
【企業や有識者からの意見】

○アニメや飲食サービスなどを通じ、現地の幅広い中間層の人々に「日本へ
の親しみ」を持って貰うことが重要。自動車、電子機器等を始めとする多
様な製品分野への好影響が期待できる。

○ジャパン・ブランドについて、民間企業のみでトータルの連携・戦略を描くこ
とは難しい。海外展開での連携について、クール・ジャパン戦略・構想な

⑥ ジャパン・ブランド戦略の必要性

４．新興国市場開拓に関する課題・問題点

ど、国としてのサポート、リーダーシップを期待。

○コンテンツと製造業、商業施設とファッション産業など、異業種間の連携
や、現地の日系企業間での連携について、政府に後押ししてもらいたい。

【検討の方向性】

�クールジャパンの担い手（アニメ等のコンテンツ、小売り流通業、ファッション、
飲食サービス等）の相互連携・マッチングの推進

�閣僚の海外出張等の機会を通じた推進
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○韓国は、コンテンツ輸出による外貨獲得に加え、韓国製品のプロモーション、嫌韓感情の改
善等の波及効果を狙って、韓流コンテンツの海外展開を強化。

（参考）韓国のコンテンツ振興施策と「韓流ブーム」の狙い

「韓流の波及４段階」

①大衆文化の
流行

②関連商品の
販売増加

ＤＶＤ キャラク

③韓国製品の
販売増加

•電化製品、生活

④韓国そのもの
への関心の高
まり

•韓国料理・観光・

出典：イ・ジュンウン「韓流のコミュニケーション効果－中国人の韓国文化商品の利用が韓国への認識と態度に与える影響」
韓国言論学報

• ドラマ、映画、音
楽など韓国の地
集文化・芸能人
の人気が高まる

• ＤＶＤ、キャラク
ターグッズ、ロケ
地ツアーなど、韓
国の芸能人・コン
テンツに関連した
商品の販売が増
加する

用品など韓国の
一般商品の販売
が増加する

ショッピングなど
韓国文化全般へ
の関心が高まる

○サムスン電子
2003年に日本の韓流ブームに火をつけた「冬のソナタ」のスポン
サー企業はサムスン。

○LG化粧品 「ドラマ・スポンサー戦略」
自社の広告モデルが主人公の韓国ドラマを輸入してベトナムで無償
提供し、前後で自社製品のCMを放映。ベトナム進出後3年で世界的
ブランドを逆転してシェア70%を達成。

消費財メーカー等がスポンサー企業としてコンテンツ輸出を支援

※Nation Brands Indexで2013年までに33→15
位を目指す（日本は5位）としている。

※韓国語学習者の増加（韓国語能力試験の受験
者数が10年で50倍）、韓国料理の普及等の波及
効果が確認されている。
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○インドのような嗜好の異なる国で、幅広い中間層の人々に「日本
（製品）への親しみ」を持って貰うためには、相手国の文化に深く
根ざしたマーケティングが重要。

○他国・他国企業は、インドにおける最大の娯楽であるボリウッド
映画を効果的に活用し、観光・製品をプロモーション。

○日本としても、「札幌コンテンツ特区」に指定されロケ誘致に積極
的な札幌市等と提携し、ボリウッド映画の日印共同制作に向けた
取り組みを開始できないか。

スペイン政府によるボリウッド映画誘致の事例

＜スペイン観光局によるボリウッド映
画を活用した観光プロモーション＞

（参考）インドのボリウッド映画を活用した観光・製品プロモーション

＜誘致に向けた取組＞
－ゴア映画祭において、ロケ地の紹介、関係者のマッチング等を実施
－映画関係者向けの、スペイン国内ロケ地を巡る招へいプログラムを実施
（参加者の一人が具体的に関心を示し始めた）

