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エグゼクティブサマリー

どのような施策を実施することがマレーシア・フィリピン・日本の３か国の共進化に繋がるのか？

①農業改革・貧困改善

②バイオエネルギー開発

③IT技術者育成

提言
フィリピンの農家が、資金・ノウハウに
アクセスできる仕組みをつくる！

提言
マレーシアを優先して藻類バイオマスの
R＆Dセンターを設立する！

仮説
日本の農業の強みを活かした取組みで、
フィリピンの農業生産性を向上させ、
貧困・格差を改善できないか？

仮説
日本の技術力を導入し、両国の地理的
特性を活かして、次世代バイオマス
エネルギーの研究開発に取組めないか？
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提言
3国間を繋げる『人材育成法人』により
IT人材育成／交流に貢献！

仮説
日本からのIT技術者育成支援によって、
両国の新たな雇用の創出・所得向上に
貢献できないか？



1、マレーシア・フィリピン 基礎情報
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１、基礎情報①

ASEAN10か国の中で、
・マレーシア：一人当たりGDPが高く(第3位)、ASEANの中核を担っている。
・フィリピン：生産性は低いが人口が多く(第2位)、これからの発展が期待される。

出典：日本貿易振興機構「マレーシア情報」及び「フィリピンの最新概況」
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ASEANの中のマレーシア・フィリピン（2017）



１、基礎情報②

マレーシア

政治 : 2018年5月 史上初の政権交代によりマハティール政権誕生。

ルックイースト政策の推進。

（参考）マハティール首相の発言(2018.9.6面談時)

・日本の戦後復興、日本の労働倫理を学び、日本を見習って発展したい。

・留学生などを日本に多く派遣し、より多くを学ばせたい。

経済 : 2025年までに先進国入りを目指す。

社会 : 新しい産業の創出に意欲的（労働集約型産業は多くの外国人労働者が従事。）
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フィリピン

政治 : 2016年6月30日 ドゥテルテ政権誕生。

2017年4月 ドゥテルテノミクスを発表。

※内容：貧困削減、上位中所得国への転換を目指す経済など

政策（主軸政策：「ビルド・ビルド・ビルド」インフラ整備計画）

経済 : OFW及びBPOが経済を支えている。

社会 : GDPの国内格差が非常に大きい。

※マニラ首都圏 9,000ドル超 ／ 中部ビサヤ、ダバオ 3,000ドル未満



２、実質GDP成長率及び主要産業

マレーシア：農林業（天然ゴム、パーム油、木材）が主要産業の一つとしてGDP成長率
を押上げ。（外務省HP）

出典：日本貿易振興機構「マレーシア情報」 出典：日本貿易振興機構「フィリピンの最新概況」
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フィリピン : コールセンター事業等のBPO産業（全就業人口の約56％が従事）が牽引。
農林水産業 全就業人口の約27％が従事もGDP成長率は2.4%と低水準。

（フィリピン国家統計局）

［マレーシアの実質GDP成長率］ ［フィリピンの実質GDP成長率］



３、人口構造

マレーシア：釣鐘型の人口ピラミッドで安定的に若い人口が増加。
人口ボーナス期：2050年まで続く。

出典：日本貿易振興機構「マレーシア情報」 出典：日本貿易振興機構「フィリピンの最新概況」
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フィリピン ：富士山型の人口ピラミッドで安定的に若い人口が増加。
人口ボーナス期：2062年まで続く。

［マレーシアの人口構造ー2017年］ ［フィリピンの人口構造ー2015年］



４、日本・マレーシア・フィリピンの強み・弱み
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≪農業分野≫

【強み】
・農業経営、生産の知識、ノウハウ
・優れた農業機械
【弱み】
・深刻な人手不足

【強み】
・豊富な農業人材資源

【弱み】
・貧困層の集中
・経営意識、ノウハウの欠如

日

本

フ
ィ
リ
ピ
ン

≪次世代バイオマスエネルギー分野≫

【強み】
・優れた研究開発技術力
【弱み】
・「農地法」による農地使用の制限
・政策遅れによる対応遅延

【強み】
・再生可能エネへの積極的な取組み
・豊富な海洋資源

【弱み】
・パーム油産業による森林破壊

日

本

≪IT分野≫

【強み】
・IT技術力/教育ノウハウ
【弱み】
・人口減少による深刻なIT人材不足
・言語・異文化への理解が不足

【強み】
・政府がデジタル経済を積極的に推進
・デジタルネイティブな若年層増加

【弱み】
・高度なIT技術教育の不足

日

本
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ー
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２、フィリピンの農業生産性向上による貧困改善



