
 

○現地機能・進出機能の多
様化に対応した現地の優秀
な人材の育成支援 
 

・研修や専門家派遣を通じた
現地産業人材の育成支援 
 20 

○新興国ビジネスを新規開拓できる我が国人材の育成、インフラ分野、
中小企業の海外展開等における現地人材の育成・確保等を支援。 

○中小企業の高度人材確保支援 

・現地学生インターンの受入れ 
   

・日系中小企業の現地人材育成
のための工業団地毎の海外研修  
   

・日系中小企業の現地学生への
ＰＲを兼ねた企業講座の開設 
  

・ジョブフェア開催 
 
 

○我が国のインフラ技術の      
優位性の理解の促進 

・相手国関係者に対するイン
フラ関連技術等に関する研
修等 

○日系企業の現地企業との
連携強化に必要な人材育成
支援 

・開発・設計・製造過程の  
低コスト化等を進めるための 
現地人材育成支援 

 

○我が国若手人材の 海外イ
ンターンシップの実施 
・我が国の若手人材を開発途
上国の政府関係機関、民間
企業に年間５０～１００人を派
遣予定＇今年度から試行的実
施（ 
 

グローバル人材 インフラ人材 中小企業の高度人材確保 

人材・資金面での支援 

①グローバル人材・現地産業人材の育成・確保 

現地産業人材 

○日系企業の事業環境整備に向け
た制度整備等の支援 

・政策対話と連携しつつ制度整備
や人材育成の支援を通じ事業環
境整備を推進 
 

現地の産業基盤・制度整備 
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○企業の海外展開事業の多様化等に伴い、企業や海外インフラ事業における資金
ニーズ等も拡大、多様化している。 こうしたニーズに対応することを検討すべき。 
＇6月15日の産業構造審議会インフラ・システム部会にて、中間取りまとめ。（ 

 
  

○現地通貨建て公的ファイナンスの 
  拡充 
インフラ事業投資の増加によりニーズが高まって
いる現地通貨建てによるファイナンスを拡充。 

 
・JBICによる現地通貨建てファイナンス 
  支援機能の積極活用 

・JICAによる外貨建て海外投融資の実施 

 
○海外現地法人からの供給を支援す
るための公的ファイナンスの整備 
企業のグローバルネッットワークを活かしたコス
ト削減を促進するため、海外現地法人から供給 
する貨物等を公的ファイナンスにより支援。 

 
・JBIC輸出金融の本邦調達条件に海外 
  現地法人からの調達を考慮 

・JBIC投資金融の活用 
  

 
  

 

○ 長期資金の供給 

初期コストの回収に時間のかかる都市
開発プロジェクト促進のため、公的金
融機関による支援を実施。 

 

・JBICによる長期資金の供給 

・JICAの海外投融資の早期本格  

  再開・積極活用 
 

 

 
 
 
 

初期コスト回収期間が 
長いインフラプロジェクト

への対応 

資金ニーズの 
多様化への対応 

人材・資金面での支援 

②企業の資金調達の円滑化 

 
 

○現地通貨建て融資を促すための貿
易保険の活用 

・海外現地金融機関に対しても付保をでき
るようにすることが必要。 

 
○多様な資金調達手法に対する貿易

保険の対応 
・今後、社債やプロジェクトボンド等による 
  資金調達の多様化が見込まれる。 

・貸付以外の資金調達についても付保をで  
  きるようにすることが必要。 

 
○短期融資に対する貿易保険の対応 
・短期のつなぎ融資等に対するリスク軽減 
 ニーズがある。 

・短期貸付金に対する付保をできるように
することが必要。 

 

貿易保険 
の拡充  



○中小企業、サービス産業の海外展開支援により、海外展開企業を拡大。国内雇用の
拡大にも寄与。 

○クールジャパンやサービス産業の海外展開と製造業の連携により、製品輸出の非価
格競争力にもプラスの影響。 

波及効果の大きい重点分野での市場開拓・海外展開支援 

 

・コンテンツ×消費財の連携 

・商業施設などの小売流通業との連携 

・海外に対して我が国映像コンテンツを    
 継続的に放送・配信するための仕組 
 みの構築 

 

