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サカタのタネのサカタのタネのサカタのタネのサカタのタネのサカタのタネのサカタのタネのサカタのタネのサカタのタネの

アフリカでのビジネスの紹介アフリカでのビジネスの紹介アフリカでのビジネスの紹介アフリカでのビジネスの紹介アフリカでのビジネスの紹介アフリカでのビジネスの紹介アフリカでのビジネスの紹介アフリカでのビジネスの紹介

取締役執行役員取締役執行役員取締役執行役員取締役執行役員取締役執行役員取締役執行役員取締役執行役員取締役執行役員 品質管理本部長品質管理本部長品質管理本部長品質管理本部長品質管理本部長品質管理本部長品質管理本部長品質管理本部長
田﨑田﨑田﨑田﨑田﨑田﨑田﨑田﨑 正光正光正光正光正光正光正光正光

© SAKATA SEED CORPORATION 2013 2

アフリカへの参入アフリカへの参入アフリカへの参入アフリカへの参入アフリカへの参入アフリカへの参入アフリカへの参入アフリカへの参入
と展開と展開と展開と展開と展開と展開と展開と展開
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当社のアフリカビジネスは当社のアフリカビジネスは当社のアフリカビジネスは当社のアフリカビジネスは1950年代にさかのぼる年代にさかのぼる年代にさかのぼる年代にさかのぼる

1950195019501950年代年代年代年代 日本（横浜）からアフリカ向け輸出を始める日本（横浜）からアフリカ向け輸出を始める日本（横浜）からアフリカ向け輸出を始める日本（横浜）からアフリカ向け輸出を始める

1960196019601960年代年代年代年代 エジプト、南アフリカ等で代理店契約。エジプト、南アフリカ等で代理店契約。エジプト、南アフリカ等で代理店契約。エジプト、南アフリカ等で代理店契約。

1970197019701970
～～～～80808080年代年代年代年代 当社育成のキュウリ、スイカ、キャベツ、カリフラワー当社育成のキュウリ、スイカ、キャベツ、カリフラワー当社育成のキュウリ、スイカ、キャベツ、カリフラワー当社育成のキュウリ、スイカ、キャベツ、カリフラワー

などがアフリカ諸国で売上を伸ばす。などがアフリカ諸国で売上を伸ばす。などがアフリカ諸国で売上を伸ばす。などがアフリカ諸国で売上を伸ばす。

1990199019901990年年年年 Sakata Seed Europe B.V.Sakata Seed Europe B.V.Sakata Seed Europe B.V.Sakata Seed Europe B.V.（欧州統括拠点）設立。（欧州統括拠点）設立。（欧州統括拠点）設立。（欧州統括拠点）設立。
（その後2001年にフランスにEuropean Sakata Holdingを設立し、拠点機能移管）

1998199819981998年年年年 アフリカを、日本本社直轄から、アフリカを、日本本社直轄から、アフリカを、日本本社直轄から、アフリカを、日本本社直轄から、
欧州統括の商圏に移管。欧州統括の商圏に移管。欧州統括の商圏に移管。欧州統括の商圏に移管。

1999199919991999年年年年 MayFordMayFordMayFordMayFord SeedsSeedsSeedsSeeds（南ア代理店）を買収、（南ア代理店）を買収、（南ア代理店）を買収、（南ア代理店）を買収、
欧州統括下で東・南アフリカ地域の拠点とする。欧州統括下で東・南アフリカ地域の拠点とする。欧州統括下で東・南アフリカ地域の拠点とする。欧州統括下で東・南アフリカ地域の拠点とする。
（2008年 Sakata Seed Southern Africa (Pty) Ltd.に名称変更）
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アフリカ大陸：アフリカ大陸：アフリカ大陸：アフリカ大陸：
地下資源のみがポテンシャルではない。地下資源のみがポテンシャルではない。地下資源のみがポテンシャルではない。地下資源のみがポテンシャルではない。

