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　今、当地を含めわが国の中小企業、とりわけ地場企業や非製造業で、グローバル需要を取り込む動き
が拡がっている。

　例えば、一次産業で、安全･衛生、冷凍保存技術等を高めつつ、食材の輸出拡大に取り組んでいるほか、
家具、瓦、漆塗り、線香などの地場伝統産業では、既存の技術に現地需要に合った一手間を加えること
で、新たな海外需要の取り込みに成功している例も多い。こうした業種では、国内市場が供給過剰状態
にあるため、海外進出が国内需給の改善に繫がる面もある。
　
　また、これまで出遅れていた非製造業でも、海外市場開拓の動きが活発化している。外食チェーンや
ビジネスホテルなどでは、国内で培ってきた独特のノウハウ・品質への需要があるとの判断で海外進出
に踏み切った例がみられるほか、ブライダル業界、美容関係や、自動車教習所、学習関連など、今まで
余り意識されなかった様々なサービス業においても、海外進出の動きが拡がっている。生活・所得水準
の向上に伴い、「日本式のきめ細かなサービス」に対するニーズが高まり、安全・安心重視、教育重視
の風潮も強まっているなど、新興国での消費スタイルの変化が、こうした動きを支えている。
　
　日本としては、国内人口が減少する一方で、新興国の需要増等を背景とした資源価格の上昇圧力に晒
されている以上、こうしたグローバル展開は、不可避の選択肢と言わざるを得まい。中小企業でも、海
外展開は当たり前、といった感覚が求められる時代が到来しつつある、といっても良いのかもしれない。
　
　とはいえ、海外進出に取り組む企業は、複雑な税関等の諸手続きや代金不払い等の様々な苦労に直面
しているのが実態である。とりわけ、これまで海外進出の経験に乏しい中小企業にとっては、信頼でき
る販路の開拓と、人材育成が大きな課題となっている。
　
　こうした課題の解決は容易ではないが、商社を退職した団塊シニア層の招聘や留学生の採用、外国人
研修・実習制度終了者の現地での活用など、様々な工夫の動きもみられる。行政、金融機関、各種団体
等も、海外でのビジネスマッチング等の取り組みを強化している。
　
　グローバル経済は、激しい変化の真っ只中にあるが、こうしたときこそ、中長期的な視点での地道な
取り組みが重要なのではないだろうか。

サービス業にも拡がる
グローバル化の流れ

日本銀行松山支店　支店長　丹治　芳樹　
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　中国政府は第11次５か年計画において、2010年の
単位GDPあたりのエネルギー消費を05年実績の石
炭換算で1.22トン/GDP１万元から約20％減らすと
いう拘束目標を掲げています。07年実績は05年比５
％弱しか減少しておらず、政府は残る３年間で目標
を必達するために、省エネ関連法規を整備するとと
もに、行政機関が率先して全国民の省エネ意識を高
めることを要求しています。

１．省エネ法の改正
　07年10月に改正、08年４月から施行されたエネル
ギー節約法（以下「省エネ法」という。）は、省エ
ネを基本国策として位置づけ、省エネ目標の責任制
と省エネの審査・評価制度を導入することとなりま
した。 
　同法は、管理対象を工業生産の他、建築、交通運輸、
公共機構分野にも拡大し、政府の責任部門を明確に
するとともに、具体的な管理方法を示しています。

２．省エネ行動の実施
　省エネ関連の法整備が進む一方で、見栄え重視
の地方都市建設、大排気量の自動車購入、大面積
の住宅建設、豪華な内装工事、使い捨て用品の大
量消費、過剰包装等の浪費現象が依然として深刻
であるため、国務院弁公庁は「全国民による省エ
ネ行動の浸透・展開」を８月１日付で地方政府お
よび国務院各部・委員会に指示しました（図表２）。

３．進出企業の対応 
　地元政府から省エネへの取組強化を要請された
場合は、自社の取組事例を示すなど積極的に協力
することにより、政府との信頼関係強化に役立て
てください。 
　また、省エネ製品の一般への普及および政府に
よる優先購入が進めば、取扱企業にとってビジネ
スチャンスの拡大が見込まれます。

　中国における省エネ行動の
　　　　　　浸透・展開について

愛媛信用金庫　

図表１：最近公布された省エネ関連法規

法令・通達名 発信者 公布日 施行日

エネルギー節約法（省エネ法） 国務院 07年10月28日 08年４月１日

道路水路交通の省エネ法実施弁法 交通運輸部 08年７月16日 08年９月１日

民用建築省エネ条例 国務院 08年８月１日 08年10月１日

公共機構省エネ条例 国務院 08年８月１日 08年10月１日

全国民による省エネ行動の浸透・展開に関
する通知

国務院弁公庁 08年８月１日

省エネ法の貫徹実施に関する通知 国家発展改革委員会 08年８月25日

（備考）国務院等の法令・通達にもとづき作成
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図表２：全国民による省エネ行動の骨子

