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　農林水産物等の輸出促進拡大を図るため、農林水産省は「農林水産物等輸出促進全国協議会」を平成
17年４月に設立、平成16年から21年までの５年間で農林水産物・食品の輸出額を倍増する基本的戦略を
策定した。その後この取り組みを加速化させ、平成18年９月の総理所信表明で、国の目標として平成25
年までに農林水産物・食品の輸出額を１兆円規模を目指すことが打ち出された。この目標を実現させる
ために、平成19年５月には、同協議会において「我が国農林水産物・食品の総合的輸出戦略」が了承さ
れた。この戦略では、農林漁業者等に対する支援の取組の一つとして、地方農政局が中心となって、国
の地方支部局、地方公共団体、ジェトロの貿易情報センター等の参画の下、「中四国地域農林水産物等
輸出促進協議会」を設置した。これに先立ち、愛媛県では、愛フード推進機構（下部機関には「えひめ
農林水産物等輸出研究会」）を立ち上げ、台湾、中国等でのアンテナショップ、商談会、見本市参加等
と事業展開を進めていて、県内生産者等の積極的な参加により、具体的な輸出へと繫がっている。
　ジェトロ愛媛では愛媛県（含む、愛フード推進機構）と共催して、平成16年10月には「海外市場へ挑
戦する日本の農林水産物」と題して、松山市内で農林水産物等輸出促進セミナーを実施した。この様な
セミナーを３年間続けたり、海外では台湾での食品輸出商談会、香港での愛媛県産品販売・試食宣伝会
等を実施、国内では海外と取引のある国内バイヤーを県内へ招へいしての輸出商談会の実施、あるいは、
ジェトロ東京本部展示場、ジェトロ大阪本部会議室を活用して「えひめ輸出有望商品商談会（食品）」
等を数年続けて開催してきている。
　世界的な日本食ブームやアジア諸国の富裕層増加に伴い、今後ますます、日本食への関心が高まって
くるだろうが、「おいしい日本食品」「安心」「安全」「健康」といった日本ブランドのイメージを崩すこ
となく、期待される県産の農林水産物・食品輸出のため、生産者、生産団体、流通、地方自治体、経済
団体等、官民一体となった取り組みが、今後も必要ではないだろうか。

農林水産物等の輸出促進

日本貿易振興機構（ジェトロ）
愛媛貿易情報センター　所長　巽　　嘉弘
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はじめに

