
インドネシアの水産加工業の
動向：対日輸出を中心に

The trend of marine product 
processing industry in Indonesia 
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インドネシア水産業の特徴
Characteristics of Indonesia's Marine 
product Industry

１．世界第２位の生産量
２．世界第１位の海藻資源量
３. 世界第７位の加工・缶詰ツナの輸出
４．東南アジア最大のエビ生産国

（Indonesian Investment Coordinating Board; BKPM)

本日の話題 (Today’s Topic)
 インドネシア水産業の概観
 水産加工業の発展とフード・チェーン



インドネシアと水産業 Indonesia and marine product 
industry
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Map of Indonesia’s Territorial Waters and 
Fisheries Management Areas (WPP)

・広大な海域には多種多様な生態系、海洋水産生物が生息
・漁業、養殖業、加工・流通業は重要な生業にいちづけられる
・11の海区に区分



世界有数の水産国 One of the world's leading 
fishing nations

4

800,000
820,000
840,000
860,000
880,000
900,000
920,000
940,000
960,000
980,000

0
20,000
40,000
60,000
80,000

100,000
120,000
140,000
160,000
180,000

世界合計

（千ｔ）主要国（千ｔ）

図 主要国の漁業生産量（インドネシア含む）

中国 インドネシア ペルー インド ロシア 世界合計

・漁業従事者 6.9百万人
海面漁業 2.2 百万人（32%)
養殖業 4.2百万人(61%)

・GDPに対する水産業の貢献
2.28%(BKPM  2018)

• 漁業生産

漁獲漁業（海面、内水面）

養殖業（海面、汽水、内水面）

・生産量は23.19百万トン

漁獲漁業 7.07百万トン

養殖 16.11百万トン

・金額は US 27.27M$
漁獲漁業 14.04M$
養殖 13.24M$ （２０１７年）

資料：ＳＥＡＦＤＥＣ(2018)



漁獲漁業と養殖の動き Transition of Capture  
fisheries and aquaculture
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・漁獲漁業は多種多様
Tuna, Skipjack, Eastern little tuna,
 Shrimp, Squid, Octopus, Sardines, 
Anchovies, Herrings, Sharks, Rays, 
=>量的にはpelagic、coastal fishes, 

資料：ＳＥＡＦＤＥＣ(2018)
資料：ＳＥＡＦＤＥＣ(2018)

・養殖は量的には海藻（Gracilaria, Eucheuma)
・Shrimp (Vannamei, Black tiger,etc)
・Milkfish, Grouper, Tilapia, Catfish, 

Pangasius, Carp
＝＞ 海藻、海面、汽水、内水面など

養殖の範囲は広い
金額的にはShrimpが圧倒的



水産物貿易の動き
Trends in Seafood Trade
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資料： KKP, 2018

主要品目数量と金額

・2017年実績 水産物全体では世界第11位
今後も再輸出が増加と予測

・分類コード別
0306が中心（甲殻類）
0303 冷凍魚
0304  フィレ

・輸出の中心は、Shrimps, Tunas, Crabs, 
Seaweed、Perl。他に、低価格な魚種、
Eel, Pangasius, Tilapia、などもある

・Liveでは、Milkfish, Grouperの種苗が
特徴ある

・加工品の割合が増加、未加工品の2倍以上



日本を含む輸出相手先
Export partners including Japan
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資料： KKP, 2018

・主な日本向け製品
冷凍エビ（シュリンプ、プローン）
冷凍カツオ・マグロ、タコ、一般魚種、
生鮮マグロ、
カツオ・マグロ気密容器（(1604)、等
＝＞エビ類については加工度が高いもが