①エネルギー窮乏体験活動を展開する。
　 　各級省エネ主管部門は省エネ意識を高めるために、毎年６月の全国省エネ週間中に各種のエネルギ

ー窮乏体験活動を展開する。政府各部門の主要責任者に毎年１回エネルギー窮乏体験活動への参加を
義務づける。

②自動車の使用日数を週１日減らす。
　 　各級行政機関は車輌ナンバー末尾により週１日（月は１・６、火は２・７、水は３・８、木は４・９、

金は５・０）公用車の使用を控える。企業や個人に対しても週１日は自動車を使用せず、公共交通を
利用するように提唱する。

③室内のエアコン温度を厳格に調整する。
　 　公共建築のエアコン温度を夏季26℃以上、冬季20℃以下に設定する。一般市民に対しても同様の温

度設定の実施を提唱する。

④エレベーターの使用を減らす。
　 　各級行政機関のエレベーターは、３階建以下は原則運転を停止し、その他もピーク時以外は間引き

運転を行う。高層建築では分段運行や隔階停止を励行し、上下階の移動は極力エレベーターの利用を
避ける。

⑤街灯と景観のライトアップを抑制する。
　 　車輌と歩行者の安全確保を前提に、街灯の点灯間隔の拡大を試行する。電力消費ピーク時は景観の

ライトアップやネオンの点灯を控える。行政機関と公共スペースは不必要な夜間照明を一律消灯する。

⑥省エネ製品使用を普及する。
　 　消費者に省エネラベルあるいは省エネ製品認証ラベルを取得した家電製品、省エネ灯、エコカーの

購入・使用を奨励する。各級行政機関は政府グリーン調達規定を遵守し省エネ製品を優先して購入する。

⑦エコバッグの使用を奨励する。
　 　レジ袋の生産・販売・使用を制限する規定を厳格に執行するとともに、エコバッグの反復使用を奨

励して、石油消費量を減らす。

⑧割ばし、紙コップ等の使い捨て用品の使用を減らす。
　 　各級行政機関は率先して使い捨て用品の使用を減らす。各種ホテルは使い捨て洗面用具等の提供を

極力控える。過度の包装を有効に抑制する措置を採用し、過剰包装品を積極的に排除する。

⑨夏季公務活動時は一律軽装を着用する。

⑩省エネに対する意識を高め、習慣化する。
　 　企業と家庭が、夏季電力消費ピーク時のエアコン使用時間を１日１時間減らし、夕方の点灯を30分

遅らせること、自然光照明の採用、小まめな消灯、白昼灯・常夜灯の廃止などを提唱する。事務設備
と家電製品を適宜開閉することで待機電力の消耗を減らす。

（備考）国務院弁公庁通達にもとづき作成

（信金中央金庫総合研究所アジア業務室「貿易投資相談ニュースVol.161」（2008年９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、信金中央金庫総合研究所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、当研究所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。
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　 　 非自由化品目の輸入について教えてください。

　　輸入貿易管理令第４条１項では、輸入承認が必
要なものとして、「輸入割当てを受けることを要
するとき」が挙げられています。更に、この「要
するとき」として、「自由化されていない品目（非
自由化品目）」とワシントン条約およびモントリ
オール議定書関連の貨物の品目が輸入公表第一号
で規定されています。

　　非自由化品目は輸入公表第一号の第１で、にし
ん、たら、すけそうだら、たら（すけそうだらを
含む）の卵、煮干し、ぶり、いわし、あじ、さば、
さんま、帆立貝、貝柱、いか、干しするめ、食用
の海草（のり、こんぶ）および海草の調製食料品
といった水産物や核燃料物質等が具体的に挙げら
れています。

　　水産物を輸入しようとする場合は、経済産業
省が４月から翌年の３月にかけて各輸入割当品目
ごとに年１回、経済産業公報および当機構発行の
通商弘報に掲載して発表する輸入発表（注意事
項、輸入割当方式（商社割当て、需要者割当て
等）ごとの申請者の資格、書面申請手続および電
子申請手続等）に基づいて、経済産業大臣に輸入
割当てを申請します。申請者はこの輸入割当てを
受けた後、輸入の承認を受けて、これにより船積
関係書類等を添えて税関に輸入申告することがで
きます。なお、輸入割当申請および輸入承認申
請は、貿易管理オープンネットワークシステム

