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　2016年は世界で例年以上に地政学リスクが浮上し、我々のビジネス環境が大いに脅威
に晒された年でありました。まずは米国の経済制裁解除により国際経済に復帰、大いに
日本勢の期待を集めていましたイラン。年明け早々に突如対日原油供給で世界最大の
サウジアラビアがイランと断交しました。どちらにつくか、日本は難しいかじ取りを
余儀なくされました。
　また同じ中東のシリアでの騒乱は難民をEUへと走らせました。その後欧州各地でテロ
が拡大、シェンゲン協定は大きく揺れました。この火種はあっという間に英国のEU脱退へ
と進展し、欧州各地での極右勢力台頭へと進展していきます。日本にとり米国に次ぐ
投資先であるEUの投資環境の変化は日本企業が積み上げてきた同地域資産の劣化へと
つながることになります。
　また7月にはトルコでクーデター未遂が発生、その後のエルドアン政権の一層の

右傾化と、原油価格の低下に苦しむロシアの中東での影響力拡大に向けた動きの中で、IS問題に絡み互いに経済制裁を科し
合ったトルコとロシアが接近し、混乱するEUおよび米国との対立の構図は一層複雑さを増しました。
　我々日本の主戦場であるアジアに目を向けますと中国の影響力浸透と南シナ海問題、東シナ海問題は一層複雑化し、解決の
糸口が見えない状況です。この２つの海は日本とASEAN・インドを結ぶ物流の大動脈であり、また、日本が輸入する原油・
天然ガス資源の75％が通る道です。この動脈が断ち切られた場合、日本経済は壊滅的被害を受けかねないだけにエネルギー
安保問題も深刻にクローズアップされています。こうした流れが日本をロシアとの平和条約締結に急がせている側面もあるで
しょう。
　米国ではトランプ政権の誕生で価値観や経済格差で国内が割れています。世界的にポピュリズム、保守強硬が席巻しており、
フランスやオーストリアなど欧州各国同様の動きが見られます。2017年度、世界はアメリカの変化に大きく揺れるでしょう。
　経済の動向に目を向けますと、リーマンショック以降、世界経済をけん引してきたBRICsについても中国経済の先行きに
不透明感が生じている一方、ロシアや南アフリカは資源安の影響を引き続き受けており、原油価格底打ちにより回復途上にある
ものの油価100ドルの時代と比べれば回復にはまだまだ時間を要する状況です。
　内需が経済をけん引するブラジルについてもペトロブラスを巡る汚職問題でルセフ大統領に対する弾劾裁判が可決され、
政権混乱の中でリオデジャネイロ五輪が挙行されました。政権交替後も依然、混乱が見られます。
　唯一強力なガバナンスを発揮してアジア最高の経済成長を実現しているのはナレンドラ・モディ首相率いるインドです。
強硬な高額紙幣廃止の動きや規制緩和の遅れで不満も出てはいるものの引き続き新興国ではインドが、先進国ではトランプ政権
誕生と金融緩和終了によるドル金利上昇で急速な資金還流が予想される米国が、経済をけん引する状況になるものと思われ
ます。中国も産業セクターごと、地域ごとに分解しますと深センのように「赤いシリコンバレー」がけん引し引き続き8％成長
を実現している地域や前年比160％増の電気自動車、「中国製造2025」計画で有望産業とされるロボット産業など、有望な
エリアもあります。メディア報道をベースとした中国全体への印象だけで中国経済を判断しますと経済成長の果実を放棄する
ことにもなりかねませんので注意が必要です。
　今回は激動する世界情勢の中で、日本企業が大きなシェアを握る最も大切な地域・ASEANを中心に2017年の動向をにらみ
つつ現状の動きや有望分野などをまとめました。4月にグループ会社に迎えましたASEAN屈指の調査機関・Spire社のリサーチ・
メンバーおよび当社を代表する海外コンサルタントに執筆を担当させています。
　本レポートが地政学リスク台頭や第4次産業革命の荒波の中を疾走されるお客様皆さまの海外ビジネスの一助となりますことを
祈念し、発刊に当たってのご挨拶とさせて頂きます。

2017 年 1 月
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POINT

2016年回顧（1）

　2016年は世界中で地政学的リスクが顕在化し、これら
リスクが各地の経済ブロックに大きな影響を与えた年で
した。特に中東では2011年の米軍イラク撤退以降、急速
に拡大したISIS（イスラム国）がシリア、イラクに跨がる
地域紛争を引き起こし、米露の介入により史上最悪の地域
紛争へと拡大しました。中東地域では2011年にエジプト
のムバラク政権が崩壊し、翌年誕生したムルシ政権も僅か
2年で崩壊。隣国リビアもチュニジアのジャスミン革命の
影響を受け2011年にカダフィ政権が崩壊。これら一連の

1 2017年の世界展望
独裁政権崩壊のドミノ現象は米軍のイラク撤退と時を同じく
して発生しました。この混乱から4年が経過、これほど
までに混乱が拡大し、大量の難民が欧州になだれ込むこと
でシェンゲン協定はおろかEUの枠組み自体が大きく揺れ、
EU全域で保守化・右傾化の大潮流が発生することを誰が
予想したでしょうか。国を統治する機能が失われた時、
サイクスピコ協定で戦勝国が地域の歴史・民族・宗教を
無視して力で作った国境という枠組みは当然に動揺し、
再び人々の憎悪を増幅するマシーンとなり、その原因を
作ったのは欧米諸国という構図となってテロの標的となり
ました。欧州はこれら戦乱のアラブ圏に隣接していること
から難民にテロリストが混じりつつ侵入・拡散、解決の
手立を失ったのです。
　また先進国全体に言えることですが、長らく続いたグロー
バリゼーション、自由貿易の波の中で国境という概念が

長年続いてきたグローバリゼーションの動きは、2017年米国でのトランプ政権誕生やシリア内戦から波及した　
シェンゲン協定国の動揺、英国のEU離脱などにより方向転換が始まる。
中国の政治的経済的台頭は米国に対抗しユーラシア大陸を軸とした新経済ブロック組成に進む。
南シナ海領有権問題と北朝鮮大陸間弾道ミサイル問題については処理次第で地域紛争に繋がる怖れもあり、
日本企業はその際のサプライチェーンへの影響に対策を講じていく必要がある。
ASEANは中進国の罠に陥り成長が鈍化する国 と々、これを高度な成長で追いかける国々に分かれる。　
中進国の罠に陥る国々では事業の再編再生需要が高まる。
FRBによる金融引締め・金利引上げとトランプ政権の“Make America Great Again”実現に向けた政策始動に
より世界的に米ドル資金は米国に回帰。米ドル調達環境が厳しくなり体力のない新興国では経済的に苦しい
局面が生じる可能性。

〇

〇

〇

〇

緩み、従来ブルーカラーが担ってきた生産現場の就労機会
が新興国に大規模に流出しました。
　新興国の人々が豊かな生活を目指し、国境を越えて先進
国に大量に流入しました。この結果、先進国におけるサー
ビス業、そして辛うじて残った製造業におけるブルーカラー
の人々の業務すらも移民にシュアを奪われるという構図が
広がります。この結果、従前より先進国に居住するブルー
カラーの人々は行き場を失っていきました。
　結果として、国境というその国の人々を守る仕組み・概念
が崩れていることに人々は気づき、自国市場での移民
排斥、生産拠点移転先である新興国からの輸入排斥といった
保守化の流れが発生し、米国でのトランプ政権の誕生へ
と繋がっていきます。グローバリゼーションを当然の流れ
と捉え疑わなかった富裕層の人々は、この選挙結果に衝撃
を受けました。
　また一方では今、人工知能やロボットなど、先進国を中心
にブルーカラーの就労機会を奪う先端技術が誕生し、これ
からの時代に襲いかかってきます。人工知能の進化で、次
はブルーカラーの人々のみならずホワイトカラーすらも
影響を受ける。そしてこれらニューテクノロジーも国境と
いう枠組みを乗り越えて国家に浸透していくでしょう。
アジアでも類似の動きが続いています。フィリピンのドゥ
テルテ政権は治安回復や大国に影響されないフィリピン
独自の道を模索する政権であり、台湾の蔡政権も台湾として
の自立を意識しています。多くの国々で「国境」や「他国に
影響されない独自性と自立」、「乱れた治安の回復」、
「貧富差拡大の是正」や「新興国との関係見直し」などが
テーマです。2017年を展望しますと「グローバリゼーシ
ョン」「多国間での連携のための仕組みづくり」「自由貿易」
などの長らく世界経済の基準となってきたキーワードは、
必ずしも国際社会のスタンダードではなくなるかもしれま
せん。

2017年展望（2）

こうした環境の変化は2016年中には完了していません。
2017年にもこの変化は続いていきます。
　TPPは2017年1月20日のトランプ政権誕生後早々に米国
の離脱でその成立意義は大きく後退しました。　　　
“Make America Great Again” をスローガンに自国経済
最優先を原則として掲げるトランプ政権の厳しい視線は、
最大の貿易赤字国である中国へと向かいます。このため中国
から米国へ輸出が不利になることは間違いないでしょう。
ロシアが米国経済に対し搾取を行ってきたとは見ていませ
ん。トランプ政権の考え方からしますとロシアは米国経済
に不利益を与えていない。不利益を与えていない相手と戦う
意義は見い出せない、ということなのでしょう。
　日本は南シナ海リスクを念頭にロシアにエネルギー安保
上のリスクヘッジルートを求めていくでしょう。トランプ
政権誕生により米中関係が厳しさを増せば増すほど、日本
の7割以上のエネルギー資源輸送ルートである南シナ海
での非常事態発生の可能性が高まります。代替エネルギー
供給源を世界のどこに求めていくのか、その答えは自ずと
明らかです。極東開発への参加は政治的に重要課題となる
でしょう。政経分離で発展してきたグローバルエコノミー
は今や政治経済の連動性が高まっています。

山田ビジネスコンサルティング株式会社
海外事業部長・グローバル投資戦略アドバイザー

加藤　修
大手金融機関にて国際営業部国際アドバイザリーチーム次長、広州支店長、直投支援部長
などを経て現職。主な著書に「チャイナプラスワン」「アジアビジネスモデル60」「中国ビジネス
モデル70」「海外進出支援の現場から」「グローバル化進む日本企業のダイナミズム」他
主な寄稿連載に「新興国ABC」「2016年新興国フォーキャスト」（日経産業新聞）　「日系
企業のアジア戦略」（読売新聞・論点）「香港日系企業の課題と未来」ジェトロセンサー他

2017年　主要政治 会議日程
月
1月

2月
3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月
11月
12月

日
20日

下旬
15日
中旬
26日

23日

4～7日
7日
19日
26日
11日

7日

8日

29日

イベント名
ドナルド・トランプ　第45代アメリカ合衆国大統領に就任
英国最高裁、国民投票の立法措置要否判断
米国大統領施政方針演説
オランダ総選挙
中国全人代
香港行政長官選挙
英国EU離脱交渉開始
フランス大統領選挙
（韓国総選挙）
ADB総会（横浜）
フランス大統領選挙決選投票
イラン大統領選挙
G7サミット（伊・タオルミーナ）
フランス下院選挙
AIIB総会（済州）
インド大統領選挙
G20サミット（ハンブルク）
ASEAN首脳会議（ダバオ）
ASEAN結成50周年
BRICs首脳会議（厦門）
ドイツ連邦議会選挙
日中国交樹立45周年
IMF世銀年次総会（ワシントン）
中国共産党全国大会
タイ総選挙（民政復帰）ニューヨーク・マンハッタン
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ASEANにおける
輸出加工型ビジネスの資本動向（1）

　輸出加工型では中国・タイにおける生産コストの上昇、
市場化による国内向け販売の急増などの生産環境の変化の
中で、生産ラインの自動化、生産品目の変更などへの投資
が進む一方、労働集約型生産ラインについては縮小、また
は撤退と合わせミャンマー、ラオス、カンボジア、バングラ
デシュなどに投資を振り向け生産拠点の移転・二次展開に
取り組む企業が依然多く見られます。
　ラオスではタイからの二次展開が目立ちますが、カンボ
ジアではチャイナプラスワンで珠江デルタ方面から展開する
企業も多く見られ、タイからの二次展開企業との混在が
見られます。ベトナムについてはチャイナプラスワンの流れ
が引き続き続きますが、大企業の生産移転まで本格化して
おり、中国の投資環境変動の影響が強く見られます。
　プノンペンでヒアリングした際には3年前で７対３、７が
珠江デルタからの展開でした。一方、ビエンチャンでは逆に
タイからの展開が７、中国圏からの移転が３程度でした。
ミャンマーでは日本からの投資が多く入りますが、こちらも
労働集約型拠点の移転が多く含まれます。インドシナ地域

2 資本の動向

を観察するに中国・タイでは明らかに産業構造の変化が発
生し、双方より低付加価値産業に関連する資金が地域新興
国群、所謂CLMVに流出している構図です。

　さて、これら労働集約型産業で生産拠点を移転する企業
では、できれば既存拠点を売却して撤退する方が体力的に
楽になります。撤退の実務負担は膨大であり、訴訟リスク
もあります。撤退作業で長期間体力をとられ消耗すること
により、移転先での新展開が影響を受けることになります。
ただ市場全体を見渡すと同じ方向に向かう企業が多く、
売却による撤退を検討する頃には他の企業も同様のことを
考えるようになり、買い手探しも容易ではなくなります。
輸出加工型企業では本社や輸出先先進国企業からの依頼を
受けて対応する受注生産も多く、受注先あっての拠点である
ため発想が受け身になりやすく変化への対応も遅れがちに
なります。受注産業や受託生産企業では意識して周辺市場
の変化、取引先の将来の変化を先取りした自主進化が求め
られるでしょう。
　また5大陸それぞれで徐々にサプライチェーンを分離
し、独立した地産地消型生産体制を目指す動きも高まって
います。北米ではメキシコに自動車産業の輸出拠点が集結
していますが、これら拠点のオペレーションは中国やタイ
からの移管が非常に多く、移管後の中国・タイではオペレ
ーションの圧縮や中国内販売・ASEAN域内販売強化など
の対策が取られます。2014-2016年には中国・タイ拠点か
らの北米向け輸出が減少し、メキシコの新設拠点に新たな
米国向け輸出ビジネスが流入する構図となっていました。
元々はアメリカに存在した生産拠点をコスト削減のために
アジアへ移管したものの、中国・タイの生産コスト上昇や、
ここにきてのアメリカ経済の回復により販売量が膨らんだ
こと、更には中国からの北米向け輸出ビジネスにおける
生産一極集中のリスクを抑制するために再び北米に生産
拠点を回帰させるトレンドが発生し、このような動きと
なったものです。
　しかしここ数年集中してきた日本の自動車部品メーカー
によるメキシコ投資は、ここにきてトランプ政権誕生に
よるメキシコバッシングで動揺しています。トランプ政権
がメキシコからのヒトの移動のみならずモノの移動にも
制限を加え、NAFTAから撤退でもしようものならメキシコ
の拠点群は崩壊する可能性すら孕む構図となりました。
米国選挙戦後は米ドル高メキシコ・ペソ安が進み、選挙
前以上にメキシコでの生産活動ではコスト競争力が増して
います。もし制限が現実のものとなれば2017年度には
米国本土回帰の流れが生じ、メキシコ向け投資は大きな変化

　アジアに目を向けますと中国は米国との間で政治も経済
も揺れ易い状況です。米国との関係は難しさを増し、米国
のアジア回帰のターゲットとなる東南アジアへの浸透が
難しさを増すことから、経済的にはEUとの関係強化を目指
した新シルクロード構想への傾斜は強まります（もちろん
ここは米中対決というシナリオもあり得るわけですが、中国
のターゲットである「2つの100年」つまり中国建国と
共産党成立後の100周年となる2049年までには、まだ、
時間がありますから対決回避と私は見ています）。一方、
EUにおいてはギリシャに続きイタリア経済の悪化や更に
ドイツの金融機関危機などの難局が上手くコントロールされ
なければ経済は悪化するでしょう。英国の離脱や右派台頭に
揺れるEUの未来へのシナリオが明らかにならなければ、
中国は日本との関係改善に動かざるを得なくなるかもし
れません。ただ、今までとは異なり今回は日中関係は短期
間ではそう簡単に元には戻らないかもしれません。中国
によるレアメタル輸出制限などで苦しんだ日本企業は、強
力な政治力でコントロールされる中国ビジネスのリスク
を強く意識するようになりました。
　マクロベースでも対中取引の不均衡を米国のみならず
日本もEUも意識しています。ロシアも結果的には同様
で、政治的には蜜月に見える中露間のビジネスも大きな
伸びは示していません。

