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新中間層獲得戦略 

～アジアを中心とした新興国とともに成長する日本～ 

 

１．新中間層獲得に向けた検討の意義・背景 

  

日本の人口は、２００４年をピークになだらかな縮小傾向に入っている。国

内の需要拡大を背景として発展を続けてきた日本経済の発展のドライブを国内

のみに求めることは難しい状況となっており、世界経済とのリンクを如何に強

めるかが、日本経済の持続的な発展のための鍵となってきている。 

先進国経済は、２００８年のリーマン・ショック以降の経済の停滞から立ち

直りを見せておらず、今後、当分の間、先進国の経済成長に期待することは難

しい状況にある。 

 新興国経済は、先進諸国経済の停滞とは対照的に活況を呈している。生産年

齢人口の増加、労働者の教育水準の向上などを背景として発展を継続している。

２００５年から２０１０年の５年間に、アジア・アフリカ1の新興経済国の経済

規模は、２．２倍の増加となっており、この発展の勢いはしばらくの間継続す

るものと見込まれている。 

（２００５年：４兆５９１０億ドル→２０１０年：１０兆２７９７億ドル） 

 新興国経済の発展に伴い、各国において首都圏だけではなく、多くの中核的

な都市経済が発展してきている。中核的な都市においては、製造業、サービス

業に従事する多くの新しい労働者群が誕生してきており、またそれらの居住者

の要求水準を満たす新しい街作りが始まっている。 

 新興経済国においては、日本の１９６０年代と同様に、経済の高度成長に併

せ中間層ともいうべき大量の消費者層が誕生してきている。本報告書において

は、この新しく出現する大量の消費者層を「新中間層」として認識し、日本企

業の新たな戦略領域として位置づけていくこととする。 

成長の先駆者としての知見を活かし、新興国の新中間層が求める商品・サー

ビス需要に応え、ともに成長していくことが重要である。 

  

                                                   
1 本報告書においては、統計上の観点からアジア・アフリカ諸国の経済の分析に当たっては、

中国、インド、インドネシア、エジプト、パキスタン、タイ、フィリピン、アルジェリア、

南アフリカ、モロッコ、ナイジェリア、マレーシア、ベトナム、チュニジア、ケニアの１
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（表１）新興国における中位年齢の推移 

 

 

出所：総務省統計局「世界人口の推移」より作成 

 

（表２）教育と経済発展 
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出所：Human Development Report 2011（ＵＮＤＰ）、ＩＭＦ ＷＥＯ２０１１
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（資料１）中国、インド、インドネシアの発展する地方都市 
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２．新中間層の増加と消費の拡大 

  

日本の経済発展の経験を振り返ってみたい。平均的な家計所得は、１９６０

年の４５万円（１，２５０ドル）から１９７０年には１３９万円（３，８６１

ドル）2へと増大し、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫などのいわゆる３種の神器が

一般家庭に普及していった。 

 

（表３）日本の家庭における耐久消費財の普及率の推移及び各国における普及

率（２００９年） 

 

出所：内閣府「消費動向調査」、JETRO（2011）「アジア売れ筋商品調査」から

作成 
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アジア・アフリカの新興国における新中間層は、２０３０年に向け２３．６

億人へと拡大することが見込まれている。増大する新中間層のうち上位３ヶ国

は、中国、インド、インドネシアとなっており、３ヶ国で約８割を占めている3。 

 

（表４）増大する新中間層上位３ヶ国 

 

 

出所：柳川・森（2010）「アジアの「内需」を牽引する所得層」（NIRA モノグラ

フシリーズ NO.31）（http://www.nira.or.jp/pdf/monograph31.pdf）、

Euromonitor International「World Consumer Lifestyle Databook」、国

連「World Population Prospects」、世界銀行「World Development 

Indicators」、IMF World Economic Outlook、世界銀行の経済見通しを参

照して三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社推計。 

                                                   
3 所得階層別人口の算出に当たっては、国連の人口推計、世界銀行のＧＤＰ推計、

Euromoniter International の World Consumer Lifestyle Databook 2011 を用い推計を行

った。なお、各国の標準家庭人数については、階層別のデータが無いため共通として処理

している。したがって、高所得層の人数が過大に算出されている可能性がある。 

新中間層（上位中間層＋下位中間層）     (億人） 

  2010  2015 2020  2025 2030  

中国 6.4  7.2  7.5  7.4  7.0  

インド 5.5  6.7  7.8  8.8  9.6  

インドネシア 1.2  1.5  1.7  1.7  1.8  

その他 3.5  4.1  4.6  4.9  5.3  

合計 16.6  19.5  21.5  22.8  23.6  

http://www.nira.or.jp/pdf/monograph31.pdf
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 新中間層を所得により２つに分けて捉えることが市場戦略の構築に当たり有

用となる。下位中間層（家計所得５，０００ドル～１５，０００ドル）と上位

中間層（家計所得１５，０００ドル～３５，０００ドル）である。 

 下位中間層は、貧困から脱し、まさに市場経済に参入し始めた人々から構成

される。まず新しい衣服を購入し、必要な家電製品を買い求めていく。テレビ、

洗濯機、冷蔵庫などを競って購入していくのがこの階層である。最近では、下

位中間層まで携帯電話が普及をしている。 

 ２０１０年から２０３０年までの推計では、下位中間層はほぼ横ばいで推移

する。貧困層を脱し下位中間層に上昇する人口が５．２億人に上る一方、下位

中間層から上位中間層へと上昇する人口も４．６億人おり、全体としての下位

中間層にはボリュームとしてほとんど変化は無い。 

 

（表５）下位中間層の推移（２０１０年～２０３０年） 

 

出所：表４と同じ 

 

  

  

14.1
14.8 15.1 15.1 14.7

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ケニア

チュニジア

マレーシア

南アフリカ

ベトナム

モロッコ

ナイジェリア

アルジェリア

タイ

フィリピン

エジプト

パキスタン

インドネシア

インド

中国（年）

（億人）



 

8 

上位中間層は、市場経済を楽しみ、様々な家電製品を購入し、医療、教育な

どのサービス支出を増加させ、週末や夏期・冬期の長期休暇にレジャーを楽し

む余裕のある人々である。乗用車を購入することも上位中間層入りの一つの目

安となっている。 

２０１０年から２０３０年までの推計では、上位中間層は２．５億人から８．

９億人へと爆発的な増大を達成する見込みである。 

 

（表６）上位中間層の推移（２０１０年～２０３０年） 

 

出所：表４と同じ 

 

（表７）新興国における新中間層の出現、増大 

 

2.5

4.7

6.4

7.7

8.9

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ケニア

チュニジア

ベトナム

ナイジェリア

アルジェリア

モロッコ

パキスタン

フィリピン

エジプト

マレーシア

南アフリカ

インドネシア

タイ

インド

中国（年）

（億人）



 

9 

 上位中間層の増大は、特に中国、インド、インドネシアで顕著であり、この

３ヶ国で、２０１０年から２０２０年までの１０年間で３．４億人の増加が見

込まれている。 

 

（表８）増大する上位中間層上位３ヶ国 

 

