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　経済的低迷、政治的混乱が続く中で、日本の大学生たちは就職活動などに追われ、眼が海外に向かな
くなっています。しばしば「近頃の若者は内向きだ」と指摘される所以です。しかし、世界に眼を転ず
れば、グローバル化が加速する中で経済活動だけでなく教育・研究活動においてもボーダーレス化が急
速に進んでいます。
　平成16年の法人化後、国立大学では６年間の中期目標を立て、その実現に向けて日々努力するという
目標管理型の運営を行うようになりました。愛媛大学では、第２期（平成22〜27年）の国際化・国際貢
献に関する中期目標として、次の３つを掲げています。
　（1） 教育研究の国際化を推進するための体制を整備する。
　（2） 学生の海外派遣、留学生の受け入れの体制を整備し、教育の国際化を推進する。
　（3） アジア、アフリカの拠点国において国際交流を重点的に推進する。
　この３つの項目が愛媛大学の国際化・国際貢献に関するこれからの方向性を示しています。
　まず国際化の体制整備に関しては、平成21年４月に国際交流センターから国際連携推進機構に改組し、
組織を拡充しました。この機構は、国際連携企画室と国際教育支援センターならびにアジア・アフリカ
交流センターの３室・センターからなる組織です。現在、非常勤職員も含めて総勢36名のスタッフで運
営しています。まだ十分ではありませんが、四国の大学でもっとも充実した体制が整いつつあります。
　学生の海外派遣、留学生の受け入れを拡大するには、海外の交流協定校を増やすことが不可欠です。
交流協定校数は平成18年４月に45校であったものが、平成23年２月には78校までに増えています。留学
生数も２月時点で286名と、この５年間で50名ほど増えています。
　愛媛大学の留学生教育に関しては、平成19年度から経済産業省と文部科学省の支援を受けて実施して
いる「アジア人財資金構想」プログラムが特徴的です。このプログラムは産業界と大学が一体となり、
留学生の募集・選抜から専門教育・日本語教育、就職活動支援までの人材育成プログラムを一貫して行
うものです。多くの地元企業（140社）にサポート協力企業会に加盟して頂き、インターンシップの受
け入れや採用などで協力を頂いています。このプログラムを修了した留学生の大半は地元企業に就職し
ており、地域の国際化に貢献しています。
　「世界に通用する人材の育成」を目指す本学にとって、学生の海外派遣体制の整備は最重要課題のひ
とつです。最近では、短期語学留学・文化体験留学を主にして、毎年300名を超える学生が海外を体験
しています。今、本学の拠点国であるインドネシア、フィリピン、ネパールなどにおいて海外教育プロ
グラムの整備を進めています。将来的には、すべての学生が卒業までに一度は外国を体験するような世
界に開かれた大学にしていきたいと考えています。
　今後とも、愛媛大学の国際化・国際貢献に関してご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

愛媛大学の国際化・国際貢献の方向性

国立大学法人愛媛大学長　柳澤　康信　
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 今回は、アパレル産業等で注目を集めるバングラ
デシュ（以下「同国」という。）の投資環境につい
て解説します。同国の産業構造等に触れた上で、日
系中小企業の進出可能性について考察します。
１．同国の概要
　同国は、1971 年の独立以降の内政混乱や大型ハリ
ケーンによる水害等に苦しめられ、現在も後発開発
途上国（LDC）に位置づけられており、「アジアの
最貧国」と呼ばれています。人口は約１億4,600 万
人（国内統計）である一方、面積が北海道の約1.9 
倍に過ぎず、人口密度が非常に高くなっています。
  同国は、安定した経済成長率を維持する一方で、
ワーカー賃金水準は中国（上海）の６分の１以下に
とどまっており、中国・東南アジア進出企業の「次
の進出候補国」として脚光を浴びています。

２．同国の産業構造
　同国では、輸出額の約８割を衣料品（ニットおよ
び既製服）が占めるなど、アパレル業が主力産業と
なっています（図表２）。また、国内就業人口の半
分以上が農業に従事しています。その一方で、これ
らの産業が生み出す付加価値が小さく、GDP 構成
比は鉱工業・建設業が27.1％（2009 年６月期（暫定
値））、農林水産業が19.8％（同上）と低く、商業や
運輸・倉庫・通信業等を中心とした第三次産業（同
49.3％）に依存する状況となっています。

　輸出に占めるアパレル製品の割合が高い要因と
しては、ウォルマート、H&M およびユニクロ等
の大手小売チェーンが衣料品の同国輸出加工区

（EPZ）内地場企業への委託加工生産を加速させて
いることが挙げられます。SPA 企業とも呼ばれる
これらの企業は、現地におけるアパレル製品の原
材料供給が充実している点やボタンやジッパーと
いったサポートインダストリーが発展している点
を活用し、低コスト・少品種・大量生産で大きな
利益をあげています。

３．同国への直接投資（FDI）の現況と日系企業の
進出状況

　2005〜2009 年の業種別・国別FDI実績および2009 
年末時点の投資残高を見ると、図表３のようにな
ります。業種別では、石油・ガス等のインフラ投
資を除くとアパレル業への投資が目立ち、近年増
加傾向にあります。国別では、英米両国の累計投
資額が多額である一方、それらの多くはインフラ
投資であり、アパレル業への投資残高に限定する
と、日本、韓国および香港の３国で約65％を占め
ます。

バングラデシュの投資環境について
愛媛信用金庫

輸出総額
155.7億ドル

ニット
41.3％

（備考）輸出振興庁（EPB）の統計資料にもとづき作成

既製服
（ニット除く）
38.0％

その他
10.7％

ジュート・
同製品
3.3％

冷凍食品2.9％

化学製品2.7％

皮革製品1.1％

図表２：同国の品目別輸出統計（2008/09年）

図表１：同国主要データ

国　名 バングラデシュ人民共和国
首　都 ダッカ
人　口 １億4,610万人（2010年６月）
面　積 14万7,570平方キロメートル

１人当たりGDP 684米ドル（2010年６月）
実質経済成長率 6.0％（2010年６月期）

ワーカー賃金（月額） 47.2米ドル（2010年１月・ダッカ）
主要港 チッタゴン，モングラ

（備考）同国BOI資料およびJETRO「J-FILE」にもとづき作成
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　日系企業の同国への進出状況を見てみると、進出
企業数（日系企業の資本が入っている企業）は97 社
であり、うち所在地別ではダッカ72 社、チッタゴン
19 社、業種別では製造業37 社、販売・調達24 社となっ
ています（ジェトロ調べ）。同国政府は、インフラ、
船舶、自動車、繊維等多様な業種の日系企業進出を
歓迎すると述べていますが、現状では安価な人件費
を生かしたアパレル業等の労働集約型製造業が日系
企業の同国への進出形態の中心であるようです。

