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議事録：第 8回 海外事業展開事例研究会セミナー 

「アジアビジネス」 

～現地を知る、駐在経験者の目から見た現状報告！～ 

 

日時：平成 26年 9月 10日（水）研究会セミナー：14時～16時 50分  

交流会：16時 50分～17時 50分  

会場：横浜市民活動支援センター 4階会議室 

 

内容： 

 代表挨拶  海外事業展開事例研究会    代表  猪狩惇夫氏  （14時～14時 10分） 

 

今回の第 8 回研究会セミナーでは、基調講演を北邑様にお願

いしました。また現地の情報、現地で活躍されている方の身近

なアドバイス、生の声を事例研究としてご紹介します。県では

「神奈川県内の中小企業向け海外展開支援施策ガイド」を作成、

改訂しています。こちらには中小企業国際化支援連絡会議の構

成団体の情報が掲載されており、私共の支援メニューを含めた

様々な支援情報を一元的に検索できます。 

恒例の事例報告として、小野様にはインドネシアの現状やポテンシャル等、中野様にはベトナムの現

地企業の現状等を報告いただきます。その後、参加者からの質疑応答を交えたパネルディスカッション

で、海外進出の際に国・地域の選定の決め手等を探ります。また、売れるものづくりの活動のご紹介も

させていただきます。終了後には交流会もございますので、これを機に講師や参加者との交流を深めて

いただければと思います。 

 

 基調講演：  

神奈川県内の中小企業向け海外進出支援策と「海外展開支援施策ガイド」について 

神奈川県産業労働力 産業・観光部 国際ビジネス課 副主幹 北邑靖幸氏   

（14時 10分～14時 40分） 

 

ASEAN経済概況と神奈川県東南アジア事務所の活動 

ASEAN諸国の GDP成長率、失業率や投資額等のデータから読

み取れる各国経済の特徴として、 

シンガポール：日本文化ブーム、特に日本食、観光、アニメー

ション分野が伸びている。 

展示会やモノづくりはシンガポールからタイに拠点が移りつつ

あり、助成金等も手厚い。 

マレーシア：他の ASEAN 諸国と比較すると日本企業の進出は

少ない。市場は好調。 
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タイ：軍事政権の影響で、国内消費は落ちている。展示会は年々拡大し、ASEANでのモノづくりの

拠点としての地位を確立しつつある。 

フィリピン：人件費が安い。また所得格差が大きい。日本向け輸出企業の視察のアレンジを県で実

施。 

ベトナム：県としては今、ベトナムとの連携に力を入れているところ。 

カンボジア：人口、GDPともに他国と比較すると出遅れ感は否めない。 

ミャンマー：県としても友好交流を進めている。最近、企業からの問い合わせも増加中。 

 

神奈川県では、県内企業の販路拡大促進を主として、国内での投資環境セミナー、海外展示会への出

展支援や商談会の開催、海外投資環境調査ミッションの派遣、その他海外ビジネス情報の提供や貿易相

談、研修の実施など幅広い支援を実施しています。市場規模も大きく、人件費や生産コストも安価な東

南アジアは近隣国の製品需要が旺盛であり、今後もさらなる拡大が見込まれます。 

平成 25年度の「県内企業海外展開動向調査」によると、進出希望国としては、タイ、ベトナム、中国

が人気で、貸工場のニーズが高いのが特徴です。平成 23年度には「県内企業国際化支援プラットフォー

ム」を構築し、県内市町村・経済関連団体等との連携強化、神奈川県中小企業海外展開事例集の作成、

海外での主要な展示会で県内企業を PRするなど、きめ細かい海外販路開拓支援事業を実施しています。

また、県駐在員事務所の再編整備や民間金融機関等との連携も進めています。 

今後は「（仮称）神奈川インダストリアルパーク構想」をもとに、現地への単独進出が困難な中小企業

を中心に支援を進めていきます。7月にはベトナム政府とのMOUを締結、今後も支援パッケージを強化

していく予定です。「海外展開支援施策ガイド」では国、県、市、経済関係団体などが提供する 6分野 116

件の各種支援ツールを紹介しており、県の HPよりダウンロードが可能です。 

「神奈川県トップページ」 ⇒ サイト内検索 「神奈川県内の中小企業向け海外展開支援背作ガイド」

検索  http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f300586/ 

 