上位中間層 (億人）
2010 2015 2020 2025 2030

中国 1.2 2.2 2.8 3.2 3.4
インド 0.5 1.2 1.9 2.6 3.1
インドネシア 0.1 0.4 0.5 0.6 0.6

合計 1.8 3.8 5.2 6.3 7.1  

出所：表４と同じ 
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これら３ヶ国における消費の増大予測は以下の通りとなっている。 

 経済の成長は、あらゆる分野での消費を増大させ、食品、衣料品だけでなく、

健康・医療品サービス、レジャー・娯楽など、様々な消費の増大が見込まれて

いる。 

 

（表９）中国、インド、インドネシアの消費の拡大 

 

摘要 中国 インド インドネシア 摘要 中国 インド インドネシア
食品・ノンアルコール飲料 ２．２倍 ３．５倍 ３．２倍 交通 ３．０倍 ３．７倍 ３．５倍
アルコール・タバコ ２．３倍 ３．６倍 ３．１倍 通信 ２．４倍 ４．３倍 ３．６倍
衣料品・靴 ２．５倍 ３．３倍 ２．９倍 レジャー・娯楽 ２．３倍 ３．９倍 ３．３倍
家賃 ２．５倍 ３．５倍 ３．６倍 教育 １．７倍 ３．７倍 ３．５倍
日用品・サービス ２．３倍 ３．８倍 ３．４倍 ホテル・外食 ２．５倍 ４．０倍 ３．４倍
健康・医療品サービス ２．４倍 ３．４倍 ３．８倍 その他の財・サービス ２．７倍 ３．７倍 ３．６倍

２０１０年→２０２０年の伸び率

 

出所：Euromonitor International 「World Consumer Lifestyles Datebook2011」

人口１人当たり可処分所得、総人口のデータを参照し、三菱ＵＦＪリサー

チ＆コンサルティング株式会社にて推計。  
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３ヶ国における携帯電話の加入者数、加入率は以下の通りとなっている。 

 既に３ヶ国とも低所得層から下位中間層への上昇が進んでいることが裏付け

られる。 

 

（表１０）中国、インド、インドネシアにおける携帯電話契約件数の推移 
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出所：ITU World Telecommunication /ICT Indicators database から作成  
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３ヶ国における自動車の販売台数の推移は以下の通りとなっている。 

 中国では、既に高所得層＋上位中間層が２億人に近づきつつあり、インドで

も高所得層＋上位中間層で１億人に近づきつつある。新中間層の拡大により、

中国、インドというアジアの２大超大国において、モータリゼーションが進行

している。 

（表１２）中国、インド、インドネシアにおける自動車の販売台数 

 

出所：ＣＥＩＣ、インド自動車工業会（ＳＩＡＭ）、インドネシア自動車工業会

（ＧＡＩＫＩＮＤＯ）、日本自動車工業会データより作成 

 

（表１３）中国、インド、インドネシアにおける自動車の１００人当たり保有

台数 

 

出所：世界自動車統計年報２０１２（日本自動車工業会）、ＩＭＦ ＷＥＯなど

により作成 
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３．アジアで活躍する日本企業 

  

アジア地域においては、既に、多くの日本企業が現地に生産拠点ないしサー

ビスの提供拠点を設置し、様々な製品を開発・生産・販売し、また、サービス

の提供を行っている。 

中国、インド、インドネシアの３ヶ国への投資戦略・マーケティング戦略・

人材戦略等について、これら３ヶ国において国内販売ないしサービス提供を行

っている企業５０社を対象としたヒアリング、研究会参加企業からの報告を基

に整理を行った。 

 

 新中間層の拡大が顕著な上位３ヶ国を取り上げたものであり、他の

アジア・アフリカ諸国の新中間層も拡大していることから、この３

ヶ国だけに投資をすべきとの趣旨ではない。特に中小企業の場合に

は、すべての国において十分な市場規模が見込まれることから、こ

の３ヶ国に限定せずに市場調査を行うことが望まれる。 

 投資に際しての外資規制（合弁の強制等）は、各国とも徐々に緩和

されてきており、特定の分野（自動車、流通等）を除くと独資企業

（日本側出資１００％の企業）が増加してきている。 

 国内販売を行うに当たり、合弁企業の優位性があるかについての質

問を行ったが、回答は分かれており、①合弁の利点を強調する企業、

②現地流通企業との協力により十分対応可能とする企業、の両者が

あった。 

 ヒアリングは、現地販売で業績を上げている企業を重点的に行った

ため明るいコメントが多い。新興国ならではの苦労も多く、失敗し

て撤退した企業の意見も聞くべきとのコメントがあった。 
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（１）投資戦略 

【中国】  

中国では、高い経済成長を背景に、新中間層市場が拡大を続けており、「世界

の工場」であるだけでなく、世界で最も注目される消費市場の１つとしての存

在感を高めている。その反面、市場獲得競争は熾烈なものがあり、「上海は、オ

リンピックのように世界の一流選手が集まって競い合っている」とも表現され

る。 

 国内市場が縮小している中で、「新市場に出るリスクと、出ないリスク」両方

を考えた上で中国市場に進出した企業が見られた。 

欧米企業や韓国企業では、メディアを動員した大々的な宣伝、大規模投資に

よる多店舗展開等により一気に市場を獲得しようとする企業が多数見られた。

日本企業においても、ユニクロ等、大規模投資によって成功している企業もあ

る。他方、多くの日本企業は、中国市場にて一店舗毎の黒字化を前提としてお

り、スピード感に否定的である。 

日本企業の中では、個々の経営判断についてその都度、日本本社に伺いを立

てる必要がある企業もあり、中国市場のスピードに対し遅れをとっている企業

が多数見られた。 

 日本企業の強みについては、日本ならではの高付加価値商品・サービスをベ

ースとしつつ、中国市場に合わせてカスタマイズすることで、競争力を担保し

ている企業が多く見られた。 

＜企業の声＞ 

 独資（１００％）で認可を取った方が経営の自由度は大きい。（製造業） 

 国内販売、サービス提供に当たっては、様々な許認可が必要であり、独資で

はなかなか事業が進まない。（流通業） 

 中国政府の政策動向をつかむことが重要。政策的な助成の出る分野にいち早

く進出していく。（機械産業） 

 中国政府の重点政策になっていない分野は、中央政府、地方政府の干渉が無

く、狙い目。（消費財生産企業） 

 上海に進出したらヨーロッパ企業との取引が始まった。上海には、世界の企

業が投資をしており、ヨーロッパまで取引先を探しにいくこともなく、取引

が拡大した。（中小企業） 

 

【インド】 

インドへの日本企業の進出では、１９８２年にスズキ株式会社が現地企業と

合弁会社（マルチスズキ）を設立し、自動車の製造販売を行ってきたことが特

筆されるが、一般的には、１９９０年代に営業所を設置し、２０００年代後半
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から現地法人を設立してきた。現在のところ、自動車・オートバイメーカーを

