャンス

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

 チェーン店・専門店での期待の声は3カ国に見られ、チェーンレストランについてはベトナムにて期待の声が確認できた。

 ベトナム ：チェーンレストランにおいても専門店においても日本食や日本品質のニーズが高まって今後も拡大が期待されている。

 中国 ：既存チェーンがいるものの、今までに中国に展開していない日本食ジャンルのチェーン店や専門店への声が確認出来た。

 アメリカ ：高いブランドイメージによる専門店での展開、現地との提携や日本食街などでのチェーンレストランの展開の声が確認出来た。

ベトナム 中国 アメリカ

 東京デリ、トリドール、
ペッパーランチ等日系
外食は増加しており、
引き続き多ジャンルで
の展開が期待されてい
る

 壱番屋、サイゼリア等
が展開しており、日本
料理のニーズは高いが、
現地事業者による展開
も多く見られる
（小尾羊_外食事業者）

 日本食の認知度は高く、
現地との提携や地域別
のメニュー比率、日本
食街等によって消費者
ニーズに対応できる可
能性がある（くら寿司）

チェーンレストラン
（FF/FR/宅配ピ

ザなど）

個人店
（パパママ店）

 富裕層向け、在住外国
人向の寿司専門店、日
系洋食店なども展開さ
れており、一部日本食
材の輸入も期待される
（Sushi Bar）

 日本の食品・原料に対
する信頼性、ニーズも
高い。日系企業と新規
メニュー開発での提携
を期待されている
（小尾羊_外食事業者）

 専門性とそれに伴う良い
ブランドイメージを創造す
ることができれば、多少高
くなってしまっても売れる
市場を作れる可能性があ
る（力の源カンパニー）

専門店
（ラーメン、スシ

など）

 日本への期待、ニーズは
把握できなかった

 日本への期待、ニーズ
は把握できなかった

 日本への期待、ニーズ
は把握できなかった

小売・外食
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現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 参考）日本の外食の調査対象国における展開事例

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

ベトナム
(現地事業者Sushi Barの事例)

中国
（吉野屋の事例）

アメリカ
（くら寿司の事例）

• 日本料理やその他の料理の
シェフを長年経験した現地人
オーナーによってSushi Barを
開業

• Sushi barは本物の日本の料
理を食べられることをコンセプト
にしており、基本は寿司と刺
身、おつまみを提供

• 魚は7割日本から輸入している
• 顧客は現地人が殆どで日本人

も訪れる

• 吉野家は小型オーガニック
ファームを立ち上げ、ニンジン、
ブロッコリーなどを栽培

• このオーガニックファームの設
置目的は店舗に原料を提供す
ることではなく、消費者向けに
ブランドイメージを構築すること

• 10年前にアメリカに進出し、カル
フォルニアを中心に回転寿司を
展開

• カリフォルニア・NYの日本食へ
の親しみ度が高いが、賃金高を
理由に現在はテキサスへの展開
を行っている

• サイドメニュー比率はカリフォル
ニア26-27%、テキサスは35%で
3分の1以上が寿司以外の売上
になっており、テキサスではラー
メンとから揚げ、天丼を食べに来
ている客も多い

小売・外食

定番の日本食が事業成長
を牽引している

日本食＋α（新しさ）
による事業成長

展開エリアの拡大を
様々なメニュー提供でクリア
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現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 世界における流通インフラ（物流・市場・卸売業）の成長余地

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

 流通インフラは、当該国の主たる販売チャネルの影響を大きく受けるものであり、その販売チャネルは、国よってその重要
度は異なるものの以下のような３ジャンルとなっている。

 パパママストア

 多段階の流通構造での商品供給（集荷業者、卸売市場、一次卸、二次卸など多数の手を渡って商品が届けられる）

 近代小売

 多段階の流通構造に加え、一定の調達ボリュームがある場合、生産者（生産者団体）やメーカーに直販される

 Ecommerce

 新たな流通構造を生み出すと期待されており、場所に関係なく、インターネットを介した商品取引が行われる

物流・市場・卸売業

海外各地域のチャネル構造

中東・アフリカ
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凡例： ■パパママストア ■近代小売 ■Ecommerce

パパママストアの比率が高い 近代小売の比率が高い
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現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 今回調査で把握できた日本の流通インフラ（物流・市場・卸売業）への期待・チャンス

