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　『海外における現地化』と『国内における国際化』

　世界で広がりつつある「自国第一主義」や「反グローバリズム」といった風潮をしり目に、愛媛のみ

ならず現在の日本では、人口減少に伴う国内市場の縮小懸念などから、この２つの動きが活発化してい

ると感じます。

　弊社では、1989年以降、愛媛県内企業のグローバル化の動向を探るため、海外進出状況についてアン

ケート調査を実施しています。最新の調査（2016年12月末時点）によりますと、県内企業の海外進出先

は33の国・地域におよび、企業数では138社、拠点数では339拠点に上ります。ちなみに、国・地域別に

みますと、中国が全体の約４割を占めていますが、近年の特徴として中国が減少する一方、新たな「世

界の工場」として東南アジアの存在感が高まっており、ベトナムやインドネシアといった国への進出が

増加しています。

　また、海外進出といえば、一昔前までは日本向けに現地で製造することが進出目的の主流でしたが、

近年は、急拡大する進出国内向けの事業展開を志向する傾向が強まっています。すでに進出国内向けに

出荷を行っている企業は８割近くに上り、現地の日系企業や日本人だけでなく、地場企業や現地人をター

ゲットにしている企業も６割を超えています。さらに、日本国内の人手不足の深刻度が増すなか、現地

人材の管理職への登用を増やしたいと考えている企業も多く、販売面・雇用面での『海外における現地

化』は、今後さらに加速するものと予想されます。

　一方で、海外進出だけが国際化ではありません。ご承知のとおり、2016年に日本を訪れた外国人は約

2,400万人と過去最高を記録しました。国として観光に力を入れていこうと、当時の小泉政権下でビジッ

トジャパン事業がスタートした2003年が約500万人でしたから、非常に大きな伸びといえます。愛媛を

訪れる外国人も全国的に見ればまだまだ少ないですが、確実に増加しています。またこれに伴い、訪日

外国人による消費額も3.7兆円と過去最高を記録しています。訪日外国人による消費は、経常収支では

輸出と同じ受け取りとして取り扱われますが、この3.7兆円という金額は、電子部品や自動車部品の輸

出額と同水準で、輸出総額の５％相当です。これまでは、観光施設や宿泊施設が中心でしたが、国内に

おいて外国人観光客に消費してもらえるモノやコトを作る『国内における国際化』への動きは、さまざ

まな産業に広がりをみせており、県内でもこうした動きが活発化しつつあります。

　内需拡大がなかなか見込めないこれからの時代、外需を取り込む国際化への対応が重要なことは疑う

余地がありません。国内外を問わず、愛媛の国際化がより一層進展し、潤いと活力ある地域の明日につ

ながることを期待しております。

株式会社いよぎん地域経済研究センター
代表取締役社長　重松　栄治

愛媛の国際化の現状と今後の展望
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１�．はじめに　文部科学省の留学生支援と愛媛大学の
国際戦略
　昨年、日本国内の高等教育機関に在籍する外国人留
学生は17万1,122人になりました。出身国・地域の上
位は、中国、ベトナム、韓国、ネパール、台湾です。
留学生全体の傾向として、中国、韓国からの学生が減
り、ベトナム、ネパールといったアジア地域の学生が
急増しています（独立行政法人日本学生支援機構「平
成28年度外国人留学生在籍状況調査」）。
　文部科学省は2020年までに外国人留学生を30万人に
増やすという、いわゆる「留学生30万人計画」の目標
達成を目指し、これまでに日本留学のための情報発信、
入試・入国時の留学生受入の円滑化、大学キャンパス
のグローバル化、留学中の住環境整備と生活支援など、
来日する留学生に対して段階的に支援策を実施してき

ました。その計画の一環として、昨年６月２日の閣議
決定において、卒業・修了する留学生の日本企業への
就職と定着のための支援が決定し、「留学生就職促進
プログラム」事業が打ち出されました。
　現在、国内の高等教育機関に在籍する留学生のう
ち、卒業・修了後に日本に残る者は約70％、そのうち
就職する者は30％程度です（同上「平成27年度外国人
留学生進路状況・学位授与状況調査」）。文部科学省は
この国内就職者の比率を50％に引き上げることを目標
にして、そのための留学生教育プログラムを全国の大
学に募集しました。その構想で特徴的なのは、大学が
地方自治体や経済団体などとコンソーシアムを構築
し、産官学が共同して留学生（高度外国人材）を育成
し、日本社会に送り出すという点です。三者が一体と
なり、さらに地域からの協力もいただき、「ビジネス