４．同国の輸出加工区（EPZ）について
　同国内には、①ダッカ、②アダムジー、③コミラ、
④チッタゴン、⑤カルナフリ、⑥モングラ、⑦イ
シュワルディ、⑧ウットラにEPZ が設置されていま
す。日系企業は①〜⑤に進出しており、④チッタゴ
ンEPZ に最も多数の日系企業が進出しています。現
在、①〜⑤のEPZ の中で空き区画があるのは③コミ
ラEPZ のみとのことです。しかしながら、日系企業
未進出の⑥〜⑧のEPZ はまだ空き区画が多く、また、
EPZ 内現地企業への委託生産を行えば、EPZ内にお
ける生産も可能です。政府は現在、新たに日系企業
専用区画も含めた経済特別区（SEZ）の設立を検討
しています。
　なお、日本では同国からの輸入品に対してLDC 
に対する特別特恵措置が適用されるため、一般特恵
関税（GSP）対象品目に加えて、約2,200 品目の関
税が無税となります（同国外から合成繊維の長繊維
もしくは長繊維と短繊維を混ぜたものを輸入して製
造されたニット製品を除く。）。また、同国政府は
EPZ 進出企業に対して税制優遇措置等の支援策を用
意しています。

５．日系中小企業の同国への進出可能性とアパレル
製品の生産委託先の検索方法

　日系中小企業が同国への進出可能性を検討する際
には、主に図表５の記載事項に留意する必要があり
ます。これに加え、同国が輸出のほとんどをアパレ
ル産業に依存していることを鑑みると、日系中小企
業の同国への進出も、しばらくは複雑な加工工程
を要さないアパレル業等の労働集約型製造業の進
出（現法設立および委託加工）が中心になると思料
されます。同時に、今後はアパレル業と同様に人件
費率が高い労働集約的な業種の進出が増加する可能
性もあります。しかしながら、日系中小企業は欧米
企業のような「少品種・大量生産」のビジネスモデ
ルを取りにくいことがネックとなるうえに、委託加
工の場合の現地の委託先候補企業は、既に進出して
いる大手企業に押えられている状況にあります。さ
らに、同国進出の際には、日本への輸送等に多くの
時間を要することから、流行や季節に左右されない
製品を製造するなど、中国や東南アジア諸国の拠点
とは異なるビジネスモデルを構築する必要がありま
す。
図表５：同国進出時の主な留意事項

インフラ

・道路等が整備されていない地域が多い。
・水および電気等のエネルギーの供給が不足している。
・主要港は深海港でないため、大型船の入船不可。日本

への定期航路もなく、日本への海運輸送に約１か月を
要する。

人　　材
・ワーカーの最低賃金水準は上昇基調にある。
・ハルタールと呼ばれるゼネストが定期的に発生してい

る。

進出地域

・ダッカ等主要都市のEPZの空きが少なく，インフラ整
備が遅れている郊外のEPZへの入居を余儀なくされる。

・土地の権利関係が複雑であり、現地パートナーなしで
のEPZ外への進出は困難

（備考）信金中央金庫作成

図表３：同国向け直接投資金額
（単位：百万米ドル）

年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 累計
合　計 845.3 792.5 666.4 1,086.3 700.2 5,278.9

業
種
別

石油・ガス 181.1 187.1 190.2 73.3 20.3 1,216.9
繊維・衣料 96.5 70.1 102.3 126.4 134.0 1,098.9
銀　行 117.8 117.7 80.0 141.8 142.6 841.0
通　信 278.8 346.5 201.9 641.4 250.1 827.8

国
別

イギリス 152.8 70.5 142.6 130.6 88.1 1,363.5
アメリカ 141.8 175.7 120.4 40.9 42.9 700.2
日　本 46.4 22.8 36.6 57.2 17.5 421.7
韓　国 29.9 53.9 27.7 44.6 46.0 324.8
香　港 53.1 47.4 55.5 39.9 75.6 314.7

（備考）バングラデシュ銀行の調査レポートにもとづき作成。累計の期
間は1996〜2009年であり、為替レートの変動等により、当該期
間の投資額の単純合計とは一致しない。
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図表４：国内のEPZ分布図

（備考）同国輸出加工区庁の資料をもとに作成
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　同国におけるアパレル製品の委託生産を検討する
場合、図表６のような現地の委託業者の検索方法が
考えられます。企業検索は日本国内で行うことも可
能ですが、最終的には現地に赴き、自分の目で確か
めて委託先を決めることが非常に重要になってきま
す。また、同国で委託生産を行うに際しては、現地
での現品検査を行うか、日系の検品業者を利用する
などして、時間をかけて品質の定着を図っていく必
要があるでしょう。

（信金中央金庫信金業務支援部海外業務支援室「貿
易投資相談ニュース Vol.188」（2010年12月発行）よ
り転載）

本レポートは、発行時点における情報提供を目的としています。
したがって投資等についてはご自身の判断によってください。ま
た、本レポート掲載資料は、信金中央金庫信金業務支援部が信頼
できると考える各種データにもとづき作成していますが、当部が
正確性および完全性を保証するものではありません。なお、記述
されている予測または執筆者の見解は、予告なしに変更すること
がありますのでご注意ください。

図表６：同国における委託業者の選定方法例（アパレル業）
アクセス先 概　　要

ジェトロ

・ジェトロビジネスライブラリーにある会社・団体名
簿やデータベースから検索

・ジェトロダッカ事務所の海外ブリーフィングサービ
ス等の利用（ジェトロの日本国内事務所への事前問
合せが必要）

日本国内
投資誘致窓口

・国際連合工業開発機関（UNIDO）東京投資・技術移
転促進事務所の相談サービスやビジネスミッション
等の利用

現地業界団体
・衣料品産業・輸出業協会（BGMEA）およびニット

製品製造業・輸出業協会（BKMEA）のホームペー
ジに格納してある企業データベースを活用

（備考）各機関からのヒアリング内容等にもとづき信金中央金庫作成
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　�　�生鮮野菜や果実を輸送する際の留意点について教えて
ください。�

Q.

　�　青果物の輸送は鮮度を保持するための様々な工
夫に尽きるといえるでしょう。各社の置かれてい
る状況・条件からよく考えて、輸送のプロフェッ
ショナルに相談されることをお勧めします。�
１�．温度管理
　生鮮野菜や果実は収穫してからも呼吸作用によ
り熱量を発散しています。この状態が続けば続く
ほど品質劣化や形状等変化を引き起こし、商品価
値の低下に繫がることになります。従って収穫後、
如何に迅速に適切な温度管理を行い、各市場に向
けた選別や包装を効率的に済ませるかが重要とな
ります。どの温度が適正であるかは野菜や果実の
種別や品目毎に異なります。青果物流通に関する
専門書や専門家の意見を参考にしてください。�
　冷却方法としては強制通風冷却、差圧通風冷
却、真空冷却などがあります。さらに窒素ガスや
二酸化炭素ガスなどによって青果物の呼吸環境を
抑制するCA（Controlled�Atmosphere）貯蔵とい
う保鮮方法を温度管理と組み合わせる場合もあり
ます。適切なコンテナ（ドライ・冷蔵）に積み込
む配慮は勿論ですが、活性化を促進させてしまう
エチレンガスを吸収する特殊コンテナも開発され
ています。�
２�．容器包装
　青果物の特性、輸送時間や輸送経路、さらには
流通形態等に応じた包装素材や単位などを選択す
ることが重要です。例えば、カボチャやタマネギ
などは木箱などに入れた常温輸送が可能で、むし
ろ容器内に空気が循環することでカビや腐敗の発
生を抑えることにもなります。�
　冷却は基本的に水分蒸散を促すため、商品の品
質劣化に繫がってしまうことがあり、場合によっ
ては水分の蒸発を抑えるような容器（例えば発泡
スチロール箱に保冷剤を入れるなど）を選ぶ、ま
た商品の特性や状態・条件によってはその逆（乾
燥促進）の材質を使用することもあり得ます。�
３�．輸送手段
　海路か空路かは、輸送距離、商品価格（コスト･
バランス）、商品特性・条件等により総合的に勘