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

 ベトナムでは、今後の流通インフラへの期待として、パパママストア向けの多段階の流通構造の高度化、近代小売向けの
よりシステム化された流通、新たな領域としてのEC対応を進めている。

 中国においても、政府による流通改革が進められており、その動きに合わせた事業展開の可能性が考えられる。

物流・市場・卸売業

ベトナム 中国 アメリカ

 畜産物のトレーサビリティシ
ステムの構築が始まるなど、
システムの導入が進む

 人件費が上昇し、電話・Fax
での受発注などがコスト面で
成立しなくなる恐れがある

 日本への期待、ニーズ
は把握できなかった近代小売

向け
流通インフラ

 パパママストア向けの多段
階の流通において、食品ロ
スは20～25%と言われる
など、既存流通の改善余
地が存在している

 衛生面の課題もある  日本の食品卸など流通
インフラを担う事業者は
既に参入済み

 中国政府は、農林水産
物の流通改革を目指し
ており、それの動きに合
わせた新たなビジネス
展開の余地があり得る

 日本への期待、ニーズ
は把握できなかったパパママストア

向け
流通インフラ

 ECビジネスを開始・検討す
る事業者が多数存在

 また、政府も、EC規制環境
の整備を検討するなど、
EC事業の事業環境整備を
進めている

 日本への期待、ニーズ
は把握できなかったEcommerce

向け
流通インフラ

出所）各種ヒアリング、公開記事
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 ベトナムの流通インフラは、不足している各種施設及びその施設の品質の低さ、また、各種オペレーションにおけるミスの多
さにより、非常に効率が悪い状況にあると言われている。

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

参考）ベトナムの流通インフラは、多段階で非常に複雑。食品ロスは20～25%と言われる

物流・市場・卸売業

ベトナムの食品流通構造と抱えている課題

生産・輸入 集荷業者 卸売市場・一次保管 加工 食品卸 リテール 消費者

国内
生産者

集荷
業者※

卸売
市場

卸売
業者

加工
業者

輸入
農作物

輸入
加工品

輸入
業者

輸入
業者

1次卸 2・3次
卸

2・3次
卸

DC/TC

市場

DC/TC

市場

DC/TC

市場

消費者

小売・
外食

小売・
外食

小売・
外食

空港・港
倉庫

空港・港
倉庫

小売・
外食

FAX・電話・メールでのトラン
ザクションの多さとミス

FAX・電話・メールでのトラン
ザクションの多さとミス

FAX・電話・メールでのトラン
ザクションの多さとミス

FAX・電話・メールでのトラン
ザクションの多さとミス

代理店管理
の難しさ

数量確保・安定
調達の難しさ

FAX・電話・メールでのトラン
ザクションの多さとミス

不衛生な
利用環境

進まない市
場離れ

生産性が
低いものの
資本・資金
不足で投
資できない

コールドチェーン
の確立

コールドチェーン
の確立

変動の激
しい市場
価格・情報
入手の不
便さ

高付加価値
ニーズ対応

高付加価値
ニーズ対応
（EC・宅配含む）

【海外業者】

販売情報
共有され
ず、PDCA
が回せない ※仲買人含む

交通渋滞等による
遅延対応

冷凍冷蔵のアセッ
ト、故障対応不足
冷凍冷蔵のアセッ
ト、故障対応不足

コールドチェーン
の確立

商品ダメージに
よるロス

空港引取時
間のばらつき
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 農産物流通構造の整備と革新が進み、「訂単農業」が成長

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

参考）中国では、野菜の流通の高度化により、直販である“訂単農業”が進展

出所）「2017年中国商業十大熱点展望評述報告」

物流・市場・卸売業
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１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