総面積：総面積：総面積：総面積： 3,026万万万万km2

(USAの3.14倍、日本の80倍）

耕作地：耕作地：耕作地：耕作地： 約約約約225万万万万km2

(うちトウモロコシ、アワ、ソルガムで約1/3）

未開墾の未開墾の未開墾の未開墾の
耕作可能地：耕作可能地：耕作可能地：耕作可能地： 約約約約200万万万万km2

地球上の
未開墾耕作可能地の約45％に相当

潜在的農業生産能力は潜在的農業生産能力は潜在的農業生産能力は潜在的農業生産能力は
世界食糧供給の鍵世界食糧供給の鍵世界食糧供給の鍵世界食糧供給の鍵

USAの面積

出典： FAO STAT, World Bank

日本の面積日本の面積日本の面積日本の面積

また、多くの園芸作物の原産地でもある：また、多くの園芸作物の原産地でもある：また、多くの園芸作物の原産地でもある：また、多くの園芸作物の原産地でもある：
花）ガーベラ、インパチェンス、ゼラニウム、トレニア花）ガーベラ、インパチェンス、ゼラニウム、トレニア花）ガーベラ、インパチェンス、ゼラニウム、トレニア花）ガーベラ、インパチェンス、ゼラニウム、トレニア�

野菜）野菜）野菜）野菜） スイカ、オクラ、ソラマメスイカ、オクラ、ソラマメスイカ、オクラ、ソラマメスイカ、オクラ、ソラマメ�
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アフリカの人口と経済アフリカの人口と経済アフリカの人口と経済アフリカの人口と経済

人口：人口：人口：人口： 10億億億億3100万人万人万人万人
（世界の約14％）

人口増加率：人口増加率：人口増加率：人口増加率： 年年年年2.3%
(2001 – 2010年平均）

同世界平均： 年1.2%

同アジア平均： 年1.1%

同インド ： 年1.4%

実質実質実質実質GDP成長率：成長率：成長率：成長率： 年年年年5.3%
(2001 – 2009年平均）

56か国中26か国が「中所得国」*

出典： UN Population Division, Eurostat, World bank, OECD

中所得国

2025年までに
中所得国になると
予想される国

農産物内需も急速に増加農産物内需も急速に増加農産物内需も急速に増加農産物内需も急速に増加

* 世銀分類による中所得国 ($1,026 - $12,475 GNI per capita)

© SAKATA SEED CORPORATION 2013 6

園芸作物の生産需要も高まっている園芸作物の生産需要も高まっている園芸作物の生産需要も高まっている園芸作物の生産需要も高まっている

【【【【輸出輸出輸出輸出】】】】 野菜輸出量： 約700万t/年（推定）

– 年平均増加率 4.5%

– 主な輸出先：フランス、UK、ロシア、ドイツ、オランダ

出典： FAO STAT, UN Comtrade

【【【【内需内需内需内需】】】】 野菜消費量約6,000万t/年

– 年平均増加率 3.2%

アフリカの野菜生産量アフリカの野菜生産量アフリカの野菜生産量アフリカの野菜生産量

合計約合計約合計約合計約6,700万万万万t/年年年年

→ 年平均増加率 3.5%
（2005 – 2009年： 日本は▲1.6%)

 

その他

キャベツ
等

ペッパー

スイカ

タマネギ

トマト

アフリカの作物別野菜生産重量比率
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アフリカ園芸種子市場の地域別規模と特徴アフリカ園芸種子市場の地域別規模と特徴アフリカ園芸種子市場の地域別規模と特徴アフリカ園芸種子市場の地域別規模と特徴
• フランス語圏アラブ諸国

• 欧州消費地向け青果生産の
「スペイン代替地」

• フランス語圏サブサハラ

• 安価な固定種が多く使われ
ている

• 英語圏中心サブサハラ

• 農業適地が多く、欧州向け
輸出が増えている

• 環境・文化は中近東地域の一部

• アラビア語圏アラブ諸国

地域別に異なる地域別に異なる地域別に異なる地域別に異なる
アプローチが必要アプローチが必要アプローチが必要アプローチが必要

アフリカ卸売園芸種子市場アフリカ卸売園芸種子市場アフリカ卸売園芸種子市場アフリカ卸売園芸種子市場
約約約約€1.7億（約億（約億（約億（約204億円）億円）億円）億円）

アフリカ卸売園芸種子市場アフリカ卸売園芸種子市場アフリカ卸売園芸種子市場アフリカ卸売園芸種子市場
約約約約€1.7億（約億（約億（約億（約204億円）億円）億円）億円）