　但し、個別産業で見ますと中国では今次５カ年計画で
再び大きな変化が生じてきます。そのチャンスに日本は関
わっていかねばなりません。チャイナリスクで全て中国は
模様ながめでは、2020年には製造分野で中国に一気に
追い抜かれる事態ともなりかねません。もしそうなれば
2020年以降の日本はいよいよ苦しい状態になるかもしれ
ません。東京オリンピック後の景気の谷とも重なります。

　日本企業の主戦場であるASEANについて日本企業は
長らく種まきをしており、これからその収穫期が到来し
ます。EU企業はアフリカや中南米に既に種まきをしてい
ますが、これら地域の台頭はアジアの後でしょう。ただ、
日本の投資は戦略上安全な欧米への投資が圧倒的に多く、
ハイリスク・ハイリターンの新興市場向け投資は比較的
少ないのが現状です。そしてこれから収穫期を迎えるで
あろうASEANに対し、今中国からの投資が大規模に向かって
います。2017年、日本はASEAN市場で中国企業との熾烈
な戦いに動揺するかもしれません。
　日本のASEANへの投資は輸出加工拠点作りに向かい、
市場への投資は富裕層中心の比較的安全な市場への投資

に見舞われる可能性があります。その際、メキシコ拠点は
南米市場を目指すことになりますが、経済状況の悪いブラ
ジルを中心としたメルコスール連合の市場にはモノは
流れづらく、大西洋側もEU市場の先行きが見えにくいこと
から、西アフリカ諸国との新たなルートに生き残りを模索
することになるかもしれません。
　インドは中東アフリカ方面、加えてEU向けの輸出拠点と
しても機能し始めました。このインド拠点のレベルアップは
結果的に中国・タイからEUへの輸出を奪う原因となって
います。モディ政権の掲げる “Make in India” は結果的に
中国が鄧小平南巡講和以降、対外解放による外資輸出加工
型企業の呼び込みによる外貨収入源の確保と現地国民への
技術移転を目指した政策と根本的には同じものです。2017年
は2016年同様にモディ政権による強力なリーダーシップで
インフラ整備が進み、外資を引き込みながら対内投資の増加
や輸出促進による外貨バランスの改善が進むでしょう。規制
緩和の遅れも徐々に調整されてくるのではないでしょうか。

　日本企業のロシア拠点は2016年、ロシア経済の低迷で
苦しみました。ルーブル安で一時的にEU向け輸出ビジネス
をアジアからロシアに移管し、市場低迷に喘ぐロシア拠点
オペレーションのサポートを検討する企業が見られました。
この動きはアジア拠点にとってはマイナス要因となります。
何故ならロシアへの経済制裁が契機となり一時移管した
EU向け輸出そのものがロシア拠点に定着してしまう可能
性を秘めているからです。ロシア経済が回復に向かえば
現地日系企業はロシア国内販売の回復と合わせ、アジアよ
り移管したEU向け輸出で販売先ポートフォリオ改善を実現
できるかもしれません。

　日銀の黒田総裁による異次元金融緩和もまた円安誘導と
日本の輸出力アップを意識したものであり、これは生産
活動の日本回帰へも繋がるものです。折しも世界的なロボ
ティクスやloTブームの折、ASEAN拠点からの日本向けの
輸出は円安と自動化で日本生産に切り替えても十分採算が
採れる、といった声も聞かれます。この日本回帰の動きも
中国やASEANの輸出加工拠点によってはマイナスとなり
ます。このように様々な要因が中国、タイ、ASEANの輸出
ビジネスを圧迫しています。

　こうした潮流から従来グローバルな輸出ビジネスで膨張
していた中国やASEANの輸出加工オペレーションは、地域
経済をカバーするレベル、つまり身の丈に合ったレベルの
輸出オペレーションへと均衡されていく可能性があります。

です。人口ボーナス期を迎える中産階級以下の市場には
十分に向かっていない。ここを中国が押さえに来る構図の
ように見て取れます。また戦略的に重要なインフラへの
投資にも中国企業は積極的です。日本はローリスク・ロー
リターンの市場に多くを投資し、ハイリスク・ハイリターン
の新興市場への投資を避けてきました。懸念されますの
は、トランプ政権誕生やEUの動揺でこれら資産がハイ
リスク・ローリターンに変質しないかということです。

インド・大統領府官邸
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ASEANにおけるM&A市場の動き（2）

　ASEAN市場を狙った進出では、既に市場を押さえて
いる現地企業との資本提携・M&Aなどの投資の拡大が
始まっています。20年以上ASEAN各地を回っていて、
最近長年出会うことのなかった新たな分野の専門家と出会
う機会が急に増えたように感じます。中国やASEANにおける
直接投資支援の現場では、長きに渡りグリーンフィールド
での伝統的な独資・合弁進出を支援するコンサルタントと
その周辺を支援する弁護士・会計士などの専門家が大半で
した。しかし今やアジアでは新手のM&Aコンサルタント
やM&Aをメインに支援する弁護士・会計士も多く見られる
ようになっています。
　シンガポールでは多国籍展開してASEAN市場を押さえ
るグローバル企業や欧米から導入した先端ビジネスモデル
を採用しASEAN展開を図る企業、急拡大するASEAN 

日本企業・進出社数で見る
世界展開状況と昨年の増減（1）

　2016年、世界の日系企業分布は図表１のように変化
しました。

数の上では中国への集積が突出しており、ASEANにも
集積が進んでいます。米国は世界中から投資を受け入れて
いる米国では、日系企業は数字の上では中国・ASEAN
次ぐ規模で進出しています。MENAエリア、サブサハラ、
南米など南半球での集積はまだまだであり、日系企業の
グローバル化は依然道半ばであることがわかります。
　中国からの撤退や投資の低迷が語られるようになり久しい
ですが、実際には700社超の日系企業が新たに増加して
います。中国では産業構造の高度化が進んでおり、単な
る撤退ではなく進出企業の入れ替えが進んでいます。
撤退する企業も店閉まいをしている訳ではなく新興の
ASEAN諸国に拠点置き換えが進んでいます。このため、
ASEANも大きく増加しており、中国対比ではほぼ同数が
ASEANに新規で進出しています。
　2017年については世界情勢の変化により中国、タイ、
メキシコ、EUは鈍化、米国、インド、ベトナム、ミャン
マー、インドネシア、ロシア、サウジアラビアなどは増加、
イラン、韓国は選挙次第、フィリピンはドゥテルテ改革
次第と見ています。

日本企業・投資金額で見る
世界展開状況（2）

　金額ベースで年間の日本企業による対外投資金額を見ま
すと、北米は日本企業の全海外投資金額の37％が集中し、
中国の5倍規模となります（図表1）。市場シェアやニュー
テクノロジー確保を目指した大型M＆Aが中心です。投資
金額で見ますと中国・ASEAN・インドを足しても遠く届きま
せん。アジアでは小型の案件に資金が向かい、大型の案件
は欧米という構図です。ポートフォリオのバランス上、不
安感は残ります。
　ASEANでは、今後市場規模が拡大するにつれて、現地企
業の価値は高まっていきます。資本市場の整備が進めば
ASEANに知見のない欧米勢も一気に日本製品の牙城を崩
しにくる可能性もあるはずで、その際にはASEANで市場
シェアを有する企業がターゲットとなるでしょう。
　2017年は日本企業によるM&A実行金額としては米国、
インド、ロシア、ブラジル、ASEAN、豪州で増加、EU、
韓国で減少と見ています。円安は海外M&Aではマイナス
要因です。

3 日本企業の世界展開状況

中国経済の今後と
現地拠点・役割の進化（1）

　1982年の日立製作所による福健省合弁テレビ工場の
設立以降、日本企業は中国に多くの生産拠点を置き、これ
ら生産拠点では製品を米国や日本へ輸出しています。中国
の外貨獲得に大きく貢献しており、資金を吸い上げる市場
は米国や日本、還流先は中国市場。技術も中国へ還流させ
てきました。既に原材料と完成品の大半は日本を経由
せず、生産地間の直送、日本へは配当が還流されるのみ、
ということになっています。こうした企業のうち、北米
向け輸出ポートフォリオが大きな企業は2017年トランプ
新政権の対中政策に翻弄され、輸出量低下のリスクに
見舞われる可能性があるでしょう。
　このリスクをヘッジするには輸出先を他地域へシフト
する必要があります。まず考えられるのはASEANです。
しかしASEANに過度に輸出を振り向けますと、そもそも
中国拠点の存在意義が失われかねません。既に生産コスト
面での競争力が低下していますからASEANへ多くを輸出
するなら拠点ごとシフトすれば良いと言った議論にもなり
うるのです。今、目先ASEANではサプライチェーンが
足りないということであっても、移転の流れができてしま
えば自然とサプライチェーンは構成されていきます。それ
は日本企業が長江デルタや珠江デルタで過去に経験してき
たことです。
　30年前でも20年前でも、日本企業の人々で、中国で
今のようなサプライチェーンが構成されることを予想する
人とは残念ながら会ったことがありませんでした。一度
潮流ができてしまえばあとは時間の問題で、変化は確実に
起きていきます。チャイナプラスワンでリスク分散を図る
動きは2000年代からありました。10年で相当数の生産
拠点がASEANに設置されています。中国拠点の存在意義
を問われるリスクをヘッジするためには、欧州や日本へ
の輸出を拡大しリスク分散を図らなければなりません。

4 アジア地域リージョナル
トピックス

中越国境 税関ゲート（モンカイ）

eコマース市場に浸透するIT企業などに対するM&A事例
が増加しています。
　一方、他の新興のASEAN諸国ではグリーンフィールド、
つまり外資企業の独力での進出が依然中心であり、資本市場
が整備されていないことから内容の不透明なM&A案件も多
く、デユーデリジェンスの途中で買収を断念する案件が依
然多数見られます。M&Aという概念がASEAN市場に入って
からの歴史は浅く、新興市場の本来の意味での資本市場化
は遅れており、一部社会主義の歴史を持つ国も内包している
ことから、M&A市場の未整備、貧弱なM&Aの実行を担う人
材層、洗練されたプロフェッショナル人材の目利きの不在
など、不安要素が依然多数存在しているのが現状です。
　また案件の価値が欧米対比低くM&Aファームの手数料
収入が少ないことからグローバルファームが優秀な人材を
回せない、といった事情も市場整備遅延の背景となってい
る点も見逃せません。ただ、時間をカネで買う、つまり短
期間でアジアで企業活動のインフラを確保したい場合に
は、やはりM&Aは重要な投資手法の一つです。ハイリス
ク・ハイリターンであることを念頭に、選択肢の一つとし
て常に情報に触れる機会を持ちたいものです。

図表1　日系企業世界分布図

日系企業 世界分布図 2015年

カナダ
800社

＄1,121M

米国
7,849社
＄44,893M

メキシコ
957社
＄989M

ブラジル
705社

＄1,412M
オーストラリア
725社

＄6,690M

ASEAN4※2
46,253社
＄11,648M

台湾
1,125社
＄587M

中国※1

32,032社
＄8,867M

南アフリカ
275社

＄1,065M

インド
4,315社

＄▲1,706M

香港
1,358社
＄1,633M

サウジアラビア
119社
＄875M

ドイツ
1,777社
＄2,686M

英国
1,021社
＄15,205M

ロシア
452社
＄439M

国名
日系企業進出社数

日本の対外直接投資額※ 1：
※ 2：
出所：

香港を除く合計
ASEAN4（タイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン）
外務省、JETROの資料を基にYBC作成

Global Total
71,129社
＄130,752M

結果、輸出加工分野では中国・ASEAN向け直接投資の伸び
を鈍化させる一つの要因となっていると推測しています。
このため投資の目線は、より一層内需の成長へと向けられ
ていくでしょう。

　これからの中国やASEANでの輸出加工ビジネスでの進出
は、こうした外的要因に左右される可能性を見越した伸縮
自在な拠点づくり、または現地市場での販売と両にらみで
ビジネス展開し、人口ボーナス期を迎えるASEAN市場
向け販売でバランス感のあるビジネスポートフォリオを保持
した拠点づくりを意識すべきでしょう。
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　中国では主に華南地域の日系企業を中心に2000年代
より「チャイナプラスワン」によるASEANへのリスク分散
投資モデルが確立されています。その後もこの流れは続い
ており、日本企業の中には「環南シナ海オペレーション」
と呼ばれる輸出加工オペレーション上のリスク分散フォー
メーションの確立を進めてきました。
　しかし2016年には中国地域の経済伸長の鈍化と習近
平政権による反腐敗運動による政府関係者摘発や南シナ
海問題、尖閣諸島問題、更には朝鮮半島の政情流動化不安
など東アジア地域の地政学的リスクの高まりが大きく目立
ち始めました。
　南シナ海問題と東シナ海問題は、まさにこの地域が日本と
ASEANを結ぶ物流の大動脈であることから、また日本と
いう国家のみならず華南とASEANのネットワークに生産
活動を依拠する多くの投資家の脳裏に、この地政学的リスク
がよぎるようになっています。特に新たな進出の際にこの
リスクに無知に進出することで後日大きなリスクに晒される
ことがあってはなりません。ヘッジ策とセットで進出を
考えなければなりません。
　例えば、チャイナプラスワンで珠江デルタ⇒ベトナム
⇒フィリピンへと展開した光学機器関連の企業群はまさ
に南シナ海問題の当事者国ばかりに拠点が集中する結果
となっており、全社生産の過半をこの地域に頼る生産供
給体制を構築しているとすれば、ある日突然製品の供給
が止まることになりかねません。これはすなわち全社的
に死活的なリスクに晒される可能性を示唆しています。2017
年には早急なリスク分散策の検討が望まれるでしょう。日本
での生産シェア拡大もリスクヘッジ策の1つとなるでしょう。

中国からASEANへ展開する際の
新たな留意点（2）

　タイはここ数年あらゆるリスクに晒されてきました。巨大
洪水、中国の浸透、タクシン派台頭と大規模デモ、軍事

新国王即位後のタイ（3）

クーデターとプラユット政権の誕生に続きプミポン国王の
崩御。まだまだタイの政治は安定軌道に乗ったとは言えま
せん。
　タイの政治的経済的影響下にあったラオスには今や中国
が浸透し、北部では既にタイバーツよりも人民元が流通す
るようになってきました。ラオス国内の中国高速鉄道の
建設も進んでいます。
　タイ進出日系企業数では外務省によると1,700社程度。
しかしタイ日本商工会議所によれば7,000社超。タイ政府の
統計では9,200社といいます。実態が図りかねるほど日本
企業が浸透するASEAN最大の日本企業集積地だけに、タイ
動揺のインパクトは大きくワチュラロンコン新国王の就任と
共に政治がどのように安定に向かうのか、要注目です。
　課題はこれら政治体制の安定化と中国の影響力拡大のみ
ならず、インドネシア、ベトナム、フィリピンの市場として
の競争力拡大によるタイ市場の相対的な投資魅力の低下
や輸出加工拠点としてのコスト競争力低下も加わります。
タイの現状は「中進国の罠」にはまりつつあるように見え
ます。こうした状況下では強力なリーダーシップと競争力
ある成長戦略が必要不可欠です。一昨年、奨励業種に航空
機産業を盛り込む動きが見られました。しかし、自動車
産業から一気に航空機産業に飛び越すことは容易ではな
く、タイならではの、外資にとってタイを選択すべき産業
政策が必要でしょう。その際にはタイだけを見るのでは
なく、ASEAN全体での産業再配置を視野に入れた産業
政策が必要です。2017年12月、予定通り総選挙が実施され
れば軍政から民政への移管が実現します。それまでには
民政移管後に混乱しない素地作りが必要となります。