　昨年末12月18日、愛媛県の各界から多くの関係者

の出席の下、愛媛・インドネシア友好協会設立総会

が盛大に開催されました。この友好協会は産官学が

一緒になって「愛媛とインドネシアの学術、文化、

経済の交流活動を通して友好関係を構築することを

目的」（規約）としています。総会にはインドネシ

ア大使館から教育アタッシェ、大阪総領事代行、経

済公使参事官、社会文化交流担当領事、情報担当領

事、ボゴール農業大学学長も出席していただきまし

た。

　この友好協会の設立は愛媛大学が中心になって準

備を進めてきましたが、市民レベル、国民レベルの

友好関係を築くには、地域ぐるみの継続的な交流が

不可欠だと考え、多方面に働きかけてきたところで

す。インドネシアと日本の国交が樹立されて50周年

にあたる記念すべき年に、産官学の協働によって愛

媛・インドネシア友好協会が設立されたことの意義

は大きいと思います。

インドネシアとの大学間交流

　愛媛大学は一昨年来インドネシアの大学と学術交

流協定を締結することを積極的に進め、平成19年春

にインドネシアの３大学と学術交流協定を結びまし

た。その具体的計画を検討するために、学長表敬を

兼ね、私と数人の同僚が同年10月にこれらの大学を

訪問しました。そのうちの２つはインドネシアを

代表する大規模大学ですが、その学部長や主要な

教授の多くが日本の大学への留学経験者であった

のは驚きでした。また、本総会直前に４番目の大

学としてボゴール農業大学と協定を結びましたが、

総会にも出席したヘリー学長は愛媛大学大学院の

出身者です。これまで愛媛大学は留学生の教育の

みならず、本会事務局長を勤める遅澤准教授をは

じめ多くの教員がインドネシアをフィールドとし

た研究やインドネシアの大学との共同研究を行っ

てきた長い実績があります。

　これらの大学からは教員の交流、とくに、学位

取得のための留学、大学院生の留学など大学間交

流に対する強い希望がありました。一方、地元自

治体関係者から県レベルの交流を進めて欲しい、

という要望も聞きました。

　インドネシアは社会や経済の発展を図るため、

大学教育の充実と人材の育成に力を入れています

が、その大学は教員の質や設備など教育研究の面

での不十分さが目立ち、まさに発展途上にありま

す。インドネシアにはこの面での日本との交流、

支援への期待は非常に大きいものがあり、また、

日本に対して非常に熱い視線が向けられています。

そこには同じアジアの国として、日本があの敗戦

後のどん底の状態から奇跡的に立ち上がったこと

に見習うという意識、日本を一つのモデルとして

学ぶという姿勢がある、と地元大学人が言ってい

ます。

⑴

愛媛・インドネシア友好協会の設立にあたって

                               　小松　正幸
愛媛大学長
愛媛・インドネシア友好協会会長
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産官学交流の拡大を

　この50年の間にもインドネシアの政治経済は大き

な変動を経験しましたが、現在は治安も回復し政治

的にも安定した状態になりつつあります。インドネ

シアは我が国にとって大変重要な国であり、今後一

層絆を深めていくべき国です。白石アジア経済研究

所所長は本総会記念講演で、日本にとってインドネ

シアは事実上同盟国であり、戦略的なパートナーと

位置づけております。昨年７月には日本インドネ

シア経済連携協定（EPA）が発効し、貿易を始め、

経済的な関係が拡大する環境が整ったところです。

最近、三浦工業がジャカルタに工場を造ったことが

報道されましたが、インドネシアに進出している愛

媛県の企業も少なくありません。また、バリ島を中

心に観光に訪れる人も多くなりました。しかし依然

としてインドネシアに対する県民レベルの関心は高

くないのが実情です。ここに産官学が一緒に足を運

び、現地の大学や産業界と交わる、また、産業界や

地方政府代表を招くなど、交流を盛んにすることの

意義や効果は大変大きいと思います。

　インドネシアは世界第４位の人口を抱える国で、

近年大学進学率が上昇しているので、毎年数百万人

の大学卒業生が生まれます。これらの高等教育を受

けた若者が社会の隅々まで行き渡れば、この国の発

展は確実に進むと思われますが、そのためには働く

場が必要です。日本企業の進出や投資が待望される

所以です。

講演会、国際フォーラムの企画と並行して友好と相

互理解の促進を

　設立総会の際には記念講演会として、モセス・在

大阪インドネシア総領事代行、白石隆・アジア経済

研究所所長（本会顧問）、熱田純生・キーコーヒー

㈱副本部長、ヘリー・ボゴール農業大学学長の基調

講演がありました。設立総会に相応しい優れた講演

を拝聴し非常に勉強になりましたし、これからの

協会の活動のために大きな力を与えていただきま

した。

　総会の直後、横田英毅・愛媛トヨタ㈱代表と遅

澤准教授（協会事務局長）、矢田部教授（国際交流

担当）がインドネシアを訪問し、産業界や地方政

府代表、協定大学の学長と協議を行い、また、日

本大使館やJICAを訪問しました。この訪問は数々

の成果がありましたが、中でも在インドネシア大

使が３月に愛媛大学に来学し講演をされること、

７月にはインドネシア・スラウエシのマカッサル

で国際シンポジウムが実現することになったのは

大きな成果です。

　このような企画を通して、また、相互訪問や留

学生との交流を通して友好を促進したいと思って

おります。皆様のご理解、ご支援をお願い致します。
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　松山商工会議所主催、当協会他後援の「ベトナム
経済視察団」の一員として、ベトナム共和国首都ハ
ノイ、南部経済都市ホーチミンを昨年11月に訪問し
て参りました。
　ドイモイ（改革開放）政策が始まった、約15年前ハ
ノイ空港周辺には、緑の水田の中に、丸い水溜りが
たくさんあるのが、航空機の窓から見えました。通
訳に聞いてみると、あれは、ベトナム戦争当時、米
軍爆撃機B-52が落とした爆弾の跡とのことでした。
　今回出迎えてくれたのは、渋滞する高速道路と、
高層ビル群、クレーンの林立する建設現場、オート
バイと、自動車の騒音そして、排気ガスと砂埃でし
た。そして明るい“アオザイ”を着た、道行く若い
女性達でした。1986年採択のドイモイ政策が経済の
繁栄をもたらしたのです。

