
中小機構の国際化支援事業 
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中小企業基盤整備機構 
 

資料２ 



第４回会議において、新たに、日
本弁護士連合会、国際協力機構
（JICA)、財団法人海外産業人材
育成協会（ＨＩＤＡ）（旧海外貿易開
発協会（ＪＯＤＣ）+旧海外技術者研
修協会（ＡＯＴＳ））が参加 



 
 
 
１．情報収集・提供 
（１）中小企業が必要な情報をきめ細かく、分かりやすく提供：  
   セミナー等を２４年度は年間1400回、25年度末までに2,500回開催。海外展開の成功事例を収集し中小 
   企業にアドバイスを実施。食品産業の海外展開を促進するため各国の法規制などの情報収集・提供等 
（２）オール・ジャパンでの組織の壁を超えた連携：支援機関が支援内容を相互に共有、連携し包括的に支援 
 
２．マーケティング 
（１）商品開発やブランド化の支援： 海外における支援コーディネーターをコンテンツ、デザイン等の重点分  
                       野を中心に増強等 
（２）優れた製品・技術の海外ビジネス事業化支援：優れた製品・技術を持ちながら海外展開に手が届かない 
                       中小企業に対して、海外市場におけるビジネス機会の獲得を支援。 
（３）安全・安心等の信頼性の確保： 原発事故により輸入規制を行う国に対する働きかけや、在外公館等か 
                       ら正確な情報を発信等 
（４）海外バイヤー等の招へい及び国内展示会への出展： 23年度に招へいする海外バイヤーを拡充等 
（４）海外展示会への出展及び海外ミッションの派遣： 24年度に50回以上の海外主要展示会への出展を 
                       支援。在外公館施設を活用した商品展示会を支援 50 000件の商談 
                       支援と9 000件の成約を目指す等 
（５）インターネットを活用した新規市場開拓支援： 海外のインターネット販売サイトを活用し、消費者の反響、  
                       ネット販売の課題抽出等を実証 等          
３．人材の育成・確保 
（１）海外展開に対応できる人材の育成： 海外事業管理責任者や海外取引実務者等の研修を強化等 
（２）海外展開に必要な人材の確保： OB人材と中小企業のマッチングを行い、即戦力人材の確保を支援等 
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中小企業海外展開支援大綱の概要（１） 



４．資金調達 
（１）金融面の相談体制の充実：  
商工中金の国内外103カ所のサポートデスクで約3,000件の相談に対応等 
 
（２）資金調達の円滑化：  
海外主要銀行と業務提携し、ジャパンデスクの設置や現地通貨での資金調達を可能にする等 
 
５．貿易投資環境の改善 
（１）海外拠点設立のために必要な情報の提供 
関心が高い国・地域の都市約100カ所の投資コストを毎年調査し提供等 
 
（２）海外展開に伴う法務、税務、労務、知財保護、技術流出防止及び対外取引に係るリスク軽減
のための支援 
海外の法律事務所等と契約し、年10,000件の労務、知財等の相談に対応等 
 
（３）貿易投資環境の整備 
貿易投資の円滑化に必要な行政手続きの簡素化、制度の利便性の向上等貿易投資環境の整備 
 
（４）中小企業のニーズを踏まえた現地事業環境整備 
現地における安心サポートネットワークの構築、現地政府との関係構築、ＯＤＡも活用した現地ビ
ジネス環境整備 
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中小企業海外展開支援大綱の概要（２） 



国際化アドバイス・情報提供 
 

１．国際化アドバイス 
中小企業の依頼に応じ、中小機構の国別・分野別専門家を活用し、中小企業が国際化で抱える課題につ
いてアドバイス。 
相談企業の経営課題を把握した上で、海外展開の初期段階から実現段階まで、海外展開の可否、対象
国の選定、海外向け製品の開発・改良の必要性等、企業の経営支援の観点から必要・適切な情報提供、
アドバイスを実施。 

ⅰ．窓口相談（無料） 
海外展開において、人材、ノウハウ等で課題を抱える中小企業の経営相談を専門家による対面アドバイ
スにより実施。 実施場所は本部及び全国９地域本部。 
 

ⅱ．出張アドバイス（無料） 
同一国で３社以上の企業の相談を支援機関等が取りまとめた場合に、当該機関に専門家を派遣して相
談を実施。         ≪年間５０箇所程度、約１７０件実施≫ 

 

２．情報提供 
海外販路開拓、海外投資、生産委託など国際化の取組に対する啓発や国際化に有益な情報を提供。 

 

