平成 29 年度新興国市場開拓事業
（ASEAN 各国のサービス生産性向上における課題等調査）

報告書

平成 30 年 2 月

平成 29 年度新興国市場開拓事業
（ASEAN 各国のサービス生産性向上における課題等調査） 報告書

― 目 次 ―
第１章 本事業の全体概要 .............................................................................................................. 2
１－１．背景と目的 ..................................................................................................................... 2
１－２．実施項目 ......................................................................................................................... 2
１－３．実施体制 ......................................................................................................................... 3
第２章 ASEAN におけるサービス産業の課題調査 ...................................................................... 4
２－１．ASEAN 諸国の基礎情報の調査 ..................................................................................... 4
２－２．ASEAN 主要国のサービス産業における規制状況の調査 ............................................. 9
２－３．ASEAN 諸国の比較と分類 ............................................................................................ 9
２－４．第１群シンガポールについての簡易調査・考察 ......................................................... 12
２－５．第２群タイについての簡易調査・考察........................................................................ 17
２－６．第３群フィリピンについての簡易調査・考察............................................................. 23
２－７．第４群ベトナムについての簡易調査・考察 ................................................................ 29
２－８．深掘り対象国の選定 ..................................................................................................... 38
第３章 ベトナムに関する深掘り調査 .......................................................................................... 40
３－１．ベトナム進出時に直面する問題................................................................................... 40
３－２．現地パートナーとなり得る企業................................................................................... 50
第４章 ベトナムにおける「サービス産業におけるベトナム・マッチング視察」 .................... 51
４－１．プログラム概要 ............................................................................................................ 51
第５章 提言 .................................................................................................................................. 52
５－１．振り返り ....................................................................................................................... 52
５－２．学び .............................................................................................................................. 52
５－３．今後に向けて - 日本が貢献できるサービス産業の考察 ........................................ 52

1

第１章 本事業の全体概要
１－１．背景と目的
2015 年 9 月に安倍総理が発表した「2020 年までに GDP600 兆円の達成」という目標を実現
するためには、我が国 GDP の約 75％を占めるサービス産業の国際競争力を高め、外貨を獲得し
ていく必要がある。これにあたり、我が国に地理的に近接し、2015 年末に経済共同体を結成し
た ASEAN は、さらなる経済成長が期待される有望な市場であり、海外進出や事業拡大において
同地域を重視する我が国サービス事業者も多い。現地事業者に加え、他国の事業者も同地域での
市場参入を図って競争が激化する中で、我が国サービス事業者の機動的な事業展開を可能にする
環境の整備は、我が国にとって重要な課題である。
ASEAN においては、サービス経済化の進展につれ、経済成長や雇用創出の観点でサービス産
業が主要産業のひとつとして発展していくと考えられる。しかしながら、現時点では加盟国間で
産業構造や国民の所得水準に大きな差があり、サービス産業の重要性や成熟度、関連産業の発展
度合いやインフラ整備状態も異なっている。このため、サービス産業の有する潜在力を十分に発
揮できておらず、サービスの生み出す付加価値が域内経済全体の強力な牽引力となるには、各国
の実情に応じた対応策により、生産性の向上を通じた付加価値拡大と競争力強化が必要であると
考えられる。
この状況に対し、課題解決に資するノウハウや手法を ASEAN と共有することで、同地域サー
ビス産業の高度化への貢献を目指す。これは、域内でサービス産業のポテンシャルが十分に発揮
できていない国の底上げに寄与する可能性もあり、ひいては、ASEAN の目指すサービス分野の
統合深化にも通じうる。また、こうした取組を通じ、我が国との協力や連携の利点について
ASEAN に認識を促す機会が得られることから、我が国サービス事業者の事業展開を円滑化する
環境整備につなげる。
これらの実現に向け、本事業では、ASEAN 各国のサービス産業の現状について調査を行う。
そのうえで、特に我が国のサービス事業者の展開が有望だと考えられる 1 ヶ国について、サービ
ス産業における課題の顕在化を図り、それらの解決に向けて我が国が貢献しうる支援策等につい
てまとめる。また、政策対話とシンポジウムを含むマッチングイベントを開催し、調査や政策対
話により顕在化した課題や対策、連携のあり方などに関し、広く民間事業者と共有を図った上で、
現地企業と日本企業の連携を創出する機会の提供を行う。

１－２．実施項目
まず、ASEAN 各国の基礎情報をまとめた上で各国のサービス産業が抱える課題について調査
を行うことで、ASEAN におけるサービス産業の全体像を明らかにする。その後、ASEAN 各国の
属性に基づき比較・考察を行った上で、特に我が国のサービス事業者の展開が有望だと考えられ
る一ヶ国を抽出する。
選定された一ヶ国においては、より詳細な情報として、進出時における障壁や事業を実施する
上での困難・課題について深掘り調査を行う。
この深掘り調査で顕在化された情報に基づき、政策対話とシンポジウムを含むマッチングイベ
ントを開催する。本事業の主な実施項目は、以下の通りである。

2

図表 1：本事業の実施項目と主な流れ

１

ASEAN各国の基礎情報の調査
ASEAN各国のサービス産業における規制状況の調査

ASEANにおけるサー
ビス産業の課題調査

ASEAN各国の比較と考察

本事業で対象とする一ヶ国の選定
進出時における障壁／事業を実施する上での困難・課題の調査

２

日本企業の有するビジネスアイデアの調査

対象一カ国の
深堀調査

現地パートナーの模索

政策対話実施に向けた提案内容の検討

３
政策対話・
シンポジウム・
マッチングイベント
の実施

シンポジウム開催に向けた各種調整

マッチングイベント開催に向けた各種調整

出所）NRI 作成

１－３．実施体制
事業を推進するにあたり、実施体制と役割分担は、以下の通りとした。
図表 2：事業推進における実施体制
課題調査

方針検討
・決定

経済産業省

ロジ調整

プログラム企画

具体的な内容の
検討・決定

政策対話・
シンポジウム準備

適宜、ロジ確認

イベント参加者

現地施設
（会場・
宿泊施設）

NRI

確保・
備品等
準備

課題調査

方針検討
・確認

具体的な
内容の
検討

施設設備
確保

政策対話・
シンポジウム・
マッチングイベント実施

事後フォロー

事後フォロー

適宜、ロジ確認
渡航準備
資料準備
等

方針確認

当日運営

渡航、
各種イベント参加

最終確認

会場設営・運営、
渡航者受入対応等

渡航手配・資料調整等、
ロジ全般対応

会場設営・運営、
議事録作成、翻訳
ロジ全般対応

フォロー
対応

事務処理
等

事後フォロー、
事務処理、
報告書等の作成

出所）NRI 作成
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第２章 ASEAN におけるサービス産業の課題調査
２－１．ASEAN 諸国の基礎情報の調査
ASEAN 各国におけるサービス産業の課題調査を行う上で、まず各国の①人口動態、②経済発
展状況、③サービス産業の発展状況、④ビジネス環境といった基礎情報の調査を行った。
① 人口動態
人口動態は、図表 3 に示す人口・人口成長率と、図表 4 に示す生産年齢人口比率の調査を行っ
た。
まず図表 3 の人口に注目すると、インドネシアが日本の約 2 倍の人口（約 2 億 6,000 万人）を
抱えている。また、既にこれだけの人口規模でありながらも人口成長が続いており（成長率 1.2%）、
高いポテンシャルを伺うことが出来る。一方、人口成長率に注目すると、各国によって大きなば
らつきが存在する。ラオス（1.67%）
、カンボジア（1.62%）
、フィリピン（1.56%）等は非常に高
い人口成長率を示しており、今後の急激な市場拡大が見込まれる。
図表 3：ASEAN 各国ならびに日本の人口（2016 年）と人口成長率（2015 年）

出所）World Bank「World Development Indicators」より NRI 作成
図表 4 で示す生産年齢人口比率を見ると、いずれも日本より高い数値を示していることが分か
る。ASEAN 各国間でも大きなバラつきはなく緩やかな差となっているが、最高のシンガポール
（72.4%）と最低のラオス（61.7%）の間では 10%以上の差が存在している。
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図表 4：ASEAN 各国ならびに日本の生産年齢※人口比率（2016 年）

※生産年齢人口：15－64 歳

出所）World Bank「World Development Indicators」より NRI 作成
② 経済発展状況
図表 5 は、各国の経済発展状況として、一人当たり GDP と GDP 成長率を示したものであ
る。シンガポールやブルネイは、一人当たり GDP で非常に高い数値を示しているものの、成長
率は、他国と比較して高くない。一方、ラオス、フィリピン、カンボジア、ベトナム等の他国
は、非常に高い GDP 成長率を示しており、2016 年時点における一人当たり GDP は小さいもの
の、今後の急激な市場拡大が見込まれる。
図表 5：ASEAN 各国ならびに日本の一人あたり GDP と GDP 成長率（2016 年）

出所）United Nations「National Accounts Main Aggregates Databas」より NRI 作成
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③ サービス産業の発展状況
各国のサービス産業の発展状況として、図表 6 で示す GDP に占めるサービス産業比率と、図
表 7 で示す第三次産業就業人口比率を調査した。
図表 6 では、各国の GDP 全体に占めるサービス産業（小売・卸売り・飲食・宿泊）の割合が
示されているが、有力な産油国であるブルネイ（6.61%）を除いては顕著な差はなく、最も高い
タイ（20.17%）から最も低いカンボジア（14.16%）までの全ての国が約 6%の差の中に収まっ
ている。一方、サービス産業の成長率で見ると、国ごとに大きな差が存在している。ベトナム
（7.83%）
、フィリピン（7.34%）
、マレーシアは 7%を超える非常に高い成長率で成長してお
り、今後が有望な市場であると考えられる。
図表 6：ASEAN 各国ならびに日本の GDP に占めるサービス産業※比率と
サービス産業の成長率（2016 年）

※ここでのサービス産業は、小売・卸売り・飲食・宿泊を含む。

出所）United Nations「National Accounts Main Aggregates Database」より NRI 作成
図表 6 で他国と比較して成長率が低いブルネイ（-3.17%）とシンガポール（0.74%）は、図表
7 の第三次産業就業人口比率を見ると、既に就業人口の 80％以上が第三次産業に就業しており、
成熟期に突入していることが分かる（図表 6 におけるサービス産業の定義と図表 7 における第三
次産業の定義は異なるが、有る程度の相関関係があると想定している。）
。
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図表 7：ASEAN 各国ならびに日本の第三次産業※就業人口比率（2016 年）

※第三次産業の分類は国際標準産業分類（ISIC）ベースで主に卸売・小売、自動車販売・整備、運輸・倉庫、飲
食・宿泊、情報・通信、金融、不動産、科学・技術、医療・福祉、教育、行政・国防・治安などが含まれる。就
業者は原則 15 歳以上で最近一週間に少しでも（一時間以上）の仕事をした有給就業者及び自営業者での家族従
業者。

出所）国際労働機関（ILO）”Labor Force Survey”より NRI 作成
④ ビジネス環境
各国のビジネス環境として、図表 8 に示す事業設立の容易性、図表 9 に示す開業に必要な最低
日数、図表 10 に示す法人税率を調査した。
全ての項目で各国間に大きな差が見られるが、シンガポール、タイ、ブルネイはいずれの項目
に注目してみても、相対的にビジネス環境が整っていることが示されている。尚、各国のサービ
ス産業における詳細な規制状況は次節を参照。
図表 8：ASEAN 各国ならびに日本における事業設立の容易性※（2018 年）

※世界銀行・IFC により、世界の約 190 カ国についてビジネス活動における制度的環境を比較評価し、各国のビ
ジネスのしやすさをランキング化したもの。トップの国を 100%として各国のトップからの差をスコア化してい
る。

出所）世界銀行・国際金融公社（IFC）「Ease of doing business index」より NRI 作成
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図表 9：ASEAN 各国ならびに日本の開業（起業）に必要な最低日数※（2017 年）