参考）アメリカでは、Amazonが新たな流通の仕組みづくりへの投資を進めている

物流・市場・卸売業

高級小売買収による食品配送網の強化 シェアリングエコノミーによる商品配達 ドローンによる商品配達

• シェアリングエコノミーの進展に合わせて、
2016年に近隣にいる一般ドライバーに急ぎ
の配送を委託する仕組みを実験的に実施

• その後、アメリカ14の都市にこの取組を拡
大

ドライバーへの委託配送の仕組み

フレックスの契約ドライバーは専用
アプリで希望のシフトを登録

都市部に近い小型倉庫で荷物を
ピックアップ

顧客に配送

シアトル、ラスベガス、フェニックス、ダラス
など14の都市でこの仕組みが運用

• 2016年12月にドローン配送サービス
「Prime Air」による初めての配達（民間テスト）を
英国で実施

①ポップコーンと
「Amazon TV 
stick」を注文

②箱に収められ倉
庫内のベルトコン

ベヤーを移動

⑤商品到着
（飛行時間13分）

③GPSの情報を素
に顧客の家に向か

う

④芝生の中にある
専用パッドの上に

着陸

• Amazonは2017年8月に高級小売ホール
フーズ・マーケット を137億ドル（約1兆5000
億円）で買収

• 440のホールフーズの店舗の多くは、非常に
立地が良く、これを手に入れることで、同社
の食品配送サービス「Amazonフレッシュ」の
配送網を強化

• 「Amazonフレッシュ」ではAmazon Primeメ
ンバーの顧客がネットで食品を注文し、15分
後以降の当該店舗での受け取りが可能にな
る仕組み

全国のホールフード店舗

出所）公開記事
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現地調査からの主要な示唆 － １．マーケット状況と将来のトレンド
： 参考）日本の流通インフラ（物流・市場・卸売業）の調査対象国における展開事例

 ベトナムや中国では日本型の品質の高い卸のノウハウを、現地の事業者に提供し、より物流網の充実を図ることで事業展
開をスタートし、その領域を川上、川下に広げている。

 アメリカでは、差別化戦略を重視し、ニッチ商品の取扱や新商品の提供などに特化する事業展開をしている。

１-４． 事業者・生産者の海外展開に資する関連情報

中国
（伊藤忠の事例）

アメリカ
(JFC,西本貿易の事例）

• JFCインターナショナル、西本貿易は大手
差別化を図るために、ニッチな商品に力を
入れている

• 豊富な品揃えに加え、小売店の意向に
沿った商品探し、新しい商品をいち早く見
つけること が、同社の戦略

• エスニック フード市場における現地ディス
トリビューターの存在感は弱く、需要の高
いワサビ、ショウガ、味噌、酢などを供給し
ている

物流・市場・卸売業

ベトナム
(双日及び国分の事例）

• 2012年4月に双日および国分は、ベトナム
の大手食品卸企業のフン・トゥイ・マニュ
ファクチャー・サービス・トレーディング社の
株式74.99％を保有するニューランド社か
ら、新たに株式を取得

• 双日のベトナムにおける知見と国分のも
つ以下のような日本型卸のノウハウを生
かし、ベトナムにおけるNo.1の総合卸企
業を目指している

• 3温度帯に対応した全国物流網の
整備

• 情報流通システムの構築
• マーチャンダイジング力の強化
• リーテルサポート機能

• さらに総合卸企業に加え、2016年に物流
業（New Land Vietnam Japan Joint 
Stock Company）も開始しており、10年後
に売上高10億円を目指している

1990年代以降
日系企業の沿岸部での内
販展開に伴うニーズへの

対応

1990年代以前
日中間の貿易

2000年代
内需拡大に伴う顧客企業の

事業成長に対応した
サプライチェーンの提供

2004年～2011年
頂新国際集団の物流子会

社に50%出資、11年時点で
95箇所の物流拠点を展開

出所）公開記事、JETROレポート、伊藤忠アニュアルレポート、JFCホームページ

• 卸業だけでなく、川上から川下までをカバー
するSIS（Strategic Integrated System）戦
略を展開

JFCのアメリカ、メキシコ物流拠点マップ
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２． 研究会等での検討・取りまとめ

研究会の開催概要

回 開催日 議題 参加者

第1回 2017年12月14日

1. 海外展開の目的と意義

2. 国・地域別の海外事業展開モデル

3. 海外展開に関わるリスクと課題

4. 必要な政策対応

 食関連事業者

 学識経験者

 農林水産省関連
部局課

第2回 2018年2月8日

第3回 2018年3月8日

第4回 2018年3月22日

 前章までの内容をもとに、4回にわたる研究会を開催し、内容に関して議論を行った。

 次項より、研究会での討議資料の一部抜粋を示す。
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２． 研究会等での検討・取りまとめ ： 研究会資料の抜粋