ⅰ．海外展開支援セミナーの開催（支援情報、成功事例などの紹介、個別相談の実施） 
ⅱ．ホームページによる情報提供（頻度の高い相談内容の提供） 

 

 
 



展示会を通じた海外への販路開拓 
事業概要 
海外への販路開拓を目指す中小企業を対象に海外展示会及び国内展示会への出展を支援（準備段
階から、出展後のフォローまで一貫支援） 

ⅰ．出展前の支援 
 ①海外展開販路のためのアドバイス 
 ②セミナーの開催（現地マーケットの状況、商習慣、規制、知財など情報提供） 
 ③販売促進資料やプレゼンテーション資料の作成支援 
 ④展示会への出展プラン作成  等 
 
ⅱ．出展時の支援 
 ①国内外の展示会現地での支援 

  展示会場に専門家・通訳を派遣し、海外企業、バイヤー等との商談を支援 
 

ⅲ．出展後の支援 
 ①成約に向けた契約内容・方法・貿易実務のアドバイス 

 ②海外市場ニーズに応じた製品改良などの支援 
 ③販売計画や体制の見直し  等 



事業計画策定支援事業（F/S  支援事業） 
 
１．事業概要 
 新規の海外展開支援事業として、海外事業展開計画策定のための海外現地でのF/S事業支援及びマー
ケット調査（生産拠点設置・販売先開拓）の実施を支援。支援企業と現地に精通した専門家、通訳等が同行し、
適宜アドバイス等を実施するとともに、F/S支援事業に必要な調査費用の補助を行う。 
 
２．支援内容 
 海外の候補地において、事業可能性を検証し、海外での新規事業、プロジェクトの事業化の可能性を調査 
⇒投資額、採算性、市場規模の把握 
①生産適地の工場設備、インフラ、労働力、関連産業、許認可、投資優遇策等 
②現地のマーケット、需要動向、消費動向、流通チャネルや代理店等 
③部品・材料の調達に必要な品質、納期、生産ロット、マネジメントレベル、技術力、製造原価等 
 

３．経費に関する支援 
 F/Sに関わる以下の経費の2/3を中小機構が負担。 
 ①市場調査等に必要な資料の翻訳に係る経費 
 ②現地調査に係る、企業所在地から海外現地までの往復の旅費及び現地での宿泊費 
 ③通訳に関する費用 
 ④市場調査（資料調査も含む）に関する経費 
 
４．調査方法及び体制 
 海外展開を希望する企業の担当者と中小機構の専門家がF/S支援事業の実施計画書を作成し、企業及び
専門家からなる調査グループを編成して現地調査を実施。 
 
 
 



国際化支援アドバイス実績（対象地域別比率推移） 
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地域別・業種別アドバイス件数（平成23年度） 

地域 件数 シェア 

関東 1,107 37.7% 
うち首都圏 (894) (30.4%) 
近畿 771 26.2% 
中部 341 11.6% 
九州 196 6.7% 
中国 194 6.6% 
北陸 134 4.6% 
東北 80 2.7% 
四国 51 1.7% 
北海道 33 1.1% 
沖縄 11 0.4% 
その他 22 0.7% 

合計 2,940 100.0% 

業種 件数 シェア 

製造業 1,893 64.4% 
卸売業 308 10.0% 
ｻｰﾋﾞｽ業 295 10.5% 
小売業 91 3.1% 
その他 353 12.0% 
合計 2,940 100.0% 



項目 内 容 シェア 

投
資
手
続 

進出プロセス・形態、 
用地選定 等 

1１.5% 

投
資
環
境 

現地マーケティング、外資対策、
租税制度、労働事情、インフラ等 

21.0% 

投
資
運
営 

経営・労務・生産管理、現地トラ
ブル、ビザ等 

10.7% 

投資小計 43.2% 

項目 内容 シェア 

国
際
取
引 

取引先の選定・調査、契約実務、法規
制・税制・会計処理、信用状・為替・保
険・通関、クレーム処理 

47.4% 

業
務
提
携 

技術供与、委託生産、委託販売、技術
導入等 

4.4% 

移転 
撤退 

移転・撤退手順 等 0.9% 

その他 4.1% 

総計 100.0% 

≪相談内容別のアドバイス≫ 
 

海外展開の内容では、海外販路開拓（国際取引）が４７％で、 
海外投資関係が４３％。 
       ※販路開拓が２００９年度に海外投資を超える 

分野別アドバイス件数 
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