 事例報告 

インドネシアが注目されている、進出事例から読み解く 

ジェトロ新興国進出支援専門家 小野耕司氏  （14時 40分～15時 30分） 

  

本日は日本とインドネシアの歴史を振り返り、日本とインドネ

シアの関係や、日本企業がインドネシアに進出する際の要点を解

説します。2013 年の GDP は約 87 兆円、国民１人当たりの名目

GDPは 35万円、最近の経済成長率は年 6～7％、日本からの直接

投資額は約 5,000 億円で全体の 16％を占めています。ここ数年、

好調な内需向けを中心に進出ラッシュが続いており、日本からの

投資は国別で 7 年ぶりの首位になりました。政治的混乱やアジア

金融危機を経て、2004 年からのユドヨノ政権 2 期 10 年間で民主化と経済成長が進み、現在の経済規模

と成長スピードはマクロ的には日本の昭和 40年代と同様の右肩上がりの成長を示しています。 

インドネシアの人口は 2.5億人で半数強が 30歳以下の若い国です。温和で素直な国民性であり、歴史
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的にみても有数の親和国です。スハルト政権時代より、豊富な資源、安い労働力、大人口を抱えた市場

に合った日系企業が数多く進出し、外資規制による現地華人資本との合弁会社を設立するなど、自動車

関連産業を中心に発展してきました。現在ではジャカルタ東部の工業団地等に 1,763 社もの日系企業が

進出しています。 

インドネシアの社会的問題としては、都市部の慢性的な交通渋滞をはじめとした社会インフラやサプ

ライチェーンの脆弱性、汚職の蔓延等があります。また人口は多いものの、教育の欠如によりビジネス

ができる人材は不足しているという問題もあります。 

今後はインドネシア単独でなく、ASEANの拠点、世界のマーケットの拠点として捉える事が重要です。

また、外資 100％だけが進出形態ではありません。日本企業との合弁を希望している華僑も数多くあり

ます。将来的には、日本人駐在員を置かずに済む体制作りも視野に入れると良いと思います。最近は賃

金単価も上がっているため、以前ほどの割安感はない点も注意が必要です。 

JETRO では各企業の海外進出のステージに応じて、企業、JETRO、担当専門家の 3 者で、専門家に

よる新興国進出個別支援サービスを提供しているので、ぜひ活用して下さい。 

 

 事例報告 

ベトナムの産業市場、現地の製造業を知る  

JICA・三菱総研委託調査員 中野正也氏 （15時 30分～16時 20分） 

 