北西部北西部北西部北西部

約€6500万/78億円億円億円億円

西部西部西部西部

約€2000万/24億円億円億円億円

北東部北東部北東部北東部

約€3500万/42億円億円億円億円

東・南部東・南部東・南部東・南部

約€5000万/60億円億円億円億円

数字は当社推定
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北西部北西部北西部北西部（モロッコ、チュニジア、アルジェリア、西サハラ）

アガディール連絡事務所アガディール連絡事務所アガディール連絡事務所アガディール連絡事務所アガディール連絡事務所アガディール連絡事務所アガディール連絡事務所アガディール連絡事務所

欧州消費地向け野菜生産がスペインから南下欧州消費地向け野菜生産がスペインから南下欧州消費地向け野菜生産がスペインから南下欧州消費地向け野菜生産がスペインから南下
• 野菜輸出額平均成長率野菜輸出額平均成長率野菜輸出額平均成長率野菜輸出額平均成長率 年年年年23% (2007-2011)*

→→→→ 高付加価値が求められる魅力的市場に高付加価値が求められる魅力的市場に高付加価値が求められる魅力的市場に高付加価値が求められる魅力的市場に

2009年年年年 アガディール（モロッコ）連絡事務所始動アガディール（モロッコ）連絡事務所始動アガディール（モロッコ）連絡事務所始動アガディール（モロッコ）連絡事務所始動
北西アフリカの販促活動を実施中北西アフリカの販促活動を実施中北西アフリカの販促活動を実施中北西アフリカの販促活動を実施中

2009年年年年 アガディール（モロッコ）連絡事務所始動アガディール（モロッコ）連絡事務所始動アガディール（モロッコ）連絡事務所始動アガディール（モロッコ）連絡事務所始動
北西アフリカの販促活動を実施中北西アフリカの販促活動を実施中北西アフリカの販促活動を実施中北西アフリカの販促活動を実施中

当社活動方針当社活動方針当社活動方針当社活動方針

市場規模市場規模市場規模市場規模

約78億円

出典： UN Comtrade

ヨーロピアンサカタヨーロピアンサカタ((欧州統括）欧州統括）
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西部西部西部西部
（セネガル、ブルキナファソ、ベニン、カメルーン、
コートジボアール、ガボン、ガンビア、
ギニア、ギニアビサウ、リベリア、マリ、
モーリタニア、シエラレオーネ）

ヨーロピアンサカタヨーロピアンサカタヨーロピアンサカタヨーロピアンサカタヨーロピアンサカタヨーロピアンサカタヨーロピアンサカタヨーロピアンサカタ((欧州統括）欧州統括）欧州統括）欧州統括）欧州統括）欧州統括）欧州統括）欧州統括）

気候に恵まれた国もあるが気候に恵まれた国もあるが気候に恵まれた国もあるが気候に恵まれた国もあるが�

• インフラが未整備インフラが未整備インフラが未整備インフラが未整備

• 固定種が主流固定種が主流固定種が主流固定種が主流

• 経済、治安、政情が不安定経済、治安、政情が不安定経済、治安、政情が不安定経済、治安、政情が不安定

当面は拠点を置かず、フランスの欧州統括本部から、当面は拠点を置かず、フランスの欧州統括本部から、当面は拠点を置かず、フランスの欧州統括本部から、当面は拠点を置かず、フランスの欧州統括本部から、
各国代理店経由で営業各国代理店経由で営業各国代理店経由で営業各国代理店経由で営業

当面は拠点を置かず、フランスの欧州統括本部から、当面は拠点を置かず、フランスの欧州統括本部から、当面は拠点を置かず、フランスの欧州統括本部から、当面は拠点を置かず、フランスの欧州統括本部から、
各国代理店経由で営業各国代理店経由で営業各国代理店経由で営業各国代理店経由で営業

市場規模市場規模市場規模市場規模

約€2000万/24億円

当社活動方針当社活動方針当社活動方針当社活動方針
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北東部北東部北東部北東部（エジプト、スーダン、リビア）
ヨルダンヨルダンヨルダンヨルダン

中東連絡事務所中東連絡事務所中東連絡事務所中東連絡事務所

食文化、栽培環境が共通する食文化、栽培環境が共通する食文化、栽培環境が共通する食文化、栽培環境が共通する
「中近東圏」の一部「中近東圏」の一部「中近東圏」の一部「中近東圏」の一部