Ⅰ．ベトナム最新経済事情
１．経済規模比較

中国 インド ASEAN10 タイ ベトナム
GDP 3.3兆ドル 1.7兆ドル 1.1兆ドル 2,454億ドル 707億ドル
成長率
（％） 11.9 9.0 5.6 4.8 8.5

人　口 13.2億人 10.4億人 5.6億人 6.3千万人 8.3千万人
１人当たり
GDP 2,460ドル 978ドル 1,881ドル 3,737ドル 818ドル

注：2007年データー、ASEAN10は2006年
出所：ジェトロ、アセアンセンター資料より作成

２．概　況
　ベトナムは人口8,700万人（世界12位）を抱え、
国土面積33万㎢（日本38万㎢）、１人当たりGDPは
818ドルと他のASEAN主要国と比較しても低い。
　この格差の背景には、第２次大戦終結後、各国
が経済復興期に入る中でも、ベトナムは1959－
1975年のベトナム戦争、1978年のカンボジア侵攻、
1979年の中越戦争、と1980年代まで戦争や紛争に
より国内経済復興のタイミングを逸したためであ
る。
　それでもベトナムは1994年米国制裁解除を契機
に、1995年ASEAN加盟、1998年APEC参加、2007
年WTO正式加盟、と経済復興の道をたどり、最近
のGDP伸び率では、他のASEAN諸国を上回る状況
となっている。

３．ベトナムの優位性
・安定した政治体制、安全な社会
　�　共産党一党支配であるが、政治はきわめて安
定しており、治安も良い。
・地理的な優位性
　�　インドシナ半島の東端に位置し、日本との距
離も近い。ミャンマー・タイ・ラオス・ベトナ
ム（ダナン）を結ぶ、東西経済回廊が開通し、

ベトナムへの投資環境について
㈳愛媛県産業貿易振興協会
　　　　　専務理事　柴尾　義弘

Hanoi
●

●Danang

●Ho Chi Minh City

ベトナム概略地図

⑵



6

陸路の物流インフラが整いつつある。
・勤勉な国民性
　�　手先が器用で、労働意欲もあり、勤勉な国民性。
休日が少なく出勤日が多い。かつ低廉な賃金。
・労働力が豊富
　�　40歳以下の人口が総人口の70%を占め、若年労
働力が豊かである。
・宗教上の問題
　�　宗教上の問題が少ない。大乗仏教が80%、キリ
スト教が10%、その他10%となっている。
・親日的である
　�　歴史上の問題もあり日本に対しては、親しみと
敬意をもっている。
・外国投資誘致政策が整っている。

各国との最低賃金比較
国　　名 都　　市 最低賃金
ベ ト ナ ム ハノイ／ホーチミン 63ドル
インドネシア ジャカルタ 98ドル
中　　　　国 北　　　京 81ドル
中　　　　国 上　　　海 95ドル
中　　　　国 広　　　州 99ドル
タ　　　　イ バ ン コ ク 115ドル
フ ィ リ ピ ン マ ニ ラ 121ドル

出所：在大阪ベトナム総領事館　（2008年８月現在）

Ⅱ．BEMAC Vietnam （渦潮電機㈱）
　最初の訪問先は、渦潮電機㈱（本社：今治市）ハ
ノイ工場でした。船舶用配電盤の製作工場です。同
工場は、ハノイ市中心街から約20㎞北に位置し紅河
（Red�River）沿の住友商事が運営管理するタンロ

ン工業団地内にあります。同団地はまた、ハノイ・
ノイバイ空港から約15分の交通至便のロケーショ
ンにあるため、キヤノン、パナソニック等日系の
工場で既に一杯となっていました。

１．渦潮電機㈱の現地法人（100％出資）
　社　　名：�BEMAC　Panels　Manufacturing
　　　　　　Vietnam�Co.,�Ltd.
　　　　　　Vietnam�Hanoi（タンロン工業団地）
　設　　立：2004年４月６日
　投資総額：320万ドル
　敷地面積：�1.24ha
　　　　　　工場敷地面積　約4,400㎡
　事業概要：�船舶用配電盤、始動器、監視盤、お

よび計装機器などの設計、製造
　従 業 員：180人

２．現地法人の主要業務
　船舶用各種配電盤、始動器の製造を行っている
が、部材はすべて日本から輸入し、製品はすべて
日本に輸出している。ベトナム人労働力を活用し
た日本国内工場の分工場の役割を担っている。