留学生に対するキャリア教育を通じた
愛媛企業の外国人材活用促進について

～平成29年度文部科学省「留学生就職促進プログラム」採択事業～

愛媛大学�国際連携推進機構�留学生就職促進プログラム推進室
室長　伊月　知子
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日本語教育」「キャリア教育」「インターンシップ」と
いう三つの柱からなる教育プログラムを企画・実施し
ます。このプログラムの受講生は外国人留学生学習奨
励費（給付型奨学金）特別枠の受給対象者となる他、
プログラム修了生を採用した企業には法務省からビザ
切替審査の簡素化という特典が予定されていたり、イ
ンターンシップ受入や採用の拡大には経済産業省も関
わっているなど、国を挙げての期待度の高さがうかが
えます。
　こうした動きに対して、愛媛大学もこれまで「国際
性豊かな人材を輩出する大学」「世界から人が集う大学」
を目指し、世界の人々と協働できる人材育成や学術研
究における国際ネットワークの構築などの“国際戦略”
を積極的に進めてきました。現在、世界の35の国・地
域と134の学術交流協定を結び、28の国・地域から308
人の留学生（平成29年５月現在）を受け入れています。
昨年、四国には1,613人、愛媛県には544人の留学生が
いましたが、愛媛大学の留学生在籍数については、四
国の大学では最多であり、今後も正規学生、短期交流
学生のいずれの留学生も増加していく予定です。
　
２．これまでの留学生就職支援の実績と課題
　愛媛大学では毎年約50人の卒業・修了する留学生が
おり、平成19年度に経済産業省と文部科学省による高
度実践留学生育成事業「アジア人財資金構想」に採択
されたことをきっかけに、留学生を対象とした就職支
援プログラム（「世界と協働できるグローバル人材育
成プログラム」）を開始しました。この事業が終了し

た平成23年度からは大学独自の予算で継続し、翌平成
24年度には「グローバル人材推進室」を設置し、留学
生のための就職支援セミナーの開講や就職相談室の運
営とともに、インターンシップの受入や留学生との意
見交換会への出席などの協力をいただく「サポート協
力企業」の増大も図ってきました。おかげさまで、こ
のプログラムは10年にわたって継続し、プログラム受
講生は100人を超え、そのうちの６割が日本企業に就
職しました。これは「サポート協力企業」という強固
な地元企業とのネットワークがあってこその成果で
す。“共に人材を育てる”という目標に共感してくだ
さった155社（平成29年３月時点）にのぼるサポート
協力企業・団体様には心より感謝申し上げます。
　この「サポート協力企業」と並んでこれまでのプロ
グラムを支えてきたのが、「留学生専門就職相談員」
の教員たちです。大学・
留学生と企業を繫ぐとい
う重要な役割を担い、県
内企業への聞き取り調査
を実施し、外国人材に対
するニーズを把握するた
めの具体的なデータを集
め、それを留学生への就
職指導や授業に活用して
きました。さらに、これ
らのデータを分析するこ
とにより、そこから愛媛
の企業が抱える課題も見
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えてきました。海外進出を計画する企業が増えて即戦
力となる人材が必要とされる中で、多くの小規模な企
業にとって、外国人材を受け入れることは日本人社員
への教育も必要になるなどの心理的・経済的負担が大
きく、その採用に対して敷居が高いと感じられていま
す。また、外国人社員の早期離職も常に問題となって
おり、その主な原因として、日本の企業内でのキャリ
ア形成に対する本人と雇用者との考え方の違いや、日
本人社員との円滑な人間関係が築けないために生じる
孤立があることなどが明らかになっています。
　
３�．新プログラムにおける問題解決のための特色ある
取組
　今年６月、愛媛大学は新たに文部科学省の「留学生