１、フィリピン 貧困の状況
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① フィリピンの貧困率＝21.6%
1人あたりの月収約3,700円未満が該当。国民の9割が、月収約10,000円未満

② 地域格差も著しく、経済成長の恩恵を、国民が等しく享受出来ていない。
③ 農家は最貧セクターに該当

【ASEAN 国別貧困率】

ﾏﾚｰｼｱ $9,813 2017 0.6% 2014

ﾀｲ $6,591 2017 10.5% 2014

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ $3,876 2017 10.6% 2017

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ $2,976 2017 21.6% 2015

ﾗｵｽ $2,542 2017 23.4% 2012

ﾍﾞﾄﾅﾑ $2,354 2017 9.8% 2016

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ $1,390 2017 17.7% 2012

ﾐｬﾝﾏｰ $1,264 2017 32.1% 2015

※出展資料：IMF、World Bank

※資料：Global Note

GDP／人 貧困率

出典：IMF、World Bank、 Global Note

農家の34.3%が貧困状態で最多

【地域間格差】

NCR(首都圏)
13M People
$9,240 GDP/人

Luzon
19M People
$2,070 GDP/人

Visayas
19M People
$1,889 GDP/人

Mindanao
24M People
$1,767 GDP/人

出典：SM Group

出典：Philippine Statistics Authority(以下PSA)

出典：Business Mirror web

農家の34.3%が貧困状態で最多

【セクター別貧困状況－2017年】

フィールドスタディ
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２、フィリピン 農業生産性

出典：農業食料工学会誌77巻(2015)
「アジアの稲作機械の現状と開発(田中政一)」

【農作物種類別生産量ー2017年】

出典：PSA

① ASEAN各国と同様、生産性はかなり低い。
② 主力作物は、米・とうもろこし・さとうきび等の穀物(機械化恩恵受けやすい)
③ 米作の機械化は殆ど進んでいない。

 使用されている機械は中国製が多く、日本製は参入が進んでいない。

【ASEAN 農林水産業一人当たりGDP－2017年】 【収穫・田植えにみる国別機械化割合－2015年】
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出典：世界銀行, ILO

2.7千$

単位：千ﾄﾞﾙ

[単位：千ﾄﾝ]

穀物が主力

収穫
田植え

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

フィールドスタディ

機械化が
進んでいない



３、対応すべき課題
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資金がない

ツール・ノウハウ獲得できない

生産性が高まらない充分な収入が得られない

貧困から抜け出せない

【対応すべき課題】

『資金調達』 『機械化』 『ノウハウ獲得』 『人材育成』

「フィリピンの農家」
＝貧困に陥っている割合が多く、貧困のサイクルから抜け出せない。



（参考）フィールドスタディで収集した情報
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⇒渡航時のインタビュー等調査により、想定していた課題の裏付けと詳報が得られている

 農家1軒あたりの農地上限規模は7ha(実際の平均規模は1.3ha(PSA)) 規模が小さく、

生産性にも乏しいため、十分な収入は得られない

 農家への融資は、3~4千ペソ(6~8千円)と非常に少額（肥料調達程度）

 事業の価値/作物の価値すら把握出来ていない農家が多く、実業家としての意識改革が必要

 ノウハウ獲得のための人材交流プログラムは更なる展開が望まれる

 流通システムも、多数の仲買人が介入するなど、大きな課題である

 チャリティや一過性の支援ではなく、継続性を持った取組みが必要

 農家は、ファイナンス、テクノロジー、メンターシップを欲している



４、両国の強み・弱みと導かれる仮説・提言

■仮説
日本の農業の強みを活かした取組みで、フィリピンの農業生産性を
向上させ、貧困・格差を改善できないか？

■提言
農業協同組織の新設（もしくは既存組織の機能拡充）による
１．資金調達＋農業機械シェアリング
２．人材交流＋メンターシップ
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強み
(Strength)

豊富な農業人材資源
農業分野への政府の後押し

弱み
（Weakness）

深刻な人手不足

お互いの強みで
弱みを克服

強み
(Strength)

農業経営、生産の知識、ノウハウ
優れた農業機械

弱み
（Weakness）

貧困層の集中
経営意識、ノウハウの欠如



５、施策１ 資金調達＋農業機械シェアリング
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協同組織

政府

金融機関

民間事業者

個人消費者

資
金
調
達Crowd

Funding

日本企業

農業機械
販売orリース

農村でシェア

農村でシェア

農村でシェア

農業機械メンテ
(継続関与)