古くからスイカ、キュウリなどで古くからスイカ、キュウリなどで古くからスイカ、キュウリなどで古くからスイカ、キュウリなどで
当社がプレゼンスを持つ当社がプレゼンスを持つ当社がプレゼンスを持つ当社がプレゼンスを持つ

ヨルダンに連絡事務所を開設しヨルダンに連絡事務所を開設しヨルダンに連絡事務所を開設しヨルダンに連絡事務所を開設し
中東・エジプト市場開発、販促活動中。中東・エジプト市場開発、販促活動中。中東・エジプト市場開発、販促活動中。中東・エジプト市場開発、販促活動中。

ヨルダンに連絡事務所を開設しヨルダンに連絡事務所を開設しヨルダンに連絡事務所を開設しヨルダンに連絡事務所を開設し
中東・エジプト市場開発、販促活動中。中東・エジプト市場開発、販促活動中。中東・エジプト市場開発、販促活動中。中東・エジプト市場開発、販促活動中。

市場規模市場規模市場規模市場規模

約€3500万/42億円

当社活動方針当社活動方針当社活動方針当社活動方針



Copyright(C) 2013 JETRO, All rights reserved. 禁無断転載

© SAKATA SEED CORPORATION 2013 11

ケニア

東・南部東・南部東・南部東・南部
（ガーナ、トーゴ、ナイジェリア、チャド、中央アフリカ共和国、コンゴ、アンゴラ、ナミビア、ボツワナ、
南アフリカ共和国、スワジランド、レソト、ジンバブエ、モザンビーク、ザンビア、マラウイ、タンザニア、
ブルンジ、ルワンダ、ウガンダ、ケニア、ソマリア、エチオピア、エリトリア、ジブチ、マダガスカル）

サカタ・シード・サザンアフリカサカタ・シード・サザンアフリカサカタ・シード・サザンアフリカサカタ・シード・サザンアフリカサカタ・シード・サザンアフリカサカタ・シード・サザンアフリカサカタ・シード・サザンアフリカサカタ・シード・サザンアフリカ
サカタ・ヴェジェネチックサカタ・ヴェジェネチックサカタ・ヴェジェネチックサカタ・ヴェジェネチックサカタ・ヴェジェネチックサカタ・ヴェジェネチックサカタ・ヴェジェネチックサカタ・ヴェジェネチック
（トマト育種会社）（トマト育種会社）（トマト育種会社）（トマト育種会社）（トマト育種会社）（トマト育種会社）（トマト育種会社）（トマト育種会社）

農業適地が多く花・野菜の輸出も増加する成長市場農業適地が多く花・野菜の輸出も増加する成長市場農業適地が多く花・野菜の輸出も増加する成長市場農業適地が多く花・野菜の輸出も増加する成長市場農業適地が多く花・野菜の輸出も増加する成長市場農業適地が多く花・野菜の輸出も増加する成長市場農業適地が多く花・野菜の輸出も増加する成長市場農業適地が多く花・野菜の輸出も増加する成長市場

1999年に南アの種苗会社を買収し、年に南アの種苗会社を買収し、年に南アの種苗会社を買収し、年に南アの種苗会社を買収し、

欧州統括傘下で東・南アフリカを管轄欧州統括傘下で東・南アフリカを管轄欧州統括傘下で東・南アフリカを管轄欧州統括傘下で東・南アフリカを管轄

1999年に南アの種苗会社を買収し、年に南アの種苗会社を買収し、年に南アの種苗会社を買収し、年に南アの種苗会社を買収し、

欧州統括傘下で東・南アフリカを管轄欧州統括傘下で東・南アフリカを管轄欧州統括傘下で東・南アフリカを管轄欧州統括傘下で東・南アフリカを管轄

ケニア駐在員ケニア駐在員ケニア駐在員ケニア駐在員
野菜

切花
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東・南アフリカ諸国の輸出額合計東・南アフリカ諸国の輸出額合計((億億US$)US$)
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年

平
均

成
長
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年
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均

成
長

率
年

平
均

成
長

率
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21%

出典： UN Comtrade

当社活動方針当社活動方針当社活動方針当社活動方針

南アフリカ
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サカタグループの種子の生産拠点としても重要度を増す