（JETRAS）により電子申請でも行うことができ
ます。

　　輸入貿易管理令第14条で、この輸入の承認、
輸入割当てが不要とされる「特例」があり、別表
第一に規定されている主なケースは次のとおりで
す。

　１ ．総価額500万円以下の貨物。但し、別途告示
で適用範囲が限定されていて、実際は、輸入割
当品目のうち総価額が18万円以下の無償の貨
物だけが特例に該当します。

　２ ．個人的使用に供せられ、且つ、売買の対象と
ならない程度の量の貨物等。

　　輸入しようとする貨物の関税分類番号を税関で
確認するほか、当該貨物が非自由化品目等に該当
するかなど、事前に経済産業省、または貨物の主
務省に問い合わせて確認するなど、慎重に対応さ
れたほうが良いかと思われます。

根拠法令： 外国為替及び外国貿易法、輸入貿易管
理令、輸入貿易管理規則、輸入公表、
関税法

関係機関：経済産業省貿易経済協力局貿易管理部：
　　　　　http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/
　　　　　同　貿易審査課：Tel 03-3501-1659（直）
　　　　　農水産物に関する窓口は、
　　　　　貿易審査課農水産室：Tel 03-3501-0532（直）
出所 ： 「貿易・投資相談Ｑ＆Ａ」『ジェトロのビジ

ネス情報』より転載

（まとめ：堀元敏勝／愛媛県産業貿易振興協会）

Q.

A.

貿易投資
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【百聞は一見に如かず】
　４月から貿易振興業務を担当することになった私
にとって、現地を見ること、中でも今の中国、上海
を訪問することは、最初の「宿題」でした。北京五
輪の閉幕を待ち、小学校の２学期が始まって間もな
い９月９日㈫から12日㈮の４日間、有給休暇を取得
して上海を訪問しました。やんちゃ盛りの小学生２
人を抱え、家庭のことも気になる年代です。このた
め、デイリー運航がなされている岡山空港から上海
に向かうことになりました。

　岡山駅から岡山空港へは、直行バスでジャスト30
分。予想以上のアクセスの良さでした。他空港との
競合により、搭乗率も苦戦しているものと思いつつ、
いざふたを開けてみると約３分の２の搭乗あり。平
日ということもあり、小グループの団体客やビジネ
ス利用客が多く、概ね２対１の比率でした。（広島
空港もデイリー運航されていますが、広島発午前９
時のため、岡山空港を選択） 

【３年振りの上海】
　私にとっては、2005年６月以来、３年ぶりの訪問
です。前回は大規模な反日デモの後の団体旅行でし
たが、この街が放つ独特の熱気と人々のエネルギー
を感じ、帰国後もしばらく体が火照っていた記憶が
あります。
　緊張しながら入国審査を終え、荷物を取り上げる
と目の前に長蛇の列。「３年前はなかったはずだが
…」と思っていると、税関によるＸ線検査が待ち構
えていました。北京五輪閉幕後においても、国内持
ち込み品には、依然として厳しい監視がなされてい
るようです。
　空港から市内へは、リニアモーターカーを利用し
ました。最高速度431キロ。わずか８分で地下鉄龍

陽路駅に到着。乗車前の手荷物検査など多少煩わし
さもありますが、音もなく車体が若干浮き上がり、
猛スピードで駆け抜けていく体験は、子どもたちへ
の最高の土産話となりました。
　夜には、愛媛県から日本貿易振興機構（ジェトロ）
上海センターに派遣中の小林職員と合流。夕食後、
立ち寄った中山公園では、暗がりの中、あちこちに
人だかりがありました。覗き込むと即席のカラオケ
大会。マイクを握って熱唱する傍らで、皆自分の出
番を楽しみに待っています。９月とはいえ、まだま
だ熱い地。思い思いに夕涼みを楽しんでいる上海市
民でした。

【デパート、スーパー訪問】
　２日目は、市内のデパート、スーパーなどを訪問
しました。上海屈指のデパートである久光百貨店、
フランス系のカルフール、日系のしんせん館、マレ
ーシア系のパークソン、ローカルの聯華、そして県
内企業も出品しているCityShopなどです。
　
　今回の訪問は、店舗側の許可を取得して行ったも
のではありませんが、買い物客に混じってあちこち
を歩いてみた現場感覚としては、やはり「日本産食
品に強い関心」を再認識しました。種類・品数の差
こそあれ、数多くの店舗で日本産食品が取り扱われ、
一定層の顧客を確実に得ているようです。
　と同時に、中国という巨大市場を狙って、世界各
国から色々な食材が売り込まれていることも痛感し
ました。中でも印象に残ったのがフランスです。ワ
インなど個別商品の売込みは当然として、その背景
にあるフランス文化、フランスの「薫り」のような
ものを、一体にして売り込んでいる印象を受けまし
た。聞くところによると、いろいろな媒体を通して、
例えば「ワインを飲むことはお洒落」というような
イメージづけを図っているとのこと。
　どの店舗に行ってもワインの品揃えは充実してお
り、熱心に選んでいるお客さんを目にしました。西
側先進諸国の中でも独自の外交路線を持つというフ
ランス。中国市場においても、確固とした戦略に基
づいて、どんどん販路を開拓しているようです。