　ジョコ・ウィトド政権による2015年の外資規制強化は、
日本企業が同国に投資を振り向ける際の魅力を細らせま
した。2016年には修正が入ったものの、政策のちぐはぐ感
は否めません。ASEAN最大の人口と2050年には世界経済
の上位10ヶ国に入るとされるASEAN最大の経済で、外資に
とって域内最重要ターゲット国である同国に必要なのは、
成長に見合ったインフラの改善です。しかし政府による
リーダーシップが発揮されず、インフラ改善は遅延して
います。首都ジャカルタの海の玄関口・タンジュンプリオク
港の物流は既にキャパシティオーバーで停滞しています。
ジャカルタの大動脈・チカンペックハイウェイ沿いには過度
に企業が集積し、陸上輸送が停滞。中国が入札した高速鉄道

インドネシア・インフラ投資と
将来に向けた中間所得者層以下への対処（4）

　EUはドイツを始めとして中国との関係が強く、今年度
山場を迎えるEUというアライアンスへのチャレンジと問題
を抱えるギリシャ、イタリア経済やドイツの金融機関問題
などが上手く抑え込めれば、引き続き中国にとり極めて
重要な輸出先であり続けるでしょう。このため、まずは
日本本社のコントロールで中国拠点と欧州のビジネス上の
結びつきを強化する必要があるといえます。
　もう１つ重要な取り組みは、中国国内販売比率の拡大です。
中国国内市場は景気が悪いと思われがちですが、それは
不動産や資源、金融など一部の産業です。電気自動車や
スマートテレビ、白物家電などは大きく成長しています。
こうした中国の成長分野にビジネスを展開していくために
は、中国企業との取引に踏み込んでいく必要があるでしょう。
但し、売れ筋商品の変化が非常に早く、しかも時代の先端
を行く製品が好まれるようになった中国市場では回収リス
クにも留意が必要です。三角債に代表される中国の商慣習
は依然根底に流れています。流行が変化することにより
売れなくなると容易に支払いサイトの変更や支払意思の
希薄化が発生しかねません。しかし、これを文化として飲み
込んでいく、つまり中国の商慣習に付き合うことも中国
ビジネスで成功を収めるには必要なことでしょう。日本
本社ではメディア報道の影響もあり中国ビジネスに一線を
画す見方が増加しています。従って、中国の有望分野に
関する情報は現地拠点がしっかりと捕捉し、日本本社に
正確に伝えなければなりません。
　また、新シルクロード構想（一帯一路）による中国西部
から中央アジア方面への投資についても、中国は日本企業
にも参加してほしいと言っています。中国人スタッフと連
携しながら商機が本当にないか調べなければなりません。
中国に存在する日系企業は、日本本国が米国との政治的経
済的繋がりを深める中でもう１つの経済圏、すなわち中国
国内市場および新シルクロード構想を中心としたユーラ
シア経済圏創造への動き、そして中国企業のASEANへの
浸透にも何としても追随し、新たなビジネスモデルを築かな
ければなりません。これは日本本社では想像することが難し
く、中国拠点が考えなければならないことです。本社グル
ープが抱えるグローバルな地政学的経済学的リスクをヘッ
ジし、グループの持続的成長を図る上で中国拠点に求め
られる地域発ビジネスの創造に対応していくべきでしょう。
これら新規ビジネス捕捉により中国拠点の新たな存在意義・
役割課題を確立することが求められます。かつて日本本社
が取引先の中国進出で追随進出を要請され判断をした時と
同じような行動が、また恐る恐る中国市場開拓に着手した際
の勇気ある決断が、中国拠点そのものに再び求められる日が

　ベトナムは2016年、TPPに当初より参加予定であった
ASEANの数少ない国の一つであり発効次第で対米輸出拠
点として有望とされ、労働集約型産業の注目を集めていま
した。しかし、トランプ政権誕生によって米国のTPPからの
離脱が確実となり、2017年は注目度の低下・投資の伸び
鈍化が予想されます。但し、日本との関係は良好であり、人材
の質も高く、依然ASEANを代表する日本の投資先であること
には変わりありません。

政権交代、南シナ海問題、
TPP不成立下のベトナム投資（5）

ハノイ・オペラハウス

プロジェクトも座礁しました。
　2016年に入り、ジョコウィ政権はバティンバンの新港湾
インフラ開発を日本に依頼しました。ここにきて停滞した
鉄道建設でも日本に打診が来るなど、同国のインフラ
改善において日本はキーとなりつつあります。多くの魅力を
抱えるインドネシア。成長へのキーは政策の安定と腐敗の
圧縮、そしてインフラ改善に向けた政府のリーダーシップ
ということになるでしょう。
　日本企業は富裕層中心に大きなシェアを持っています。
将来のシェアの変化を意識した、今後浮上する同国の中間
所得者層以下の市場に向けた製品開発や販売ネットワーク
づくりも急務です。

　グエン・タン・ズンの10年に及ぶ成長戦略は共産主義時代
の負の遺産の整理を加速させ、投資環境も急速に整備され
てきました。ハリア・ブンタウ省ではインドシナ半島屈指の
深水港・カイメップ・チーバイ港の整備により従来のサイゴ
ン・ポートと合わせたコンテナ処理能力が大幅に向上。南部
港湾の整備進展はベトナムからカンボジア・タイ経由ミャ
ンマー・ダウェイを結ぶインドシナ・南部経済回廊の玄関口
としてホーチミン市に将来の大きな経済成長を保証したに
等しく、戦前のアジアを代表する貿易港サイゴン復活は現実
味を持ち始めました。

来たように感じます。そのために中国拠点は「日系企業」
という殻から脱皮し、中国地場の日系企業へと進化する
必要があるでしょう。香港にも香港地場日系企業と呼ばれ
る企業が多数存在し、非日系企業との取引で事業を維持
拡大している姿が見られます。中国本土でもこうした進化
が必要となっています。主役は日本人ではなく、地場に十分
な知見を持った日系人、そして現地人スタッフとなって
いきます。
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　マレーシアはコストが既に高く市場も他のASEAN諸国
対比小さいことから、ASEANにおける投資先としての
優先度は低下していました。再び投資先として注目を集め
るにはTPP成立如何といった感がありましたが、トラン
プ政権誕生で米国のTPPからの離脱が確実となり、
ASEANでも数少ないTPPへの第一陣参加国としての注目
は薄れることとなりました。
　最近では自動車産業のタイ集積に対し、電機・電子部品
産業のマレーシア集積が目立っていました。サプライチェーン
が一定程度発達しており、ASEAN域内に加えTPPで北米
へのアクセスに競争力がつけば大きなプラス要因となった
わけですが、この点は戦略の練り直しが必要です。
　同国におけるイスラム圏へのアクセスも投資魅力の１つ
で、同国のハラル認証やイスラム圏へのアクセス・ハブ機
能は他のASEANの国々にない機能となります。
　目下、日系企業にとってのトピックスは、コストが高く
なりすぎたシンガポールからの地域統括拠点移動です。マ
レーシアのTPP参加を見越してシンガポールからマレーシ
アへの統括拠点移転を検討していた企業もありましたが、

シンガポールの機能奪取を目指す
マレーシア（7）

　中国、インド、ASEANの3大経済圏に囲まれるミャンマー
は地政学的に極めて重要な地域です。首都ヤンゴンは戦前
の地域最大貿易港であったラングーンの輝きを急速に取り
戻しつつあります。テインセイン政権のバランス感ある政治
運営と、開国軌道に乗せた上での民政復帰は見事でした。

ミャンマー、試される
スー・チー政権の手腕（8）

　アキノ政権の下、2016年までのフィリピンは急速な
経済成長を遂げてきました。アメリカ、インドに次ぎ英語
人口の多いといわれており、人口も一億に近づいています。
日本から最も近いASEANとして日本企業はより同国に注目
すべきでありますが、1986年の三井物産支店長誘拐
事件発生以降、治安の悪さが日本人のイメージに強く残り、

ドゥテルテ新政権で注目される
フィリピン経済の未来（6）
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TPPが成立しないとなりますとマレーシアに地域統括拠点
を置くには再定義が必要となるケースも出てきます。た
だ、シンガポール同様の優遇制度があり税制上のメリット
に遜色はありません。
　またもう１つのトピックスとして、シンガポールからの
隣接地・ジョホールバルーにイスカンダル地区開発計画が
進んでいます。果たして香港と深センの関係のようにシン
ガポールとイスカンダル（ジョホールバルー）が延伸地域
として発展していくのかどうか、2017年もシンガポール
のコストアップを睨みながらマレーシアへの拠点移転は検
討テーマとして机上に登り続けるでしょう。

そして今年3月30日、国民の圧倒的人気を集める建国の
父・アウンサン将軍の娘、アウンサン・スー・チー氏の
政権が戦後同国初の民主政権として誕生しています。
　ただ、その後の経緯を見ると政治改革のスピードが落ち
ているように見えます。戦後実質鎖国状態で世界経済の
成長から取り残されてきた同国が、経済成長を加速する前
の段階で開発独裁を卒業し、スー・チー国家最高顧問の打
ち出す環境と人権を政策の前面に打ち出してきた場合、
今同国に必要な、強力な国家統治によるスピード感あるイ
ンフラ整備・政策遂行が鈍り、ミャンマーブームによる経
済成長が鈍化してしまう可能性があります。
同国で今後最も注視しなければならないのはダウェイ開発
です。タイとの陸路での連結は在タイ日系企業、ひいては
南部経済回廊全域の日系企業にインド洋への出口を提供
することになります。その物流コスト削減効果とインド市場
へのアクセスが与えるプラス効果は計り知れません。
　また徐々に大きな問題として浮上してきたのが西部ラカ
イン州を揺さぶるロヒンギャ族問題です。国連ではいよいよ
スー・チー政権に対しロヒンギャ族問題での対応に非難が
高まり始めました。
　軍の強硬姿勢の中でバングラデシュに難民が流入し、
今後地域紛争へと発展していく可能性が懸念されます。
まだまだ経済基盤の建設や外貨収入源確保のために外資の
力がいる同国では、治安を含めた投資環境の整備向上は必
須であり、難民問題からテロなどへと問題が拡散すれば大き
な打撃を受けかねません。
　北部では中国経済の影響が強まっており、中国による経
済支配の広がりや中国による北部での大規模ダム開発問
題など、舵取りも難しさを増しています。

出所：東京商工会議所などの資料を基にYBC作成
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　ただ、既に全土の７割の貿易貨物が集中する南部と北部
の経済格差拡大は課題です。
　北部ハイフォンではラックフェン港の整備が進み、紅
河デルタにも産業ベルトの基礎が打ち立てられています。政
策的に北部に誘致されたとするグローバル企業群のうち、特
にサムスンが世界最大の携帯電話輸出拠点を設置、外貨の稼
ぎ頭としてベトナムの輸出を支えています。南北格差を解
消するためのこれら投資誘致分散の試みはズン政権の大き
な功績であり、新たに誕生したフック政権が投資環境整備
と南北経済格差解消をどこまでバランスよく維持できるか
が注目されることになります。
　一方で、中国との南シナ海領有権問題のリスクはベトナ
ム投資を巡る最大のリスクとして残存します。どのように中
国の南シナ海浸透に折り合いをつけていくのか、新政権の手
腕が注目されます。

進出企業拡大の障害となっていました。しかしながら、そう
したイメージのアップデートも少しずつ進み始め、近時
日本企業の進出は順調です。
　ただ、ドゥテルテ新政権の誕生で今後外資に対する政策
がどのように変化するのかが現状見通せません。麻薬撲滅
と治安回復を最前面に打ち出し豪腕を振るっており、治安
の改善には期待が持てそうです。一方で米国との関係は悪
化に向かっており、関係修復を目指す中国からは投資が急
増する可能性があります。2017年のフィリピンは日米重視
の経済政策運営から日中バランスの経済運営へと変化を見
せるかもしれません。これは日本にとり同国市場での中国
企業との価格競争激化や人材獲得競争激化を意味します。
BOP対応、すなわち中間所得者層以下の市場への対応もい
よいよ悠長に待っていられなくなりました。
　今後のフィリピンの成長、中進国入りに治安の改善が必要
不可欠な要素であることは事実です。ただ、あまりに強権的
な治安回復手法で国民の支持を維持できるのかどうか、
そしてフィリピンの経済力を高めることに繋がるのかどう
かはまだ全くの未知数です。
　ベトナム同様に中国との南シナ海領有権問題もどのよう
に折り合いをつけていくのか注目されています。

南シナ海からインド洋につながる海のシルクロード

出所：各種HPの資料を基にYBC作成
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　ここまで述べてきた通り、2017年の世界は2016年の
地政学的リスクの高まりをそのまま引き継いでおり、加え
て日本企業はリーマンショック以降世界経済をけん引して
きた中国の経済面での成長鈍化を意識しています。トランプ
政権による米国経済最優先の原則による米ドルの本国回帰
本格化により、傷んだ新興国経済や先進国のうち経済の
弱っている国々では、外貨不足や自国通貨売り米ドル買い
による為替レートが下落し、経済が混乱することになるか
もしれません。新興国通貨の金利上昇も促すことになるで
しょう。
　国連貿易開発会議（UNCTAD）の中期予想の通り、今
後3年間の中期では先進国に資金が還流し成長押上げ、新
興国の成長は資金流出で鈍化という筋書きが妥当かと思わ
れます。2017年、グローバル戦略指針はこうした環境に留
意しつつ立てられるべきでしょう。
　中国経済については既に産業が重層構造化しており、
一言で中国経済を語れるほど単純ではありません。産業
ごとの見極めが必要であり、また潤沢な出動資金を持つ
中国中央政府の政策、すなわち５カ年計画からも目が離せ
ません。政策に沿って政府資金が出動され新たな経済が
生成されていくのが今までの流れです。ロボット産業や
人工知能など先端技術にも莫大な資金が向かいます。日本
は5年後、技術面で中国に追い抜かれることを覚悟し、
戦っていかなければなりません。
　2017年、アジアインフラ投資銀行（AIIB）の試運転
や回復に向かうロシア経済、動揺するEUとの関係の中
で、中国が主導する新シルクロード構想・一帯一路の実
現の可能性も見えてきます。

6 まとめ　2017年・
グローバル戦略指針と留意事項

　また2017年、欧州は極めて厳しい時期に差し掛かって
いきます。英国のEU離脱の道筋が見え、そして極右勢力
台頭が連日報道されているフランスでは4月に総選挙を迎え
ます。また、2016年のギリシャだけでは止まらず、
ドイツ銀行の経営危機問題やイタリア金融機関への公的資
金出動などEU全体で金融面でのリスクが浮上してきま
した。欧州系金融機関破綻が起きますと世界経済は再び
動揺し、その煽りで中国他、BRICs諸国にも動揺が広がる
可能性も考慮しておく必要があるでしょう。
　
　2017年はこうした世界的な変化の波、南シナ海リスクの
ような地政学的リスク、戦後を支えてきた体制のほころび
を睨みながら世界市場での舵取りを進めていく必要があり
ます。アジアの変化はそうした世界的な変化の中の一部で
あり、必ず世界的な潮流の影響を受けることになるのです。

　一方、ビジネスの動きは海外ではとても速いのが実情で
す。時代に取り残されてはいけません。
慎重にかつスピード感を持って専門家の情報を大きく
集め、それらを指針としながら自分の目で見て判断し、着実
に、しかし立ち止まらず海外展開を進めていくということ
でしょう。日本の立ち位置は世界第２の経済大国、つまり
日本を中心に世界が回る時代から大きく変化しました。
人口減による未来価値の下がった我が国は既に世界経済の
中心にはなく、我々を中心に時計の針は回らないことを
肝に命じておくべきです。日本株式会社の将来価値への見
方は厳しい。
　その中で日本にとっての主戦場・アジアで我々は市場の
シェアを守り、死角を点検し、地域ごとの役割や課題
の変化に対応し、未踏の市場に挑戦し、加速する世界の
環境変化に耐えうる人材を育成して生き残っていく必要が
あるのでしょう。

