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中期的（今後３年程度）の海外事業計画にかかる見通しに関し、

「海外事業を強化」と回答した
中堅・中小企業（％）

製造業の海外生産比率の推移（％）

実績
見通し

中期的計画

○ 2011年のアンケート調査※によれば、製造業の海外生産の動きは加速。
○ 中堅・中小企業も、海外事業強化の姿勢が拡大。
※国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告」、2011年7月-9月実施。
製造業で、原則として海外現地法人を3社以上有する企業が対象。603社が回答。

○ 非製造業においても、海外展開への動きが拡大していると見られる。

企業の海外展開の加速
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※「海外事業」の定義：
海外拠点での製造、販売、研究開発などの活動に加えて、各社が取り組み
生産の外部委託、調達等を含む。



2011年順
位（昨年順
位）

順位の
上下

国名 得票率
（％）

具体的な
事業計画の
保有率（%）

１ 中国 72.8 71.3

２ インド 58.6 43.4

３ (4) ↑ タイ 32.5 53.3

４ (3) ↓ ベトナム 31.4 39.0

５ ブラジル 28.6 45.5

５ (6) ↑ インドネシア 28.6 40.7

７ ロシア 12.4 27.7

８ 米国 9.9 68

９ (10) ↑ マレーシア 7.7 46.2

１０ 台湾 6.9 65.7

１１ (9) ↓ 韓国 6.1

１２ メキシコ 5.7

１３ シンガポール 4.9

１４ フィリピン 3.0

１５ トルコ 2.4

１６ (15) ↓ オーストラリア 1.6

１６ (15) ↓ バングラデシュ 1.6

１６ (24) ↑ カンボジア 1.6

１９ (20) ↑ ミャンマー 1.4

２０ (19) ↓ 英国 1.2

（一企業が5カ国まで記入できるアンケート調査の結果）

○ 海外展開先としての関心は
新興国が多数を占める。

○ 他方、特定の国に関心が集中
する傾向。

→サプライチェーンのリスク分散の

ためにも、より多くの国・地域で
投資環境を整備していくことが
必要。

※わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告（国際協力銀行）
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中期的（今後3年程度）に有望と考える事業展開先の国・地域（１）

（参考）
G20における新興国等
中国、韓国、インド、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、
メキシコ、トルコ、ロシア、サウジアラビア、南アフリカ

NEXT11*
韓国、ベトナム、フィリピン、インドネシア、バングラディ
シュ、パキスタン、イラン、トルコ、ナイジェリア、エジプト、
メキシコ



参照：わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告（国際協力銀行） 4

中期的（今後3年程度）に有望と考える事業展開先の国・地域（２）

回答者数
（158）

得票率
（%）

1位 中国 53.2

2位 インドネシア 36.1

3位 米国 32.9

4位 タイ 20.9

5位 マレーシア 18.4

6位 ベトナム 15.8

7位 ドイツ 9.5

8位 シンガポール 7.0

9位 英国 6.3

10位
台湾

5.7
インド

回答者数
（158）

得票率
（%）

1位 中国 81.5

2位 米国 31.7

3位 タイ 24.7

4位 インドネシア 14.0

5位 インド 13.0

6位 ベトナム 12.0

7位 台湾 11.0

8位 韓国 8.2

9位 マレーシア 8.0

10位 シンガポール 6.0

回答者数
（158）

得票率
（%）

1位 中国 72.8

2位 インド 58.6

3位 タイ 32.5

4位 ベトナム 31.4

5位
ブラジル

28.6
インドネシア

7位 ロシア 12.4

8位 米国 9.9

9位 マレーシア 7.7

10位 台湾 6.9

（注）1992年度調査結果は、中期的有望事業投資先国・地域として回答のあった1～3位を集計したもの。
2001年度、2011年度調査結果は、1企業が5ヶ国まで記入できる方式で実施したアンケート結果。