除き、インドでの製品製造を行っている企業は尐なく、中国、ベトナム、イン

ドネシアなどの生産拠点で製造した製品を輸入販売している場合が多い。 

売上は年２０～４０％伸びていると回答する企業が多く、インド市場の有望

性が認められ、現地生産により価格低減に成功した場合には、市場が爆発的に

増大する可能性も秘めている。またマルチスズキの例からも明らかなように、

先行者利得は大きい。 

 進出形態としては、合弁、独資ともに見受けられたが、外資であるからとい

って不利益な取扱いを受けることは尐ないとの指摘が多い。イギリス統治下に

おいて法律の整備が進められた結果として、コストのかかる訴訟社会となって

いるが、法律に書かれたことはきちんと実施される国であるということもでき

る。 

＜企業の声＞ 

 現在のインドでは、１００％完璧にして出店をするのではなく、７０％の準

備でも店をオープンして、現地市場に合せつつ、レビューをしていくことが

重要と考えている。今、事業を始めないと、他の競合企業にビジネスを押さ

えられてしまう可能性が高い。（中小企業） 

 インド日本人商工会では、インド市場の有望性と日本本社側を叱咤する目的

で、ＫＹならぬ、ＯＫＹ（おまえここにきてやってみろ）という言葉が流行

っている。（食品製造業） 

 インド市場は、リスクよりもチャンスの方が大きいと感じる。インドには、

早く来て、早く苦労をし、ノウハウを蓄積した方が良い。とにかく、早く多

くの壁にぶち当たったほうが良い。（食品製造業） 

 インドでは契約が重視される。アジア的な感覚で契約書を詰めずにサインを

すると、後で訴訟になった時に大変なこととなる。（電子製品販売業） 

 ちょうど中国の１０年前の状況。今入れば、確実に儲かる。（市場調査業） 

 

【インドネシア】 

インドネシアへの日本企業の進出は、ヤマハ株式会社では１９７２年にジャ

カルタにおいてサービス産業である音楽教室を開設するなど、早い段階から実

施されてきている。また、インドネシアを生産拠点としてのみならず、販売先

としても捉えている企業が多い。 

 政治的な混乱やアジア通貨危機などの影響もあり、利益が上がるようになっ

てきたのは最近、との声が多い。早い段階から現地において事業展開を行って

きたことが、昨今の経済成長の波に乗ることが可能となった要因であることも

確かである。 
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 イスラム圏であることから、中東向けの輸出食品製造基地として有用との指

摘があり、また、ＡＳＥＡＮ－インドＦＴＡを利用してインド向けの生産基地

としての利点を強調する企業があった。 

 進出形態としては合弁企業による事業展開をしている企業が目立ち、独資で

あっても進出当初は合弁であった事例が多い。現地政府の外資規制により、業

態毎の外資出資比率に上限が設定されたことを背景としている。事業展開を行

う上では、流通・販売は現地企業が担当、製造は合弁企業、技術提供は日本企

業とそれぞれの長所を組み合わせることが有益との指摘があった。 

＜企業の声＞ 

 インドネシアの日本人駐在員師弟向けに事業を開始し、その後ローカル向け

の事業へ拡大させた。（教育産業） 

 先に進出している他の日本企業の動向を参考にしつつも、事業開始のタイミ

ングが重要。早すぎると投資回収が困難となる一方、後発組として進出する

と先行企業との競争に多額のコストを要してしまう。（消費財生産企業） 

 インドネシアで事業を行う上では、「慌てず、焦らず、当てにせず、しかし

飽きずに、諦めずに」の精神が重要であり、１０年以上取り組む覚悟が必要。

（消費財生産企業） 

 それぞれの強みを活かすため、合弁企業が製造とマーケティング、日本企業

が生産技術と研究開発のサポート、現地企業が流通販売といった分業体制を

実施。（消費財生産企業） 

 市場が形成されてからでは遅い。欧米企業は儲けが無くても、将来的に市場

が形成されるための初期投資として事業を行っている場合が多い。（消費財

生産企業） 

 投資の回収に時間がかかるビジネスモデルであったとしても、ある時期を過

ぎれば、安定した事業運営が期待できる。（消費財生産企業） 

 

 

（２）マーケティング戦略 

【中国】 

トップ層より尐し下をターゲットとしている日本企業が多く見られた。具体

的には「普段は５０元のランチを食べ、一生懸命お金を貯めて自動車を買う」、

「多尐高くても子供には粉ミルクを飲ませたいと思っている」層が日本製品を

購入してくれており、今後、如何にこの層にメッセージを発信していくかが重

要になると考えられる。 

製品については、中国市場に合ったカスタマイズ、ローカライズが必要との

指摘がある一方、上海の消費者事情も変化してきており、日本製品がそのまま
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売れる、日本で売られていることが強みになるとの声も聞かれた。 

百貨店・スーパーの販売コスト（導入費、販促費等）、地域ごとに異なる法適

用等について対応にとまどう企業が多い。 

中国では TV等の広告費が日本並みに高い割に効果がないと指摘する企業があ

った。現時点での大規模なプロモーションについて否定的な企業が多かった。

他方、広告費を掛けたプロモーション活動を肯定的にとらえ、中国市場を一気

に獲得しようとする企業もあった。 

＜企業の声＞ 

 共稼ぎで外食が多いので、昼・夜だけでなく朝も商売になる。（流通業） 

 一人っ子なので子どもをターゲットにしたビジネスが狙い目。 

 ブランドイメージを維持していれば、高くても購買層の可処分所得が上がっ

て買ってくれる。（窯業） 

 中国人の嗜好に合わせることが重要。日本と設計は同じでも装飾は中国風に

することが秘訣。（外食産業） 

 日本より安いものを売って失敗した。出直して同じモノを同じ価格で売った

ら好調。（アパレル業） 

 インターネット販売は大事なツール。ただし、中国なのでインターネットで

も定価販売とは限らない。（市場調査業） 

 友人・知人等の口コミの影響が大きい。（中小企業） 

 流通コストが高い。スーパーマーケットでは陳列棚の展示料が高く収益が飛

んでしまう。（食品製造販売業） 

 

【インド】 

ベジタリアン、カースト制、文化的な問題や宗教・言語の多様性など、マー

ケティングを実施するにあたり、注意すべき点は非常に多い。従って既に進出

している日系企業においては、現地のニーズを的確に捉えた製品開発や地区毎

に信頼できるディストリビューターを採用するなどの対応を実施している。ま

た法律などの整備は進んでいるものの、各州の権限や担当者の裁量が大きく、

手続きが複雑といった問題もあり、それらへの対応は現地人材に対応させてい

る企業が多い。 

 販促活動においては、ＴＶＣＭの重要性の指摘がある一方、言語の多様性か

らこまめな販売活動がより重要であるという指摘もあった。 

インドの消費者は実際に商品を手に取ってから購入するかどうかを決めるこ

とが多く、ショッピングを娯楽の一部として考えおり、そのような消費者に対

するマーケティング方法の検討は必須となる。 

 サリーではなく洋服を着用する女性が増加し、欧米系アパレルメーカーが
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次々に参入している一方で、日本メーカーの進出は遅れている。 

＜企業の声＞ 

 インド市場を攻略するためには、インド仕様の製品を出荷することが必須。

リサーチ＆デザインセンターを周辺技術やデザイン、意匠等を含めたローカ

ル化を進めることを目的として設立している。（電子製品販売業） 

 インドの伝統的な要素を取り入れて、製品開発を行っている。（電子製品販

売業） 

 インド当局による臨検も多々ある。対応はローカルスタッフに任せている。

（食品製造販売業） 

 地場の有力企業のＯＢを採用し、その人脈を利用して、新規市場開拓を図っ

ている。（嗜好品販売業） 

 現地では、法律がめまぐるしく変わるので、もっと費用が安くて良いサービ

スを受けられる法律事務所、会計コンサルティング会社等が必要である。（中

小企業） 

 この１年で、ジーンズやミニスカート、ノースリーブのシャツなどカジュア

ルな装いが増えて、女性のファッションが急速に変化している。（中小企業） 

 