　最後に、今後の海外展開に際しキーとなる人材戦略に
触れます。
　私見ですが、日本では大企業のグローバル企業化、
中堅中小企業のリージョナル企業化（中国・アジア地域
でビジネス展開する企業）、零細～中小企業のローカル
企業化（日本のみでビジネス展開する企業）が進んでい
ます。また中国ASEAN地域は日本にとり国内の地方と同様
に日本経済圏の延長線の一部として捉える見方も増加して
いるようにも見受けられます。
　グローバル企業化する日本の大企業は5大陸で大陸ごと
の独立オペレーション実現と現地に根差した現地企業化が
進展し、現地採用スタッフによる現地企業運営が定着しつつ
あります。一方、日本人駐在人材はこうした地域独立オペ
レーションを複数経験し、外国人で形成される組織の中で
国際感覚を高度化し、国際人材へと成長を遂げます。
　リージョナル企業では日本の延長線としての世界が依然
中心であり、徐々にグローバル企業同様の進化が混在する
世界が形成されています。リージョナル企業はアジア
地域での展開が中心であり、アジア地域を日本の延長線上
にある地域として捉え、日本から展開する日本企業のビジ
ネスを追っています。問題はその後です。日系のみのビジ
ネスを追っている企業と現地市場を目指し現地化・日本人
人材の国際化を進める企業で価値観は分化します。試行
錯誤を繰り返しながら新興市場の成長力取込みに成功する
企業では、人材力・収益力が広がる傾向にあるようです。
　リーマンショック以降、アジア新興市場に入り込んだ
企業では本社役員に外国人を入れ、非日系市場に浸透し、
大きな成功を収めた企業が見られます。但し、この外国人
人材に対する目利きに失敗した企業では、逆に損失を被って
いるのです。従って、リージョナル企業からグローバル
企業への進化を目指すのであれば、外国人人材への目利き
力の醸成が必要です。そして、採用した有能な外国人
人材を定着化させるのであれば、外国人が働き易い環境
づくり・本社風土の進化が重要な課題となっていきます。

5 日本企業にとっての
グローバル人材戦略

　2016年、ナレンドラ・モディ政権の誕生と新たな政策
は眠れる巨象インドの経済をいよいよ動かし始めたように
見えます。インド人の経済関係者によると改革のスピード
は遅いという意見もありますが、一方日本から見れば今まで
と比べ政治の顔が見え、思い切った改革も実行しているよう
に映ります。
　2016年、GDP成長率は７％台と中国より高く、成長が
鈍化する中国や制裁で経済が停滞するロシア、資源価格
下落で同様に経済が停滞するブラジル・南アフリカと比べ
BRICs中で唯一高度成長を続けている国となっています。
諸論ありますが、少なくとも数字の上では改革が上手く
言っていないという言葉は当てはまりません。
　デリー・ムンバイ産業回廊の建設、その基幹となるデリ
ー・ムンバイ新幹線計画。モディ政権の経済浮揚策に日本
は深く関わっています。
　2050年にはインドは中国に次ぐ経済大国になっていく
と予測されています。日本はインド市場に今まで以上に
積極果敢に挑戦していくべきでしょう。資源安も同国経済
には追い風となります。2017年もインド経済の快進撃は
続く見通しです。

　一方、隣国バングラデシュはISの浸透を食い止められる
かどうかがポイントとなっています。ダッカ・テロの影響
はバングラデシュのイメージを大幅に悪化させており、
治安面への懸念から日本企業の進出は少しブレーキが
かかるものと推測しています。
　ただ実際には低廉で豊富な労働力や今後の人口増加率、
意外に進んでいるIT化に着目したeコマース市場など2017
年に着目すべきポイントは多く、目を閉じるべきではあり
ません。

　スリランカは内戦終結と親中のラジャパクサ政権から
バランスの取れたシリセナ政権へと政権交代が実現し、政治
に安定感が出ています。日本への投資誘致ミッション派遣
も急増、インド以上に整ったコロンボの投資環境に注目が
集まります。インド洋の海上交通の要衝で、政権安定により
2017年も日系企業の進出は進むでしょう。

グレーター・インディア概観（9）

ASEANのカシューナッツ工場 英国議会

2017年の世界展望とアジア各国のトピックス2017年の世界展望とアジア各国のトピックス
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POINT

1 アジアの見通し : 
リスクが機会を上回る ?

　一部では、アジア市場は成長が鈍化傾向にあり、リスク
が機会を上回っているという見方があります。これには多く
の理由があります。

　第1に中国では経済成長が鈍化し政府債務も高い水準に
あります。また、2015年に人民元が切り下げられた際に、
中国のマクロ経済政策の脆弱性が露呈しました。
　第2に、インドではナレンドラ・モディ首相就任後の
経済改革が様々な障害で予想より進んでいません。インド
の労働・金融・小売・その他サービスの市場が開放されて
いないと批判されています。加えてインドは、輸出関税の
引き下げやサービス市場開放を約束する大規模な自由貿易
協定に参加していません。

　第3に、南シナ海において、テロ攻撃によって、地政
学上の緊張が高まっていると見られます。こうした要因は
投資家心理や消費者マインドを冷え込ませ、投資逃避、資産
価格の下落、関連地域からの移民の増加をもたらす恐れが
あるのです。

2 アジア : 
楽観的にみる理由

　しかし、これまでの経験に基づいて、Spire Reserch and 
Consulting Pte Ltd.（以下「Spire」とする。）では賢明な
投資家にとって、依然アジアにおいてはチャンスの方が
リスクよりも大きいと考えます。Spireは、アジアおよび
その他各国の企業のお客様からアジアでの新しい市場機会
の可能性について、依然として多くのお問い合わせを頂いて
います。Spireが考えるいくつかのトレンドについて
述べたいと思います。
　第1に、成長エンジンである経済のファンダメンタルズは
依然としてしっかりしています。インドおよび東南アジア
の一部（インドネシア、ベトナム、ミャンマー、フィリピン）
では、引き続き以下の項目がけん引力となっています。

・

・
・

経済資源が非公式（地下）経済から公式経済へと移行。
たとえば、露天商から正規小売店へ、あるいは闇金融業者
から銀行への移行などです。
農村部から都市部への人口の移動
基本教育や設備投資による生産性の向上

　たとえば、電力供給が改善されれば、工場や会社での生産
量の増加が見込めます。また、子供たちも1日のうちのより
長い時間を学習やインターネットに充てることができるで
しょう。

　中国やタイ、さらにはフィリピンと比較して、インド、
インドネシア、ミャンマーでは港湾や空港のインフラ整備が
かなり遅れています。港湾や空港のインフラ整備の遅れを
取り戻すことができれば、こうした国々での大幅な輸出拡大
や現地生産製品によるGDPの成長が見込めます。　
　加えて、発展途上のアジアの国々においてほとんどの
小売業はいまだ非公式で未認可の状態です。中国で見られた
ような、小売の組織化やインターネット取引への参入と
いった移行を遂げることができれば、製品範囲や価格と
いった面で大きく向上するでしょう。
　北東アジアにおいては、成長が鈍化するものの、韓国の
例でみられるように、マイナス成長にはならないと思われ
ます。北東アジアの企業には自社ブランドのイノベーション
や成長を生み出す力があります。たとえば、韓国のエンター
テイメント企業や先端エレクトロニクス企業、また韓国や
日本の化粧品メーカー、台湾や日本の高級酒造メーカーなど
の成功例があります。

アジアでは経済成長が鈍化し、地政学的リスクや改革の停滞が見られる。
しかしSpire社では世界的なリスク増大の中でも、依然アジアでのチャンスは大きいと認識。
インフラの改善などによる投資環境の改善が成長を後押ししている。
アジアではインフラや物流が有望な他、中間所得者層の台頭でeコマースも有望視される。
但し、事前にしっかりしたマーケット・リサーチをした上で市場参入することが望ましい。

〇
〇

〇
〇

Spire Research and Consulting Pte Ltd.
CEO

Leon Perera
●オックスフォード大学（イギリス）

哲学・政治・経済を専攻し、2つのファーストクラス名誉学士を取得
●シンガポール経済開発庁（EDB）国際ビジネス開発部

シニアオフィサー、企業開発部、副部長を歴任
・共同創業者としてSpireグループを創業し、CEOとしてグループを率いる

・30社以上のフォーチュン500企業を顧客として獲得
・1,000件以上のリサーチ・コンサルティング案件を実施
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　Spireには、日本企業のプロジェクトに関わった実績も
多数あります。あるアジアの国で、一般住宅や宗教活動
用の建物に使用できる特別仕様の家庭用掃除機の市場参
入に向けた戦略ロードマップを策定しました。その国で
は、同様の掃除機はほとんど販売されておらず、参入を目指
す掃除機が市場で販売されている製品とは全く異なる種類
のものであったため、当該製品の情報はありませんでした。
　そこでまずSpireは、大規模な消費者リサーチを行い
ました。ターゲットとする家族構成の世帯グループに焦点を
当て、使用されている掃除機について調べました。リサーチ
に基づき、一定の所得水準のターゲット世帯における掃除
機の使用状況について前提を導きました。大抵の場合、国内
の労働力が潤沢で低コストであることから、掃除は最先端
の掃除機ではなく使用人によって行われていることが分か
りました。
　次に、掃除機の小売業者を訪ね、従来の掃除機の価格
水準および競合製品について調査しました。また、それらの
掃除機がネットで販売されているか、販売されている場合
には、ブランド、製品タイプ、価格について調査しました。
　さらに、プライス・ウォーターフォールおよび市場への
流通経路を探るために、掃除機の小売業者、卸売業者、
配送業者へのインタビューを行いました。
　こうした情報をもとに、市場参入を目指す掃除機に関して
仮説を立て、市場開拓計画の策定、最適な価格設定および
価値提案を行いました。
　「しっかりとしたトライアンギュレーション手法を用いる
ことによってのみ、市場参入を確実に成功に導く実用的
な調査結果を出すことができる」、これが我々の信念なの
です。

4 新興市場のリサーチに
おける課題

　日本企業が新興市場への参入に踏み出す場合、前もって
潜在市場とコストについてのリサーチが必要になります。
その際日本企業が直面する多くの問題には、以下のような
ものがあります。
　第1に、市場規模に関するデータは通常入手不可能です。
貿易業者がきちんと申告せずに物品を輸入することが多い
ため、多くのアジアの国において貿易データの信頼性は
あまり高くありません。さらに、サービス貿易に対する監視
メカニズムも完璧とはいえません。概して、政府統計局の権限
は弱く、予算も不足しています。市場規模に関する発表資料
やマスコミの報道は、一部消費財を除き、通常ほとんど入手
できないのです。
　第2に、会社情報も十分とはいえません。多くの企業は、
政府や税務当局に対して適切な財務情報を開示していま
せん。このため、ビジネスパートナー候補会社の本当の財務
状況を把握することは困難です。
　第3に、日本企業の製品やサービスに対する需要が見込め
る可能性がある一方で、市場参入への道はそれほど簡単で
はありません。適切な物流業者と取引をしたり、組織化され
た小売業者から注文を受けたりすることが難しいのです。
　第4に、許認可などに関連する多くの問題があります。
ウェブ上で迅速に事業登録ができるシンガポールのような
国とは異なり、多くの新興市場では、事業登録、海外駐在員
の派遣、現地従業員の雇用を行うためには複雑で不透明な
手続きが必要となります。

5 明確な市場の全体像を
把握するためには

　Spireは、こうした問題に対応するための十分な専門知識
を蓄積しています。このため新興市場において、お客様が
投資判断する上で、役立つ実用的な情報を提供することが
可能です。
　Spireでは主に、ひとつの情報源に依存しすぎないという
手法を用いています。リサーチチームは、通常、トライアン
ギュレート（3方向分析）で情報を分析します。つまり、結論
を出す前に複数の情報源を確保するように努めているので
す。但し、この手法は手間と時間を要します。ですから、時に
は結論を頂くのに時間を要するということをお客様に理解
して頂く必要があります。1つの情報源のみを使用すると、
それが正しくないかもしれないというリスクがあります
が、手間と時間を惜しまずにそのリスクを排除することで
より確度の高いリサーチ結果に辿り付けるのです。
　トライアンギュレートによる分析のために使用する情報
としては以下のものがあります。

・
・
・
・
・
・
・

業界団体などの専門家へのインタビュー
輸入業者へのインタビュー
流通経路内で最も消費者に近い業者へのインタビュー
最終消費者へのインタビュー
サービス支援会社へのインタビュー
貿易データおよびその他政府のデータ
公表済みのレポート

6 Spire のリサーチ手法は
実際にどう機能するのか3 アジアの新興市場で注目

すべき主要セクターは ?

　以下のような幅広いテーマがアジアに変革をもたらして
います。

　大部分のアジア各国政府は、経済の起爆剤を生み出して
失業者を吸収するためには、製造業の強化が必要だという
ことを理解しています。このため、現在ミャンマーとインド
では工業団地を建設しています。

製造業による生産規模の拡大■

　ベトナムは物流インフラ投資への潤沢な資金力があると
しています。インドの一部の州は、外資を物流インフラ
投資に充てており、マハラシュトラ州やアンドラ・プラデ
シュ州ではこの点で他州よりも優先して進めています。イン
ドネシアでは、ジャカルタの鉄道システムなどいくつか
の大規模プロジェクトが始まっています。

■ 物流インフラ（港湾、空港、道路、鉄道など）への投資と連携した製造業の成長

　Spire はこれまでに中間所得者層を対象とした物品・
サービスに関する多くのプロジェクトに関わってきまし
た。たとえば、自動車、高品質の食品・健康食品、ワイン、
私学教育、医療、不動産、ゲーム、エンターテイメント、イン
ターネットサービスなどです。これ以外に新たなトレンドと
して現在需要の高まりを見せている分野があります。たと
えば、医療モニタリング機器、高品質な健康食品、食品の
コールドチェーン、サイバーセキュリティなどです。さらに、
生活水準の向上に伴う糖尿病や高血圧症といった慢性疾患
の増加で、在宅ケア、自由診療、介護施設といったサービス
への需要も高まりつつあります。

中間所得者層の台頭■

　発展途上国の多くの企業が e -リテイリングに参入し、
アリババ、フリップカート、楽天のような企業のビジネス
モデルに倣おうとしています。e-リテイリングには、多く
の 利点があると見られており、とくに低価格の幅広い商品

ｅコマース /mコマース■

へアクセスできない小さな町に住む人々にとっては恩恵が
大きいとされます。加えてe-リテイリングは、インター
ネットを使用したバンキング、小規模ローン融資、支払な
どのサービスにもつながります。一部のNGOは、インド
ネシアにおいて政府および国内の電気通信・フィンテック
企業と協働して、eコマースの拡大による農村部の貧困
軽減や経済発展に取り組んおり、Spireではこうしたプロ
ジェクトの一部を支援しています。インドやベトナムなど
その他の国にも潜在力の高い未開拓のオンラインビジネス
市場が多くありますが、インドやベトナムに比べインド
ネシアは外国の多国籍企業やNGOに対しより市場が開放
されているため、これらの分野で先行しているのです。
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POINT

1 海外進出検討フロー

　昨今の日系企業を取り巻く事業環境はあらゆる業種に
おいてグローバル化がひとつのキーワードとなり、将来の
事業計画を描く上で、海外事業の戦略構築は必須の項目と
なりつつあると感じます。それは企業経営者が、縮小する
国内の市場環境に直面しており、株主、金融機関、競合
企業、顧客、供給先などの経営にかかわるステークホルダー
それぞれからの期待、要望、事業環境の変化などに対応
して事業の国際化を求められる機会が増えていることが背景
にあると思われます。しかし、勝手知れたる国内市場とは
異なり、海外市場では各国の規制、税務なども当然のこと
ながら、市場環境が根本的に異なる場合があり、国内事業
で強みとしている技術やサービスが、海外市場では強みと
して生きない可能性さえあるというのが現状です。
　そのため、経営者が海外事業の意思決定を行うために
は、国内事業における意思決定以上に入念な情報収集と
慎重な事業検討が必要であると、ASEAN地域における進出
支援の現場に身を置く人間として日々感じております。
　本稿では、新たな国や地域への海外進出を検討している
日系企業の皆様の一助となるべく、弊社が日系企業の海外

進出のご支援を行う現場で実施している実務について、
具体的な事例を交えてご紹介致します。

　一般的な海外進出の検討フローは以下の図表1の通り
です。もちろん、企業の置かれている環境やタイミングに
よって検討フローは多岐に渡ります。例えば、進出対象国
の企業を買収して事業進出する場合もありますが、ここで
は買収を伴わず、自社100%もしくはJV（合弁）事業として
進出する場合を想定しています。
　海外進出の検討フローの中で特に重要なのは主に下記の
4つのフェーズです。本稿ではこの重要な4つのフェーズに
ついて弊社の経験を踏まえた進出検討のサポート事例を
ご紹介します。