A) 海外へ目を向けることの必要性の高まり（１／４）
： 農林水産業・食料関連産業の動向／減少する国内生産額と増える輸入額

 国内の農林水産業・食料関連産業は、国内生産額約112兆円（全経済活動の全体比11%）、従事人口約800万人（全体比
13％）の巨大産業であり、その維持・成長は重要な課題。

 しかしながら、昨今、農林水産業・食料関連産業は、市場規模が横ばいないし縮小の傾向。輸入額は増え続けていることか
ら、国内生産品がおさえている市場としては減少している。なお、自給率は安定。

例：農産物の国内生産額、輸入額の推移

出所）農林水産統計
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 ミクロに見ると、産地では高齢化などによって、農業従事者が減少し、耕作放棄地は拡大。

 （国内市場のみを見ると）現状のまま大きな成長を実現することは必ずしも容易ではない。

農業就業人口と65歳以上の比率（万人）

出所）平成28年度 食料・農業・農村白書

耕作放棄地面積（万ha）
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２． 研究会等での検討・取りまとめ ： 研究会資料の抜粋

A) 海外へ目を向けることの必要性の高まり（２／４）
： 産地力の低下
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２． 研究会等での検討・取りまとめ ： 研究会資料の抜粋

A) 海外へ目を向けることの必要性の高まり（３／４）
： 拡大する海外市場の取り込み

 世界の食市場は急激な伸びをみせ、2020年には2009年比の2倍にまで拡大するものとみられている。

 2009年に340兆円の世界の食の市場規模は、2020年には680兆円に倍増

 中国・インドを含むアジア全体では、2009年の82兆円の市場規模は、229兆円に約3倍増

 このような海外需要の伸びを如何に国内産業として取り込むかという視点も重要。

出所）農林水産省

世界の食市場規模（加工＋外食）
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２． 研究会等での検討・取りまとめ ： 研究会資料の抜粋

A) 海外へ目を向けることの必要性の高まり（４／４）
： 日本食の受容の高まりと機会損失①限定的な海外需要の取り込み

 海外における日本の食文化の受容は急激に拡大。全世界に広まっている状況。

 訪日観光客の訪問理由の上位にも日本食を経験したいという理由が挙げられる。

 一方で食文化や日本食レストランの拡大の速さに対し、日本産の農産品・食品や、日本企業が生産した食料品の普及のスピードは
十分に追いついていない可能性。

 農林水産業・食品加工業者は、捕捉可能な市場機会を十分に獲得できていないのではないか？

海外における日本食レストラン数（単位：千件） 農林水産物・食品の輸出額、海外法人の売上高（単位：億円）
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出所）農林水産省
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２． 研究会等での検討・取りまとめ ： 研究会資料の抜粋