※各国において事業を開始する際の法的手続きに要する時間（日数）
。追加の費用を払えば時間を短縮できる場合
は、費用とは関係なく、最も早い手続き方法で試算されている。男性による起業の場合の手続き日数。

出所）World Bank「World Development Indicators」より NRI 作成
図表 10：ASEAN 各国ならびに日本の法人税率※（2017 年）

※ここでの法人税率とは法人の利益（Commercial profit）に対する法人が支払う各種税金総額の比率。
（課税所得
に対する法定税率ではない）対象となる税金は法人所得への課税、法人が強制的に負担する社会保険料（社会保障
税）
、資産課税、自動車関連税が含まれる。法人が代行徴収する税金（個人所得への源泉所得税、付加価値税など）
は含まれない。法人の利益（Commercial profit）は各種税金支払い前、社会保険料負担前の利益。対象となる法
人は当該国の中堅規模法人で外国企業は含まない。

出所）World Bank「World Development Indicators」より NRI 作成
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２－２．ASEAN 主要国のサービス産業における規制状況の調査
ASEAN 主要国（インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、マレーシア）の各サービス産業
における規制状況は、以下の図表 11 に示す通りである。
各国、各サービスによって様々な規制が存在している。無条件で外資 100％参入が出来る市場
は少なく、合弁やフランチャイズの形態をとって進出している例が多いが（詳細は 2－4 からの各
国調査結果を参照）
、グローバルな経済自由化や ASEAN 諸国による外資誘致の流れの中で、各種
規制も緩和傾向にある。
図表 11：ASEAN 諸国の各サービス産業分野における規制状況

出所）JETRO 資料、経済産業省資料等より NRI 作成

２－３．ASEAN 諸国の比較と分類
政策対話、シンポジウム、マッチングイベントを開催する深掘り対象国を選定するに当たり、
ASEAN 諸国の比較を行う。
比較は、二つの視点を基に、類似特性の国々を一つの群に分類することで実施した。視点①は、
「GDP に占めるサービス産業比率」と「一人当たり GDP」である。これは、日本の発展の過程
と近いパターンをたどって成長している国とそうでない国の双方に着目するための視点である。
視点②は、
「女性の労働参加率」と「労働人口に占めるサービス産業就業者比率」である。これは、
経済のサービス化が進んでいるほど女性の労働参加率が高いことからである。
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図表 12：ASEAN 諸国の比較における二つの視点

出所）NRI 作成

① 「GDP に占めるサービス産業比率」×「一人当たり GDP」
視点①は「GDP に占めるサービス産業比率」と「一人当たり GDP」である。2010 年時点の
ASEAN 各国ならびに 1970 年から 2010 年までの日本の 10 年おきのデータをグラフに示すと、
図表 13 のように整理される。
グラフ上の ASEAN 各国のデータを分析すると、2010 年時点で日本とほぼ同じ位置にあるシ
ンガポールを第 1 群、70～80 年代の日本よりもやや低いサービス産業比率を示しているマレー
シアとタイを第 2 群、1970 年の日本よりもやや高いサービス産業比率を示しているフィリピン
を第 3 群と分類し、これらの国は現在及び過去の日本の発展過程に近いパターンでの発展段階を
たどっていると分析することが出来る。一方、インドネシア、ベトナム、ラオス、ミャンマー、
カンボジアは、1970 年時点の日本と同程度の一人当たり GDP でありながら、GDP に占めるサ
ービス産業比率は当時の日本と比べて著しく低く、日本や第 1～3 群の国々とは異なるパターン
の発展段階をたどっていると考えられる。これらの国々を第 4 群とする。ブルネイについては、
石油や天然ガスの豊富な産地であり、日本の発展パターンならびに他の ASEAN 諸国の発展段階
と著しく異なる状況になるため、サービス産業についての本調査の深掘り対象国からは除外す
る。
図表 13：GDP に占めるサービス産業比率×一人当たり GDP

（ASEAN 各国は 2010 年時点のデータ）

出所）World Bank「World Development Indicators」より NRI 作成
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以上の分析から、ASEAN 諸国は、合計 4 つの群に分類することができた。まとめると、第 1
群にシンガポール、第 2 群にマレーシアとタイ、第 3 群にフィリピン、第 4 群にベトナム、イン
ドネシア、カンボジア、ミャンマー、ラオスとなる。各群の傾向を探る手法として、視点②より
各群の代表国を選定する。
② 「女性の労働参加率」×「労働人口に占めるサービス産業就業者比率」
続いて視点②では「女性の労働参加率」と「労働人口に占めるサービス産業就業者比率」に注
目し、深掘り調査対象国の更なる絞込みとして、各群の代表国を選定する。ASEAN 各国ならび
に日本のデータをグラフに示すと、図表 14 のように整理される。
代表国の選定は、両軸において一定以上の数値を示している国をサービス産業が一定以上市場
化している国として仮定して選定した。これは、日本企業とのマッチング等の可能性（日本企業
にとって魅力的な現地企業の存在）を考慮し、現地のサービス産業が一定以上、市場化している
必要があると考えたためである。
図表 14：女性の労働参加率※1×労働人口に占めるサービス産業就業者比率※2

※1：2015 年の ILO 予測値
※2：ラオスのサービス産業就業者比率はデータがないため非掲載

出所）World Bank “World Development Indicators”より NRI 作成
第 1 群のシンガポール、第 3 群のフィリピンは、同じ群に属する他国が存在しないものの、視
点②においても、両軸で高い数値を示した。第 2 群については、タイの方がマレーシアよりも両
軸で高い数値を示し、サービス産業の市場化が想定されるため、タイを代表国して選定した。
第 4 群は、ベトナムとカンボジアが候補となるが、2－1 で調査した通り、カンボジアの事業
設立の容易性は。ASEAN 諸国の中でも突出して低く、開業（起業）に必要な最低日数も 99 日
と突出して長いことから、ベトナムと比較してサービス産業における外資にとってのビジネス環
境が十分に整備されていないことから、ベトナムを代表国として選定した。
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以上の視点①および視点②に基づく分析により、各群の代表国として、シンガポール、タイ、
フィリピン、ベトナムが選定された。以下、この 4 ヶ国から深掘り対象国を選定するため、各国
におけるサービス産業の状況について、簡易調査と考察を行う。

２－４．第１群シンガポールについての簡易調査・考察
前述の通り、第 1 群のシンガポールは、一人あたり GDP や GDP に占めるサービス産業の割
合について、日本と非常に近い立ち位置の国である。
ここでは、大きく４つの視点（①世帯所得分布、②産業構造、③シンガポールのサービス産業
における日系企業進出状況、④シンガポールおけるトレンド）よりシンガポールに関する簡易調
査を実施し、最後に、⑤シンガポールにおいて我が国が貢献し得る可能性の考察を行った。
尚、③シンガポールのサービス産業における日系企業進出状況では、比較的市場規模の大きい
小売業、外食産業、教育産業を主な対象とした。
① 世帯所得分布
図表 15 は、1990 年から 2030 年にかけてのシンガポールにおける所得別世帯数の変化を表し
たものである。過去から現在、そして将来推計に至るまで、中間所得層が大きな割合を占めてお
り、低所得層の割合が非常に小さいことが特徴的である。一方、2005 年頃から富裕層も増加し始
め、今後も更に割合を増していくことが予想されている。
図表 15：所得別世帯数の経年変化（1990-2030 年）

出所）Euromonitor「Socio-economic indicators」

② 産業構造
シンガポールの産業構造を調査するにあたり、GDP と就業者数の 2 つの視点より統計データを
取得した。
図表 16 は、産業別 GDP の経年変化を 2013 年から 2016 年の期間で表したものである。シン
ガポールでは、第一次産業がほとんど発展していないことが特徴的である一方、三次産業が多く
の割合を占めており、その傾向は今後も進んでいくことが予想される。実際、2014 年まで最も大
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きな割合を占めていた製造業は、2015 年に卸売り・小売業に上回られている。
図表 16：産業別 GDP の経年変化

出所）SPEEDA「国別所得統計」

また、産業別における就業者数の割合の推移を 2000 年から 2021 年まで示したものが図表 17
である。シンガポールは国土面積が小さく、Agriculture（農業）の割合が極端に小さい（1%未満）
ことが特徴的である。99%以上が Service（サービス産業）Industry（工業・製造業）で占められ
ているが、その中でもサービス産業の割合が増加傾向であり、この傾向は今後も継続すると予想
されている。
図表 17：産業別就業者数の経年変化

出所）国際労働機関（ILO: International Labor Organization）
「ILO’s World Employment and Social Outlook」

上記より、シンガポールの産業構造は著しく製造業とサービス産業に偏っていること、その中
でもサービス産業の存在感が強いこと、更にその傾向が強まる予想であることが分かる。
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③ シンガポールのサービス産業における日系企業進出状況
市場規模の大きい小売業、外食産業、教育産業について、概要（市場規模、規制、市場の機会）
と産業における主な日系進出企業を調査した。
【小売業】
小売業の概要は、図表 18 に示した通りである。アジアで最も高い世帯所得に支えられた個人消
費や、観光客の増加によって、小売産業が支えられている。外資出資については規制がないもの
の、商業用地エリアへ出店する必要があり、外資企業の参入は簡単ではない。大型ショッピング
センターや消費者のライフスタイルの変化に対応した深夜営業店の増加が特徴。
図表 18：小売業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
シンガポール市場の機会
2015 年
2020 年
21,429
26,085 ・ 世帯所得がアジアで最も高く、購買力が強い
規制
・ 消費者のライフスタイルの変化から、深夜営
外資出資上限
出展・立地規制
業店が増加
100%
エリア制限あり
主な日系進出企業
企業
事業内容
企業規模（資本金）
明治屋
スーパーマーケット
270 百万円
三越伊勢丹 HD
百貨店
50,300 百万円
高島屋
百貨店
66,025 百万円
ダイソー
100 円ショップ
2,700 百万円
無印良品
生活雑貨
6,766 百万円
セブン・イレブン
コンビニ
17,200 百万円
出所）各種公開情報、各社 HP、JETRO HP、ユーロモニターなどより NRI 作成
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【外食産業】
外食産業の概要は、図表 19 に示した通りである。シンガポールは女性の社会参画が進んでお
り、共働き世帯が多いため、それに応じて外食比率も高くなっている。中華系、マレー系、イン
ド系などが入り混じる多民族国家で、かつ在住外国人や外国人観光客も多いため、各国の料理が
広く親しまれている。高級レストランから手軽に利用できるフードコートまで、多様な価格戦略
をとることができるのも特徴である。
図表 19：外食産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
2015 年
2020 年
8,408

シンガポール市場の機会
9,718

外資出資上限

・ 共働き世帯が多く、外食比率が高い
・ 新しいものを好む消費者の嗜好

出展・立地規制
エリア制限あり
主な日系進出企業
企業
事業内容
企業規模（資本金）
プレナス（やよい軒）
定食レストラン
3,461 百万円
和民
居酒屋
4,410 百万円
n/a
五右衛門
パスタレストラン
吉野家
ファストフード（牛丼）
10,265 百万円
モスバーガー
ハンバーガーショップ
11,412 百万円
出所）各種公開情報、各社 HP、JETRO HP、ユーロモニターなどより NRI 作成
100%