案して決定します。海路は概ね単価が低廉かつ比
較的貯蔵期間が長い青果物の大量輸送に向いてい
ます。通常、20フィートか40フィートのドライ・
コンテナや冷蔵コンテナを使って輸送されます。
空路は単価が高くかつ鮮度の劣化が早い商品を冷
却装置付きコンテナ、パレットやイグルーなど
ULD（Unit�Load�Devices）と呼ばれる用具を使っ
て輸送されています。
４�．食品安全とトレーサビリティ
　青果物の輸入に関しては、従来にも増して食品
の安全性確保を最優先することが重要と考えられ
るようになりました。輸入者は産地での施肥・投
薬記録を含む生産工程履歴、産地と消費地間の輸
送上のトレーサビリティ、輸入後のトレーサビリ
ティなど、物流全般にわたる総合的管理と責任が
求められています。�

問い合わせ先・参考URL（外部リンク） 
農林水産省 消費･安全局
http://www.maff.go.jp/j/syouan/index.html 
植物防疫所
http://www.pps.go.jp/faq/faq/import.html 
厚生労働省 医薬食品局 食品安全部 
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/
syoku-anzen/index.html 
内閣府 食品安全委員会 
http://www.fsc.go.jp/index.html 

（財）日本食品化学研究振興財団（残留農薬基準の
ページ） 
http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/FFCRHOME.nsf/
pages/MRLs-n 

調査時点 2010/04 

出所： 「貿易・投資相談Q&A」『ジェトロ海外ビジ
ネス情報』（http://www.jetro.go.jp/world./
qa/）より転載

（まとめ：合田謙司／（社）愛媛県産業貿易振興協会）

A.

青果物輸送の留意点

貿易投資
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製品の卸し・小売りまでの一貫販売を強化充実
させ、直接消費者に販売する事により、顧客ニー
ズに応じた商品の提供が可能となっている。こ
れが同社の強みとなっている。

　４ ） グローバル・バリューチェーンの更なる高度
化を志向しており、①国内拠点は、設計・流通
に特化、②ベトナム工場は大連工場の中国人従
業員と日本人が技術指導し、日本人中心により
運営、③中国工場から中国市場へ、ベトナム工
場から日本市場への供給体制を確立しつつあ
る。

３．わが社の国際化
　当社は、平成４年から中国大連市に進出して
いる。また平成17年には、大連工場が手狭になっ
たことから、ベトナムホーチミン市郊外にタオ
ル製品及び生活雑貨加工工場を立ち上げた。ま
た、中国市場販売を展望し、中国上海市、北京
市に営業所を設置している。

◎　大連一広毛巾有限公司
　　（Dalian Ichihiro Towel Co., Ltd.）
　１）概要
　　◦設　　立　　平成４年８月
　　◦資 本 金　　US$15,700,000
　　◦年　　商　　38億円
　　◦従 業 員　　2,300名
　　◦住　　所　　大連技術開発区東北三街区11号

一広株式会社（ICHIHIRO�CO.,�LTD）

本　　社：今治市八町西４-１-６
設　　立：1974年１月４日
事業内容：�タオル製品製造販売
代 表 者：代表取締役社長　越智　逸宏
資 本 金：�8,000万円
売 上 高：�90億円（単独）
従業員数：180名

１．会社沿革
　・昭和46年８月　 越智逸宏、織機６台より操業開

始
　・昭和49年１月　一広タオル株式会社設立
　・昭和56年　　　本社完成
　・平成２年５月　新流通センター完成
　・平成４年７月　東京営業所を開設
　・平成４年８月　大連一広毛巾有限公司設立
　・平成12年４月　 タオル美術館ASAKURAオー

プン
　・平成17年９月　一広ベトナムCo., Ltd. 設立
　・平成20年10月　 タオル美術館ASAKURA, タオ

ル美術館ICHIHIROへ名称変更
　・平成22年４月　 タオル美術館ICHIHIRO通信販

売開始

２．業務内容紹介
　１ ） 国内、中国、ベトナムに生産拠点を構え、デ

ザインから染色、プリント、刺繡縫製にいたる
まで全ての工程を自社でまかなうトップメー
カー。

　２ ） 平成12年４月、今治にタオルとアートを融合
させた美術館を建設。「夢」や「文化」、「自然」、「癒
やし」、「安らぎ」などをテーマにした、施設作
りと運営を行っている。

　３ ） 平成12年６月、一般消費者向け販売を、㈱
タ オ ル 美 術 館 を 設 立 し 開 始。 自 由 ヶ 丘 に

「ATSUKO MATANO GALLERY」とオリジ
ナルブランドである「TMOC」のショップオー
プンを皮切りに、現在全国に40店舗を運営。ま
た、卸売り業者を支援する形で垂直統合を行い、

越智逸宏
代表取締役社長

タオル美術館

大連工場全景

会 員 紹 介
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　　◦業務内容　　タオル製造・染色・プリント整
　　　　　　　　　理カットソー・各種縫製
　２）沿革

◦平成４年８月に一貫生産工場として建設。
◦平成13年にはタオルだけでなく、アパレル・

縫製関係の製造にも着手し、総合生産提案型
のメーカーとして、最新鋭の縫製設備を備え
る縫製工場を別棟に設立。

◦現在の敷地面積30,000㎡、建物延べ面積37,000
㎡の工場となっている。

◦これからは中国はもとよりアジアにも目を向
けた、国際的な視野を持った企業として発展
することを志向している。

　３）中国国内販売状況
　中国国内販売を強化するため、上海市と北京
市内に営業所を設置している。現在販売店を、
中国国内において85カ店展開しているが、好評
であり、３年以内に250カ店に増やす予定であ
る。また、５年以内に大連工場の売上高の50％
を中国国内販売としたい。
◦上海営業所
　（上海市延安西路2299号　上海世貿商城）
◦北京営業所
　（北京市朝　区富力城CI座2102室）

◎　一広ベトナム Co., Ltd.
　　 （Ichihiro Vietnam Co., Ltd.）
　１）概要
　　◦設　　立　　平成17年９月
　　◦資 本 金　　US$5,500,000
　　◦年　　商　　10億円
　　◦従 業 員　　700名
　　◦住　　所　　Lot 103, Linh Trung Export 