３．ベトナム選択の理由
１�）ベトナムが日本、韓国、中国に続く世界第四
の造船大国をめざしており、将来は配電盤ほか
のマーケットとして有望であること。
２�）コスト競争力があり、高品質の物を生産でき
るのであれば、市場の中心に生産拠点を構えな
くても良い。
３�）企業にとって、限り無く成功することが使命
であり、意思決定においてリスク回避が最大の
ポイントとなる。中国に比べプラス・マイナス

ハノイ市内の風景

タンロン工業団地内　渦潮電機㈱工場全景
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の両面を踏まえるとプラス要因が多かった。
４��）労働力とマーケットの潜在能力
　�　近年ベトナムへの投資が著しく増加している。
これは優秀な労働力が高く評価された結果であ
る。また人口約8,700万人の潜在的なマーケット
として捉えている。

４．ベトナム工場の運営の問題点
１）電気、電話、交通、賃金等の社会的インフラ
　�　定期的な停電がある他、電話の接続不良、E-Mail
の遅れ等は日常的に発生している。
　�　道路事情が悪く、交通渋滞は日常的に発生して
おり、通勤災害も多い。また、インフレの影響も
あり人件費の上昇が続いている。
２�）下請け、部品産業の裾野の広がりは無く、部品
部材の現地調達は不可能であり、すべて日本から
送っている。
３）日本人派遣者の生活インフラ
　�　熱帯・亜熱帯の高温多湿の気候であるが、外国
人専用宿舎を利用したこともあり、特段の問題は
発生しなかった。病院のインフラは劣悪であり疾
病者はすべて帰国させ、日本での治療としている。
（現在まで該当者はいない。）

５．ベトナムへの投資の魅力と問題点
１）豊富な労働力
　�　人口、8,700万人のうち約５割以上がベトナム
戦争以降（1975年）に出生しており、若年労働力
が利用できる。また、マーケットとしても有力見
込み先。
２）安定した政治、不安の少ない治安。
　�　国民の９割が仏教徒で日本人の感性に近く違和
感が少ない。
３）中国との地理的関係
　�　ベトナムを単独のターゲットとして見るには、
まだ規模が小さいので中国華南マーケットを睨み
ながら進出する企業もある。南北回廊・東西回廊
の開通とともに、流通は一気に改善されるものと
みられる。
４）潜在成長性の高い国内市場
　�　着実な人口増加と相俟ってマーケットの潜在成
長力は非常に高いとみられる。問題点としては次
が挙げられる。

５）裾野産業の脆弱性
　�　外資系企業の進出に対し関連産業の進出が
伴っていないし、自国内での水準に達している
企業は育っていない。
６）インフラ整備は発展段階
　�　インフラの未整備による物流事情の悪さがあ
る。徐々に電力、運輸関係や上下水道、排水な
どに日本のODA他を利用して整備されている段
階にある。
７）労働者有利の法律の施行
　�　新労働法の施行により労働者に有利な方向に
見直されている。企業にとっては制限が多くなっ
ている。
８）官僚主義の残存
　�　規制緩和や簡素化は進んでいるが、形式主義
やお役所仕事的対応があり、賄賂や汚職問題の
残存がある。

Ⅲ．Ichihiro Vietnam（一広ベトナム㈱）
　南部のホーチミンでは、郊外にある一広ベトナ
ム㈱を視察いたしました。ここでは、タオル・ハ
ンカチ等の製造に係わる細かい作業を若い女性が、
器用にこなしていました。
　広々とした工場の周りは植木と、緑の広い芝生
におおわれ、建物は床がタイル張りの他、ごみ一
つ落ちてなく、日本の病院の無菌室並みの清潔さ
が保たれていました。

１．一広㈱グループの現地法人（100％出資）
　社　　名：Ichihiro�Vietnam�Co.,�Ltd.
��������　　　Tay�Ninh�Province,�Vietnam
　　　　　　�（リン・トラング輸出加工区）
　設　　立：2005年９月１日
　投資総額：550万ドル

タンロン工業団地内日系工場作業風景
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　敷地面積：19,500㎡
　工場面積：22,000㎡�
　事業概要：�高級タオル、ハンカチ、縫製小物類の