【インドネシア】 

インドネシアでは気候や文化的な背景が日本と大きく異なるため、日本の商

品をそのまま展開している企業は多くない。各社とも事前の調査（フィージビ

リティー・スタディー）などを積極的に実施し、インドネシア人のニーズに合

わせて商品・サービスをカスタマイズし、展開している。また島嶼国という地

理的な問題もあり、流通を 1 社に任せるのではなく、各地域に強い流通業者の

活用や自社流通を上手く組み合わせながら、各地域での販売網の構築に取り組

む必要性も指摘されている。また自社の流通網を整備し、実績を上げている企

業もある。 

 ジャカルタなどの都市部では富裕層が増え、近年ショッピングモールが数多

くオープンしているが、地方では娯楽やレジャー産業がそれほど発達していな

い地域が多く、テレビ、ラジオなどのメディア媒体が主要な娯楽となっており、

そういった地域的特性を捉えた広告戦略が有用である。 

 雇用者所得の急上昇に伴い、ローンで自動車・二輪車・家電製品を購入する

消費者が増加しており、消費者信用市場が急激に拡大している。 

＜企業の声＞ 

 日本の商品をそのまま展開したが、全く売れなかった。（消費財生産企業） 

 気候、食生活などにより、商品に求められる特性が日本と異なることが多い。

それを踏まえた上で、どのような人々をターゲットにした商品を開発する
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か、プロモーションするかが重要。（消費財生産企業） 

 事業開始当初は高・中所得者をターゲットにし、事業を拡大していく過程で

のコストダウン等により、ＢＯＰ層へ購買層を拡大させている場合が多い。

（消費財生産企業） 

 ジャカルタなどの都市部では近年ショッピングモールが数多くオープンし

ており、休日にはエアコンが効いていることから家族で訪れることが大人気

となっている。そういった場を販売促進の機会と捉え、様々な催し物を実施

している。（嗜好品販売業） 

 インドネシアではおまけ付きが喜ばれる。ローカルスタッフの意見を聞きつ

つ、おまけを選定している。（消費財生産企業） 

 まず１個バラ売りから参入。商品が普及したところで、パッケージ売りも開

始。価格は、ばら売りでもパッケージ売りでも１つ当たりの価格は同じ。（消

費財生産企業） 

 

 

（３）人材戦略 

【中国】 

中国市場では中長期的に中国人材を幹部として養成し、中国人材による経営

を目指している日本企業が多数見られた。その理由として、市場ニーズの把握、

内販は中国人でなければ難しいとの声があった。また、法解釈等に関するトラ

ブルに対応するためには中国人材の登用が必要と言う声が多く聞かれた。中国

人材を幹部にしていくことでその企業が現地に受け入れられるメリットもある

との説明があった。 

中国人材はワーカー、マネジメント層ともに人の流動性が高く、会社に対す

るロイヤリティが、日本とは違うことから、いずれの企業も人材の確保、育成

に苦労している。また、給与に対する要求が強く、高い給与が得られないと簡

単に辞めてしまう傾向がある。その対応としては、社員一人一人に対し自社の

将来性と個々の社員の役割を説明し、理解を得ていると回答する企業が多く見

られた。 

＜企業の声＞ 

 日本人は仕事にお金以外の価値を求めるが、中国人は、給与を重視する。（外

食産業） 

 国内販売の強化のためには、現地スタッフを幹部に引き上げていく。（食品

製造販売業） 

 日本に留学していた中国人学生を採用して育て総経理・副総経理にしてい

る。（アパレル業） 
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 日本人と中国人とを区別して給料などを払うのは時代遅れ。グローバルに採

用して、同一労働・同一賃金を徹底している。（アパレル業） 

 商品開発は、上海に製品開発センターを設置し、中国人を採用して設計して

いる。（家電製造販売業） 

 

【インド】 

インドに進出している日系企業においては、経営層にローカル人材を登用し

ている企業は尐数であった。多くの企業が現地法人設立後、５年から１０年程

度しか経っていないことが影響していると考えられるが、インドでは定着率が

高くなく、スキルを積んで他の企業に引き抜かれていくことは珍しくないとの

要因もある。特に若年層ではこの傾向が顕著である。 

優秀な社員に対しては、日本への研修出張などによるインセンティブ付けで、

人材確保を行っている企業が見受けられた。またインドの労働者の人件費は、

決して安くなく、製品製造に当たっては、地方に生産拠点を置くなどの工夫も

求められている。 

 一方で、多様性を許容する風土やウェットな精神面など日本人と似ている部

分もあり、欧米などと比べて接しやすいとの声も聞かれた。 

＜企業の声＞ 

 インド人の賃金上昇の問題もあるが、現地の人材の離職率が高く、１．５倍

から２倍の給与を提示され、引き抜かれることがある。（電子製品販売業） 

 社員は皆、人材派遣会社等に登録をしており、離職率が非常に高い。２０代

の若者は、特に転職をする。幹部クラスには海外のフェアに参加させたり、

タイに出張させたりしてインセンティブを与えている。（嗜好品販売業） 

 インドは、仏教からヒンズー教まで多様性があり、何でも受け入れてしまう

ところは日本にも似ている。目上の方を敬うなどモラルや感覚も日本と似て

いる面もあり、日本企業としてはやりやすさもある。（電子製品販売業） 

 部長クラスでは日本人社員と給与はほぼ同じである。（化学製品販売業） 

 

【インドネシア】 

日本に対する良好な国民感情もあり、インドネシアの大学等で日本語を学ぶ

学生も多く、また、日本への留学生も多い。日系企業に就職することができる

との理由で、日本に留学する学生もいる。こうした人材を活用していくことが

インドネシアで事業展開する上で重要となる。 

インドネシアでの事業展開においては合弁を行う企業が多いことから、企業

統治の形態においても出資比率と担当分野に応じて、日本人とインドネシア人

を取締役などの幹部に登用している。特に、マーケティングではインドネシア
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特有の事情を考慮する必要があるため、ローカルスタッフをマーケティング部

門の幹部として登用している事例も多い。現地のニーズに合った商品・サービ

スの展開に応じて、現地人材との協働の必要性が高まっていることの反映でも

ある。 

 インドネシア政府の雇用・労働政策や、インドネシア人の気質などを考慮し

た人事制度を構築する必要がある。 

＜企業の声＞ 

 インドネシア人はプライドが高いので、他人がいる前では決して叱りつけた

りしてはいけない。（消費財生産企業） 

 優秀な人材を手放さないためにも、既存の昇格・昇級のルールに当てはまら

ない事例を作ることが必要である。（消費財生産企業） 

 ジャカルタで事業を開始した企業がインドネシアの地方に進出した際、人材

募集の新聞広告を出したところ、約３００人のインドネシア人が面接に応募

した。ジャカルタで当該日本企業に勤めている親戚からの情報で、当該企業

のことを既に知っていた応募者が多かったことが判明した。血縁が強いイン

ドネシア特有のつながりがあった。（教育産業） 

 現地に入り込むためにはローカルスタッフの意見が重要であり、彼らを信頼

して仕事を任せることで、ローカルスタッフにとっても意識向上等のインセ

ンティブとなる。（食品製造販売業） 

 日本への留学経験のある人は、日本とインドネシアの双方の文化を理解して

いるため、仕事に対する入り込み易さが異なる。（食品製造販売業） 

 インドネシア人の若年層は勉強熱心である。（消費財生産企業） 
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４．新中間層に対するアプローチ 