海 外 ビ ジ ネ ス海 外 ビ ジ ネ ス ⑴
上海訪問記

愛媛県産業政策課　　
客本　宗嗣

中国共産党第１回大会の記念館前にて

浦東地区の賑わい
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【福島GALLERY】
　今回の訪問先の中から、福島GALLERYとヤマト
マーケティングギャラリーについて御紹介します。
　「日本の自治体として、上海へ最初にアンテナシ
ョップを出したのはどこ？」　姉妹都市の大阪？地
理的に近い福岡？それとも……。正解は福島県です。

　2006年10月、日本人が数多く居住するエリアにア
ンテナショップを開設しました（栄華東路）。店内
には、福島県産の食品やお酒はもちろんのこと、民
芸品、観光パンフレットなどが、所狭しとディスプ
レイされています。業務用冷蔵庫も備えられており、
出番を待つ商品が整然と並べられていました。常駐
スタッフは２名。そのうちの１名、中国人男性は営
業も担当しているとのこと。オープン以来の地道な
営業活動が実を結びつつあり、日本食の料理屋さん
を中心に、業務用販売先も数多く開拓しているよう
です。
　この店舗のPRポイントは、アンテナショップと
しての情報収集・発信機能はもちろんのこと、ヤマ
トグループ（クロネコヤマト）のネットワークを活
用することにより、日本から「宅急便感覚」で中国
へ商品を届けられること、さらには、ここを拠点に
デパートの物産展に機動的に出展できること（日本
からその都度取り寄せる煩わしさがない）などのメ
リットがあります。
　また近くには、同じグループが運営している「ヤ
マトマーケティングギャラリー」があり、ここには、
北海道、福島県、長野県、石川県、大分県、鹿児島
県が出展しています。これらの自治体では、地元産
品をPRするとともに、ギャラリーを活用した、上
海市場への進出・浸透を狙っています。
　福島県をはじめとした取組みは、本県も参考にし
ていくことが必要でしょう。

【上海新名所】
　視察スケジュールをほぼ終えた３日目の夕方、上
海森ビルを訪問しました。総工費1,250億円、開発
を決めてから14年がかりで完成した高さ492ｍの「上
海環球金融中心（上海ワールドフィナンシャルセン
ター）」です。報道によると複数の大手都市銀行も
400人、500人という規模で入居するとのこと。
　高速エレベータで100階まで昇り、世界で最も高

い展望台から見渡す景色は圧巻です。上海タワーを
眼下に収め、無数の高層ビル群が立ち並ぶ大都会の
風景。反対側の窓からは、はるか彼方にまで果てし
なく広がる中国の大地。自国の発展を確かめるよう
に、景色に見入る中国人旅行客の団体。
　今なお近隣には、500ｍ級のビルの建設が相次い
でおり、今後も大いなる発展が続いていくことでし
ょう。

【学ぶに如かざるなり】
　３泊４日、実質的には２日半の上海訪問でしたが、
この国の間口の広さと奥行きの深さに痛打され、こ
の国を「摑む」ことの難しさを改めて実感しました。
　日ごろ書店には、ショッキングなタイトルを付し
た中国関連の書籍が平積みされていますし、マスコ
ミを通じて、いろいろな報道が毎日のように飛び込
んできます。これらを通じて、私たちは無意識のう
ちに「中国像」、「中国人像」を形成していくわけで
すが、やはり、現地でなければ得られないことも数
多くあります。
　その一つが、国際貿易センタービル（ジェトロ上
海センターも入居）からタクシーに乗った時のこと。