【教育産業】
教育産業の概要は、図表 20 に示した通りである。シンガポールは天然資源に乏しい国であるこ
とから、国家を挙げて、また国民全般的に、教育に力を入れている。教育産業でシンガポールに
進出している日系企業の多くは、シンガポールに駐在する日本人の子弟を対象とした学習塾事業
などを展開している。一方、下表にあるヤマハ音楽教室のように、現地シンガポール人を対象と
した教育事業を展開する企業も有る。
図表 20：教育産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
シンガポール市場の機会
2015 年
2020 年
n/a
n/a
・ 資源を持たない小国であることから、国家を
規制
挙げて教育に注力
外資出資上限
出展・立地規制
100%
エリア制限あり
主な日系進出企業
企業
事業内容
企業規模（資本金）
早稲田アカデミー
学習塾
968 百万円
ヤマハ音楽教室
音楽教室
28,534 百万円
出所）各種公開情報、各社 HP、JETRO HP、ユーロモニターなどより NRI 作成
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④ シンガポールにおけるトレンド
特に市場として大きい小売業、外食産業、教育産業を対象に、それぞれトレンドとなっている
キーワードを文献調査により抽出した。小売業においては「ジュロンイースト地区」、「ムスリム
ファッション」
、外食産業においては、「ホーカー・フード」、「オンラインフードデリバリー」と
いうキーワードがトレンドとして見られた。これらの概要を以下に示す。
図表 21：トレンドとその概要

業種

トレンド

ジュロン
イースト
地区

小売

ムスリム
ファッショ
ン

ホーカー・
フード
外食

オンライン
フード
デリバリー

概要
・ シンガポール西部に位置する郊外のジュロンイースト地区が、MRT の駅を
中心に急速に発展、複数の大型商業施設などが次々と開業し注目を集めて
いる。
・ 従来、オーチャードロードを中心とするオーチャードエリアが、様々な施
設が集中し、観光客からローカルの人々まで皆が集まる「シンガポールの
銀座」として栄えてきた。しかし、恒常的な混雑状態の発生により客足が
遠のき、数年前から客足が遠のいていた。この過剰な混雑状態を緩和する
ために、政府主導で開発が進められてきたのがジュロンイースト地区であ
る。
・ ジュロンイースト地区の開発は今後更に進められ、2026 年開業予定のマレ
ーシアとシンガポールを結ぶ高速鉄道の始発駅も建設される予定である。
・ シンガポール発祥のムスリムファッションブランド「Sufyaa」や「LULLY
SELB」などが国際的に注目を集めている。
・ シンガポールのムスリム人口は総人口の約 14%にあたる 75 万人で、国内
の市場は大きくないが、国際的に見れば世界人口の約 23％にあたる 69 億
人がムスリムであり、非常に大きな市場である。
・ Sufyaa はロンドン、ジャカルタ、クアラルンプールなどでファッションシ
ョーを開催しており、イギリス、インドネシア、マレーシアなど、ムスリ
ム女性のファッションの自由度が高い国で、若者を中心に支持を集めてい
る。
・ シンガポールの外食産業の特徴の一つとして、手軽に利用できるフードコ
ートやホーカー・フード（屋台での食事）の存在があげられる。
・ 従来、シンガポールのホーカー・フードの定番はチキンライスやフィッシ
ュボールヌードル等であったが、近年は屋台主の世代交代が進み、パスタ
を始め外国料理などのお洒落な屋台が登場し、若者たちの人気を集めてい
る。
・ シンガポールは共働き世帯が多く外食比率が高いが、店舗まで行かずとも
自宅や職場にいながらにして、スマートフォンで食事を注文しデリバリー
を受け取るオンラインサービスが流行している。デリバリーではなく、オ
ンラインで注文した食事を店頭で受け取ることも可能。
・ 「foodpanda」
、
「Deliveryroo」、
「Uber」などの事業者がサービス展開を開
始している。
出所）TNC アジアトレンドラボの各種記事などより NRI 作成

⑤ シンガポールにおいて我が国が貢献し得る可能性の考察
①～④で調査してきた通り、シンガポールは天然資源に乏しい小国である一方、政府の主導に
より高度な経済発展を実現している。一人あたり GDP は既に日本よりも高い水準にあり、その約
70%をサービス産業が占めている。更に、産業構造のサービス産業への集中傾向は今後より強ま
っていくことが予想されている。
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日本と多くの ASEAN 諸国との間では物価水準の差が大きい。日本のサービス産業の ASEAN
展開を検討する際、その価格差が障壁になり、現地での需要が発生する価格では、日本式の「お
もてなし」を始めとした質の高いサービスが提供できないという問題が、しばしば発生する。し
かし、シンガポールについてはそのような問題が発生しないため、日本式のサービスをそのまま
輸出し、現地の人々のニーズに応えていくという役割が期待される。

２－５．第２群タイについての簡易調査・考察
前述の通り、第 2 群には、タイとマレーシアが含まれるが、当該群の傾向を探るに当たり、代
表国としては、タイを選定した。
大きく４つの視点（①世帯所得分布、②産業構造、③タイのサービス産業における日系企業進
出状況、④タイにおけるトレンド）よりタイに関する簡易調査を実施し、最後に、⑤タイにおい
て我が国が貢献し得る可能性の考察を行った。
尚、③タイのサービス産業における日系企業進出状況では、比較的市場規模の大きい小売業、
外食産業、教育産業を主な対象とした。
① 世帯所得分布
図表 22 は、1995 年から 2029 年にかけ、タイにおける所得別世帯数の変化を表したものであ
る。2000 年以降、世帯所得$1,000 の世帯数は減少傾向にあり、それに代わり世帯所得が$2,500
以上の層が厚くなっている。特に 2010 年以降、世帯所得$6,500 以上の富裕層に属する世帯数は
増加傾向にあり、2029 年に向けても大幅に増加していく見通しである。
図表 22：所得別世帯数の経年変化（1995-2029 年）

出所）Euromonitor「Socio-economic indicators」
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② 産業構造
タイの産業構造を調査するにあたり、GDP と就業者数の 2 つの視点より統計データを取得し
た。図表 23 は、産業別 GDP の経年変化を 1993 年から 2016 年の期間で表したものである。全
体の GDP が増加傾向にあることから、経済の発展が明確に読み取れる。タイでは、製造業を筆頭
に二次産業が最も大きな割合を占める。農林水産業を含む一次産業と、卸・小売分野のサービス
業含む三次産業の割合が次ぎに大きい。2000 年代以降では、特に二次産業の成長が著しい。
図表 23：産業別 GDP の経年変化

出所）「タイ経済社会発展局（NESDB）」

産業別就業者数の割合の推移を、2000 年から 2021 年まで示したものが図表 24 である。タイ
における就業者数は相対的に増加傾向にある中で、Agriculture（農業）の割合は毎年減少してき
ており、2021 年までその傾向は変わらないことが予想されている。他方、Service（サービス産
業）と Industry（工業・製造業）の割合は高まっている。2000 年時点では Agriculture（農業）
の割合が最も従業者数の割合が高かったが、2014 年には Service（サービス産業）がその数を上
回っている。今後は特に Service（サービス産業）の割合が相対的に大幅に増加することが期待さ
れる。
図表 24：産業別就業者割合の経年変化
100%

人 33,929.2

34,622.5

35,437.6

36,001.6

36,690.8

37,200.0

37,434.3

38,248.5

38,516.8

38,386.5

38,669.7
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39,719.1

39,236.6
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35.3%
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37.2%

37.2%

37.4%

37.9%

40.2%

41.0%
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39.4%

37.6%

20.7%
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21.0%
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39,819.1
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40,091.2

40,088.4

40,059.3
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42.0%

42.3%

42.9%

43.3%

43.8%

44.2%

44.6%

45.0%

Service

22.8%

22.4%

22.4%

22.7%

22.9%

23.3%

23.6%

23.9%

Industry

Agriculture

90%
33.7%

80%
70%
60%

17.9%

18.8%

19.8%

19.8%

20.6%

20.2%

50%

20.7%

20.8%

19.6%
20.8%

20.4%

40%
30%
48.5%

46.1%

46.1%

20%

44.9%

42.3%

42.6%

42.2%

41.8%

42.5%

38.9%

38.2%

38.7%

39.7%

42.0%
35.3%

35.3%

34.7%

34.0%

33.3%
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出所）国際労働機関（ILO: International Labor Organization）
「ILO’s World Employment and Social Outlook」
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上記より、現状タイでは、一次産業の貢献度は高いが、サービス産業における GDP と就業者数
も確実に増加傾向にあり、近い将来、タイにおいて主要産業に成長していくことが予想される。
③ タイのサービス産業における日系企業進出状況
市場規模の大きい小売業、外食産業、教育産業に加え、理美容産業について、概要（市場規模、
規制、市場の機会）と産業における主な日系進出企業を調査した。
【小売業】
小売業の概要は、図表 25 に示した通りである。タイにおける小売市場ではマジョリティ出資が
可能であり、100%まで外資による出資が認可される。そのため、出資規制面の参入障壁は低いと
みられる。また、中間層の拡大により購買力の増加が期待されるタイでは、小売市場の成長が期
待されている。
図表 25：小売業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
タイ市場の機会
2015 年
2020 年
88,513
115,676
規制
外資出資上限
出店・立地規制
小売 100％
人口密集度に応じた店舗 ・ 中期的な小売市場の拡大期待
※資本金１億円 THB ま 面積の制限（バンコク市 ・ ASEAN 随一の訪日観光客数の国であり、潜
在消費者が多い
たは店舗当たり 2,000 万 内では、4,000 ㎡以上の大
THB 以上
（その他は 49%） 型 店 の 出 店 が 不 可 能 。
2,000 ㎡～4,000 ㎡以下の
出店可能エリアが限定
的）
主な日系進出企業
企業
事業内容
企業規模（資本金）
7-Eleven
コンビニ
17,200 百万円
ユニクロ
アパレル
810,700,百万円
MaxValu
コンビニ
1,690 百万円
無印良品
生活雑貨
6,766 百万円
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「拡大する ASEAN 市場へ
のサービス業進出」、みずほ銀行「高まる域内企業の小売市場支配力」などより NRI 作成

【外食産業】
外食産業の概要は、図表 26 に示した通りである。中間層の拡大に伴って購買力が増すタイで
は、外食市場も急速に成長している。タイは外食文化が根付いている国であり、市場規模的にも
ASEAN のなかでも相対的に大きい。一方、外食市場の競争環境は激化しつつあり、すでに 100
店舗以上を展開するブランドも多い。タイに進出する日系企業については如何なる側面で差別化
をするかが重要となる。そのため、現地消費者を熟知する現地パートナー企業との提携を視野に
入れた展開が事業拡大を成功させるための一つのパターンとなりつつある。
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図表 26：外食産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
タイ市場の機会
2015 年
2020 年
23,942
30,557 ・ 外食文化が根付いた国
規制
・ ASEAN 随一の訪日観光客数の国であり、潜
外資出資上限
出店・立地規制
在消費者が多い
外食 49%
人口密集度に応じた店舗 ・ バンコク市内に 120 のモール（日系飲食業に
魅力）
※日タイ経済連携協定で 面積の制限
60%まで出資可能
主な日系進出企業
企業
事業内容
企業規模（資本金）
ミスタードーナツ
スイーツ
11,300 百万円
やよい軒
日本食
3,461 百万円
8 番ラーメン
ラーメン
1,518 百万円
ヤマザキ
パン
11,014 百万円
大戸屋
日本食
1,474 百万円
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、
JETRO「拡大する ASEAN 市場へのサービス業進出」などより NRI 作成