  

アジアで活躍する日本企業の活動の分析を通じ、アジアで拡大する新中間層

の獲得のためには、３つのアプローチ方法があることが考察された。 

 

①高所得層にまずアプローチし、その後、上位中間層に下りていくアプローチ 

②下位中間層にまずアプローチし、その後、上位中間層に上がっていくアプロ

ーチ 

③上位中間層に対する直接アプローチ 

 

 

 

 ※大企業の場合には、いくつかのアプローチを併用することにより安定

的な収益を上げている企業がある。 
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①高所得層から上位中間層へ 

 アジア・アフリカの新興国における高所得層（家計所得３万５０００ドル以

上）は２０１０年で既に０．８億人であり、２０２０年に向けて３．０億人へ

と拡大することが見込まれている。 

 高所得層の生活は、日本の一般的な生活と全く変わらないものとなっており、

日本の生活用品がそのまま消費され、日本と同じような教育、医療、文化など

のサービスが需要を集めている。こうした高所得層に対しては、日本からの輸

出で対応し、その売れ行きを見つつ、現地における嗜好に合った製品を生産す

るための現地製造拠点を設置し、販売網を広げていくアプローチがある。日本

からの輸出販売の場合には、現地販売価格は、日本での一般的な流通価格の約

２倍とならざるを得ないが、現地生産に切り替えた場合には、日本の流通価格

と同じか、場合により、日本よりも低価格での提供が可能となる。日本と同価

格ないし若干安い価格での提供が実現した途端に、製品の購買層は高所得層か

ら上位中間層に一気に拡大する。 

 日本での販売製品を既に、アジア諸国の工場で生産している場合には、日本

への輸出品を現地販売に置き換えるだけで対応ができるため、うまく新興国内

の流通ラインに載せることができれば収益性は高い。ただし、新興国における

国内流通へのアプローチは、様々な現地の慣習があるため苦労が多く、参入に

あたっては、現地企業との合弁会社の設立も考慮に入れる必要がある。 

  

高所得層向けショッピングモールが増え、高付加価値商品

の普及が進んでいる（インド） 

男性用化粧品の販売会（インドネシア） 

（ジェトロ「ジャカルタスタイル」より） 

  
モーターショーで人気の日本の高級車（中国） 

 

日本式のフラワーアレンジメントを活用したウェディン

グ（中国）（中国内販に成功している中小企業事例調査報告書Ⅱより）  
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②下位中間層から上位中間層へ 

下位中間層は、家計所得５，０００ドル～１５，０００ドルであり、１人当

たり所得が３，０００ドル以下の、いわゆるＢＯＰ層4と重なる部分が多い。経

済産業省では、平成２１年度に先駆的な取り組みとして「ＢＯＰビジネス政策

研究会」を開催し、今後の日本企業の取り組みのあり方をまとめた報告書を作

成している。 

ＢＯＰビジネスは、一面においてはビジネスであり、一面においては発展途

上国への援助の側面を有している。ＢＯＰビジネスの推進に当たっては、ＪＩ

ＣＡ、ＪＥＴＲＯなどの政府関係機関による支援スキームが用意されているの

で、そうしたツールを利用して、いくつかの日本企業が新興国において事業を

実施している。 

新興国経済の急成長の中で、多くの下位中間層は上位中間層に上昇していく

ことが見込まれており、下位中間層に対して商品を販売し、商品に慣れ親しん

でもらうことは、将来の上位中間層向けのビジネス拡大に向けた準備として有

用である。 

 

（資料２）ＢＯＰビジネスの考え方 

～ 全ての関係者にとって有益な（Ｗｉｎ－Ｗｉｎ－Ｗｉｎ型）取組となる可能性 ～

■政府（途上国）の視点

○市場活性化、雇用、対内直接投資、輸出拡大による経済発展

○貧困削減、国民生活水準の向上

■ＢＯＰ層（途上国）の視点

○必要とする商品・サービスの入手機会の拡大・創出

○ＢＯＰペナルティ（貧困ゆえに割高・低品質なものを購入せざる

を得ない、商品・サービスへのアクセスが困難／不可能な状

態）の解消

○新たな雇用機会の創出に伴う貧困からの脱出

■ＮＧＯ／ＮＰＯ等の視点
○企業との連携による新たなＢＯＰ層支援ニーズの発掘

○企業との連携による持続的・効率的な支援の実施

■援助機関の視点

○民間の資金・商品・サービス・ネットワークを活用した、途
上国における社会的課題（ＭＤＧｓ等）の効率的な解決

【 日本の視点 】

【 途上国の視点 】 【 援助団体・機関の視点 】

■我が国政府の視点
○官民連携による継続的・効率的な経済協

力の実施

：途上国の生活水準向上・貧困削減、アジア等途

上国経済発展による我が国経済の活性化

○我が国経済協力の認識度、存在感の向上

○我が国企業の海外進出支援

：海外市場の創出・拡大による企業・経済全体の

発展

■我が国企業の視点

○新たな市場の獲得（又は将来の獲得への布石）

○基準・スタンダードの獲得

○国内市場への逆展開が可能な商品・サービスの開発

○中小企業の海外進出の機会

○自らの事業のイノベーションの契機

（これまでにない、商品、サービス、販路、パートナーシップ等）

○企業、政府、援助機関、ＮＧＯ／ＮＰＯ、社会起業家等（※）との相
互連携による事業の持続化・効率化

（※） ＮＰＯ／ＮＧＯ、社会起業家等も実施主体となり得る

 

                                                   
4 「THE NEXT 4 BILLION」(IFC)においては１人当たり年間所得が３，０００ドル以下

（基準年２００２年、ＰＰＰ換算）の世帯をＢＯＰ層として定義している。 
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（資料３）バングラデシュグラミン銀行のビジネス展開 

グラミン銀行はムハマド・ユヌス氏によって１９８３年に創設されたマイクロ

ファイナンス機関であり、バングラデシュの農村部の女性を対象に短期・小口・

無担保ローンを実施している。金利は年利２５％～７０％にて貸し付けがなさ

れており、バングラデシュの物価上昇率やこれまでの貧困層向けの融資の金利

が年利６００～１０００％との調査結果もある中で、破格の低金利を実現して

いる。 

 連帯保証責任のないグループローンや小口多頻度返済などの工夫により金融

業として見务りしない業績を実現しているが、ユヌス氏が提唱している Social 

Businessの概念に従い、利益を株主に還元せず、再投資のみに利用される。 

 

 
 グラミングループは、金融だけでなく、ＢＯＰ層向けの各種事業を展開中。 

 