Processing Zone & Industrial 
Park ⅢTrang Bang District, 
Tay Ninh Province, Vietnam

　　◦業務内容　　タオル製品および生活雑貨の加
　　　　　　　　　工
　２）経営状況

◦平成17年９月に大連一広有限公司の生産ノウ
ハウを基盤にアジアとヨーロッパ化の薫りを

製品に織り込むため、一広ベトナム Co., Ltd.
を設立。

◦温暖な気候と良質な水はタオル生産に適して
いる。

◦刺繡文化にも象徴される優秀な人材も豊富
で、チャイナプラスワンを目指している。

◦タオル一貫生産工場と共に本格的なバッグ縫
製工場を併設。

◦工場の効率化に取り組み、水量・熱量・電気
使用量は、従来の工場に比べ30％省エネル
ギーを達成したエコ工場。

◦中国工場と共に、国際的タオルメーカーとし
て発展している。

◎　海外進出
　海外は、日本とは習慣が違うため、その国にあっ
た工場作りが必要となる。あきらめずに粘り強く
継続することが必要。大連工場、ベトナム工場を
建設した経験から得た教訓は次の通り。

①全て当局と相談する。これが大事。必ず協力
してくれる。

②従業員を大切にし、使い捨てにしない。心と
心の付き合いが必要。

③責任と権限を現地に持たせる。社員に「自分
の工場」と言う気持ちを持たせることが大切。

④進出した土地・国に貢献するという認識が必
要。

４．経営理念（モットー）
経営理念

常に人々の豊かさと生活文化の向上に貢献する

経営方針
　「社員の和をもって堅実経営を行う」
　顧客に信頼され、満足していただける商品と行き届
いたサービスを提供し、人にもタオルにも、地球にも
やさしい、グローバルタオルメーカーとしてタオル美
術館グループとして取り組んでいる。

（インタビュー：柴尾義弘／愛媛県産業貿易振興協会）

本社ビル（今治市）

ベトナム工場正面入口
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２．業務内容紹介

　　当社の、売上主要３品目は、「板金や建築の塗装
に使われるマスキングテープ」、「工業用電気絶縁
紙」、「食品用フィルター」となっている。具体的
には、テープ原紙、電気絶縁紙、コーヒーフィル
ターやティバック、その他にも化粧用あぶらとり
紙、お札を束ねる札束用紙など、特殊用紙と言わ
れる分野では、国内トップクラスの特殊紙専門メー
カー。

三木特種製紙株式会社

本　　社：四国中央市川之江町156番地
創　　立：昭和22年10月１日
事業内容：�工業用特殊紙、不織布製造販売
代 表 者：代表取締役社長　三木　雅人
資 本 金：50百万円
従業員数：163名

１．会社沿革

　・1947年　　　　三木製紙工場を創立、機械抄和
　　　　　　　　　紙の製造を開始
　・1953年　　　　三木特種製紙株式会社を設立
　・1960年代　　　電気絶縁紙の生産を開始
　 ・1970年代　　　製袋加工機、塗工加工機を新設、    
　　　　　　　　　加工分野に進出
　・1980年代 　　　米社と契約し、食品・産業・医

　　　療製品の生産開始
　・1990年代　 　　一年生のケナフを商品化
　　　　　　　 　  中国安　省安慶市に、合弁で電
　　　　　　　　　気絶縁紙工場を建設
　　　　　　　   　中国安　省蕪湖市に、電気絶縁
　　　　　　　　　紙加工工場を建設
　・2000年代　 　　湿式スパンレース不織布の生産

　　を開始
　　　　　　　　  ISO14001環境マネジメントシス
　　　　　　　　　テムの認証を取得

本社工場抄紙機

本社建物
三木雅人

代表取締役社長

本社工場紙加工機
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３．国際化の現状

　１）安　三木特紙有限公司
　　◦設　　立　　1993年
　　◦資 本 金　　310万米ドル
　　　　　　　　　（三木特種製紙100％出資）
　　◦住　　所　　安　省安慶市北郊高河鎮
　　◦業務内容　　プレスボード、コイル絶縁紙、ク
　　　　　　　　　レープ絶縁紙

　電気絶縁紙および工業用薄葉紙の生産拠点と
して、1993年高河造紙廠（国営）との合弁によ
り設立。1996年には通産省工業技術院より、プ
レスボードに関して中国で初めてJIS表示工場
の認定を受けている。

　２）三木特紙（蕪湖）有限公司

　　◦設　　立　　1995年
　　◦資 本 金　　210万米ドル
　　　　　　　　　（三木特種製紙100%出資）
　　◦住　　所　　安　省蕪湖市長春路　経済技術
　　　　　　　　　開発区
　　◦業務内容　　各種電気絶縁紙、工業用特殊紙
　　　　　　　　　加工販売

　紙貼合加工機を日本より導入し、1995年より
絶縁紙の厚板加工を開始。最小スリット幅６㎜
の薄葉紙用スリッターも配備し、スリット加工
も実施。また、１万トン船が接岸可能な港とい
う立地を生かし、中国国内および東南アジア向
けの加工製品輸出販売業務を行っている。

　３）三木特種有限公司
　　◦設　　立　　1994年
　　◦資 本 金　　HK$6,535,000
　　◦住　　所　　Kowloon, Hong Kong

　　◦業務内容　　各種バッテリーセパレーター紙
　　　　　　　　　各種電気絶縁紙、工業用特殊紙
　　　　　　　　　不織布販売

　日本および中国で生産・加工された各種特殊
紙、不織布の販売を目的として、1994年に設立
された商社。ここを拠点に中国および東南アジ
アをはじめ世界各国へ輸出している。
　また、2008年には香港に隣接する深　市に販
社を設立し、広東省への販売を強化している。

４．国際化戦略

１）ニーズに合わせボーダレスに動く
　　これまで米国企業との技術提携や、いち早

い中国進出など、時代のニーズに合わせたボー
ダレスな戦略を打ち出してきたが、さらにワー
ルドワイドな展開を目指す。

２）このためには、研究開発に注力し、技術革新・
改善に努め、ユーザーのニーズに合わせて国
内工場で高品質の物を作り、海外に販売する。

３）国内工場の生産性を上げ、国際競争力のあ
る製品を製造する。

４）新規のビジネス機会は、工場の海外移転が
続いているため海外にあると考えている。

５．経営理念（モットー）

社会と未来に機能性材料の製造、
革新と進歩を通じて貢献する。　
「人と未来の調和をめざして」

（インタビュー：柴尾義弘/愛媛県産業貿易振興協会）

オフィスと倉庫の入居ビル
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を訪ねて来たのです。しかし香港には既に代理店が
あるので、その代理店を紹介するから代理店を通じ
購入することを勧めましたが、彼は納得しませんで
した。
　後日、王生さんの会社と工場を訪問すると約束し
て別れました。数ヶ月後に香港の代理店を訪問する
仕事がありましたので代理店に王生さんの話をし、
引き合いがあれば王さんの会社に販売して欲しいと
提案すると快諾してくれました。当時この代理店は
小さなボイラを年間10台くらい販売していたと思い
ます。代理店を後にし、その足で王生さんの会社を
訪問しました。会社は下町の小さなビルで１階と地
下室にありました。彼は私の訪問を歓迎してくれ狭
い社長室に案内してくれました。挨拶が終わり、彼
の工場を見に行きました。工場は50坪くらいの小さ
な工場でしたが、所狭しとジーンズの洗濯機を製造
していました。この頃、香港ではジーンズの加工が
最盛期で王さんの会社の業績は大きく躍進してお
り、ジーンズの洗い機械とボイラのセット販売を力
説してくれました。

