
　本節では、まず我が国のサービス貿易やサービス業
の対外直接投資の現状と課題について、ドイツや韓国
等との国際比較の観点から概観する。その上で、近年
活発化しつつある我が国サービス業の新興国を中心と
した海外事業活動について、事例を用いながらその特
徴を概観することにより、我が国サービス業が独自に
培ってきたノウハウやブランドといった無形価値に基
づく「知のサービス業」の海外展開状況と戦略、そし
てその将来展望について示す。

　また、こうした「知のサービス業」をはじめとした
サービス業の海外事業活動の進展により、空洞化が懸
念される我が国国内経済に対し、貿易、雇用、消費投
資等の側面からどのような影響や効果を及ぼしうるか
について示すとともに、製造業等他業種の国際競争力
にどのような相乗効果を与えうるかについて示す。更
に、現状で我が国製造業に起こっている構造変化を概
観することにより、我が国製造業にとってのサービス
の強化の在り方について示す。

第3節 サービス業の海外事業展開に向けて

　ここでは、我が国のサービス貿易の現状を確認する
ため、サービス貿易の支払・受取（GDP比）、サービ
ス収支（GDP比）について、他の主要国、特にドイツ、
韓国との比較を通して概観する。また、サービス業の
対外及び対内直接投資残高（GDP比）の推移をみる
ことで、今後の課題について示す。

（1）サービス貿易等の国際比較
　まず、我が国のサービス貿易についてその水準の
GDP比を国際比較してみたい。我が国のサービス貿
易のGDP比はこれまで拡大基調で推移してきたが、
米国、英国、ドイツと比べ規模が小さい。特に受取の

GDP比については緩やかながら上昇傾向にあるもの
の 2010 年で 2％であり、英国の 10％強、韓国の 8％、
ドイツの 7％強と比べ、低い水準にとどまっており、
主要国中最低のレベルである。また、支払のGDP比
については、我が国は 2010 年で 3％であり、韓国の
9％、英国やドイツの 8％と比べ低い水準で推移して
いる（第 3-3-1-1 図）。

（2） 黒字化する我が国アジア向けサービス収支の
現状

　次に、我が国のサービス収支の動向についてみてみ
たい。我が国のサービス収支は、2005 年まではアジ
ア向け、EU向け、北米向けのいずれもが赤字であっ
た。しかしながら、近年はアジア向けが黒字に転じ、
かつ、その黒字が拡大基調である一方、EU向けは若
干の黒字、北米向けは引き続き赤字で推移しているの
が特徴である（第 3-3-1-2 図）。
　アジア向けが黒字化した主因は、「特許等」の黒字
が拡大したことに加え、「その他営利業務サービス等」
が黒字に転じたことによる（第 3-3-1-3 図）。「その他
営利業務サービス等」については、特に商社等による
「仲介貿易等サービス」の拡大が主因と考えられる他、
法務、会計、研究開発等からなる専門技術サービスが
アジア向けに拡大したことによるものと考えられる。
　また、対日観光客数の拡大に伴い、「旅行収支」の
赤字が縮小傾向であることもこれに寄与している。

1．我が国のサービス貿易の現状と見通し

第 3-3-1-1 図
各国のサービス貿易の受取額・支払額の推移
（1985~2010）

備考： 上記は、各国の絶対額を 1985、90、95、00、05、10 暦年と右上に
かけてプロットさせたもの。なお、中国に香港は含まない。

資料：（財）国際貿易投資研究所「国際比較統計」から作成。
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（3） 我が国とドイツ・韓国のサービス貿易等に関
する比較

① ドイツとの比較
　サービス受取について業種別でドイツと日本を比較
してみる。ドイツは輸送（世界 2位）、通信（同 4位）、
情報（同 3位）、その他営利業務サービス（同 3位）
をはじめとして、BtoB のサービス受取において、世
界の上位に位置していると言える（第 3-3-1-4 表、第
3-3-1-5 図）。ドイツは、製造業や財貿易のみならず、
BtoB のサービス貿易の国際競争力も高いと言える。
　他方、我が国は、特許等（同 2位）、海上輸送（同
3位）、その他営利業務サービス（同 6位）に限って
は比較的上位に位置づけているものの、それ以外は過
小な水準となっている（第 3-3-1-4 図）。我が国にお
いても、独自のノウハウやブランド、スキルといった
無形価値を強みとする創造的なサービス業（以下「知
のサービス業」とする）の海外展開を強化させること
を通じて、サービス貿易を拡大させていくことが求め
られる。

　なお、ドイツのサービス受取は、いずれも高い水準
で推移しているが、とりわけ顕著に拡大しているのが、
「その他営利業務サービス」である（第 3-3-1-5 図）。
そこで、「その他営利業務サービス」について我が国
と日本の違いをみてみたい。まず構成内容に違いがみ
られる。ドイツではその 8割が「その他業務・専門技
術サービス」であるのに対し、我が国では「仲介貿易・
その他貿易関連」がその 7割を占めており、「その他
業務・専門技術サービス」の占める割合が低いことが
特徴である（第 3-3-1-5 図）。ドイツに比べて、法務、
会計、研究開発等の専門技術サービスの受取額が劣っ
ていると言える。我が国においても同受取額は 10 年
間で 2倍近く拡大しているものの（ドイツはこの間 3
倍以上の伸びで推移している）、我が国製造業等の海
外展開拡大に合わせて、これを更に拡大させていく余
地があると言える。

第 3-3-1-3 図
アジア向けサービス収支（項目別）の推移

備考： 上記は過去 4四半期の移動平均。「その他営利業務サービス等」は、
「仲介貿易・その他貿易関連」、「オペレーショナル・リース」、「その
他業務・専門技術サービス」が含まれる。

資料：財務省「国際収支統計」から作成。
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資料：OECD stat から作成。

第 3-3-1-5 図
ドイツと日本の「その他サービス」の内訳
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第 3-3-1-4 表
日独韓の業種別のサービス受取（2010 暦年）

（億ドル）

ドイツ 日　本 韓　国
B to B 　 　

○輸送 575（ 2 位） 389（ 3 位） 380（ 4 位）

　 海上輸送 280（ 1 位） 275（ 3 位） 278（ 2 位）

　 航空輸送 138（ 2 位） 21（14 位） 40（ 7 位）

○情報 163（ 3 位） 10（26 位） 2（38 位）

○特許等 143（ 3 位） 266（ 2 位） 31（10 位）

○営利業務等 745（ 3 位） 425（ 6 位） 139（20 位）

○通信 54（ 4 位） 7（23 位） 7（21 位）

B to C 　 　

○旅行 345（ 6 位） 132（16 位） 97（27 位）

○文化興業 10（ 8 位） 1（27 位） 6（11 位）

○サービス受取計 2,378（ 3 位） 1,415（ 6 位） 827（16 位）
資料：（財）国際貿易投資研究所「国際比較統計」から作成。

第 3-3-1-2 図　主要地域向けサービス収支の推移

備考：上記は過去 4四半期の移動平均（四半期ベース）。
資料：財務省「国際収支統計」から作成。
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①サップ（SAP）
≪企業概要≫ 
・設立は 1972 年で、全世界の売上高は約 1.8 兆円・従業員数は約 5万人。
・SAPは世界で第 3位のソフトウェア企業であり、その上にはマイクロソフト・オラクルが並んでい
るが、企業向けのエンタープライズ（ERP）ソフトウェア市場においては、金額ベースで世界シェア
の 23％を占め第 1位。 

≪サービス内容≫ 
・SAPのシステムは、「会計システム」「物流システム」「販売システム」「人事システム」などの企業
の業務単位で区分けされている上、それぞれのシステムのデータのプロトコルが一元化されているた
め、各システムの情報を連携させた分析が可能となっている。

・業務システム（基幹システム）以外にも、CRM, SCM, PLMといった分野にもソリューションを提供
していたり、大企業向けのシステムから中堅中小企業をターゲットにしたソリューションを提供。

②ヘッドリッチ（HEDRICH）
≪企業概要≫ 
・HEDRICHは 1963 年に設立された企業で、真空状態を活用した工作機械の製造・開発・サービスを
提供しており、従業員数は全世界で 290 名。

・30 か国を超える世界各国の代理店とスイス、中国、及び米国に設立した子会社を通じて、世界規模
の流通システムサービスを展開。

≪サービス内容≫ 
・真空関連機器の設計・製造・組み立て・品質試験・アフターサービスに関連したサービスを提供。
・また、応用研究所を新設し、顧客に対して企画段階から対応。

③テュフラインランド
≪企業概要≫ 
・テュフラインランドは、グローバルに技術サービスを提供する世界有数の第三者認証機関。
・1872 年にドイツのケルンで設立され、現在は 65 か国に 500 の拠点があり、従業員数は 16,000 人、年
間売上高は 14 億ユーロにのぼる。

・売上げの構成比としては、ドイツ国内が全体の約 5割、アジアが約 2割、その他欧州が約 1.5 割、米
国が約 1.5 割。

≪サービス内容≫ 
・産業用装置や製品、サービスの検査を手がけている。
・また、プロジェクト管理や企業のプロセス構築もサポートしているほか、専門的なトレーニングも実
施している。こうしたサービスは、テュフラインランドの認定ラボや試験設備、教育センターのグロー
バルネットワークによって支えられている。

④ローランド・ベルガー
≪企業概要≫ 
・ローランド・ベルガー（Roland Berger Strategy Consultants）は、ドイツ・ミュンヘンを本拠とする、

ドイツの B to B サービス企業の事例
コラム

13
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ヨーロッパで最大の経営戦略コンサルティング会社。1967 年に設立され、現在、世界 35 か国に 47
のオフィスを展開し、2,500 人以上のコンサルタントを擁している。

・創業者のローランド・ベルガーは、ドイツをはじめEU経済圏にて最も影響力を持つビジネスパーソ
ンの一人。独シュレーダー首相（1998～2005）の経済相要請を断り、その後 7年間に渡り側近として
アドバイザリーを務めた他、ビジネススクール INSEADのボードメンバーやソニー、フィアット、
ドイツ銀行、ブラックストーン・グループ、FCバイエルン・ミュンヘン等、様々な業界でアドバイ
ザリーボードを務めていることでも知られる。

≪サービスの特徴≫
・「長期的な視野」：米国のように短期的に利益を追う株式至上主義でなく、長期的、安定的な経営を実
現している。

・「多様性」：様々な国・文化・宗教が集まっている欧州で、企業経営を行っていくために多様な文化・
価値を尊重していく考えが根付いている。

② 韓国との比較
　続いて韓国との比較についてみてみたい。韓国政府
は、サービス業の海外進出促進とこれを通じたサービ
ス収支赤字改善のため、2010 年に「サービス業海外
進出活性化方策」を策定している。具体的には、「海
外進出支援体系の整備」として、海外進出戦略指導の
準備やKOTRAの海外進出支援機能の拡大等を図っ
ている。また、「海外進出支援制度の強化」として、サー
ビスR＆D支援拡大、中小企業のインターンを通じた
輸出企業人材育成等を図っている。「サービス専門人
材の海外進出基盤拡大」として、海外就業教育及び事
後管理の強化や国家間資格相互認証の拡大等を図ると
している（第 3-3-1-6 図）。

　韓国において、こうした戦略が実行に移される中、
非製造業の対外直接投資の対GDP比を日本と韓国で
比べてみると、2006 年以降 2010 年まで韓国の方が日
本よりも高い数値で推移していることが分かる。とり
わけ、鉱業や卸売小売業、サービス業、不動産業等に
ついては、韓国が我が国より上回る傾向にある。（第
3-3-1-7 図、第 3-3-1-8 図）
　我が国としても、韓国のサービス業の積極的な海外
展開支援について成功事例については学ぶべきであろ
う。これらを参考としつつも、今後我が国独自の支援
体制を構築し、サービス業の海外展開の実績を向上さ
せていくことが求められている。

“サービス海外進出活性化方案” の範囲
－　 2010 年に韓国政府は、“サービス海外進出活性化方案” を策定し、サービス産業の海外輸出・投資・人材育成の活性化のための関連制度
及び支援政策の方向性を示した。

－　 この背景としては、既存の輸出拡大方案は製造業中心の対策で、サービス業の特性を反映するには限界があったためである。このため、
海外進出の促進のための対策を総合的・体系的に提示した。

－　推進課題
　　1．海外進出支援体系の整備
　　 海外進出戦略指導の準備 ：地域別・国家別のサービス海外進出戦略指導を準備
　　 KOTRA の海外進出支援機能の補完 ：KOTRA 本部の海外進出支援センター／進出情報システムの機能強化
　　 WTO/FTA を通じた海外市場の拡大 ：WTO/FTA によるサービス市場開放と国内人材の進出拡大
　　2．海外進出支援制度の強化
　　 輸出金融の拡大 ：サービス輸出企業に対する与信拡大／文化輸出保険の支援規模拡大
　　 サービスＲ＆Ｄ支援の拡大 ：医療・観光・コンテンツのＲ＆Ｄ／製品＋サービスの複合商品開発の重点化
　　 中小企業のインターンを通じた輸出企業の人材育成 ：国際的な人材と中小企業とのインターンを通じたマッチング
　　 海外マーケティング支援の拡大 ：中小企業のマーケティング支援／海外進出コンサルティングのクーポン
　　 ODAと連携した海外進出基盤の造成 ：ODA事業の全テーマと連携した支援／事業終了後の専門家派遣の推進
　　3．サービス専門人材の海外進出基盤の拡大
　　 海外就業のための雇用サービスの改善 ：海外の就業斡旋機関との協力／KOTRA と海外就業総合情報網との連携
　　 海外就業教育および事後管理の強化 ：既存の海外研修機関を大型教育機関（大学等）を中心に拠点化
　　 国家間資格相互認証の拡大 ：専門性と技術力を持った人材の交流を促進

資料：韓国知識経済部HPから作成。

第 3-3-1-6 図　韓国政府の「サービス業海外進出活性化方策（2010 年）の概要
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（4） 我が国のサービス業の対外及び対内直接投資
残高の推移

　続いて我が国のサービス業の対外及び対内直接投資
残高をGDP比で国際比較してみたい。我が国の製造
業の対外直接投資残高のGDP比は、英国よりは小さ
いがフランスと同等で、ドイツ、米国、韓国より大き
い。一方、我が国のサービス業の対外直接投資残高
GDP比は、フランス、英国、ドイツ、米国に比べる
と低水準と言える。我が国の対外直接投資残高GDP
比は、国際的にみると製造業に偏っている傾向にある
ことから、今後は製造業だけでなく、サービス業の対

外直接投資を一層拡大させていくことが課題である
（第 3-3-1-9 図）。
　次に対内直接投資残高についてGDP比でみると、
製造業もサービス業も主要国に比べて低水準である。
欧米主要国のみならず、韓国よりも製造業、サービス
業ともに低水準となっている。とりわけサービス業に
おける主要国との格差が大きいと言える（第 3-3-1-
10 図）。

第 3-3-1-7 図
日本の非製造業の対外直接投資の内訳と推移（対名目
GDP比）

資料：日本銀行・財務省「国際収支統計」から作成。
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第 3-3-1-8 図
韓国の非製造業の対外直接投資の内訳と推移（対名目
GDP比）

資料：韓国輸出入銀行ＨＰから作成。
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第 3-3-1-9 図