「日本語の通じるタクシー運転手はほとんどいない」
ガイドブックに書かれていたことを鵜呑みにしてい
ると、私たちの会話に突如、運転手さんが参入。聞
けば、独学で日本語をマスターしようとしていると
のことです。「私ね、日本人の友達たくさんいるよ」
と取り出した名刺の束からは、大手メーカーや商社
をはじめとする何十人という日本人の名前。指名で
の仕事はもちろんのこと、日本からの来客案内など
も、任されているとのことでした。彼が取り出した
自作のカードには、よく使う会話、聞き取りにくい
単語などがびっしり。本当に頭の下がる思いでした。
　また、帰国日の早朝、リニア駅に向かうため、地
下鉄に乗った時の出来事です。隣に座ってきた20代
前半と思しき女性が何やら勉強を開始。横目で覗く
と、漢字の読み取りの勉強中でした。テキストに、
小さな文字でびっしりと書かれた日本語。寸暇を惜
しんで学ぶ姿勢に、わが身の甘さを感じました。
　思い起こせば、今から13年前、米国大学院に留学
中の親友を訪ねた時、何より驚いたのが中国人留学
生の多さでした。将来、国を率いるリーダーから市
井の人々まで、「学ぶ」ことなしには、明るい未来
を築くことは困難でしょう。松山行きの飛行機を待
つ間、ずっと私の胸の中を去来していたのは、「学
ぶに如かざるなり」という言葉でした。
　短い訪問でしたが、今回の体験を今後の仕事や生
活に大いに役立てていきたいと思います。
　上海滞在中、お世話になった数多くの方々に、誌
面を借りて御礼を申し上げます。本当にありがとう
ございました。
　2010年の上海万博には、是非、家族揃って訪問し
たいと思います。　再見！

業務用大型冷蔵庫も完備
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　ポーランドと聞いて、みなさんは何を思い浮かべ
ますか。ショパン、前ローマ法王（ヨハネ・パウロ
２世）、キュリー夫人、ワレサ大統領、アウシュヴ
ィッツ強制収容所などは思い浮かぶ人もいるのでは
ないでしょうか。私は今年の夏、４度目のポーラン
ドに行ってきました。日本ではあまり馴染みのない
ポーランドについて、以下、独断的な視点から、お
話させていただきます。

（１）食事
　みなさまが外国訪問をするときに、一番の関心事
項となるのがやはり食事です。ポーランドにもその
関心に十分応えてくれるような、おいしい伝統料理
があります。
　ビゴスやジューレッ
クがその代表例です。
ビゴスは肉（何でもい
い）とキャベツ（もし
くはザワークラウト）
を中心とした煮込み料
理で、ポーランドのお
ふくろの味です。
　ジューレックは発酵
させたライ麦をベース
にした少し酸味のある
スープに、細かく刻ん
だソーセージ、ゆで卵、
じゃがいもなどの具が
たくさん入っていま
す。いずれも日本人の
口によく合う味付けな
ので、パンとビールさ
えあれば、毎食食べて
も飽きることがありません。
　ちなみにポーランドにはビ
ールもありますが、代表的な
お酒はウォッカ（ポーランド
語ではヴトゥカと発音）です。
冬には極寒の地になるポーラ
ンドですので、アルコール度
数40度以上のヴトゥカで体内
から温めようとするのはわか
るのですが、食前の一気飲み
は空きっ腹にはさすがにキツ
イです。 

（２）言葉
　ポーランドの公用語はポーランド語ですが、この
ポーランド語は世界で最も難しい言語の１つといわ
れています。文字は基本的にはラテン文字（ABC

など）を使います（他には 、 、Ó、Ś、Ź、Z
.
 を使用）

が、男性・中性・女性名詞はもちろん、英語でいう
格（主格・目的格・所有格）はポーランド語に７つ
もあります。しかも格に応じて変化するのは一般名
詞だけでなく、人の名前も変化します。例えばアン
ナさんであればAnna→Annoというように、語尾が
変化して「アンノさん」という呼び方になるときが
あります。名前が一切変化しないことに馴れている
日本人には結構驚きです。
　では、ポーランド語の読み方についてみてみまし
ょう。例えば、冒頭で登場したワレサ大統領ですが、
実はこれは日本でしか通じない名前です。ポーラン
ド語では「ヴァウェンサ」大統領となります（スペ
ルはWA SA）。一方、

「Śliwki」 は「 シ リ フ
キ」と発音します。変
な想像はしないでくだ
さい。日本語の「プラ
ム、すもも」（複数形）
のことです。ポーラン
ドでは、このシリフキ
のチョコレートがよく
売られていますが、結
構おいしいです。
　このように同じ「W」でも「ヴァ」と発音したり、