就職促進プログラム」に採択されました。全国で12拠
点、中四国では１件のみの採択です。期間は５カ年で、
採択校には全国のモデル校となることが期待されてお
り、本学も地方大学の強みを活かした特徴的な取組を
実施します。
　愛媛大学が実施する「愛媛の大学と企業が育てる高
度外国人材育成プログラム」では、とくに企業が抱え
る外国人材活用に関する課題を解決するための取組を
通じて、“愛媛地域における外国人材活用の促進”と“留
学生の地元就職数の増大”を目指しています。
　上述の愛媛の企業が抱える課題として挙げた、“外
国人材採用に対する敷居の高さ”に対しては、プログ
ラムの中で企業の社員と留学生が共に学び合うための
相互参加の機会を増やし、企業の負担軽減を図ります。
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具体的には、社員と学生が一緒に取り組む「協働ワー
クショップ」や、採用企業による外国人材活用事例を
紹介するフォーラムの開催などを計画しています。
　また“外国人社員の早期離職”という課題に対して
も、留学生が在学期間を通してステップアップ式の
キャリア教育を受けることで、企業で即戦力となり、
職場に長く定着できる人材となることを目指します。
授業では、愛媛の文化や産業に関する知識の習得だけ
でなく、日本人学生や社員との協働学習とインターン
シップを経験し、日本及び日本人に対する理解を深め
るとともに、日本の企業から求められる外国人材の役
割を認識し、職場のグローバル化や会社の海外進出を
牽引できる力を養います。
　以上のような実践的な授業に加え、着実な日本語能
力の向上のために自主学習教材やe-learningを活用し、
「日本語能力試験」と「ビジネス日本語能力テスト」
の高スコア獲得も目指していきます。
　
４�．おわりに　～“オールえひめ”で取り組む、愛媛
の外国人材育成構想～
　今回新たなプログラムを開始するにあたり、すでに
卒業生の愛媛県内への就職及び定住の促進に取り組ん

でいる「地域共創コンソーシアム会議」の下に、「留
学生就職促進プログラム協議会」を新設し、これまで
の推進室を「留学生就職促進プログラム推進室」に改
組し、さらに国際交流・人材育成の各関係機関にも参
加いただくことにより、“オールえひめ”の実施体制
を構築しました。この“オールえひめ”体制は、コンソー
シアムを形成する各機関と連携して、国内外から優秀
な留学生を愛媛県へ呼び込み、入学から卒業まで一貫
したキャリア教育と就職支援を行い、愛媛をはじめと
する日本の企業へ送り出すという、愛媛県全体で取り
組む外国人材育成構想の実現を目標にしています。ま
た、県内11大学で構成する「大学コンソーシアムえひ
め」を通じ、他大学への教材提供や公開授業も実施し
ていきます。
　これから愛媛の企業に向けての事業説明会の他、企
業の社員にも参加していただける授業や交流会の実
施、受入企業の希望に沿ったインターンシップの提案
など、さまざまな企画を用意しています。今後さらに
多くの企業様にこのプログラムへご賛同いただき、ご
参加・ご協力いただけますよう、是非ともよろしくお
願い申し上げます。
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株式会社ダイキアクシス

１．概　要

商　　　号：�株式会社ダイキアクシス 
　　　　　　Daiki Axis Co.,Ltd. 
本　　　社： 松山／〒791-8022 愛媛県松山市美沢一

丁目９番１号　TEL 089-927-2222㈹
　　　　　　 東京／〒103-0004 東京都中央区東日本

橋2-15-4 PMO東日本橋8F
　　　　　　TEL 03-5823-3737㈹
Ｈ　　　Ｐ：http://www.daiki-axis.com/
設　　　立：2005年７月12日 
上　　　場： 東京証券取引所 市場第一部
　　　　　　[証券コード：4245］ 
資　本　金： 19億8,329万円（2016年12月31日現在）
従 業 員 数： 671名 [内外国人148名]（連結ベース／

2016年12月31日現在）※パートタイ
マー・契約社員は除く 

目　　　的： 各種排水処理装置の設計・施工・維持管
理、合成樹脂等による製品の製造・販売
および設計・施工、各種建設材料・住宅
設備機器の販売・施工、飲料水の製造・
販売、植物系廃食用油を原料とするバイ
オディーゼル燃料の精製・販売および精
製プラントの販売

事　業　所： 国内…福島、宮城、東京、埼玉、茨城、
千葉、長野、静岡、愛知、兵庫、岡山、
広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、
福岡、熊本、鹿児島 他