会社概要会社概要会社概要会社概要

1931年創業、南アフリカ屈指の総合園芸種子会社

（野菜種子市場占有率 約２割）

1999年、育種・生産・物流・販売網を併せ持つ拠点として買収

所在地： 南アフリカ共和国、ハウテン州、ランセリア

従業員数： 約120名

販売品目： カボチャ、キャベツ、トマトなど野菜のほか、

花や芝・牧草種子および絵袋

Sakata Seed Southern Africa Pty Ltd. (SAF)
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気候条件に恵まれた地域を擁するが>

農園芸の事業化推進には農園芸の事業化推進には農園芸の事業化推進には農園芸の事業化推進には農園芸の事業化推進には農園芸の事業化推進には農園芸の事業化推進には農園芸の事業化推進には 「インフラ」と「自助能力」が不足「インフラ」と「自助能力」が不足「インフラ」と「自助能力」が不足「インフラ」と「自助能力」が不足「インフラ」と「自助能力」が不足「インフラ」と「自助能力」が不足「インフラ」と「自助能力」が不足「インフラ」と「自助能力」が不足

東・南アフリカの可能性と課題東・南アフリカの可能性と課題

1%

99%

19%

81%

人種別農家数比率人種別農家数比率

【【【【南アフリカの現状南アフリカの現状南アフリカの現状南アフリカの現状*】】】】

1994年アパルトヘイト撤廃後、白人大規模農家から黒人への土地配分政策開始

人種別農地所有面積比率人種別農地所有面積比率

10%

90%

人種別農業生産高比率人種別農業生産高比率

2012年時点で黒人農家数は全体の年時点で黒人農家数は全体の年時点で黒人農家数は全体の年時点で黒人農家数は全体の99％を占めるが、％を占めるが、％を占めるが、％を占めるが、
大部分が自給自足用栽培大部分が自給自足用栽培大部分が自給自足用栽培大部分が自給自足用栽培 ⇒⇒⇒⇒ 商業ベース生産には繋がっていない商業ベース生産には繋がっていない商業ベース生産には繋がっていない商業ベース生産には繋がっていない

黒人農家の割合 白人農家の割合

* South Africa’sDepartment of RuralDEvelopment and Land Reform, Agri SA等の調査より推定
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潜在市場掘り起こしには、潜在市場掘り起こしには、
BOPBOP層層**の支援が必要の支援が必要

農村黒人層の営農推進への課題農村黒人層の営農推進への課題農村黒人層の営農推進への課題農村黒人層の営農推進への課題

資金調達能力が不足資金調達能力が不足資金調達能力が不足資金調達能力が不足 生産ノウハウが不足生産ノウハウが不足生産ノウハウが不足生産ノウハウが不足

高品質商品の高品質商品の高品質商品の高品質商品の
安定生産技術指導安定生産技術指導安定生産技術指導安定生産技術指導

経営ノウハウが不足経営ノウハウが不足経営ノウハウが不足経営ノウハウが不足

農業経営リテラシー農業経営リテラシー農業経営リテラシー農業経営リテラシー
向上支援向上支援向上支援向上支援

金融機関等の金融機関等の金融機関等の金融機関等の
融資制度活用融資制度活用融資制度活用融資制度活用

資金面・ノウハウ面を合わせた総合的支援が求められる

*Base of the Economic Pyramid層層層層： 一人当たり年間所得が2002年購買力平価で
3,000ドル以下の階層であり、全世界人口の約7割である約40億人が属するとされる。
5兆ドル規模に達する極めて大きなポテンシャルを有する将来市場と捉えられている。
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Sakata Vegetable Institute （仮称）

総合的取り組みのビジネスモデル検証総合的取り組みのビジネスモデル検証総合的取り組みのビジネスモデル検証総合的取り組みのビジネスモデル検証総合的取り組みのビジネスモデル検証総合的取り組みのビジネスモデル検証総合的取り組みのビジネスモデル検証総合的取り組みのビジネスモデル検証