「フ」と発音したり、単語の並び方で発音が異なり
ます。

（３）習慣
　ポーランドの街を歩いていると、よく見かけるの
が花屋です。この花屋は、露天や店舗販売など、形
式はさまざまですが、街の至るところに彩りを添え
ています。もちろん、自宅用に購入する人もいます
が、大切な人（家族、友人、恋人）と会うときに、
その相手に贈るために購入する人もいます。実際、
待ち合わせ場所となる広場や公園で、何気なく人間
観察をしていると、花束を持って、待ち合わせをし
ているシーンをよく
目にします。日本に
はない、いい習慣だ
と思います。他の欧
州の国でもこういっ
た習慣はちらほらあ
るようですが、特に
ポーランドの街中で
は頻繁に見られる光
景です。
　徹底したレディーファーストもポーランドの特徴
的な習慣です。例えば、エレベーターに乗り合わせ
ている女性が同じ階で降りるときには、年齢や役職
に関わらず男性は、まず女性を先に降ろします。そ
れを知らず、あなた（男性）が先に降りようとしよ
うものなら、（あなたの腕をつかむなどして）、誰か
があなたの行動を制止するでしょう。ポーランドに
行かれる男性はご注意ください。

海 外 ビ ジ ネ ス海 外 ビ ジ ネ ス ⑵
ポーランド好きによるウンチク

日本貿易振興機構（ジェトロ）
愛媛貿易情報センター

係長　古川　　祐

日本の肉じゃがのようなビゴス

ジューレック：最後にバジルをの
せて出来上がり

ポーランドの代表的なヴト
ゥカである「ジュブルフカ」

シリフキ・チョコレートの外装

ポーランドの街中でよく見かける花屋
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（４）各種インフラ
　ここで、少しビジ
ネス関連のお話に移
りたいと思います
が、ポーランドは中
・東欧諸国では最も
国土が大きいことも
あり、また隣国では
ありませんが、ロシ
アと西欧（ドイツ）
の間に位置している
こともあり、物流網
となる高速道路は重要です。
　ポーランドは2004年５月にEUに加盟しており、
高速道路などのハードと法令などのソフトそれぞ
れのインフラが、EU基準に沿うべく、EUの補助金
が投入されて、年々整備されてきています。なお、
EU域内の国境での
通関手続きの撤廃は
そのハード・ソフト
両方のインフラ整備
とも言えます。例え
ば、日本から輸出す
る場合は、一度EU
のどこかの国で通関
を済ませれば、ポー
ランドには通関なし
で入ります。

（５）ポーランド進出企業
　インフラの整備に合わせて、外資系企業のポーラ
ンドへの進出は増えてきています。特に、外資系製
造業はポーランド経済を支える重要なプレイヤーで
す。フォルクスワーゲン（ドイツ）、フィアット（イ
タリア）、オペル（ドイツ：GMグループ）といっ
た大手自動車メーカーや、LG電子（韓国）、エレク
トロラックス（スウェーデン）、インデシット（イ
タリア）、ワールプール（米国）、ボッシュ・シーメ
ンス（ドイツ）といった大手白物家電メーカーが進
出しています。
　日系製造業の存在も大きいです。ポーランドに進
出している日系製造業は67社（2007年末）で、自動
車関連と薄型テレビ関連が牽引しています。これら
の分野は産業構造の裾野が広いこともあり、進出数
は増加傾向にあります（ジェトロ調査）。自動車メ
ーカーでは、トヨタ自動車（トランスミッション・
ガソリンエンジン）、トヨタ自動車／豊田自動織機

（ディーゼルエンジン）、いすゞ自動車（ディーゼル
エンジン）などが、薄型テレビ関連メーカーでは、
シャープ（液晶テレビ・モジュール）、東芝（液晶
テレビ）、船井電機（液晶テレビ）、オリオン電機（薄
型テレビ）などが進出しています。その進出増の要
因は、欧州（西欧）市場向けの商品を生産するため、
欧州域内でも人件費の低い、ポーランドなどの中
・東欧諸国がその生産拠点として脚光を浴びている
ことが挙げられます。また、例えば液晶テレビを日

本からEU諸国（ポーランド含む）に輸出する場合、
14％という高い関税がかかります。この高関税率が、
薄型テレビ関連メーカーがEU域内（中・東欧諸国）
に生産拠点を移す原因にもなっています。
　また、最近では進出する日系企業向けのサービス
を行うため、ゼネコンや建機メーカー、工作機械メ
ーカー、銀行、コンサルなど製造業以外の進出も目
立ってきています。

（６）これからのポーランド
　ポーランドは現在、欧州の中でも最も経済発展の
著しい国です。英国などに出稼ぎに出ていたポーラ
ンド人の中には、母国のあまりの経済成長ぶりに、
母国での就職を希望し、考え直して戻ってくる動き
もあります。これまでは欧州の工場として活躍して
きましたが、今後は「マーケットとしてのポーラン
ド」に注目が集まるでしょう。

【ポーランド共和国】
面積：32万2,577平方キロメートル（日本の約85％）
人口：約3,800万人（2007年）
言語：ポーランド語（西スラブ語族）
宗教：カトリック（93％）
通貨：ズロチ