　　　　　　 海外（子会社）…シンガポール、インド
ネシア、大連、上海

工　　　場：国内…松山、津島、信州、福島
　　　　　　海外（子会社）…インドネシア、大連

ダイキアクシスグループ組織図〈2017年８月１日現在〉

２．沿　革

・2005年　７月　設立
　　　　　10月　�ダイキ㈱より、環境機器関連事

業、住宅機器関連事業およびバイオ
ディーゼル燃料関連事業を分割継
承。合わせて、子会社７社譲受

・2009年　５月　�バイオ燃料「B５軽油」の製造・販
売を開始

・2013年　４月　�浄化槽『XE型』が日本環境協会の
エコマーク商品に認定

　　　　　10月　�『PT .BESTINDO� AQUATEK�
SEJAHTERA� ※現：PT.DAIKI�AXIS�
INDONESIA』を子会社化

大亀　裕
代表取締役社長 CEO

会 員 紹 介
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　　　　　12月　東京証券取引所市場第二部に上場
・2014年　12月　東京証券取引所市場第一部に指定
・2016年　１月　�新 コ ー ポ レ ー ト ス ロ ー ガ ン

『PROTECT×CHANGE』を発表
　　　　　２月　�㈱シルフィードが小形風力発電機の

量産を開始

　　　　　８月　�海外グループ会社の統括業務を行う
『DAIKI�AXIS�SINGAPORE�PTE.
LTD.』を設立

・2017年　４月　事業本部・事業部制を導入

３．業務内容

　「水」に関連する事業を軸に

環境と快適な住環境の調和へ。

　2005年、ダイキ㈱から分社化。環境機器関連事業、
住宅機器関連事業及びバイオディーゼル燃料関連事業
を継承して誕生しました。事業の中心とする排水処理
においては“水処理のパイオニア”として、FRP製浄
化槽や産業排水処理システムなど、業界に先駆けた
様々な製品を開発。＇12年に発売した「XE型」は浄化
槽で初めてエコマークを取得し、注目を集めました。
　また、近年注力しているのが、地下水を汲み上げ、

膜ろ過システムを使って安全で安価な飲料水を供給す
る上水事業。上水道と比べコスト削減が図れることに
加えて渇水・防災対策にもなることから納入先を拡大
中です。従来からの排水処理施設の維持管理事業に加
え、継続的な収益を生むストック型ビジネスとして育
てています。
　その他、BtoCの宅配水事業「クリクラ」や小形風力
発電機の開発・販売を行うなど業容を拡大しながら株
式上場を果たし、＇14年には東証一部銘柄に昇格。また、
事業エリアにおいても海外進出を加速させています。

４．国際関連業務

　市場開拓プロジェクトを本格稼働。

アジア市場を中心に海外水インフラ構築にも積極関与。

　海外では＇13年にインドネシアでローカルメーカー
を買収して以降、グローバル事業本部による市場開拓
プロジェクトを本格稼働。＇16年にはシンガポールに
海外事業を統括する子会社を設立して体制強化を図
り、下水道普及率の低い東南アジア諸国と中心に浄化
槽などを拡販しています。また、環境省や浄化槽シス
テム協会とも連携し、現地国政府・自治体のレギュレー
ション構築にも積極的に関与しています。
　現在はミャンマー、インド、ベトナムを当面のター
ゲットに市場開拓を進めているところで、中でも巨大
市場であるインドについては、現地代理店と協働でマー
ケティング調査を行うなど、同国内での規制・監督強
化に伴う本格営業が前進し始めました。また、もう一国、
当社の市場として勢いがあるのがミャンマーです。こ
ちらも経済発展に伴う環境規制の強化や公共事業拡大
が追い風となり、月間５−10基のペースで納入してい

小形風力発電機

家庭用浄化槽「XE型」

循環式トイレ排水再利用施設（富士山五合目）
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ます。中でも、メジャーなナイトマーケットやティラ
ワ工業団地、ノボテルホテルなどにも設置されるなど、
徐々に当社の知名度アップも図られています。
　これら、様々な施策と実績の積み重ねによって声望
を高めながら、人口や経済規模も膨らんでいるアジア
圏を中心に水に関わるインフラを創造し、海外におい
ても中長期的な企業価値の向上を目指しています。
　

５．企業理念・コーポレートスローガン

企業理念

　ダイキアクシスは、明るく・元気に・前向きな一流
専門家集団として住環境を守り、社員の生活向上およ
び社会の発展に貢献する。
コーポレートスローガン〝PROTECT�×�CHANGE〟