①クールジャパンの推進 
 

ⅰ（流通産業 
     政府間対話、人材育成等を通じて、 
     官民一体で国際展開を促進 

     -事業環境の整備 
     -海外人材の育成・確保 
     -市場情報収集、他産業との連携 

ⅱ（販売金融業 
     国ごとの実態にあわせ、官民で 
     連携して課題に対応 

       -市場情報の収集 
       -法規制への対応 
       -事業環境整備 

 
 
 
 

③サービス・流通業の 

海外展開支援  

・省エネ制度の導入等を目的とした   
 政策対話 
   
・具体的なプロジェクトにおける技術と 
 省エネ・排出削減効果の実証 
 
・制度構築＇省エネ基準・ラベリング等（ 
 等に向けた政策形成支援 
 
・省エネ・排出削減効果の高い案件に  
 対するファイナンスツールの充実 
 
・高度技術を使いこなすためのオペ 
 レーション人材の育成支援 
 

 
 
 
 

⑤低炭素技術・製品等の 

市場開拓 

・オールジャパンでの支援体制を強化 

   １（日本の知恵・技・感性を通じた業種 
   別・分野別のマーケティング支援強化 

  ２（資金調達への支援・資本の充実化 

   ３（我が国若手人材を始めとする海外展開 
   人材の育成強化、現地高度人材確保 

  ４（ハード・ソフト両面における現地事業 
       環境の整備 

②中小企業の海外展開支援 
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海外展開を志向する複数の医療機器メーカーと医療機関が連携し、医療技術
とサービスが一体となった海外展開を推進 
 

④医療サービス・機器の海外展開 
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①コンテンツ×消費財の連携 

○アニメ、映画などのコンテンツを、多様なチャ
ネルを通じ、継続的に対外発信する仕組みを
構築。 

 

・コンテンツの国際競争力や集客力を活かした連携。 

②商業施設などの小売流通業との連携 

・自前で海外進出が難しい事業者が、商業施設と組むことで国際展
開を推進できる。 

・JETROが、サービスフランチャイズ企業の海外展開の進出検討段
階から現地１号店開設までの支援を開始。 

地域資源の発掘と国際的発信 
○各地で、「外国マーケットを知るプロデューサー」と 
観光産業、地域資源、多様な主体＇クリエイターや企
業、NPO、市民、自治体等（の連携を促進。 

   

○これにより、食、伝統工芸、文化といった地域 資源
を発掘し、付加価値の高い財・サービスとして国際的
に発信。地域活性化や観光誘致につなげる。 

「大きく稼ぐ」ための連携 

コンテンツの継続的発信 

※３月１２日にコンテンツ企業と消費財メーカーの、４月２４日に商業施設
等のマッチング・イベント「クールジャパン大会議」を開催。 

○さらに、関連する消費財産業などと連携して、 
 グローバルに「大きく稼ぐ」仕組みを創出。 

各
種
コ
ン
テ
ン
ツ

グローバル市場向けリメイク

出版デジタル機構

産業革新機構100％出資
による新会社

全米公開
米
ハ
リ
ウ
ッ
ド

ア
ジ
ア
新
興
国

原作ストーリー
キャラクター

グローバル
配給

＇企画・立案・プロモーション（

配
信
サ
イ
ト

現地市場向けローカライズ
＇翻訳等（

現地チャネル開拓・売り込み

グロザス
配信・収益回収

産業革新機構と大手出版
社等の出資による新会社

書籍 電子化

アジア諸国向けコンテンツ
配信プラットフォーム

販売委託デジタルコンテンツ

電子出版の販売・配信

◆放送・配信

放
送
局

情報番組

映 像

ドラマ

◆現地市場向けローカライズ（吹替え等）

◆現地チャネル開拓・売り込み

◆海賊版対策・版権処理対応（BGM差替え）

映画アニメ

音楽番組バラエティ

マンガ、映画、ドラマ、
小説、ゲーム、玩具

マンガ、雑誌、小説

着メロ、ゲーム、電子書籍、
アパレル、伝統工芸 等

㈱All Nippon Entertainment Works

ANEW

産業革新機構とニフティ
の出資による新会社

グロ 
ザス 

(株)All Nippon 
Entertainment 

Works 

出版デジ 
タル機構 

狙い 

○自動車、家電に頼った成長は難しくなっている。  
 コスト競争のみでは、新興国等との競争は困難。 
○中小企業、若い人の働く場、活躍する場をどこに     
  求めるか。これから日本はどうやって稼いでいくのか。 