隣国チェコへ続く、片側２車線のき
れいな高速道路

国境には単なる看板のみ：この看板
の向こう側はチェコ ポーランド第２の都市クラクフにある

近代的なショッピングセンター

ポーランドでも増えているお寿司屋

ポーランド

チェコ

ドイツ

ベラルーシ

ウクライナ

スロバキア

ワルシャワ
■
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日本食研株式会社

本　　社：今治市富田新港１丁目３番地
設　　立：昭和46年10月１日（創業）
事業内容：�調味料（液体・粉体）の

製造販売他
代 表 者：大沢　一彦
資 本 金：�５億8,800万円
　　　　　（グループ合計21億3,300万円）
売 上 高：810億円（グループ合計）
従業員数：3,400名（グループ合計）

１．業務内容
１ ）業務用総合調味料トップメーカー
　 　「味の作曲家」をキャッチフレーズに、主に業

務用の調味料の大手メーカーとして業績を伸ばし
てきたが、平成元年から家庭用調味料 ｢晩餐館｣
シリーズを発売し、食生活全般にわたる提案型の
総合食品会社として、今後の動向が注目をあつめ
ている。

２ ）成長の原動力
　 　成長の原動力として、｢営業・研究・生産の三

位一体｣ 体制がある。北海道から沖縄まで、141
拠点を有し、約14万５千件の顧客に、約1,800人
の営業部員が訪問し、状況に即した提案を行って
いる。そこで得た情報は研究にフィードバックさ
れ、200人の研究スタッフにより新商品開発に取
り入れられている。新商品開発は年間100アイテ
ムに達し、現在の取扱商品は調味料、食材、包装
資材、食品加工機など多岐にわたり、その種類は
7,800種類におよぶ。また、これらの多品種展開
を効率的な生産体制で可能にしている。

２．国際化の現状
１ ）海外展開の歴史
　・1986年２月 台北支店開設
　・1988年２月 ロサンゼルス支店開設
　・1989年６月 デュッセルドルフ事務所開設
　・1991年６月  香港事務所開設
 （2002年５月支店昇格）
　・1996年９月 青島事務所開設
 （2001年９月大連事務所に改称）

　・2002年10月 上海事務所開設
　・2003年７月 バンコク事務所開設
　・2006年９月 Nippon Shokken U. S. A. Inc. 設立
　・2006年10月  Nippon Shokken U. S. A. Inc. ニュ

ーヨーク営業所開設
　・2007年１月 蘇州食研食品有限公司設立
　・2008年４月  台湾食研食品股 有限公司を設立
　・2008年５月 ロンドン事務所開設
　・2008年６月 蘇州工場竣工
　・2008年９月  台湾食研食品股 有限公司高雄営

業所、同月台北営業所開設
　・2008年10月  Nippon Shokken U. S. A. Inc. ロサ

ンゼルス営業所開設
　・2008年11月  蘇州食研食品有限公司蘇州営業所

開設
２ ）海外事業所　14カ所
　ａ ．海外拠点：香港支店、大連事務所、上海事務

所、バンコク事務所、デュッセルドルフ事務所、
ロンドン事業所　（以上６拠点）

　ｂ ． 海 外 現 地 法 人：Nippon Shokken U. S. A. 
Inc. （ロサンゼルス本社、ロサンゼルス営業所、
ニューヨーク営業所）、蘇州食研食品有限公司

（本社工場、蘇州営業所）、台湾食研食品股 有
限公司（台北本社、台北営業所、高雄営業所）

　　（以上８拠点）

３．国際化戦略
　海外への展開も積極的にすすめており、14カ所の
海外拠点や現地法人を中心として、｢世界の食文化
の開拓者｣ として、挑戦を続けている。また、これ
らにより、海外向け輸出高も、前年比２桁の増加を
続けている。来期（2008年10月〜）の海外拠点開設
予定もあり、全都道府県に事業所を配置した様に、
折からの日本食ブームが追い風となり、国際化戦略
は益々加速して行くものと期待されます。

４．経営理念（モットー）

　日本食研が目指しているのは「永遠に発展し続け
る会社」です。この実行のため、あらゆるものが集
約されています。開発、調理法から食材・機材の研
究、販売のノウハウ、プレゼンテーション、社員教
育制度等の充実が、創業から短期間で業界のトップ
に立つことを可能にいたしました。
　大沢社長は ｢まあいいじゃないか｣ と考えたこと
は一度もないといいます。このへんで良いだろうと
いう妥協はしないということです。この挑戦こそが、
たとえ失敗しても満足感を結果として残し、新たな
挑戦のバネとなるのです。