　想定する海外事業のビジネスモデルを仮説ベースで書き
出します。市場調査にて仮説を検証し、海外事業のビジネス
モデルを固めます。

■ ビジネスモデルの仮説設計フェーズ

　進出目的の明確化、進出対象候補国の選定、市場規模・
成長性、顧客ニーズ、業界構造・商流、競合他社、外資
規制、許認可の有無など海外進出を検討するに当たって、
対象国の市場・競争環境・法規制を正しく理解するフェーズ
です。

■ 市場調査フェーズ

　日本企業が海外進出を検討するにあたり、有力な現地の
事業パートナーを得られるか否かは事業成功の可能性を
左右する重要なファクターの一つです。
JV（合弁）パートナー、FC（フランチャイズ）パートナー、
現地卸売パートナー、現地製造・開発パートナーなど、形態
は様々ではありますが、海外進出において想定するビジネス
モデルに必要な事業パートナー候補を能動的に探索・選定
し、その事業パートナー候補が企業にとって適したパート
ナーであるのかを評価することが重要です。

■ 現地事業パートナー選定フェーズ

　1の市場調査フェーズで取得した情報をベースにビジネス
モデルを構想し、数値計画に落とし込むフェーズです。何年
後の黒字化を目標とするのか、初期投資金額はどの程度
で、その回収は何年後を目標とするのかなどの定量的な
事業進出可否の判断材料を作ります。また、数値計画の前提
条件となっている項目を正しく特定し、その前提条件が
覆ることがあれば瞬時に方向転換できるように、社内で
共通認識を持っておくことも重要です。

■ フィージビリティスタディフェーズ

2 ビジネスモデルの
仮説設計フェーズ

　まずは検討する海外事業のビジネスモデルを仮説ベース
で構想します。基本的には日本国内事業をベースに構想
することが多いと思いますが、日本国内とアジアでは国自体
の成長ステージが異なりますので、顧客像や規制環境が
異なる場合があります。もちろん、競争環境も大きく異なり
ますので、有効な市場調査を行うためにも想定するビジネス
モデルを具体的に構想する必要性が高いと感じております。

特に国内事業モデルをベースとする場合は、国内でその
事業が成立する上での常識的な要因なども具体的に書き
出し、それが進出対象国の状況と異なるのかを調査すること
で、構想したビジネスモデルの検証が行えると考えます。
例えば、国内事業の顧客はどの程度の年収水準であるの
か、その年収水準の顧客層は進出対象国に豊富に存在する
のかなどが単純な例として挙げられます。国内事業では
仮説設計段階において常識として意識していない要因で
あっても海外ではその常識が覆ることが多く存在するため、
詳細の市場調査を行う前に必ず必要な作業であると考え
ます。

→

→

図表1 ：一般的な海外進出の検討フロー

ビジネス
モデルの
仮説設計

市場
調査

フィージ
ビリティ
スタディ

事業
パートナー
選定

事業
立ち上げ

Phase1 Phase2 Phase3 Phase4 Phase5

縮小する国内市場を前に、海外への戦略構築は今や将来への事業計画を描く上で必須の課題。
海外事業の意思決定には、国内事業以上に入念な情報収集と慎重な事業検討が必要。
弊社が行う海外進出支援の一般的な検討フローは、ビジネスモデルの仮説設計→市場調査→
フィージビリティスタディ→事業パートナー選定。
海外事業にリスクは付き物であるが、事前調査と調査結果を踏まえた事業検討によりある程度の軽減は可能。

〇
〇
〇

〇
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　ある程度の事業投資を必要とする海外進出における意思
決定にはできる限りスコープの絞られた、正確な情報が不
可欠であるものの、ASEAN諸国を含む、いわゆる新興国
といわれる国・地域における市場調査には情報取得の面で
困難に直面するケースが少なくありません。主に以下3点
の課題が見られます。

　日本にいると細かなカテゴリーにおいても極めて正確で
最新の情報を入手可能ですが、アジアを含む新興国では
情報統計に必要なインフラが整備されておらず、日本では
常識と思われる情報が入手できないケースが多く存在しま
す。例えば、日本ではある特定の業界の市場規模はニッチ
な業界でない限り入手できる可能性が高いですが、アジア
を含む新興国では有料・無料の情報源に限らず入手が難し
いのが現状です。また、法規制に関しても、細則が公開
されておらず、実務が分からない場合が散見されるため、
関連の省庁などへ直接ヒアリングをしないと意思決定が
できないということがあります。

3 市場調査フェーズ

（1）アジア諸国（新興国）における市場調査の難しさ

1）公開されている情報が限定的である

　当然ですが、各国の現地語でしかアクセスできない情報
が多く存在します。日本市場での調査をイメージしますと
分かり易いと思いますが、例えば、日本市場を調査する
際に英語のみで情報を取りに行きますと入手できる情報が
限定的になることは容易に想像できると思います。進出を
検討する国が非英語圏である場合は、英語ではなく、現地
言語を用いて調査できなければ情報収集に支障をきたすと
言えます。例えばインドネシアでは、ウェブ上の英語ベース
の情報はインドネシア語の情報の半分以下であると言われ
ております。

2）公開情報が現地語のみでしか提供されていな
いため、言葉の壁を克服しないと情報を入手
できない

　情報を入手できたとしても、その情報が正確でなければ
意思決定に適した情報とは言えません。アジアを含む新興
国においては、その情報統計インフラの脆弱性により、情
報の正確性に疑問がある場合があるので注意が必要です。
できる限り複数の手法を用い、複数の情報源から情報を得
ることにより、情報の正確性を担保することが重要です。
例えば、デスクトップリサーチによって得られた統計デー
タをその業界の製造プレイヤー・卸売プレイヤーそれぞれ
へのインタビューによって検証するなどの手法を用いること
で、情報が正確性について確認を取ることができます。

3）入手できたとしてもその情報が正確でない
場合がある

　主にウェブ上に公開されている情報を収集・分析する手
法です。初期的な情報収集を目的とする場合が多く、マク
ロ情報・業界の統計情報・輸出入貿易統計・税制・法規制
などの情報を分析します。PC・ウェブアクセス・現地言語
堪能なスタッフがいればスピーディーに調査することが可能
であり、複数国を同時並行的に調査し、深く調査する国を
選定したり、対象市場においてより深く調査するポイントを
絞り込むなどの目的でデスクトップリサーチが行われます。

1）デスクトップリサーチ

　対象市場の業界内プレイヤーに対し直接インタビューを
行うことで情報を収集し、分析する手法です。一般に公開
されない商流・バリューチェーン・商慣習・商品購入の重要
な要因・価格決定要因・競合他社の評判などの情報を収集
します（図表2参照）。公開情報が限られており、かつ
情報の精度が低いアジアを含む新興国においては、極めて
重要な調査手法ですが、有用なプライマリーリサーチを行う
ことができるかは以下の要素がポイントとなります。

2）プライマリーリサーチ

調査手法（2）

　主な市場調査の手法には以下の3つがあります。これら
の手法については、それぞれの特徴を把握した上で調査を
実施する必要があります。また、単一の手法だけでなく
複数の手法を用いて情報源を多く持つことで、情報の正確
性を担保することができると考えられます。

プライマリーリサーチでは対象市場・業界に精通して
いる組織・企業に対してインタビューの機会を得る必
要があります。具体的なインタビュー候補先は、業界
団体・研究機関・関連政府機関・商流上のプレイヤー
（製造・商社・小売・不動産デベロッパーなど）など
が挙げられます。特に商流上のプレイヤーへのインタ
ビューにおいては、各プレイヤーの思いや置かれた
環境によってバイアスがかかる可能性があるため、前に
述べた通り、複数の情報源を確保することが情報の
正確性を担保するために重要です。既存の情報ネット
ワークを有する外部リサーチ・コンサルティング会社
を活用するなども検討に入れながら、十分な情報源を
確保し、限られた時間で調査ができる体制を作ること
が必要です。

a）信頼ある情報源を複数確保できるか

プライマリーリサーチを海外進出の意思決定に生かす
ために、業界内の関連プレイヤーへのインタビューに
よってどのような情報を引き出せるかがポイントとな
ります。インタビューを行う限られた時間内に引き出
せる情報は限られています。通常、漠然とした問いに
対しては漠然とした回答しか得られないため、質問事
項の一部は定量的な評価（5段階評価で回答してもら
うなど）を行える問いにするなど、できる限りインタ
ビュー後に分析可能な設計を事前に行うことが重要と
考えられます。

b）正しい問いを準備できるか

対象者が一同に会し、提示されたテーマに沿って座談
会形式で発言し、その情報を収集する方法です。参加
者同士が相互に会話・議論することにより、テーマを
掘り下げ、参加者の本音を導き出せる可能性がある反
面、フォーカスグループインタビューを纏めるファシ
リテーターの力量に調査結果が著しく依存してしまう
デメリットがあります。

c）フォーカスグループインタビュー

インターネット上で質問事項に回答してもらう方法で
す。一度に多くの対象者へアクセスできる反面、
Yes/Noなどの選択式の質問事項以外への回答が
得にくいデメリットがあります。

a）インターネット調査

調査員が対象者と1対1で向かい合い、自由なインタビ
ュー形式でヒアリングを行う方法です。身体的・金銭
的などの個人的な事情に立ち入った回答を得易い
反面、多数の対象者からの回答を短時間で得にくい
デメリットがあります。

b） F2F（フェイストゥーフェイス）インタビュー

　多数のエンドユーザーの声を直接収集・分析する手法で
す。エンドユーザーの嗜好（ブランド、価格、商品の味・
色・匂い・機能など）を理解するために行います。特に対象
市場にはまだ存在しない商品を用いて進出しようとする際
に有用となる手法です。コンシューマーリサーチには大きく
3つの手法があります。それぞれの特徴を理解した上で、
調査の目的に合致する手法を選択することが重要です。

3）コンシューマーリサーチ

図表2　プライマリーリサーチの概念図（建設業）
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　事業の意思決定をする上で、数値計画は最も重要な要素
のひとつです。市場調査フェーズで収集、分析した情報を
初期投資の金額、収益・キャッシュフロー・投資回収計画
へと積み上げます。本パートでは市場調査で得た情報を積
み上げ、定量的な数値計画に落とし込む作業をフィージビ
リティスタディと定義し、そのポイントをお伝えします。

4 フィージビリティ
スタディフェーズ

　昨今の日本企業の海外進出は、製造拠点の設立から販路
開拓を目的とした進出へとトレンドが移行してきておりま
す。販路開拓を目的に進出する場合、企業認知・商品認知
がゼロの海外市場で一から販売網を構築するということに
なります。加えて海外の取引先や消費者の嗜好や商慣習が
日本とは異なっている場合が多いことから、外国企業が自
前で販路開拓を行い一定シェアをとっていくには多大な時
間を要することが稀ではありません。それゆえ対象市場に
販売網を持ち、その市場の消費者の嗜好を理解する現地
企業とパートナーシップを結び、現地向けの商品開発を
共同で行ったり販売機能を活用させてもらうなどの事例の
増加が見られます。

5 現地パートナー選定
フェーズ

　日本国内事業の大小に拘らず、海外の新たな市場へ
事業展開するということは、一から創業するベンチャー
事業と似ています。むしろ海外事業の方が将来の不透明性
が国内事業に比べて高いと言えます。特にゼロから積み
上げることになる売上高についてはその蓋然性を保守的に
見積もり、それでも事業として成り立つ計画となるのかを
評価する必要があります。事業として成り立たない計画と
なるのであれば、ビジネスモデルや現地パートナーとの
組み方に工夫を加えるべきであり、当然ですが、無理やり
計画を成り立たせるべきではないのです。新たに海外進出
した事業が上手くいかない理由の多くは、想定通りに売上
を獲得できなかったというものであると思われます。

（1）売上高は保守的に計画する

　計画には必ず前提条件が存在します。特にアジアは前述
の通り、正しい情報を入手することが難しい場合が多く、
一定程度おおよその数字を前提に置いた上で、計画を作成
することになります。当然、前提条件が大きく変化する
ような場合は、同時に計画数値が変化することになるため、
前提条件が成り立つ状況を常にウォッチし、前提条件が
変化した場合の対策を立てておくことが好ましいと考え
ます。代表的な例は為替変動です。作成した数値計画は
どの程度為替変動に耐えられるのかを把握し、大幅な変動
により、計画が成り立たなくなった場合の対策を立てておく
ことが突然の為替変動のリスクを抑制することにつながり
ます。また、現地パートナーが重要な役割を担うビジネス
モデルであれば、現地パートナーに起因する状況変化を
見込んでおく必要があると考えられます。

（2）計画の前提条件を把握する

　検討している海外事業モデルにおいて自社の経営資源だ
けでは不足する機能がある場合、適した現地パートナーの
有無は事業の成功を大きく左右します。現地パートナーの
探索は、その対象国・業界において現地パートナーとなり
うる企業のリスト化（ロングリスティング）を行い、自社
の目的に合致する企業に絞り込む（ショートリスティン
グ）ことが一般的です。その上で絞り込んだ企業への打診
を行っていきます。現地パートナーの探索において以下2
点が重要です。

（1）現地パートナーの探索

現地パートナーに求める機能をできる限り明確にする
ことが自社の目的に適した候補先を特定するために役立
ちます。販売機能を求めるのであれば、当社が必要と
するチャネルとそれによってリーチできるエンドユー
ザーの属性などをイメージしておくとよいでしょう。
また、ショートリスティングの過程で同じ機能を保有
する現地パートナー候補の競争環境を分析し、それぞ
れの業界内のポジショニングを把握することによっ
て、当社がアプローチする候補先の優先順位付けが可
能となります。

a）現地パートナーに求める機能の明確化

現地パートナーとwin-winの関係が築けなければ事業
の成功はありません。自社が現地パートナーの機能を
利用するためには、自社から提供できる価値が現地パ
ートナーにとって魅力的である必要があります。ブラ
ンド力、独自の技術、まだ現地では流通していない新
しいサービスなど様々ありますが、その自社が提供で
きる価値をどのように生かし、それによって現地パー
トナーの事業が成長する絵姿を具体的に描くことによ
って、候補先へのアプローチによる結果に差が出ま
す。現地パートナー候補となる企業が競争力のある企
業であればあるほど、日系に限らず、他国の企業から
も協業のアプローチがあることが一般的です。その中
で自社は選ぶ立場である一方で、選ばれる立場でもあ
ることを謙虚に認識した上で、アプローチの戦略を練
ることが重要です。

b）自社が現地パートナーに提供できる価値の明確化

日本国内の場合でも、新たな取引先と商売を始める際
に信用情報を入手し、取引先の評価を行う企業が多い
と思われますが、アジアの場合、日本国内以上にその
重要性は高まります。アジア企業の財務情報を入手
する際の難易度は国によって異なります。一般に公開
されている国（シンガポールなど）、信用調査機関な
どから入手可能な国（タイなど）、外部からは入手
困難である国（インドネシア・ミャンマーなど）に
大きく分かれます。また、アジアの場合、その企業が
正確な財務情報を公開していないこともあるため、注意
が必要です。

a）財務的な信用評価

現地パートナーを評価するために、定量的な財務情報
を入手するだけでは不十分な場合もあります。そもそ
もアジアにおいては上述した通り、その財務情報が

b）業界での評判

　現地パートナー候補が自社のビジネスに適した相手であ
るかを評価することは非常に重要です。評価の基準として
は大きく「事業の親和性」と「企業の信用性」に分けられ
ます。「事業の親和性」に関しては(1)の現地パートナーの
探索ステップで評価されるものですので、このパートでは
「企業の信用性」焦点をあてます。

　以上、弊社のASEAN地域進出支援の現場における考察
をご紹介しました。前章のグローバルトピックスにある
ASEAN各国の現状でもお分かり頂ける通り、各国それ
ぞれが経済成長をしており、事業機会は広がっており
ます。しかし、その成長を取り込み、海外事業が成功して
いる日本企業はほんの一握りです。
　本稿でご紹介した海外進出のステップと各ステップに
おける考察が皆様の海外事業の一助になりましたら幸い
です。