○ 1992年以降を見ると、日本企業の関心は一部の上位国に集中している。
（2011年現在、上位10ヶ国中8ヶ国が、1992年時点の上位国と同じ。）

1992年 2001年 2011年



新興国進出にあたっての問題

○企業に対するアンケート調査では、特に以下の２点が政策的課題として指摘。
①法制度の運用が不透明、徴税システムが複雑
②インフラが未整備

1位 労働コストの上昇 74%
2位 法制の運用が不透明 60%
3位 他社との厳しい競争 56%

1位 治安・社会情勢 45%
2位 労働コスト上昇 38%
3位 他社との厳しい競争 38%

1位 他社との厳しい競争 40%
2位 治安・社会情勢 35%
3位 徴税システムが複雑 31%

1位 インフラが未整備 48%
2位 他社との厳しい競争 38%
3位 法制の運用が不透明 31%

1位 インフラが未整備 45%
2位 法制の運用が不透明 35%
3位 労働コストの上昇 29%

1位 他社との厳しい競争 39%
2位 インフラが未整備 35%
3位 法制の運用が不透明 32%

進出有望国における課題

中国 インド

タイ ベトナム

ブラジル インドネシア

※わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告（国際協力銀行）のデータを使用
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戦略の不足

○「日本」ブランドの不足
日本ブランドをアピールし、日本製品全体の良いイメージを
向上させることが重要。（電機メーカー）

日本を一つのブランドとしてアピールすべき。
例えば、インドでは、日本が長寿命・長寿大国という
イメージが浸透していない。（食品）

○流通サービスの進出の遅れ
日系のスーパーやコンビニなどの物流ラインが整備され

れば、日本の製品やサービスの市場展開を後押しできる。
（食品）

○地方政府を巻き込んだ公的枠組みの重要性
日本政府が、印タミルナード州など、進出国の中央政府・
地方政府と対話することが、日本企業の事業展開を
後押しする上で極めて有効。（商社）

現地の法制度のままでは事業展開が難しい途上国では、
「経済特区」の設置が有効。（インフラ）

○人材の確保・育成
現地での人材確保は大変。（電機メーカー）
Ｍ＆Ａ後の経営統合を担う人材がいない。（電機メーカー）

企業の声
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新興国に単独で進出することの困難

○日本ソサエティの必要性
日本人は、日本人学校や日本料理店など、日本のソサエ
ティを求める。

特に、従業員 ２０～３０人の中小企業では、海外に出ると
いっても１ヶ所が限界。 日本語が使え、日本食があるよう
な、日本とつながりの深いところでないと難しい。（商社）

○入り口としてのメガ都市

同じ国でも、優先順位を決めて順番に攻めていく戦略が

有効。先ずは、メガ都市の市場を確保してから、生産拠点を
拡大すべき。（シンクタンク）

○工業団地の運営
工業団地は、需要の変動リスクが大きく、その割りに実入り
が少ない。広大な土地を購入、インフラを整備し、数年越し
で開業した後は、入居者が１社しかいなくても、運営を続け
なければいけない。（商社）

※経済産業省によるヒアリングから抜粋



新興国のニーズ

○人口集中に伴う大都市の総合開発が、
緊急の課題
※現在、新興国で270超のスマートシティ・プロジェ
クトが構想されている。

・インフラ整備、省エネ、環境問題等への対
応が不可欠。

・雇用創出のため、外国投資による産業
開発も重視。

・市民の生活向上のため、消費財、流通、
コンテンツ、医療等のサービスへのニーズ
も拡大。

日本のニーズ

○新興国大都市での日本ブランドの
確立を含む海外展開拠点の必要性

・大都市は中間層が急成長。市場開拓の
入り口として適切。

・中堅・中小企業も安心して進出できる日本
企業の集積拠点の展開。

・日本の強みを生かしたスマートシティのシス
テム輸出、環境技術・製品の輸出。

・製造業に加え、流通、飲食、エンターテー
メント、医療等の総合的な展開拠点の構築。

新興国の大都市での成長拠点開発プロジェクト

（役割） ・日本ブランドの発信、市場開拓の入り口
・スマートシティのシステム輸出
・流通・サービス産業の展開の窓口
・ビジネス環境改善の各種取り組みの展開等。

官民一体
の協力

新興国の成長拠点開発プロジェクトの重要性
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ジャカルタ新国際港湾整備