製造
　従 業 員：�120人（うち中国人４名）
　　　　　　増設後700人の予定

２．現地法人の主要業務
　当グループは、販売部門に川辺㈱（ジャスダック
上場）、小原㈱、一広㈱等を有し、製造部門には大
連一広有限公司、ヤスノリ㈱、および一広ベトナム
㈱、物流部門をグループの中核企業一広㈱が担い、
製造から販売までの一貫体制が構築されている。

３．ベトナム選択理由
１）良質な水の存在
　�　染色には良質な水を大量に使用するが、今治の
水道水に負けない良質な水が利用できること。滅
菌すれば生水で飲めるようになる。
２�）大連工場の拡張が土地の関係でできないことと、
従業員数は2,500人に達しており、効率が良くない。
３�）中国の経済成長に伴う、人件費等諸経費の高騰。
カントリー・リスクの分散も必要。
４）台風、洪水、地震等の自然災害が無いこと。
５�）華僑の人脈が活用できること。大連工場の副工
場長（中国人）を現地法人の社長に登用。
６�）人材の宝庫。日本特に今治地区では、500、600
人規模の採用は不可能であるが、当地では優秀な
若年労働者がいくらでも採用できる。

４．ベトナム工場の運営と増設工事について
　2007年３月に操業を始め、現在は第二期増設工事
の最中で、12月中の稼動を予定している。訪問時は
機械設置の最終仕上げ段階であった。
１）世界一美しい、省エネ工場を目指している。
　�　輸出加工区にある大規模な工場であるが、外観
は全くの、オフィス・ビルでどこに工場があるの
かと戸惑った。　
　�　外壁、床はタイル・大理石張り。染色作業場は
大理石張りとなっている。事務所、ゲストルーム、
女子寮トイレはすべてウォシュレットを採用。工
場設置分は、高価な日本の事務所用便器を使用し
ている。水、蒸気、排水、染色機器等すべて腐食

に強いステンレス製品を使用。建設コストは高
くなるが、美しく長持ちする。
２�）日本人は数名いるが、社長は中国人で権限の
委譲も大胆に行われている。実際の操業は大連
工場経験者の中国人が行っている。従業員の研
修は日本ではなく、中国大連で行っている。
３�）人件費は、大連にくらべ格段に安く、労働者
の質も良い。
４�）建物の建設コスト坪６万円程度で日本の1/3
〜1/4で済む。
　�　壁のモルタル塗り、床のタイル張りの技術は
中国より優れている。
５�）織機も最新式の物を導入。自動裁断機も最新
CAD、CAM連動式を設置。
６�）工場の配置、ボイラー等機器の設置もこれま
での経験に基づき、中央に置く等効率に配慮が
なされている。冷房の廃熱を温水化に使用し省
エネを計る。

５．増設完了後の現地法人の業務
１�）従来のバックや雑貨に加え、ベトナム人の手
先の器用さを利用した、「ボタンや竹細工、シルク、
刺繍」を手がけ、製品は国内外で販売する。また、
ベトナム文化を取り入れた製品を作りたい。
２�）本工場操業開始後も、大連工場、国内工場縮
減の予定はない。また、「世界で一番清潔で、綺
麗な工場を作る」のが社長の夢で、それが今回
ベトナムに実現できたとのこと。
　�　皆様も、機会を作り、ぜひ一度訪ねてみてく
ださい。

一広ベトナム㈱工場正門前
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　  　通関業者に輸出通関を依頼したところ様々な書類の提出を求められました。輸出の際に必要な
書類の種類と特性、また、作成する際の注意事項について教えてください。

　　輸出の際に必要とされる書類は、一般に「イン
ボイス（Invoice）」「パッキングリスト（Packing 
List）」「 シ ッ ピ ン グ・ イ ン ス ト ラ ク シ ョ ン

（Shipping Instruction）」と「委任状」です。これら
の書類の特性や作成方法について次に記します。

１．インボイス（Invoice）
　　日本語で言うと「送り状」または「仕入書」です。

この書類は輸出通関時に輸出申告書と一緒に税関
に提出すべきことが、関税法第68条第１項で「輸
出入申告の際には、仕入書を税関に提出しなけれ
ばならない」と規定されています。そして、記載
すべき内容として、関税法施行令第60条第１項
で「仕入書への記載事項」が、以下のごとく定め
られております。