機密性○ 

グラミン・トラスト 金融 グラミン・ユニクロ 衣料 

グラミン・クリシ財団 農業 グラミン・雪国まいたけ 食品 

グラミン・チェック 繊維 グラミン・ダノンフーズ 食品 

グラミン・シャクティ エネルギー グラミン・アディダス 靴 

グラミン・ファンド 金融 グラミン・インテル 情報通信 

グラミン・テレコム 情報通信 ＷＡＴＡＭＩ Ｓｏｃｉａｌ  

Ｂｕｓｉｎｅｓｓ（仮称） 
外食 

グラミン・フォン 情報通信 

  

 

 



 

26 

（資料４）ＢＯＰビジネスの成功事例 

●住友化学株式会社は、マラリア予防用に殺虫剤を練り込んだ糸を使用した

蚊帳を開発し、タンザニアの地場企業に技術を供与し、製造販売を促進してい

る。 

 住友化学株式会社ではＢＯＰ階層の人々を、援助の対象として捉えるのか（ベ

ースＢＯＰ層）、それともビジネスの対象として捉えるのか（トップＢＯＰ層）

に応じて、異なったアプローチ方法を採用している。ベースＢＯＰ層に対して

は、国際機関などが蚊帳を買い上げ安価でベースＢＯＰ層へ提供するというス

キームを用いて、社会的課題の解決とビジネスとしての持続性を確保する取り

組みを実施してきた。一方で、トップＢＯＰ層に対しては、スーパーマーケッ

トなどでの販売を開始している。トップＢＯＰ層は、自らお金を払ってでも健

康な生活を送りたいと考えるようになってきており、 

ＣＭを通じたＰＲやアフリカを感じさせる配色など消 

費者の購買意欲を刺激するような方法も取り入れ販売 

促進を図っている。トップＢＯＰ層向けの商品は、８ 

～１３ドルと安くはないが、ベースＢＯＰ層に対する 

取り組みへの評価や優れた技術の認知度の向上より、 

差別化を図っている。さらに、同社では官民連携の発展型として、現在、ＪＩ

ＣＡ協力準備調査に基づき、ＢＯＰ層への新しいアプローチを計画実施してい

る。 

（経済産業省平成２１年度社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業によ

り支援） 

●ヤマハ発動機株式会社は上水道が整備されていない農村部などで、安全な

水を約２００世帯に提供することの出来る小型浄水器を開発した。当初は価格

的に受け入れられるものではなかったが、水質を担保した上で、事業展開が可

能な程度までの低価格化に成功した。 

本製品はＢＯＰ層の人々が共同で利用するものであるため、維持管理を行う

組織の構築や料金徴収方法などのソフト面の整備も合わせて実施することによ

り製品の受容性を高める努力を行っている。 

平成２３年後半よりインドネシアの政府機関、 

ＮＧＯ等を対象に試験販売を開始し、最終需要者 

である村落、病院、学校などに提供している。 

また、パイロット地域において水に関する啓蒙活動 

等を行っている。 

（経済産業省平成２１年度社会課題解決型の官民連携プログラム支援事業によ

り支援） 
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③上位中間層への直接アプローチ 

 上位中間層への直接アプローチを狙う企業が増加してきている。上位中間層

は爆発的に増大しており、日本企業にとっては無限の市場のように感じられる。

ただし上位中間層１人１人の購買力には限界があり、日本からの輸出により対

応することはできない。また、上位中間層は、日本企業が得意とするきめ細か

なサービスに対し多くの需要を有しており、こうしたサービスの提供は、当然、

新興国に拠点を設け、新興国の人々とともに行う必要がある。 

したがって、上位中間層向けのビジネス展開に当たっては、新興国における

生産拠点の設置が必須となる。 

 新規参入に当たっては、新興国における販売網の構築には、多大な困難と費

用が伴うため、新興国において急激に普及しつつあるインターネット販売を利

用することも検討すべき課題である。 

 

  
インドでの日系自動車の本社。（インド） 日系音楽教室で勉強するインドネシアの子どもたち 

（ジェトロ「ジャカルタスタイル」より） 

  

地方都市での日系アパレルの店舗（中国） 

（ジェトロ「成都スタイル」より） 

日系教育産業の海外展開（インドネシア） 



 

28 

 

（資料５）新興国において需要が拡大するサービス 

 

経済成長に伴いＧＤＰに占める第三次産業、特にサービス産業が占める割合

は増大する。 

（拡大が期待されるサービス産業事例） 

【小売業】 都市部中間層をターゲットに、日本のコンビニ業の新興国進出が

進んでいる。日本型の物流管理システムやＰＯＳシステムは新興国においても

市場獲得手段となっている。外資規制の緩和や物流網などのインフラの整備に

伴い、更なる拡大が期待されている。 

【教育産業】 経済成長と教育水準に正の相関関係が認められる中で、学習塾

や音楽教室などの教育産業も拡大が期待される。新興国においては公共教育の

質が経済成長に追いついていないことも多く、自らの子女に対する教育の拡充

を望む保護者は多い。特に日本の教育システム（教師や教材の質）の利点を活

かした新興国展開が進められている。 

【コンテンツ産業】 アジアを始めとして日本のアニメなどのコンテンツ産業

が人気を博しており、ＡＫＢ４８の姉妹ユニットとしてＪＫＴ４８がインドネ

シアで結成されるほど。経済成長に伴い娯楽・エンターテイメントへの支出も

増加傾向にあり、クール・ジャパンの人気を活かした市場獲得が望まれる。 

【ブライダル産業】 新興国においては、結婚式や披露宴を豪華に行う傾向が

あり、若年層のボリュームも大きい（２００９年度婚姻数 日本：７０万組、

中国：１，２１２万組）など市場の拡大が期待される。中国においては日本型

のきめ細かいサービスの結婚式に対する要望が出始めており、日本の強みを活

かすことが可能である。結婚式に伴う、写真産業への副次的効果も大きい。 

【医療・介護サービス】 中国では、所得の向上、急速な高齢化（６０歳以上

の人口 ２０２０年：総人口の１７％）を背景として高度な医療サービス・介

護サービスへの需要が急拡大している。老人ホームにゴルフ場を併設した施設

が建設されるなど、リタイア後の豊かな生活への要望も強まっている。

【世帯収入5000ドル～】
・洗濯機や冷蔵庫など、各種家電
製品の保有率が急速に上昇。

【世帯収入70000ドル～】
日本の平均世帯年収（2010年）

サービス産業の推移

10000ドル

5000ドル

70000ドル

※1960年代前半の日本
の収入水準

【世帯収入12000～】
・ヘルスケア分野への消費性向の
高まり。

【世帯収入7000～10000ドル】
・ 外食や教育、レジャーなど、各種
サービスへの消費性向が急速に上昇。
・ インテリア等のラグジュアリー消費
性向が急速に上昇。

・ 新車の保有率が急上昇。

世帯収入帯ごとの消費性向イメージ
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その他の映像・音声・文字情報制作業

【サービス産業実質算出額】
平成19年国民生活白書より作成

ＪＩＰデータベース２００６より作成「戦後５０年日本のあゆみ」（ＰＨＰ研究所）

（百万円）

各種アンケート調査に基づく
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（資料６）中国におけるインターネット販売 