ジャカルタ東方工業地域の
道路ネットワーク改善

首都圏水供給

ジャワ・スマトラ
連系送電線建設

インドラマユ
石炭火力発電所建設

スマトラ島南端スマトラ島南端
タンジュンプリオク港の
改良及び拡張

スカルノ・ハッタ
国際空港の拡張

スマートコミュニティ
（東ジャカルタ工業団地）

ジャカルタ都市高速鉄道
（MRT）建設

成長拠点開発の事例１．ジャカルタ首都圏投資促進地域（MPA）構想成長拠点開発の事例１．ジャカルタ首都圏投資促進地域（MPA）構想

○日尼の閣僚間の合意*に基づいて、首都圏の発展に必要なインフラ、工業団地等の
日本企業の進出環境の整備を推進。

○巨大消費市場（2800万人）に集積する中間層にむけたクールジャパンの展開拠点と
しても期待できる。

ジャカルタ首都圏

・人口2800万人
・世帯あたりGDPは、
約12000ドル

8
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* 2010年12月10日- 日本側：前原外務大臣、中山経済産業政務官 インドネシア側：ハッタ経済担当調整大臣、スディ官房長官他

2011年 9月22日- 日本側：枝野経済産業大臣、津島国土交通大臣政務官 インドネシア側：ハッタ経済担当調整大臣、バンバン運輸省副大臣他



○デリー・ムンバイ産業大動脈（DMIC） 構想。
・デリーとムンバイの間に、貨物専用鉄道敷設、工業団地、道路､物流基地、発電所商業施設などのインフラを整備。
域内の2つの1000万超都市、3つの500万超都市、4つの100万超都市をインフラ開発で連結。
※大都市圏において富裕層・中間層向けにクールジャパンの展開継続とクリエイティブ産業協力、人材育成、規制
改革等を一体的に進める。

○インド南部中核拠点開発構想
・ムンバイからバンガロールを経由し、日系製造業の進出が多いチェンナイに至る地域の道路や港湾整備、
工業団地計画等、インフラ開発を進める。
・本年1月10日、枝野経済産業大臣は、チェンナイでタミルナド州のジャヤラリタ首相と会談。日本の中小企業向けに、
工業団地や住居などを一体とした都市開発を進めることで合意。

成長拠点開発の事例２．デリー・ムンバイ～インド南部開発構想成長拠点開発の事例２．デリー・ムンバイ～インド南部開発構想

デリー（2170万人）★

★

★ ★

ムンバイ
（2000万人）

デリー・ムンバイ間産業大動脈

PRIDe Corridor
（南部半島地域産業開発回廊）

チェンナイ（750万人）

バンガロール
（720万人）

南部中核拠点開発構想

9



成長拠点開発の事例３．メコン南部回廊構想成長拠点開発の事例３．メコン南部回廊構想

ダウェイ

バンコク
700万人

ホーチミン
616万人

○インドシナ南部の大都市を高速道路でつなぐ構想を、日本が協力して推進。
○日本の協力により、メコンの成長とミャンマーの産業化を連携させることで、我が国企業
の投資機会の拡大を推進。

ヤンゴン
435万人

プノンペン
156万人

至 チェンナイ

ミャンマー

タイ

カンボジア
ベトナムダウェイ

経済特区

ヤンゴン市街

ティラワ
経済特区

ティラワ
経済特区
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メコン河

南シナ海沿岸のホーチミンから、インド洋沿岸の
ダウェイを、高速道路や橋等の交通インフラで
接続し、当該地域の経済成長を促進する。
（アジア開発銀行と日本政府の支援により、実施中。
2002年にメコンサミットで提唱。）

【南部回廊プロジェクト】

南シナ海

インド洋



○日本企業の海外展開の選択肢拡大にむけて、より
多くの新興国において、大都市等の成長拠点の開発、
ビジネス環境の整備等を進めていくことが重要。

○成長拠点開発等については、例えば以下のような
新興国における変化を踏まえて検討することが必要。

新たな成長拠点開発等の検討

・今後の富裕層・中間層の拡大
・ 都市化の進展

11



○新興国*全体で、2020 年には、年収5000ドルを超える世帯を構成する
人口が、新たに13.4億人（2010年比）増加することが予想されている。

•以下21の国・地域を対象としている。中国、インド、インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピン、パキスタン、トルコ、アラブ首長国連邦（UAE）、サウジアラビア、南ア
フリカ、エジプト、ナイジェリア、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ロシア

