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発表の流れ
１．食料の生産・消費の多様化：コメから小麦・肉類へ
（１）コメ以外の食料の消費・生産の変化

（２）コメの価格政策：自給政策から趨勢自給へ

２．輸出用エステート作物の品目の特化：パーム油輸出の増加
（１）パーム油生産システムの変化

（２）パーム油の輸出構造の変化
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・副食の変化大豆食品→肉類・野菜（飼料用トウモロコシ・飼料用小麦需要の増加）

・主食の変化コメ→パン/麺類(西ジャワ州政府 1日1食コメ以外に置き換えキャンペーン)

コメからコメ以外の食料へのシフト（消費面）

（資料）FAOSTAT

コメの低迷

コメ以外の食料の1人当たり供給量(kg/年)

１．食料の生産・消費の多様化

トウモロコシ・小麦の増加
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コメの1人当たり供給量(kg/年)

大豆の低迷



熱帯気候のため生産なし
輸入依存

→8割は食用（麺・パン）
世界2位のインスタント麺消
費国

→2割は加工・飼料など
飼料小麦輸入増 (飼料トウモ
ロコシ輸入規制の影響)

(資料）Global Trade Atlas

（1,000トン）

1995年～

オーストラリアの
最大の輸出相手
（日本との競合）

小麦輸入量の増加
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輸入相手
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１．食料の生産・消費の多様化
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コメからコメ以外の食料へのシフト（生産面）
コメの収穫面積・粗生産高が全作物の収穫面積・粗生産高に占める割合の推移*

(資料)FAOSTAT
*「全作物」は

FAOSTATに記載され
ている全作物(2015

年62品目)

＊低付加価値の基礎的食料を輸入に依存し, 油糧作物, 野菜など高付加価値農産物を
輸出する輸出志向型の農業開発戦略を成功させた国々を指す（岩佐2005)。p16も参照。

コメ生産の相対的減少・トウモロコシ増産政策・小麦の大量輸入
⇔高付加価値エステート作物(パーム油の原料アブラヤシ等)生産振興

「新興農業国化」*の一側面

１．食料の生産・消費の多様化

トウモロコシ生産拡大政策等
によってコメの生産面積割合

は減少

高付加価値農産物生産
振興策等によって

コメの粗生産高割合は減少
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(資料）インドネシア農業統計（Statistik Pertanian)

(トン)

鶏肉はほぼ自給可能

イスラム教徒が9割.
豚肉消費量は少ない
主に華僑による消費

牛肉の輸入制限による
自給政策の実施

2014年ハラール関連法
↓

和牛輸入も増加

肉類・卵・生乳生産量の増加
（1,000トン）

250

200

150

100

50

0

卵・生乳消費の
増加に伴い増加

１．食料の生産・消費の多様化

7



食料消費の変化に対応する
2つの農業政策の方向性*

エステート作物の品目
特化による

国際競争力強化

（ゴム・カカオ・砂糖等か
らパーム油へ）

食料の多様化

（コメから小麦・トウモ
ロコシ・肉類等へ）

①食料政策（2012年食料法）
重要食料品目（7品目**）の趨勢自給政策
生産量と在庫量の合計が需要量に比べ不足したら輸入
(米価安定政策・コメ以外の品目の増産政策)

②商業的農業開発政策
パーム油生産振興（中核農園システム）
高付加価値輸出奨励政策(輸出関税政策)

**コメ,トウモロコシ, 大豆, 砂糖, 牛肉, エシャロット,トウガラシ食料輸入のための外貨獲
得の必要性

１．食料の生産・消費の多様化

*インドネシアの「ジャワ島」→主に食料の小規模生産
「外島」→主に輸出用エステート作物の大規模生産
(参考資料(1) p23)
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コメの生産・消費

(1,000トン) (1,000トン)1990年代後半
生産低迷
世界第1位の
コメ輸入国

2000年代
コメ増産

消費の伸び低下
輸入の減少

趨勢自給政策

国内需要量の約
90％の供給力を

維持し、不足分
を輸入する政策

（米倉2003）

１．食料の生産・消費の多様化
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1970/71 1980/81 1990/91  2000/01    2010/11

生産量 消費量 期末在庫量 純輸入量（右軸）

（資料）アメリカ農務省HP, 精米重量



1998年撤廃・2003年に復活
近年増加傾向

肥料補助金(subsidi pupuk)の増加
（10憶ルピア*）*ルピアはインドネシアの通貨 1USD＝13,333ルピア

（資料）BPS各年号, 明石（2015）

2000年代の肥料使
用増加が増産要因

1970 1980           1990           2000           2010 

１．食料の生産・消費の多様化
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・耕地面積2ha未満の小農が対象,尿素肥料(UREA) など
・地方政府が中央政府に必要量を申請,中央政府が肥料会社を通じて低価格肥料を供与



農家 国内からの調達

フロアー・プライス
4,600Rp/kg (2016年)
フロアー・プライス
4,600Rp/kg (2016年)