主要国における製造業及びサービス業の対外直接投資
残高のGDP比の推移
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上にかけてプロットさせたもの。またサービス業は、製造業、農業、
鉱業以外の産業の合計を指す。

資料： （財）国際貿易投資研究所「国際直接投資マトリックス（2011）」か
ら作成。

備考： 上記は、各国の絶対額を 00、05、06、07、09（又は 08）暦年と右
上にかけてプロットさせたもの。

資料： （財）国際貿易投資研究所「国際直接投資マトリックス（2011）」か
ら作成。
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　我が国の消費者は、世界で最も商品の選択基準が厳
しいと言われているが、こうした厳しい国内消費者に
鍛えられることで、我が国サービス業企業が提供する
サービスの質は向上してきた。我が国サービス業企業
は、こうして国内で培ってきた独自のノウハウを活か
して海外展開を進めている。海外展開に当たって我が
国サービス業企業は、現地化を進めつつも、コアとな
る部分に関しては我が国で提供しているサービスと同
様のものを海外に提供して成功を収めている。
　以下では、我が国独自のノウハウやブランドといっ
た無形価値に基づく「知のサービス業」の海外事業活
動の先駆的な事例を概観していく。

（1）物流産業の海外事業展開
① 我が国物流市場の動向
　国内の宅配便取扱個数の推移をみると 2007 年を
ピークに以降、ほぼ横ばい傾向で推移している。1990
年代から 2000 年代の成長に比べれば国内の宅配便事
業の成長も鈍化し始め、国内宅配便市場の成熟という
側面がうかがえる。しかしながら、急成長するネット
通販の拡大など、消費行動が変化している時代でもあ
り、国内宅配便市場の成長の可能性も十分に考えられ
る（第 3-3-2-1 図）。

　一方で、国内企業のマーケットがアジアを中心とし
た海外で急拡大しており、アジア、特に中国の市場開
拓が急がれている。中国当局によると、2010 年の中
国の宅配便の取扱量は 24 億個と 2006 年に比べ倍増
し、米国、日本に次ぐ世界第 3位の市場となった。背
景としては、我が国と海外との間で、モノの流通が頻
繁になってきていることが挙げられる。経済のグロー
バル化が進む中、様々な産業、業種が海外事業展開し
ており、それらを支える高品質な物流サービスを提供
するため、日系物流事業者の海外事業展開への動きが
加速している。特に中国を中心とするアジア地域の著
しい経済成長を背景に、彼らの生活水準が向上し、よ
り質の高いもの、高付加価値なものを求める市場に成
長することが予想されており、これに伴って宅配便市
場の拡大も期待される。アジアでも宅配便の高品質な
サービスが求められ始めており、アジアを中心とした
国際物流の活発化が進んでいる。
　一方で、現地での競争も激しい。中国、上海市内に
は現地宅配便事業者が 200 社以上あり、年間約 1億個
の宅配便需要に対応している。料金を比較すれば、現
地業者は日系企業の半値以下で請け負っているケース
もあるという。だが、日系企業は自社の強みはサービ
ス品質であるとの強い意識があり、現地企業にはない
サービスを提供している。しかし競争相手は現地宅配
便事業者だけではなく、欧米資本も急成長市場への参
入を加速している。大手欧米物流企業も中国展開を急
速に進めており、アジアでの物流市場の競争が活発化
している。

② ヤマトグループの海外事業展開
　ヤマトグループが 2010 年 1 月に上海とシンガポー
ルでの事業を開始し、翌 2011 年 2 月には香港、同年
9月にマレーシアでの宅配便事業をスタート 62した。
同社は、今後ますます経済成長が期待できるアジアに
おいて、同グループ独自の事業として宅配便事業の進
出を加速させている。
　2010 年のヤマトグループの連結売上高は約 1.2 兆円
となっている。海外営業収益をみると、米国が約 115
億円、欧州は約 40 億円、アジアは約 83 億円となって

2．サービス業の海外事業展開事例

 
62 台湾では 2000 年に海外事業展開を果たしたが、出資率が 10％程度で、サービスの指導やブランド使用許諾の対価としてでロイヤリティー
を徴収するものにとどまっていたが、上海の宅急便事業会社は出資率 65％。マレーシアは 60％、シンガポール、香港は 100％の出資率で、
現地法人のマネジメントをヤマトグループが主導権をもってマネジメントを行う体制となっている。

第 3-3-2-1 図　我が国の宅配便取扱実績の推移

備考： 2007 年度から郵政民営化に伴い、調査対象が拡大された。本調査に
おける宅配便とは、一般貨物自動車運送事業の特別積み合わせ貨物
運送又はこれに準ずる貨物の運送及び利用運送事業の鉄道貨物運送、
内航海運、貨物自動車運送、航空貨物運送のいずれか又はこれらを
組み合わせて利用する運送であって、重量 30 キログラム以下の一口
一個の貨物を特別な名称をつけて運送した場合の貨物をいう。

資料：国土交通省「宅配便等取扱実績関係資料」から作成。
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いるが、2010 年から本格的に海外事業展開を開始し
た宅配事業は先行投資が多く、黒字化に時間がかかる

側面があり、海外事業における営業利益はほとんどな
い状態 63となっている（第 3-3-2-2 表）。

　一方、アジアでの宅配便取扱個数についてみると、
2010 年度における取扱個数は 108 万個 64（上海、シ
ンガポール、香港）、2011 年度における取扱個数は
479 万個 65（上海、シンガポール、香港、マレーシア）
と前年度比約 4.4 倍の増加となった。都市別でみると、
上海は前年度の約 4.5 倍、シンガポールでは同約 2.3
倍の増加となった。同社の中期経営計画では 2013 年
度には海外での取扱個数を 1億 2千万個 66、2019 年
度には海外売上高比率を 20％超との目標を設定して
いる。
　しかし今ではアジアのどの国・地域にも既に宅配
サービスは存在しており、後発企業であるヤマトグ
ループは現地企業とサービス品質や独自のノウハウに
基づいた付加価値商品を提供することで現地企業との
差別化を図っている。大手の欧米物流企業が現地企業
に集配の委託をする例が多い中、ヤマトグループは差
別化を図るため現地法人を通じ、配達員を独自に採用
している。また、お客様に直接対応するセールスドラ
イバーの教育に当たっては、我が国からよりすぐりの
現役セールスドライバーをトレーナーとして送り込
み、丁寧な接客態度がいかに重要であるかを教え込む
など人材育成に力を入れている。また、国内では一般
的となっている冷凍・冷蔵や代金引換、時間指定など
の付加価値商品をアジアでも同様に提供している（第

3-3-2-3 図）。
　このような我が国では当たり前のサービスと思われ
ているものが、現地では新しいサービスであることが
少なくない。一例として、シンガポールで実施したヤ
マト運輸のアイスクリームのプレゼントキャンペーン
がある。一般消費者を対象に冷凍食品を送るという
サービスがシンガポールには存在せず、冷たいアイス
クリームが自宅に配送されることが現地で大きな話題
を呼んだ。
　ヤマトグループの海外事業展開により宅急便をはじ
めとする豊富な物流ノウハウを活用した日系企業との
新たなビジネスやメリットが生まれている。これまで
信頼のおける物流網がなかったアジアに我が国の通販
事業者の多くが進出を検討し始めている。シンガポー
ル在住の日本人向けに新鮮で安全な野菜を販売する事
業を開始した日系企業や安全性を売りにした自然素材
化粧品を販売するメーカー、流行の時期を逃さずに商
品を売りたいアパレルメーカーがヤマトグループの宅
急便網を使いアジアでの販路拡大を進めている。また、
中国、上海で健康食品が売れ始め、通販での注文数が
増えてきたことを機に、ヤマトグループへ配送を委託
した事例などもある。今では一部を冷凍・冷蔵宅配便
で運び、売上げを伸ばしているなど、ヤマトグループ
の海外事業展開による日系企業のメリットは大きい。

 
63 財務諸表においても細かなデータを公表していない。
64 2010 年 4 月から 2011 年 3 月まで。
65 2011 年 4 月から 2012 年 3 月まで。
66 目標値は台湾における宅配取扱個数を含む（台湾での事業はヤマトグループ独自の事業としてではない点に留意）。

第 3-3-2-2 表　ヤマトグループの地域別売上高と営業利益

単位：百万円

2010 年
日本 米国 欧州 アジア 消去又は全社 連結

営業収益及び営業利益

顧客に対する営業収益 1,184,846 8,392 2,564 5,032 ― 1,200,834

セグメント間の営業収益 4,287 3,139 1,359 3,265 （12,050）

営業収益合計 1,189,133 11,531 3,923 8,297 （12,050） 1,200,834

営業費用 1,127,780 11,347 3,976 8,295 （11,953） 1,139,445

営業利益（損失） 61,353 184 （53） 2 （97） 61,389

資産 783,363 2,858 1,155 4,607 86,658 878,641
備考：欧州は、オランダ、英国、フランス。アジアには香港、台湾、シンガポール、中国（広州、上海）が含まれる。
資料：ヤマトホールディングス アニュアルレポートから作成。
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（2）コンテンツ産業の海外事業展開
① コンテンツ産業の市場規模の拡大
　我が国の映画、アニメ、TV番組、ゲーム、書籍等
のコンテンツ産業 67の市場規模は約 12兆円で、米国
に次いで、世界第 2位（2009 年）である（第 3-3-2-4 図）。
近年の国内市場規模については、少子・高齢化や景気
動向等によりマイナス成長が続いている一方で、世界
全体では今後大きく拡大すると見込まれている。

　国・地域別に見てみると、特に新興国市場の成長が
期待されている。既に中程度以上の市場規模がある中
国、インド、ロシアに加え、インドネシア、ベトナム

といった現在は市場が小さな地域においても大きな成
長が予想されている（第 3-3-2-5 図）。

　コンテンツ産業における部門別の市場の推移を見て
みると、音楽やキャラクター部門はマイナス成長が見
込まれる一方で、放送（広告をのぞいたドラマ等のテ
レビ番組）が 2009 年から 2014 年にかけて年平均 7.0%
増、ゲームが同 5.5%増、映画が同 4.5%増、アニメが
同 4.3％増等大きな成長をとげると予想されている（第
3-3-2-6 図）。

 
67 コンテンツ産業とは、映像（映画、アニメ、ドラマ）、音楽、ゲーム、書籍等の制作・流通を担う産業と定義。

第 3-3-2-4 図　主要国のコンテンツ産業の市場規模

備考：2010 以降は予測値。
資料：PWC「Global Entertainment and Media Outlook:2010-2014」から作成。
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資料：経済産業省作成。

第 3-3-2-5 図　主要各国の市場分析
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第 3-3-2-3 図　ヤマト運輸の海外事業活動

写真：ヤマト運輸
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② 日本のコンテンツ産業の市場
　日本国内のコンテンツ産業の市場規模は、上で述べ
たように、少子・高齢化や不況に直面しているため横
ばい傾向にあり、2010 年の市場規模は 12 兆 641 億円
で前年比マイナス 0.8%と若干減少した。部門別に見
ると、これまでコンテンツの制作費を支えてきたマス
4媒体（テレビ、ラジオ、雑誌、新聞）の広告費も大
幅に減少している。一方で、インターネット流通や携
帯電話流通におけるコンテンツ産業は増加傾向にあ
り、特に携帯電話ゲームのアバター・アイテム 68販
売や動画配信はそれぞれ前年比 210.7%増、同 44.6％
増（共に 2010 年）と大きな伸びを見せている 69。

③ 日本のコンテンツ産業の海外展開事例
（a）小学館、集英社、小学館集英社プロダクション
　次に、出版では、小学館、集英社、ShoPro の共同
出資による合弁会社VIZ Media 社が、米国や欧州で
事業展開を積極的に行っている。VIZ Media 社は週
刊少年ジャンプの現地版等、日本のマンガやアニメの
編集（翻訳や進出先国において不適切な内容のカット
等）をおこない現地化し、それらを出版・放映し人気
を博している。例えば米国において、2011 年のマン
ガ売上トップ 10 のうちTOP3 を含む 7つをVIZ 
Media 社の出版している作品が占めている（第 3-3-

2-7 表）70。他方で、アジア等の新興国市場へは小学館、
集英社、ShoPro のそれぞれの本社が事業展開を主導
している。

（b）講談社
　講談社は 2012 年中にインドでインド版「巨人の星」
を放映（予定）することを決定した。題名は「Rising 
Star」で話の舞台も日本からインドへうつされ、さら
に題材となるスポーツもインドでは野球があまり有名
でないため、当地で人気のあるクリケットに変わって
いる。
　講談社としては漫画家の売り込みやグッズの商品化
も視野に入れており、本格的なインド市場への参入の
足がかりとする。
　日本のゲーム、アニメ、マンガの強みは、様々なルー
ツをもつ音楽や宗教的な規制が少ないことにより可能
となる暴力描写等が「ごちゃまぜ」になり独特な世界
を作りだしている点であると指摘されている 71。独特
な世界が、特に欧米において「Cool Japan」として受
け入れられ、人気を獲得している。

④ 我が国コンテンツ産業の海外事業活動の課題
　しかし、海外へのビジネスとしての展開は物足りな
いと言わざるを得ない。2008 年時点でコンテンツ産
業の海外輸出比率は 5％にとどまっており、米国の同
17.8％の約 3割に過ぎない 72。
　また、米国での日本のマンガ・アニメの売上自体も

 
68 アバターアイテムとはインターネット上のゲーム等で自分の分身となるキャラクター（アバター）が身につけるアイテムである。
69 財団法人デジタルコンテンツ協会（2011）デジタルコンテンツ白書 2011、P22~23。
70 ICV2 Web サイト。http://www.icv2.com/articles/news/22203.html
71 総務省シンポジウム「ネット、キッズ、ポップ」（2004）における飯野賢治氏の発言。
72 経済産業省（2010）「コンテンツ産業の現状と今後の発展の可能性」。

第 3-3-2-7 表　2011 年米国のマンガ売上トップ 10

資料：ICV2 Web サイトから転載。

Top 25 Manga Properties-2011
Rank Title Publisher
１ Naruto Viz Media

２ Bleach Viz Media

３ Vampire Knight Viz Media

４ Sailor Moon Kodansha Comics

５ Black Butler Yen Press

６ Blackbird Viz Media

７ Fullmetal Alchemist Viz Media

８ Rosario ＋ Vampire Viz Media

９ Soul Eater Yen Press

10 One Piece Viz Media

資料： JETRO（2011）「韓国のコンテンツ振興策と海外市場における直接効
果・間接効果の分析」から作成。

第 3-3-2-6 図

世界のコンテンツ産業の部門別市場規模（09 年）と成
長率（09 年～14 年）
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停滞気味となっている。米国での日本マンガの売り上
げは 2007 年に 2億 1,000 万ドルに達した後、減少傾
向に入り、世界経済危機の影響もあってか 2009 年に
は 1億 4,000 万ドルにとどまっており、アニメのテレ
ビでの放映本数やDVDの売上も 2006 年をピークに
落ち込んでいる 73。
　海外で高い人気を博しているにもかかわらず、売上に
つながらない大きな原因は、（1）海賊版・違法ダウンロー
ドが横行していること、（2）コンテンツ流通部門が寡占
状態にある中でコンテンツ事業者の製作資金や人材が
不足していること、（3）今まで日本と米国がほぼ大半を
しめていたコンテンツ産業に中国や韓国等が振興政策
をおこない参入してきたこと 74、（4）コンテンツ企業が
個社で海外展開をする場合に現地ローカライズ費用等
の取引コストが大きいこと等が挙げられる。