(グローバルにサポーターを獲得)

 規模のメリットにより、規模の大きな資金の調達を実現する。

 農業機械のシェアリングにより、零細農家にも機械化の恩恵が行き渡る

 日本企業の販売機会獲得、メンテナンスによる継続的なビジネスにつながる。

全
国
の
農
村
に
提
供

(国や地域を束ねる)



６、施策２ 人材交流＋メンターシップ

 フィリピンの豊富な農業人材と日本の優れたノウハウを互いに提供し合う。

 フィリピン農業者が、日本で学び、帰国した後もフォローできる環境を

整えることで継続性を確保する。

農村

農村

農村

協同組織

日本式農業を学び、
フィリピンに持ち帰る

日本式農業を
フィリピンで
実践、応用

効果的なマッチング
や継続性をサポート
する役割として機能

『効果的な働き手』
『リーダー候補生』を派遣

『経験豊かなメンター』
『帰国後のリーダー候補生
フォロー役』
として熟練者を派遣
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７、既存組織（フィリピンの農協）との比較

■農協に期待される主な役割とその状況

営農指導・教育 ×
指導・教育の機能を有している農協はほとんどない。そのための

人材もいない。

資金貸付 ×
少額のため生産資材購入目的にとどまり、生産性向上に寄与

しているわけではない。

設備・作業共同化 △
水利施設の共同利用は一般的。農機の共同利用を実施している

組織もある。

販売支援 △
共有ジプニーによる市場への作物運搬や市場での販売ブース設置

などが行われている。

購買機能 △ 販売元の事業者との力関係など、最適な状況とは言えない。

組織力 ×
地域別農協単位ごとの強弱の差があり、農協の集合体としての

組織力は発揮できない。

出典：2000年JICA調査;フィリピン共和国農協強化を通じた農民所得向上計画報告書、

2018年国際農業者交流協会ヒアリングをもとに作成

日本でも国際農業者交流協会へのヒアリングを行い、

今回提言は、営農指導、資金貸付に関わる課題に対応できると確認でき

た。



18

民間事業者

個人消費者
協同組織

Crowd
Funding

各農村・農家

起業家

Business

Return

［プロダクトor売上］

一般消費マーケットに販売

 自ら起業や消費マーケットとの取引に関わることで仕事に対する意識改革、

モチベーション向上に繋がる

※ 農村コミュニティにおける起業家とのソーシャルビジネス立ち上げの事例有り(下記参照)

（参考）新規事業による収入源創出

[Gawad Kalinga（GK）]
・フィリピン最大のNGO組織。国内各地の貧困地域でコミュニティー形成活動行っている。
(約3,000のコミュニティーを形成)

・国内外の若い社会起業家を呼び寄せ、育成し、ソーシャルビジネス立ち上げを支援している。
・フィリピン産の野菜や果物を使った商品を生み出すビジネスが実際に立ち上げられている。



■結論
2国間のパートナーシップで、
フィリピン農業の生産性を高め、

・貧困をなくす
・飢餓をなくす
・格差や不平等をなくす

に貢献する。

■提言
農業協同組織の新設（もしくは既存組織の機能拡充）による

１．資金調達＋農業機械シェアリング
２．人材交流＋メンターシップ

の施策で農家の貧困状況を改善する。
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８、共・進化する提言と結論



３、次世代バイオマスエネルギー研究開発の取組み
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１、世界のエネルギー需要と今後の展望①

②とりわけ再生可能エネルギーは2015年→2040年で、年平均7.5％の成長
発電量は4倍（全体の約1/4）に、新規電源開発では半数以上が再生可能エネルギーになる。
2020年には、発電コストが低下するため十分に他の電源に匹敵するようになる。
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再生可能 7.5％

水力 1.3％

原子力 1.8％

石炭 0％

天然ガス 1.6％

石油 0.5％

①世界のエネルギー需要は2015年→2040年で、年平均1.3％の成長
過去25年の2.0％に対し、省エネ促進により1.3％にとどまるが、需要は増加し続ける。

出典：2018 BP Energy Outlook

【世界のエネルギー需要の展望】 【世界のエネルギー需要の伸び】
（2015→2040）

【総発電量のシェアの展望】

単位：10億トン

再生可能
約1/4

1.3％



③主要国は将来に向け、再生可能エネルギー比率の目標値を高設定
2016年から2030~35年で、米13.6⇒80％ 仏16.3⇒40％ 独30.6⇒50％以上の目標。