【教育産業】
教育産業の概要は、図表 27 に示した通りである。教育市場は個人向けサービス業であり、外食
産業に次ぐ市場規模を有するサービス分野である。同じ ASEAN の国であるシンガポールやマレ
ーシア等の英語が公用語となっている国と比べ、相対的に英語力が弱いタイでは、社会人を中心
とした英語教育サービスへの需要が高まってきている。しかし、英語教育の市場は欧米系が押さ
えにかかっており、言語圏の異なる日系事業者にとっては参入障壁が高く、他のテーマで事業展
開を検討することが重要とみられる。
図表 27：教育産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
タイ市場の機会
2015 年
2020 年
3,176
4,621
規制
・ 社会人を中心とした英語教育に対するニーズ
外資出資上限
出店・立地規制
の高まり
教育 49%
最低 100 ㎡の施設
※株主の過半数はタイ国 他事業から独立した物件
籍の規制
の条件
主な日系進出企業
企業
事業内容
企業規模（資本金）
公文
学習塾
4,418 百万円
学研
学習塾
18,357 百万円
ECC
外国語学習塾
41,997 百万円
駿台
学習塾
1,639 百万円
京進
日本語学習塾
‐
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「タイにおける外食産業進
出の現状・可能性調査」、みずほ銀行「高まる域内企業の小売市場支配力」などより NRI 作成
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【その他のサービス産業】
その他の主なサービス産業として、「理美容産業」において、概要と日系進出企業を調査した。
結果を以下に示す。
図表 28：理美容産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
タイ市場の機会
2015 年
2020 年
3,620
4,066
規制
外資出資上限
出店・立地規制
その他サービス（美容室・
‐
スパ）
・クリニック 49%
主な日系進出企業
企業
事業内容
企業規模（資本金）
ポーラエステ
美容エステ
110 百万円
資生堂プロ
美容クリニック
64,500 百万円出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」などより NRI 作成
④ タイにおけるトレンド
特に市場として大きい小売業、外食産業、教育産業を対象に、それぞれトレンドとなっている
キーワードを文献調査により抽出した。小売業においては「アパレル」、教育においては、「オン
ライン学習」
、外食産業においては、「オーガニックフード」、「コーヒーチェーン」、「日本食」と
いうキーワードがトレンドとして見られた。これらの概要を以下に示す。
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図表 29：トレンドとその概要

業種

トレンド
・

クラフト
ビール
・
食品

・

・
ドリアン
・

・

・
コンビニ

・
小売

・
・
EC
・

・
余暇

スポーツジム

・

概要
ビールは男性的で苦くて飲みにくいイメージがあるが、数年前から海外
のクラフトビールやシードルが広く出回り流行すると、従来のビールと
は違うフレーバーで、飲みやすくお洒落、女性でも抵抗なく手に取れると
いうイメージも拡大。タイ国内で密かにビールを醸造していた業者や、
「Full Moon Brewery」のようにブリューパブで販売するためにビール
を醸造してきた業者が、海外での委託醸造・輸入によって合法的に国内販
売を始めた。
タイブランドのクラフトビールだが、輸入品となるため一般的なビール
より高い金額となってしまうが、スモールバッチのビジネスを応援する
気持ちと物珍しさから手に取る人も多い。
タイ産の果物の輸出が伸びているが、特にドリアンは輸出量が増加して
いる。タイ国内でもドリアンに関するイベントが行われた他、ドリアンス
イーツが登場するなど、人気となっている。
大手デパート Central グループが政府観光庁と協力し、ドリアンが旬を
迎える 5～7 月に開催される「ドリアンブッフェ」が 2 年目となる 2017
年は、バンコクに加えチェンマイやプーケットで開催された。
また、ショッピングモール「Central Eastville」では、高品質で有名なバ
ンコク近郊のノンタブリ県産のドリアンの品評会が行われ、最高 30 万バ
ーツ（約 90 万円）の値がついたドリアンもあった。
タイでは外食・中食が中心で、食事の場もコンビニ、街の飲食店、屋台で
購入する人が多く、2016 年の 1 人当たり平均外食・中食の回数は月 50
回に及ぶ。
中でもコンビニは消費者の利用回数が 1 人当たり月 21 回で、主な利用目
的が食事の購入となっている。近年バンコクでは、
「屋台は本当に有益な
のか」という議論があり、不法な歩道の占拠や衛生面の懸念から撤去すべ
きという意見と、生活に欠かせないと擁護する意見がある。
最近ではコンビニ弁当の充実やフードデリバリーなど、屋台以外の選択
肢も増加している。
現地紙「バンコクポスト」によると、2016 年に初めて「オンラインショ
ッピング」が、タイ人がオンラインで行う行動の上位 5 位に入った。
さらにタイ電子取引開発庁ではここ数年、EC の市場規模は年率 10％前
後で成長している一方、EC が小売市場全体の未だ 1％程度しか占めてい
ないことから、この成長傾向は今後も続くと見ている。
現在は外資系のオンラインショップ「LAZADA」などの利用が多いが、
Central グループをはじめ多くの小売もオンラインショップを開設して
おり、利用者を増やしている。
タイでも健康志向が高まっている。また、その健康志向から、ヨガ教室、
ランニング、ジョギング、ウォーキング、サイクリングなどが流行してい
る。
これまでも大型商業施設、小売スーパーの前でダンス教室、エクササイズ
イベントはあったものの、近年はフィットネスジムへ通う、サイクリング
に出掛けるような習慣・大型イベント等も増加している。
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図表 29：トレンドとその概要（つづき）

業種

金融

トレンド

概要
・ 2017 年 8 月末、タイ中央銀行は主要銀行やクレジットカード会社と協力
し、年内にも QR コードでの決済を導入すると発表した。バンコク市内
の一部の市場や小規模小売店、バイクタクシーでは試験的に導入を開始
した。
・ 利用者は口座を持っている銀行のアプリをダウンロードすることで QR
スマホ決済
コードでの支払いが可能となる。店舗は銀行の店舗用のアプリをダウン
ロードし、QR コードを店頭に設置する。
・ この他にも、2016 年「LINE Pay」が、バンコクの高架鉄道 BTS のプリ
ペイドカード「Rabbit」と提携し、
「Rabbit LINE Pay」をスタート。オ
ンラインの支払いに加えて、Rabbit の提携店舗での支払いがスマホでで
きるようになるなど、オンライン決済できる場が増えている。
出所）TNC アジアトレンドラボ「2017 年アセアン・トレンドランキング ～タイ編～」、
Global Reach「今知っておきたいタイ最新事情」より NRI 作成

⑤ タイにおいて我が国が貢献し得る可能性の考察
①～④で調査してきた通り、現状のタイでは、GDP、就業者が多いことから依然、二次産業が
国の主要産業となっている。一方、三次産業の成長は近年著しく、2020 年以降を目途に、主要産
業となることが予想されている。
更に、タイ人の日本への好感度は高く、特に、小売や外食産業では、それぞれのサービスに対
する潜在消費者層も多く、ニーズが高まっている。これに応える形で、日本企業がタイにサービ
スを持ちこむことができれば、これまでユニクロやミスタードーナツ等の進出企業が実現してい
るように、現地顧客を獲得することも可能だと考えられる。

２－６．第３群フィリピンについての簡易調査・考察
前述の通り、第 3 群は、フィリピンのみであり、GDP に占めるサービス産業の割合は、1970
年の日本よりもやや高い比率を示している。
大きく 4 つの視点（①世帯所得分布、②産業構造、③フィリピンのサービス産業における日系
企業進出状況、④フィリピンにおけるトレンド）よりフィリピンに関する簡易調査を実施し、最
後に、⑤フィリピンにおいて我が国が貢献し得る可能性の考察を行った。
尚、③フィリピンのサービス産業における日系企業進出状況では、比較的市場規模の大きい小
売業、外食産業、教育産業を主な対象とした。
① 世帯所得分布
図表 30 は、1990 年から 2029 年にかけ、フィリピンにおける所得別世帯数の変化を表したも
のである。1990 年から 1995 年後半では世帯所得$2,500 以下の低所得の世帯数が減少しており、
代わりに世帯所得$2,500~$5,000 の中間層が厚みを増している。そして、2010 年からは世帯所得
$5,000 の中間所得層以上の層が顕著に増加傾向を見せており、2029 年に向けて加速度的に増加
する見込みである。
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図表 30：所得別世帯数の経年変化（1990-2029 年）

出所）Euromonitor「Socio-economic indicators」

② 産業構造
フィリピンの産業構造を調査するにあたり、GDP と就業者数の 2 つの視点より統計データを取
得した。図表 31 は、産業別 GDP の経年変化を 1990 年から 2016 年の期間で表したものである。
全体の GDP が増加傾向にあることから、経済の発展が明確に読み取れる。フィリピンでは、製造
業を筆頭に二次産業が最も大きな割合を占めており、卸・小売分野のサービス業含む三次産業の
割合が次ぎに大きい。2000 年代以降では、特に三次産業の成長が著しい。
図表 31：産業別 GDP の経年変化

出所）「フィリピン統計調整委員会」

産業別就業者数の割合の推移を、2000 年から 2021 年まで示したものが図表 32 である。フィ
リピンにおける就業者数は相対的に増加傾向にある中で、Agriculture（農業）の割合は毎年減少
してきており、2021 年までその傾向は変わらないことが予想されている。他方、Industry（工業・
製造業）の割合に大きな変化がない一方で、Service（サービス産業）の割合は大きく高まってい
る。2000 年時点で 46.5%だった割合は、2017 年には 56.1%に増えている。2021 年には 58.8%と
6 割弱に到達する見込みであり、サービス産業の成長が大きく期待される。
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図表 32：産業別就業者割合の経年変化
100%

人 27,775.9

29,730.9

29,771.1

30,792.4

31,058.5

32,420.1

32,762.0

33,529.7

34,745.8

35,828.6

37,152.9

38,363.8

38,944.2

39,585.0

40,533.2

41,522.9
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出所）国際労働機関（ILO: International Labor Organization）
「ILO’s World Employment and Social Outlook」

上記より、現状フィリピンでは、三次産業の貢献度が高く、サービス産業における GDP と就業
者数も確実に増加傾向にあり、近い将来、フィリピンにおいて主要産業に成長していくことが予
想される。
③ フィリピンのサービス産業における日系企業進出状況
市場規模の大きい小売業、外食産業、教育産業に加え、理美容産業について、概要（市場規模、
規制、市場の機会）と産業における主な日系進出企業を調査した。
【小売業】
小売業の概要は、図表 33 に示した通りである。フィリピンの小売市場は、大きな背景として一
人当たり GDP が 3,000USD に迫り、かつ人口規模も大きいため、消費市場としての将来性が高
い。しかし、マジョリティ出資が可能で 100%外資による出資を認可しているとされるが、実際に
は払込資本金を 250 万 USD と設定しており、特に中小規模事業者の開業に際しては参入障壁が
高い。
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図表 33：小売業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
フィリピン市場の機会
2015 年
2020 年
71,633
108,164
規制
・ 一人当たり GDP が 3,000USD に迫り、大規
外資出資上限
出店・立地規制
模な消費市場として将来性が高い
小売 100％
商 業 エ リ ア の 出 店 原 則 ・ 地場財閥系企業が強い
※払込資本金 250 万 USD （商業地域外の出店に行
以上
政許可必要）
主な日系進出企業
企業
事業内容
企業規模（資本金）
セブイレブン
コンビニ
17,200 百万円
ミニストップ
コンビニ
7,491 百万円
ユニクロ
アパレル
810,700,百万円
ファミリーマート
コンビニ
8,380 百万円
無印良品
生活雑貨
6,766 百万円
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「拡大する ASEAN 市場へ
のサービス業進出」、みずほ銀行「高まる域内企業の小売市場支配力」などより NRI 作成

【外食産業】
外食産業の概要は、図表 34 に示した通りである。中間層の拡大に伴って購買力が増すフィリピ
ンでは、外食市場も成長しており、外食規模はベトナムに次ぐ。一方、競争環境は激化しており、
フランチャイズチェーンを展開するマクドナルドやケンタッキー、そしてスターバックス含めた
欧米系の外食チェーンも多店舗展開している。また、原則外資 100%の参入を認可しているが、中
小企業事業者にとっての参入障壁を引き上げる、払込資本金 250 万 USD という制度が設定され
ている。
図表 34：外食産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
フィリピン市場の機会
2015 年
2020 年
11,002
15,276
規制
・ 一人当たり GDP が 3,000USD に迫り、大規
外資出資上限
出店・立地規制
模な消費市場として将来性が高い
外食 49%
商 業 エ リ ア の 出 店 原 則 ・ 欧米系含めた外食市場の競争激化
※払込資本金 250 万 USD （商業地域外の出店に行
以上
政許可必要）
主な日系進出企業
企業
事業内容
企業規模（資本金）
吉野家
ファストフード（牛丼）
10 百万円
ペッパーランチ
洋食レストラン
1,281 百万円
味千ラーメン
ラーメン
64 百万円
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「拡大する ASEAN 市場へ
のサービス業進出」などより NRI 作成