－監督の希望を踏まえ、トマト祭の特別開催等のロケ支援プランを提供

○スペイン政府は、ボリウッド映画『Zindagi Na Milegi Dobara
（人生は一度きり：2011年）』のロケ誘致に成功。

スペインへの観光客数は、2011年に65％増加
（75,000人→115,000人）

＜ボリウッド映画に登場する
ランド・ローバー（英国）＞

○また、ランドローバー、ペプシコなどの外国企業は、映画の中に自らの
製品をプレイスメントすることで、視聴者に対して効果的にPRを実施。

外国企業によるボリウッド映画活用例

41



【企業や有識者からの意見】

○新興国では中間層の所得上昇により、我が国の流通業等のビジネス機
会は増大。日本型の「丁寧、清潔な対応」は新興国でも評価される。

○流通分野を始め、サービス産業は規制が多い。EPA等を通じて、日系企
業に不利な制度・運用の改善を進めていくべき。

○フランチャイズで事業を展開しているが、新しい国への1店舗目の展開に
苦労のほとんどが集中。特に、テスト・マーケティングや会社設立等で支
援して欲しい。

⑦ サービス産業の海外展開
４．新興国市場開拓に関する課題・問題点

援して欲しい。

○日本式の医療サービスは、新興国で高いニーズがある。また、医療機器
についても、機器取扱の教育システムやトレーニング体制の構築等、医
療サービスとの連携が有効と考える。

○現地進出にあたっては、ローカルパートナーとの協力が必要であり、現地
企業等とのネットワーク強化が必要。

【検討の方向性】
�政府間対話等を通じた我が国サービス産業の海外展開支援策の検討
�フランチャイズ型サービス業等に関する海外展開支援
�日本の医療サービス・機器が連携した海外展開支援
�人的ネットワークの強化に向けた技術協力の実施 42



海外売上高
の比率

海外営業利益
の比率

売上高・営業利益の海外比率*
（資料）ジェトロ世界貿易投資報告2010 *2009年12月期～2010年3月期

特性 関連サービスの一例

快適・心地よさ 店内の清潔感、来店客への気配り（例：詳細な
製品説明）

評価される日本独自のサービス要素
（資料）ジェトロ世界貿易投資報告2010。

○サービス産業は我が国GDPの約70%を占めるが、売り上げ・営業利益の海外比率
は10%台前半の水準。海外比率が約40%を超える製造業と比べ、進出の余地が
大きい。