これまでの取組 

○平成２３年度実施の海外プロジェクトで様々な 
 分野で販路開拓のきっかけ作りは進展。 

重点分野での市場開拓・海外展開支援  ①クール・ジャパンの推進 



国内需要の減尐、取引構造の変化が加速する中、成長著しい新興国市場の成長を取り込んでいくため、海
外展開を行う中小企業が増加。中小企業の海外展開は、最終的に国内雇用の拡大につながる。 

こうした中、日本の知恵・技・感性をいかし、更に海外展開を進めていくことが必要であるが、中小企業にとっ
て海外展開を進める上での課題は多い。 

このため、23年6月に策定した中小海外展開支援大綱を踏まえ支援を行ってきているところであるが、24年3
月の大綱の改訂を踏まえ支援策の更なる拡充を図っていく。 

さらに“ちいさな企業”未来会議で抽出された海外展開に関する施策について検討を行い、今後の施策に反
映させる。 

②資金調達への支援・資本の充実化 

①日本の知恵・技・感性を通じた業種別・分野別のマーケティ
ング支援強化 

③我が国若手人材を始めとする海外展開人材の育成強化、
現地高度人材確保 

④ハード・ソフト両面における現地事業環境の整備 

手磨き仕上げにこだ
わり、繊細な柄を掘
る技術を保有。外国
人旅行客に好評で
海外展開も視野。 

(株)江戸切子の店華硝 

国内に拠点を維持するなど、我が国の経済成長
に結びつくような海外展開をしていくことが重要。 

10.9% 

14.1% 

16.9% 

18.7% 

19.5% 

27.9% 

32.3% 

現地で人材を確保できない 

現地の輸出／販売先を確保できな

い 

国内事業の先行きに不安がある 

資金繰りが不十分等 

国際業務の対応人材を確保できな

い 

国際業務に必要な知識がない 

国内業務で手一杯で考えられない 

出典：中小企業のグローバル化の実態にかかるアンケート調
査＇2009年12月（、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 

【海外展開を躊躇する理由】 

中小企業海外展開支援大綱の策定 
   【2011年6月策定 2012年3月改訂】 

中小企業海外展開支援会議 
＇議長：経済産業大臣（の設置 
      【2010年10月】 

■関係省庁＇外務省、農水省、金融庁（や機関＇日弁連・
JICA等が新たに参画（からなるオールジャパンの支援体
制確立。 

【直接投資開始企業の国内の従業者数＇中小企業（＇2002年度開始（】 
 

 出典：中小企業白書2012年度版 
 

【日本の知恵・技・感性をいかした海外展開例】 

96.8 97.6 
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110.4 

113.6 
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103.0 

90.0 

95.0 

100.0 

105.0 

110.0 

115.0 

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

2002年度に直接投資を開始し、2009年度まで継続している企業(直接投資開始企

業)(n=53) 

(国内の従業者数、開始年度=100) 

(年度) 

最終的に雇用増を実現 

重点分野での市場開拓・海外展開支援 ②中小企業の海外展開支援 
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【新たな取組のポイント】 

江戸切り子
のグラス 

(株)ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾄﾘｰﾑ  

最先端の光科学を実
践応用したブルーレイ
ディスク等の評価用の
光ピックアップ部品で
世界トップシェア。 



○流通業の国際展開は、アジアをはじめとする新興国市場の成長が見込まれる中、流通
業自らの成長機会の獲得、現地流通業の近代化への貢献とともに、日本産品の販売
チャンネルとしても機能するなど、国内経済への波及効果も見込まれる。 

○流通業の国際展開は、安全で品質の高い日本製品やコンテンツの発信拠点として機能
することも期待される。 

○このため、政府間対話、人材育成等を通じた官民一体となった国際展開を促進。 

 

