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特集：双日の旗印

「希少資源の双日」、「アフリカの双日」――。
双日には、このように呼ばれるほど、確固たる強みを有する地域・事業が多くあります。
この特集では、「○○の双日」と呼ばれるような地域・事業の旗印を何本も掲げるがごとく、
強みのある分野に経営資源を投下し、一層の強化を図っていく双日の取り組みを紹介します。

～双日を象徴する事業や地域をいくつも作り上げ、持続的成長に向けた取り組みをもう一段進める～



双日の旗が何本もたなびく  世界を作っていきたい双日の旗が何本もたなびく 双日の旗が何本もたなびく  世界を作っていきたい双日の旗が何本もたなびく 
　双日の旗印となる強みのある分野。すなわち、その地域や事

業を知り尽くし、豊富なネットワークを有する分野では、他社に

先駆けた事業展開ができリスクも把握しやすいため、スピー

ディかつ効率的に収益基盤を強化していくことができます。

　双日を象徴する地域や事業をいくつも作り上げ、双日の存在

感を世界に示していく。こうした取り組みをこれまで以上に加速

させることが、持続的成長への近道になると考えています。

　世界中に双日の旗を何本もたなびかせるため、私たちは挑

戦し続けます。

代表取締役社長

加瀬　豊
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特集：双日の旗印

“

　双日は、タイにおける肥料事業や自動車販売事業をはじめ、インド
ネシアのLNG開発・生産事業、マレーシアでの木材事業、フィリピンで
のニッケル事業など、ASEANで強固な事業基盤を築いています。中で
も、戦後復興支援に多方面から尽力してきたベトナムでは、非常に強
力なポジションを確立しており、現在では肥料事業、製粉事業、港湾サ
イロ事業、発電事業、工業団地事業、チップ・植林事業など多岐にわた
る事業を展開しています。
　今後も一層強力なプレゼンスを発揮していくべく、ASEANでの取り
組みを加速していきます。

　サトウキビ由来のバイオエタノール生産量としては世界最
大級となる、ブラジルでのバイオエタノール事業。引き続き生
産能力のさらなる増
強を進め、世界規模
で急成長するバイオ
燃料市場における
供給力の拡大を図り
ます。

　無機化学品の基
幹原料として欠かせ
ない工業塩の取扱
いで、商社トップク
ラスの規模を誇る
双日。今般、インドで
工業塩や硫酸カリ
肥料の生産から販売までを手掛けるマリンケミカル事業に
進出し、事業強化を図っています。

ASEANの双日

バイオエタノールの双日 工業塩の双日



双日の旗が何本もたなびく  世界を作っていきたい 世界を作っていきたい双日の旗が何本もたなびく  世界を作っていきたい 世界を作っていきたい
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希少資源の双日
レアメタル、レアアースといった希少資源分野にお
ける日本のリーディングカンパニーとして、さらなる
成長に向けた取り組みを紹介します。

> P22

アグリビジネスの双日
確固たる強みを持つ肥料事業と、新たな挑戦である
農業事業。食料資源の増産確保という命題の下、双方
で推進する今後の積極的な事業展開を紹介します。

> P24

アフリカの双日
大きなポテンシャルを持つアフリカ。そのアフリカ
でトップポジションを目指す双日の今後の取り組み
を紹介します。

> P26

””

　1950年代に現地法人を設立して以来、中南米の拠点として積極的
に事業を展開してきたブラジル。業界トップクラスの取扱量を誇る鉄
鉱石のほか、圧倒的な世界シェアを有するニオブ（レアメタルの一
つ）生産会社への出資、サトウキビの栽培からバイオエタノール・砂
糖生産に至る一貫事業や、原油生産が実現した日本企業初の石油開
発事業など、多様な事業を展開しています。国営石油会社・ペトロブ
ラス社をはじめとする、現地の有力なパートナー企業との良好な関
係も活用しながら、引き続き双日ならではの事業の創造に注力して
いきます。

　双日は、インドネ
シアでメタノール製
造会社を経営して
おり、同社製品を中
心にアジア各国や
欧米に販売。全体の
メタノール取扱量
は年間100万トンにのぼります。今後は、機動力のあるデリバ
リーを強みとする同社の事業モデルを他地域でも展開して
いく計画です。