⑤  各国のコンテンツ産業の市場規模とコンテンツ産
業振興施策

　様々な地域で市場拡大が見込まれる中で、コンテン
ツ産業を振興するための施策が各国で打たれている。

　とりわけ、欧州ではコンテンツ産業の振興は盛んで
ある。英国政府は「クールブリタニア」というスロー
ガンの下、1998 年より芸術文化、ポップカルチャー、
スポーツ等を人材・資金両面で支援している。フラン
ス政府は、年間約 500 億円の特別財源を基に、コンテ
ンツ開発、人材育成等を支援し、伝統的に強力な文化
産業政策をさらに拡充している。ドイツ政府は年間総
額 3億 6,000 万ドルもの潤沢な映画支援の予算を用
い、国際共同制作に税額控除を認めるなど海外の映画
制作者を誘致している。
　アジアでも同様の施策を行っている国々がある。韓
国政府は、電子機器等の韓国製品の競争力を強化する
ことも狙い、コンテンツ産業の育成、輸出促進策を進
めている。中国政府は、「文化産業振興計画」の下、
総規模 100 億元相当の中国文化産業投資基金を設立し
コンテンツ産業の支援を実施している。香港政府は映
画制作費を援助し、シンガポール政府はメディア開発
庁がテレビ番組制作会社との連携により、アニメ共同
制作推進のためにインターナショナル・ファンドを立
ち上げている（第 3-3-2-8 図）。

 
73 財団法人デジタルコンテンツ協会（2011）デジタルコンテンツ白書 2011、P30,54。東洋経済新報社（2010）一橋ビジネスレビュー

2010WIN.。
74 経済産業省文化情報関連産業課資料（2005）、財団法人デジタルコンテンツ協会（2011）デジタルコンテンツ白書 2011 P.62。

第 3-3-2-8 図　各国のコンテンツ産業振興施策

資料：経済産業省「コンテンツ産業の現状と今後の発展の可能性」より転載

「文化大統領宣言（1998年）」の中で、「2007年までに世界５大コンテンツ大国」の目標を提示。コンテンツ振興ファンド設立（約500億円）。その後、
年９％成長を実現。
韓流の長期的な成長のために、「代表的文化芸術コンテンツの育成」、「文化芸術を先導する専門人材の養成」、「文化芸術と産業技術による創造」、
「韓流持続化に向けた文化芸術の交流」を内容とする、文化芸術振興策「世界とともにする大韓民国文化芸術発展戦略（2012 年）」を発表。

中華人民共和国中央人民政府は、文化産業振興計画を発表（2009 年 9 月 ）。その目標として「地域・業種を超えた経営の実施による強力な市
場競争力の保持生産高 100 億元（約 1300 億円）超の企業形成」を掲示。
「中国文化産業投資基金」を 2011 年に設立。出版、映画、テレビ、インターネット等の産業に投資予定。政府が資金を呼び水として、他から
も資金を呼び込み、文化産業の振興を図るのが目的。資金規模は 200 億元（約 2500 億円）。

1980 年代から、文化関連の予算額が拡大し、諸外国と比較しても高い水準を維持。映画を中心に、業界内に資源が再配分される仕組みが構築
されており、各種の補助金・税制優遇制度が特徴的。
『デジタル・フランス2012』（2008 年 10月）を公表。創造産業育成や新技術によるコンテンツ製作への支援などを強化。

「クール・ブリタニカ」のスローガンを掲げ（1998 年）、創造産業戦略を積極展開。2001年には、デジタルコンテンツを GDP 比 10％産業にする目標
を提示。
「Creative Britain（2008 年）」では、クリエイティブ人材の育成・ビジネスの発展や、知的財産権の創造と保護等を内容とする、クリエイティ
ブ産業発展のための戦略を公表。

第一次大戦後、「Trade Follows the Films」（商務省：映画を１フィート海外に出す度に、他の商品が１ドル売れる）、という考え方の下、映
画産業の振興と、映画を利用した米国製品の輸出を促進。
米上院外交委員会「Conlon Report（1959年）」の中では、日本のメディア環境の充実や、日本文化が変化・標準化の過程にあることに着目。
大衆文芸・娯楽を、日本の中間層が対価を払える値段でより多く提供するべき、としている。

韓国：韓流ブームによる韓国製品の競争力強化も視野に、コンテンツ産業を集中的に育成。

中国：「文化産業振興計画」の下、中国文化産業投資基金を設立し、文化産業支援を実施。

仏国：伝統的に強力な文化産業政策を「デジタル・フランス」により更に強化。

英国：「クール・ブリタニカ」の下、創造産業育成に注力。金融機能強化と車の両輪。

米国：「Trade Follows the Films」の下、官民協調によるコンテンツ産業振興と輸出促進。
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⑥ 韓国コンテンツ産業振興策の背景・中身
　中でも韓国は、筆頭格といえるまでにコンテンツ産
業振興策を積極的に行っている。韓国がコンテンツ産
業振興策を行い、輸出を促進する主な背景は、貿易黒
字の拡大である。韓国のコンテンツを輸出することに
より、相手国において韓国の大衆文化を流行させ、韓
国商品の一般製品、関連商品の販売を増加させる。最
終的には韓国そのものへの関心を高め良いイメージを
作り、ソフトパワーを通した外交力の強化も期待され
る。
　具体的な振興策としてはテレビ番組の輸出に向けて
再制作する際にかかる費用の支援、海外見本市、国際
放送映像見本市への出展・開催支援、新規市場の開拓
支援、国際共同制作への支援等をおこなっている。
　このような支援策がいかに力を入れられているもの
であるかは、コンテンツ産業の予算の推移を見ること
でよく分かる。1999 年度に 1998 年度の 5倍強の 1,000
億ウォンとなって以来、大きな額が費やされており、
2009 年度には 2,422 億ウォン（約 150 億円）75が投入
されている（日本の 2009 年のコンテンツ産業の予算
は約 18 億円である）76（第 3-3-2-9 図）。

⑦ 韓国のコンテンツ産業振興策の効果
　コンテンツ産業振興策により韓国はどのような効果
が得られたのかを見ていきたいと思う。
　まず、経済効果についてであるが、コンテンツ産業
そのものの輸出額が増加しており（2005 年以来年平

均 15.1％増）77、それ以外の経済効果に関しても韓流
スターブームに乗り、観光が 2011 年に対前年比 8.8％
と大きく伸び、食品、電子、化粧品等の製造業にも売
上効果が見られた。それだけでなく韓国語学習者の増
加や韓国料理への関心向上、韓国そのもののイメージ
改善等の効果も出ている 78。
　以上見てきたように、コンテンツ産業は市場規模が
世界全体で拡大していく見込みの高い産業であり、各
国はその市場を獲得するために数々の政策を行ってい
る。我が国も積極的にコンテンツ産業振興策を実施し、
市場を獲得していくことが求めらている。

（3）外食産業の海外事業展開
① 外食産業の動向と市場規模
　我が国の外食産業は、高齢化の進展や女性の社会進
出などによる少子化・核家族化、単身世帯や夫婦のみ
世帯の増加といった世帯構造の変化やライフスタイル
の変化から消費者の多様なニーズに応えられるよう
様々な業態が展開している。今では一般的であるファ
ストフードの外資系チェーンを始め、ファミリーレス
トランや近年人気のカフェ市場など、国内では様々な
業態が成長を遂げ、外食産業は発展してきた。
　しかし、1998 年以降の我が国外食産業の市場規模
は年々縮小しており、2010 年には 30 兆円を下回って
いる。ピークであった 1998 年には市場規模は約 32.9
兆円であったが、2010 年には 3兆円以上減少し 29.4
兆円にまで縮小している（第 3-3-2-10 図）。
　我が国の外食市場規模を国際比較すると、2010 年
度には中国とほぼ同じ約 30 兆円規模であることがわ

 
75 1 ウォン＝ 0.07 円で計算。
76 アニメ！アニメ！ビズ！Web サイト（2009 年 12 月 30 日記事）。http://www.animeanime.biz/all/2009123001/
77 JETRO（2011）「韓国のコンテンツ振興策と海外市場における直接効果・間接効果の分析」より、2008 年時点での数値。
78 聯合ニュース（2012 年 3 月 7 付記事）、Jnto Web サイト。

資料： JETRO（2011）「韓国のコンテンツ振興策と海外市場における直接効
果・間接効果の分析」から作成。

第3-3-2-9図　コンテンツ産業における予算編成の推移
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資料：（財）食の安全・安心財団資料から作成。

第 3-3-2-10 図　我が国外食産業の市場規模
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かる。しかし、我が国の対前年比が 0.5％の増加に対し、
中国は 7.0％もの増加を示しており、我が国に比べれ
ば、今後のアジア市場での外食産業の成長は大きいも
のと考えられる（第 3-3-2-11 表）。

　このように、国内の外食市場が飽和状態となってい
く中で、外食産業が経済成長を続けるアジアへ積極的
に進出している。近年は欧米だけでなく、アジア各国・
地域においても生活水準が向上し、また、日本食は高
品質でおいしく健康によいとの評価が高まっている。
併せて、良質なサービスへの需要も高まりつつあり、
我が国での更なる需要の拡大が期待できない中、ファ
ストフード等の海外進出が近年増加している。
　我が国におけるファストフードは、1970 年以降に
外資系チェーンを中心に拡大してきた。1972 年から
は外資系チェーンのビジネスモデルを手本としたモス
フードサービスなどのファストフードチェーンも国内
に登場した。さらに、その翌年には我が国独自のメ
ニューをファストフードに応用するチェーンも現れ
た。その代表的な例が 1971 年にチェーン化をスター
トした牛丼の吉野家チェーンで、吉野家をはじめとす
る我が国独自の和風ファストフード市場が形成されて
いった。
　以下では、外食産業の海外展開について我が国独自
のファストフードを海外で展開している吉野家とモス
フードサービスについて、具体的に考察していく。

② 吉野家の海外事業展開状況
　牛丼チェーン店の吉野家の海外進出は競合他社に比
べ大きく進んでおり、2012 年 2 月末時点で海外店舗
数は 512 店となっている。吉野家は 1975 年に米国に
海外 1号店を出店し、我が国の外食産業として初めて
海外展開を果たした。以降、アジアを中心に海外事業

展開を進めた。1990 年代後半にアジア通貨危機を受
け、一時韓国、タイ、インドネシアから撤退したが、
2000 年代に入ると中国へ進出を拡大し 2010 年からは
以前に撤退したインドネシア、2011 年にはタイへの
再度進出も開始し、東南アジア各国にも店舗を構えて
いる。もっとも海外店舗数が最も多いのは中国で、
2011 年末時点で 300 店舗以上にのぼる。続いて米国
で 98 店舗（2011 年末時点）を展開している（第 3-3-
2-12 図、第 3-3-2-13 図）。
　このように海外店舗数は多いものの、フランチャイ
ズチェーン展開が中心であるためか、収益への貢献度
は高くなく、海外売上比率は約 6％にとどまっている。
　吉野家が世界で販売している牛丼は日本食の一つで
あり、日本食そのものに対して世界では安心・安全と
いった付加価値のある食事というイメージが定着して
いる。吉野家には創業 100 年を超える歴史の中で守ら
れてきた食材、タレ、レシピなどがある。これを吉野
家ブランドとしての信頼感や安心感につなげ、競合他
社との差別化を図り、独自のノウハウとして海外でも
展開している。
　吉野家は昨年より商社との資本関係を解消し、現在
は独自に海外事業展開を進めている。事業展開する際、
現地の文化により近いものにしようとする姿が伺え
る。例えば、インドネシアにおいて「甘くて塩味」が
好評であるという市場調査結果が出ると、牛丼だけで
なくそのような味付けのメニューを作り、さらに食材
はすべて「ハラル」（イスラム教徒が摂取できる食物）
であり、牛肉も殺し方がイスラムの教えに従ったもの
を使用しているなど現地にあったサービスの提供にも
取り組んでいる。

第 3-3-2-11 表　外食市場規模の国際比較

2010 年度 対前年比

日本 29 兆 3,609 億円 0.5％増加

米国 51 兆 1,932 億円 3.0％増加

中国 29 兆 2,570 億円 7.0％増加

資料： （財）食の安全・安心財団　外食産業規模推計値（小料理品小売業含む）
　　　 National Restaurant Association,Global Market Information Database

から作成。

第 3-3-2-12 図

吉野家の海外展開状況（2011 年 10 月 31 日現在）

●吉野家

　上海 21店舗
　深圳 11店舗
　福建 ３店舗
　北京 164店舗
　遼寧 43店舗
　黒龍江・吉林 １店舗
　呼和浩特 ６店舗
　香港 52店舗

中国

●吉野家 1店舗
タイ

●吉野家 18店舗
シンガポール

●吉野家 10店舗
インドネシア

●吉野家 54店舗
台湾

●吉野家 98店舗
米国

●吉野家 5店舗
2011 年 10 月 31 日現在

フィリピン

資料：吉野家HDHP から作成。
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③ モスバーガーの海外事業展開状況
　モスバーガーの海外展開は 1990 年に台湾に合弁会
社を設立し、本格的にはじまった。その後シンガポー
ル、香港、タイ、インドネシア、中国、オーストラリ
ア、韓国と 8つの国・地域に進出しており、海外店舗
数は 293 店（2012 年 3 月末現在）にのぼっている（第
3-3-2-14 表）。

　2010 年度の海外店舗売上高は約 121 億円であり、
国内外の全店売上高約 1,127 億のうち海外売上比率は
10％以上を占めている。2019 年までに海外店舗数を
1,800 店に、海外店舗売上高を 1,000 億円（海外売上
比率約 30％）に伸ばすことを海外事業の目標として
いる。

　モスバーガーは創業当初から「おいしさ」にこだわ
り、他社との明確な差別化を図り独自のブランドを形
成していった。ファストフードチェーンでは珍しい
オーダーを受けてから作るアフターオーダー方式を採
用し、「おいしさ」を追求した。また、国内の競合店
が次々と値下げ競争に走った時期にも、モスバーガー
はほとんど値下げをせず、高品質・高付加価値という
独自の路線に進んだことで、これら競合他社との明確
なブランドの差別化を図ることができた。
　海外において、同社のハンバーガーは日本食の特徴
も取り入れた繊細な味わいでアジアを中心に人気が高
いという。モスバーガーは我が国の食文化がたくさん
つまった商品を売り出そうとしている。例えば主食が
米であるアジア地域においては、国内でも販売してい
るパンの代わりに米を使用したライスバーガーが国内
以上に人気があるという。モスバーガーの中核メ
ニューはすべての国で販売しているが、現地法人と協
力しながら各国・地域独自のメニューも開発している。
一方で、現地で評判のいいメニューを我が国に逆輸入
することもあり、国内店舗の活性化にもつながってい
る。
　また、「おいしさ」の提供だけでなく、我が国企業
ならではのおもてなしの心をサービスとして提供する
ことが海外事業展開における大きなかぎとなってい
る。日本流の良質なサービスを提供するため、従業員
の教育にも力を入れており、新規出店国の店長、マネー
ジャーなど現地法人の幹部は我が国で研修を受け、現