 国際展開の背景と現状 

 
○アジア諸国の小売販売額は、近年著しい伸び。  

 中国、ベトナム、インドネシアの小売販売額合計 
  ‘05：134兆円 → ’10：209兆円  (＋59％) 【出典：ユーロモニター】 

○中間・富裕層人口が新興国で増加し、今後の需要増が見込まれる。     

１．飛躍的に伸びる新興国の消費需要 

①事業環境の整備 
    ２店舗目以降の出店規制＇ベトナム（ 
    マルチブランド小売業の外資参入不可＇インド（ 等 

 ○政府間対話の促進、高いレベルの経済連携推進  
   例（日中流通対話、日越流通・物流政策対話 

②海外人材の育成・確保 
 ○コールドチェーン等流通・物流を支える実践的人材の育成 

③市場情報収集、他産業との連携 
 ○ジェトロ等を通じた市場＇新中間層等（情報収集体制の強化 
 ○クール・ジャパン等 との相互連携、マッチングの推進 
  ＇ミラノ博等の国際博覧会の場も活用（ 

官民一体となった国際展開の促進 

 

○国内店舗を活用したクリエイターや地域産品の発掘を加速化。    
今後、クール・ジャパン戦略等を通じた海外販路開拓を検討。                               

２．国内産品の発掘と海外販路開拓に向けた流通拠点の国際展開 

・イトーヨーカドー：１５ 
・イオン：31 
・三越：1 
・伊勢丹：4 
・セブンイレブン：1,820 
・ローソン：363 
・ファミリーマート：849 
・ミニストップ：34 

・セブンイレブン：67 
・ローソン：20 

・ファミリーマート：18 
・ミニストップ：2 

・イオン：29 
・伊勢丹：4 

・セブンイレブ
ン：1,346 

※百貨店・GMS：2012年1月＇一部2012年4月（データ使用（ 
※コンビニ：2012年3月データ使用 

【中国】 

【インドネシア】 

【マレーシア】 

流通業者＇数値は店舗数（、  
   

・イオン：11 
・伊勢丹：1 
・セブンイレブン：6,479 
・ファミリーマート：696 

【タイ】 

【シンガポール】 

・高島屋：1 
・伊勢丹：5 
・パルコ：1 
・セブンイレブン：562 

【ベトナム】 

重点分野での市場開拓・海外展開支援  

③- i. 流通業 
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○アジア新興国において、我が国販売金融事業者が販売金融サービス＇個別クレジット、クレジッ
トカード、リースなど（を拡大することで、中間層・新中間層の購買力強化、我が国製品の販売
拡大を目指す。 

○国ごとの実態にあわせ、官民で連携して課題に対応し、販売金融業の海外展開を促進する 。 

●製品別の販売金融ツール 

●施策の方向性 

現状 方向性 

１．アジア新興国では、乗用車、家電製品といった耐久消費財の普及率が低い。 

２．販売金融サービスの拡大により、消費者の購買力強化、農機や建機と
いった設備需要の獲得が期待される。 

販売金融事業者の海外展開における課題は、国、製
品ごとに異なる。実態にあわせ官民で連携して対応
する必要がある。 

市場情報の 

収集 

法規制への対応 

事業環境整備 

市場調査 

政府間対話の場を活用し、事
業規制の運用明確化や、資金
調達規制の緩和を働きかけ 

審査環境を整えるため、 

信用情報機関の整備に向けた
支援等を実施 

乗用車・二輪 

家電・消費財 

商用車・建機 

個
人 

法
人 

個別クレジット＇オートローン等（ 

個別クレジット、クレジットカード 

個別クレジット、リース 

●アジア主要国の世帯当たりの耐久消費財普及率＇２００９年（ 

●新興国における販売金融の利用率＇２０１１年（ 

重点分野での市場開拓・海外展開支援  

③- ii.販売金融業 
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＇出所（日本以外はEuromonitor、日本は「消費動向調査年報」＇内閣府（、「平成２１年全国消費実態調査」＇総務省（、 
     日本自動車工業会ホームページより経済産業省にて作成 