（2）現地パートナーの評価

正確ではない場合もあるため、その対象企業の定性的な情
報を入手することも併せて行う必要があります。特にJVパ
ートナーなど資本関係を作り、深い関係構築を想定する場
合はリスクを低減するためにも重要です。例えば、技術供
与を前提とするJV事業であれば、その企業固有の技術が盗
まれる懸念であったり、販売を前提とするのであれば現金
回収の懸念などがあります。現地パートナーと組む目的や
形態によって様々ではありますが、外部には公にならない
その対象会社が存在する業界内の人間が知りうる情報を
入手し、その対象会社が当社の現地パートナーに適している
かを評価することが重要です。

図表3　現地パートナーの評価概念図

競合
からの
評判

供給元
からの
評判

取引先
からの
評判

他の事業
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評判

取引先

対象会社競合 事業
パートナー
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　カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム（CLMV
諸国）の4ヵ国に東南アジアのハブ－タイを加えたインドシナ
諸国が、日本企業にとって生産拠点の代替先として、また
新たな進出候補先として注目されています。
これら4ヵ国は領有権を巡って対立してきた歴史的背景が
あり、クメール王朝（9世紀～15世紀）時代にはタイ、
ビルマ（現ミャンマー）の間で熾烈な勢力争いが長く続き
ました。
　時は経て1990年代後半になり、4ヵ国は順次ASEANに
加盟、さらに2011年以降、ベトナムとミャンマーは開か
れた外交政策へと転換を図り、中国依存からの脱却に向け
て動き出しました。中でもTPPの参加国となったベトナム
は今最も積極的に市場開放を推進しています。

1 インドシナ諸国の展望： 
日本企業が注目する有力国

　ASEAN経済共同体(AEC)の発足により、日本企業にとっ
て非関税または低税率での域内貿易が可能になりました。
日本企業の既存サプライチェーンにインドシナ諸国を含む
一大ネットワークの構築も夢ではなく、中でもエレクトロ
ニクス、自動車、加工食品分野への期待が高まります。 

2 ASEAN経済共同体(AEC)とRCEPなど
メガFTAが域内にもたらす影響

・キヤノンと日立は既にタイとベトナムにエレクトロ
ニクス製品の組み立て工場を稼働させています。特に
ベトナムは、生産地としての優位性、低廉な人件費、労働
者の品質などの利点に加え、インターネット通信環境が
向上したことから、情報通信テクノロジー(ICT)のアウト
ソース先としての確固たる地位を確立しています。

3 インフラの影響

　日本を含む海外からの支援により上記4ヵ国を結ぶ物流
インフラ開発が進められています。 
中国では「一帯一路」戦略が推進中で、計画通りインドシナ
半島の道路インフラが整備されれば、中国南西部経済都市
（昆明・クンミン含む）との接続性が向上することになり
ます。つまり、同半島に拠点を構える日本企業にとって、
遠い東部沿岸地域（商業の中心）に代わる新たな市場の
登場に期待が寄せられることになると考えられます。

　さらにベトナムにとって大きなアドバンテージとなるの
がインターネット利用環境で、中国のようにGoogleや 
Facebookへのアクセスは厳しく規制されていません。

出所：ベトナム統計局（General Statistics Office of Vietnam）

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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図表1　ベトナム主要都市の人口

Ａ.
Ｂ．

Ｃ．

Ｄ.

南北回廊　昆明（中国）→チェンライ（タイ）→バンコク（タイ）
東西回廊　ダナン（ベトナム）→サバナケット（ラオス）→ムクダハン（タイ）
→モーラミャイン（ミャンマー）
南部回廊　ホーチミン（ベトナム）→プノンペン（カンボジア）→ポイペット
（カンボジア）→バンコク（タイ）→ダウェイ（ミャンマー）
中越回廊　香港　→広州（中国）→南寧（中国）→ハノイ（ベトナム）→ホーチ
ミン（ベトナム）

図表　グレーターメコン経済圏の回廊
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日本企業の生産拠点代替先の進出候補として注目が集まるインドシナ半島。
ASEAN経済共同体の発足により非関税または低税率での域内貿易が可能。インドシナ諸国を含む一大ネット
ワーク構築の期待が高まる。
ミャンマーでは市場開放が進んでいるが真の安定性確保には時間がかかると予測。
ベトナムでは積極的なマクロ経済政策により外資誘致が積極的に進められている。
外資企業にとって中央政府のみならず地方政府との関係構築が不可欠で、成功できるポイントは信頼できる
現地パートナーを1社選ぶことである。

〇
〇

〇
〇
〇

出所：各種資料を基にYBC作成

・日系自動車＆部品メーカーにとって重要な生産拠点となる
タイでは、最先端技術を搭載した車種（ハイブリッドカー
など）のみの製造を進め、熟練労働者が不要な単純作業は
ベトナムなど周辺諸国への分散展開が可能になります。

・タイでは、これまでに乳製品やヌードルなどの食品生産
および加工の実績があります。AEC発足以降、インドシナ
諸国で原材料を調達しタイで加工した後に海外に輸出
するなど、地域横断的な取り組みが可能になります。

Spire Research and Consulting Pte Ltd.
CEO

Leon Perera
●オックスフォード大学（イギリス）

哲学・政治・経済を専攻し、2つのファーストクラス名誉学士を取得
●シンガポール経済開発庁（EDB）国際ビジネス開発部

シニアオフィサー、企業開発部、副部長を歴任
・共同創業者としてSpireグループを創業し、CEOとしてグループを率いる

・30社以上のフォーチュン500企業を顧客として獲得
・1,000件以上のリサーチ・コンサルティング案件を実施



インドシナ諸国市場の可能性
　 

インドシナ諸国市場の可能性
　 

28 29

5 マネジメントの課題

　インドシナ半島における現地人材の活用とマネジメント、
現地サプライヤーとの協力関係の構築、政府機関への許認
可申請など、外資企業にとって課題は少なくありません。
ベトナムの例を挙げると、地方政府である人民委員会が
経済・産業に関する幅広い権限を委任されているため、
外資企業にとっては中央政府のみならず地方政府との関係
構築が不可欠となります。100%外資企業の参入が法的に
認められているにも拘らず、多くの外資企業が現地パート
ナーと協働するのが最善の方法と見ており、例えばイベント
運営業界ではこれが業界標準となっています。
　たしかに国有企業や軍と関連がある企業を相手に事業
を行う場合、買収またはジョイント・ベンチャーという
提携モデルが最良といえますが、現実問題としてインド
シナ諸国の国有企業をパートナーとして協力関係を築く
ことは、決して生易しいことではありません。
　一方、現地民間企業の買収は有力なオプションとして、
近年増加傾向にあります。

6 事例のご紹介

他社事例などから、まず1st stepはホーチミンとハノイ
の2大都市を中心に展開できる有力かつ高度な独占代理
店を確保。
上記2都市以外の地域への販路拡大については代理店を
確保した上で販売スキルに関する教育活動および販売
支援サービスを提供することが必要と判明。
また具体的な販売目標数値を設定し双方が販売実績を
共有することが重要。
日本の品質基準に基づいた製品価値や使用方法につい
て消費者に対する啓蒙活動を推進することも重要で、
ベトナムの消費者に日本製品の品質を理解してもら
い、製品のライフサイクルコストを低下させることが
重要。

　クライアントからの仮説に基づき、調査活動を展開。
サポートした事例を以下2つご紹介致します。

事例１：化学品メーカーのベトナム販売強化
　　　　および代理店確保のための戦略調査
　　　　

事例2：オフィス・オートメーション業界
　　　　の競合先調査と戦略立案

図表　ベトナム国内への海外直接投資（FDI）
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図表　2015年度 FDI（new and add-on cap)
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ベトナムのオフィス・オートメーション業界で成功す
るには、有力な国営販売代理店を1社選び、地方都市の
現地販売店との関係構築を強力にバックアップするこ
とが有用。
調査の過程で確認した別の成功事例では、ある日系企
業がかねてより大手ベトナム国営企業と代理店として
提携していたものの、提携先の売上実績が芳しくなか
ったため別の販売店に切り替え、明確な販売計画を設
定して全国販売に乗り出した結果、業績改善を果たし
た例が判明。
これらの事例が示すように、成功の鍵となるのは、信頼
できる現地パートナーを1社（複数でなく） 選び、イン
センティブを提示した上で販売教育や部品供給でサポ
ートし、この代理店が同時に地方販売店とのネットワー
クを構築していく手法が有効であるとの結論に至る。

〇

〇

〇

　投資家にとって最大の懸案事項は、インドシナ半島の政
情の安定です。国別に見ると、まずベトナムでは通貨ドン
の一方的な下落が続いた時期がありました。
　ミャンマーでは近年市場開放政策が進んでいますが、
いまだに法制度や金融システムが未熟で多くの課題を抱え
ています。2015年度選挙で民政移管を果たしましたが、
真の安定性確保には時間がかかると予想されています。
　一方、ベトナムは積極的なマクロ経済政策により、
港湾、ロジスティクス、道路、工業団地の開発・インフラ
整備を推進しています。また、省や工業団地間で外資の誘
致活動も活発に進められています。
　またTPPへの参加を表明した経緯から、TPPが廃案
となっても海外直接投資法や税法の大幅な改正は当分ない
だろうと予測されます。またベトナムには、米国との関係
を強化して中国依存から脱却を図りたい狙いがあります。

4 インドシナ半島は
安定に向かうのか?

　現在ベトナムと中国には南シナ海を巡る領有権という新
たな火種が浮上しています。対立の長期化は避けられそう
にありませんが、向こう10年間は国内資産を海外にシフト
させる資本逃避リスクの可能性は薄いというのが大方の予
想です。

ベトナム計画投資省外国投資庁データより
Spire Reserch & Consulting Pte Ltd.が抜粋

出所： シンガポール港
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2 成長に向けた課題

1 インドネシアで
e コマースが拡大

　世界経済の成長鈍化、世界貿易の減少、投資収益の低下
――これら3つの傾向は、インドネシアの現在の経済状況
に影響を与えています。外資を再び呼び込もうと、インド
ネシア政府は投資調整庁を通して、2016年※1に投資ネガテ
ィブリストを改定し、これにより35業種を外資に対して
100％開放しました。

　小売業は、今回変更の対象となった業種のひとつです。
小売業をネガティブリストから削除してほしいという要求
は、2014年以降、欧州や韓国の商工会議所、米国大使館
などから出されていました。外資に投資機会を開放する
ことにより、サービスの向上、消費者利益の向上、インド
ネシア企業の競争力促進につながるとされています。これ
までインドネシア政府は既存市場への過度な影響の懸念
から、外資に対し国内市場への投資機会開放に乗り気では
ありませんでした。しかし最終的に政府は、小売業界への
外資による投資を条件付きで開放することとし、最低投資
額を100億インドネシアルピア（以下ルピア）、外資の投資
対象店舗面積を1,400～2,000平方メートルと定めました。

　年率2ケタ成長を遂げるインドネシアの小売業界は、間違
いなく魅力的な市場です。2億5,000万人を超える人口※2、
増加する中所得者層、2030年に世界経済大国Top10位※3に
入る見通し、これら3つの要素がインドネシア市場の魅力
となっています。

※4  出所：情報通信省統計
※5  出所：情報通信省統計

　近年、インドネシア小売業界ではeコマースが拡大傾向
にあります。インドネシア国内のインターネットユーザー
やネチズンの増加、より便利な買い物に対する需要の高ま
りがその主な要因です。

　現在、インドネシアではネチズン（日常的にインター
ネットへのアクセスを有する人）の16％がeコマースを利用
しています。これはインドネシアのインターネットビジネス
には依然として大きな拡大余地があることを示しています。
eコマース分野の売上高が2013年の180億米ドルから
2015年には350億米ドル※4へと、わずか2年間で倍増と
いう大きな成長を遂げました。しかし金額ベースでは、
3,770億米ドル※5のインドネシア小売市場全体のほんの
1%にすぎず、依然開拓の余地があります。

　インドネシアでeコマースの普及を加速させるために考慮
すべき点は以下の通りです。

　インドネシアは現状、物流インフラが整っているとはい
えません。世界銀行の物流に関する最新のランキングでは
160カ国中63位でした。マレーシア（同32位）、タイ（同
45位）などの近隣諸国に遅れをとっています。インフラが
整っていないことや複雑な通関手続きなどが主な理由であ
るとみられますが、これらは現政権が改善に注力している
分野です。政府主導で始まった改善への取り組みによっ
て、インドネシアの物流インフラは今後大きな改善が期待
されています。

物流■

　BSA2015（ビジネス・ソフトウェア・アライアンスの
報告書）によると、インドネシアには、サイバー・セキュ
リティに関する適切な政策や戦略が未だ不在の状況です。
一方でBSA2015は、世界のサイバー攻撃のうちインドネシ
アで発生する割合が非常に高いと指摘しています。政府は
この問題に対応するために部局を立ち上げましたが、実際
の運用についてはまだ不透明な状況です。

サイバー・セキュリティ■

　eコマースの浸透を阻害しているもうひとつの要因は、
決済の方法が限られていることです。インドネシアの人口
2億5,000万人のうちの銀行口座を持っているのは僅か
6,000万人です。クレジットカード所有率にいたっては
さらに低い比率となります。主な理由としては、銀行口座
を開設するほどお金がない、口座維持手数料を支払いたく
ない、銀行が不便な場所にあるということなどだと考え
られています。銀行口座を持っている人が少ないこと、クレ
ジットカードの普及率が低いこと、さらに決済方法の安全
性に対する懸念が加わり、依然、eコマースは大部分の人に
とって便利な買い物の手段となっていません。

決済■

図表1　インドネシアの人口動態（2004～2014）

高所得者層
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出所：世界銀行

図表2 インドネシアの
ネットユーザー、ネチズン、ネットの買い物客
（単位：百万人）

出所：情報通信省統計
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2016年に外資規制が緩和され、小売業は条件付きで外資による投資が可能となった。
インターネットユーザーの増加に伴いeコマースが急速に拡大しているものの、その割合は未だ小売業全体の
1％にすぎず魅力的な市場と見て取れる。
インドネシアでのeコマースの更なる普及には課題はあるが、その潜在市場から今後各産業に与える影響は大きく
外資にとっても大きな魅力となっていくことが予想される。

〇
〇

〇

※1

※2  
※3 

出所：

出所：
出所：

2016年2月に草案が公開された。
（2016年5月18日に交付された政令44号で改定）
統計局推計（2015年に2.55億）
マッキンゼーグローバルインスティテュート、2012年他

Jeffrey Bahar
●ウィスコンシン大学（米国）経営工学修士課程を修了

●Chartered Semiconductor Manufacturing (CSM)社
※世界有数の半導体チップメーカー　生産管理に従事
●Pacific Plywood社 ※アジア太平洋の木材最大手