第 3-3-2-14 表　モスバーガーの海外店舗展開状況

国・地域名 店舗数

台湾 218

シンガポール  26

香港  16

タイ   7

インドネシア   4

中国  17

オーストラリア   4

韓国   1

合計 293

備考：2012 年４月末時点。
資料：モスバーガーヒアリングから。

第 3-3-2-13 図　吉野家海外店舗数の推移（2012 年 4月末時点）

資料：吉野家HD HP から作成。
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地採用の社員、アルバイトには現地で教育を行ってい
る。現地語に訳したマニュアルやオリエンテーション
ビデオなどのツールを用意しており、さらには現地法
人には必ず我が国本部からの駐在員を置くことで、同
社の理念や企業目標を海外店舗に浸透させることにも
注力している。
　このような経緯を経て、モスバーガーは独自のノウ
ハウを蓄積し、これらの強みを海外事業展開において
生かすことで、アジアだけではなく世界のグローバル
チェーンとしての確立も視野に入れている。

（4）観光産業の海外事業展開
① 我が国を取り巻く国際観光競争市場
　我が国にとって、外国人旅行者の増加は少子高齢化
に伴う人口減少という課題の中で、国内経済の活性化、
雇用機会創出の大きな効果があると期待されている。
2003 年からビジット・ジャパン事業の取組を官民一
体で推進しており、アジア地域を中心に我が国に訪れ
る外国人旅行者数の増加に大きな役割を果たしている。
　世界経済フォーラムが発表した 2011 年版旅行・観
光競争力レポートで、我が国は総合評価で第 22 位（139
か国中）、アジア地域で第 5位の評価を受け、2009 年
の第 25 位（133 か国中）から 3つ順位を上げた。我
が国は、国内の鉄道などの交通インフラや文化資源、
観光産業に従事する人材の質の高さでは高い評価を受
けている一方、外国人観光客の受入れ体制や価格競争
力、マーケティング・ブランディング力、規制・政策
面においては低い評価を受けている。我が国を取り巻
くアジア各国・地域との競争が激化していく中でこれ
らの課題を踏まえ、アジアの成長を取り込むと同時に
我が国の強みを生かし国際競争力を高めていく必要が
ある（第 3-3-2-15 表）。
　観光庁の資料によると、我が国の外国人旅行者受入
数は 2010 年に 861 万人（対前年比 26.8％増）と大き
な成長を示したものの、世界で 30 位、アジアで 8位
となった。2010 年 7 月には「銀聯（ぎんれん）カード」
を扱う中国銀聯（ぎんれん）と中国人旅行者の拡大に
向けた覚書が締結されたことや、2011 年 2 月には外
国人への医療滞在ビザ（査証）発給に向けた前向きな
取組がなされるなど、様々な規制緩和が行われつつあ
り、外国人旅行者の増加に寄与していると考えられる。
　しかし、2011 年は、東日本大震災の影響等により、

訪日外国人旅行者は対前年比 27.8％減の約 622 万人と
大幅に落ち込んだ。月別の訪日外国人旅行者数の推移
を見ると、震災直後は対前年同期比 73％減であった
ものの、減少幅は着実に縮小し、2012 年 3 月には対
前々年同月比 4.4％減となり、大震災及び原子力発電
所事故の影響から、回復が図られている。ただし、韓
国等回復の遅れている市場もあり、震災後の落ち込み
から完全に回復した訳ではなく、更なる需要拡大には
一層の努力が必要である。以降では観光産業と密接な
ホテル・旅館産業について具体的事例などをふまえ、
海外事業展開について考察していく。

② ホテル・旅館産業の海外事業展開
　レジャー白書 2011 年版 79によると、ホテルの市場
規模は、約 1兆円と長期的に横ばい。一方、旅館の市
場規模は 1991 年に 3兆円超であったが、以降縮小し
2010 年には 1.5 兆円を下回った（第 3-3-2-16 図）。
　宿泊施設数については長期的に減少しているもの
の、ホテル・旅館における客室数の合計でみると
2010 年まで一貫して約 160 万室とほぼ横ばい。2009
年にはホテル客室数が旅館客室数を上回り、2010 年
にはその差は更に拡大している。（第 3-3-2-17 図）
　旅館業などの宿泊市場が年々縮小していく中で、国
際事業展開する外資系ホテルが我が国への進出を加速
させている。多くのホテルがアジア客をターゲットと

 
79 （財）社会経済生産本部が作成。

第 3-3-2-15 表　世界の観光競争力ランキング

1 位 2位 3位 日本
（139か国中）

陸上交通インフラ 香港 シンガポール ドイツ 6位

文化資源 スウェーデン スペイン 英国 12 位

航空インフラ カナダ 米国 豪州 22 位

人材 スイス シンガポール アイスランド 22 位

観光インフラ

オーストリ
ア、
キプロス、
イタリア

― ― 48 位

規制・政策面 シンガポール 香港 ニュージー
ランド 51 位

マーケティング・
ブランディング力

アラブ首長
国連邦 オーストリア ルワンダ 67 位

観光への親和性 レバノン バルバドス アルバニア 131 位

価格競争力 ブルネイ ガンビア マレーシア 137 位

総合 スイス ドイツ フランス 22 位
備考：緑色は我が国が上位の項目、青色は我が国が下位の項目。
資料： World Economic Forum ｢The Travel & Tourism Competitiveness Re-

port 2011｣ から作成。
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した高級ホテルの関西地方での展開を予定している。
日系企業との協力により都市再開発などを機会に進出
しており、同地域の日系ホテルや既存の外資系ホテル
は設備のリノベーションや差別化を図るなど、日系ホ

テル、外資系ホテル間において客室稼働率や宿泊料、
設備などの競争の更なる激化が予想される（第 3-3-
2-18 表）。
　日系ホテルと外資系ホテルの売上高を比較すると、
主要日系ホテルは約 600 億円の規模であるのに対し、
大手外資系ホテルは 1,000 億円を超える規模となって
いる。また、海外事業展開状況をみると、日系の
JALホテルズ 80は国内 36 ホテル、海外 19 ホテルを
展開している。展開国は中国を中心に台湾、ベトナム
などで、2011 年以降アジア地域でのホテルオープン
が続いており、海外事業展開に注力している。一方、
ほかの主要な日系ホテルのほとんどが国内中心の事業
展開であることがわかる。そして、大手外資系ホテル
は世界各国で 3,000 ホテル以上、また 100 か国 81に海
外事業展開しており、日系ホテルは海外事業展開、売
上高の両面において外資系ホテルと比べると依然、小
規模であることがわかる（第 3-3-2-19 表）。
　ホテルの海外事業展開方式についてみてみると、外
資系のシャングリ・ラ アジアは日系ホテルのほとん
どが国内で採用している直営方式で海外展開をしてい
る。そこで、シャングリ・ラ アジアの売上高（対前
年比）をみると、直営方式でも海外事業展開数の拡大
や地域を絞ることで、さらに大きな収益を上げること
ができる可能性があることがわかる（第 3-3-2-20 図）。
　シャングリ・ラ アジアの特徴はほかの多くの外資
系ホテルチェーンがマネジメント・コントラクト
（MC）方式 82で進出する中、直営ホテルをメインに
拡大を図っている点である。直営方式とは、自身がオー
ナーを兼ねることで短期的な収益だけにとらわれず、
中長期的に質の高いサービスレベルを提供することが

 
80 「ニッコー・ホテルズ・インターナショナル」と「ホテル JALシティ」の 2ブランド名を運営。
81 インターコンチネンタルホテルズグループ、スターウッドホテル＆リゾーツ・ワールドワイドの展開国数。
82 外資系ホテルのほとんどが採用しており、土地・建物の所有者 がホテルチェーンと契約を締結し、ホテル施設の運営・管理を委託するも
ので、ローリスクではあるが、経営権がないため収益が上がらない場合、所有者から短期的な収益改善を狙った施策を押しつけられるこ
とも多い。短期的な収益拡大によるホテルスタッフの人材不足や、ホテルサービス品質の低下などを招くことがある。

第 3-3-2-18 表　関西地方に進出予定の外資系ホテル

ホテル 立地 開業予定 特徴
フォーシーズンズホテル 京都 2014 年 京都の病院グループと連携し、宿泊者向けに先端医療や健康診断サービスを提供予定。

ザ・リッツカールトン 京都 2014 年 2 月 「ホテルフジタ」の跡地に建設。積水ハウスが同ホテル建設を呼び込んだ。

マリオットホテル※ 大阪
（阿部野） 2014 年春

関西初進出で、近鉄が 2014 年春の開業を目指し建設中のターミナルタワーに開業。関西
国際空港から鉄道の乗り換えなしで到着できるターミナル駅の直上にあり、アジアなど
外国人訪日客などの利便性が高い。

インターコンチネンタル
ホテルズ　グループ

大阪
（梅田） 2013 年 JR 大阪駅北にあった、操車場跡地の再開発計画で入居することになった。ホテルフロア

と長期滞在者向けサービスアパートメントを建設予定。
備考：マリオットホテルは ｢大阪マリオット都ホテル｣ として、都ホテルとのダブルブランドで運営。
資料：各種報道発表などから作成。

第 3-3-2-16 図　我が国ホテル・旅館の市場規模

資料：財団法人日本生産性本部『レジャー白書 2011』から作成。
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第 3-3-2-17 図　我が国ホテル・旅館の施設数・客室数
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でき、土地・建物の所有を行い、自ら経営権を握るホ
テル運営である。ハイリスクではあるものの、ホテル
が目指すサービス水準を中長期的に維持する戦略や人
材の教育などに注力できる。
　我が国の宿泊産業においても、直営で事業展開を図
ろうとするところがある（安積敏正（2011））理由と
しては、我が国特有の宿泊施設である旅館の歴史の流
れがホテルにも大きな影響を与えていることが挙げら
れる。今まで旅館業が牽引してきた我が国宿泊産業は
年々規模が縮小しているが、直営方式だからこそ培う
ことのできた人材、独自のノウハウやブランド、また、
サービスの質などが、我が国の海外事業展開の強みと
してのサービスにつながると考えられる。

③ 旅館産業の海外事業展開事例
　2010 年 12 月 18 日石川県の和倉温泉・加賀屋が台
湾に海外進出を果たした。ホテルでは我が国の大手
チェーンが海外に事業展開している事例はあるが、日
本旅館がこれまで海外に進出した事例は少なく、観光
産業の海外進出についての事例として欠かせないもの
の一つとして取り上げることにした。

　基本コンセプトは、我が国の加賀屋をそのまま伝承・
継承する全館日本式仕様で、着物を着た接客係（台湾
人）がお部屋で夕食を提供する。日本人スタッフが常
駐し、現地スタッフの指導などに当たり、人材育成に
は注力しており、現地スタッフの客室係の採用におい
ては、日本語検定 2級以上を条件とし、我が国への理
解がよりスムーズにできる人材の確保に当たった（第
3-3-2-21 図）。
　しかし、加賀屋と同等の「おもてなし」を台湾で提
供することは決して容易なことではない。旅館では明
文化できないような対応や繊細なサービスが求められ
ることから、これらのことを台湾人スタッフが理解し、
実践できるまでには時間を要する。だが、これら「お
もてなし」のサービスが海外でも実践できれば、ジャ
パン・ブランドとしての差別化がはかれる可能性が大
いにあり、我が国のホテル産業が直面している課題に
対し、宿泊産業の海外事業展開への大きな手掛かりに
なることが期待できる。
　また、利用客動向は台湾人客が約 7割、日本人客が
約 2割、その他が約 1割となっており、2011 年にお
いては、台湾の加賀屋に宿泊した台湾人の約 25％（全
台湾人客に占める割合）が我が国の和倉加賀屋にも宿
泊した。海外への事業展開は、海外でのブランド宣伝
にもつながるところもあり、国内へのインバウンド需
要も生み出している。
　2011 年売上げ実績をみると、4億 4千万ニュー台湾
ドル（約 12 億 3 千万円）で、当初売上げ計画の約 8
割となった。要因としては、台湾全土への情報配信が
弱かったこと、季節変動が想定よりも激しかったこと、
料金設定が台湾では高額（1泊 2食付きで 3万 2千円
～）であったことが挙げられる。2012 年の売上げ計
画は 14 億円と、前年の売上高を 1億 7千万円上回る
目標を設定している。
　今回の加賀屋の台湾進出による国内経済波及効果に

第 3-3-2-19 表　日系ホテルと外資系ホテルの売上高と海外事業展開状況

日系主要ホテルの海外ホテル数と売上高 外資系ホテルの海外ホテル数と売上高

日本 世界 うちアジア 売上高 世界 アジア 売上高
JAL ホテルズ（ニッコー） 36 19 13 115 億円 マリオット・インターナショナル 3,204 125 9,527 億円

ホテルオークラ 15  7  4 546 億円 インターコンチネンタル ホテルズ グループ 4,437 285 1,327 億円

プリンスホテル 46  7  4 N.A. フォーシーズンズ ホテルズ アンド リゾート   87  21 N.A.