シーリング・プライス
9,450Rp/kg (2016年)
シーリング・プライス

9,450Rp/kg (2016年)

 消費者価格の抑制
 貧困世帯への配布

不足地域へ放出

RASKIN(2003~)

不足地域へ放出

RASKIN(2003~)

海外調達（輸入）

貯蔵施設

コメ在庫
（150～200万トンに
維持・費用抑制）

貯蔵施設

コメ在庫
（150～200万トンに
維持・費用抑制）

(資料)BULOG資
料より作成,重
量・価格は精米。

米価安定化政策*
農家からの調達と貧困層への配布(RASKIN: Rice for Poor)

政府調達米は国内生産量の5~10％未満（2014～2016年: 180~300万トン）
季節・地域の限定

BULOG(食料調達公社)が中級米を, 輸

入ライセンスを得た民間企業がバス
マティ米などを輸入
（2016年輸入量: 合計99万トン）

低価格米配布対象の限定（村コミュニティで選択）
（2016年 1,550万世帯・各世帯10kg/月まで）

市場の機能を
重視した限定
的な政府介入

１．食料の生産・消費の多様化
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*トウモロコシ・
大豆・砂糖にも価格
安定政策を実施



目標:国民の主食の効率的確保

方法：限定的な米価安定政策
（BULOGの調達/RASKIN
を通じた在庫水準の維持）
肥料補助金復活→増産

問題：再び財政負担の増加

インドネシアのコメ政策の長期変化

目標：コメ自給
方法：国家機関(BULOG）

の集中的米価管理
(調達・中銀融資)
肥料種子補助金

問題：財政負担の増加

1980年代まで
自給・増産政策
生産者保護

1985年
コメ自給達成

1990年代
構造調整政策

保護の急激な縮小

2000年代
趨勢自給＋保護政策

→持続的なコメ増産

2007/08年食料危機
2012年新食料法1997年

アジア危機

目標：財政健全化

商業的農業の拡大

方法：BULOGの公社化

調達・補助金縮小

問題：輸入増・価格高騰

自給から趨勢自給へ（政府介入の弱化）の国内要因
コメ消費の低迷・在庫/価格維持費用（財政負担）の増加

１．食料の生産・消費の多様化

13



発表の流れ
１．食料の生産・消費の多様化：コメから小麦・肉類へ
（１）コメ以外の食料の消費・生産の変化

（２）コメの価格政策：自給政策から趨勢自給へ

２．輸出用エステート作物の品目の特化：パーム油輸出の増加
（１）パーム油生産システムの変化

（２）パーム油の輸出構造の変化

３．まとめ

参考資料
14



パーム油関連製品＊

(3310万トン) 

世界第1位

コショウ

(8万トン) 

世界第3位

パルプ・紙

(640万トン)世界第9位

(1090万トン)世界第6位

ゴム
(323万トン)
世界第2位

ラタン

(14万トン）

世界第1位

カカオ

(34万トン)

世界第3位

ココナッツ

(330万トン)

世界第1位

コーヒー

(63万トン)

世界第4位

魚介・エビ

(1050万トン)

世界第2位

紅茶

(14万トン) 

世界第7位

(資料）インドネシア工業省資料

インドネシアの多様な輸出用エステート作物
2016年の生産量・世界における順位

2000年代
生産・輸出
急増

２．輸出用エステート作物の品目の特化
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*パーム油はアブラヤシから搾油される植物油・多様な用途がある
参考資料(4)p26も参照



輸出品の構成の推移

・一次産品輸出比率↑
・工業製品・石油の比率↓

農産物(パーム油)輸出増加
・国際価格の上昇
・国際分業体制の構築

(資料）インドネシア統計局（BPS)

2000年代
一次産品輸出比率の増加

２．輸出用エステート作物の品目の特化

「新興農業国化」*
の一側面

*p6を参照
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パーム油の生産量・収穫面積の増加

(資料）インドネシア農業統計（Statistik Pertanian)

2003年まで

ゴム・ココナッツ農園も
拡大したが、その後パー
ム油農園のみが急増

1,000トン 1,000ha

2000  2005    2010    2015

２．輸出用エステート作物の品目の特化

2000  2005    2010    2015
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中核
農園
(Inti)

衛星農園
(Plasma)

農園開発期に「中核農園」（大農）の周りに
「衛星農園」（小農）*を配置する制度

→大農が小農に栽培技術指導・農業資材の供与(初期)

→農園開発の恩恵を小農に「分配」する政策

大農が開発主体・小農は低利融資を受け農園管理。契約後土地
(各自2ha)を取得. 小農の低生産性が課題だった.