A) 海外へ目を向けることの必要性の高まり（４／４）
： 日本食の受容の高まりと機会損失②外国資本が享受する広がる日本食拡大のメリット

 日本食の広まりによって、恩恵を享受するのは、多くは外国企業や資本という現状があるのではないか。

 農産物生産 ： 中国産ふじりんご、オーストラリアWAGYUの拡大

 食品加工 ： 台湾、中国における日本産を真似た菓子類の流通

 外食 ： 外国人運営の日本食レストランの展開

 小売 ： 「メイソウ」の店舗拡大

 このような外国資本による日本食ビジネスのエコシステムは徐々に成熟しており、より競争力を高めているのではないか。

海外における外国人運営の日本食レストランの現状

出所）MAFF「平成26年度輸出戦略実行事業」報告書
JETRO「わが国農林水産物・食品の輸出拡大に向けての阻害要因調査」より作成

中国産リンゴの品質向上に関するコメント

日本のリンゴの播種用種子を輸入して山
東省などで生産しているふじりんごはかな
り売れている。

上海の小売事業者

中国産のふじは、青森産のふじの生産技
術などを学び、青森産と遜色のない味を
実現している。

一部の国営農場では、ISOなど安全・安
心への取組みが進んでいる。

大連の商社

国 現状

イギリス  ロンドンのような大都市には、日本人シェフが作る本格的な日本食
レストランも多く存在

 他方、中規模都市で人気がある日本食レストランはWagamama
やYo!Sushiといった全国チェーンの日本食レストランか、中国人経
営の個人レストランがメイン

フランス  パリ郊外の駅のホームで営業している「Koedo」では、日本に留学

経験のあるフランス人女性経営者が、肉や魚をメインに数種類の
野菜など種類豊富な品目をコンパクトに詰めた弁当を提供

オランダ  中国人オーナーの経営する日本食レストランが、オランダ国内に
ある日本食レストラン全体(2015年6月現在364店舗)の95％以上
のシェア

 展開する店舗は、「Shabu-Shabu」や「SUMO」、「MOSHI-
MOSHI」など、日本風の名前で展開
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２． 研究会等での検討・取りまとめ ： 研究会資料の抜粋

A) 海外へ目を向けることの必要性の高まり（４／４）
： 日本食の受容の高まりと機会損失③国内市場での競合やブランドの毀損リスク

 海外での日本食関連ビジネスが進む中で、食材の模倣や、こうした日本食品が日本に輸入されるような事態が生じる可能性もあるの
ではないか。

 アメリカからのコメの輸出は日本向けが量ベースで2位。日本の市場に合う短・中粒種が輸出されている。

 中国では、静岡いちごの品種「紅ほっぺ」が大規模生産され、日本を含む諸外国に輸出されている。

アメリカのコメ輸出取引相手国 日本品種の海外での生産・侵害状況

出所）USDA、日本経済新聞

709

429

424

319220

1,417

2016年、単位：千トン

メキシコ 日本 ハイチ ベネズエラ 韓国 その他

品目 生産・侵害状況

いちご 紅ほっぺ • 中国などで大規模栽培され、海外各国へ輸出さ
れている

• 中国系農業企業も、「生産する品種の8割が紅

ほっぺで、今後も日本の人気品種を増やす」との
方針を示す

章姫 • 韓国で利用許諾したが、第三者に流出。無断で
増殖されて日本に逆輸入

とちおとめ • 韓国産「とちおとめ」が東京都中央卸売市場に
入荷

ぶどう シャインマス
カット

• 中国で無断増殖され、種苗及び果実が中国国内
で販売

• 韓国で中国産の種苗が流通、韓国内外で販売
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２． 研究会等での検討・取りまとめ ： 研究会資料の抜粋

B）輸出にとどまらない海外に関連する動きの検討（１／３）
： 輸出促進の取組みの現状と更なる取組みの強化

 「攻めの農林水産業」として、海外市場の獲得を「輸出促進」と「グローバルフードバリューチェーン構築」を中心に進めてき
た。実際に、輸出額は順調に伸びてきている。

出所）農林水産省

農林水産物・食品の輸出額の推移 輸出力強化戦略での施策一覧

テーマ 具体的な施策

ニーズ把握、
需要掘り起こし

• 現地ニーズを継続的に把握し、情報を提供
• プロモーションを統一的かつ戦略的に実行
• プロモーションの方法を多様化
• 日本文化・食文化と一体になった売り込み
• インバウンドを活用

販売開拓、
供給面

• 輸出に関する相談体制の教科
• 農林水産業者等と貿易のプロをマッチング
• 多様な販売ルート、販売手法を提案
• 海外ニーズに基づく生産体制の整備
• 輸入規制に適合した生産体制の整備

物流、
インフラ

• 物流コストの低減
• 輸送量の拡大と品質の維持
• 中小事業者へのサポート

輸出環境
の整備

• 輸出手続きの簡素化
• 国際規格・認証の取得

推進体制
• 輸出戦略の実行状況などの検証
• 主要輸出先での官民協力
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２． 研究会等での検討・取りまとめ ： 研究会資料の抜粋

B）輸出にとどまらない海外に関連する動きの検討（２／３）
： 産出額、生産額に占める輸出の割合

 輸出額は順調に伸びてきており、さらなる売り込みや規制緩和交渉などの進展で、1兆円達成を目指す方向。

 輸出目標の1兆円は国内の農林水産の産出額、及び食品加工の生産額の合計の約50兆円の2％程度であるので、依然通
過点。

農林水産業・食品製造業の生産額に占める輸出の割合（平成27年）

出所）農林水産省

0.75, 2%

国内消費額（国内生産額－輸出額） 輸出額

単位：兆円

48.7, 98.5%