　双日では、20年以上の歴史を持ち、中長期にわたって安定
収益源となる電力事業を注力分野に位置付けています。
2011年3月期は、中
東地域で3つのIPP
案件に投資参画す
るなど、順調な成果
が上がっており、今
後も積極的な受注
活動に取り組んで
いきます。

ブラジルの双日

メタノールの双日 電力事業の双日

特
集
：
双
日
の
旗
印
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化学品・機能素材部門
化学品本部 資源化学品部長

舩橋　弘典

エネルギー・金属部門
鉄鋼・製鉄原料本部 合金鉄部長

塩田　和良

希少資源の双日希少資源の双日
  リーディングカンパニーの責務を全うすることで、

さらなる成長を遂げ、双日の名を
  世界に広めていきます”

“

特集：双日の旗印

■ 希少資源ビジネス展開マップ レアメタル レアアース

ニオブ
・ 世界1位のブラジルCBMM社へ
   2.5％出資
・ 対日取扱いシェア約80％
〈主な用途〉 
鉄鋼添加剤、超硬工具、レンズ、
電子分野での利用など

タングステン
・  中国以外の権益として貴重なポルトガ
ルのタングステン鉱山に100％出資

〈主な用途〉 
切削工具、携帯電話、電球など

モリブデン
・ カナダEndako鉱山へ25%出資
・ 対日取扱いシェア約30％
〈主な用途〉 
LNG船、自動車、鉄道車両用鉄鋼
添加剤、脱硫触媒など

レアアース
・  日本の需要量の約30％を
供給

〈主な用途〉 
EV、磁石、LED、研磨剤、
光ディスクなど

出典：日本鉄鋼連盟

■ 世界の粗鋼生産量推移
（億トン）
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クロム
・  南アフリカCrometals社
へ22％出資

・ カザフスタン産クロム輸入
〈主な用途〉 
メッキ、ステンレス鋼とし
ての工業製品への利用
など

バナジウム
・  世界3位の米国Stratcor社に
21%出資

・  南アフリカ、北米に生産拠点
〈主な用途〉 
鉄鋼添加剤、工具、耐熱鋼、化学・
電機分野での利用など

ニッケル
・  フィリピンCoral Bay Nickel
社へ18％出資
・ Le Nickel社へ2％出資
〈主な用途〉 
メッキ、変圧器、形状記憶
合金、触媒など