ホテルニューオータニ 16  2  1 598 億円 シャングリ・ラホテルズ＆リゾーツ   72  62 1,424 億円

都ホテルズ＆リゾーツ 20  2  0 N.A. ザ・ペニンシュラホテルズ    9   6 493 億円
備考：売上高は 2010 年度の実績。シャングリ・ラホテルの売上高は３事業の合計値。都ホテル＆リゾーツの国内ホテルにはチェーンホテルを含んでいる。
　　　日本円換算レートは 2010 年 12 月末のもので米ドルは 81.49、香港ドルは 10.47 を適用。ホテル数は調査時点で最新のものを使用。
　　　運営形態の違いが、連結売上高に影響を与える場合があることには留意が必要。直営方式では連結売上高が大きくなる場合がある。
資料：各社の有価証券報告書、アニュアルレポートから作成。

資料：アニュアルレポートから作成。

第3-3-2-20図　シャングリ・ラ アジアの売上高前年比

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

（％）

-20

-10

0

10

20

30

40

シャングリ・ラアジア

34.3

16.1
19.1

21.6

11.0

9.1

28.1

344 2012 White Paper on International Economy and Trade

第３章 我が国企業の海外事業活動の展開



ついてみると、総額で 30 億円弱となっており、海外
に進出することは単に企業の利益や店舗数を拡大させ
るにとどまらず、国内経済への波及効果も大きいこと
が分かる（第 3-3-2-22 表）。
　さらに、加賀屋の台湾進出は、これら我が国GDP
に直接計上される経済波及効果だけでなく、「おもて
なし」という我が国独自のホスピタリティーの付加価
値輸出と考えることができる。我が国では当たり前と
思われる、おじぎをはじめとするもてなしの心を「ジャ
パン・ブランド」として世界中に発信し、新しいサー
ビス産業の一つの可能性をみせている。
　今後の加賀屋の海外展開としては、台湾での事業検
証を進めるとともに、現地での建築基準が我が国とは
異なること、海外であるが故に起きる想定外の出来事
など、独自の海外展開のノウハウを蓄積し、5年以内に
5軒、10年後には全世界計 15店舗の展開を予定してい
る。また、現在（2012 年 3月 6日時点）、合弁による投
資、運営委託、運営指導などの案件依頼が中国から6件、
バリ島で 2件、ベトナム、タイ、ブルガリアから1件
ずつきており、更なる今後の加賀屋の「おもてなし」
輸出が世界に広がることで、我が国から新しいサービ
ス産業として確立されていくであろう（第 3-3-2-23 図）。

（5）小売産業の海外事業展開
① 小売産業の現状
　我が国の小売総額の基調は、90 年代後半にピーク
を迎えたものの、少子高齢化の進展に伴う客数の減少
や客単価の下落に伴い、成長は頭打ちとなっている（第
3-3-2-24 図）。

　このような状況を受け、90 年代半ばより、百貨店、
GMS83、一部コンビニ（ライセンス方式など）による
先進ASEANなどアジアの部分的な進出が行われて
いたが、2000 年代に入り、カルフール（仏）やウォ
ルマート（米）など欧米勢による急速なアジア進出に
より日本の小売勢は厳しい競争を強いられていた。

資料：（財）流通経済研究所から作成。
（出典）経済産業省「商業動態統計調査」

第 3-3-2-24 図
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第 3-3-2-22 表

加賀屋の台湾進出による国内経済波及効果

項目 金額
1 建設、設計、内装資材等（日本製） 約 15 億円

2 厨房器具、消火機器等の設備機器（日本製） 約 4億円

3 什器、備品、装飾品等（日本製） 約 4億円

4 日本食材、物販工芸品等 約 1億 5千万円

5 商標権使用料 約 2億円

6 開業運営指導及び人材派遣費 約 2億円

7 年間運営指導料 各年売上げの 3％
備考：4は通年、5は 15 年契約での金額。
資料：加賀屋ヒアリングから。

写真：加賀屋

第 3-3-2-23 図　台湾の加賀屋の接客風景

第 3-3-2-21 図　台湾の加賀屋

写真：加賀屋
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　諸外国の海外進出状況としては、ウォルマートが
28 か国 9600 店舗、カルフールが 33 か国か 15900 店
舗を展開している他、英のテスコ、独のメトロ等、世
界での展開店舗数が 2千店を超え、売上げも 900 億ド
ルを超える巨大チェーンが続いている。展開店舗数の
多さは、企業のプレゼンスの強さを示す一面であり、
ブランド認知度を高め、販売や調達力などで有利なポ
ジションを獲得する上で非常に効果的である。
　しかし近年、中間層人口が拡大し、急速に都市化が
進む 84につれて、アジアをはじめとする新興国にお
いて、求められる小売の在り方が変わりつつある。こ
の流れの中で都市のライフスタイルを捉えたコンビニ
等を中心に、我が国小売業界でも積極的に海外進出す
る方向性が相次いで打ち出されているところである。

② コンビニエンスストア
　セブン―イレブンは 2011 年には世界での店舗が 4
万店を突破、ローソンは既に店舗を出店している中
国・インドネシアに加え、インド・ミャンマー・ベト
ナム・ハワイなどに進出する意向であり、2020 年ま
でに中国とその他地域にそれぞれ 1万店とする目標を
打ち出している。ファミリーマートは、2009 年に海
外店舗数が国内店舗数を逆転、2020 年には国内海外
合計で 4万店出店を目指している。これらが計画通り
に進めば、2012 年中にコンビニ業界全体で海外店舗
数が国内の総店舗数を逆転する見込みである。
　日本型小売業の独自性と強みはそのまま日本型コン
ビニの強みと言われるほど、日本のコンビニは世界に
類を見ないビジネスモデルを確立してきた。そのコア
となっているのが、「便利さ」という、小売業にとっ
て新しい付加価値を実現する緻密なマーケティングと
商品管理である。
　コンビニは、都市部の狭い店舗に消費者のニーズに
合わせた商品を効率良く置くため、自動発注・在庫管
理システム等を導入し、緻密かつタイムリーな注文・
在庫管理を行っている。そのため、たとえ互いに数百
メートルの距離で同じ社のコンビニがあったとしても
置いてある商品が異なることがある。さらにコンビニ
は、店内にコピー機やATMを設置する他、公共料金
等の収納代行、宅配便の取次ぎ等の多様なサービスを

導入することで、単なる小売店の枠組みを超えた地域
のサービスのハブとしての機能を獲得してきた。この
ようなサービスのハブが、24 時間営業で数百メート
ルおきに存在し、かつそこでは欲しい商品が欲しい量
だけ手に入るという「便利さ」、これを付加価値とす
るのが先述の通り、我が国のコンビニ・ビジネスモデ
ルである。コンビニはその他のスーパーのように安売
りを行わず、定価販売を基本としているが、価格より
も便利さを求める都市部の中間層に受け入れられ、各
社は新興国の都市部で順調に店舗数を伸ばしている。
　高レベルの ITシステムやサービスハブとしての役
割に加え、客の動線を研究しつくした商品の配置と
いった日本企業ならではの細やかな配慮、さらに丁寧
な接客や厳しい衛生管理を行える人材等も、我が国コ
ンビニチェーンの強みである。特に日本のコンビニ食
品の安全性への信頼は高い。例えばファミリーマート
が台湾に進出した当初は、屋台が多く、コンビニの売
上げの中心である中食 85（なかしょく）はなかなか受
け入れられなかったが、SARS の流行以降に売上げが
急増した。上記の通り、コンビニ型ビジネスの利益の
コアとなるのが、この「中食」関連商品（弁当、おに
ぎり、揚げ物等）であるが、製造、冷蔵・冷凍、配送、
保管、解凍、販売、全ての工程において、厳格な衛生
管理と併せて ITを駆使した緻密な品質・個数管理が
行われている。このロジスティクスにかかる我が国コ
ンビニのノウハウが、現地の競合他社に対する強みと
なっている。
　他方、コンビニを始めとする小売業の場合、一般的
に独資での進出は困難とされている。それは小売にお
いては、地元の嗜好の把握や、現地での売場・物流網
の確保が重要であること、また、特に新興国において
は外資規制を回避する上で現地のパートナーと組むこ
とが不可欠であるためである。例えば 1988 年の台湾
出店を先駆けに、非常に早い段階から海外展開を行っ
てきているファミリーマートは、単独資本での進出は
せず、現地ではジョイントベンチャーを設立する方針
を維持してきている。しかし、個々の店舗展開におい
て現地企業との提携あるいはフランチャイズ形式を取
る場合、サービスの質が現地の一般的なサービス業の
水準に依存することは避けられない。現地企業と提携

 
83 GMS＝ゼネラルマーチャンダイズストア。
84 国連の推計では、2020 年までの間に、新たに増える 8つの人口 1,000 万人超都市は全て新興国の都市。また、100 万人以上 500 万人未満

の都市では、2020 年までに全世界で増える 93 都市中 77 都市が新興国の都市と予想されている。
85 調理された食品を購入して持ち帰り、家庭や職場で食べる食事形態。家庭で調理して食べる「内食」、家庭外で調理されたものをその場で
食べる「外食」との中間に位置することからきた造語。コンビニエンスストアやスーパーの弁当、惣菜、冷凍食品、宅配ピザ等を指す。
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無印良品の海外展開

「無印良品」を国内で展開する良品計画は、食品から衣服、家電製品まで幅広いアイ
テムを扱っており、生活に必要な商品をワンブランドで提供することを通して、簡素で機能的なライフ
スタイルを提案する独特の戦略で支持を広げている。良品計画は現在世界 20 か国で 163 店舗を展開し
ている。
　小売産業の中でも「日用品」分野は、これまで現地の文化やニーズを良く理解している現地資本が強
く、「地域性」の高い産業とされてきた。しかし良品計画は、新しいライフスタイルを提供しつつも、
文化風習が違っても日用品を使う場面において重視される点（シンプル、機能的等）が共通であること
を上手く利用し、多くのブランドが直面してきた問題―ブランドという独自の理念・感性を、多様な市
場でどう浸透させるか―という問題をクリアし、順調に海外店舗数を増やしてきている。良品計画は、
これまで進出国の中でも大都市の先端地域に出店する戦略を採ってきており、中でも最重点国の位置づ
けである中国では、2013 年度には店舗数を 100 店に拡大する方針を明らかにしている。このような急
速な海外展開に対応するため、良品計画は 2013 年には上海の物流拠点の能力を拡充するなど、海外優
先の出荷体制の整備等、タイムリーな商品調達力の向上と商流の合理化による調達コストの引下げを進
めている。

コラム

14

が前提の中で、日本企業ならではのサービスを維持し
ていくことの困難は、コンビニのみならずあらゆる小
売業の海外展開において必ず浮上する問題であり、日
本政府としても、外資規制撤廃の相手国政府への積極
的な申入れや、現地での日本式サービス浸透に向けた
人材育成の支援など積極的な施策の実施が求められる
だろう。

③ スーパー・ショッピングセンター等
　コンビニ以外の小売業種でも、都市のライフスタイ
ルを捉えた市場戦略で海外進出をしている企業があ
る。例えばイオンは、2011 年 2 月よりタイで小型スー
パーの「Maxvalu Tanjai」を展開している。Tanjai

とは、タイ語で「思い通りに、素早く」という意味で、
売場面積を通常の半分以下（300㎡前後）にコンパク
トにし、当地のニーズに適した商品を揃えることで、
短時間で必要なものだけを購入できるよう利便性を高
めた都市型スーパーである。また中国の北京と成都で
現在 13 店舗を展開しているイトーヨーカ堂は、成都
に、総合スーパーを核に衣料や雑貨など様々な専門店
を配するモール型の商業施設（ショッピングセンター）
の建設計画に着手している。現在、中国では所得水準
の向上に伴って、時間をかけて買物を楽しむ人口が増
加しており、このような専門店と組み合わせたショッ
ピングセンターを開設し、膨らむ中間層需要の取り込
みを目指している。

資料：無印良品HP等から作成。

コラム第 14-1 図　無印良品の海外店舗数の推移
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　無印良品の強みは、まさにその提案するライフスタイルそのものである。無印良品の店舗では、商品
開発の「感じ良い暮らしをリーズナブルに」や「ものづくりの視点（素材の選択、工程の点検、包装簡
略化）」といった理念がホームページやポスター等に掲示されており、まさに思想や概念そのものを付
加価値として、競合他といった理念が店の差別化を図っている。一方、価格やデザインが客への主たる
訴求軸とならない無印良品にとって、「あったらいいな」と思う商品の開発は死活的な問題である。す
なわち見えないニーズを顕在化させるマーケティングと商品開発力こそが、無印良品のライフスタイル
提案型ビジネスの要である。そのため、無印良品はウェブサイト上に「くらしの良品研究所」を開設し、
顧客と共に暮らしの良品について考え、情報交換をする双方向の商品開発を行っている。また、「my 
MUJI」という口コミプラットフォーム設置し、ソーシャルメディアを通して消費者同士の情報交換を
通してニーズを吸い上げる等、様々な取組を行っている。

（6）教育産業の海外事業展開
① 我が国の教育産業を取り巻く状況
　若年層の人口減が予測されている我が国の教育産業
は、業務提携や買収により産業の再編が進みつつある。
こうした中、株式会社公文教育研究会（以下「KUMON」
という。）と株式会社ベネッセホールディングス（以
下「ベネッセ」という。）は、我が国企業独自のノウ
ハウ、マーケティング手法等によって海外で生徒数
（KUMONは、のべ学習者数、ベネッセは会員数と
称する。）を増やしている。

② KUMONの海外事業展開事例
（a）海外展開が可能だった理由
　KUMONは現在、日本を含め、世界 47 の国と地域
に展開しており（2012 年 3 月現在）、学習者数がのべ
443 万人おり、うち、日本国内が 149 万人、海外が
293 万人 86と海外の学習者数が日本を上回っている。
KUMONメソッドが、なぜ世界に受け入れられたの
か。KUMONメソッドとは、KUMON独自のノウハ
ウである「ちょうどのレベル」から学習を始め、必要
に応じて復習をしながら、「自学自習 87」を行うもの
である。教材も算数・数学は日本のものとほぼ同じで
あり 88、よって普遍的なものであるが、言語教材の題
材などは地域の特性にあったものにアレンジし、いわ
ば現地化がなされている（第 3-3-2-25 図）。
（b）ブラジルへの展開・ブラジル教育事情
　KUMONの海外展開は 1974 年米国からスタート

し、ブラジルへのKUMONの展開は 1977 年に行われ
た。80 年代後半からブラジルで本格普及するため、
ブラジル人をターゲットとする戦略を強化して、日系
人が少ない地域に支局を開設し、教室の増加に努めた。
現在のブラジル国内の教室数は約 1,600 教室であり、
学習者数も 2011 年に前年比 15%増となった。依然と
して所得格差のあるブラジルでは、KUMONの学習
者は依然として富裕層と言われる層が中心であるが、
近年の経済発展に伴って中間層の上位の家庭が教室の
学習者に加わりつつある。ブラジルの学校教育は、児
童数の多さから学校施設のキャパシティに乏しく、公
立は朝、昼、晩の 3交代制であり、この結果、学校が
終わった生徒がKUMONなどの学習塾に行くという
素地（そじ）ができあがっている 89。KUMONの理
念は、健全にして有能な人材を育成し社会に貢献する
ことである 90。学習法の特長は、子供の学力・能力に
合わせた個人別の学習法である。学校が一斉学習 91

なのに対して、KUMONはその子に合わせて学習を
進めることができるというKUMONならではの特性
を有する。
（c）在籍学習期間延長への努力
　ブラジルにおけるKUMONの平均在籍学習期間は
日本と比べて短いことが問題となっている。一般的に
欧米系の国民は短期間で結果を求めたがるが、ブラジ
ル国民もその傾向が強い。この解決に向けて、在籍期
間の長い教室の事例をもとに、指導者同士がよりよい
生徒指導のノウハウ・秘けつを共有し、指導の質を高

 
86 数字は 1,000 人以下切り捨て。
87 KUMONの HP http://www.kumon.ne.jp/　KUMON関連の出版物などに頻出。
88 例題や設問文を翻訳。
89 私立校の生徒は授業が終わり次第KUMONに通う。
90 全文は、「われわれは個々の人間に与えられている可能性を発見し　その能力を最大限に伸ばすことにより　健全にして有能な人材の育成
をはかり　地球社会に貢献する」である。

91 集団で一度に学習すること。KUMONの HPに頻出。
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め合っている。ほかに、親への生徒の学習状況のフィー
ドバックをきめ細かく行っている。
（d）フランチャイジー（指導者）へのサポート
　基本的に日本のものと余り変わらず、教室開設前研
修として、まずブラジルの本社に集めて集合研修を行
い、次に自宅での研修を行い、最後に地区担当とのマ
ンツーマンの研修を行う。これら各研修と並行して、
生徒にどのような指導をしていくかを実地で学んでも
らうため、手本となる教室で教室実習を行う。また、
開設後研修として、集合・自宅研修の継続とともに、
マンツーマン研修で、生徒対応の仕方、親とのコミュ
ニケーションのとり方、財政面のアドバイスなど、教
室運営をサポートする。このようにフランチャイジー
に対して研修内容を強化・充実させることで、フラン
チャイジーの満足度を高めて、保護者や生徒から信頼
を得てもらうことが競合企業への対策としても重要で
ある。そして、この事業の成功の秘けつは、KUMON
メソッドに対する共感度合いが高い、良い人材を選ぶ
こと、良い研修を行うこと、良い教室設置場所を選ぶ
こと、の 3つの条件をそろえた上で、きめ細かなサ
ポートを継続することである。
（e）指導方法の共有、研鑽（けんさん）
　KUMONでは、指導のベースとなるガイドライン
を共有した上で、個々の教室現場で生まれた知恵や工