世帯年収15000ドル～
35000ドル

世帯年収5000ドル～
15000ドル

世帯年収35000ドル
以上

上位中間層

2010
2020

富裕層

（億人）

下位中間層 低所得層

新興国における中間層の増大

世帯年収5000ドル
未満

下位中間層
（世帯年収）

5000ドル～
15000ドル

上位中間層
（世帯年収）

15000ドル～
35000ドル

富裕層
（世帯年収）

35000ドル～

中国 5.2億→5.3億 1.2億→3.9億 4000万→1.8億

インド 4.8億→7.1億 5000万→2.8億 1800万→6700万

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1億→1.4億 1000万→5500万 300万→1200万

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 7000万→5000万 6000万→8000万 4000万→7000万

ﾊﾟｷｽﾀﾝ 6000万→1.5億 600万→2000万 300万→800万

ロシア 7000万→3000万 4000万→6000万 1000万→6000万

トルコ 1790万→660万 3500万→2900万 1800万→4400万

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 2000万→4000万 300万→700万 100万→300万

国別に見た中間層・富裕層の増加

参照： Euromonitor International 2011

新興国の富裕層・中間層（ボリュームゾーン）拡大

2010年-2020年
富裕層・中間層

13.4億人増加

富裕・
中間層

低所得層
6億人減少
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・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）

10000ドル

5000ドル

70000ドル

※1960年代前半の日本の収入水準

・ヘルスケア分野

・新車の保有率が上昇。

各種アンケート調査に基づく

（参考）世帯収入水準ごとの消費性向イメージ

・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。

ホーチミン （約2500ドル）

ジャカルタ（約12000ドル）

上海, 北京 （約30000ドル）

ムンバイ（約11000ドル）

12000ドル

7000ドル
チェンナイ（約8000ドル）

デリー、バンコク（約10000ドル）

イスタンブール（約40000ドル）

13
参照： 各市統計局



（参考）インドの富裕・中間層の消費性向の変化

世帯収入50万ルピー
（10000ドル）未満

○ インドの大都市の中間層では、近年サービス支出（特に「外食分野」「人との付き
合い・交際費」「生命保険・損害保険」）の志向が強まっている。

＋34
＋44

＋23

今後お金を使いたい分野（2007年と2010年の比較）*

世帯収入75万ルピー
（15000ドル）以上

*野村総合研究所「インドの生活者意識・行動調査」2007年度、2010年度

注）複数回答のうち、上位５項目を掲載。
調査対象都市は、デリー、チェンナイ、ムンバイ。

2007 2010

生命保険
損害保険

預貯金 外食 人との付き合い・
交際費

投資
生命保険
損害保険

預貯金 外食 人との付き合い・
交際費

投資

（%） （%）
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人口1000万人以上 ： 7都市増加（21都市 →28都市）
人口500万以上-1000万以下 ： 10都市増加（32都市 →43都市）
人口100万以上-500万以下 ： 53都市増加（374都市→427都市）

1000万人超
500万人超

2010 2020

2010～2020年の急速な都市化の進行

新興国での500万超都市の増加

○ 2020年に向けて、増大する中間層・富裕層が、都市化により
大都市※に集中。
・新たな成長拠点（グロース・ポイント）が各地域に生まれる可能性。
・消費の拡大、都市問題の解決に向け、日本企業にも大きなチャンス。

※新興国の都市数の変化

15参照：UN World Urbanization Prospects 2009 revision



上海

1000万人超
500万-1000万人
都市の集合地域

天津

参照：UN World Urbanization Prospects 2009 revision

（参考） 2010～2020年の中国の都市化

上海
1660万人→1910万人

瀋陽
517万人→611万人

広州
890万人→1040万人

佛山
497万人→590万人

東莞
530万人→650万人

成都
496万人→589万人

重慶
940万人→1050万人

西安
470万人→540万人

北京
1220万人→1850万人

天津
790万人→1002万人

香港
700万人→770万人

武漢
768万人→887万人

深圳
900万人→1060万人

南京
452万人→552万人
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成都、武漢、重慶、西安等、中西部
都市のGDP成長率は、16 %超（2011年）