④日本においても、2030年に向け22～24％の目標比率を設定
太陽光を主要エネルギーとし、2016年現在15.3％から7~9％の伸長を見込む。

出典：2030年エネルギーミックス必達のための対策より加工 （2017年 資源エネルギー庁）

⑤そのうちバイオマスエネルギーとして3.7~4.6％程度を見込む
水力、太陽光に次ぐ第3のエネルギーとしてバイオマスを位置づけている。
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１、世界のエネルギー需要と今後の見通し②

【主要国の再生可能エネルギーの発電比率】
【日本の再生可能エネルギー
の目標と現状】

主要国

ﾄﾞｲﾂ ｽﾍﾟｲﾝ ｲｷﾞﾘｽ ﾌﾗﾝｽ ｲﾀﾘｱ ｱﾒﾘｶ ｶﾅﾀﾞ 日本

2015年※ 30.6％ 35.3％ 25.9％ 16.3％ 39.8％ 13.6％ 63.8％ 15.3％

目標年 2030 2020 2020 2030 2020 2035 － 2030

目標比率
50％
以上

40％ 31％ 40％
35~

38％
80％

－ 22~

24％

※日本のみ2016年



2、マレーシアの再生可能エネルギー

①マレーシアはパーム油産業を主力に、バイオマスエネルギーへの取組を強化
世界のパーム油生産量は、インドネシアとマレーシアで85％。生産量は年々増加傾向。

政府は「国家バイオマス戦略2020の中で、パームヤシに最も重点を置いている」と説明。

【パーム油の国別生産量-2016年】 【インドネシアとマレーシアのアブラヤシ栽培面積 -2017年】

②パーム油産業は、農園拡大による森林・生態系破壊などマイナス面も
1990年→2005年の15年間で、約150万haの森林が消失。

近年は、非営利団体「持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)」の影響もあり、改善傾向にある。

実態として森林破壊は国の課題として認識されており、不法外国人労働など社会的問題の側面も含む。

⇒マレーシア日本人商工会議所ヒアリングによる

食品としての疾病誘発（心筋梗塞、糖尿病、がん等）リスクの健康的問題も報告されている。

出典：Oil World Annual 2017 出典：FAOSTAT

新しいバイオマス事業取組へ

インドネシア

マレーシア

インドネシア

マレーシア

20132001 20111991198119711961 2014

フィールドスタディ
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両国で世界の
85％を占める

年々増加傾向



3、フィリピンの再生可能エネルギー

①フィリピンの農業バイオマス資源は1,301万トン/年
主要穀物のココナッツ、米、とうもろこし、さとうきびから排出される農業廃棄物バイオマスが豊富。

②多様なエネルギー国であり、火山島の資源を活用した地熱発電も盛ん
地熱発電容量は、世界第2位。ルソン島では23の地熱発電所が立地。900MWを超える発電量。

出典：REN21「自然エネルギー世界白書 2016」 24

【フィリピンの主要穀物生産量-2016年】 【世界の地熱発電量ー2016年】

出典：PSA,FAOSTAT

出典：FAOSTAT

主要穀物 ココナッツ 米 とうもろこし さとうきび

生産量(万ｔ) 1,382 1,762 721 2,237

世界順位 2位 8位 19位 12位

【農業バイオマスの発生量】
地熱発電が旺盛

農業廃棄物豊富



4、次世代バイオマスエネルギー

①パーム油は生産能力は、5,950L/ha/年と高い水準

25出典：農山漁村における藻類バイオマスファームの事業化可能性報告書

下表数値をガロンからリットルへ換算すると、

2015年の生産コスト 1,946円/G ＝ 約512円/L

2022年の生産コスト 649円/G ＝ 約170円/L

出典：National Algal Biofuels Technology Review
米国エネルギー省

②それ以上に微細藻類によるバイオ燃料は、桁違いに生産効率が高い
③藻類燃料の生産コストは、将来的なコスト削減シナリオが見込まれている

次世代バイオマスエネルギー＝藻類バイオマスにフォーカス

【作物別バイオマスオイルの生産量-2011年】 【微細藻類燃料の想定生産コスト】-2016年



5、日本の次世代バイオマスエネルギー

①藻類バイオマス研究開発の体制：藻類産業創成コンソーシアム
2010年6月に設立。2015年9月の時点で参画機関会員は、73社と3つの自治体。
筑波大学藻類バイオマス・エネルギーシステム開発研究センターとコラボレーション。