26

【教育産業】
教育産業の概要は、図表 35 に示した通りである。教育市場は個人向けサービス業であり、外食
産業に次ぐ市場規模を有するサービス分野である。同じ ASEAN の国でもフィリピンは相対的に
英語力が高く、また学歴志向が高いため、学習塾など基礎教育分野に対するサービスの需要が、
中間増の増加と並行して高まると見込まれる。しかし、小売や外食産業と同様に、払込資本金が
設定されており、参入障壁を上げている。
図表 35：教育産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
フィリピン市場の機会
2015 年
2020 年
8,500
14,416
規制
外資出資上限
出店・立地規制
・ 学習塾など基礎教育分野に対するサービス需
要が増加
教育 条件付 100%
商業エリアの出店原則
※払込資本金 20 万 USD （商業地域外の出店に行
以上で 100%可。それ未満 政許可必要）
は上限 40%
主な日系進出企業
企業
事業内容
企業規模（資本金）
公文
学習塾
4,418 百万円
学研
学習塾
18,357 百万円
ニチイ学館
学習塾
11,933 百万円
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「タイにおける外食産業進
出の現状・可能性調査」、みずほ銀行「高まる域内企業の小売市場支配力」などより NRI 作成

④ フィリピンにおけるトレンド
特に市場として大きい小売業、外食産業、教育産業を対象に、それぞれトレンドとなっている
キーワードを文献調査により抽出した。小売業においては「アパレル」、教育においては、「オン
ライン学習」
、外食産業においては、「オーガニックフード」、「コーヒーチェーン」、「日本食」と
いうキーワードがトレンドとして見られた。これらの概要を以下に示す。
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図表 36：トレンドとその概要

業種

トレンド
・
健康食品

・
食品

トンカツ
・
お好み焼き
・
語学留学
・

教育

教育

・
余暇

ハイキング・
トレッキング

・
小売

エコバッグ

概要
通常のヤクルトからカロリー25％をカットした「ヤクルトライト」は、
2015 年 6 月の発売以来、一時は店頭から姿を消すほどの人気商品になっ
ている。この背景には、現地ではヤクルトが幅広い年齢層に支持されてい
ることや、健康志向の高まりを受けてカロリーオフ商品の需要が高まっ
ている、といったことが挙げられる。
トンカツはここ数年、人気上昇中。ハレの日に家族と楽しむメニューにな
っている。サボテンや銀座梅林、キムカツ、まい泉などのトンカツ専門店
が続々フィリピンにオープンしており、豚肉料理を好むフィリピン人の
テイストにマッチしている。
ラーメンやトンカツなど、日本食ブームが続くフィリピンでお好み焼き
も支持されている。2015 年 11 月にオープンし、4 店舗まで拡大した「道
頓堀」や、2016 年 6 月に高級ホテル Conrad Manila 内にオープンした千
房、2016 年 7 月に「ぼてぢゅう」がオープンし、連日賑わっている。
フィリピンでは英語留学が増えている。マニラやセブ島などがメジャー
な留学スポット。フィリピンは英語のスキルが高く、母国語はタガログ語
だが、多くの人が簡単な英語は話すことができる。そのため、英語の語学
学校がフィリピン国内に多数存在する。
2016 年から新たな教育制度「K-12」が開始されることになった。
「K」は
「kindergarten（幼稚園）
」を意味し、その後 6 年間の小学校、4 年間のジ
ュニアハイスクールに、この度、2 年間のシニアハイスクールが加わっ
た。これにより、本来であれば卒業していた学生が 2 年間追加で教育を
受けることとなった。この教育改革によって、現在フィリピンでは、教師
や教室の不足や学費の増加による負担などさまざまな問題が出てきてお
り、教育事業者にとってもひとつの契機となりえる。
生活に余裕が出てきた中間層以上の若者を中心に週末など、余暇の過ご
し方が変化してきている。これまではショッピングモールへ行き、1 日を
ショッピングやレストランで美味しいものを食べるなどして、楽しんで
いる人が多かった。しかし、最近ではマニラから 2～3 時間ほど離れた郊
外へ行き、ハイキングやトレッキングなどのアクティビティに興じる人
が増えている。
台風や豪雨の影響により、洪水が起こることもフィリピンでは日常茶飯
事となっている。このため、首都マニラのマカティ市では汚水やパイプ詰
まりの原因にもなるゴミの氾濫を防ぐために、スーパーで買い物をする
際のビニール袋の使用が行政主導で禁止となっている。購入した商品は
紙袋に入れてもらうこともできるが、マイバックを携帯する人も増えて
いるとのことでリサイクル意識が高まっている。
出所）各種記事より NRI 作成

⑤ フィリピンにおいて我が国が貢献し得る可能性の考察
①～④で調査してきた通り、現状のフィリピンでは、GDP、就業者が多いことから三次産業が
国の主要産業となっている。三次産業の成長は近年著しく、今後もフィリピンにおける主要産業
となることが予想されている。
更に、フィリピンは一人当たり GDP が 3,000USD に迫り、人口増加率も高く、中間層の厚
みが増してきており、消費市場としての将来性が高い。そのため特に小売や外食産業にとっても
有望市場と見られる。
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しかし、参入障壁は高く、特に払込資本金の設定は中小規模事業者にとって不利となってい
る。大手企業の参入が比較的容易にはなるが、日本企業の進出基盤を固める意味でも、多店舗展
開可能な日系企業のサービスをフィリピンに持ち込むことには、中長期的にみて一定の効果が期
待される。

２－７．第４群ベトナムについての簡易調査・考察
前述の通り、第 4 群には、ベトナム、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、ラオスが含ま
れるが、当該群の傾向を探るに当たり、代表国としては、ベトナムを選定した。
大きく４つの視点（①世帯所得分布、②産業構造、③ベトナムのサービス産業における日系企
業進出状況、④ベトナムにおけるトレンド）よりベトナムに関する簡易調査を実施し、最後に、
⑤ベトナムにおいて我が国が貢献し得る可能性の考察を行った。
尚、③ベトナムのサービス産業における日系企業進出状況では、比較的市場規模の大きい小売
業、外食産業、教育産業を主な対象とした。
① 世帯所得分布
図表 37 は、1990 年から 2030 年にかけての、ベトナムにおける所得別世帯数の変化を表した
ものである。1990 年に大部分を占めていた低所得層は、割合としても数としても減少しており、
特に 2005 年以降から、代わりに中間所得層が急増してきた。更には、2020 年ごろを境に、富裕
層も増加していくと予想されている。
図表 37：所得別世帯数の経年変化（1990-2030 年）

出所）Euromonitor「Socio-economic indicators」
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② 産業構造
ベトナムの産業構造を調査するにあたり、GDP と就業者数の 2 つの視点より統計データを取得
した。
図表 38 は、産業別 GDP の経年変化を 2005 年から 2016 年の期間で表したものである。全体
の GDP が増加傾向にあることから、経済の発展が明確に読み取れるが、依然として農林水産業や
製造業といった一次産業・二次産業の占める割合が最も大きいことが分かる。しかし、2014 年ま
で 3 番目に大きな割合を占めていた「工鉱業・採石業」を抜いて、2015 年からは、「卸業・小売
業・自動車修理」の占める割合が 3 番目に高まっている。ここから、ベトナムにおいて三次産業
が発展していることが読みとれる。
図表 38：産業別 GDP の経年変化

出所）SPEEDA「国別所得統計」

更に、産業別における就業者数の割合の推移を 2000 年から 2021 年まで示したものが図表 39
である。ベトナムにおける就業者数は増加傾向にある中で、Agriculture（農業）の割合は毎年減
少してきており、2021 年までその傾向は変わらないことが予想されている。一方、代わりに
Service（サービス産業）と Industry（工業・製造業）の割合が高まって来ている。特に、Service
（サービス産業業）の高まりが予想されており、2021 年には、最も割合を占めている Agriculture
（農業）を上回ると予想されている。
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図表 39：産業別就業者割合の経年変化

出所）国際労働機関（ILO: International Labor Organization）
「ILO’s World Employment and Social Outlook」

上記より、現状ベトナムでは、一次産業、二次産業の割合が大きいものの、サービス産業にお
ける GDP と就業者数は、確実に増加傾向にあり、近い将来、主要産業に成長していくことが予想
される。
③ ベトナムのサービス産業における日系企業進出状況
市場規模の大きい小売業、外食産業、教育産業に加え、理美容産業、フィットネス産業、娯楽
産業、ホテル産業について、概要（市場規模、規制、市場の機会）と産業における主な日系進出企
業を調査した。
【小売業】
小売業の概要は、図表 40 に示した通りである。規制緩和により外資の参入が可能となり、中間
層の拡大に伴って購買力が増すベトナムでは、小売業市場は引き続き成長が予想される。一方、
現地市場で強いのは、依然ベトナム企業（Vin Mart 等）と言われており、今後、近年進出が始ま
った日本のコンビニ事業者の動向が注目される。
また、イオンモールは、日本と同様、大型ショッピングセンターという形で事業を展開してい
る。店舗数をベトナムの主要都市で拡大し続けており、確実に現地顧客を獲得している。ダイソ
ーもベトナム進出以降、様々な FCee（フランチャイジー）と連携し、確実に店舗数を増やしてい
る。現地では、約 200 円で日本ブランド商品を販売し、現地ベトナム人を顧客として獲得してい
る。

31

図表 40：小売業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
ベトナム市場の機会
2015 年
2020 年
88,009
124,986
規制
・ 2009 年より WTO 規定に伴う規制緩和（外資
外資出資上限
出店・立地規制
出資規制の一部撤廃、ENT の一部緩和）
小売 100％
500 ㎡未満の小型店舗を
・ 経済成長・中間層拡大に伴う購買力向上
※ 一 部 品 目 規 制 あ り 。 出店する際に、原則 ENT
・ 現状限定的な外資小売の参入
※
2009 年外資開放。
（経済需要テスト）は適
用されなくなったが、運
用上は不透明
主な日系進出企業
企業
事業内容
運営形態
企業規模（資本金）
イオンモール
ショッピングセンター
子会社
42,268 百万円
イオン・シティマート
スーパー
‐
42,268 百万円
ファミリーマート
コンビニ
‐
8,380 百万円
FC
ミニストップ
コンビニ
7,491 百万円
セブン・イレブン
コンビニ
‐
17,200 百万円
FC
ベスト電器
量販店
37,892 百万円
FC
ダイソー
量販店
2,700 百万円
※ENT（Economic Needs Test、経済需要テスト）
：
小売事業への外資参入は、すでに WTO 加盟議定書上の約束に基づいて現時点において外資 100％企業に開放さ
れている。しかし、二店舗目以降の小売店舗の開設の際には、経済需要テスト（Economic Needs Test ;ENT）と
いう要件が要求される。ENT は、店舗予定地周辺における人口およびその他の市場要因に基づいて、現地の中小
の小売企業に対する悪影響の有無や程度を計算および判断するテストであり、中小の小売店舗の保護を趣旨とす
る。

出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「ベトナムにおける外食産
業進出の現状・可能性調査」、みずほ銀行「高まる域内企業の小売市場支配力」などより NRI 作成