PIR(1977年～)からPIR３(1995年～)への変更点
農園開発主体(中核農園)：国営農園から民間企業**へシフト

開発面積に占める中核農園の比率増加（20%→80%)

2006年～大農が長期間小農へ資材供与・小農は労働提供

中核農園が農園管理主体に（「分配」より「生産性」重視）

パーム油生産(アブラヤシ農園開発)政策
中核農園システム(PIR：Persuhaan Inti Rakyat)

アブラヤシ売却
中核農園支援で生産性↑
小農3.2t/ha, 大農3.8t/ha

(2013年)

技術指導・農業資材
供与

２．輸出用エステート作物の品目
の特化

*小農は1世帯あたり5ha以下の農園を経営する農家を指す
**Astra, Sinar Mas等の国内の大企業グループ・マレーシアなどの外資系 (賴2012,p120) 18
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2000年代～輸出促進
：原油等関税10%以下に抑制
2011年:精製油関税率25％→11%
精製油(高付加価値加工品) 輸出奨励

1990年代まで国内消費用確保のため
輸出抑制：高輸出関税(40~60%)

輸出先の多様化・
安定的な輸出構造へ
精製設備がない新興市場

(インド・中国・パキスタン)
への精製油輸出増加

(資料）Global Trade Atlas, 賴2012

パーム油輸出(高付加価値化)政策

原油・精製油の
輸出量（1,000トン） 精製油*構成比

パーム原油・パーム精製油の輸出量

2011年精製油
輸出関税削減

→輸出促進

*パーム精製油はパーム原油を精製した油(参考資料(4)p26 ）

２．輸出用エステート作物の品目
の特化
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１.食料自給政策 : 国民の主食の効率的確保・食料多様化への対応
(１) コメの趨勢自給政策→持続的・安定的な増産（財政負担増加）
(２) コメ以外の重要品目の自給政策・小麦輸入増加

２.商業的農業開発政策:一部のエステート作物(パーム油)への特化
背景：インド・中国の需要増加・限られた供給地域・大規模農園の必要
関連政策：
(１)「中核農園システム」→初期は国営農園が主導, 小農をまきこみながら開発

→近年は民間企業が主導, 土地生産性の上昇
(２)パーム精製油輸出関税削減→高付加価値化・輸出先の多様化・安定輸出構造へ

まとめ：インドネシアの「新興農業国化」の2側面
食料自給と商業的農業開発を両立させる農業政策
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＊外島：スマト
ラ・カリマンタン
島などにアブラヤ
シその他の農園が
広がる。

低人口・豊富な土
地。中核農園シス
テムを通じてジャ
ワから移民を多く
受け入れた

*ジャワ：国土面
積の7%に人口（約
2億6千万人）の
57%が居住する人

口稠密な稲作地帯
が広がる。大都市
では食の欧米化が
進展。

ジャワ島
食料の生産・消費の中心

外島
エステート作物（パーム油など）

の生産・輸出の中心

参考資料(1)
インドネシアの地図
小規模農家経営(ジャワ島)と巨大エステート経営(外島)の併存
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参考資料(2)
GDPに占める農業部門のシェア・農業人口比率の推移

経済・雇用において
重要性の高い農業部門

%

(資料）世界銀行HP
24



国際価格低迷の
影響を受けつつ

パーム油の割合
のみが増加

(資料）インドネシア農業統計（Statistik Pertanian)

2006/7年~現在

マレーシアを抜
いて世界第1位

のパーム油輸出
国に

参考資料(3)
エステート作物輸出額に占める各品目の輸出額の割合
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(資料）インドネシア工業省資料
賴2012, p107, p124

参考資料(4)
パーム油の用途・加工過程

パーム果実 パーム核

食用・工業用加工

パーム油関連製品（調理油、
チョコレートなど菓子類の
製造、洗剤、界面活性剤、
バイオディーゼル原料な

ど）として消費
国内消費: 628万トン(2012年）

搾油

脱ガム・脱色・脱酸・脱臭

アブラヤシ

搾油

パーム原油の輸出
528万トン(2016年）

インド・オランダ・シンガ
ポールなど

パーム精製油の輸出
1,748万トン(2016年）

中国・インド・パキスタンなど
新興国の需要が急増

パーム精製油（RBD Palm Oil)

パーム原油
（CPO:Crude Palm Oil)

パーム核油
（PKO:Palm Kernel Oil)

*パーム原油とパー

ム精製油を合わせ
て「パーム油」と
呼ぶ。インドネシ
ア・マレーシアで
世界の8割の輸出量
を占める。
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・坪田邦夫（2017）「東・東南アジア食料農業と農政の変容」日本農業研究所研究報告『農業研究』30: 
pp. 121-151.

・賴俊輔（2012）「インドネシアにおけるアグリビジネス改革：輸出指向農業開発と農民」日本経済評
論社。

・岩佐和幸（2005）『マレーシアにおける農業開発とアグリビジネス：輸出指向型開発の光と影』法律
文化社.

・米倉等 (2003)「構造調整視点から見たインドネシア農業政策の展開」『アジア経済』XLIV-2, pp. 2-39. 

・明石光一郎(2015) 「インドネシア：主要農産物の需給と農業政策」『平成27年度カントリーレポート』
pp. 85-129.
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