シニア・スペシャリストとして事業開発と関連する調査を担当
●2000年（創業年）に、リサーチ・マネージャーとしてSpireシンガポールに入社

2003年にSpireインドネシアを設立
・7年間に亘る市場調査の経験を持ち、社内の一次データ、公表されている二次データを活用し、戦略策定、

事業開発に有用なリサーチ業務を提供することができる
・卓越した専門性を活かし、情報通信、工学分野で多くの顧客の信頼を獲得している

Spire Research and Consulting Pte Ltd.
副CEO
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3 eコマースが各産業に
与える影響

　eコマースの影響が最も顕著にみてとれるのは物流業界

です。実際、Mass Media Relations JNE（インドネシアの

物流会社、以下MSME）の代表であるIdham Azka氏は、

eコマースとクリエイティブな業界の成長が、商品の配送プロ

セスを支援する物流会社に、機会をもたらしていると考え

ています。さらにAzka氏は、顧客の70%をeコマースの

サプライヤーと小売業者が占めているとさえ述べています。

　さらにeコマースはB to BとB to Cの両方のビジネスを

生むため、MSMEにとってビジネス拡大のチャンスとなり

ます。例えばB to Bでは、原材料のサプライヤーからディー

ラーまたは配送業者を結ぶようなビジネス、またB to C で

は、乗客を運ぶ運輸会社として、病院と患者、あるいは商店

と買い物客を結ぶビジネスなどが獲得できます。加えて、

バーチャル空間上に複数の店舗を並べたマーケットプレイス

型のeコマースもあります。eコマースを活用することで

MSMEは、大きな障害となる広告にかける時間や費用を

節約することができ、さらにマーケティング範囲の拡大

機会も得られます。

　決済方法に関しては、政府および民間企業がともに状況

を改善するための手段を講じています。政府は現在、無店

舗型の銀行サービス提供プログラムである Laku Pandai

と呼ばれるプログラムを導入しようとしています。この

プログラムでは、代理人制度を採用して地方の人々にも

サービスが提供できるようにします。一方、通信からハイ

テクにいたる民間企業は、キャッシュレスでの決済を可能

にするために、政府とは異なるプログラムを開発して

います。そのひとつがモバイル・マネーです。モバイル・

マネーは、残高が支払の上限とされることから、より低

リスクであり、そのため今後の普及は年々継続して伸び

る見込みが高くなっています。下表の通りインドネシア

国内の1日当たりの電子マネーの取引件数は、2008年

初めには約260万件でしたが、2014年には2億340万件、

金額にして年間3兆3,200億ルピアにまで増加しています。

CAGR：年平均成長率

出所：インドネシア銀行統計

図表3 インドネシアにおける電子マネー取引

1日あたり取引件数
（単位：100万件）

2015年については1〜5月のみの数字　

2.6

E-Money Transaction in Indonesia

17.4 26.5
41.1

100.6

137.9

203.4
223.4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CAGR 87%

年間取引金額
（単位：10億ルピア）

Yearly Transaction Value

2015年については1〜5月のみの数字　

519

77
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981

1,972

2,907
3,320

2,275
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CAGR 71%

4

クライアント：韓国著名通信企業
状　況：インドネシアのeコマース市場への参入を展望
し、市場の潜在力および規制を確認の上、外国企業による
インドネシア市場参入のための最適な戦略を模索。
調　査：規制当局や競合先に対する綿密なインタビューお
よび潜在顧客に対するフォーカス・グループインタビュー
（FGI）を実施。
調査結果と成果：
①地元の通信会社と合弁会社（JV）形態でのパートナー
　シップ契約を締結。
②JVは2万3,000社超の販売業者と提携し、ネット販売と
　併せて年間2,500億ルピアの売上を計上。販売商品数は
　200万点を超える。

事例１：
　　　　

eコマース市場への
参入戦略立案支援

クライアント：インドネシア通信企業最大手
状　況：eコマース・プラットフォームを構築するにあたり、
提携先選定を含めたビジネスモデルの策定支援。
調　査：競合に対する綿密なインタビューおよび潜在顧客
に対するフォーカス・グループインタビュー（FGI）を実施。
調査結果と成果：
①米国の有名eコマース企業と提携し、eコマースサービス
　を開始。
②年間で100万点の商品を販売するに至る。うち90%は  
　インドネシア製の商品。

事例2：
　　　　

eコマース・プラットフォーム
構築に向けた市場調査支援

クライアント：インドネシア大手民間銀行
状　況：オンライン・ショッピングに向けた決済ツールの
立ち上げを検討。
調　査：B to B調査および潜在顧客に対するフォーカス・
グループインタビュー（FGI）を実施。
調査結果と成果：
①決済ツールを立上げ、決済ツールサービスの提供を開始。
②1年間で40社のユーザーと50万人の顧客を獲得するまで
　に発展。

事例3：
　　　　

オンライン・ショッピング向け
決済ツール立上検討支援

eコマース業界調査に
関するSpireの実績
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POINT

2 人口動態

　過去10年間、インド経済は年間成長率7～8%※1で推移
し力強く持続的な発展を続けています。購買力のある中間
所得者層が増加し、3億5000万人※2の中間所得者層が
形成され、インドの成長が世界経済地図を変える――と
までささやかれています。
　こうした急成長を背景に世界の投資家の関心も高まりを
見せています。その理由のひとつとして高い投資リターン
が教育、フード、エネルギー、ヘルスケア、小売業などの
幅広い産業分野において期待できることが挙げられます。
例えば、主要都市のレストラン、モール、映画館はどこも
定員いっぱいで、フライトやホテルでさえオーバーブッキ
ングが当たり前になっています。止まりそうにない消費
需要の伸びを取り込もうと、マクドナルド、ソニー、パナ
ソニックなど世界を代表するグローバル企業がこぞって
インド向けに自社製品のローカライズ（現地化）に取り
組んでいます。

　では、日本との比較を通してインド経済の基礎的な状況
を確認します。 

1. 高度成長経済ー2015年GDP成長率は7.6%（日本は
0.8%）※3、中国に次ぐ強い経済成長を誇ります。2016
年度世界銀行の指標によると、2007年にインドのGDP
が1兆米ドルの大台に乗り、今や米国、中国に続いて世
界第3位の経済大国となりました。

2. 都市部人口 ーインドの人口は10億人を超えますが、
そのうち約4億3,000万人※4が都市部に集中していま
す。この数値は日本の都市部人口1億1,870万人※5の4倍
とほぼ同などです。

3. 低廉な人件費 ーアジア経済大国間の人件費コスト/１ｈ
を比べると、日本$36、中国$3.52、インド$1※6とな
り、最も高いのは日本で、日本と比較すると中国も魅
力的に映りますがインドはさらにその1/3となります。 

4. 日本企業数 ー日本企業の数は意外に多く、2015年現在
1,229社がインド進出しています※7。日系駐在員事務所
を含むと日系企業拠点数の合計は 3,500拠点※8に膨ら
みます。さらに、日系企業による企業買収件数では、
これまでも一定数を維持して来ましたが、2014年は46
件※9にのぼりました。

5. 資本コスト ー他国に比べインドの資本コストは高く、
インド企業は現地金融機関からよりも外国投資家から
資金調達をしたがる傾向があり、魅力的な投資先とな
っています。

6. 課題ー 2016年度世界銀行の「ビジネスのし易い国
ランキング」によると、日本の順位は189ヶ国中34
位、インドは130位でした。インドが低評価の理由に
は、低い契約履行率、契約締結までの時間のロス、
交渉のプロセスが複雑すぎる、などがあり、特に契約
履行に関する評価は178位となっております。

　都市部労働人口が平均年齢27歳前後（25歳～40歳）と
大変若く、多種多様な宗教、文化、人種が混在していま
す。標準的な人物像としては、大学卒または大学院卒で国
際社会に対する関心が高く（海外経験の有無に拘らず）、
情報へは複数チャネルを通したアクセスが自由なことか
ら、海外ブランド、 食べ物、ビジネストレンドやマナーに
ついて十分理解しています。また、子供を一人か二人持つ
既婚者が多く、両親を経済的にサポートしています。多く
は購買力のある中間所得者層で、スマートフォンやマイカ
ーを所有しています。Assocham-PwC社の調査によると、
2014年度オンライン取引をした消費者は約4,000万人（都
市人口の10%に相当） で、2015年には6,500万人まで増加
すると予想されています。
　平均通勤時間は2時間～4時間と長いですが、インドでは
標準的な数値となっています。また公用語の英語の他にヒ
ンズー語や出身地の母語などを話し、語学面での優位性を
持ちます。

1 インドと日本 の比較

http://www.firstpost.com/india/the-urban-middle-class-is-now-a-huge
-political-force-573805.html）

※3  
※4
※5 
※6

※7
※8
※9

出所：IMF
出所：世界銀行
出所：世界銀行
出所：ブルームバーグビジネスウィーク誌2014年11月7日記事
　　 「India vs. China: The Battle for Global Manufacturing」    

出所：在印日本大使館・JETRO調査
出所：在印日本大使館・JETRO調査
出所 ：ビューロー・ヴァン・ダイク

http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-11-06/india-vs-dot-china-
the-battle-for-global-manufacturing

https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/
EIU%20India%20Japan%20Mar31%2015_FINAL.pdf」

インドは新興国として低廉な人件費に加え高度成長と巨大市場出現という魅力を内包。一方で契約締結までの
時間がかかること、交渉プロセスが複雑などの問題もあり。
ニューデリー、ムンバイ、チェンナイなどのハブ都市に続き現在TIER2都市の成長が加速。ラクナウ、プネーなどの
TIER2都市の成長に留意が必要。
会社設立は税制度などが複雑であり、商習慣上現金取引が多く巨大な地下経済が存在。支払手法に現金取引
を許容するなどの柔軟性を持たせる必要あり。（紙幣流通禁止などの新政策で影響が徐々に出る可能性もあり）
優秀な学生が多いものの企業での即戦力として活用するにはスキルギャップが大きく、また採用後のつなぎとめも
容易ではないなど、人材面での課題もあり。

〇

〇

〇

〇
3 知っておくべき

インド事情
　インドに対する一般的なイメージは、経済途上国、インド
象、ヒンズー教、タージマハル、スパイス、牛、ヘビ使い…
などでしょうが、それは大きな間違いです。それどころか、
インドは世界が羨望する経済大国へと変貌を遂げました。
以下ではインド進出をご検討中の企業様にとって知っておく
べきインドの特徴をご紹介します。 

出所　在印日本大使館・JETRO調査よりSpire作成

図表　日本企業の都市別割合

Tier 2 cities
44%

Delhi (NCR)
19%

Mumbai
11%

Bengaluru
10%

Chennal
12%

Kolkata
4%

※1  
※2 

国家統計局
インターネットニュース記事より（Firstpost2012年12月31日
「Urban Middle Class is now a huge political force」

出所：
出所：

Japnit Singh
●School of Planning and Architecture（インド）

●アジア経営大学院（フィリピン）経営学修士課程（MBA）を修了
●Jones Lang LaSalle社（ニューデリー）※世界的な総合不動産会社

●2004年にSpireシンガポールに入社
・物流、製造業、情報通信、食品、建設といった分野で300件以上のプロジェクトを実施

・偽物品に関わる調査のスペシャリストとして、国際的なプロジェクトを複数実施
・建築士としての経験、ネットワークを背景に、建設業のプロジェクトには特に高い専門性を持つ

・米国商工会議所での講演、シンガポールの大手ビジネス紙への掲載など、各方面で専門家として高い評価を受けている。

Spire Research and Consulting Pte Ltd.
副CEO
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複雑な税制度（2）

　インドにはTier1と呼ばれる人口400万人を超える巨大
都市が6つある ― ニューデリー （デリー首都圏 =デリ
ー、グルガオン、ノイダを含む）、ムンバイ、ハイデラバ
ード、バンガロール、チェンナイ、コルカタ― などがこれ
までインド経済のハブと言われてきました。しかし、それ
は既に過去の話です。いまやメガシティの他にも、大阪と
同などまたはそれ以上の規模の都市（Tier2都市）が40都
市以上あり、いずれも低コストで優秀な人材確保が可能
です。こうしたTier2都市（人口100万人～400万人）を
選ぶアドバンテージは大きく、具体的には、Tier1都市と
比較して10～20%程度割安な生活費、35%程度割安な
不動産コスト、メガシティと遜色ないインフラ、税制優遇
措置、意欲的な人材が多いなどが挙げられます。上記グラフ
が示すように、インドに進出している日系企業のうち44％
は、デリー、ムンバイ、バンガロール、チェンナイ、コルコタ
以外のTier2都市を拠点としています。従って、インドの
どの都市を進出先として選定するかは、重要な決断となる
のです。

（1）主要都市に続いて急成長する地方都市

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

州政府の政策 ー 事業参入規制は州ごとに異なる。
収税 ー 課税率は州ごとに異なり税制度が非常に複雑。
コストおよび電力供給源 ー 地理的に多様であり、慢性
的な電力不足を抱えている地域がある一方で、供給が
需要を上回っている地域も存在する。
人件費 ー 都市により人件費は異なる。
不動産コスト ー 6大メガシティに比べ割安なTier2都市
であるが、インフラ状況その他事情により不動産コス
トは州ごとに異なる。
原料調達および消費者アクセスの距離 ー ビジネスのス
ピードは遅く、官僚主義の影響が強い、物流の効率が
悪いなどが課題となっている。
道路・鉄道・海路・空路インフラ ー Tier2都市には国
際空港が20あり、海外からのアクセスが良い。他に国
内のアクセスのし易さを考慮するのも重要となる。
経済特区の立地 ー 全国に105の経済特区(SEZ)があり、
税制優遇措置その他諸手続きが免除される。
IT インフラ整備 ー 過去10年間でITおよび通信インフ
ラが劇的に進歩しているが、ブロードバンド接続環境
などは地域格差があるため、十分考慮した上で進出す
る都市を選ぶ必要がある。 

・

・

・

スーラト ー 人口 440万人※10、石油化学やエネルギー供給
会社多数、高速鉄道計画の沿線都市。
ラクナウ ー 人口 281万人※11、ウッタル・プラデシュ州
の州都。アマウシ国際空港、25エーカーのITパークなど
がある。 
プネー ー 人口219万人※12、経済特区にはバイオテクノ
ロジー&ICT企業が集中、また大学が多数集まる学術
都市である。

　こうした背景を踏まえ、メガシティ以外の地方都市に
多くの工業集積地が形成されていることは、想像に難く
ありません。 

　下記に特出すべき成長を遂げているTier2都市を紹介し
ます。 

※10 出所：2011年国勢調査
※11 出所：2011年国勢調査
※12 出所：2011年国勢調査

　手続きには全部で13ステップあり 最短で 29 日を要しま
す（日本の3倍）。政府がオンライン手続きを採用してい
ないため、当局に対して書面（直筆署名）の提出が必要で
す。その結果、銀行口座開設所要日数は 5～7 日、もし
署名権限者が海外にいる場合はさらに日数がかかります。
資金調達目的の送金は都度書類の提出が必要です。移転
価格は厳しく規制されており、現地法人は利益率20～25%
を確保しなければなりません。
　官僚主義的なシステムに対応するためには、現地の弁護
士、会計士などの専門家およびカンパニーセクレタリー
（会社秘書役）が必要となります。

　加えて源泉課税(TDS) について理解しておくことも重
要です。外国人に対して支払われる給与、利息、手数料に
は源泉徴収(@10-30%)が義務付けられています。インド国
内に登記されていない企業に対する支払いにも源泉徴収の
義務があり、またそのような外国企業が源泉税の還付請求
を行うことは困難な場合が多いです。コンサルティング

　州により税制が異なり、かつ種類が多いため非常に複雑
です。デロイトが発表した「2014年版アジア太平洋地域
における税務の複雑性に関する報告書」によると回答者の
81%が、最も税制が分かりにくい国としてインドを挙げて
おり、また、回答者の54%が過去3年前と比べて一貫性の
度合いが低下していると返答しています。

4 インドビジネスに伴う
実務的課題

（1）会社設立や事業登録手続きが煩雑で官僚主義的

料、リテイナーフィーなども対象となるため、外国企業で
あるコンサルタントにとっては、報酬金額の20%が源泉税
として徴収され、将来的に還付される見込みはないことを
考慮しなければなりません。 

　インドの税制について簡単に情報を入手できたとして
も、いざ蓋を開けてみると予想外に高額な納税を要求され
る場合があり、その一方で、法律の抜け穴も多く存在して
います。つまり、一般に公開されている規制の字面だけを
見て分かった気になることはリスクが高く、実務面に詳し
いアドバイザーに相談することをお勧めします。特にサー
ビス業や金融業の企業の場合は源泉課税制度を考慮した上
で、慎重に顧客へ提供するサービスの金額を決定する必要
があります。

銀行取引について （3）

　インドには高度なバンキングシステムがあるにも拘ら
ず、いまだに現金取引が多く存在します。巨大な地下経済
の存在により、現金決済による柔軟性があることは極めて
重要となっております。多くの小規模企業は銀行口座を持
っていない、もしくは、納税義務を逃れるために銀行シス
テムを使いたがりません。小口現金の確保をすることは取
り得る解決策ではありますが、企業は支払いや事業の進捗
の遅れを防ぐために、支払い手法に柔軟性を持たせておく
べきであると言えます。2016年、モディ政権は高額紙幣
の流通を突如停止して、大きな混乱が出ています。

以下にTier2都市を考慮すべき項目を記載しました。

10.  優秀な人材の確保 ー これまでメガシティの優秀な人
材の多くは、より良い仕事を求める周辺のTier2都市
（プネー、チャンディーガル、トリバンドラムなど）
出身者であった。近年はポテンシャルの高い上記のよ
うな地方都市で勤めることが当人たちのビジネスキャ
リアの成功を地元でつかめる絶好の機会となり、また
企業にとっても採用後の定着率が良いとされている。