　スローガンのコンセプトは�“環境を守る。未来を変
える。”「水」に関連する事業を軸に環境を守り抜くこ
とへの責任と、より豊かな社会と暮らしの未来に向け
た様々な挑戦。この決意こそがスローガンに込めた思
いであり、ダイキアクシスから皆様への約束です。
　

６．PRまとめ

　国内外を問わず、情報収集のアンテナを強化。未来
を見据えた戦略的M＆Aにより規模の拡大と効率化を
推進し、技術力・開発力の高い企業や新規コア事業の
発掘にも力を入れていきます。

施工現場：Oil&Gas Aceh Camp（インドネシア）

PT.DAIKI AXIS INDONESIA（工場内部）

PT.DAIKI AXIS INDONESIA（工場メインゲート）

施工現場：Yangon Night Market（ミャンマー）
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１．はじめに

　国内の人口減や少子高齢化に伴う市場縮小、需要不
足が、内需型産業に打撃を与える中、企業の規模に関
わらず、日本企業の海外市場を目指す動きは加速して
います。
　今回は、海外で人気を高めている日本食とシンガ
ポールでの愛媛の食の広がりについてレポートします。
　
２．農林水産物・食品輸出の大きな伸び

　農林水産省が発表した2016年の日本の農林水産物・
食品の輸出額は7,502億円。５年前と比べて66％増加
し、過去最高値を更新しました。海外での日本食人気
の広がりや、円安で日本商品への割安感が出ているこ
とが主な要因とされています。
　日本政府は農林水産物・食品輸出額の目標を「2020
年に１兆円」としていましたが、この勢いを受けて、
目標の１年前倒しを昨年発表しました。

農林水産物・商品の輸出額の推移

出所：農林水産省「平成28年農林水産物・食品の輸出実績」
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　主な輸出先国・地域としては、１位の香港への輸出
額が全体の25％のシェアを占めます。次に、２位の米
国が15％、３位の台湾が12％のシェアを占め、中国、

韓国、タイ、ベトナム、シンガポールが続き、アジア
向け輸出で全体の約７割を超えています。

主な輸出先国・地域別輸出額（2016年）

国　　名 輸入額
（億円） 主な輸出品目

1 香港 1,853 真珠、乾燥なまこ

2 米国 1,149 ぶり、アルコール飲料

3 台湾 931 たばこ、りんご

4 中国 899 ホタテ貝、丸太

5 韓国 511 アルコール飲料、ホタテ貝

6 タイ 329 豚、かつお・マグロ類

7 ベトナム 323 粉乳、さけ・ます

8 シンガポール 234 アルコール飲料、調味料

出所：農林水産省「平成28年農林水産物・食品の輸出実績」

　輸出額の内訳を見ると、水産物（生鮮魚介類や練り
製品等）が2,640億円、農産物加工品（アルコール飲
料や調味料、菓子等）が2,355億円と全体の６割以上
を占め、輸出の２本柱となっています。
　
３．日本食の広まり

　政府の調査によると、海外における日本食レストラ
ンの数は2015年７月時点で約89,000店。これは2013年
（約55,000店）の1.6倍、2006年（約24,000店）の3.7倍
であり、急速に拡大しています。
　在シンガポール日本国大使館によると、シンガポー
ルで営業している日本食レストランは1,105店（2015
年６月）。２年半の間で24%も増加（2013年１月：888
店）しており、現地で日本食が根付いていることを裏
付けています。　

海外における日本食レストランの数

国　　名 2015年
（店）

2013年
（店）

増減率
（％）

1 アジア 45,300 27,000 1.7

2 米国 25,100 17,000 1.5

3 欧州 10,550 5,500 1.9

4 中南米 3,100 2,900 1.1

5 ロシア 1,850 1,200 1.5

6 オセアニア 1,850 700 2.6

7 中東 600 250 2.4

8 アフリカ 300 150 2.0

出所：農林水産省「海外日本食レストラン数の調査結果」

海外における日本食人気と
　シンガポールでの愛媛の食の

広がりについて

株式会社伊予銀行　シンガポール支店

岸本　拓哉

海 外 ビ ジ ネ ス
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４．シンガポールでの愛媛の食の広がり