（インタビュー：柴尾義弘／愛媛県産業貿易振興協会）

大沢一彦
代表取締役社長

　　仕事で成功することは、人類に最大
　　の幸福（しあわせ）をもたらす。

　日本食研は、営業・研究・生産　三位一体の企業です

会 員 紹 介
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株式会社ヨンキュウ

本　　社：宇和島市築地町２丁目318番地235
設　　立：昭和38年４月26日
事業内容：�鮮魚販売、餌料・飼料販売、

養殖用稚魚の生産・販売
代 表 者：代表取締役社長
　　　　　　　　　　　　笠岡　泰文
資 本 金：�21億8,761万５千円
売 上 高：360億円（平成20年３月期）
従業員数：159名（平成20年３月末）
証券取引所：ジャスダック

１．業務内容
　養殖魚の仕入・販売と加工事業、さらに稚魚の販
売、人工ふ化稚魚の生産・販売、餌料・飼料販売と
養殖事業に関する一貫体制を構築し、養殖漁業を川
上から川下まで手がけている。具体的には、次の３
事業となる。
１ ）鮮魚販売
　 　ハマチ・カンパチ・タイなどの養殖魚、ならび

にフィーレ（切り身）などの加工品を取り扱って
いる。産地より全国の市場へ直送し、新鮮な魚を
安定した価格で供給している。

　主な取扱い魚種のご紹介

　ハマチ（ブリ）
　平均規格：3.0㎏〜7.0㎏

　 水深が深く、潮流の速いリアス式海岸で低密度養
殖され、身の締まりは抜群。

　カンパチ
　平均規格：2.5㎏〜4.0㎏

　 水質に優れた鹿児島錦江湾で、徹底した管理型養
殖された良質のカンパチです。

　タイ
　平均規格：1.2㎏〜2.0㎏

　 リアス式海岸で、徹底した管理型養殖の推進によ
り良質のタイが育っています。

　（同社ホームページより）

笠岡泰文
代表取締役社長

２ ）稚魚販売
　 　「健康な魚を育てるには良質な稚魚が必要で

す！」をキャッチ・フレーズに、タイ・ハマチ・
カンパチ・ヒラメ・スズキ・シマアジ等の、稚魚
を販売している。

３ ）餌料・飼料販売
　 　｢健康な魚は安全なエサを食べています！｣ を

キャッチ・フレーズに、次の３種類の餌等を販売
している。

　・ 餌 料：主にイワシやサバなどの小魚を15㎏ほど
のブロックに冷凍した生餌

　・ 配合飼料：養殖魚用の粉末・固形化した配合飼料
　・ モ イストペレット：生餌・配合飼料を混合した

固形飼料
　 　他に、薬・栄養剤・養殖用機器等の販売を行っ

ている。

２．トレーサビリティーへの取組み
　食の安心、安全の確保は時代の要請となっており、
農水省は産地から小売店までの流通情報を小売段階
で識別できるようにするシステム、トレーサビリテ
ィー・システムに平成14年より対応、養殖魚の飼育
履歴の管理体制を構築運用している。ハマチ・タイ
・カンパチ等養殖魚の全魚種について、“いけす単位”
の給餌日誌の情報を日々データ・ベース化し、出荷
した魚単位生産履歴情報を、タイムリーに取出せる
仕組みである。

３．国際化の現状
１ ）海外展開の歴史
　・1985年　海外へ初輸出
　・その後、海外よりタイ他の稚魚の輸入を開始
２ ）現在稚魚の輸入先としては、大連（中国）、韓国、

香港、海南島（中国）がある。

４．国際化戦略
１ ）稚魚の海外からの仕入を継続拡大
２ ）フィーレ・真鯛スモークハム他の輸出拡大
３ ）最近の海外商談会への参加状況
　・ 2007年１月29日
　　　 商談会「四国産品in上海」に参加　
　　　 ハマチ・フィーレ、ハム、ジャーキ他を出展
　・ 2007年10月18日
　　　 中国（上海・大連）輸出商談会に参加　　
　　　ハマチ・フィーレ、ハム、ジャーキ他を出展
　・ 2008年２月24日
　　　 ボストン・シーフード・ショーに参加　
　　　「真鯛スモーク」他を出展

５．経営理念（モットー）

　養殖魚の餌料販売からスタートし、養殖魚の仕入
・販売と加工事業にも着手、さらに稚魚の販売、人
工ふ化稚魚の生産・販売と養殖事業に関する一貫体
制を構築し、養殖漁業を川上から川下までトータル
にサポートする。

（インタビュー：柴尾義弘／愛媛県産業貿易振興協会）

　　養殖漁業に特化し、「捕る漁業」から
　　｢育てる漁業｣ へ
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