【外食産業】
外食産業の概要は、図表 41 に示した通りである。中間層の拡大に伴って購買力が増すベトナム
では、外食産業市場は急速に成長している。規制緩和により 2015 年より外資へ 100%開放となっ
たが、法整備への対応がベトナムとしても進んでおらず、現状、外資 100%での進出実績はない。
実際、主な日系進出企業は、FC の形態を取って進出している企業が多い。
一方、日本食ブームが到来しており、各地でベトナム人オーナー、アジア系オーナー、日本人
オーナーによる日本食レストランの開店が相次いでいる。
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図表 41：外食産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
ベトナム市場の機会
2015 年
2020 年
20,994
34,220
規制
・ 2015 年より WTO 規定に伴う分野開放
外資出資上限
出店・立地規制
・ 屋台を中心とした外食文化
外食 100%
500 ㎡未満の小型店舗を
・ 日本食ブームの到来
（2015 年より）
出店する際に、原則 ENT
は適用されなくなった
が、運用上は不透明
主な日系進出企業
企業
事業内容
運営形態
企業規模（資本金）
パン･アキモト
パン
合弁
350 百万円
Baby Spoon
日本式洋食
‐
ビアードパパ
スイーツ
‐
11 百万円
味千ラーメン
ラーメン
‐
64 百万円
ニジュウマル
日本食
合弁
14,030 百万円
牛角
焼肉
合弁
5,500 百万円
FC
フジオフードシステム
日本食
1,705 百万円
FC
丸亀製麺
うどん
3,995 百万円
FC
ペッパーランチ
ステーキ専門
1,445 百万円
モーモーパラダイス
しゃぶしゃぶ、すき焼き FC
80 百万円
FC
大戸屋
日本食
1,474 百万円
吉野家
ファストフード（牛丼） FC
10,265 百万円
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「ベトナムにおける外食産
業進出の現状・可能性調査」、みずほ銀行「高まる域内企業の小売市場支配力」などより NRI 作成

【教育産業】
教育産業の概要は、図表 42 に示した通りである。中間層の拡大に伴って子供への教育に熱心な
親が増加しており、教育産業は今後大きく成長していくことが予想される。特に日本式教育は、
教育産業の中でもニーズが高まっている。
実際、JP ホールディングスは、2017 年より 2 都市（ダナン市、ホーチミン市）で、初めてベ
トナム人向けに日本式教育を提供する幼稚園を開園している。これまで日本人向けの日本式教育
機関は存在したが、ベトナム人向けの日本式教育機関はこれが初めてである。
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図表 42：教育産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
ベトナム市場の機会
2015 年
2020 年
7,311
10,714
・ 中間層の拡大に伴う教育熱
規制
・ 日本式教育へのニーズ拡大
外資出資上限
出店・立地規制
教育・訓練全般 100%
‐
主な日系進出企業
企業
事業内容
運営形態
企業規模（資本金）
公文
学習塾
‐
4,418 百万円
栄光
学習塾
‐
100 百万円
京進
学習塾
‐
327 百万円
JP ホールディングス
幼稚園運営事業
合弁&FC
1,639 百万円
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「ベトナムにおける外食産
業進出の現状・可能性調査」、みずほ銀行「高まる域内企業の小売市場支配力」などより NRI 作成

【その他のサービス産業】
その他の主なサービス産業として、
「理美容産業」、
「フィットネス産業」
、
「娯楽産業」、
「ホテル
産業」において、概要と日系進出企業を調査した。結果を以下に示す。
図表 43：理美容産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
ベトナム市場の機会
2015 年
2020 年
564
768
規制
・ 韓流ブームに伴い、美容・整形、メイク、ファ
外資出資上限
出店・立地規制
ッション関連の消費者増加
その他サービス（美容室・
‐
スパ）
・クリニック 100%
主な日系進出企業
企業
事業内容
運営形態
企業規模（資本金）
ナリス化粧品
美容エステ
‐
22,200 百万円
湘南美容外科
美容クリニック
‐
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「ベトナムにおける外食産
業進出の現状・可能性調査」、みずほ銀行「高まる域内企業の小売市場支配力」などより NRI 作成
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図表 44：フィットネス産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
ベトナム市場の機会
2015 年
2020 年
102
139 ・ サービスの性質上、商業施設やショッピング
規制
センターなどの大型施設への入居が前提であ
外資出資上限
出店・立地規制
り、店舗数拡大に時間がかかる
娯楽サービス 49%
‐
主な日系進出企業
企業
事業内容
運営形態
企業規模（資本金）
ルネサンス
フィットネスクラブ
‐
2,210 百万円
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「ベトナムにおける外食産
業進出の現状・可能性調査」、みずほ銀行「高まる域内企業の小売市場支配力」などより NRI 作成
図表 45：娯楽産業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
ベトナム市場の機会
2015 年
2020 年
n/a
n/a
規制
外資出資上限
出店・立地規制
‐
‐
主な日系進出企業
企業
事業内容
運営形態
企業規模（資本金）
FC
ドリームゲームズ
ゲームセンター
100 百万円
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「ベトナムにおける外食産
業進出の現状・可能性調査」、みずほ銀行「高まる域内企業の小売市場支配力」などより NRI 作成
図表 46：ホテル業の概要と日系企業進出状況

市場規模（百万 USD）
ベトナム市場の機会
2015 年
2020 年
n/a
n/a
規制
‐
外資出資上限
出店・立地規制
‐
‐
主な日系進出企業
企業
事業内容
運営形態
企業規模（資本金）
オークラ・ニッコーホテルズ
ホテル
‐
4,272 百万円
呉竹荘
ホテル
合弁
10 百万円
サクラホテル
ホテル
‐
3 百万円
パステルイン
ホテル
合弁
‐
出所）経産省「サービス産業海外展開戦略策定に係る基礎調査」、JETRO「ベトナムにおける外食産
業進出の現状・可能性調査」、みずほ銀行「高まる域内企業の小売市場支配力」などより NRI 作成
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④ ベトナムにおけるトレンド
特に市場として大きい小売業、外食産業、教育産業を対象に、それぞれトレンドとなっている
キーワードを文献調査により抽出した。小売業においては「アパレル」、教育においては、「オン
ライン学習」
、外食産業においては、「オーガニックフード」
、「コーヒーチェーン」、「日本食」と
いうキーワードがトレンドとして見られた。これらの概要を以下に示す。
図表 47：トレンドとその概要

業種

トレンド

小売

アパレル
（既製服）

教育

オンライン
学習

外食

オーガニッ
クフード

概要
・ ベトナムは、中国に代わる世界のアパレル工場としての役割を担ってきた。
しかし、近年の著しい経済成長とない需拡大によって、
「工場」から「マー
ケット」として注目されるようになってきている。ひと昔前は、仕立屋が
軒を連ね、一から採寸して服を仕立てるのが一般的であった。しかし、服
を一から縫ってもらう代わりに、既製服を買い求めるようになり、消費者
志向は徐々に変化。
・ 消費者の購買動向やファッショントレンドを敏感に察知し、2013～16 年
にかけて国外大手ファストファッションブランドで知られる、英国の
Topshop（トップショップ）やスペインの Zara（ザラ）、スウェーデンの
H&M（エイチ・アンド・エム）などが次々と参入。
・ 現在、約 200 の国外ブランドがベトナム国内で流通され、アパレル市場全
体の約 60％を占めるまでになっている。また、ベトナムのアパレル市場規
模は 15 年に 62 億ドル（約 7026 億円）にまで達し、19 年まで年平均 10
～15％で成長すると予測される。
・ 欧米や日本、アジアの先進国などでは、多くの消費者がインターネット上
のオンライン学習サイトを利用している。近年、ベトナムでも急速に市場
が伸びており、2013～18 年の年平均成長率は 40％とされ、15 年には 5000
万ドル（約 56 億円）の市場規模へと成長している。人口約 9170 万（15 年
データ）で 5000 万人以上の労働者人口を抱えるベトナムのオンライン学
習市場は、今後もさらに成長することが期待される。
・ ベトナムには、オンライン学習ビジネスをしていく上で、さまざまな好条
件がそろっている。例えば、17 年初頭に高速大容量のデータ送受信が可能
な 4G が開始されたことによって、携帯端末を所有する消費者が利用しや
すくなった。
・ 個人所得の増加に伴い、ベトナム人の消費傾向に変化がみられるようにな
ってきている。以前に比べ、商品の品質や健康、食の安全への関心が高ま
るようになってきた。特に健康に対する関心は高く、米オーガニックトレ
ード協会の発表によると、ベトナムの健康食品の市場規模は 2017 年に約
4700 万ドル（約 53 億円）に達すると予想されている。
・ 同協会によると、ベトナム国内のオーガニック食品の年間売り上げ規模は
200 万ドルに達した。また、オーガニック・ベトナムによると、オーガニ
ック関連商品の消費額は毎年 30％ずつ増加している。
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図表 47：トレンドとその概要（つづき）

業種

トレンド
・

コーヒー
チェーン

・

外食

・

・

日本食

概要
カフェ店舗は街中に多数存在し、1 杯約 1 ドルが相場だ。そのほとんどが
個人規模の経営だが、近年はコーヒーチェーンが台頭している。国内ブラ
ンドの存在感が強く、ハイランズ・コーヒーが 100 店舗、チュングエンが
50 店舗を展開しており、店舗数では 2 強となる。2 ブランドともに価格帯
は 3 ドル超で、高級感のある店舗デザインを採用し、中高所得者層をター
ゲットにしている。新興として注目を集めているのは、11 年創業のアーバ
ン・ステーションで、価格帯は 2 ドル程度、カジュアルな店舗デザインを
採用し、34 店舗まで急速に拡大してきた。
外資では、13 年にスターバックスが進出し、現在までに 17 店舗を展開し
ている。最大規模のコーヒーチェーンでも 100 店舗にすぎず、またハノイ
とホーチミン以外の地方都市への投資はまだほとんど行われていない状況
からみると、各チェーンが投資・拡大を続け、個人経営の店舗が淘汰（と
うた）されながら、競争が過熱していくことが予想される。
カフェサービスへの大型投資はまだ見られないが、コンビニコーヒー分野
には日本企業が存在。タイ資本の B’S マート（約 100 店）、米サークル K
（約 80 店）と並び、日本のファミリーマート（約 90 店）がレジカウンタ
ーでカップ入りのコーヒーを提供している。
日本料理店がベトナムで人気を集めている。2011 年の店舗数は 150 程度
とされていたが、B＆Company Vietnam の調べでは 14 年には少なくと
も 346（ハノイ市 74、ホーチミン市 272）となっている。日本貿易振興機
構（JETRO）が今年、ホーチミン市で行ったアンケート調査では、市民 500
人のうち 9 割が過去に日本食品を購入あるいは日本料理店を利用したこと
があると答えた。最も好きな外国料理としても中国料理（23％）
、韓国料理
（14％）を抑え、日本料理（38％）が首位となった。すし、刺し身、焼き
鳥などが誰でも知る言葉となってきている。