コバルト
・  フィリピンCoral Bay Nickel
社へ18％出資

〈主な用途〉 
ガラス、超高速度工具鋼、医
療分野での利用、磁石など



　レアメタル、レアアースといった希少資源分野に

おいて、双日の名前は世界でも抜群の知名度を誇

ります。国内トップクラスの取扱実績に加え、レアメ

タルでは主要な7品目の権益を保有するなど取扱

品目も幅広く、まさに揺るぎないポジションを築い

ているといっていいでしょう。

　双日は1970年代からこの業界を牽引し、顧客や

サプライヤーとの関係も非常に緊密です。顧客から

は、供給地が限定的であるが故に「レア」とも呼ば

れるこれらの品目を、自ら権益を保有し、長期にわ

たり安定的に供給し続けてきた実績や専門的なノ

ウハウを高く評価していただいており、過去、市況

が大きく変化する中でも販売先を拡大し、調達を続

け、ともに歩んできた歴史を背景に、サプライヤー

とも確固たる信頼関係を築いています。

　需給構造が特殊なこのマーケットにおいて双日

は、必要な量と幅広い品目を取り扱うことで需要と

供給とのバランスを取り、市場全体に価値を提供し

てきました。まさに商社としての機能を発揮してき

たと自負しています。

　希少資源市場は、今後も大幅な伸長が見込まれ

ています。高級鋼材に不可欠なレアメタルは、世界

の粗鋼生産の拡大と鋼材のハイエンド化の進展に

より、需要は一層伸びていくでしょうし、レアアースに

ついても電気自動車をはじめ、磁石や電子部品に不

可欠な原材料として需要拡大が確実視されます。

　こうした環境下、双日では安定供給体制の構築

を目指して、優良な上流権益への投資に力を入れ

ています。2011年3月期は、既存モリブデン権益の

拡張を開始したほか、2件の大きな意味を持つ新規

投融資を実施しました。

　一つは、レアメタルのニオブ。今回、年間約7万ト

ンのニオブを生産し、圧倒的な世界シェアを誇るブ

ラジルCBMM社に出資するとともに、長期引取契約

を締結しました。40余年の取引実績がある同社は

非常に信頼のおけるパートナーであり、双日が構築

した調達体制は極めて緊密なものとなっています。

　もう一つは、レアアースの資源開発を行う豪州ラ

イナス社への出融資です。この度、10年にわたり、

日本の消費量の約3割にあたる年間約8,000～

9,000トンのレアアースを長期調達する契約を締

結。世界の産出量の約9割が中国に集中し、安定供

給が特に課題となっているレアアースにおいて、供

給地域の分散化を図るこの取り組みの意義は絶大

です。

　既存権益についても、現在拡張工事を行ってい

るカナダ（モリブデン鉱山）では、生産量を6割程度

増やし、2012年には当社持分生産量を約2,000トン

まで引き上げる計画ですし、ポルトガルのタングス

テン鉱山では、操業効率の改善を行い増産する計

画を推し進めています。

　将来は、レアメタルでは例えばマンガン、レア

アースでは中希土類や重希土類といった各品目の

中で、まだ双日がNo.1となっていない領域にも積

極展開し、優良権益を積み上げていきたいと考えて

います。レアメタル、レアアースといった事業での前

進は、強みを持つ分野を一層強化していく双日の取

り組みを象徴していると思っています。今後も、リー

ディングカンパニーとして「安定供給を果たし続け

る」という使命を全うすべく、さらなる成長を目指し

て走り続けます。

40年来積み上げてきた、揺るぎないポジション

双日の使命は、安定供給とさらなる成長

“

“

”

”
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アルゼンチン
パンパ地帯

双日生産エリア

■ 南米農業事業展開地域

双日株式会社　  アニュアルレポート201124

アグリビジネスの双日
強みを拡充していく肥料事業と、新たな挑戦の農業事業、
いずれも双日を代表する事業にしていきます”“

特集：双日の旗印

生活産業部門
食料資源本部 アグリビジネス部長

森　真幸

■ 双日の肥料を使って生産される主な農作物

Thai Central Chemical Public Co., Ltd. 
・   主な用途：米、野菜（キャッサバ含む）、
   果物、ゴム、パーム
・  タイ国内 市場シェア：約40％
・  タイ国内 高度化成肥料総需要：
   約190万トン

（億トン） （億人）
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■ 世界の穀物消費量と人口

出典：農林水産政策研究所、国際連合

■ 東南アジア肥料事業展開地域

フィリピン

インドネシア

マレーシア

ミャンマー

タイ

カンボジア

ベトナム

ラオス

Atlas Fertilizer Corporation 
・  主な用途：米、コーヒー、果物、砂糖
・  フィリピン国内 市場シェア：約45％
・  フィリピン国内 高度化成肥料総需要：
    約53万トン

Japan Vietnam Fertilizer Company 
・  主な用途：米、コーヒー、野菜、胡椒、
果物、砂糖、ゴム

・  ベトナム国内 市場シェア：約30％
・  ベトナム国内 高度化成肥料総需要：
   約80万トン

双日の高度化成肥料販売エリア
※各国の市場シェアおよび高度化成肥料総需要は2009年データです（当社推計）。
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　世界人口の増加により、世界の食料需要、中でも