⑴　日本酒
　日本酒の国内市場は低迷を続けており、2001年と比
較すると販売数量が40％減少するなど、厳しい環境に
あります。一方で、日本酒の海外輸出は増加しており、
国税庁によると、2016年の日本酒の輸出金額は155億
円。2011年からの５年間で、日本酒の輸出金額は80%
増加しており、海外市場では右肩上がりの成長を続け
ています。
　日本食レストランの増加等に伴い、シンガポールに
おける日本酒等のアルコール飲料の輸出額（2016年：
27億円）は、５年前と比べて2.5倍に増えています。
　日本酒の輸出に追い風が吹く中、本年４月には、シ
ンガポールの商業施設内に愛媛の日本酒を購入でき、
カウンターバーでも楽しめる「ISHIZUCHI�SAKE�
BAR（石鎚酒バー）」がオープンしました。現在、同
店では、30銘柄以上の愛媛の日本酒が販売されており、
現地での認知度の高まりに合わせて、更なる取扱量の
増加が期待されます。　

愛媛の酒が楽しめる石鎚酒バー

⑵　魚（ブリ、タイ、マグロ等）
　2016年の日本からシンガポールへの水産物の合計輸
出金額は46億円。農林水産物・食品輸出の２割を占め
ます。輸出品目は、貝類がトップで５億円、マグロ1.8
億円、ブリ1.1億円と続きます。
　愛媛からは、主にブリ、マグロ、タイが輸出されて
います。今朝、愛媛で水揚げされた魚が、明日にはシ
ンガポールの食卓に並ぶスピードで輸送されるため、

鮮度も問題ありません。
　現地では一般的には脂が乗っている魚が好まれます
が、日本食の広がりを受けて、白身のタイの取扱いも
増えているようです。

愛媛からのブリ、タイ、シマアジが並ぶ鮮魚売場

宇和島水産高校フィッシュガールズのマグロ解体ショー

　
５．おわりに

　海外での日本食の広まりと歩調を合わせる形で、日
本を訪れる外国人は、５年前と比べて約４倍に増え、
2016年には2,400万人を突破しました。
　日本に対する好感度が高まる一方で、海外市場に参
入する日本企業も増加しており、日本企業同士の競争
も激しさを増しています。
　そのため、海外市場における日本ブランドのシェア
拡大や、未開拓国での新規参入のため、オールジャパ
ンで力を合わせていく取組みが今後必要になると感じ
ます。
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　当協会は、６月22日（木）、愛媛国際貿易センター（ア
イテムえひめ）４Ｆ大会議室において、第27回通常総
会を開催いたしました。今総会は当協会が公益社団法
人となってから６回目となるものでしたが、当日は梅
雨の晴れ間の蒸し暑い日であったにもかかわらず、多
くの会員の皆さまにご出席いただきました。
　総会では、まず森田会長からご出席の方々へのご挨
拶の後、愛媛県知事中村時広様の代理としてご出席い
ただきました愛媛県経済労働部産業雇用局長の武智俊
和様、また松山市長野志克仁様の代理としてご出席い
ただきました松山市産業経済部副部長の﨑山吉繁様よ
りご来賓の祝辞をいただきました。
　

ご来賓の祝辞

　その後、会員の出席状況について、事務局より当協
会の正会員210名中、ご本人または代理人の出席が54
名、委任状による出席が119名と過半数にご出席いた
だいており、本総会が有効に成立する旨の報告を行っ
た後、定款にしたがって森田会長が議長となり、以下
の議案について審議に入りました。
〈議案〉
第１号議案　�平成28年度決算書類（貸借対照表及び正

味財産増減計算書）及び附属明細書並び
に財産目録の承認の件

第２号議案　役員の任期満了に伴う改選の件
第３号議案　定款の一部変更の件
　各議案についてご審議のうえ、すべて滞りなくご承
認いただきました。
　また、事務局より以下の事項についても報告が行わ
れました。

〈報告事項〉
報告事項①　平成28年度事業実施状況
報告事項②　平成29年度事業計画について
報告事項③　平成29年度収支予算について
　
　上記の第２号議案決議によって、本総会の終了をもっ
て森田会長が退任されることとなりましたので、すべ
ての議案審議および報告終了後、森田会長より退任挨
拶とともに、同じく本総会終了をもって退任される理
事および監事の方々へのお礼が申し述べられました。
　最後に、森田議長がご出席いただいた会員の方々に
対して円滑な議事進行へのご協力についてお礼申し述
べるとともに当協会のますますの発展を祈念して総会
を閉会いたしました。
　