２）代理店の変更
　私は代理店と話し合った内容を説明しましたが、
彼は代理権を要求し新たな提案をして来ました。今
後１年間は代理店から購入するが、代理店が販売し
たボイラの台数で、自分が販売した台数が全体の７
割を超えたら翌年から自分を総代理店にして欲しい
と要求してきました。私は王さんのやる気満々の力
説に押し切られ、再度代理店を訪問し王さんの意向
を伝えました。代理店の社長は「あの王さんは話が
いつも大きいのです。そのような台数は絶対に売れ
ませんよ。浅野さんは彼の言葉を信用するのです
か？」と一笑されました。私は「それなら王さんの
要求を契約書に記入し、やらせてみようじゃないで
すか？我々の目的は１台でも多くのボイラを販売す
ることですから」と提案すると代理店はあっさり受
け入れました。契約が成立すると王さんの会社から
毎月のように注文が届くようになりました。代理店
独自の注文は少なく明らかに５割を切っていまし
た。私は半年後にボイラの販売先を確認するため王
さんの会社を訪問しました。ひょっとしてボイラは
売れてなく倉庫に保管されているのでは？と不安が

海 外 ビ ジ ネ ス

５．香港編
１）“王生さん”との出会い
　香港には代理店がありましたが余りパッとした業
績ではありませんでした。83年頃だったと思います
が台北でデニム（ジーンズ）関連の加工機械の展示
会があり、そこで香港から来た王生さんとの運命
的な出会いがありました。この王さんとの出会いで
後にマレーシア、シンガポール、中国進出が出来た
のです。王生さんは香港でジーンズを洗う機械を製
造販売していました。ジーンズは縫製後に染料のイ
ンディゴを洗い流す作業が必要です。洗い流すだけ
でなく、洗う方法で各種の風合いを出す大変重要な
仕事です。私は広島支店勤務時代に備後地区に多く
あったジーンズの洗い業者とビジネスをした事があ
りました。その時に得た知識が大いに役に立ちまし
た。王さんは苦労人のようでジーンズ加工について
は詳しいようでした。王さんも私が洗い加工に詳し
いので驚いていました。不思議な話ですが王さんは
広東語しか喋れず同行していた秘書の通訳で話を進
めました。秘書は英語、北京語が堪能で私達は基本
的に北京語で会話を行い、技術的な用語は英語を用
いました。
　彼は今まで洗い加工に必要なボイラをドイツから
購入して販売していたようですが、当社のボイラを
香港で見て是非ミウラボイラを販売したいと思い私

私の海外進出
　三浦工業“Zボイラ”の
　　海外進出について（その２）

三浦工業株式会社　前�常務取締役

浅野　　勉

三浦環境マネジメント社長室
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あったからです。販売したボイラの殆どはお客様の
工場に納入されていました。代理店を訪問して逆転
している販売台数の比率について話をすると、社長
は「心配いりません。最初は好調でしたが、もう限
界で新たな引き合いは届いていません。当社は引き
合いも多く今後注文が増加します」と全く懸念して
ない返答でした。私は再確認の意味で、その時の議
事録を作成し販売台数が王さんを下回るような事態
になれば代理権を失う旨の内容を作成しサインをも
らいました。契約期間を２ヶ月残す頃までは一進一
退の状況でしたが、11 ヶ月目に王さんより大量の注
文が入り最終月には完全に王さんの勝利となること
が確定し、翌年から代理権が王さんの会社に移るこ
とになりました。これは王さんの戦略だったようで
す。元の代理店は油断があったのかどうするすべも
なく、議事録を見ながら唇を嚙締めたままでした。

　その後、王さんはジーンズの洗い機とボイラを
セット販売で業績をどんどん上げて行きました。販
売先は香港だけでなく中国広東省にまで広がってい
きました。シンガポールにも会社を設立し東アジア
への拡販を開始し、シンガポールには弟分の王漢明
氏を社長として派遣しました。ところが97年の香港
返還が表面化し始めると王さんは突然カナダ移住を
決断し会社を弟や親戚の人に預けてカナダへ行って
しまいました。残された会社の幹部は指揮者不在と
なり右往左往するし、不正が横行し始めボイラの販
売は維持するのがやっとの状況となってしまいまし
た。

３）台湾工場の設立
　話は変わり、私はカナダでの合弁契約が完了する
と再び東アジア中心の活動となりました。当時の東

アジアはバブル期でどの国も活況でした。台湾も高
度成長真只中でボイラ販売も順調に伸びて来ていま
した。このタイミングで白石専務や三浦社長に台湾
工場設立を提案しました。社長から「どのような計
画か？」との質問がありましたので「5,000万下さ
い。5,000万円を使い切り尚見通しが立たなかったら
閉鎖して撤退します。最大5,000万円のリスクです」
と答えました。提案は了承され台湾工場の建設が決
定しました。台湾は新興工業国の先端を走っており、
土地価格の上昇、株高、人件費の高騰と工場建設予
定地探しに苦労しました。最終的に従業員の定着率
が高い南部が良いと判断し、台南の新栄市の工業団
地を選びました。この工業団地に日本語が堪能な老
夫婦の鉄工所があり、下請け工場としては最適と判
断しました。この老夫婦が工場立ち上げに大いに活
躍してくれました。私は良い人、良い会社に巡り会
え本当に運がいいと思いました。日系企業は台北空
港近くの桃園県など北部に多くありましたが、人件
費の高騰、人材不足などで苦労しておりました。私
の予想は的中し従業員の半数以上は工場設立時から
ずっと働いてくれており、今では熟練工となり安定
した品質のボイラを製造してくれています。

６．シンガポール＆マレーシア編
１）シンガポールでの販売免許の取得
　前述した香港の王漢明氏がシンガポールへ進出し
て間もない頃、彼を訪ねシンガポール、マレーシア
へのボイラ販売を相談しました。当社の川人常務か
ら同地区はBS規格（イギリス）だから輸出は出来な
いと忠告を受けていました。シンガポールでは王漢