出所）各種記事より NRI 作成
⑤ ベトナムにおいて我が国が貢献し得る可能性の考察
①～④で調査してきた通り、現状のベトナムでは、GDP、就業者が多いことから依然、一次産
業・二次産業が国の主要産業となっている。しかし、三次産業の成長は近年特に加速しており、
2020 年以降を目途に、主要産業になっていくことが予想されている。
更に、ベトナム人の日本への好感度は高く、特に、外食産業や教育産業では、日本式サービス
（日本食・日本式教育など）に対するニーズが高まっている。これに応える形で、日本企業がベ
トナムにサービスを持ちこむことができれば、これまでイオンモールやダイソー等の進出企業が
実現しているよう、現地顧客を獲得することも可能だと考えられる。
一方で、外資としての進出には障壁が依然存在する。規制としては、外資誘致に向けて緩和さ
れているものの、依然、外資 100%として進出を果たした企業は少ない。進出形態は、各企業の戦
略によるところが大きいが、100%出資を行わない場合は、信頼できる現地パートナーの発見が鍵
になり得るだろう。
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２－８．深掘り対象国の選定
前述の通り、4 群の代表国（シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム）について簡易調査
を行ってきた。この結果を基に、政策対話やシンポジウム、マッチングイベントを開催する深掘
り対象国を選定するが、その際は、二つの視点として、①市場成長性と②進出容易性を基に検討
を行った。
① 市場成長性
世帯所得分布を見ると、中間所得層が既にある程度の割合を占めているシンガポールとタイに
比較して、フィリピンとベトナムでは、今後加速度的に中間所得層の増加が見込まれており、こ
れがサービス産業の発展のきっかけとなり得ると考えられる。
産業ごとの就業者数を見ると、2017 年時点で、シンガポールは既にサービス産業における就
業者数が 82%と大部分の割合を占めている。また、タイは 43%、フィリピンは 56%と、いずれ
の二カ国も、サービス産業における就業者数が最も多い状況となっている。一方で、ベトナムに
おいては、2017 年時点で 35%と、農業の 41%に次いで 2 番目の割合となっている。
更に、2016 年における日系企業の海外市場への FC 店舗展開数を図表 48 に示す。ここから、
FC 店舗数が最も多い ASEAN 諸国はフィリピンであることが分かる。また、2014 年から 2016
年にかけての店舗展開数の増加率を見ると、フィリピンの 33%とベトナムの 29%が高い数値と
して見受けられる。
以上より、市場成長性が高いのは、フィリピンとベトナムの二カ国であると言える。
図表 48：主要展開先国における業種別日系 FC 店舗数（2016 年）

出所）日本フランチャイズチェーン協会「フランチャイズエイジ 45 巻 6 号 420 通号」より NRI 作成

② 進出容易性
①市場成長性より、フィリピンとベトナムの二ヶ国に絞りこみを行った。ここでは、規制の観
点から進出容易性の比較を行う。
両国は、いずれも条件付きで外資 100 % での参入が可能となっている。ベトナムの条件につ
いては、政府からの投資計画実現能力の審査や 2 店舗目の出展には ENT に基づく許可が必要に
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なってこと等が挙げられる。フィリピンについては、払込資本金が 250 万 USD 以上必要になる
こと、これに満たない場合は、最大外資 40%までしか認められないことが条件となっている。
フィリピンの払込資本金の設定は、中小企業にとっては大きな参入障壁になり得ると考えら
れ、進出容易性が高いのは、ベトナムと言える。
以上より、当事業では、市場成長性と進出容易性が比較的高いベトナムについて深掘り調査を
実施し、政策対話、シンポジウム、マッチングイベントの開催を行うこととする。
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第３章 ベトナムに関する深掘り調査
第 2 章の結果より、政策対話・シンポジウム・マッチングイベントを開催する国としては、ベ
トナムを選定した。第 3 章では、それらの開催に向けて必要な情報の取得に向けて実施した深掘
り調査の内容を示す。

３－１．ベトナム進出時に直面する問題
政策対話の実施に向け、これまで日本企業がベトナムに進出する際に直面してきた問題を洗い
出すための調査を行った。政策対話において、日本企業が直面している問題の解決に繋がる環境
を、施策・規制の整備といった行政の観点から見直す提案を行うことを目的とした。
手法としては、第 2 章で洗い出した各サービス産業における日系進出企業に対して、進出時に
直面した問題についてヒアリングを実施することとした。
① ヒアリング対象企業の絞り込み
各サービス産業（小売業、外食産業、教育産業、理美容産業、フィットネス産業、娯楽産業、ホ
テル産業）から数社ずつ日系進出企業を選定し、ヒアリングを実施した。
選定に当たっては、展開規模（現地店舗数）と企業体力（資本金）の二つの視点からマッピン
グを行い、できるだけ異なる属性に位置する企業を複数社選定することで、全体像を把握するこ
ととした。
尚、当事業の支援対象企業は、主に中小企業が想定されることから、企業体力はできる限り小・
中に当てはまる企業を優先に選定を行った。
【小売業】
小売業において主な日系進出企業を展開規模と企業体力の二つの視点からマッピングすると、
図表 49 の通りになった。企業体力のある大企業やベトナムで展開規模の大きい企業は、当事業で
主に対象とする中小企業の進出形態と異なって来ることが考えられるため、ここでは、展開規模
が小さい中で、企業体力が中と大の企業をそれぞれ選定し、ダイソーとベスト電器にヒアリング
依頼を行うこととした。
尚、同属性に位置するベスト電器とセブン・イレブンでベスト電器を選定した理由は、コンビ
ニという業種よりも量販店の方が、存在する企業数等から見て他業種の参考になり得ると判断し
たためである。
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図表 49：小売産業における日系進出企業

出所）企業 HP より NRI 作成

【外食産業】
外食産業において主な日系進出企業を展開規模と企業体力の二つの視点からマッピングすると、
図表 50 の通りになった。他のサービス産業と比較して、進出済みの企業数が多いことから企業体
力が大の属性を除き、全ての属性から 1 社ずつ選定することとし、味千ラーメン（重光産業）
、牛
角（レインズインターナショナル）
、パン・アキモト、フジオフードシステムの 4 社にヒアリング
依頼を行った。
各属性に複数社が存在する中で、絞り込みは以下の理由付けで行った。
-

味千ラーメン（重光産業）
：
日本国内よりも海外で多く店舗展開しており、中小企業ながら海外展開のノウハウを有
すると考えられたため。

-

牛角（レインズインターナショナル）：
日系企業のニジュウマルとベトナム現地企業の合弁で展開しており、日系企業が共同で
進出している形態が他にはない手法であったため。

-

パン・アキモト：
企業体力が決して大きくない中で、社長の手腕により現地企業との合弁でベトナム進出
を果たしており、中小企業の進出手法の参考となり得るため。

-

フジオフードシステム：
FC に特化して、東南アジアへの進出実績を多く有するため。
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図表 50：外食産業における日系進出企業

出所）企業 HP より NRI 作成

【教育産業】
教育産業において主な日系進出企業を展開規模と企業体力の二つの視点からマッピングすると、
図表 51 の通りになった。トレンドとしてベトナムでは日本式教育のニーズが高まっているとい
う背景があるため、
幼稚園運営を支援している JP ホールディングスにヒアリング依頼を行った。
JP ホールディングスを選定した他の理由としては、
ダナン市では 100%出資での進出である一方、
ホーチミン市では現地パートナーとの合弁会社を設立しているため、地域ごとに異なる手法を使
い分けていた背景に調査の必要性があったためである。また、人材教育とダナン市への展開支援
も行っているセルフウイングもヒアリング対象とした。
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図表 51：教育産業における日系進出企業

出所）企業 HP より NRI 作成

【理美容産業】
理美容産業において主な日系進出企業を展開規模と企業体力の二つの視点からマッピングする
と、図表 52 の通りになった。湘南美容外科は医療機関であり、民間企業による進出形態の検討と
異なった視点があり得ることを考慮し、企業体力が大の属性に入りながらもナリス化粧品をヒア
リング対象候補とした。
図表 52：理美容産業における日系進出企業

出所）企業 HP より NRI 作成

43

【フィットネス産業】
フィットネス産業における主な進出企業はルネサンスのみであり、展開規模と企業体力の二つ
の視点からマッピングすると、図表 53 の通りになった。1 社のみであったため、ルネサンスをヒ
アリング対象候補とした。
図表 53：フィットネス産業における日系進出企業

出所）企業 HP より NRI 作成

【娯楽産業】
娯楽産業における主な進出企業はドリームゲームズのみであり、展開規模と企業体力の二つの
視点からマッピングすると、図表 54 の通りになった。1 社のみであったため、ドリームゲームズ
をヒアリング対象候補とした。
ドリームゲームズは、カンボジアにも展開実績があり、企業体力が小の属性でも ASEAN 展開
のノウハウを有する事が想定された。ベトナムでは、ビン地区に、ベトナム最大規模のホテルチ
ェーンと共同事業でフランチャイズ展開を行っている。

44

図表 54：娯楽産業における日系進出企業

出所）企業 HP より NRI 作成

【ホテル業】
ホテル業において主な日系進出企業を展開規模と企業体力の二つの視点からマッピングすると、
図表 55 の通りになった。企業体力がなるべく小さく、かつ、展開規模がそれなりに大きい企業を
選定することとし、呉竹荘にヒアリング依頼を行った。同じ属性に位置したサクラホテルを選定
しなかった理由としては、以前は本社が日本にあったものの、現在はベトナムに移しており、厳
密には日系企業ではなくなっているからである。
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図表 55：ホテル産業における日系進出企業

出所）企業 HP より NRI 作成

② ヒアリング実施企業
①で各産業からヒアリングの対象候補企業を選定し、実際にヒアリングを実施した結果を図表
56 に示す。尚、①の方法以外で選定し、ヒアリングを実施した企業も存在するため、それらの企
業を選定した理由を以下に示す。
-

紀伊：
日本人オーナーが現地で立ち上げた日本食レストランで、現地の日本食事情への知見を
有する。

-

ミズノ：
日本式教育の一環として、ヘキサスロンというベトナムの狭く地面が固い教育機関の校
庭でも効率よく運動を行えるプログラムを開発し、現在、学習指導要領の導入に向けて
活動している。

-

弁護士法人キャスト：
日系企業のベトナム進出を法務等の観点から支援してきた実績を有する。

-

Sketch：
2000 年 4 月に創刊されたベトナム最初の日本語月刊で、ホテル、レストラン、ブティッ
ク等の観光情報や、文化情報、生活情報を配信。ベトナムでのトレンドに知見を有する。

-

JETRO ハノイ：
政府機関として、ベトナム（特にハノイ）への日本企業進出を支援しており、現地の状
居や日本企業の動向について幅広い知見を有する。

-

神戸市：
自治体として、ベトナムでのマッチングイベントや視察ツアーを実施した経験を有する。
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図表 56：ヒアリングを実施した企業
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

分野
外食
教育
理美容
ホテル
スポーツ
会計事務所
メディア
政府

企業名
味千ラーメン（重光産業）
フジオフードシステム
紀伊
JP ホールディングス
セルフウイング
ナリス化粧品
呉竹荘
ミズノ
弁護士法人キャスト
Sketch
JETRO ハノイ
神戸市

結果として、合計 12 の組織にヒアリングを実施した。
③ ベトナム進出時に直面する問題
②で示したヒアリングを通して、日本企業がベトナム進出時に直面する問題を整理した。
日本企業がベトナムで会社を設立する際は、5 段階（設立形態の決定、オフィスの決定、申請書
類の提出、銀行口座の開設、事業開始）に渡って手続きを進めるのが一般的である。各段階にお
いては、行政手続き上、図表 57 に示す 5 つの問題（問題Ⅰ実質的な外資 100%出資への障壁、問
題Ⅱ情報取得の困難性、問題Ⅲ商標登録手続き、問題Ⅳ最新法令へのアクセス、問題Ⅴ各種制度
運用における地域差）を抱えていることが分かった。
図表 57：ベトナムで会社を設立する際のフローチャートと各段階で発生する問題

出所））『ベトナム「ビジネス」「生活」大辞典』、各社インタビューより NRI 作成

以下に、各問題における具体的な内容と考え得る対策案を示す。
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【問題Ⅰ 実質的な外資 100%出資への障壁】
法人の設立形態として、法規制上は外資 100％が認められているが、複雑な行政手続きにより、
独力で実現できない日系企業が多数存在する。
図表 58：問題Ⅰの具体的内容と対策案

出所））『ベトナム「ビジネス」「生活」大辞典』、各社インタビューより NRI 作成

【問題Ⅱ 情報取得の困難性／問題Ⅲ 商標登録手続きの複雑性】
各種許認可や登録証明のために必要な書類や提出先が不明確であるなど、事業を開始するまで
の複雑な行政手続きに膨大な工数がかかっている。
図表 59：問題Ⅱ・Ⅲの具体的内容と対策案

出所））『ベトナム「ビジネス」「生活」大辞典』、各社インタビューより NRI 作成
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【問題Ⅳ 最新法令へのアクセス】
法改正等について外資企業向けの官報機能が不十分で、最新の制度に対して適切な対応を取る
ことができない。
図表 60：問題Ⅳの具体的内容と対策案