ベトナムでは工業化戦略を策定し、2020 年工業化に向け最も可

能性のある業種を「戦略 6業種」に指定し、その育成を図っていま

す。しかし、日本のように中流（部品）産業が十分に育っておらず、

中流・中小企業の育成が急務です。この分野の育成を強化し、ベト

ナムの産業全体を育成していく。これは日本の中小企業にとって大

きなチャンスとも言えます。 

近年、中国は低コスト生産基地としての魅力が薄れており、中国

から ASEAN への展開が目立ってきています。ベトナムはインフラ整備が急速に進展しており、中国、

タイとのアクセスが改善されつつあります。また、今後は裾野産業である部品・組立部門や食品産業の

成長に期待が高まっています。ベトナムはタイ・インドネシア等に続く拠点になる可能性があると言え

るでしょう。 

資金・労力が限られている中小企業が進出する際には小規模な貸工場の利用が有効です。工場建築等

の投資額を抑えることができる上に、ワンストップサービスにより、様々な進出・創業支援を受けるこ

とも可能です。ワンストップサービスが提供する支援の内容としては、投資許可証や労働許可証、商用

ビザ等の取得支援や金融機関口座の開設支援、採用・雇用契約書の作成支援、物流やネットワーク環境

の構築支援、法律相談等の専門家の紹介等、多岐にわたります。これらを有効に活用することで、進出

にかかる諸費用や労力を大幅に削減できます。 

ベトナム北部にはハノイとハイフォン間を中心に、国道沿線に主要な工業団地が集積しており、日系

企業向けに 500～1,500㎡程度の小規模な貸工場を保有している工業団地も多くあります。南部は、ホー

チミン市内を取り囲む形で各地に工業団地が拡大しています。Ba Ria-Vung Tau省では、大規模港湾開
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発と併せて、新たな工業団地建設が進んでいるほか、Nhon Trauh3工業団地では 100戸規模の日系企業

向け貸工場の建設が予定されています。 

JETROではベトナム北部、南部でそれぞれ 150社程度の優良企業リストを紹介しています。今後、中

小企業と現地企業が winwinの関係でより一層活躍できる場だと感じています。 

 

 パネルディスカッション  「海外進出の決め手は何か」 （16時 25分～16時 45分） 

モデレーター： 猪狩惇夫氏       

パネラー：  北邑靖幸、小野耕司、中野正也 各講師  

 

猪狩氏：（北邑さんへ）海外展開支援施策ガイドの入手方法は？ネッ

トで見られるのか？製本されたものを入手することは可能？ 

北邑氏：県庁のホームページからダウンロードが可能。毎年度 5 月

を目途に情報を更新している。 

猪狩氏：貸工場の現状は？ 

北邑氏：県では「神奈川インダストリアルパーク構想」を進め、ベ

トナム、ミャンマー両国に関心のある企業を中心に、現地の提携先

を探している。また、県内の中小企業のニーズも調査中。同時進行で、貸工場を持っている日系企業を

絞っている段階。 

 

猪狩氏：（小野氏へ）小野様は現在、8 社の海外展開支援を行っているそうですが、それぞれどのような

業種なのか？また、なぜ ASEAN諸国の中からインドネシアを選んだのか？選定理由は？ 

小野氏：１つは自動車用の特殊塗料メーカー。日本に納品している。提携先と合弁会社をつくる希望あ

り。来年 3月から創業開始予定。 

 

猪狩氏：セミナーを聴いて、ASEAN諸国では人の問題が大変だと思ったが。 

小野氏：大きく分けて 3 つの問題があると思っている。まず、人の問題。現地に駐在員が少ない。ワー

カーレベルの人材は大勢いるが、マネージメントを任せられる幹部候補人材は少ない。場合によっては、

現地の日本人をあたる必要もあるかもしれない。 

次に取引先の確保。とにかく取引先の探し方がわからないという声が多い。ネット等で探せばいくらか

出てくるが、自社の条件に合うものを探すとなると膨大な時間がかかる。 

3つ目にサプライヤーの問題。豊富な資源はあるが、（工業用の）材料がない。加工工業など、（資源を加

工するための）途中のプロセスがない。したがって、ものづくりをトータルで考えたら、今は中国が一

番良いのかもしれない。（インドネシアは）業種によっては大量発注できない工場も多い。田舎だと少量

生産に対応する工場もあるが、品質面は疑問。 

猪狩氏：ASEANで競争力の高い分野はあるか？ 

中野氏：ベトナムはオートバイ分野が盛んなので、オートバイ部品関係の技術は総じて高い。ただし、

加工を外注に頼んでも少量ロットは受け付けていないことも多いので注意が必要。 
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猪狩氏：（スライドの画像を見ながら）この工場は大手ですか？ 

中野氏：（各工場の規模は）設備を見学して分かるところもあるが、まずはサンプルを作らせて、品質や

生産量等を実際に確認することが大事。 

猪狩氏：（会場へ）今回のセミナーでは物流とリスクヘッジの話があまり出ていなかったので、「物流と

リスクの専門家」という観点からお話いただければと思います。 

 