夫を指導者同士がお互い学び、高め合っている。また、
世界に 6か所ある地域本社 92では、年 1回「指導者
研究大会」を開催し、国を超えて指導者同士が「知の
共有」を行っている。
（f）KUMONの強み
　KUMONは、子供一人一人の学力・能力に合わせ
た学習で、自学自習で高度な基礎学力を習得すること
を目指し、最終的には、将来有能な人材を世の中に輩
出するという同社の理念が世界に受け入れられたと考
えられる。また、一種の現地化とも言えるが、指導す
る側も教室現場で生まれた知恵や工夫を指導者同士が
お互い学び、高め合う努力を行っている面も有する。

③ ベネッセの海外事業展開事例
（a）中国進出前の展開
　ベネッセの海外事業は、1981 年にニューヨークに
現地法人FIP（Fukutake Information ＆ Publishing 
Inc.）を設立、メトロポリタン美術館との提携事業な
ど米国での活動がそのはじめとなる。次いで 1988 年
に台北支社（台湾）を開設し、翌年から就学前の年長
児向けの家庭学習商品「こどもちゃれんじ」（台湾で
は「巧連智」）事業を始め、対象学齢を拡大した（現
在は幼児向け講座と小学 1、2年生向けの低学年版、3、
4年生向けの中学年版を展開）。その後、アジア重視

 
92 北米公文、南米公文、日本公文教育研究会、アジア・オセアニア公文、中国公文、ヨーロッパ・アフリカ公文

第 3-3-2-25 図　KUMONの学習者数と世界展開国・地域（日本を含む）

備考：学習者数は全教科合計学習者数。普及状態は国・地域によって異なる。

2012 年 3 月度　世界 47 の国と地域に広がる公文式

学習者数　443 万（1,000 の位切捨て）　日本国内　149 万世界
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の戦略にシフト、2006 年 3 月からは韓国で「I-chal-
lenge」、同年 6月中国で「楽智小天地」と、幼児向け
「こどもちゃれんじ」事業を開始した。2007 年以降
の会員数動向は（第 3-3-2-26 図）の通りであり、特
に中国市場の伸びが著しく、2008 年は前年の倍、以
降は 50%程度の伸び率で成長している。中国進出は
以前から構想があったが、既に経済発展を遂げた台湾
から事業を開始し、そこで実績とノウハウを蓄積しな
がら中国進出の機会をうかがっていた。
　なお、ベネッセホールディングスの有価証券報告書
（第 57 期：2010 年 4 月 1 日～2011 年 3 月 31 日）に
よれば、2011 年の会員数は中国 34 万人、台湾 17 万人、
韓国 14 万人である（合計 65 万人）。ベネッセコーポ
レーションのHPには 2011 年 9 月には中国での会員
数が 40 万人を突破したとある 93。
（b）中国展開
　中国での事業は、第一に「楽智小天地」、第二に香港、
深セン現法での教具・玩具（がんぐ）の現地調達等、
第三に現地グループ会社（VCS（益峰客戸関係管理（上
海）有限公司））でコール・センター事業（中国の通
信法 94での外資規制のためコンサルティング会社と
して設立、100％現地法人）からなる。その背景は、
以下の通りである。日本におけるベネッセの宣伝戦略
は、テレビCMとダイレクトメール（DM）中心だが、
中国における知名度はゼロに近い。中国人は現物主義
（高額商品は実際に触れないと買わない。実際に良さ
が判断できなければ、ネットショッピングで単に「安
い」モノを選ぶ）なので、マーケティング手法を独自

のノウハウでつくり出し、単なるDMをやめ、体験
見本商品を送付し、実感をしてもらった後に前述の
コール・センターから電話をかけ、各家庭状況に合わ
せた商品のコンセプト・特徴を説明する手法をとった。
また、外資は合弁でも出版業が行えないため、現地パー
トナーである中国福利会出版社がライセンス出版する
形態をとっている。ライセンス契約は 1年ごとの随意
契約で、対価としてのロイヤリティを受け取っており、
現地生産する絵本、DVD、玩具（がんぐ）以外の知
的財産権は日本に集約している（保護者に対する指導
本の知財権は中国側へ譲渡）。
（c）中国での販売手法
　販売は、上海現法（「倍楽生商貿有限公司」95）が担
当（一部は代理店に委託）し、2010 年は北京に、翌
年 1月には広州に分公司を設立した。さらに、日本で
も子供に人気の「しまじろう」＝中国名「巧虎（ちゃ
おふう）」を用いた事業を展開し、「巧虎」は中国でも
口コミを通じて人気となり、2010 年から児童劇コン
サートを始めている。これは、ベネッセの日本におけ
る同社ならではの手法と同じマーケティング手法であ
る。同年のテーマは「親子の愛」で、全国 6都市で約
40 回公演を行い、45,000 人を動員。2011 年は 16 都市
で 94 公演を開催、78,181 人を動員した。9月には上
海教育チャンネルで「巧虎テレビ」96の放映を開始し
た。露出が増せば、知名度もそれに伴って増す相乗効
果がでてきている。また、ショップでの販売（2011
年 12 月末時点で 86 店舗）を展開し、店頭で商品を見
て理解してもらう手法（手に触れさせ、子供が楽しむ
姿を保護者が見て判断できる）をとっている。更に「巧
虎」の握手会などミニイベントを行い、知名度を上げ
る努力をしている。
（d）教材作成
　教材作成に当たっては、中国は学力効果やレベルの
高い物を求めたがる傾向にあり、現地の編集者・監修
者がニーズを研究し、企画・編集を行い、顧客の声を
重視し適宜改訂する（教材の現地化）。また、基本コ
ンセプトは同社独自のノウハウのもので、学力だけを
追求せず、「ありがとう」、「ごめんなさい」、「お片付け」
などの人格形成や習慣づけ、共働きの多い家庭に配慮
した「親子とのコミュニケーション」を取り入れてい

 
93 ベネッセコーポレーションHP　http://www.benesse.co.jp/kyouiku/about/
94 通信法：中国において、外資によるコール・センター事業を禁止するもの。
95 設立は 2008 年　http://www.benesse.co.jp/newsrelease/20100412_001.html
96 毎週土曜日（16：50～）日曜日再放送あり（10：00～）

備考：グラフは毎年 4月の会員数。
資料：ベネッセホールディングホームページから作成。

第 3-3-2-26 図

ベネッセコーポレーションの 4月海外会員数の推移
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る。このようなコンセプト商品は中国にはない。幼児
教育用の絵本（約 8元）やDVD（約 5元）の単品販売
はあるが、それらを連動させたセット教材での商品の
提案（かつ高価格帯ブランド）はほかになく、中国人
に受容された。
（e）ターゲットとしている顧客所得層
　中国での事業開始時には中間所得層の上の方から富
裕層といった全人口の 10%をターゲットとして想定
したが、経済発展とともにその層が 20%に迫り、2011
年度の下半期の会員数目標として 48 万人を掲げてい
る。広大な国土での事業は効率を欠く面があるものの、
今や全省をカバーし、チベットにまで会員がいる。
（f）ベネッセの強み
　ベネッセは、教材等のコアな部分は海外にはない同
社オリジナルの日本流を貫き、異なる文化やビジネス
風土（現物主義、コール・センター営業、物流、現金
支払方法等）にあわせた現地化を徹底したことが海外
展開の成功につながっている。今後もさらなる国々へ
の進出を検討中の模様であり 97、同社の動向が注目さ
れる。

（7）医療サービス・技術の海外展開
　アジアをはじめとする新興国では、経済成長及び高
齢化の進展に伴い、医療・介護・健康関連産業に対す
るニーズが今後急速に拡大することが予測される。我
が国は、高齢化先進国であるだけなく 98、世界トップ
レベル水準の医療技術を有しており、これら新興国の
需要に応えることで、国際貢献に寄与するだけでなく、
社会保障費の増加抑制が求められる中でも、医療の質
の確保と社会保障費用抑制の両立を達成することがで
きると考えられる。
　本項では、医療の国際展開をめぐる世界と我が国の
動向を分析し、我が国の医療サービス・技術の海外展
開の可能性を明らかにする。

① 急増する世界の医療に対するニーズ
　2008 年時点で、WHOによれば世界の医療費の総額
は、購買力平価（PPP）ベースでは 6.0 兆ドルに達し
ている 99。また、OECDが発表した実質ベースの伸び
率によれば、アジアの一人当たり医療費の伸び率は

1998 年から 2008 年に平均 4.9%と OECD諸国の 4.1%
よりも高い。特に、ベトナム（9.7%）、中国（9.2%）、
韓国（9.2%）、カンボジア（9.1%）は更に急速な伸び
となっており 100、医療制度が整備段階にある新興国
で。特に医療ニーズの拡大が見込まれる。

② 医療サービス・技術が一体となった海外展開
　現在、世界の医療機器市場規模を見た際に、上位は
米欧日の先進国が占めているものの、新興国の医療機
器市場は成長率が大きく、各国のメーカーは積極的に
海外事業活動を進めている（第 3-3-2-27 図）。

　まず、欧米のメーカーは、欧米の大学・研究機関に
新興国から多くの留学生・研修生が訪れる環境を活か
す、又は、現地医療関係者の人材育成といった協力を
実施することを通じて、早期段階から自国製の医療機
器に慣れてもらう機会を積極的に形成し、売り込みを
進めている。
　また、医療機器メーカーが実際に海外で拠点を設け、
医療サービスと一体的に連携することで海外展開を行
う例も出てきている。例えば、セントジュード・メディ
カル社（米国）は、2011 年 3 月に、中国・北京にテ
クノロジーセンターを開設し、医師と連携して現地医
療関係者への技術研修（例：年間 2000 人以上を目標
に内科医の研修機会提供等）を実施している。また、

 
97 ベネッセ 2011 年アニュアルレポートダイジェスト　http://www.benesse-hd.co.jp/ja/ir/ar2011/
98 国立人口問題研究所の予想によると 2034 年には 65 歳以上の人の割合が人口の 1/3 以上に達すると予想されている。
99 医療技術産業戦略コンソーシアム、日本医療機器産業連合会（2011）「医療技術のアジアとの連携・交流拡大に向けた政策提言」。元デー

タはWHO（2011）「National Health Accounts database」。
100 OECD（2010）「Health at a Glance Asia/Pacifi c」

資料： Espicom（ 2011 ）「Medistat Worldwide Medical Market Forecasts To 
2016」から作成。

第 3-3-2-27 図　医療機器市場の規模（2011 年）
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シーメンスは、更に進んで 2010 年 10 月、アブダビ首
長国に診断センターそのものを設置して、米国メリー
ランド州のジョンズホプキンス大学病院と連携し、癌
や心臓病、神経系疾患の早期診断等を行っている。
　このように、医療機器メーカーと医療機関が協力し、
医療サービスと機器を一体的に提供することで、医療
技術そのものが未整備なことも多い新興国では、特に
競争力が増すと考えられる。

③  我が国の医療サービス・技術の海外展開の在り方
について

　我が国の医療の海外展開は、欧米に後塵を拝してい
る 101が、我が国の医療技術やホスピタリティは世界
トップレベルの水準を有しており、これら医療サービ
スと連携することで、医療機器や医薬品等、周辺産業
についても、国際的な競争力を強化することができる
と考える（第 3-3-2-28 図、第 3-3-2-29 図）。
　医療サービス・技術を海外展開するに当たっては、
国毎に様々な制度、規制が存在するため、進出先の政
府・当局と折衝をすることが不可欠であり、今後、医
療サービス・技術の海外展開を推進していくためには、
医療機関、メーカー等産業界及び官の連携が重要に
なってくる。
　また、医療サービス・技術を海外展開するにあたり、
海外から日本に治療に訪れたいというニーズも今後拡
大することが想定される。既に、医療滞在ビザの創設
をはじめ、一部取組も進んでいるところであるが、外
国人患者と国内医療機関との橋渡しを行うコーディ
ネーターや医療通訳の育成等、産医学官の連携による
オールジャパンでの医療サービス・技術の国際化事業
の拡大が引き続き望まれる。

（8）まとめ
　以上、我が国サービス業企業の海外展開の先駆的事
例を概観してきた。物流産業や小売産業でみた通り、
国内の消費者にとっては特段珍しくないサービスで
あっても、海外の消費者にとっては画期的であると
いったような、海外事業展開につながる技術・ノウハ
ウが国内にはまだまだ眠っていると考えられる。海外
でも通用する独自の技術・ノウハウを持っていながら、
国内事業に専念している企業を発掘し、海外事業展開
を促進する取組が求められる。

　また、観光産業や外食産業でみたように、高い技術
力、安全に対する意識の高さなどについて、我が国の
サービス業は海外からの良いイメージを獲得してい
る。現在の良いイメージを活かし、さらに我が国のサー
ビス業が海外に広まれば、当該企業の利益に止まらず、
我が国サービス業全体が海外事業をしやすい環境が整
備されより一層の海外事業の拡大が期待できる。

 
101 世界の医療機器メーカーの 2009 年時点での売上額において、我が国企業はオリンパス（16 位）、東芝（19 位）、テルモ（20 位）と下位に

とどまっている。

資料： みずほコーポレート銀行（2012）「医療機器メーカーの成長戦略」
から転載。

備考：赤は我が国企業。医療機器の売上高のみ。

第 3-3-2-28 図
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第 3-3-2-29 図
平成 23 年度において経産省が実証調査を実施した医療
サービス・技術の海外展開事例

我が国の医療機関の海外展開事例
ロシア
・日本式医療サービスの普及・啓発プロジェクト（モスクワ）
・画像診断サービス提供プロジェクト（ウラジオストク）
中国
・糖尿病治療サービス提供プロジェクト（上海）
・高度診断提供プロジェクト（北京）
・日中歯科医療技術協力研修センタープロジェクト（北京）
ベトナム
・遠隔病理・画像診断サービス提供プロジェクト
カンボジア
・高度医療サービス及び医療教育提供に向けた実証実験（プノン
ペン）
トルコ
・病院 PPP プロジェクト

資料：経済産業省作成。
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　ここまで、独自のノウハウやブランドを活かした我
が国サービス業の海外事業活動の事例をみてきた。以
下では、これらサービス業の海外事業活動を更に加速
させるための戦略を示していく。具体的には、①対外
M&Aの活用、②外国企業とのアライアンスを通じた
海外事業展開、③コンテンツと消費財の相乗効果によ
る外需の取り込みである。