出所））『ベトナム「ビジネス」「生活」大辞典』、各社インタビューより NRI 作成

【問題Ⅴ 各種制度運用における地域差】
地域によって求められる各種手続き等の運用方法が異なるため、同一事業の推進においても、
地域ごとに異なった対応が求められる。
図表 61：問題Ⅴの具体的内容と対策案

出所））『ベトナム「ビジネス」「生活」大辞典』、各社インタビューより NRI 作成
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３－２．現地パートナーとなり得る企業
シンポジウム・マッチングイベントの開催に向け、日本企業と連携し、ベトナムに進出のパー
トナーとなり得る企業の洗い出しとニーズの把握をヒアリングにより行った。
主に日本企業と連携意欲の強いベトナム人オーナーのベトナム企業、日本人オーナーがベトナ
ムで会社を設立しているベトナム企業、ベトナム進出への投資・コンサルティングを行う日本人、
等が挙げられた。
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第４章 ベトナムにおける「サービス産業におけるベトナム・マッチング視察」
４－１．プログラム概要
第 3 章で調査した日本企業の現地パートナーとなり得る企業を中心に、
「サービス産業における
ベトナム・マッチング視察」のプログラムを設計した。
大きく 3 つの構成になっており、視察、政策対話、シンポジウム・マッチングイベントを開催
した。尚、視察とシンポジウム・マッチングイベントは、それぞれ別に参加者の募集を行った。
① 視察
視察先は、主に 3 つのミッションを掲げてそれに適用する組織を選定した。ミッションとは、
「現地企業・政府と意見交換」
、
「現地で成功している日本／海外企業との意見交換」、
「現地現物
の視察」
、
「現地パートナー候補と連携可能性検討」である。更に、サービス産業として様々な業
種がある中でも、特に市場規模が大きく、日本式サービスにニーズの高いことが分かった、小売
業と外食産業の 2 つに絞って視察先を選定した。
② 政策対話
ベトナム政府機関と、第 3 章で調査した日本企業がベトナム進出時に直面する問題について、
その現状と対策案の提案と意見交換を行った。その後、サービス産業における日本企業のビジネ
スアイデアとして、こちらも第 3 章で調査した内容と政策対話に参加している民間企業の提案を
中心に、今後の可能性について意見交換を行った。
③ シンポジウム・マッチングイベント
まずシンポジウムとして、ベトナム企業、日本企業から数社ずつプレゼンテーションを実施し
た後に、サービス産業におけるパネルディスカッションを行った上で、マッチングイベントを開
催した。マッチングイベントでは、個別ブースと同時通訳を用意し、必要に応じて商談を行える
環境を用意した。尚、商談については、各社からの事前ニーズを踏まえ、あらかじめ委託事業者
より組み合わせを設定することも実施した。

第５章 提言
５－１．振り返り
本事業では、まず ASEAN 各国のサービス産業の現状について調査を行い、その上で、特に我
が国のサービス事業者の展開が有望だと考えられる 1 ヶ国としてベトナムを選定した。その後、
ベトナムのサービス産業における課題とそれらの解決に向けて我が国が貢献しうる支援策等につ
いてまとめた。これらの調査結果をもって、ベトナムにて、政策対話とシンポジウムを含むマッ
チングイベントを開催し、調査や政策対話により顕在化した課題や対策、連携のあり方などに関
し、広く民間事業者と共有を図った上で、ベトナム企業と日本企業の連携を創出する機会を設け
た。
５－２．学び
ベトナムにおける日本式サービスへの強いニーズが明確になった。特に今回の事業で主な対象
とした小売業、外食産業、教育産業では、それぞれ具体的に日本式サービスを望む声が本報告書
にも記載されている。小売業では、Made in Japan ブランドを活かした製品、外食産業では、日
本食ブーム到来に対応した和食レストラン、教育産業では、掃除や給食といった団体行動を学べ
る要素が含まれている日本式教育が教育機関でも求められるようになってきた。ベトナムは、中
間所得層の増加や規制緩和から、サービス産業の発展は確実であり、まさにその初期段階で日本
式サービスが求められていることは、日本企業にとってもチャンスと言える。
一方、外資系企業の誘致は進んでいるものの、ベトナムへ進出する際の障壁は、未だに高い。
第 3 章で述べたように、ベトナムに進出する際には、行政手続き上、まだ多くの問題に直面する
事が想定される。これらの対応策としては、有望な現地パートナーを発見すること、現地の政府
機関と良好な関係を築くこと等が必要になる。こうした対応策を自力で実行しきれない中小企業
に対しては、引き続き、本事業で開催したようなマッチングイベント等の、現地企業とのコネク
ションを創出できる事業による支援が有効と考えられる。
また、今年度は対象にしなかった他の ASEAN 諸国でも、日本企業の進出が有望な国は多い。
特にフィリピンは、参入障壁がありながらも、サービス産業市場としてはベトナム以上に成長段
階にあるとも言える。規制内容を見ると高そうな参入障壁の現実を調査することで、対応策等を
検討することができれば、日本のサービス事業者の更なるフィリピン進出に繋がり得るだろう。
５－３．今後に向けて - 日本が貢献できるサービス産業の考察
前述の通り、小売業、外食産業、教育産業は、ASEAN 諸国でも市場規模が大きく、日本式サー
ビスへのニーズが高い。国を挙げて日本のサービス産業の海外展開を実現させていくためには、
どの産業・業種に対して、どのような国の支援があり得るのかを以下の通り考察した。
① 小売業、外食産業における支援の可能性
小売業、外食産業については、既に ASEAN に進出している大手日本企業が多いことがわかっ
た。小売りではイオンモールやユニクロ、外食では、吉野家や大戸屋といった、国内のトップブ
ランドが進出することで、ASEAN 全体における「日本のサービス」に対するイメージ・好感度は
高まってきたと言える。これにより、市場成長も見込まれる ASEAN 諸国は、中小企業にとって
も魅力的な進出先候補になっている。小売業、外食産業に限らず、中小企業の進出は、大手企業

による「日本のサービス」ブランドの認知・向上とは異なった効果を生みだす。例えば、大手企
業ではカバーしていない分野（ニッチ分野などで特に想定される）での進出により、
「日本のサー
ビス」の多様性や様々なニーズ変化への対応能力の向上が可能だろう。つまり、日本のサービス
産業の真髄を感じてもらうには、中小企業の進出こそが必要になるかもしれない。
自力進出の体力が大手企業と比較して少ない中小企業に対しては、政策対話等を通した規制緩
和の提案や、現地パートナーとのマッチングイベントの開催といった形で、日本政府として支援
することができるのではないか。あるいは、ASEAN 諸国で人気となり得る事業を実施しながら
も、国内での事業実行に手いっぱいになっている中小企業を拾い上げ、ASEAN 展開に向けた支
援を行っていくことも、ASEAN 諸国における「日本のサービス」の多様化を目指す上では、重要
だと考えられる。
② 教育産業における支援の可能性
教育産業については、ASEAN 諸国で教育ニーズは高まっているものの、小売業、外食産業と
比較すると依然として日本企業の進出は少なく、ASEAN 全域において日本式教育を確立するに
は至っていない。まずは、国を挙げた日本式教育の初期輸出によりプレゼンスを高めた上で、各
企業等の個別エントリーが増えてくる流れを作りたい。
そこで、国を挙げた展開先候補の検討を行うため、ASEAN 諸国の教育の発展段階を調査し、
図表 62 の通りに分析した。分析は、Global Competitiveness Index※で評価されている Higher
Education and Training を高等教育、Health and Primary Education を基礎教育基盤とし、2 軸
でマッピングを行った。
図表 62：ASEAN 諸国における教育の発展段階（2017）

※Global Competitiveness Index は、世界経済フォーラムで公表されている Global Competitiveness Report の中で開発され
た世界競争力指数。１～7 のスコアで 7 が最高点数となる。110 以上の統計変数から 12 の柱に分類し各柱で評価が行われる。
Higher Education and Training と Health and Primary Education は、それぞれ 12 の柱のうちの一つ。

出所）Euromonitor「Socio-economic indicators」、
Global Competitiveness Report「Global Competitiveness Index」より NRI 作成
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以上より、ASEAN 諸国を教育の発展段階により 4 つのグループに分類することができる。各
グループの概要を図表 63 に示す。
グループ A のシンガポールと日本は、教育基盤・高等教育ともに発達しており、世界に先だ
った EdTech 等の先進教育の導入が期待される。グループ B のマレーシア、ブルネイは、教育基
盤はグループ A 同様レベルまで発達しているため、今後は高等教育への注力が見込まれる。グ
ループ C のインドネシア、タイ、フィリピン、ベトナムでは、教育基盤・高等教育のいずれも
発展段階にあり、両方向でのニーズがあるため、幅広い業種で教育先進国からサービスを取り入
れながら今後急速な発展が見込まれる。最後にグル―プ D のカンボジア、ミャンマー、ラオス
は、依然として教育基盤が十分に整備されていない段階であり、まずは、高等教育よりも最低限
の教育基盤整備に注力する必要がある。

グル
ープ

A

B

国

図表 63：教育の発展段階による ASEAN 諸国の分類
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出所）Euromonitor「Socio-economic indicators」より NRI 作成
特に基礎教育基盤整備と高等教育の両方向へのニーズが高まることが予想されるグループ C の
国々は、幅広い業種での貢献可能性があると言える。その中でも、図表 64 で示す通り、ベトナム、
フィリピンは、教育支出が GDP に占める割合が高く、教育ニーズが特に高いことが分かる。この
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2 カ国は、本報告書の第 2～4 章における調査・分析でも、教育ニーズと市場としての成長性が高
いことが考察されており、ASEAN 諸国の中でも特に日本のサービス事業者が進出していきやす
い有望国と言うことができるのではないか。
図表 64：主要 ASEAN 国の GDP に占める教育支出の割合

出所）Euromonitor「Socio-economic indicators」より NRI 作成
また、ASEAN 諸国が今後グループ A のような教育先進国を目指すに当たっては、優先的に基
礎教育基盤を整備していく中で、高等教育へと注力の割合をシフトしていく変曲点が存在すると
考えられる。こうした変曲点を日本の教育サービスが提供できれば、ASEAN 諸国の教育先進国
への発展に貢献でき、結果として「日本のサービス」のプレゼンス向上が期待される。高等教育
へのシフトは、経済的観点（世帯所得など）の占める比重が大きいが、教育的観点からも仕掛け
を作っていくことは可能だろう。例えば、短期職業訓練施設にてお金を掛けずに特定のスキルを
身につけることができ、就職先も用意されるようなシステムがあれば、基礎教育基盤が発展段階
にありながらも、高等教育を伸ばしていくことができる。もちろん、基礎教育基盤がある程度整
備されることにより、高等教育の整備が始まるのが原理である。この原理に則れば、基礎教育の
環境整備支援として、学校建設、教師派遣、教師育成システム整備、初等教育を学校で受けられ
ない子供に対して教育を届けるサービス等、が提供できれば、高等教育へのシフトを誘発するこ
とができるだろう。
まとめとして、教育産業については、教育の発展段階によって ASEAN 諸国を 4 つのグループ
に分類することができた。各グループで求められているニーズに対応した教育サービスを提供す
ることができれば、日本企業の進出も加速化されると考えられる。更に、中小企業の進出が「日
本のサービス」の多様化・様々なニーズへの対応能力を向上させるのであれば、自力で進出を実
現する体力が少ない中小企業にこそ、日本政府の支援が必要になる。進出支援としては、政策対
話による規制緩和の提案や現地パートナーを探すマッチングイベントの開催が有効だろう。今後、
マルチ政策対話を含め、これらの支援を行う際には、前述で分類された 4 つのグループを基に開
催することで、目線を合わせた議論することができるだろう。
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