穀物需要は右肩上がりで伸長し続けています。食

用穀物はもちろん、新興国での食生活の変化を背

景に肉類消費量が急増し、飼料用穀物も需要が加

速度的な伸びを見せる反面、世界の耕地面積は広

がらず、食料需給は逼迫傾向にあります。

　こうした状況から、双日では食料を重要な資源と

捉え、食料資源の増産と確保をそれぞれ担う肥料

事業や農業事業のアグリビジネスを重点領域と定

めて積極展開を進めています。特に穀物の増産に

不可欠な肥料事業に圧倒的な強みを持つ双日に

とって、この領域で独自性を発揮し、さらなる成長を

果たしていくことは使命でもあります。アグリビジネ

スの中核となる肥料事業では、タイ、ベトナム、フィ

リピンに高度化成肥料の製造販売事業会社を持

ち、東南アジア最大規模の高度化成肥料生産能力・

販売ネットワークを構築してきました。高度化成肥

料は単肥に比べ収穫量の大幅増加が可能となるこ

とから、需要増加が著しい新興国における食料増

産に寄与します。双日の製品は各国の高度化成肥

料市場でトップシェアを確保していますが、これは

40年に及ぶ歴史だけでなく、ブランド力、すなわち

品質に対する信頼を堅持し続けてきたことによる

ものです。

　現在、この3ヵ国だけでなく、ミャンマー、カンボ

ジア、ラオスなどの周辺地域にも販売網を拡大させ

ています。さらに、今後の成長が見込めるインドネ

シアでは、将来の製造販売事業を目的として、現地

パートナーとともに2012年3月期中の流通販売事

業の開始を目指します。

　長年培ってきた「肥料の双日」の強みを発揮しなが

ら、もう一段のステップアップを果たしていきます。

　食料資源の増産に寄与する肥料事業に加え、食

料資源の供給に向けて、双日が新たにチャンレンジ

しているのが農業事業です。

　海外で大規模に農作物を生産・加工するビジネ

スは、天候や虫害などの外部要因の影響が大きく、

リスクをマネージしにくいことから、総合商社がこ

れまで本腰を入れてこなかった領域です。しかし近

年では、天候保険の活用や、リースによる農地の地

域分散、農作物の品種改良の技術進歩など、状況

は大きく変わりつつあることから、双日では食料資

源分野の上流である、農業事業に進出しました。

　2011年3月期にアルゼンチンで現地法人、双日ブ

エナスティエラス・デル・スール社を設立し、本格的

に農業事業をスタートさせました。双日がアルゼン

チンで展開することを決めたのは、優良パートナー

と出会えたこと、そして外国企業への参入規制が少

なく、農地リース市場が発達していることなどの

メリットがあったからです。飼料用としても飛躍的な

需要拡大が見込まれる大豆を中心に、トウモロコ

シ、小麦、ひまわりなどを生産し、日本をはじめアジ

ア諸国向けに輸出していくビジネスを展開してお

り、現在では生産、出荷ともに順調な成果を収める

など、将来の拡大に向けて手応えを感じています。

　今後は、十分な収益貢献を果たす事業に育て上

げるべく、現在の1万1千ヘクタールの農地から、

5年後には約30万ヘクタール、収穫量でいえば100

万トン程度まで一気に拡大させ、市場でも確固た

るポジションを築いていく計画です。

　当面は、成長余力が大きく、双日が強みを持つア

ルゼンチンやブラジルといった南米での拡大を計

画していますが、将来はアフリカなどでの展開も検

討していきたいと思っており、農業事業の育成に向

けて夢は膨らみます。

東南アジアの農業を支える双日の肥料事業

食料資源の安定供給を目指し、農業事業に挑戦

“

“

”

”
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■ アフリカにおける事業展開

双日の拠点
輸出入取引など
投融資案件

♦バーミキュライト取引 
   （南アフリカ）

♦プラント機器取引
      （アルジェリア、ナイジェリア）

●木材チップ製造・輸出
    （モザンビーク）

●原油生産（ガボン）

●原油生産（エジプト）

♦完成車販売
アンゴラ、エジプト、ギニア、ジブチ、
ジンバブエ、セネガル、ナイジェリア、
マリ、南アフリカ、モーリシャス、
モザンビーク向け

♦製鉄プラント機器取引
   （南アフリカ）

●フェロクロム生産販売
  （南アフリカ）

♦ セメントプラント建設
     （アンゴラ）

アルジェ

トリポリ
カサブランカ

セネガル

ギニアビサウ

モロッコ

チュニジア

モーリタニア

アルジェリア リビア エジプト

ギニア
アブジャ

ラゴス

ルアンダ

ヨハネスブルグ

カイロ

♦カニ輸出販売
   （ナミビア、アンゴラ産）

その他の事業展開
♦ 家電部材取引（エジプト）
♦ 蚊取り線香原料取引（タンザニア産）
♦ ベアリング取引（エジプト、南アフリカ）
♦ 建機用・乗用車用タイヤ販売（南アフリカ）
♦  バナジウム・プラチナ等金属資源取引
（南アフリカ）　　　　　　　　　など