当時の王生氏の本社工場付近（香港九龍地区）

台湾工場落成式での挨拶
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なければ申請まで漕ぎ着けなかったかも分かりませ
ん。その後、偶然にその担当者と工事現場で会い夕
食をすることになりました。担当者は私が日本人で
あることを既に知っている様子でしたが、その事に
は一言も触れず夕食を楽しみました。今までに何度
も私は日本人なので中国語は理解出来ないと先方は
勝手に思い込み、裏話を平然と行った取引先もあっ
たのですが、今回は私が思わぬ失敗をするところで
した。そして数ヵ月後に試行錯誤しながらマレーシ
アにボイラを販売する事が可能になりました。王漢
明氏と最初に出会った頃、彼は北京語を理解できる
が話せない状況でしたが、数ヵ月後に会った時は北
京語を話せるようになっていて驚きました。お互い
に会話が通じるようになると急速に親しくなってい
きました。

　後日談ですが、浅野氏の三浦工業退職を聞き慰労のた
め、2010年秋に王漢明氏ご夫妻は来松し旧交を温めた。

７．中国編
１）中国市場の調査
　私は1983年頃から機会をみつけては中国大陸を訪
問するようにしておりました。当時は開放政策が未
実施でしたので、中国への渡航はいろいろ制約があ
りました。中国人の服装も全ての人が同じ服装の人
民服を着ていました。現在の中国は資本主義国家と
同じように発展していますが、当時は非常に緊張し
ていました。考え方も私達とは大きく異なっていま
した。私は１年間に数度、各種のルートを頼りに各
地を転々と訪問を繰り返していました。ある時、三
浦社長から「仕事も無いのに中国に何を目的に訪問
しているのか？」と質問された事があります。私は

「中国の今は眠れる獅子ですね？」と巷で流行って

明氏の友人であるボイラ設置や圧力容器の申請や取
り付け工事をしていた中国人（正確にはシンガポー
ル人）のフランシス氏を紹介され申請の手順や戦略
を相談しておりました。彼らの努力で比較的早くシ
ンガポールには販売できるようになりました。

２）マレーシアでの販売免許申請
　フランシス氏はマレーシアの労働局にも知人が多
く折衝を開始しました。当社はASME規格（アメリ
カ）の製造工場として認可されており、ASME規格
ならマレーシア政府から承認される事は確実と思っ
ていました。フランシス氏と政府担当者は英語での
会話でしたので私はいつも黙って話を聞くばかりで
した。話は毎回難航し、なかなか本題に入れない状
況でした。政府担当者は中国系の顔をしていました
が英語ばかりの会話でしたので中国語は話せないと
思い込んでいました。同じ事の繰り返しで不満を
持っていた私はフランシス氏に中国語で「このよう
な会話は余り意味がないのでは？もっと規格の質問
と認可を受けるための指導を受けたらどうか？」と
言いました。すると政府担当者は驚いた様子で私を
みつめていました。フランシス氏が次に訪問した時
に政府担当者から私のことを「あの中国人は何故日
本人の名前を使うのか？」と質問され「私の両親は
戦争で日本人に殺された」と言ったそうです。担当
者は私を日本人と思っていたが中国語を話したので
日本人ではなく日本生まれの華僑と勘違いしたそう
ですがフランシス氏はその事には触れなかったそう
です。そして許認可の方法について詳細に教えてく
れたそうです。担当者は私が日本人なので快く思っ
てなく私達の質問は聞き流していたようです。フラ
ンシス氏は担当者から教えてもらった資料を準備し
申請へ漕ぎ着けました。あの時、私が中国語を用い

王漢明氏来松時（前列中央王氏・左同夫人）

当時のシンガポールとマーライオン



14

いた言葉を口にしてその場は終わりましたが、やが
てこの国にも油やガスを使ったボイラが必ず必要に
なると思っていました。
　91年になって香港の王生氏がカナダの国籍を取っ
て香港に帰って来ました。驚いた事に王氏は北京語
が話せるようになっていました。カナダで子供に北
京語を教える為に雇った家庭教師から子供と一緒に
習ったとのことでした。50歳に近い彼が新たな言葉
を習得したことに感動しました。私と通訳なしで会
話が出来るようになり更に親しく交流するようにな
りました。しかし会社の方は王氏不在時の管理の悪
さからガタガタになっていました。

２）香港企業の中国進出
　85年頃から香港の企業は次々に中国大陸に工場を
移し香港は空洞化が進んでいました。王氏は基盤の
あった広東省、福建省への進出、北京、上海への進
出も視野に入れていたようです。私も中国進出を
狙っていましたので、三浦社長に香港に王氏と合弁
会社を設立し、香港から中国大陸に進出する計画を
提案し承認されました。その後王氏と合弁先を探す
ため中国各地のボイラ工場の視察に出かけました。
広大な中国ですので工場予定地は南の関東省か福建
省、中間の上海、北部の大連の３ヶ所を考えていま
した。
　91年後半には広東省の汕頭（スワトウ）にあるボ
イラ会社と合弁事業の最終打ち合わせに入りました
が、どうしても意見を合わす事が出来ず手間取って
いました。92年になって上海のボイラ研究所の甘さ
んという方が浅野さんに会いたいと言っているとの
情報が王氏から届きました。私達は早速上海に出向
き甘氏との面会を試みました。ホテルで待っている
と甘氏が麦藁帽子、開襟シャツ、半ズボンに運動靴
姿で大汗をかきながら部屋に入ってきました。約１
時間かけて自転車で来てくれたそうです。甘氏は86
年に視察団の一員として当社を訪問し私が応対した
のを覚えていてくれたそうです。当社が合弁先を探
しているとの情報を聞き是非上海のボイラ研究所と
合弁したいとの事でした。翌日ボイラ研究所の程所
長と面談することになりました。ボイラ研究所とい
うのは中国でひとつしかなく、ボイラに関する研究
やルールを立案する部署とのことで、ボイラ製造や
燃焼技術、水処理技術などの専門家が多くいるとの

ことでした。程氏は頭の回転が速く外国に関しても
知識が豊富でした。
　汕頭のボイラ会社へ合弁条件の打ち合わせに何度
も訪問していましたが、工場長は自分の主張を押し
通し数項目が暗礁に乗り上げていました。同時期、
上海のボイラ研究所にも数度訪問し、研究所の考え
方などを聞いていました。程所長の考え方は非常に
柔軟で、我々の意見を良く聞いてくれる方でした。
しかし、上海はまだ開放政策が取られておらず広東
省と比較すると政治の影響を受けやすい感じでし
た。私は92年の12月に広東省の汕頭のボイラ会社と
合弁会社を設立したいと役員会承認を取りました。