（1） サービス業の海外展開　～広がるサービス業
の対外買収～

　対外買収が、昨年、日本の対外M&Aを牽引した
ことは前述した。ここでは、その対外買収について裾
野の拡がりという観点から、日本、米国、ドイツの現
状を業種別にみることとする。
　まず、業種を、製造業、サービス業、エネルギー・
鉱業、農林業に分類した場合に、日本の企業の対外買
収は、2011 年、製造業の割合が 2000 年以降最小の約
1/3 に減少し、サービス業の割合が最多の 6割強に達
した（第 3-3-3-1 図）。一方、米国及びドイツの企業
の対外買収は、従来よりサービス業が過半を占めてき
た。特に、2011 年のドイツの企業の対外買収は、製
造業の占める割合が約 28%と 3か国中最小となり、
これと対照的にサービス業の割合は約 7割を占めた。

　日本の企業のサービス業の割合が増加した主な要因
としては、サービス業内での対外買収の業種の広がり
と卸・小売分野の対外買収の増加が考えられる。
　具体的には、日本のサービス業の対外買収を業種分
野別にみると、2005 年には情報通信が主流だったが、
2011 年には各分野とも案件が増加するとともに、生
活関連サービス、航空・運輸、教育、宿泊・レストラ
ン、人材サービス等の様々な分野において対外買収が
拡大したことが分かる（第 3-3-3-2 図）。この背景には、
サービス業における対外M&Aへの関心の高まりが
あると考えられるが、本年 2月の調査 102では、対外
M&Aを経営・事業戦略に位置づけていると回答した
企業のうち 2009 年度以降であった割合が、製造業で
は約 26%だったのに対し、非製造業では、約 45%と
なっていた（第 3-3-3-3 図）。このことから、サービ
ス業では、当該戦略を受けて 2010 年から 2011 年にか
けて対外M&Aを実施した企業が多かった可能性が
あると考えられる。
　また、サービス業の対外買収を牽引したのは、特に
卸・小売の分野だった。卸・小売が急増した要因とし
ては、商社等の対外買収が活発に行われたことがあげ
られる。これは、既に中期計画 103等に位置づけられ
ていた投資活動が順調に実施されたことを示している

3．サービス業の海外事業展開戦略

第 3-3-3-1 図　日本、米国、ドイツの企業の対外買収の業種別シェア
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備考：完了案件ベースの件数で集計。
資料：トムソンロイター（2012 年 1 月）から作成。

102 三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング「我が国企業の海外事業戦略に関するアンケート調査」（2012 年）
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可能性がある 104。また、ドラッグストア等の小売業
による対外買収の急増も要因の一つだった。更に、情
報通信サービスは、従来より各国とも件数の多い分野
だったが（第 3-3-3-4 図、第 3-3-3-5 図）、2011 年には、
日本の企業ではインターネット関連、ソフトウェア、
ITコンサルが中心となって積極的に対外買収が行わ
れた。本分野は引き続きスピード感が求められている
分野と考えられる。続く金融の対外買収については、
損害保険やREITs105等が伸びたことが要因の一つで
あった。更に、住宅等建設及びエンジニアリングによ
る対外買収も好調だった。
　これらの背景には、世界経済危機による企業業績に
対する影響が製造業と比較すると非製造業には限定的
だったため、資金的余裕がより大きかったことも影響

している可能性がある（第 3-3-3-6 図）。
　次に、米国のサービス業の対外買収をみると、従来
より情報通信分野が多数を占め、対外買収を牽引して
きた（第 3-3-3-4 図）。こうした中、2011 年には、調査・
コンサルティングや広告等の専門サービスに加え、環
境関連サービスや健康関連サービスの分野へ対外買収
が拡大していることが特徴のひとつであった。具体的
な事例としては、掃除サービスで創業した会社が、衛
生関連、環境関連へと業容を拡げながら北米全体へと
事業を拡大させ、更なる発展を目指して 2011 年に複
数の対外M&Aを行ったケースや、医療廃棄物処理
会社が、医療機器リコール製品回収サービス等の分野
へ事業拡大し、その後、欧州、中南米、アジアへと事
業展開を果たし、この一環として 2011 年に複数の対

103 一般に 3～5年程度の期間を設定して立てられる事業計画で設備投資計画等が含まれる。2011 年 10～12 月の聴取調査では、商社等におけ
る対外M&Aは従来より為替リスクヘッジを行っており、円高等の影響よりもむしろ中期計画等事業計画に基づいて行われているものと
の声が強かった。

104 ただし、商社は、分類上は貿易会社（Trading Companies & Distributors 等）に分類されているが、エネルギー・鉱業案件、製造業案件、
インフラ案件等が含まれている可能性があることには留意が必要である。

105 Real estate investment trusts の略。不動産に投資するために組成された会社型投資信託。

第 3-3-3-3 図　
対外M&Aを経営・事業戦略の中に位置づけた時期
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資料： 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「我が国企業の海外戦略に関
するアンケート調査」から作成。

第 3-3-3-4 図　米国の対外買収の分野別件数
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第 3-3-3-5 図　ドイツの対外買収の分野別件数
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第 3-3-3-2 図　日本の対外買収の分野別件数
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資料：トムソンロイター（2012 年 1 月）から作成。
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外M&Aを行ったケース等がみられた 106。
　また、ドイツにおいては、2011 年は、情報通信サー
ビスが最多だったが、その情報通信サービスや生活関
連サービスを中心に対 2000 年比でみるとほとんどの
分野で対外買収が減少しており、日米とは対照的に対
外買収が不調だったことが分かる。その要因としては、
ドイツの対外買収は欧州地域に偏っており、リーマン・
ショックや欧州債務問題等がドイツの企業や欧州経済
に直接的な影響を与えたことが可能性としてあげられ
よう（第 3-3-3-7 図）。
　ここまで、3か国の対外買収を分野別にみてきたが、
裾野が拡大し好調に見える日本の企業の対外買収も、
件数及び金額で比較すると課題は残る。2011 年に日
本は、件数では米国の 3割以下、金額では米国の 2割
以下に留まった（第 3-3-3-8 図）。GDPの規模を勘案

すると、対外買収においても量的拡大が今後の課題の
ひとつとしてあげられよう。

106 トムソン・ロイター（2012 年 1 月）及び各社ホームページから。

第 3-3-3-6 図　製造・非製造業別の当期純利益及び内部留保の推移
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資料：財務省「法人企業統計調査」（2011 年 10 月）から作成。

第 3-3-3-7 図　
ドイツの企業の地域別対外買収割合の推移

備考：完了案件ベース。件数を基に集計。
資料：トムソンロイター （2012 年 1 月）から作成。
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第 3-3-3-8 図　日本、米国、ドイツの企業の対外買収件数及び金額の推移

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

1,600
件

米国
日本
ドイツ

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600
億ドル

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

米国
日本
ドイツ

備考：完了案件ベース。金額は公表されたもので集計。 
資料：トムソンロイター（2012 年 1 月）から作成。

通商白書  2012 355

第３節サービス業の海外事業展開に向けて

第
３
章



（2） サービス業でも活発になる台湾企業とのアラ
イアンス

　我が国企業の海外事業活動を拡大させる上で、外国
企業との連携は大きな効果が期待できる戦略の一つで
ある。近年、製造業に限らず、サービス業においても、
我が国企業が台湾企業と連携を組みながら世界市場で
の事業拡大をはかる事例が増加している。

① 台湾のサービス業の海外事業展開
　台湾には、以前から我が国から電子機器メーカーな
どの製造業が進出していたが、中国への進出を考える
際には、サービス分野においても台湾企業は強力な
パートナーになる。
　まず、台湾と中国との間には、歴史、文化的な強い
繋がりがあり、古くから台湾企業の中国進出は活発で
ある。台湾の企業は、電子機器など製造業から物流な
どサービス業まで幅広い分野で、中国において高い存
在感を示している。例えば、中国の輸出企業の上位
10 社中の 8社は、鴻海（Foxconn）など台湾企業が
占めており、食品産業でも康師博、統一などの台湾企
業が中国市場で高いシェアを獲得している（第 3-3-
3-9 図）。

　さらに、近年は、良好な政治情勢の下、両岸関係は
より緊密になってきている。2010 年には、ECFA（両
岸経済協力枠組み取決め、Economic Cooperation 
Framework Agreement）が締結され、早期の緩和対
象品目（通称、アーリーハーベスト）から関税の撤廃
等が行われることになった。サービス業分野でも、アー
リーハーベストに中国側 11 業種、台湾側 9業種が盛

り込まれた（第 3-3-3-10 表）。

② 我が国サービス業が台湾企業と連携を組む利点
　それでは、中国で存在感を高めている台湾企業と連
携することで、我が国企業はどのようなメリットを得
られるのか。まず、何より台湾企業のネットワークを
我が国企業が活用できることが期待できる。中国は、
法律の整備・運用が先進国に比べて不十分なためビジ
ネスを行う上でコネクションがより重要になるといわ
れる。こうした状況において文化・言語を同じくする
台湾勢によって構築されたネットワークを活用するこ
とで、中国市場により食い込んだビジネスが可能にな
る。
　更に、日本のサービス業を深く理解しているため台
湾企業と組めば、台湾企業を仲介役としてより効果的
に中国市場への日本企業の売り込みことが期待でき
る。台湾では親日感情が強く 107、日本食やコンテン
ツなど日本文化の浸透が進んでおり、製造業に加え、
コンビニや百貨店等の小売等の多様なサービス業が進
出している。統一グループは、三菱商事、三井物産な
ど商社と連携する他、セブンイレブン、無印良品など
の店舗を展開している。頂新グループは即席麺事業で
培った食品製造ノウハウと物流網を活かし、伊藤忠商
事との資本業務提携のもと、アサヒビールとの飲料事
業やファミリーマートとの小売事業を中国本土で展開
している。旺旺グループは、米菓メーカーだが多様な
ビジネスを手がけており、丸紅との連携に加え、日本
テレビとは合弁で番組制作会社を設立している（第
3-3-3-11 表）。
　サービス業は、製造業の場合に比べ現地の社会、文

107 例えば、台湾における対日世論調査（交流協会調べ（2010 年））では、最も好きな国はどこかとの問いに対し 52%が日本と回答している。

第 3-3-3-10 表　
サービス分野でのアーリーハーベスト対象業種

資料： ジェトロ（2011）「【特集】台湾と組むグローバル市場への「架け橋」」
『ジェトロセンサー』から作成。

中国側：11業種 台湾側：9業種

会計・監査・簿記サービス 研究開発サービス
コンピュータサービス 会議サービス
自然科学・光学研究開発 展覧会サービス
会議サービス 特定品デザインサービス（室内デザインを除く）
専門デザインサービス 中国華語・合同撮影映画
台湾華語映画に対する輸入割当撤廃 ブローカーサービス（いきた動物を除く）
病院サービス スポーツ・レジャーサービス
航空機メンテナンス 航空サービス PC座席予約システム
保険業 銀行業
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第 3-3-3-9 図　
中国の食品・飲料市場における台湾企業のシェア

資料： みずほコーポレート銀行台湾支店（2012）「何故いま台湾なのか」
から作成」。
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化の理解が一層必要になるところであり、日本文化が
浸透している台湾において台湾企業と組むことが有効
である。中国をはじめとしてターゲット市場に参入す
る前に、日本のサービス業の魅力を理解してもらえる
台湾で、日本のサービスの売り出し方を洗練させるこ
とができる。また、2011 年 9 月に日台投資取決めが
署名されたことで、我が国から台湾への投資の保護・
促進が強化されることになり、一層の台湾向け投資の
拡大が期待されている。台湾への進出が、東アジアの
広大な市場をゲートウェイになると期待できる。

（3） コンテンツと消費財の相乗効果による外需の
取り込み

　我が国のコンテンツ産業は世界的に高い人気を得て

いる一方で、海外での売上げが伸び悩んでおり、海外
事業の拡大に向けて新たな戦略が模索されている 108。
　近年、インターネットの普及により、コンテンツ産
業の中でも映像分野（テレビ、映画）の作品は爆発的
なスピードで世界に拡散されるようになった。しかし、
多くの違法な動画サイトが開設され、版権を無視して
作品が共有される事態が発生している 109。このよう
に作品が違法に共有されることは、コンテンツ製作会
社が海外展開により収益を上げることの妨げとなって
いる。さらに、地域によっては外資であることやコン
テンツの放送、配信の内容次第で規制が存在する場合
があり、これにどう対処するかがコンテンツ製作会社
が収益を上げる上で大きな課題となっている。こうし
た中、コンテンツ単体で収益を上げるビジネスモデル
から、コンテンツと併せて消費財を販売することで、
大きな収益を獲得しようとする取組が進められてい
る。ここでは、キャラクターの使用権の供与に注力す
るケースを紹介する。

　株式会社サンリオは、海外での高い知名度を活かし、
ライセンス供与を積極的に進め、ロイヤリティによる
収益を拡大する構造にビジネスモデルを転換してい
る。とりわけハローキティは、世界的に認知度が高く、
玩具だけでなく、スワロフスキー等の高級ブランドも
キャラクターとして取り上げている。
　他方で、米国に 30 店舗あった直営店を全て閉鎖し、
固定費の削減を進めて収益性を高めている。従来、キャ
ラクターグッズの販売については、海賊版が出回るこ
とへの懸念が大きかったため出遅れていたが、新興国
で中間層が拡大していることで、本物志向が高まって
いるという期待のもと、ライセンスの供与に前向きに
なっている。2006 年には、欧州でのライセンス部門
の売上高は 400 万ドルだったが、2009 年には 6100 万
ドルまで急拡大し、2010 年には米国と合わせて 1億
ドル以上の売上げとなるまで成長している（第 3-3-
3-12 図）。
　こうしたコンテンツと消費財を併せて海外事業を行
うビジネスは、今後さらなる発展が期待される。技術
の発展により、コンテンツ自体は違法に共有されてし
まう状況が拡がっている中にあって、キャラクター
グッズなど消費財はコンテンツ自体に比べ簡単にはコ

108 コンテンツ産業の動向については 3章 2節を参照。
109 あるテレビ局では、海外に番組の売り込みに行った際、当該地域では放送されていない番組について先方から感想を聞くことがたびたび
あるという（ヒアリング調査）

第 3-3-3-11 表　台湾の財閥と日系企業との連携事例

資料：各種報道から経済産業省作成。

主事業 連携日系企業
統一企業 流通 三菱商事、三井物産、セブンイレブン、

無印良品

頂新集団 即席麺・飲料 伊藤忠商事、アサヒビール、ファミリー
マート

旺旺集団 米菓 丸紅、日本テレビ

台湾勢との連携による我が国サービス業の海外事業展開

○テレビ番組の製作（日本テレビ）
　日本テレビは、2011 年 5 月に、台湾大手のテレビ局の中
天電視公司と合弁で「黒剣電視節目制作（股份有限）公司」
を設立。中国市場への参入を最大の事業目標にし、テレビ
番組を制作。

○漫画の翻訳（講談社）
　2011 年、現地法人を設立。台湾では、ネイティブクラス
までに日本語を体得した翻訳者による高水準の翻訳を作成。
二重翻訳は行わないため中国市場に向けては、別途、日本
語から北京語に翻訳することが必要になるが、その際に大
きな参考になる。高度な翻訳は日本文化が浸透している台
湾だからこそ可能。

○映画の日台共同製作支援（日本総合研究所）
　台湾製の映画については ECFA のアーリーハーベストの
一環として輸入割当規制が撤廃された。日本総合研究所は、
台湾のシンクタンクⅢと協業し、日本企業と台湾企業の共
同映画制作プロジェクトの立ち上げを支援。3D劇場用アニ
メ映画「孫中山（孫文）」などのプロジェクトが動き始めて
いる。