 ２０１１年にはインターネット人口が５億人を超えたと言われている中国に

おいて、インターネットを利用した電子商取引が急速に拡大している。中国で

は共稼ぎ世帯が多く、家事労働の時間が尐ないなどの社会的な背景も、この拡

大を後押ししている。 

 さらに中国ではクレジットカードの利用率が低く、決済の信頼度も低いなど

の問題があるが、大手ネットショッピング会社ではエスクロサービスのような

独自決済システムを導入することにより信頼性を確保しこの急拡大の一翼を担

っている。 

 このように急速な拡大を続けるインターネット販売において、８１．５％も

のシェアを有する大手ネットショッピング会社（タオバオ）の躍進が注目され

る。タオバオにおいては、インターネット利用者の増加を背景に、中国独自の

商慣習などを上手くインターネット販売の世界に導入し、顧客からの支持を獲

得している。 

淘宝網（タオバオ）の概要

◆タオバオ（Ｂ２Ｃ、 Ｃ２Ｃ）◆アリババ （Ｂ２Ｂ）

馬雲氏による企業グループ

◆アリペイ
中国最大のオンライン決済サービス
５００万件／日、１２億元／日

ネット決済に数々のトラブルを抱え
る中国において信頼性を担保した
サービスを提供

ｱﾘﾍﾟｲ 購入者販売者

１，入金２，報告

３，商品発送

４，承認５，支払

◆アリワンワン

通常の対面取引において、値引き
交渉が盛んな中国。この商慣習を
チャットを利用して、インターネット
ショッピングにおいても実現。出品
者と購入希望者がリアルタイムに値
引き交渉を行うことが可能。

その他「同時に複数の顧客対応」
「メッセージを残すことによるオフラ
インでの連絡」などのサービスあり。

◆信用評価制度

販売者の信頼性が重要となるネット
ショッピングにおいては、広告よりも
口コミなどの実際の購入者から寄せ
られる情報が重要。

購入者による４段階の評価を通じて、
販売者を分類。最上位の評価を得て
いる企業は２５０万社のうち、２６社。
評価と売上にも相関関係があるため、
販売者によるサービス向上の誘因。

◆ニセモノ排斥運動

ニセモノはサイト全体の信用を低下
させるとの認識のもと、下記の取り
組みを実施

７日以内であれば理由を問わず
返品が可能

ニセモノであった場合には、その
額の３倍を賠償 等

また販売者の調査を通じ、警告や店
舗閉鎖など厳しい対応を行っている。

タオバオの急成長を支えるサービス事例

◆個人がタオバオショップに出店するまでのステップ
① メールアドレスを登録し、身分証のコピーを送付
② 中国の銀行に口座を開設
③ 第三者保証型決済システム「アリペイ」への登録
④ タオバオのチャット機能「アリワンワン」をPCにインス

トールする
⑤ タオバオショップ内に商品情報をアップし、初期設置を

実施
※出店費用は無料

◆企業がタオバオモールに出店するための条件

① 販売ライセンスを持っている中国現地法人もしくは代
理の中国内資企業があること

② 販売する商品が中国で商標登録されていること
◆企業がタオバオモールに出店するまでのステップ

① 基本情報を入力し、営業許可証や税務登録証のコ
ピーといった必要書類を提出して審査申請する。

② 審査が完了したら、デポジットとして、１万６０００元を指
定口座に振り込む。

※販売手数料（約３～５％）、出店費用は有料

タオバオのサービス

タオバオへの出店

簡易な登録により膨大な市場へ
のアクセスが可能
実店舗のない地域への商品供給

タオバオのシェア

81.5% 10.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

タオバオ

拍拍網

百度有阿

易趣網

その他

「中国巨大ＥＣサイト・タオバオの正体」より作成
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（資料７）インドネシアにおけるインターネット販売 

 

インドネシア インターネット販売の概要
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12%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

インターネットの普及状況

http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/index.htmlより作成

「Internet World Stats,September 2011」の調査

によれば、最新の普及率は１４．３％・利用者３，
５００万人と東南アジア最大。

83%

22% 19% 17% 16%
9% 7%

0%
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90%

中心部のインターネットアクセス方法（２００９）

２０１５年には３７％
まで上昇見込み

インターネットカフェでの利用が高いた
め、実際に利用者は更に多いと想定

インターネットの利用方法

消費者アンケートにおいては、約７０％のインターネット利用者が今後
インターネットで商品を購入する予定と回答しており、今後の拡大が
期待される。

過去６ヶ月でオンライン購入したモノのカテゴリー インドネシア大手ＥＣサイト「Ｋａｓｋｕｓ」

東南アジアにおけるインターネット普及状況とＳＮＳ調査（ジェトロ）より作成
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５．提言 

  

本研究会の活動を通じて、拡大する新興国の新中間層市場獲得のためには、

①参入する日本企業において必要な努力、②新興国政府において行うべき環境

整備、③日本政府として取り組むべき課題、が多数あることが明らかとなった。  

 それぞれにつき、以下に簡単に整理した。 

 各企業においては、拡大する市場の迅速な獲得に向けて努力をしていただき

たい。新興国政府においては、自国の発展につながるビジネス環境の整備を続

けていただきたい。日本政府・政府関係機関においては、外需獲得が我が国の

経済成長の鍵であることを踏まえて日本企業の活動を積極的に支援するととも

に、新興国政府へのビジネス環境整備への要望・協力をあわせて実施していた

だきたい。 

 

（１）各企業において必要な努力 

①新興国の消費者ニーズの把握（ローカルフィット） 

新興国市場はそれぞれに個性があり、数百万、数千万の消費者を相手に商売

をするのであるから、市場ニーズを的確に踏まえた商品開発が必要となる。商

品を市場毎にカスタマイズしていくためには、大きな市場には製品開発センタ

ーを設け、消費者ニーズを把握し、各市場ごとに最適な製品（ローカルフィッ

トした製品）を供給していく必要がある。 

 

②新興国政府および消費者の理解獲得 

新興国においては、日本企業は外国企業であり必ずしも歓迎されるわけでは

ないとの認識の下、良き企業人として現地社会に受け入れられることが、消費

者向けのビジネスを発展させるため非常に重要になる。新興国においては、政

府の権限が比較的大きいことから、政府の関係部門へのＰＲ活動は有効であり、

また、多くの消費者の注目を獲得するための手段として、テレビ、新聞、イン

ターネット等の広告媒体を有効に利用することが重要である。 

 

③適切な現地化の推進 

消費者向けの製品販売、サービス提供においては、流通網の整備、対面販売

の指導、クレーム対応など現地人材でなければ十分な対応のできないことが多

い。現地人材の養成、登用の巧拙が企業の業績を左右することが常であり、ま

た、日本に留学した優秀な人材を如何に獲得するかが企業の成長を左右する。

新興国の人材を安価な労働者としか捉えられない企業は、新興国市場に受け容
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れられることはない。 

 

④日本人の人材育成 

  日本企業の今後の発展は如何に新興国市場を獲得するかにかかっている。

アメリカでのビジネス展開において英語を話し、アメリカ文化を理解するこ

とが当然の前提であることと同様、巨大な新興国市場に参入するためには、

英語（ないし現地語）を話し、現地文化を理解することは必須である。こう

した人材を養成し、準備することが新興国の消費市場攻略のための必要条件

である。 

 

 ⑤トップのリーダーシップ 

  急激に拡大する新中間層市場を獲得するためには、「早く決断し、早く市場

参入をすること。」「社内のベスト＆ブライテストを派遣すること。」が必須。

こうした決断は、トップのみができることであり、トップの決断力が新中間

層獲得のための第一歩となる。 

 