○日本の標準的サービスが、海外では高く評価されている。

（参考）非製造業の海外展開の現状
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製品説明）

接客態度
来店客の注文に素早く対応、無料のおしぼり
サービス、顧客マニュアルの徹底による店舗間
で差が出ないサービス、ラッピング、元気な挨拶

利便性 宅配便の再配送・時間指定サービス、ポイント
サービス、口座自動引き落としサービス

スピード 小売り業の在庫管理の徹底、迅速なレジ業務、
自動改札の導入

環境保護意識 ゴミ分別、食器回収、弱冷房の導入、もったいな
いの精神、リサイクル意識

製造業685社、非製造業175社に対する調査結果

製造業 非製造業 非製造業製造業



ウラジオストク

北京（２件）

モスクワ

「日本式高度巡回健診サービス」提
供プロジェクト

（麻田総合病院、ＢＭＬ等）

「日本式画像診断セン
ター」プロジェクト

（北斗病院、ケイアイ医
科器械、日立等）

「日本式医療センター」プロジェクト

（総合南東北病院、東京内視鏡クリ
ニック等）

「日中歯科医療技術協力研修セン
ター」

プロジェクト
（アジアデンタルフォーラム）

：２３年度の経産省事業
調査対象プロジェクト

：２４年度以降案件形成の
可能性がある国

グルジア
ウズベキスタン

（参考）日本式医療の海外展開（アウトバウンド）プロジェクトについて

北京（２件）

上海

ホーチミン

カンボジア

「日本式高度医療サービス及び医療教育
提供施設」プロジェクト

（北原国際病院、日揮、双日等）

「日本式糖尿病診療セン
ター」

プロジェクト
（テルモ、東大病院等）

ベトナム

「日本式遠隔病理・画像診断サービス」
提供プロジェクト

（国際医療福祉大学三田病院、サクラ
ファインテックジャパン、浜松ホトニクス

等）

トルコ

エジプト

ＵＡＥ

トルコ共和国
病院ＰＰＰプロジェクト
（アイテック等）

クウェート

ミャンマー
インド

サウジアラビア

インドネシア

メキシコ

ブラジル

ウズベキスタン

イラク
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【企業や有識者からの意見】

○新興国では、経済成長に伴うエネルギー需要増や価格高騰等への対応が急務であり、
これらの課題を克服した我が国の政策・技術への関心は高い。他方で、ユーザーは
メンテナンス等を含めた長期のライフサイクルコストよりも購入時の低価格を優先して
おり、我が国の優れた低炭素技術・製品が十分に受け入れられていない。

○新興国ごとに政策課題が異なり、政府内でリーダーシップを取っている官庁も異なる。
国ごとの、きめ細かな戦略、働きかけが必要。

○省エネ基準、家電ラベリング制度等、新興国における「見える化」や、環境基準の遵守
に向けた企業の自立的な取組を促すための制度整備を支援していくことが重要。相手

⑧ 低炭素技術・製品等の市場開拓

４．新興国市場開拓に関する課題・問題点

に向けた企業の自立的な取組を促すための制度整備を支援していくことが重要。相手
国との密接な協議を通じ、相手国の政府内の検討を本格化させていくことが必要。

○新興国では産業の発展に伴って、工業団地・企業レベルでの環境保全も深刻な問題化。
我が国の環境技術にビジネスチャンスがあるはず。

【検討の方向性】

�二国間オフセット・クレジット制度を活用した低炭素技術・製品の新興国への普及
（インドネシア、ベトナム、インド等）

�地域の優れた環境技術を発掘して新興国に売り込むための取組の実施（マッチ
ング、制度整備支援、 政策対話）

�我が国技術の優位性の理解の促進に向けた人材育成・実証プロジェクト
45



（参考）各国の低炭素成長に着目したアプローチ

＜各国の低炭素成長に向けた取組状況＞

○インド
�２００８年、首相のイニシアティブにより国家気候変動行動計画を策定。
�その一部として、現在ＰＡＴ（Perform, Achieve and Trade）の本格導入に向け作業中。

○インドネシア
�２０１１年、大統領令として、国家排出削減行動計画が成立。
新 ネ 次 ネ ギ 供給 占めるシ 標を 年 設定

新興国では、省エネ推進や環境と両立した経済発展に強い関心あり。我が国の政策や
技術に対する潜在的ニーズ大。

46

�これらの動きと並行して、我が国の技術や政策に対するニーズに応えるべく、
各国との協力関係を強化。

�例えば、２０１１年１２月の日印首脳会談で、両首脳は、温室効果ガス排出削
減のための措置、低炭素技術・製品・サービス等の促進を含め、持続可能な
成長を促進するため二国間及び地域協力を強化する必要性を改めて確認。

�新・再エネの一次エネルギー供給に占めるシェア目標を２０２５年１７％に設定。

○ベトナム
�「再生可能エネルギー開発戦略及びマスタープラン２０１５年と２０２５年の展望」を策定。
�２０１１年、「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）」を施行。



【企業や有識者からの意見】

○自動車メーカー等の海外進出に伴い、裾野産業の中小企業においても
海外展開が必要であり、現地人材の育成・確保が課題。

○日本人の若手社員は海外勤務を嫌う傾向が目立つ。他方で、いざ海外に
行ってみると、新興国の急速な成長を目の当たりにして目の色が変わる
ケースもある。

○新興国で事業実施や経営に当たる現地のローカル基幹人材（大卒管理職

⑨新興国事業に必要な内外人材の育成・確保

４．新興国市場開拓に関する課題・問題点

クラス）の育成・確保と活用が重要。中長期的な視野で新興国に親日人材
を確保していく施策が必要。

○ローカルの市場を把握しているのは現地の人間であり、現地人材の活用が
不可欠。彼らの訓練・研修を日本が積極的に国のバックアップのもとで進
めていけないか。現地においては、製造技術者だけではなく、営業・販売人
材等の育成が必要。