　⑴ 　当該貨物の記号、番号、品名、品種、数量お
よび価格

　⑵ 　当該貨物の仕入書の作成地および作成の年月
日、ならびに仕向地および仕向人、このほかに、
一般に記載すべき内容としては、「輸出者名・
住所、輸入者名・住所、船名、出港予定日、出
港場所、入港場所、取引内容（インコタームズ
に基づくもの）および支払方法」等があります。

２．パッキングリスト（Packing List）
　　日本語で言うと「梱包明細書」です。これは船

積み明細とも言われ、輸出する貨物の個数、重量、
容積（立方米）はどうなのか等が記載されていま
す。法律上では税関提出書類とはされていません
が、商慣習上では、添付するのが一般的です。ま
た、関税法68条第２項で「仕入書だけで輸入貨
物の課税標準（関税・消費税の計算根拠）を決定
することが困難なときは、税関は必要な書類を提

出させることができる」と規定されています。輸
出書類に関しても、この規定が準用されますので、
最初から用意しておいた方が良いでしょう。

３．シッピング・インストラクション（Shipping Instruction）
　　Bill of Ladingもしくは、Air Way Billを作成す

るための情報として、通関業者から指定された内
容を通関業者が指定した書式、もしくは任意の書
式に記載します。この書式のことをシッピング・
インストラクションといいます。

　　この情報をもとにBill of Lading やAir Way Bill
が作成されますので間違いの無いよう十分注意を
して作成してください。

４．委任状
　　これは通関業者と初めて取引を行うときに用

意すべき書類です。通関業法第22条第１項では、
通関業者は通関業務に際して帳簿類を設けること
が明記され、かつ、それらを一定期間保存するこ
とが義務付けられています。その帳簿の一つとし
て、通関業法施行令第８条第２項第２号で、「通
関業者は通関業務に関し、依頼者から依頼を受け
たことを証する書類」が挙げられています。その
ために通関業者は任意の書式で「委任状」を顧客

（輸出入通関を依頼した者）より取得しています。

参考文献：�「関税法」関税六法　日本関税協会発行
　　　　　「通関業法」関税六法　日本関税協会発行
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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今治造船株式会社

本　　社：今治市小浦町１丁目４番52号
設　　立：昭和17年１月（創業：明治34年）
事業内容：�各種船舶建造・修理およ

び付帯事業
代 表 者：代表取締役社長
　　　　　　　　　　　���　垣　幸人
資 本 金：�９億7,800万円
売 上 高：3,960億円（2008年３月期）
従業員数：6,100名（協力従業員含む）

１．会社沿革
　・明治34年　創業
　・昭和17年　今治造船㈱を設立
　・昭和33年　６万㎡の新鋭今治本社工場設備完成
　・昭和42年　東京事務所を開設
　・昭和45年　�30万㎡の丸亀工場建設に着手、翌年

稼動開始
　・昭和51年　香港代表事務所を開設
　・昭和57年　�500隻建造達成、神戸事務所開設　

東京事務所を支社に改組
　・昭和61年　�幸陽船渠㈱を系列化し、新造船及び

修繕船の強化を図る
　・平成３年　設立50周年、800隻建造達成
　・平成７年　�西条工場第一期工事船殻ブロック工

場完成
　・平成９年　1,000隻建造達成
　・平成12年　西条工場第二期工事大型ドック完成
　・平成13年　�創業100周年、西条工場30万トン

VLCC竣工、㈱ハシゾウを系列化
　・平成14年　LNG船の建造に着手
　・平成17年　�渡邊造船㈱を系列化し、しまなみ造

船㈱に社名変更
　　　　　　　㈱新笠戸ドックを系列化
　・平成18年　1,500隻建造達成
　・平成19年　�香港代表事務所を閉鎖し、アムステ

ルダム事務所を開設
　・平成20年　LNG船完成
　　　　　　　�㈱ハシゾウと西造船㈱を合併し、あ

いえす造船㈱を設立

２．業務内容紹介
１）今治本社を中心とするネットワーク
　�　瀬戸内の海上輸送の要である来島海峡の波止浜
湾（愛媛県今治市）に本社を置き、グループ会社を含
め８工場を瀬戸内地域に持つ造船専業メーカー。
　・�本社今治工場（愛媛県今治市）・西条工場（愛
媛県西条市）・丸亀事業本部（香川県丸亀市）