26

③日本政府による政策が乏しく、明確な目標設定がない
欧米では政府主導で、軍などの航空機へのバイオ燃料置き換え目標を設定して研究を推進

④日本の農地法が足かせとなり実践するフィールドが限定的
農地は｢耕作の目的に供される土地｣とされ、用途に制限が課せられる。

②東大農学生命科学研究科によるバイオマス・ショア構想
砂漠海岸付近に、海洋深層水を利用した微細藻水田を造成し、石油コンビナートに変わる

「バイオマスコンビナート」を造る研究。（2012年より研究開始）

【開発研究センター内の野外フィールド（筑波）】 【バイオマス・ショア構想イメージ】



6、３国の強み・弱みと導かれる仮説

27

強み
（Strength）

再生可能エネ拡大に積極的
バイオマスの研究開発・技術力

強み
(Strength)

政府がバイオエネの取組みを強化
豊富な海洋資源

弱み
（Weakness）

欧米の政策に比べて対応遅延
農地使用制限による用地不足

お互いの強みで
弱みを克服

強み
(Strength)

再生可能エネの取組み旺盛
豊富な海洋資源

弱み
（Weakness）

パーム油産業による森林破壊
労働倫理感の欠如

弱み
（Weakness）

脆弱な電力インフラ事情

■仮説

日本の技術力を導入し、両国の地理的特性を活かして、
次世代バイオマスエネルギーの研究開発に取組めないか？



■結論
３国のパートナーシップで

・世界のエネルギー需要への貢献
・環境にやさしいエネルギーの創出
・森林（マレーシア）の保護
を達成しよう！

7、共・進化する提言と結論

■提言
マレーシアで藻類バイオマスR＆Dセンターを設立する！

28

【マレーシアを優先する理由】

●日本・マレーシア間で、藻類の養殖技術に関する共同研究がスタートしている。

※地球規模課題対応国際科学技術協力プログラムによる（2016~）

●R＆Dセンター設立をマハティール首相が熱望していた。（現地ヒアリングによる）

●再生可能エネルギー事業が盛んなフィリピンは、喫緊の課題が見当たらない。



４、IT技術者育成支援による新産業・雇用の創出

29



１、世界 IT業界

①2018年の世界IT支出は、前年比6.2％増の約395兆円になる見通し
ソフトウェア業界はデジタルビジネスの進歩から利益を獲得し続ける。

②IT先進国ランキングではシンガポール・北欧・米国が上位を占める
日本10位、マレーシア31位、フィリピン77位であり、最先進国ではない。
IT企業ランキングにおいてもアップル、アマゾン等の米国企業が上位を占める。

30

出典：2018年4月9日、Gartner社

出典：世界経済フォーラム（WEF）世界ITレポート

【世界IT支出に関する最新の予測－2018年】 【世界のIT先進国ランキングー2016年】

各国企業トップへの調査と下記データで評価
① 政策・規制面でのIT環境
② ITインフラ、IT利用コスト、ITスキル
③ 個人/事業/政府レベルでの IT活用度
④ 経済や社会に対するITの影響度



2、マレーシア IT業界①

①1996年に政府がマルチメディア・スーパーコリドー(MSC)計画を承認
目的：2020年に先進国入りを目指す国家ビジョン”VISION2020”を達成するため、

製造業、IT産業を中心とするサービス・知識集約型産業を育成

出典：ピュー・リサーチセンター

31出典：We Are Social発行レポート

【マレーシアのインターネット普及率】

出典：UCK Inc.

【マレーシアのITインフラ】

赤枠内は先進国並みに
ITインフラが整備。

②IT企業の優遇措置「MSCステータス」をマルチメディア開発公社(MDeC)が認定
100％外資の法人設立可／法人税免除(10年間)／外国人の就労ビザも比較的容易になる。
マレーシアへ進出しているMSCステータス取得日系企業は28社(2014年5月ジェトロ調べ)