南アフリカ零細野菜農家への研修事業展開による
BOPビジネスモデルの可能性調査プロジェクトを実施予定

農村黒人層農村黒人層農村黒人層農村黒人層

特定非営利活動法人

プラネットファイナンスプラネットファイナンスプラネットファイナンスプラネットファイナンス

流通・加工
業者

指
導
料

指
導
料

指
導
料

指
導
料

当社当社当社当社
(本社・アフリカ現法)

政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関政府系金融機関
（ランドバンクなど）

技術指導技術指導技術指導技術指導 経営指導経営指導経営指導経営指導融資融資融資融資

契約契約契約契約

提
携
提
携
提
携
提
携

借り手への借り手への借り手への借り手への
研修委託研修委託研修委託研修委託
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南ア南ア南ア南ア南ア南ア南ア南アBOPBOPビジネス準備調査プロジェクトビジネス準備調査プロジェクトビジネス準備調査プロジェクトビジネス準備調査プロジェクトビジネス準備調査プロジェクトビジネス準備調査プロジェクトビジネス準備調査プロジェクトビジネス準備調査プロジェクト**

スケジュールおよび事業展開に向けた展望スケジュールおよび事業展開に向けた展望スケジュールおよび事業展開に向けた展望スケジュールおよび事業展開に向けた展望スケジュールおよび事業展開に向けた展望スケジュールおよび事業展開に向けた展望スケジュールおよび事業展開に向けた展望スケジュールおよび事業展開に向けた展望

* JICA 2012年公募「協力準備調査（BOPビジネス連携促進）」採択案件

時期時期時期時期 展望展望展望展望
2013年年年年2月月月月 JICAとの正式契約締結との正式契約締結との正式契約締結との正式契約締結
2013年年年年3月～月～月～月～’14年年年年12月月月月 可能性調査実施（パイロット評価等）可能性調査実施（パイロット評価等）可能性調査実施（パイロット評価等）可能性調査実施（パイロット評価等）
2014年年年年12月月月月 最終ビジネスモデルの確定最終ビジネスモデルの確定最終ビジネスモデルの確定最終ビジネスモデルの確定
2015年年年年 パイロット結果を元に、ハウテン、ノースウェパイロット結果を元に、ハウテン、ノースウェパイロット結果を元に、ハウテン、ノースウェパイロット結果を元に、ハウテン、ノースウェ

スト、リンポポ各州で本格事業化開始スト、リンポポ各州で本格事業化開始スト、リンポポ各州で本格事業化開始スト、リンポポ各州で本格事業化開始
2016年年年年 新興農家の多いムフマランガ、クワズー新興農家の多いムフマランガ、クワズー新興農家の多いムフマランガ、クワズー新興農家の多いムフマランガ、クワズー

ルーナタール、東ケープ各州に事業化展開ルーナタール、東ケープ各州に事業化展開ルーナタール、東ケープ各州に事業化展開ルーナタール、東ケープ各州に事業化展開
2017年年年年 南アフリカ全土に展開南アフリカ全土に展開南アフリカ全土に展開南アフリカ全土に展開
2018年～年～年～年～ 近隣諸国展開の実証試験近隣諸国展開の実証試験近隣諸国展開の実証試験近隣諸国展開の実証試験

アフリカ市場成長へのタネをまき、アフリカ市場成長へのタネをまき、アフリカ市場成長へのタネをまき、アフリカ市場成長へのタネをまき、アフリカ市場成長へのタネをまき、アフリカ市場成長へのタネをまき、アフリカ市場成長へのタネをまき、アフリカ市場成長へのタネをまき、
当社ビジネスの持続的な成長を目指す当社ビジネスの持続的な成長を目指す当社ビジネスの持続的な成長を目指す当社ビジネスの持続的な成長を目指す当社ビジネスの持続的な成長を目指す当社ビジネスの持続的な成長を目指す当社ビジネスの持続的な成長を目指す当社ビジネスの持続的な成長を目指す
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本プレゼンテーション資料には、株式会社サカタのタネの業績、戦略、事業計

画などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。

これらの将来的予測に関する記述および資料は過去の事実ではなく、発表時

点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予測です。

また経済動向、他社との競争状況、為替レートなどの潜在的リスクや不確実

な要因も含まれています。そのため、実際の業績、事業展開または財務状況

は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、為替レート、そのほか

の経済・社会・政治情勢などのさまざまな要因により記述されている将来予測

とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

将来予測について将来予測について将来予測について将来予測について