　・�岩城造船㈱（愛媛県上島町）・しまなみ造船㈱（愛
媛県今治市）・あいえす造船㈱（愛媛県今治市）

　・�幸陽船渠㈱（広島県三原市）・㈱新笠戸ドック（山
口県下松市）　　

　・�今治本社・東京支社・阪神事務所・アムステル
ダム事務所

２）新造船建造量、国内トップ
　�　建造船舶は、ばら積み運搬船、鉄鉱石運搬船、
石炭運搬船、セメント運搬船、チップ運搬船、自
動車専用船、コンテナ運搬船、LNG運搬船、石
油タンカー、冷凍運搬船、カーフェリー、ローロー
船など、小型船から超大型船まで、あらゆる船舶
の建造が可能な造船設備を備え、1,700隻に迫る
豊富な建造実績を基に、お客様の多種多様なニー
ズにフレキシブルに対応している。

　�　2007年のグループ全体の建造量は84隻、380万
総トンに達し、国内トップ、世界第３位にランク
され、日本における建造量シェアは約20%、世界
シェアは約６%を占めている。
　�　建造船の殆どが輸出船で、瀬戸内海から世界の
海へと発信している。

　　　　　　　　
2007年度主要国別竣工量
国　別 日　本 韓　国 中　国 ドイツ 小　計 世界合計
隻　数 543 430 　661 70 1,704 2,782
千総トン 17,525 20,593 10,553 1,362 50,033 57,320
シェア
（％） 30.6 35.9 18.4 2.4 87.3 100

出所：日本造船工業会

３）先端技術の粋を集めた先進の�R�&�D
　�　優秀な技術者とその持てる能力を最大限に発揮
することができる業界トップレベルの充実した開発
環境を整え、先端技術の粋を集めた先進のR�&�D
に取り組んでいる。特に、環境にやさしい省エネ
船の開発に注力し、平成17年に今治本社工場で建
造した、四国開発フェリー株式会社発注の大型カー
フェリー「おれんじホープ」が「シップ・オブ・ザ・
イヤー2005年」を受賞した。
　�　今治造船は、ハイブリッド推進システムの開発
をはじめ、燃料電池や太陽光エネルギーの利用な
ど、10年後、20年後の船のあり方を見据えた新し
い海上輸送システムにチャレンジしている。

３．基本理念

　創業以来、「船主とともに伸びる」の基本理念の
もと、地元愛媛･今治をはじめ日本、アジア、欧州
など世界中の船主･海運会社から高い評価と信頼を
得て共に発展してきた。
　すなわち、もの造りの根底にある、｢お客様に役
立つ良い船、コストパフォーマンスに優れ、高品質
で安全な船舶を、必要とされるときに提供すること
より社会に貢献し、お客様と共に発展する｣ という
基本理念のもと、良き企業市民として、次世代に向
けた造船の可能性に挑戦し続けている。

（インタビュー：柴尾義弘／愛媛県産業貿易振興協会）

　垣幸人
代表取締役社長

　
日本の建造量における
シェア（2007年）

（同社ホームページより）
※ロイド統計調べ

今治造船グループ
約20％

日本
約30％

世界の建造量における
シェア（2007年）

今治造船グループ
約６％

船主とともに伸びる

会 員 紹 介
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ヤマキ株式会社

本　　社：伊予市米湊1698-6�
創　　業：大正６年４月
設　　立：昭和25年11月
事業内容：�食品製造販売
代 表 者：代表取締役社長
　　　　　　　　　　　���城戸　善浩
資 本 金：�１億円
売 上 高：420億円（2008年３月期）
従業員数：669名（2008年４月現在）

１．会社沿革
　・1917年　�伊予市にて削り節メーカーとして創業、

以来90年食品工業一筋に着実に発展
　・1950年　㈱城戸商店設立
　・1971年　社名をヤマキ㈱とする。
　・1989年　�台湾に販売会社、台湾雅媽吉股份有限

公司設立（10月）
　・1998年　�厚生省他よりHACCPの認定・認証を

取得（本社工場・第２工場）
　　　　　　ISO9002の認証を第２工場で取得
　・1999年　ISO9002の認証を本社工場で取得
　・2003年　�ISO9001の認証を本社工場・第２工場