３）鄧小平氏の南方講話
　ところが年が変わって93年２月の春節（中国の旧
正月）に、鄧小平氏が広東省の開放地区を視察した
後「開放した地区の発展は素晴らしい。こんなこと
なら上海、大連も開放しておけば良かった」のよう
な言葉をTVに向かって発されました。これが有名
な「南方講話」です。私は日本でこのニュースを偶
然みました。過去の経験と直感で上海は開放政策が
適用されると思い、直ぐに福岡から上海に行こうと
しました。ところがこの考えは私だけでなく中国事
情に詳しい日本人は直ちに行動をおこし、多くの日
本人が福岡空港発の上海行きを予約し、10日間くら
い先まで予約は満席でした。これまで福岡−上海便
はガラガラで空席ばかりだったのですが…。他の開
放地区は日本から開放地域に行く場合、香港を経由
し飛行機を乗り換え開放地区への移動でしたが、当
時上海は空港が虹橋で市内から近く、上海近郊には
広大な土地があり工場進出には最も便利な場所と認
識していました。

上海ボイラ研究所正面入口
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４）上海ボイラ研究所との合弁会社設立
　私は汕頭のボイラ工場との合弁計画を中断し上海
ボイラ研究所と合弁の可能性を詰めることにし、香
港の王氏とともに研究所の程所長と甘氏を訪問し
ました。汕頭での交渉が行き詰まっていた投資金
額、製造台数も上海では簡単に受け入れられました。
数ヶ月で基本合意に達しましたので、合弁先変更を
役員会に報告しました。三浦社長は何もおっしゃら
ず私の意見を尊重してくれました。汕頭ボイラとの
合弁を断り、上海ボイラ研究所と５月に合弁会社設
立となりました。パートナーとの関係も良く業績も
極めて順調で投資金額はわずか３年で回収できるほ
どでした。ただ残念な事は30％の株主になる予定で
した香港の王氏とは条件が合わず合弁事業から撤退
し中国の総代理店となりましたが、突然の金融引き
締めで王氏の会社は厳しい経営状況となりました。

５）盟友企業の倒産
　その後数年で香港の王氏の会社は倒産となり、シ
ンガポールの王漢明の会社も重大な影響を受けるこ
とになりました。再びシンガポールの話に戻ります
が、香港の王生氏の会社倒産を受けてシンガポール
の王漢明氏の現地法人も厳しい環境となり結局、王
漢明氏の会社は整理され彼は裸同然で自立すること
になりました。私は彼の功績に感謝していましたの
で引き続きシンガポール、マレーシアの代理店を継
続してもらいました。王漢明氏は真面目で開拓心旺
盛な方で、再出発と同時にベトナム、カンボジアへ
とビジネスを拡大していきました。私も彼について
未開の地へ同行させてもらい多くの知識を得、また
多くの有力者と知り合いになれました。
　王漢明氏は現在もシンガポール、マレーシアで代
理店を継続して頂いていますが、カンボジアで機械
販売から機械を使ってジーンズの縫製、洗い業へと
業種を変更し大成功をされています。従業員も3,000
人を超える大工場の社長となっています。私と彼は
80年代前半から激動の東アジアで苦楽を共にしてき
ました仲で電話での会話はもちろん、日本やその他
の国で一年に一度は顔を合わす生涯の友人です。

８．韓国編
　当社の合弁第一号は韓国でした。1980年に韓国ソ
ウルに設立され、韓国人の社長で経営して来ました。
当時、私は東アジアを担当しておりましたが、当時
の白石専務のお手伝いをさせて頂く様になり、現地
法人の役員にして頂き毎月のように韓国を訪れてい
ました。工場は仁川（インチョン）にありましたが、
ボイラ市場は大きく将来工場が手狭になることが予
想されましたので工場を天安に移し製造台数も大幅
に増加しました。三浦のボイラは好評で年々販売台
数を伸ばして来ましたが、不良債権の発生率が高く、
なかなか利益を出すのが困難な国でした。
　ミャンマーのヤンゴン事件や通貨危機、日本との
政治問題など多くの困難に見舞われました。時には
資金難に陥ったりしましたが、白石専務が色々戦略
を立案、苦労して改革を繰り返した結果、現在は日
本人の社長で立派な会社に成長しました。会議では
80年代から日本語を用いて会議をするなど、多くの
社員が入社後に日本語を学ぶ姿は私達も学ぶべきも
のが多くありました。この時期に白石専務から教え開所式当日の建物と社旗・国旗

上海ボイラ研究所隣接地に建てられた合弁工場
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て頂いた戦略の立案、経営手腕が後々大いに役に
立ったことは言うまでもありません。

９．アメリカ編
　アトランタ工場の立ち上げ

　私は2007年６月に三浦工業㈱を退職し三浦環境
マネジメントという子会社で働いておりましたが、
2008年３月に北米に工場建設用地調査のため渡米い
たしました。予め調査してくれていた現地販売会社
の社長と同行しジョージア州がチャータしてくれた
セスナ機で数ヶ所の候補地を訪問し、工場用地の確
認、誘致条件などの調査を行いました。現地の要求
は１年以内に工場完成が必需との厳しい条件でし

た。私は過去の経験を生かし、これらの条件に合致
した場所を決定し、帰国後に推薦しました。その１ヶ
月後に白石会長から工場建設と製造立ち上げの要請
を受け、2008年７月末に再び渡米しました。
　会社設立、工場建設、製造立ち上げに必要な人材
のメンバーは一任されましたので、インドネシアに
同行したり、カナダ合弁立ち上げで一緒に働いた
Mark氏（当時シカゴ勤務）、海外事業部勤務時代の
部下の門屋さん、中国勤務の中川氏と語学堪能な
社員３名を指名し、遅れて製造関係者２名をジョー
ジア州アトランタで集合し、会社設立、土地建物購
入、建物改造、製造認可取得、製造開始と少ないメ
ンバーでこなし、2009年４月に社員約60名の三浦マ
ニュファクチュアリング・アメリカを竣工させまし
た。そして後任社長にMark氏を社長として2009年
12月帰国いたしました。

最後に
　20年の海外担当で訪問した国は20 ヶ国を超えまし
た。当時製造メーカーが海外で直接営業活動してい
るのは珍しい時代でした。当社も私が活動するまで
は日本の商社を通じて販売するのが一般的でした。
私は、西はパキスタン、南はオーストラリア、東
は北米までを飛び回って参りました。各国のボイラ
のルールを調査し、政府の認可を得るまでには大変
な道のりの作業でした。その国々では多くの困難に
遭遇し、そして多くの良き人々に巡り合い助けられ
て来ました。今思えば私が知り合った方々は本当に
紳士的で家族的で私に敬意を抱いて接してくれまし
た。日本が優秀で東南アジアの国々から尊敬されて
いた時代だったからかも分かりません。
　その他の国々でも多くの出来事、多くのエピソー
ドが沢山ございますが、今回は長くなりますので省
略させて頂きました。この20年間に私が学んだ事は、
「自分一人では何も出来ない」言葉が多少通じれば、
「何事も慎重に行い、誠意と熱心さがあれば何とか
なる」でした。訪問した国々にはかけがえのない友
人が多く出来ましたことを誇りに思っております。
またこれまで私を後方から支援して頂いた海外事業
部（現国際部）の仲間の皆様、専務時代から海外で
苦楽を共にしご指導いただきました白石会長に衷心
より感謝申し上げます。これが私の海外進出であり
ました。ありがとうございました。 以上三浦マニュファクチュアリング・アメリカ落成式