ナイジェリア

ガボン

アンゴラ

ボツワナ

ジンバブエ

南アフリカ

モザンビーク

タンザニア

ケニア

エチオピア

ナミビア
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常務執行役員
中東・アフリカ総支配人

佐古　達信

アフリカの双日
この大きなポテンシャルを持つアフリカで
トップポジションになるべく、これまでに培ってきた
豊富な人脈を活かし、将来の収益源を創出していきます”

“
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♦肥料原料取引
    （モロッコ産）

南スーダン
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特
集
：
双
日
の
旗
印

　双日は、1890年代のエジプトからの綿花輸入を

皮切りに、1923年には日本の商社として初めてエ

ジプトに出張所を開設するなど、早くからアフリカ

での事業展開を進めてきました。アンゴラでの石油

開発やファイナンス供与による内戦からの復興支

援をはじめ、ケニアでのパイプライン整備、南アフ

リカでの資源開発など、産業自体の育成に寄与す

る事業を通じて、豊富な人脈を形成してきており、

特にアンゴラやナイジェリアなどでは、政府関係者

や国を代表するパートナー企業とも強力な信頼関

係を構築しています。

　一方、今後のアフリカ市場を展望すると、2050年

の人口は現在の約10億人から約20億人に倍増し、

世界人口に占める割合も約15%から約25%まで急

成長することが見込まれるなど、その将来性は極め

て高いものがあります。しかしながら、アフリカ各国

のカントリーリスクは高く、課題も少なくありません。

　双日では、こうした優位性や事業環境を踏まえ、

アフリカを「中長期的に取り組む市場」と位置付け、

早期の収益貢献が可能な案件の発掘や将来の収

益源の創出に取り組んでいます。これまで2回にわ

たってアフリカに戦略要員＊を派遣してきました

が、さまざまな新規案件の可能性も出てきていま

す。2011年4月には、こうした案件の具体化を加速

させるべく、3回目となる戦略要員の追加派遣を

行っており、それぞれの国において、優良パート

ナーの発掘や連携強化といった「パートナー戦略」

の深掘りに着手しています。
＊  各営業部門から選抜された人材で、それぞれ個別案件の開発や営
業基盤構築などのミッションを担う。

　名実ともに「アフリカの双日」と認識されていくた

めには、「当社が強みを持つ事業」と「パートナーを

含めた強みを発揮できる国」とを掛けあわせて、

One of themを抜け出すための規模と収益力を持

つ優良事業を開拓していくことが重要です。また、

これまで私たちが取り組んできたように、事業を通

じた社会貢献ともなるべく、各国の産業活性化を促

進する事業展開が肝要だと思っており、そのポテン

シャルを考慮すると、インフラや資源・エネルギー、

さらには内需の取り込みなども視野に入れた展開

に注力しています。

　事業の新規開拓は容易ではありませんが、これ

までに日々積み重ねてきた活動は、着実に成果を

上げつつあります。モザンビークのチップ事業は

2012年3月期中の始動に向けて準備が順調に進ん

でいるほか、肥料事業や農業・食料事業をはじめ、

エネルギー事業などについても、パートナー企業と

の連携を深めながら事業構築を進めているところ

です。

　事業開拓において私が重視しているのは、一つ

の事業を単体で捉えるのではなく、それぞれの事

業を有機的に連携させ、双日のあらゆる機能を発

揮したアプローチです。例えば、ガス権益の案件が

あった場合、権益の視点だけで取り組むのではな

く、LNG事業、肥料プラント事業、電力事業などにも

派生するような展開が必要なのです。双日では商品

ごとに部門制を敷いているので、私をはじめとする

地域・拠点でマネジメントを担う人間が、地場に根

付き、これらの事業を地域として束ねていくことで

ビジネスチャンスを拡大していかねばなりません。

　双日は確固たる強みを持つこのアフリカで、トッ

プポジションの獲得に向け、将来の収益源の創出

にまい進していきます。

優良パートナーとの連携が、双日の強みに直結する

事業を有機的に捉え、ビジネスチャンスを拡大させる

“

“ ”

”