③加速するITインフラの整備
行政都市「プトラジャヤ」、情報産業都市「サイバージャヤ」などのテクノロジーパークを建設

※国際回線利用料は15％～20％程安く、中小企業用として賃貸オフィスも用意

インターネット利用率79%、1年間で約14%増加



④デジタル経済がGDPに与える影響は17%⇒20％へ伸長
IoTやビッグデータ、クラウド活用による産業全体の転換を図っている。（Invest KLより）

⑤マレーシア人の労働倫理を向上させたい。
日本人の勤勉さ、仕事に真摯に向き合う姿勢を見習う。（マハティール首相より）

32

出典：Invest KL提供資料

2、マレーシア IT業界②

フィールドスタディ

フィールドスタディ

【デジタル経済の開発状況】

ミレニアル世代が立ち上げたITビジネス

⇒ フィールドスタディで我々も利用。



①BPO産業の強みを生かした付加価値の高いITビジネスへのシフトが課題
「1億人を超える人口」「平均年齢23歳」から低賃金・高失業率となり、海外へ出稼ぎ ⇒ OFW
低人件費・英語の高いコミュニケーション能力から外部委託産業が発展 ⇒ BPO

⇒コールセンターやオフショア開発が主流
今後グローバリゼーションが進むともっと安い人件費に向かっていく。

⇒代替されない為にはクリエイティビティ・高付加価値をもった人材が必要

33

②政府はICT振興計画を策定し、通信網とITインフラ整備に大規模投資を実施
ICT振興計画：2020年までに国内のIT産業規模を500億ドル（5.6兆円）とする。
ドゥテルテノミクス：輸送・水道・IT・エネルギー等の分野で約8兆円の整備事業を実施

3、フィリピン IT業界①

出典：フィリピン中央銀行
「Monetary, External and Financial Statistics」

【IT-BPO産業の売上高推移-2015年】

出典：フィリピン中央銀行「Survey of IT-BPO Services」

【業務セクター別売上高の割合-2013年】

2020年には
500億ドルへ

この領域を
伸ばす。



3、フィリピン IT業界②

34出典：JETRO

【アジア主要国のEC売上規模-2015年】

③フィリピン経済区丁-PEZA認定のセブ)ITパークをはじめ企業誘致に積極的
一定期間の法人税免除をはじめとしたPEZA認定企業向けの各種優遇措置が受けられる。
高速デジタル専用回線が装備され、多くの米系と日系企業が入居。

出典：セブ投資促進センター(CIPC) 

【セブの IT関連人材の月額給与ー2005年】

④「FinTech」「eコマース」等の新デジタルシステムが台頭
「FinTech」 ⇒ クレジットカードの普及率・銀行口座の保有率は低いが、スマホの普及率は高いため、

銀行口座が無くてもスマホでお金のやり取りができれば経済の発展に繋がる。
「eコマース」 ⇒ 他国に比べてeコマース市場は大きくないが、高い成長率。（6,000億円の規模へ）
既に「Amazon」、「LAZADA」（アマゾンの類似）「OLX」（ヤフオクの類似）が人気があり、フィリピン人の特性
「宵越しの金はもたない」、仲間意識の強さから「良い商品」の拡散が望める。

⑤IT産業を拡大する為には、諸々の課題を解決する必要がある
都市部を除きインターネット環境が脆弱。eコマースに関しては物流インフラが不十分
国際的プロジェクトを遂行できる訓練された経験のある中堅ないし上級のIT技術者の不足

給与レベル
を引き上げ

2015年から
2020年で

約3倍に成長

【FinTechの実例 「Coin.ph」】

銀行口座無しでモバイルから支払
いが可能。（登録者400万人）

フィールドスタディ

フィールドスタディ



①政府が「世界最先端デジタル国家」の創造に向け、IT業界を後押し。
IoT減税／助成金制度により国をあげてIT化を支援

4、日本 IT業界①

出典：業界動向サーチコム

35

【日本のIT業界】【日本の IT新戦略－平成30年7月】

出典：内閣官房 情報通信技術（IT）総合戦略室

②今後も拡大が予測されるが、人口減少に伴い深刻な人材不足に陥る。
IT業界規模：6.4兆円、伸長率：+5.6％
IT人材 ：現在105万人が就業、2030年には59万人が不足

【IT人材の「不足規模」に関する推計】

出典：経済産業省「IT人材の最新動向と将来推計に関する調査」

2019年をピークに減少
2030年には59万人の
IT人材が不足する見込み



4、日本 IT業界②

④最新IT技術者を育成し、処遇を改善することでIT産業の魅力を高める。
米国に比べ高度IT技術者が少ないため年収が低い。⇒高度IT技術者であれば高収入が見込める

36

③外国籍人材雇用が増えているが、【言語・異文化への理解】が課題。
平成27年度：36,500人（就業数105万に対して3.4％）

【情報通信業に就労している外国人数の推移ー2015年】

出典：厚生労働省「外国人雇用状況」+みずほ情報総研

7年間で2倍に

【外国籍IT人材の活用の際の課題-2015年】

出典：IT人材需給に関するWEBアンケート調査

【IT人材の平均年収比較ー2016年】

出典：IT人材に関する各国比較調査

A



５、３国の強み・弱みと導かれる仮説

37

強み
（Strength）

政府の後押しもありIT産業は拡大
IT技術力/教育ノウハウ(労働倫理感)