 

（２）新興国政府への要望 

①投資環境の改善 

工業団地の整備、工場への水・電力の供給、といったハードインフラ、投資

認可手続きの簡易化・迅速化・透明化、法令変更時の透明性確保といったソフ

トインフラの整備が進むことが望まれる。また、外資系企業に対する出資制限

やロイヤリティ規制などの緩和を求めたい。 

 

②物流網の整備 

新興国における国内販売の促進のためには、空港、港湾といった国際流通網

の整備、道路、鉄道といった国内流通網の整備が必要であり、積極的な投資を

求めたい。また、流通取引の基盤としての消費者取引に係る信用機構の整備、

インターネット取引の発展などを期待したい。 

外資系企業に対する小売り規制については撤廃を求めたい。 

  

③関税引き下げ、通関手続きの円滑化 

新興国では、工業品を中心として高関税が適用される品目が多く、完成品の

輸入のみならず、現地生産に移行した後においても高い部品輸入関税が事業拡

大の妨げとなることが多い。アジア圏ではＦＴＡの進展により徐々に障壁が下



 

33 

がりつつあるが、消費者に低廉で優良な商品を供給するとの観点から、ＦＴＡ

交渉の進展などにより、更に輸入関税を引き下げていただきたい。また、煩雑

な通関手続きが製品・部品輸入の妨げとなることがあるので、是正を求めたい。 

 

 ④人材育成（教育投資の重点化） 

  国内販売を開始すると、国内各地の販売店の管理のための多くの中間管理

職が必要となる。新興国においては、こうした人材は不足しており、教育投

資の増大による人材のレベル向上を求めたい。 

 

⑤知的財産の保護 

新興国においては、知的財産法制の整備が不十分であったり、知的財産保護

の執行体制が不十分であったりすることがある。また、消費者に知的財産権に

対する認識が不足していることも多い。知的財産が保護されることが、安心し

て投資をすることができる前提であるので、法制の整備、執行体制の充実、消

費者の意識向上を求めたい。 

 

 

（３）日本政府への要望 

①新興国市場のガイダンス機能の強化 

新興国市場におけるマーケット参入に当たっては、複雑な投資規制、各種販

売規制など、国内販売、サービス提供を開始するまでに多くの困難がある。日

本企業の新興国への投資、海外販路開拓は増加しており、日本貿易振興機構、

中小企業基盤整備機構をはじめとした政府関係機関による投資アドバイス、市

場アドバイス機能の強化が求められる。 

 

②中小企業の海外展開支援 

中小企業の海外展開が急速に進展しており、上記ビジネスサポートの充実が

要請されるとともに、現地における経営支援、金融支援の需要が増加している。

海外展開の経験やノウハウ不足、財務力に限界のある中小企業の海外展開に対

する事業化可能性調査、金融支援等の充実が求められており、中小企業基盤整

備機構、公的金融機関による支援が必要である。 

 

 ③人材育成への支援 

 新興国の新中間層市場の獲得のためには、現地ビジネスに精通した人材を多

数養成する必要があり、そうしたグローバルに活躍できる人材を養成するため
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の研修事業への支援などが求められる。経済産業省では、新興国の政府、政府

関係機関、現地企業等に若手人材を派遣し、研修をさせる事業を平成２４年度

より開始した。また、毎年約３，０００人以上の青年がＪＩＣＡを通じて新興

国で活躍しており、そうした人材を使うことも求められている。 

一方で、新興国に設立した生産拠点・販売拠点の運営に必要な現地人材の養

成に対する支援も重要であり、人材育成に係わる受入ビザ発給の簡素化もあわ

せて要請される。また、日本に留学している新興国の人材が日本企業に適切に

アプローチできる仕組み作りを、大学などと協力して行っていくことも重要で

ある。 

 

④経済連携交渉の推進 

  市場としての成長が期待できるアジア諸国等との経済関係を深化させ、関

税・基準認証システムの違いなどのビジネス円滑化のための障壁を下げるた

め、日本政府から新興国政府に対し、ＥＰＡ、ＦＴＡの締結を積極的に呼び

かけ、交渉していく必要がある。経済連携交渉の内容としては、関税、基準

認証だけでなく、投資分野の開放、知的財産の保護、規制緩和など自由で安

定した企業活動を保障するための多様な内容を盛り込んでいくべきである。 

 

⑤ＢＯＰビジネスの推進 

援助とビジネスの二つの側面を有するＢＯＰビジネスを展開することによ

り、新興国の社会的課題を解決しつつ、ＢＯＰ層へのブランドの浸透を図り、

将来の新中間層の獲得を目指すことが有用である。 

今後、ビジネスの拡大が予想される国で日本企業のＢＯＰビジネスへの参

入促進を実施していくことが重要であり、具体的には、事業計画立案のため

の調査支援、有望国に対する視察ミッションの派遣、製品現地化のための展

示・商談会等を通じた日本企業のイノベーション促進、現地コーディネータ

ーによる情報提供・トラブル対応支援等を実施し、企業が抱える問題の解決

を行っていくべきである。 
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（参考１－１）高所得層の推移（２０１０年～２０３０年） 

 
出所：表４と同じ 

 

（参考１－２）低所得層の推移（２０１０年～２０３０年） 

 
出所：表４と同じ 
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新中間層獲得戦略研究会 検討経緯 

 

 

第一回研究会 

 日時：平成２４年３月１３日（火）１５：００～１７：００ 

 議題：１．新中間層獲得戦略に関する基礎的調査結果報告 

    ２．検討のポイント 

 

第二回研究会 

 日時：平成２４年４月１２日（水）１５：００～１７：００ 

 議題：１．所得階層別人口推計 

    ２．新興国における営業戦略 

 プレゼンテーション ①ユニ・チャーム株式会社 

②ミニストップ株式会社 

③株式会社ワコール 

 

第三回研究会 

 日時：平成２４年５月１５日（火）１５：００～１７：００ 

 議題：１．新興国における営業戦略 

    ２．政府関係機関の取り組み 

 プレゼンテーション ①丸紅経済研究所 

②パナソニック株式会社 

③日本貿易振興機構 

④国際協力機構 

 

第四回研究会 

 日時：平成２４年６月６日（水）１５：００～１７：００ 

 議題：１．政府関係機関の取り組み 

    ２．新中間層獲得戦略研究会 中間取りまとめ 

 プレゼンテーション ①中小企業基盤整備機構 

②経済産業省 技術協力課 
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新中間層獲得戦略研究会委員名簿 

 

 

（座長） 

 戸堂 康之       東京大学 新領域創成科学研究科 国際協力学専攻 

教授 

 

（委員） 

 礒部 博昭       日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ） 理事 

 

 市川 雅一       国際協力機構（ＪＩＣＡ） 理事 

 

 岡田 正大       慶應義塾大学大学院経営管理研究科 准教授 

 

 塩田 誠        中小企業基盤整備機構 理事 

 

髙橋 紳哉       ユニ・チャーム株式会社 常務執行役員 

 

 前田 昭彦       ミニストップ株式会社 常務取締役 

 

美甘 哲秀       丸紅経済研究所 所長 

 

 宮田 賀生       パナソニック株式会社 代表取締役専務 

 

安原 弘展       株式会社ワコール 代表取締役社長 

 

 

（敬称略、五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 