出所：Spire作成

図表　主な税目と税率

@30% + 3% Cess

@14%（国税・消費された品目に対して）

@14%（与えられたサービスの価値に対して）

課税免除に拘らず課される最低限の税金

国内で製造された製品

州政府に定められた輸入関税

中央政府に定められた輸入品に対する関税

印紙税、その他様々な状況に応じて徴収されるその他

輸入関税

州物品税

サービス税

中央物品税

最低代替税

配当税

州付加価値税

売上税

法人税

@12 -16%（州税）

@17 %

出所：Spire作成

図表　主要産業クラスター
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　情報がビジネスに不可欠な要素であることは周知の事実
です。インドは英語を公用語としているため、多くの情報
を英語で入手することができるメリットがあります。その
一方で、一般的な情報は手に入るものの、個別の製品情報
や企業情報となると話は別です。仮に個別の情報が手に入
っても、必ずしも客観性のある情報とは限らないからで
す。加えて、情報公開元が貿易促進機関や団体である場合
が多く、情報にバイアスがかかっている可能性も否めませ
ん。つまり、産業レベルのデータ入手が容易である一方、
より意思決定に役立つ特定の製品データは入手困難といっ
た特性があります。
　したがって、一次情報を取得するためのインタビュー・
観察・面談というアプローチが、情報収集をするにあたって
最も適しています。とりわけ、インド人は話すことを好む
傾向があるため、その特性を活かすことで、消費者行動、
嗜好、経験について理解することが容易となります。

　インドには幅広い業種に適応する若くて優秀な人材が豊
富です。しかし、大卒者人口は多いにも拘らず、即戦力に
はなり得ない場合が多いのも事実です。これが一つ目の課
題です。具体的には、理論的な知識はあるものの、マイク
ロソフトオフィスなどのPCスキル、職場でのコミュニケー
ション能力、基本的なI Tスキルが不足しているなどがあり
ます。全国に大学は712校、カレッジは36,671校あります
が、採用対象としてふさわしいのはその内トップレベルの
大学である30-40校の卒業生に絞られます。また、採用

（4）一般的な情報は公開されているが個別の情報は入手が困難

5 人材のスキルギャップ

企業側としては、新卒者に対して3日～15日間の合宿
研修などで基本スキルを習得させるための投資が必要と
なります。IT 系の大学卒業生の25%、エンジニアリング系
の大学卒業生の15%、製造・ヘルスケア系の大学卒業生の
45%、金融系の大学卒業生の50%がそれぞれすぐに雇用
して戦力となるとされる割合といわれています。

　もう一つの課題は、一度採用した優秀な人材を企業に
つなぎ留めておくことが難しい点にあります。インドの労働
法は多国籍企業よりも現地従業員に対して有利となる仕組
みになっています。例えば、インドの雇用契約書には競業
避止義務条項がありません。従業員が雇用主との雇用契約
を十分に履行しない場合が多く、そのため、辞表の提出を
しなかったり、実際に雇用主にとって新しい人材を採用
する際に最も重要である、その従業員のバックグラウンド
チェックを避けることも一般的によく起こる事象です。

　このような複雑なビジネス環境を踏まえ、インド進出を
検討する企業にとって重要になるのが、信頼できる市場情
報です。二次データのみを信用するのではなく、国際ビジ
ネスに精通すると同時にインドビジネスに深く関わり、市
場のトレンドと実態を掴んでいる信頼できるパートナーを
選び、実際の市場参入に先立ち、クライアントの目や耳と
なって、市場調査や実現可能性分析を実施する存在が必須
です。

2000年以降、Spireはムンバイを始め、インドの20を超える
都市（現地言語を活用）において調査プロジェクトの実績
があります。そのうち3つの事例をご紹介致します。 

6 Spire の優位性

事例紹介 1

クライアント：健康関連製品を製造・販売する日系コング
ロマリット企業
状　況：製品のインド輸入を検討するに当たり、判断材料
として現地消費者行動の理解のために消費者の食生活パタ
ーンおよび自宅での糖尿病治療に際した行動実態の把握を
希望。 
調　査：糖尿病患者を持つ家庭での自宅治療実態調査を
実施。

健康関連製品のインド輸入販売に際
したインド市場の消費者行動調査

調査結果と成果：
食習慣や治療方法が民族間で大きく異なり、インド全土
に対して同じマーケティング戦略は通用しないことが
判明。
加えて、生活様式が男女間で異なること、治療に対する
基本的欲求が異なることが判明。
消費者グループ別・男女別のニーズに合わせた製品を
開発し、多様なニーズに応えられるように対応したところ、
消費者に対して適切な製品メッセージを伝えられるよう
になった。

①

②

③

事例紹介 3

クライアント：病院・ホテル向け自動精算器日系メーカー
状　況：ホテル、病院、ショッピングモールなど幅広い
顧客候補を対象とした包括的かつ徹底した市場調査を
実施。

病院・ホテル向け自動精算器メーカー
のインド向け投資方針検討支援

調査結果と成果：
以下のような事実がわかり、インドの自動精算機の需要
は限定的であると結論
・ホテル市場が他国対比限定的 
・F2F のコミュニケーションを好む文化
・自動精算器のセキュリティーの問題
・クレジットカード利用者が依然少ない 
インドにおいては小額の投資から始めることを提言。
・市場のポテンシャルがより大きなタイを次の市場参入
候補として設定し、フィージビリティスタディを実施。

①

②

事例紹介 2

クライアント：空調設備機械の設計および設置を行う日系
中小企業
状　況：インド市場の成長性分析および提携先・買収先の
選定を希望
手　法：
第1フェーズ：二次調査を通して空調設備の重点市場と見
込まれる地域を特定。
第2フェーズ：クライアントと競合企業、提携先候補、関
連機関、空調システムのエンドユーザーへのインタビュー
をクライアントと共に実施。

空調設備機械設計・設置企業の
インド市場進出支援

調査結果と成果：
分析を通して、インド政府は省エネ・エコ対応した建物
に関心があり、市場は将来的に非常に大きな可能性を秘
めていることが判明。一方、空調設備製造工場やクリーン
ルームをターゲットにするのは時期尚早であると結論。
空調設備の重点市場として見込まれる地域を特定し、
提携先、販売会社、買収先などの候補選定に成功。

①

②

図表 情報入手の難易度比較

競合/会社情報
（国営企業・民間企業）

マーケットインサイト

産業/貿易データ

国家政策/ 税制

市場規模

人口統計

マクロ経済データ ★★★★★

★★★★★

★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★

★★★★

★★★

★★★★★

★

★★

★★

★★

★

分類 産業情報の入手のしやすさ 製品情報の入手のしやすさ

★★★★★高 ★低

出所：Spire作成
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医療法人を取り巻く業界環境、事業承継とM&Aの動向2

医療法人のM&A実務とポイントⅢ
「業界再編を促す規制 緩和・強化・創設の動き」
「コラム MS法人の活用と留意点」
「医療法人M&Aの目的・狙い

「医療法人のM&A事例」
「コラム 医療法人のM&Aと株式会社のM&Aの違い」

-M&Aニーズが発生する背景と買い手側の狙い-」

医療法人の事業承継実務とポイントⅡ
「医療法人の事業承継における問題点」
「持分のある医療法人の出資持分の放棄」
「医療法人の納税猶予制度」
「事業承継事例 -退職金で評価を引き下げ-」

医療法人を取り巻く業界環境と経営課題Ⅰ
医療法人を取り巻く業界環境と経営課題

YBC バックナンバーのご案内

“人的”事業承継対策の重要性と進め方

事例・座談会Ⅲ
「事例紹介 後継幹部メンバーによる中期事業計画策定プロジェクト」
コラム「MEBOスキーム立案に際しての財務上の注意点」
「座談会　コンサルティングの現場から見た人的事業承継の実態」

人的事業承継のポイントⅡ
「人的事業承継のポイント」
「安易な株式の分散・移転は、スムーズな人的事業承継の障害となる」
コラム「事業承継に際して押さえておきたい株主の権利」
「人的事業承継に向けた中期事業計画の策定方法」
コラム「株価引下げ対策が中期事業計画実現の足かせになるケース」

オーナー企業を取り巻く経営環境と人的事業承継の重要性Ⅰ
「オーナー企業を取り巻く経営環境と事業承継」
「失敗事例から考える人的事業承継の重要性」

4.02

パチンコホール業界を取り巻く環境と生き残りの方向性6
パチンコホール業界の市場・競争環境

パチンコホール業界への規制強化の動向

パチンコホール　生き残りの方向性

パチンコホール業界の基礎知識

「人材不足時代」における人事戦略の方向性8

事例紹介Ⅲ
「現状分析～改善策立案事例①」
「現状分析～改善策立案事例②」

現状分析の重要性Ⅱ
「現状分析の重要性と分析のポイント」

「人材不足時代」の到来Ⅰ
「『人材不足時代』の到来」
「労務管理に関する経営上のリスク」
「今後求められる人事制度」

1

財務改善Ⅲ
「中堅・中小企業資金繰り改善のポイント」

アジアでの事業展開Ⅳ
「中国現地法人 財務実態把握のポイント」
「非製造業企業の東南アジア進出検討のポイント」

業界・業種別解説Ⅱ
「スーパーマーケット売場改善のポイント」
「製造業における利益のとらえ方」
「医療介護総合確保推進法における医療法の
改正内容とその影響」

中堅・中小企業における資本戦略 -事業承継とM&A-Ⅰ
「中堅・中小企業における人的事業承継の成功ポイント」
「事業承継の選択肢としてのM&A」

金融円滑化法「暫定リスケ」からの出口3

出口の事例Ⅲ
「私的整理によるスーパーマーケットのM&A事例」
「私的整理による建設業のM&A事例」

出口のスキームⅡ
「出口の選択」
「抜本策実現の手続1　-私的整理か法的整理か-」
「抜本策実現の手続2　-各種私的整理手続の比較-」
「再生型M&Aの見極めと決断」
「私的整理における税務のポイント」

「経営者保証ガイドラインによる保証債務整理の
実務運用について」

出口に向けた取組状況と見通しⅠ
「出口に向けた取組状況と見通し」

中国現地法人 撤退の実務5

撤退の法務と税務Ⅲ
「撤退に際しての法務ポイント」
「撤退に際しての税務ポイント」
「撤退に際しての日本の親会社の税務ポイント」

撤退実務のポイントⅡ
「存続か撤退か」
「撤退手法の概要と実務上の注意点」
コラム「中国リストラ実務の現場より」
コラム「中国で仕事がうまく進まないのは、雑談が足りないから？」

中国経済の現状と日本企業の動向Ⅰ
「中国経済の現状と日本企業の動向」

病院を取り巻く制度環境変化と病院経営への影響と課題7

病棟建替えに際しての事業計画の内容と策定手順Ⅲ
「病棟建替えに際しての事業計画の内容と策定手順」

病院経営における最近の論点と実務のポイントⅡ
「病床機能転換の論点と実務のポイント」
「病棟建替えに際しての論点と実務のポイント」
「人事制度の論点と実務のポイント」

病院を取り巻く制度環境変化と病院経営への影響Ⅰ
「病院を取り巻く制度環境変化と病院経営への影響」

　波乱の2016年が終わり2017年に入りました。
世界情勢は複雑さを増し、想定外のリスクという言葉が当たり前のように
目の前に出現する時代となりました。
そうした中でも日本企業は未来の市場確保を目指し世界展開を進めています。
　中国で多く目にした撤退は、実は中国地域事業高度化への新陳代謝への
動きであったとか、タイでの新規進出減少の背景には、実は競争力の低下や
周辺国との差別化が難しくなり中進国の罠に陥る中の話であったとか、
シンガポールでのM&A案件の増加は、実は何も日本企業だけに限った動きで
はなくASEAN地域全体の資本市場整備が進展する中での動きであったと
か、実は地域横断的な潮流の中で捉えるべきであったことに後から気付かさ
れます。

　2017年は世界的な潮流変化の年です。
グローバリゼーションという概念が修正される、一方でロボティクス、
loTなどの生産面での革命も急速に進んでいく、そういう極めて複雑な
環境下で、勝ち組と負け組、ゼロサムの世界が進展していくことになりそう
です。
世界的な潮流の変化、日本の国としての変化への対応を見極めつつ自社の
進むべき方向を見極め、新しい取組にチャレンジしていく必要性を今まで
以上に感じずにはいられません。

　弊社・山田ビジネスコンサルテｲング（株）は、時代を先取りし、お取引
先の皆様の変化へのチャレンジを支えて参る所存です。
是非弊社の機能をご活用頂き、新しい時代へのチャレンジへとつなげて頂け
ればと思います。

あとがき

山田ビジネスコンサルティング株式会社

西村　勝之
専務取締役 海外事業本部長
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高陽市
（韓国）

クアラルンプール
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436

664名（2016年10月現在）

海外

 中国
（上海）  　   山田＆パートナーズコンサルティング（上海）有限公司
　　　　　    山田ビジネスコンサルティング（上海）有限公司
　　　　       Spire Research and Consulting Pte. Ltd.

 台湾
（台北）        優成監査法人

 フィリピン
（マニラ）       優成監査法人

  ベトナム
（ハノイ）        山田＆パートナーズベトナム有限会社
　　　　       優成監査法人
（ホーチミン）  優成監査法人
　　　　　　 Spire Research and Consulting Pte. Ltd.

 韓国
（高陽市）      Spire Research and Consulting Pte. Ltd.

シンガポール    山田＆パートナーズシンガポール有限会社
　　　　　　　　  山田ビジネスコンサルティング株式会社 シンガポール支店
　　　　　　　　  Spire Research and Consulting Pte. Ltd.

  インドネシア
（ジャカルタ）           優成監査法人
　　　　　　          Spire Research and Consulting Pte. Ltd.

  タイ
（バンコク）             YBC&Spire(Thailand)Co.,Ltd.

  マレーシア
（クアラルンプール）    Spire Research and Consulting Pte. Ltd.

  インド
（グルガオン）           Spire Research and Consulting Pte. Ltd.

山田グループ海外業務のご案内 http://www.yamada-global.com/

税理士法人山田&パートナーズ

各社の海外提携先

■BKR International
世界80ヵ国、160のメンバーファームをもつ世界TOP30位内に
位置する会計事務所・監査法人。

優成監査法人

■Crowe Horwath International
世界130ヵ国、209のメンバーファームとビジネスアソシエイトを形
成しているアメリカ合衆国のニューヨークを本部とする世界
第9位の会計事務所。

カリフォルニア州を本拠地とする独立系で最大の会計・コンサルティ
ングファームであり、アメリカ合衆国内でも有数の会計ファーム。

Takenaka Partners LLC
アメリカ合衆国、ロサンゼルスに本拠地をおき、1989年の創業以来、
インベストメントバンキングやクロスボーダーM&A及び戦略的
パートナーシップに関する総合的なアドバイザリー・サービスを提供。

山田ビジネスコンサルティング株式会社

■上海外聯発商務諮詢有限公司
1992年以降、中国で最初の自由貿易区としても知られる「上海外高
橋保税区」を開発した政府系機関。自由貿易区への投資誘致の
ほか、物流・通関の支援、会社運営のコンサルティング及びサポート
といったサービスを提供。

■北京大成（上海）律師事務所
北京に本部を置き、中国約40ヶ所に約3,000名の弁護士を擁する、
中国最大の法律事務所の一つ。2015年、世界的法律事務所の
デントンズとの統合により世界120カ所、6500人の弁護士と専門
家を擁する世界最大規模の法律事務所となった。

■上海琳方会計師事務所有限公司
税務、資産評価、不動産評価、プロジェクト評価の専門会社も
グループに有し、職員約180名を擁する中堅税会計事務所。

■東洋ビジネスサービス株式会社
1977年にタイで創業。タイ現地において会社経営支援(タイ法人の
人事・労務、法務、会計などの経営管理全般の問題解決)や月次顧問
契約、タイ人従業員教育、トラブル対応などのサービスを提供。

Armanino LLP

■上海海之信企业顾问有限公司
上海・北京・深圳に事務所を有し、主に外資系企業へ会計・税務・法
務・資産評価等の総合サービスを提供する中堅税会計事務所。