含まれる

・加工品（調理済み食品）*
サバ龍田あげ、エビカツ、エビ半フライ、
水産フライ、ズワイ加工品
＝＞他の拠点国（中国、ベトナム、タイに

比べると種類は少ない）

インドネシアの対日水産輸出
加工度をどうあげるか？

*日本冷凍食品協会調べ

・2017年実績 水産物全体では世界第11位
今後も再輸出が増加と予測

・アメリカ向けが急増
日本向けは長期的に減少

2012年 845百万＝＞2017年 564百万



水産加工業の発展と
フード・チェーン

Development of the marine product 
processing industry and food chain

8写真：インドネシア ジャワ島東部のエビ養殖池
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東南アジアの市場には塩干魚が山になって販売される。
インドネシアのスマトラ島・メダンは、カタクチイワシや浮き魚の輸出拠点

各地には独特のカタクチイワシ漁がある。
アチェ州では無動力のバガン船が多い



水産加工業は多種多様
Marine product processing industry is diverse
 水産資源の豊富なインドネシア、地域漁業と結びついた水産

加工業が古くから発展

 水産加工場 （SEAFDEC 2018)   
小規模加工場 40,000*
中規模加工場 1,843
大規模 258
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*統計上は「小規模」、「零細」に分類

・小規模は国内市場向け中心だが、
域内輸出も盛ん

・規模が大きくなれば輸出志向性が
強い



東南アジアの輸出水産加工業の拠点化
To be a hub of export marine product processing 
industry in Southeast Asia
 欧米、日本を始めとする先進国の水産業・養殖業が、

中国、タイ、ベトナム、インドネシア等に加工拠点を移す

１）食品産業の生産コストの上昇

２）消費需要の変化（簡便化食品、調理済み食品、冷凍食品）

低価格な高次加工食品が求められる

３）外食・中食産業の発展（アウトソーシング、大量供給のシス

テムを必要）

 加工拠点国の資本規模の大型化、技術水準・販売力の向上

世界の水産物貿易の流れを変えた
原料生産国＝＞加工拠点国＝＞消費国
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調味料、包装資材、物流
関係など関連産業の発展

１. 安価な原料・
半製品を大量に輸出

分業と集積の経済効果

水産加工業の機能の
分化、特化、空洞化

先進国を中心とした
消費市場

（日本、欧米など）

中国、東南アジアの
食料産業クラスター
（拠点国・拠点地域）

水産国・原料魚生産国
（拠点国内含む）

２. 分業関係にもとづ
く、水産加工業の再編 水産

加工業

総合食品製造業

１ 消費者の多様な
ニーズに応えるビジネ
ス・モデル

２ 先進国の水産加
工業、食品製造業に
半製品・製品を提供
（OEMを含む）

３ スーパー、外食・
中食チェーン、コンビ
ニ等へ食材・食品を
提供

中国、東南アジアの食品産業クラスター
Food Industry Clusters in China and Southeast Asia
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インドネシアの輸出志向型水産加工業
Export-oriented marine product processing industry 
in Indonesia
 東南アジアの加工拠点国と比べて、

原料立地型の加工業が発展 （エビ、ツナ等）

輸入原料による加工業（委託型含む）の発展

国内企業に加えて、海外資本による投資も活発

（日系企業含む）

養殖業の成長と結びついた加工業
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「食の外部化」「食の簡
便化」などの動向をとら

えた製品需要

大手量販店，コンビニ，
外食・中食チェーン

（家庭用含む）

日本の市場

図 インドネシア日系企業と日本子企業との分業の事例

原料調達、製
造、輸出

関連産業

調味料，包装
資材等の調
達、物流手配

需要動向に基づき、
製品の企画化

国境を越えた
企業内分業

（製品の役割分担
含む）

インドネシアの日系企業日本の食品メーカー

エビ製品の製造
*環境を意識した原料

（資料）聞き取り調査をもとに筆者作成
供給（輸出）

発注

A Case Study of the Division of Labor between Japanese Companies in Indonesia 
and Japanese Subsidiary Companies