【検討の方向性】
�我が国若手人材のグローバル化支援（新興国でのインターンシップ等）
�新興国における産業人材の育成・確保への支援
�現地大卒人材の確保の支援 47



（参考）我が国の人材のグローバル競争力の強化

• 日本企業が海外で勝ち残る上でのカギは
「人材の育成」。

○グローバルビジネスを新規開拓できる人材の育成が急務。
○フランス、韓国はグローバル人材育成に向け、海外インターンシップを実施。
○政府機関や現地ローカルパートナー等とのネットワークの強化も必要。

10.5％

22.1％

27.9％

33.3％

海外勢がまねできない技術
や製品、サービスの確立

関税や規制などグローバル化を阻む障壁の撤廃

海外戦略の素早い意思決定

現地の文化や市場特性に対応できる人材の育成

グローバルに活躍で
きる幹部人材の育成

【現状と課題】
•人材の国際化の重要性は多くの企業で
認識されつつも、課題が存在。

学生
現地企業等

（想定される例：インドネ
シア電力公社、インドデ
リームンバイ開発公社

等）

申
し
込
み

マ
ッ
チ
ン
グ

事
前
研
修

インターンシップ
事
後
研
修

成
果
発
表

社 人

【 の 向性】
我が国の 人材を対 と 海外インターンシップの実
施（ に実施 定）

•フランス、韓国では、 人材の海外インターン
シップを に 。

•フランス企業 機 は 人、韓国 業
人力公 は、 人を企業の海外 に

るインターンシップを実施。

（ ：日 新 アン ート）

0 10 20 30 40

6.3％
（ ）などに る企業規 の

関税や規制などグロ バル化を阻む障壁の撤廃

国 で
人材の国際化

（ ： ）
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フランスの取組
「V.I.Eプログラム」

背景・目的 ・海外で活躍できる人材の必要、若者の未就業・内向き志向
・若いビジネスマンの育成を目的
・若者に海外理解と就業経験の機会を提供
・海外展開人材不足の中小企業を人材面で後押し

実施主体 UBIFRANCE（フランス企業振興機構） 2000年より実施

制度概要 ・フランス企業の海外現地法人等にインターンとして派遣
約７万人の候補者の情報を企業に提供

韓国の取組
「グローバル青年リーダー育成事業」

背景・目的 ・急速な高齢化社会による、雇用確保のための事業拡大・海外展
開の重要化、未就業の若者の増加が問題

・若者に海外就業機会を提供することで、各自の能力向上と、自
国企業の海外展開への支援にもつながる

実施主体 韓国産業人力公団他 2009年より実施

制度概要 ・目標：09～13年の5年間で5万人
就業以外も含めた事業全体で 10万人の海外派遣が目標

○フランスでは、若者を自国企業の海外現地法人にインターンとして派遣する事業を2000年から開始。
○韓国では、 2009年から政府の公約として、未就業者に海外での長期就業を行う研修や斡旋事業を開始。

（参考）諸外国の海外インターンシップに対する取組

・約７万人の候補者の情報を企業に提供
・参加希望者・法人は、マッチングサイトで互いを選択
・インターン生はUBIFRANCEが監督、企業との雇用関係はなく、準公的
身分で派遣
・派遣期間は最長５年間、修了時には修了証を発行

対象者 ・年齢：未就業の18～29歳
・国籍：フランス人中心。欧州経済領域加盟国の国民で公的サービスを

受けている者も可
・学歴：無条件（業務内容によって要修士レベル）

参加人数 ・過去10年で約3万人。約6,500人が約1500ヵ所へ派遣中（2010年）
・活用している企業は約3800社（うち中小企業67％）

派遣先 ・約150カ国

運営上の工夫 ・マッチングサイトの活用で効率的なマッチングを実現
・海外インターンシップ中、参加者はUBIFRANCEに所属した形となり、

UBIFRANCEが個別に支援

成果 ・プログラム修了後、約70%が受入法人の正社員として雇用

今後の方向性 ・フランス企業の国際化の裾野を広げるため、中小企業への認知度の
向上・利用拡大の広報活動を強化

・欧州の当該年齢の若者への就業経験の提供を目指し、欧州全体へ
のプログラムの展開も検討

・就業以外も含めた事業全体で、10万人の海外派遣が目標
・海外での長期就業を行う「海外就業斡旋」と、2～3年間の海外就
業後に帰国する「海外就業研修」がある
・派遣前の研修は同公団が民間事業者等に委託