沿岸部は、8%-11%の成長率（2011年）



バンドン
241万→ 274万

メダン
213万→242万

スマラン
130 万→142万

パレンバン
124万→136万

ウジュンパンダン
129万→151万

ペカンバル

マラン

バンダールランポン

ボゴール
104万→125万

サリマンダー

デンパサール

パダン バリクパパン

バンジャルマシン

スラバヤ
251万→274万

スラカルタ

1000万人超

100万人超

50万人超

（参考） 2010～2020年のインドネシアの都市化

MPA

ジャカルタ
910万人→1026万人

17
参照：UN World Urbanization Prospects 2009 revision

Euromonitor International 2011 各市統計局



ブルサ
159万→182万

イズミル
272万→308万

アダナ
136万→156万

コニャ
98万→113万

ガズィアンチプ
111万→127万

アンタルヤ
70万→101万

100万人超

50万人超

1000万人超

アンカラ
380万→417万

（参考） 2010～2020年のトルコの都市化

イズミット湾横断橋：

日系コンソーシアム
が建設を受注

イスタンブール-
イズミル連結構想

イスタンブール
1052万→1169万

18参照：UN World Urbanization Prospects 2009 revision
Euromonitor International 2011 各市統計局

地中海



（参考） 2010年～2020年のサウジアラビアの都市化

マディーナ
90万→111万

メッカ
148万→179万

100万人超
50万人超

ヤンブー

ハルジ

ジザーン

工業団地・スマートコミュニ
ティー事業

日本企業とMODONの協力事業

リヤド
473万→581万

ラスアルヘール

ラービグ

ダンマン

・スデイル（リヤドの北部）
・ハルジ（リヤドの南部）
・ジェッダ
・ダンマン
・アルジュベイル
・ラスアルヘール
・ヤンブー
・タブーク

【経済都市建設計画（ ）】

・ラービグ（物流・軽工業・サービス）
・ハーイル（物流）
・マディーナ（IT・知識集約型産業）
・ジザーン（エネルギー・重工業）

アルジュベイル

タブーク
51万

ジェッダ
323万→388万

スデイル

500万人超

参照：UN World Urbanization Prospects 2009 revision

【MODON（工業用地公団）やジュベイル
・ヤンブー王立委員会による工業都市開発
計画（ ）】

ペトロラービグ・プロジェクト
（石油精製所・製品工場等建設）

日本企業とサウジアラムコ合弁事業

インド洋

紅
海

イラン
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国名 「日本が世界に良い影響
を与えている」と回答。

インドネシア ８５％

フィリピン ８４％

韓国 ６８％

チリ ６６％

ブラジル ６６％

ロシア ６５％

ナイジェリア ６５％

トルコ ６４％

ペルー ６４％

ケニア ６１％

エジプト ５２％

南アフリカ ４１％

インド ３９％

パキスタン ３４％

メキシコ ２４％

中国 １８％

英・BBCによる国際世論調査（2011） 外務省によるASEAN対日世論調査（2008）

国名
「友邦として日本
は信頼できる」

「どちらかといえば
信頼できる」

ベトナム ７４％ ２４％

フィリピン ５２％ ４１％

インドネシア ４５％ ４８％

マレーシア ４５％ ４７％

シンガポール ３０％ ６３％

タイ ２１％ ６８％

20

（参考）各国の対日観



○2～5月 ・企業・有識者からのヒアリング、ジェトロ等を通じた現地実態調査等を実施。

【調査事項の例】
・新興国における成長拠点開発プロジェクトの動向把握
・企業の海外展開環境の整備（工業団地の状況、資金調達等）
・クールジャパンの浸透戦略
・スマートインフラ輸出のニーズ
・現地における日本式医療へのニーズ（駐在員、相手国の住民向け等）
・現地流通分野等の規制の把握、見直しの働きかけ。
・新興国展開にあたって必要とされる人材（インフラ、流通等）
・資金還流の障害除去（送金・ロイヤリティ規制の改善等）
・都市化に伴う環境問題の現状把握及び日本の環境技術・製品へのニーズ把握等。

・産構審通商政策部会（6月までに3回程度開催）において、成長拠点開発の
重点地域、ビジネス投資環境整備等について検討。

○6月を目途・成長拠点開発等について、通商政策部会で論点、政策的対応等を整理。

新興国の成長拠点開発等の検討の進め方
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