で取得
　　　　　　�（両工場のISO9002を統合しISO9001の

規格に移行）
　・2005年　�中国（上海）の丸啓水産品加工（上海）

有限公司に資本参加
　　　　　　�ISO14001（環境管理のための国際規

格）取得（３月）
　・2007年　�味の素㈱と資本・業務提携契約締結

（２月）
　・2008年　�販売会社「雅媽吉（上海）商貿有限公司」

を中国（上海）�に設立

２．業務内容紹介
　削り節・めんつゆ製造の最大手。自然の味を大切
にした日本の味作りを常に考え、カツオパック、だ
しの素、めんつゆ、割烹白だしなどのヒット商品を
生みだしてきた。近年は家庭用商品のみならず外食
産業や弁当・惣菜などの中食向けの業務用商品の開
発に取り組むほか、海外市場をにらんだ事業を展開
している。

かつお節関連市場シェアー（家庭用）
（2007年度：ヤマキ調べ）

順位 削り節 シェアー めんつゆ類 シェアー だしの素類 シェアー
１ ヤマキ 24% ヤマキ 16% 味の素 60%
２ マルトモ 18% ミツカン 14% シマヤ 15%
３ にんべん �8% ヤマサ 14% ヤマキ �6%

１�）ヤマキは削り節シェアー24％、業界第１位、め
んつゆ類16%、第１位、だしの素６%、第３位を
占める。
２�）営業本部・支社を東京に置くほか、北海道から

城戸善浩
代表取締役社長

九州まで、全国主要都市に支店、営業所を配置し
ている。

３．我社の国際化の現状
１��）食品業界は、食のグローバル化に対応するため、
広く海外市場に展開している。
　�　業界トップメーカーである当社の製品は、直接
または商社経由により輸出され、ヤマキ・ブラン
ドの製品は世界各国で販売されている。海外での
売上高は約12億円、総売上高の３%とまだまだウ
エイトは少ないが、今後益々海外部門へ注力して
いく方針である。
２�）海外進出
　�　当社もまたトップメーカーとして、台湾、中国
上海に資本進出をしている。
　　具体的には次の通り。
　　・�1989年台湾に販売会社、台湾雅媽吉股份有限

公司設立
　　・�2005年中国・上海において、丸啓水産品加工（上

海）有限公司に資本参加し、水産品および各
種調味料製造を行っている。

　　・�2008年全額出資の販売子会社「雅媽吉（上海）
商貿有限公司」（資本金20万米ドル）を設立し、
中国国内での販売拡張を計っている。将来は、
中国で生産した、削り節・調味料を東南アジ
アや米国に輸出する計画がある。

　�　韓国とは、販売代理店契約を結び韓国の食品市
場に進出している。
　�　又、中国、韓国、ペルー等から外国人研修生を
受け入れている他、「アジア人財資金構想」に基
づく、愛媛大学大学院留学生他の採用を積極的に
行い、中堅幹部を養成している他海外進出に際し
て活用している。

４．経営理念（モットー）
社　是

企業理念
１．�ヤマキは、｢お客様がある故に我社がある｣ を
原点とし、価値を創造する企業を目指す。

１．�ヤマキは、すべての活動を通じ、社会に貢献で
きる企業を目指す。

１．�ヤマキは、人間尊重の経営を行い、働き甲斐の
ある活力あふれる企業を目指す。

企業コンセプト
　「ヤマキは自然の味を大切にします」

事業領域（ドメイン）
　「だしのリーディングカンパニーを目指す」

（インタビュー：柴尾義弘／愛媛県産業貿易振興協会）

信  為  萬  事  本
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　本誌が年間４回発行の季刊誌となって、一回りし第４号となりました。

この１年間、愛媛の国際化の進展は著しく、上海、ソウルには直行便も

あることから国内感覚で移動するようになり、繊維・縫製業の中国から

ベトナムへのシフトは、大きな流れとなっています。十数年前に大連に

進出し、ベトナムにも工場を持つ某タオルメーカーの社長が、講演で次

のような話をされていたのが印象的でした。「自分の代で今の事業を潰す

のなら、そのまま県内に留まりなさい。しかし、もし次の世代に事業を

引き継ぎたいのなら、海外に出て行きなさい。それも今すぐに。そうし

ないと生き残れない。」　

　地球が小さくなっています。サブプライム・ローンに見られるように、

世界の経済は一体化しており、瞬時に世界経済を巻き込みます。また、

東アジアの人々は日本に、そして日本企業に大きな期待を持っています。

ぜひ、視線を海外にも向けてください。

　今後とも、新しい貿易・海外投資の情報を、発信してまいります。ご意見、

ご要望をお待ちいたしております。

編　集　後　記