強み
(Strength)

デジタルネイティブな若年層が多い
政府がデジタル経済を積極的に推進

弱み
（Weakness）

人口減少による深刻なIT人材不足
言語・異文化への理解が不足

お互いの強みで
弱みを克服

強み
(Strength)

IT-BPO産業で培った経験と強み
政府がIT産業の発展に積極的

弱み
（Weakness）

サービス・知識集約型産業へのシフト
高度技術者の育成（労働倫理含）

弱み
（Weakness）

付加価値の高いITビジネスへのシフト
中堅・上級のIT技術者の不足

■仮説

日本からのIT技術者育成支援によって、両国の新たな
雇用の創出・所得向上に貢献できないか？



3国間を繋げる『人材育成法人』によりIT人材育成／交流に貢献！

6、フィリピン／マレーシアと‘共・進化’する施策

マレーシア/フィリピン

IT企業就職希望者
※高校、大学等

日 本

応募→面接

求人→紹介料

38

人材育成法人

（本社）（支店）

応募→面接

日本へ派遣

IT技術者教育

支店で教育

資金援助主要機能
『人材マッチング』

①広告：情報発信

②応募/求人

③IT技術者育成

④人材提案／面接

⑤就労ビザ取得支援

講師（指導者）
※外資系/日系企業

IT企業リタイア者

日本企業

IT技術者教育

派遣⇒受入

政府サポート機関
※NGO/NPO

安価な授業料

政府サポート機関 優遇措置

資金援助

ﾏﾚｰｼｱ/ﾌｨﾘﾋﾟﾝIT企業
※起業も可

求人→紹介料

研修後⇒帰国

プログラマーになりたい！
プロジェクトマネージャーや
コンサルになりたい！

自国にてIT会社を起業！
またはIT企業に就職！



■結論
3国間のパートナーシップで、

・教育機会の提供
・雇用の創出／所得向上

に貢献する。

■提言
3国間を繋げる『人材育成法人』によりIT技術者を育成し、
各国の課題を解消する。

１．マレーシア：IT産業による知識集約型産業へのシフト
２．フィリピン ：付加価値の高いITビジネスへのシフト
３.  日本 ：今後のIT人材不足

39

7、共・進化する提言と結論



参考資料

40



（参考）日本の農業分野の人手不足

41出典：日本経済新聞



出典：和歌山社会経済研究所

出典：JETRO

（参考）フィリピンの農業経営面積

42



出典：PSA

（参考）フィリピンの農業経営面積
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44

（参考）フィリピンの農協関連情報

出典：2003年北海道大学農経論叢;「フィリピン援助型農協の役割と特徴」（山田みちる）



45出典：2003年北海道大学農経論叢;「フィリピン援助型農協の役割と特徴」（山田みちる）

（参考）フィリピンの農協関連情報
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（参考）米の流通経路

出典：2002年, フィリピン 効率的な商品作物流通のあり方-課題と対策-（秋山孝充） 46



47

（参考）タマネギの流通経路

出典：2002年, フィリピン 効率的な商品作物流通のあり方-課題と対策-（秋山孝充）
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（参考）フィリピン農業 その他の課題

 災害対策

 灌漑施設の整備もしくは維持管理、更新

 農業関連教育機関の充実

 物流の改善

• インフラ

⇒道路、橋梁、冷蔵設備を設けた倉庫

• ソフト

⇒仲買人の多い構造からの脱却

 ポストハーベストロス（物流とも関連）

 農業保険の充実
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（参考）フィリピンの農協活動状況

地域 登録合計 活動中 活動停止 その他

30,072 14,878 11,064 4,130

- (49.5%) (36.8%) (13.7%)

13,196 7,864 3,648 1,684

- (59.6%) (27.6%) (12.8%)

18,758 10,901 6,433 1,424

- (58.1%) (34.3%) (7.6%)

62,026 33,643 21,145 7,238

- (54.2%) (34.1%) (11.7%)

ミンダナオ

ビサヤ

ルソン

計
出典：2003年北海道大学農経論叢;