日本ロジステック㈱ 代表取締役社長   

黒川 尚伍様 

個人的に今回の内容に興味があり、セミナーに参加した。弊社では香港に会社を設立し、次は何をする

か、検討中の段階。質問として、インドネシアは渋滞が多く、物流面では非常に苦労しそうだが、将来

的にはどうなのか？また物流部門の貸工場の現状について知りたい。 

小野氏：インドネシアの物流はパンク状態。ジャカルタの港もコンテナを置く場所すらない程の混雑ぶ

り。既存のジャカルタの港の 50㎞先に新しく港を建設することは決まっているが、時期は未定。 

空港も同様で、海・空とも物流は飽和状態。さらにはトラック輸送も通関も時間がかかり、サプライチ

ェーン全体で問題が山積み。空港とジャカルタ周辺は外環道路ができ、渋滞は多少緩和したものの、抜

本的な解決には至っていない。これらの問題から Just in timeの輸送が難しい。また大手が工業団地に

集中することで、物流も工業団地に集約されてしまい、自分たちの首を絞めるという状況になっている。

これらの問題もより難しさを増している。 

 

猪狩氏：日本から物流分野で進出して商機はあるか？ 

小野氏：インドネシアではジャワ島を横断する道路もまだ出来ていない。鉄道もしかり。インフラ面で

の課題は多く、これらは自社だけで解決できる問題ではない。 

中野氏：ベトナムはインドネシア程ではないが、全体的に道路のコンディションは悪く、積荷のコンデ

ィションにも影響することも多い。ただベトナムは海に囲まれていて、海上輸送のさらなる可能性があ

る。またホーチミン、カンボジア、プノンペンを通り、シェムリアップからタイ国境を越えてバンコク

まで約千㎞の舗装道路がある。（一国内での輸送のみならず）ASEAN 諸国を跨った活動や物流に乗り出

しつつある。 

 

猪狩氏：次に、リスク面でご意見を伺いたい。 

損害保険ジャパン日本興亜㈱ 企業営業企画部 海外グループ 課長  

沢崎 孝行様 

大変参考になりました。ありがとうございました。 

 

㈱シーク  取締役  

水谷 真司様 

弊社では 3D CADで設計のデータ作成とモデリングを行っている。今後は現地で 3Dデータを作成する

という流れになると予想しているが、今は現地のエンジニア不足で日本国内で行っている状況。現地の

エンジニアのレベル、育成の現状について知りたい。 
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小野氏：リスクについての話があったが、トヨタ、ホンダ、ダイハツなど大手日系企業が入っている工

業団地は洪水を受けやすい。こうした自然災害リスクはある。もう一つのカントリーリスクは労働組合

の問題。インドネシアでは日本の昭和 40年代のように組合が活発で、特に金属労協が過激である。さら

には税務関連のリスクもある。現地では、税金など、取れるところから取る。日系企業は狙われやすい

ので注意が必要。 

中野氏：まず、エンジニアの育成の現状について。ベトナムはハノイ工業大学を皮切りに各地の職業訓

練校を日本政府が支援し、日本の高専レベルの人材を育成するという取り組みを進めている。 

 

ライオン㈱ 薬事・品質保証部 開発・法規支援室 副主任部員 

田能村 真里様 

私は最近、国際部門に配置になったところで、本日のセミナーを聴いてこれから勉強をしていかなけれ

ばと感じた。 

 

北邑氏：なるべく早く現地に行き、生の情報に触れることが大切。また JETRO 等の情報も参考にして

ほしい。 

 

 

 横浜売れるモノづくり研究会 報告 

全日本製造業 世界コマ大戦 2015 開催のご案内 

渡邊智子氏  （16時 45分～16時 50分） 

 

 

 

 

 

交流会  （16時 50分～17時 50分） 

 

 