＇出所（2010年10月～11年3月にかけてジェトロが実施した消費者アンケートより経済産業省にて作成 
   ※各国の首都圏において、ローワーミドル層、アッパーミドル層、富裕層の各３０人程度を対象 
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○中国、ロシア、インド等の新興国に対する、医療サービス・機器が一体となった展開
支援を実施中。 

○日本の医療圏拡大を通じて、①医療サービス・機器・システムの海外市場開拓、②外国
人患者受入拡大、による需要創出を図る。 

 
○医療の国際化を目指す医療機関や機器メーカー、医療コーディネート事業者等による
事業の組成をサポートする基盤の形成を推進する。 

ウラジオストク北京
（２件）

上海

ホーチミン
カンボジア

北原国際病院、日揮、双日等

モスクワ

テルモ、東大病院等

麻田総合病院、ＢＭＬ等

ベトナム

北斗病院、

ケイアイ医科器械、
日立等

総合南東北病院、
東京内視鏡クリニック等

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

アジアデンタルフォーラム

トルコ

：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
形成の可能性が高
い国

エジプト

ＵＡＥ

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

グルジア

インドネシア

メキシコ

ブラジル

ウズベキスタン

イラク

キューバ

：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
形成を検討中の国

○高度なものづくり技術を有する中小企業

等の新規参入と、医療機関との連携を支

援し、医療現場のニーズに応える日本発

の医療機器の開発を推進。 

テーラーメイド型
人工関節 

 
・タンカー等のプロペラ製
造技術＇曲面加工、高精
度の研磨（を活かして、 

・日本人の体型にあった、
耐久性のある人工関節
を開発。 

 ナカシマメディカル＇株（＇岡山県、資本金５千万円、従業員数153名（ 

・半導体製造装置や自動
車の超微細・精密部品の
製造技術＇切削加工技
術（を活かして、 

・単孔式内視鏡下手術に
用いる微細鉗子＇かんし（
を開発。 

内視鏡下手術用の
微細鉗子 

2mm

 (株)スズキプレシオン＇栃木県、資本金３千万円、従業員数65名（ 

○開発成果の早期市場化に向け、治験や

事業化に向けたコーディネート機能の強

化や、金融支援の推進 

医工連携の推進 

○医療サービスと機器等が一体となった海外展開を強力に推進 

○日本の優れた技術を活かして、医療現場のニーズに応える医療機器の開発・改良に向け
た医工連携を推進 

重点分野での市場開拓・海外展開支援  

④医療サービス・機器の海外展開 

医療サービス・機器の一体的展開 



 

・具体的なプロジェクトにおける排出削減量の見込みを
評価・検証し、相手国政府・企業に対してライフサイク
ルコストで見た場合の我が国の製品・技術の優位性を
アピールする。 
   

・プラント等の導入も含めて支援し、実際の排出削減量
や省エネ効果の実証を、技術面での実証と併せ実施。 

・高いＰＲ効果の期待できる国際機関との連携による
実証の推進 

制度構築＇省エネ基準・ラベリング等（等に向け
た政策形成支援 

経済効果を含む省エネ効果の浸透や省エネ制
度の導入を目的とした政策対話 

 具体的なプロジェクトにおける技術と省エネ  ・ 
 排出削減効果等の実証 

 
・ 政策当局者に対する研修、専門家の派遣、グリーン・

エイド・プラン等を活用しつつ、日本製品の性能が正し
く評価される仕組み制度導入を働きかけ。 
 
＇例（省エネ基準・ラベリング制度の構築や、日本企業の技術リ
スト作成等 

 

   

・インド・インドネシア・ベトナムをはじめ、新興国
との対話をさらに強化、二国間オフセット・クレ
ジット制度や省エネ基準等の制度の導入を促進。 
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省エネ・排出削減効果の高い案件に対するファ
イナンスツールの充実 

・省エネ・排出削減効果の高い案件に対する長期・低
利のファイナンス提供。 
 
 
 
・ HIDA＇The Overseas Human Resources and Industry 
Development Association （等の研修制度等を活用。 