「フィリピン援助型農協の役割と特徴」（山田みちる）

■参考：地域別農協活動状況

活動実態のある農協の
割合は決して多くない
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主要国の再生可能エネルギーの発電比率

出典：2030年エネルギーミックス必達のための対策 （2017年 資源エネルギー庁）
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長期エネルギー需給見通しとＦＩＴ買取費用

出典：2030年エネルギーミックス必達のための対策 （2017年 資源エネルギー庁）



マレーシアの再生可能エネルギー

②パーム油産業は、農園拡大による森林・生態系破壊などマイナス面も
1990年→2005年の15年間で、約150万haの森林が消失。
近年は、非営利団体「持続可能なパーム油のための円卓会議(RSPO)」の影響もあり、改善傾向にある。

実態として森林破壊は国の課題として認識されており、不法外国人労働など社会的問題の側面も含む。
⇒マレーシア日本人商工会議所ヒアリングによる

食品としての疾病誘発（心筋梗塞、糖尿病、がん等）リスクの健康的問題も報告されている。

年 1990 2000 2005 2010 2015

森林面積(1000ha) 22,376 21,591 20,890 22,124 22,195

森林率 67.9％ 65.5％ 63.4％ 67.0％ 67.3％

出典：FAOSTAT

フィールドスタディ
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フィリピンの電力事情（弱み ）

出典：FAOSTAT

電力事情が悪く、再生可能エネルギーへの期待大
電力インフラの脆弱性による無電化地域、不安定な電力供給、電力料
金の高騰などが課題。
⇒PHILJECヒアリングによる

そのため2009年に定めたロードマップ「再生可能エネルギー計画」では、
発電設備容量を2010年の5,400MWから2030年までに3倍の1万
5,000MWに引き上げる目標を設定。
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日本における藻類オイルの生産コストとコスト削減シナリオ

■福島藻類プロジェクト実証データによる検証例

現時点での試算生産コスト＝4,137円/L

①培養・回収・濃縮・抽出・生成 326円

②栄養塩・残渣リサイクル・排水 2,573円

③設備投資減価償却 1,130円

④人件費・その他経費 108円

コスト削減アイテム

①栄養塩等の見直しと開発→▲1,980円

②下水処理の利用 →▲1,104円

③撹拌技術の最適化 →▲173円

④水熱液化の利用 →▲19円

⑤培養槽の素材変更 →▲766円 合計4,042円削減

出典：「生物工学会誌 第95巻 第4号」2017年

⇒95円/Lへ



（生産コスト軽減対策）

海洋温度差発電とは、太陽の熱によって温められている海洋の表層と、太陽熱が

伝わらずに温度がほぼ一定の水深数百メートルの深層の温度差を利用して発電するもの。
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海洋温度差発電の利用



【世界のIT企業売上ランキング】

出典：ウイキペディア 56

（参考）世界のIT企業売上ランキング



デジタルネイティブな若年層の人口増加。
インターネット利用率63%、1年間で約5%増加。

デジタルエコシステムを成長させるポートフォリオ
スタートアップ企業を支援する「イノベーティブ・スタートアップ法」が早ければ2018年内にも施行

57

出典：We Are Social発行レポート 出典：RCBC提供資料（フィールドスタディ）

（参考）フィリピンIT業界の補足

【フィリピンのインタネット利用率】 【フィリピンのデジタルエコシステム ポートフォリオ】



出典：IT and Business Process Association of the Philippines 
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（参考）フィリピンIT業界の補足

【IT-BPOの候補地】



(参考）情報セキュリティ・サイバーセキュリティの状況

世界の状況（2017年）

（１）サイバー犯罪による損害の増加

◆サイバー犯罪による損害額 約6,000億＄ （1.35倍 対2014年）

※2017 マカフィー・CSIS調査資料

（２）サイバー犯罪の商業化

ダークネット市場で、サイバー犯罪のエコ・システムが出来ており、容易に攻撃を行える

◆サイバー犯罪のROI 1,425% ※2016 Trustwave Global Security Report

エコ・システムの例 「ランサムウエア・アズ・ア・サービス（RaaS：ラーズ）」

①ランサムウエア本体の作成とカスタマイズするサービス

②ランサムウエアに指令を出すサーバーを提供するサービス

③被害者からの身代金の集金するサービス（ビットコイン等仮想通貨を使用）
④ビットコインをマネーロンダリングするサービス

※ダークネット ：一般の検索では見つからないインターネット空間
※ランサムウェア：身代金要求型不正プログラム 59