○コンビニ（ファミリーマート）
　連携相手の頂新集団の有する物流網を活用し中国国内で
広くファミリーマートを展開。物流網に限らず、店舗開設
のための不動産の確保においても旺旺集団のネットワーク
を活用。
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ピーされないと考えられる。また、新興国で中間層、
富裕層が増加する中で、本物志向が高まり正規のキャ
ラクターグッズの需要がますます高まっていくと考え
られる。コンテンツと消費財を組み合わせ、需要を取
り込んでいくことが重要になる。

　ここからは、我が国サービス業の海外事業活動が、
国内経済に及ぼしうる影響について分析する。具体的
には、①輸出誘発効果の可能性、②海外収益の国内還
流、③国内雇用への影響をみていくとともに、④サー
ビス業の中でも特に商社のビジネスモデルを取り上げ
ることで、海外事業活動の国内への裨益について詳し
くみていくことにする。

（1） サービス業海外展開に伴う輸出誘発効果（我
が国からの調達増）

　ここでは、我が国のサービス業の海外展開が我が国
の国内経済にどのような影響を与えうるのかをみてい
きたい。
　我が国の卸売業の現地法人の調達額の推移をみる
と、現地調達、第三国調達、日本からの輸入のうち、
2006 年以降は、我が国からの調達額が最大で推移し
ており、しかも我が国からの調達比率は 2004 年の
35％から 2010 年には 44％まで上昇して推移してい
る。卸売業の現地での展開が拡大すればするほど、仕
入先として、我が国からの調達比率や調達額が拡大す
る傾向にあると言える（第 3-3-4-1 図）。

（2） 親会社への配当・ロイヤルティ等支払額の推
移と還流配当金の国内での活用用途

① 親会社への配当・ロイヤルティ等支払額の推移
　現地法人一社当たりの親会社への配当・ロイヤル

ティ等支払額の推移をみると、2004 年には製造業と
非製造業で大きな格差がみられたが、その後非製造業
の同支払額が拡大し、2010 年には製造業と卸売業が
ほぼ同じ水準となった他、サービス業や小売業の同支
払額も着実に拡大していることが分かる。
　我が国経済が海外の成長を取り込むためには、現地
で得た利益等を一定程度国内に還元されることが益々
必要となっており、今後は製造業のみならず、非製造
業の海外展開が重要性を増していることを示唆してい
る（第 3-3-4-2 図）。

② 現地法人からの配当金の国内における活用用途
　「海外事業活動基本調査」（2012）によれば、大企業

4．サービス業海外事業展開と国内経済

第 3-3-3-12 図　
サンリオの米国と欧州におけるライセンス部門の
売上高推移
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から作成。

第 3-3-4-1 図　
海外現地法人（卸売業）における日本からの
調達額等の推移（全地域）

資料：経済産業省「海外事業活動基本調査」から作成。
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に対し現地法人からの配当金の用途を聞いたところ、
卸売業やサービス業においては、「研究開発、設備投資」
（14.5％、13.5％）に比べて、「株主への配当」（17％、
25％）に活用される割合が高い。一方、小売業につい
ては、「株主への配当」（4.8％）に比べ「研究開発、
設備投資」（14.3％）に活用される割合が高い。還流
された配当が消費や投資を誘発することを通じて、国
内経済にプラスの効果を及ぼすことが重要である（第
3-3-4-3 図）。

（3）雇用との関係
①  海外展開企業と国内事業企業との国内従業者数見
通しの比較

　「我が国企業の海外事業戦略に関するアンケート調
査」（2012）によれば、海外展開企業（注：輸出、対
外直接投資、海外委託のいずれかを行っている企業を

指す。）と非海外展開企業に今後 3年間の国内従業者
数の見通しについて聞いたところ、海外展開を行う非
製造業では 33％が「増加傾向」として、6％が「減少
傾向」と回答した。国内事業のみの非製造業では
29％が「増加傾向」、16％が「減少傾向」としており、
海外展開企業の方が、雇用を増加させる企業の割合が
高く、同時に雇用を減少させる企業の割合が低いこと
が分かる（第 3-3-4-4 図）。

　次に海外展開企業について上記数値を製造業と比べ
ると、非製造業の方が製造業より、雇用を増加させる
企業の割合が高く、同時に雇用を減少させる企業の割
合が低いことが分かる。ここから、非製造業の方が、
製造業よりも、海外展開による雇用減の影響が生じに
くいことが示唆される。
　上記を踏まえれば、我が国では、現状で主要国に比
べ過小である非製造業（サービス業）の対外直接投資
残高を一層増加させることが、雇用への影響という観
点からも、妥当性が高いと考えられる。

②  対外直接投資開始企業と非開始企業の従業者数比
較

　「企業活動基本調査」により、対外直接投資開始企
業と非開始企業の従業者数の推移を比較したところ、
製造業では大きな違いがなかったが、非製造業では、
卸売業とサービス業において、対外直接投資開始企業
の方が非開始企業より従業者数を増加させることが示

第 3-3-4-3 図　
現地法人からの配当金の国内における
活用用途（大企業）

備考： 大企業に対し現地法人からの配当金の中期的（3～5年）な用途を聞
いたもの。

資料：経済産業省「海外事業活動基本調査（2010 年度実績）」から作成。
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「減少傾向」のいずれかの回答を集計。

資料： 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「我が国企業の海外事業戦略
に関するアンケート調査」から作成。
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資料：経済産業省「海外事業活動基本調査」から作成。
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されている（ただし、小売業では必ずしもそうした傾
向は現れていない。）（第 3-3-4-5 図～第 3-3-4-7 図）。

③  海外事業展開企業の従業者数別国内従業者数見通
しの比較

　更に海外展開企業（製造業及び非製造業）について
従業者数別で国内従業者数見通しに違いが生じていな
いかをみてみる。「我が国企業の海外事業戦略に関す
るアンケート調査」（2012）によれば、以下の傾向が
みて取れる（第 3-3-4-8 図、第 3-3-4-9 図）。

　製造業でも非製造業でも中堅の海外展開企業が国内
雇用を牽引していること、また、総じて製造業より非
製造業の方が海外展開に伴い国内雇用を増加させる傾
向が強いこと等がみてとれる。

第 3-3-4-5 図　
製造業の対外直接投資開始企業と非開始企業との
従業者数比較

備考：輸出開始年は、2001 年。
資料：経済産業省「企業活動基本調査」より作成。
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第 3-3-4-6 図　
卸売業の対外直接投資開始企業と非開始企業との
従業者数比較

備考：輸出開始年は、2001 年。
資料：経済産業省「企業活動基本調査」より作成。
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第 3-3-4-7 図　
サービス業の対外直接投資開始企業と非開始企業との
従業者数比較

備考：輸出開始年は、2001 年。
資料：経済産業省「企業活動基本調査」より作成。
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第 3-3-4-8 図　
海外展開企業（製造業）の従業者別の
国内従業者数見通し（今後 3年）

資料： 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「我が国企業の海外事業戦略
に関するアンケート調査」から作成。
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第 3-3-4-9 図　
海外展開企業（非製造業）の従業者別の
国内従業者数見通し（今後 3年）

資料： 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング「我が国企業の海外事業戦略
に関するアンケート調査」から作成。

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
（%）

（n=141）

10
0 人
以
下

10
1～
30
0 人

30
1 人
～
50
0 人

50
1～
1,0
00
人

1,0
00
人
超

合
計

増加傾向 減少傾向

360 2012 White Paper on International Economy and Trade

第３章 我が国企業の海外事業活動の展開



（4） 商社モデルによる裨益（株主配当、法人税等、
国内雇用への寄与）

① 卸売業の親会社と現地子会社の経常利益の関係
　続いて、商社の海外事業の利益がどのような形で国
内に還元されているかを考えてみたい。商社をはじめ
とした卸売業の現地子会社の経常利益と国内の卸売業
の経常利益の推移を比較すると、両者は連動した動き
をしていることが分かる（第 3-3-4-10 図）。

　上記より、卸売業においては、海外現地法人の利益
が親会社の利益を左右している可能性が示唆される。
実際に総合商社においては、海外子会社の利益が連結
利益の 7～8割を占めているケースも見受けられる。

②  総合商社海外子会社の利益確保が国内経済に与え
る裨益

　総合商社 5社の連結営業利益、株主への配当支払額、
連結法人税等、従業者数の合計値の推移をみてみる。
2005 年～08 年にかけて総合商社の連結営業利益は右
肩上がりで拡大し、2009 年には大幅に減少したが、

2010 年は再び拡大している。こうした中、株主への
配当支払額は 2,000 億円～3,000 億円のレンジで推移
しており、法人税等は 4,000～7,000 億円のレンジで推
移している。また、国内の親会社の従業者数を表す単
体従業者数（なお、臨時職員は含まない）の推移を見
れば、2005 年～2010 年にかけて、緩やかながら一貫
して拡大していることが分かる（第 3-3-4-11 図）。

　海外で利益の大半を稼いでいる商社であっても、株
主への配当支払、国内従業者数増加に寄与すること
で、消費等内需への刺激をもたらしていると考えられ
る。このように、非製造業による海外利益の確保が幾
つかのルートを通じて国内経済に裨益を与えているこ
とは大変重要である。2009 年に導入された外国子会
社配当益金不算入制度によって以前よりも海外利益を
我が国に還元しやすい環境となってきたが、今後とも
日本企業の海外利益の還元を促進し国内経済の活性化
に繋げていく施策に取り組んでいくことが重要である。

　一部の先進国だけでなく、新興国も容易に低コスト
で工業製品を量産できるような環境となり、モノ余り
の時代が到来している今日、顧客は商品を使ったソ
リューションを求めるようになっている。つまり商品
の付加価値は商品そのものの機能やスペックだけでは
なく、サービスの質にシフトしつつある。その中で我
が国の製造業は、しっかりとしたサービスを提供する
ために、海外においてもサービス事業へと乗り出して

いる。
　以下では、①製造業がサービス機能を付加させて差
別化を図っているケース、②製造業からサービス業に
業態転換させて成功しているケース、についてそれぞ
れみていく。

5．製造業にとってのサービス化の在り方

第 3-3-4-10 図　
卸売業の親会社と現地子会社の経常利益額の推移

備考：上記はそれぞれ 2003 年を 100 として指数化。
資料： 経済産業省「海外事業活動基本調査」及び「企業活動基本調査」か

ら作成。

60

80

100

120

140

160

180

200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

親会社の経常利益額 現地子会社の経常利益額

第 3-3-4-11 図　
総合商社の営業利益と配当支払、法人税等、
従業者数の推移

備考： 上記は、総合商社のうち、三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠
商事、丸紅に関し、それぞれの合計値を計算したもの。

資料：各総合商社の有価証券報告書及び決算短信から作成。
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（1） 製造業がサービス機能を付加させて差別化を
図っているケース

　アフターサービスや接客サービス等において独自の
ノウハウを創造し、付加することで、製品価値を一層
高めていく戦略が存在する。新興国市場を開拓してい
く上でも、現地顧客に対しカスタマイズで対応してい
くことが求められており、そのためには、独自ノウハ
ウによるサービスの付加が重要な要素になっているも
のと考えられる。ここでは、コマツ、資生堂の事例を
紹介する。

事例 1：コマツ
　ITや RT（ロボット技術）を活用したサービスマネ
ジメントシステムを導入し、顧客の行動を「見える化」
し付加価値の高いソリューション提供（保守・補修サー
ビス提供）を行っている企業も存在する。例えばコマ
ツがそれを行っている。コマツはただ建設機械を売る
だけの単なるハードメーカーではない。建設機械の中
に「KOMTRAX」と呼ばれるセンサーによる情報収集・
送信システム（第 3-3-5-1 図）を組み込む仕組みを考
案した。これにより自社の油圧ショベルが世界のどこ
の現場にあり、どのような仕事を一日何時間している
かといった情報をリアルタイムで収集し、故障等をい
ち早く把握し迅速に修理できるようにし、また、この
情報を顧客や代理店にも提供し、生産性向上につなが
るような提案やマーケティングにも活用している。

事例 2：資生堂
　資生堂は、日本企業の強みの一つである、安心・安
全で品質のよい化粧品を売り出すだけでなく、他の国
が簡単に真似ることができない、「独自の美意識と付
加価値」を生み出し差異化を図っている。具体的には

海外展開において、日本流の「おもてなし」の心でお
客さま満足を最大化し、愛用者拡大に繋げることを戦
略の柱に一つとしている。各国の現地人のトレーニン
グマネージャーを養成し、彼らが現地の美容部員の教
育に当たるほか、店作りや接客のアドバイスを行って
いる。

（2） 製造業がサービス業に業態を多角化させて成
功しているケース

　製品を製造・販売するだけではなく、顧客との関係
を強化し、顧客に対しソリューションを提供すること
で競争優位を確保する戦略が重要となっている。新興
国の競合企業と差別化し、収益性を高めていくために
は重要な戦略であり、製造業であれば多かれ少なかれ
どの企業にも当てはまるケースと考える。ここでは製
造業からソリューション提供等のサービス業態に事業
を多角化させて成功しているケースとして、富士通の
事例を紹介する。

事例：富士通
　富士通は、スーパーコンピュータから高性能サー
バー、更に PC・携帯といった広範な IT機器を製造・
販売する企業であるが、製品のみならずサービスも含
め、顧客の抱える課題を総合的に解決するソリュー
ションビジネスを推進している。特に最近は、ITの
活用によって実現する豊かな社会を「ヒューマンセン
トリック・インテリジェントソサイエティ」と呼び、
このような社会の構築を中期的なビジョンとしてビジ
ネスを行っている。その一環として、携帯端末やセン
サーによって収集された膨大な情報を可視化、分析、
予測、最適化のプロセスを通じて知識に変換し、これ
らの知識をベースに新しいサービスビジネスを創造し

第 3-3-5-1 図　
コマツの情報収集・送信システム（「KOMTRAX」）の
概要

資料：コマツHPから抜粋。

機械のデータサーバ

ウェブ・アプリケーション・サーバ
GPS

アンテナ

GPS

通信アンテナ

モデム

建設機械

通信衛星／携帯電話

機械のデータサーバ

インターネット

お客さま／代理店

ウェブ・アプリケーション・サーバ
KOMTRAX
コントローラ

KOMTRAXターミナル

コントローラ　B

コントローラ　A

第 3-3-5-2 図　
富士通における「フィールド・イノベーション」の
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ている。例えば、エネルギーの効率的利用等を実現す
るスマートシティ、農業と ITを融合した農業の六次
産業化、あるいは、リアルタイムの車の運行情報を活
用した渋滞緩和や安全運転の指導等が挙げられる。ま
た、こうしたサービスを支える基盤としてクラウドコ
ンピューティング技術の高度化を進めており、これら
の先進技術を実装したデータセンターを世界中に展開
し、顧客に対して様々なサービスを提供している。

第 3-3-5-3 図　
富士通における「システムを作りっぱなしにしない」
モデル

資料： 富士通株式会社「富士通グループ 社会・環境報告書 2011」・「アニュ
アルレポーﾄ 2011」から抜粋。
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