三浦マニュファクチュアリング・アメリカ工場全景
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海外技術者研修支援制度について
～受入研修事業経費負担について～

愛媛県産業貿易振興協会

○技術研修（一般研修＋実地研修）
①来日
②一般研修（AOTS研修センターでの集合研修）
　・内容：日本語学習、日本事情紹介、異文化

　　　 理解、生活案内等
　・期間：６週間コース（一般研修コース期間

　　　 を含む）
③ 実地研修（各企業での個別研修）
　・研修生別の研修計画に沿った専門技術習得
　・期間：原則１年以内
④ AOTS修了式後　帰国
○管理研修（AOTS研修センターでの集合研修）
①来日
②管理研修
　・内容：経営管理、生産管理、品質管理、人

と組織など
　・期間：１週間〜４週間
③実地研修（各企業での個別研修）必要に応じ

実施
　・内容：研修生別の研修計画に沿った実践的

管理手法の習得
　・期間：120日以内（AOTSでの管理研修コー

ス期間を含む）
④帰国

２．本制度利用要件
　１）対象となる研修生の主な要件

・産業技術者育成支援研修事業については、
ODA対象国・地域の者

・中小企業研修事業については、先進国を含
む各国の者

・大学卒またはこれに準ずる学力もしくは職
歴を有する者

・管理監督または指導的な職務にある者、軍
籍に無い者

・年齢：技術研修は20歳〜50歳
　　　　管理研修はコース毎に異なる（25歳

　　　〜60歳）
　２）受入企業の主な要件

　当協会と海外技術者研修協会（AOTS）、伊予銀行、
愛媛銀行、愛媛信用金庫の共催により、標記セミナー
を昨年９月アイテムえひめで開催いたしました。
　この制度を利用しますと、企業規模等により若干
異なりますが、受入費用の２分の１から、４分の３
の補助を受けることができます。海外に現地法人を
お持ちの企業様はぜひご利用いただきたいと存じま
す。制度の概要は次の通りとなります。

１．受入研修の主な種類
　１）技術研修（AOTS集団研修＋企業内個別研修）

―企業内研修を中心に企業の固有技術を移転―
「具体例」
　現地での事業拡大に伴い、現地合弁先から中
核人材を招き、現地に導入する新たな生産技術
の研修を受入企業の協力を得て、受入企業の研
修計画に基づいて行う。
　企業の研修に先立ち、海外技術者研修協会

（AOTS）が日本語教育を含めた事前研修を行
う為、実地研修が円滑になる。

　２）管理研修（AOTS集団研修）
AOTSが企画設計した研修コースで管理技術手
法を学ぶ

「具体例」
　現地法人の管理職の能力向上のために、経営
管理、生産管理、品質管理、物流管理などの
AOTSの集団研修コース（２週間〜３週間）に
参加する。

　３）技術研修と管理者研修の研修日程

「アイテムえひめ」で開催されたセミナー
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３）日本語学習、生活指導により、日本語を共通
言語として指導。日本人の考え方の理解

４）海外旅行保険へ加入

４．海外関係先（子会社、合弁先、代理店）の人材
育成での利用

　１）企業から見た利用例
「本格的投資前」
①生産委託先・代理店・業務提携先などの技術

力向上（日本の品質基準にあった製造と管理）
「本格的投資後（進出後）」
②工場が設立されるまでの期間を利用して、生

産設備のある日本で研修を行うために利用
③品質管理や経営管理など管理技術や管理部門

の研修
④R&Dの現地化、環境対策への取り組みなど、

より付加価値の高い研修のための日本への招
聘

２）開発途上国から研修生を受け入れる場合の問
題点
・研修費用がかかる
・ビザの手続きが煩雑
・研修生との意思の疎通が難しい
・病気・怪我などへの備えが必要

・日本国に法人格を有すること
・研修生受入に伴う諸費用について負担能力

があること
　３）研修生の所属機関等

・研修生は、現地法人格を有する機関に雇用
されていること。（日本企業の現地事務所、
支店などは不可）

　４）研修内容
・日本において研修することが適当な内容
・研修技術が兵器・武器等の軍事目的でない

こと
・研修実施の背景（受入経緯・理由、計画）

が明確であること
　５）研修計画

・実務研修時間は全体の３分の２以下である
こと

　＊実務研修の考え方
　商品を生産し若しくは販売する業務また

は対価を得て役務の提供を行う業務に従
事することにより技術または知識を習得
する研修

・単純作業・同一作業の反復でないこと
・本国では習得不可能または困難な技術・知

識の習得
　６）受入態勢

・日本国内における研修指導員は当該技術で
５年以上の経験を有する者

３．海外技術者研修協会（AOTS）の制度利用の特
徴
１）研修生受入費用に対する国庫補助金の適用
２）AOTSの身元保証書を用いた簡便な研修ビザ

の取得

セミナー受講風景
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　１）企業負担について

　２）受入経費の補助対象
５．研修生受入経費負担について

輸出有望品発掘調査事業について

　なお、調査員は次の３人です。愛媛県産業貿易振
興協会「地域産品輸出推進員」の名刺を持参いたし
ますので訪問した際はご協力をお願いいたします。
東予担当　近藤俊雄（後列右から２人目）
中予担当　田中晨彦（前列左）
南予担当　酒井英行（後列左）

　当協会は、昨年11月より愛媛県が実施する「緊急
雇用創出事業臨時特例交付金」を活用した ｢愛媛の
輸出有望産品発掘調査事業｣ を受託し実施していま
す。これは、雇用創出事業を通じて、農林水産物や
その加工品の輸出有望案件を調査発掘するものです。
　このため、当協会は、３名の調査発掘要員を採用
し、それぞれ、東予地区、中予地区、南予地区を担
当し、食品を中心に輸出できそうな産品の発掘調査
を行っています。
　同年12月末現在の調査先は102件に達しており、
今後さらに調査を進めてまいります。
　調査員が発掘した案件を、愛媛県が育成商社に指
定した、愛媛エフ・エー・ゼット株式会社、芙蓉海
運株式会社並びに既存の県内商社他と連携しなが
ら、シンガポール、香港、台湾、タイ、中国他のア
ジア新興国へ輸出したいと考えています。

地域育成商社との打合せ会議
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　エヒメフォーカスは、愛媛大学学長の柳澤康信氏、会員紹介では中国・ベトナムで事業展
開をする一広株式会社と、中国で絶縁紙等を製造販売する三木特種製紙株式会社を取り上げ
ました。一広㈱の事業展開は2008年の通商白書に「グローバル・バリュー・チェン構築事例」
として紹介されたほか、昨年11月横浜で開催された「APEC中小企業サミット」において、
越智社長が講演をいたしました。“海外進出無くして、企業の継続発展はない”。これが越智
社長の信念でもあります。
　県内企業は、今、労働力が豊富で政治的に安定している、ベトナム、カンボジア、バング
ラデッシュ、インド等に熱い視線を注いでいます。

編　集　後　記