対象者 ・年齢：未就業の29歳以下の若者
・学歴：無条件

参加人数 ・海外就業数、約1,600人。（2009年）
・うち、「海外就業研修」約1,200人、「海外就業斡旋」約400人

派遣先 ・中国、日本、アメリカ、UAE、オーストラリア、カタール、カナダ他

運営上の工夫 ・海外就業・研修先の確保のために、同国の公的な出先機関を積
極的に活用。さらに、民間機関にもインセンティブを与えて活用
（採用が決まると150万ウォン支給）

成果 ・「海外就業研修」修了者の約65%が、帰国後に就業

今後の方向性 ・海外就業は伸びており、また研修修了者の就業実現につながっ
ているため、今後も継続予定
・海外での就業（研修）先の質と量の確保に注力 49



【企業や有識者からの意見】

○中堅・中小企業が進出する場合は、資金力が十分ではないケースが多い。
しかし、地方銀行は、従来海外案件への対応にはノウハウが不足。

○為替リスクを避けるために、現地事業に必要な資金調達は現地通貨建て
が望ましい。

⑩ 資金面での課題

４．新興国市場開拓に関する課題・問題点

○中堅企業にカテゴライズされる企業は、中小企業金融の対象外。しかし、
海外展開において資金面での苦労があることは同様。

【検討の方向性】
�中堅・中小企業を含む我が国企業の海外展開に係る資金調達の円滑化支援
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○各国が、新興国市場の開拓に力を注ぐ中、我が国が、他国と差別化
できるアプローチが必要。
○相手国の我が国への期待と、我が国の強みとの組み合わせの観点
も含め検討。

４．今後の検討について

国 産業政策の目標 具体的なニーズ

インド

「国家製造業政策」

- 製造業の割合を2022年までに
増

●海外からの製造業誘致による
雇用創出・技術移転

●中小製造業者の人材育成・技術
開発投資の拡大

新興国における開発・発展戦略の例

【我が国の強みの例】

◆高度な経済発展を実現している
経験インド

GDPの25%に増大（現在16%）

- 1億人の雇用を創造 等

開発投資の拡大
●鉄、自動車、電気機械、太陽発電
等の高付加価値産業の育成強化

●産業集積と集約化・インフラ整備 等

ベト
ナム

「工業化戦略」

- 2020年までに工業化を達成 等

※戦略は日本の支援を得て策定

●日本等から製造業誘致による
雇用創出・技術移転
●戦略的業種の集中的な育成・強化
●裾野産業・中小企業の振興・育成
●インフラ整備と貿易円滑化促進

トルコ

「2023年ビジョン」

-建国100周年となる2023年に
経済大国トップ10入り

- 2023年輸出目標5000億ドル 等

●中間財輸入構造の脱却
●製造・サービス・金融における拠点化
●失業率5％以下の達成
●輸送・エネルギー等インフラ整備 等

ｻｳｼﾞ
ｱﾗﾋﾞｱ

「長期戦略2004-2024」
- 2024年までに1人あたりGDP98500
リヤルに。（2004年は43300リヤル）

- サウジ人の雇用機会を増やし、
外国人労働者を削減 等

●石油以外の産業（製造、石油化学等）
育成・輸出拡大

●地域経済格差を解消するインフラ・
公的サービス開発

●「知識経済」に移行するためのサウジ
労働者の人材開発 等

経験
◆グリーンなインフラの整備、資本
財の提供

◆技術力のある中小企業の展開
◆質の高い消費財、サービス産業
の展開

◆勤勉な人材の育成
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