図 キハダマグロのサプライ・チェーン：東インドネシアの漁村からアメリカ市場へ
(資料）筆者調査にもとづき作成 The Yellowfin Tuna Supply Chain: From Fishing 
Villages in Eastern Indonesia to the U.S. Market

手釣り漁業者 集荷業者
加工業者
(HACCP)

大手スーパー、
レストラン等

輸入業者

生ロイン

調理済み食品

一次処理・ロイン加工

高次加工

インドネシア

アメリカ

(集荷ポイント)

配送業者

IUU規制、資源保全、食品の安全性
確保、MSCの取得

Fair Trade

図 キハダマグロのサプライ・チェーン：東インドネシアの漁村からアメリカ市場へ
(資料）筆者調査にもとづき作成
The Yellowfin Tuna Supply Chain: From Fishing Villages in Eastern Indonesia to the U.S. 
Market 



輸出志向型水産業は、食品の
安全性、環境保全などに求め
られる世界基準を適用する努

力を求められる

16

・HACCP、GAP、MSC、 ASC、IUU、SDGs、etc.
・水産政策、食品安全政策が企業の対応を

後押しする



成熟に向かう水産加工業
Moving toward maturity of  Marine Product Processing 

Industry
 輸出志向型の水産業、食品製造業を育成

ＥＵ、アメリカへの対応を目標にした政策転換

＝＞世界的にみて水準の高い輸出先にあわせておく

企業も輸出相手先を多角化しやすくなる

 輸出向けの対応により、国内の生産・流通・加工のあり方を
変える動きが加速

＝＞フードチェーン・アプローチの導入、定着

* フードチェーン・アプローチ

安全、健全、栄養に満ちた食を提供する責任を分担する

生産者、流通・加工業者によって担われる連携 17



ふ化場
(CPIB)

養殖
場

(CBIB)
流通
業者

冷凍・
加工場
HACCP
（輸出
企業）

輸
出
市
場
へ

えさ・動物医薬品
などの供給業者

親魚
供給*
(IKL) 

*IKL=Fish Quarantine and Inspection Agency,
* CPIB=Cara Pembenihan Ikan yang Baik (Good 
Fish Handling Practices)
*CBIB=Certificate of Good Aquaculture Practices

監査
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養殖エビにみるフードチェーン・アプローチ
A Food Chain Approach to learn from a  farmed 
Shrimp

・各段階で生産工程管理手法を実践し、チェーンとしてつないでいく
・公的機関によるサポートがあるのが大きな特徴



日本

北米市場圏

EU統合市場

東アジア市場圏

中国

韓国

アセアン

輸入国規定による生産管理手法導入の強まり
Strengthen introduction of production control methods 
according to importing country regulations
地域別の対ＥＵ水産物輸出認定加工場）

1727

738

908

64

ベトナム：484
タイ：221
インドネシア：203

46

市場の大きさ 数字：対ＥＵ輸出可能な水産物加工場数（2018年時点） （資料）天野通子作成に加筆

ＥＵ巨大
市場

対ＥＵ
輸出国

他の
輸出国

(原料・半
製品）

厳しい管理基準

対応
（中国・ベトナム・タイ等）
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インド

389 チリ、
ペルー

530

アメリカ、
カナダ

モロッコ

355

2020年3月
173施設（冷凍船等を除く）
内、97施設が養殖を扱う



まとめ

インドネシア水産加工業の魅力、可能性
Summary: The attraction and potential of 
Indonesia's marine product processing industry
 豊富な原料資源を用いた水産加工業

拠点として食品関連産業の集積が進む

＝＞委託加工ビジネスが発展

 食品の安全性、資源の持続的利用、環境保全等に配慮した
生産システムつくり

 アセアン域内の拠点国との間の分業関係

ベトナム、タイなどに原料、半製品の供給

＝＞水産物輸入国にとって、アセアンが効率のよいビジネ

ス相手先に！ 20



ありがとうございました。

Terima kasha banyak.  

21
Extensive shrimp farm in Indonesia