○二国間オフセット・クレジット制度の構築等による排出削減量や省エネ効果の 

 可視化とともに、以下のような支援ツールを有機的に組み合わせて、低炭素技 

 術・製品普及のための環境整備を進めることが重要である。 

重点分野での市場開拓・海外展開支援  

⑤低炭素技術・製品等の市場開拓 

高度技術を使いこなすためのオペレーション人
材の育成支援 



 
高いﾚﾍﾞﾙの
経済連携 

・TPP：交渉参加に向けた関係国との協議を実施 
・日中韓ＦＴＡ：年内交渉開始につき一致 
・日ＥＵ・ＥＰＡ：スコーピング作業を実施 
・ＲＣＥＰ：年内交渉開始に向けて関係国と検討中 
・日豪ＥＰＡ：交渉中 
・日モンゴルＥＰＡ：交渉中 
・日カナダＥＰＡ：交渉開始につき一致 

 
 

 
 

２０１２年 ２０１３年 

WTOの 
戦略的活用 

・ＩＴＡ拡大交渉  ５月開始  
 
 

１年程度での 
合意を目指す 

２０１４年以降 

 
 

ビジネス 
環境改善に
向けた支援 

・ハイレベルの政策対話の推進 
 
・成長拠点開発  既存プロジェクト 
             
            新規プロジェクトの検討 
 
・市場情報・ノウハウ提供 
 
・中央・地方政府への 
 働きかけ           

 
 
     
     

      可能な案件につき 
相手国と合意形成 

 
2017～2018年 

インフラ整備等の進展 
 
 
 

ビジネス環境改善 
の実現 

交渉 

開発の着実な実施 

一部支援事業を開始        事業・実施体制を強化 

＇参考（具体的施策のスケジュール 

20以上の既存協議を活用        取組みを強化     

印等との立上げ       相手国の拡大 

人材育成、 
資金調達 
支援 

・我が国の若手・中堅人材の 
   海外インターンシップ事業 
  

   

・資金調達の円滑化      制度改正の検討等 
 

インターン受入先 
発掘の拡大 

事業を開始              派遣体制を強化 

 貿易保険法改正等           
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２０１２年 ２０１３年 ２０１４年以降 

 
   サービス・
流通業の 
海外展開 

・流通業の海外展開 
      
 
 
 
・販売金融業の海外展開     
                  重点国絞り込み・各国の 
                  事業環境に関する調査 

 
 
     
     
     

＇参考（具体的施策のスケジュール 
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  流通対話＇中（、流通・物流政策対話＇越、尼（          
人材育成＇越、尼（                                                                          

医療サービス 
・機器の 
海外展開 

・医療サービス・機器の海外展開 

 
・医療機器メーカーと医療サービスとの連携による海外展開に向けた実証・事業可能性調査          
・海外医療機関とのネットワーク構築推進 
 ・医療国際化を目指す医療機関や医療機器メーカー等による事業の組成をサポートする基盤形成の推進 
  

中小企業の
海外展開 

  
 
 
 

・情報収集・提供 
・マーケティング 
・人材の育成・確保  
・資金調達 
・貿易投資環境の改善 

一部支援事業を開始        事業・実施体制を強化 

 
 

クール 
ジャパン 

 
・コンテンツ×消費財の連携 
・商業施設などの小売り流通業との連携 
 
 
・映像コンテンツの海外への継続的発信 
 
 
・地域資源の発掘と国際的発信 

 
 

 
 

クールジャパン大会議に係るマッチング事例を個別にフォローアップ等する。    
引き続き企業同士のマッチング支援を実施し、「大きく稼ぐ」成功事例を         
創出することを目指す。 

国内の主要国際見本市への出展作品等に対して翻訳・ローカライズ支援等を実施し、    
映像コンテンツの継続的な発信のための翻訳・ローカライズ・現地チャネル開拓支援等の  
枞組みを検討。 

クール・ジャパン官民有識者会議での議論を踏まえ、来年度に向けて新しい仕組みの 
構築を検討する。 

低炭素技術・
製品等の 
市場開拓 

・官民で連携し、インド、ベトナム、インドネシアを中心とする新興国との 
 間で、低炭素技術・製品等の海外展開を推進する政策協議を実施 

2013年以降対象国を拡大 

・官民で連携し、重点国との関係強化 
・重点国における販売金融市場の整備に必要な 
 支援の検討・実施 