通常総会の議事風景

　なお、第２号議案決議により、本総会の終了をもっ
て当協会の理事および監事が全員任期満了となったの
に伴い、理事の森田浩治氏、薬師神績氏、近藤聖司氏、
明関和香奈氏の４名の方および監事の山崎正人氏が退
任されましたので、新たに理事として、大塚岩男氏、
東倉勝利氏、山本恒久氏、井上裕基氏、明関眸氏の５
名の方および監事として重松栄治氏にご就任いただき
ました。
　また、本総会後に、別会場にて第62回理事会を開催
し、新たに選任された理事および監事の方々の互選に
より、代表理事（会長および副会長）の選定を行い、
新会長には新任の大塚岩男氏が選定されるとともに、
副会長に村上友則氏、一宮捷宏氏、髙橋祐二氏の３名
の方が再任されました。

第27回通常総会と記念講演会の開催報告
愛媛県産業貿易振興協会�
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　同理事会終了後、総会会場にて、新会長の大塚岩男
氏はじめ新任理事および監事が紹介されましたが、新
たな理事会は会長、副会長を含めて理事20名、監事２
名による以下の体制となりました。

【役　員】
役　職 氏　名 所属・役職

会　　長 大塚　岩男 ㈱伊予銀行
代表取締役頭取 新任

副 会 長 村上　友則 愛媛県商工会連合会
会長 重任

副 会 長 一宮　捷宏 日泉化学㈱
代表取締役会長 重任

副 会 長 髙橋　祐二 三浦工業㈱
代表取締役会長 重任

専務理事 合田　謙司 愛媛県産業貿易振興協会
専務理事 重任

理　　事 服部　　正 愛媛県紙パルプ工業会 
会長 重任

理　　事 廣瀨　　了 宇和島商工会議所
会頭 重任

理　　事 本田　元広 ㈱愛媛銀行
代表取締役頭取 重任

理　　事 大沢　哲也 日本食研ホールディングス㈱
代表取締役社長 重任

理　　事 尾﨑　英雄 ㈱フジ
代表取締役社長 重任

理　　事 城戸　善浩 ヤマキ㈱ 
代表取締役社長 重任

理　　事 菊池　元宏 丸三産業㈱
代表取締役社長 重任

理　　事 檜垣　英史 今治造船㈱
専務取締役 重任

理　　事 弓﨑　秀二 愛媛県中小企業団体中央会 
専務理事 重任

理　　事 大西　宏昭 愛媛県経営者協会 
専務理事 重任

理　　事 山本　龍典 愛媛エフ・エー・ゼット㈱
代表取締役専務 重任

理　　事 東倉　勝利 愛媛県商工会議所連合会 
専務理事 新任

理　　事 井上　裕基 今治タオル工業組合
理事長 新任

理　　事 山本　恒久 愛媛経済同友会
代表幹事 新任

理　　事 明関　　眸 マルトモ㈱
常務執行役員　管理本部長 新任

監　　事 弓山　慎也 愛媛信用金庫
理事長 重任

監　　事 重松　栄治 ㈱いよぎん地域経済研究センター
代表取締役社長 新任

【ご退任】
役　職 氏　名 所属・役職

会　　長 森田　浩治 ㈱伊予銀行
取締役相談役

理　　事 薬師神　績 愛媛経済同友会
前代表幹事

理　　事 近藤　聖司 今治タオル工業組合
前理事長

理　　事 明関和香奈 マルトモ㈱
取締役 

監　　事 山崎　正人 ㈱いよぎん地域経済研究センター
特別顧問

（注）「所属・役職」は、平成29年６月22日現在。

　本総会にて理事をご退任されました森田浩治様、愛
媛経済同友会前代表幹事薬師神績様、今治タオル工業
組合前理事長近藤聖司様、マルトモ株式会社取締役明
関和香奈様、また監事をご退任されました株式会社い
よぎん地域経済研究センター特別顧問山崎正人様に
は、これまで当協会に賜りましたご支援・ご協力に対
しまして、厚くお礼申し上げます。
　
　さて、通常総会終了後には、引き続いて恒例の記念
講演会を開催しました。
　今回の講演会は、今治市に本拠を置く世界有数の船
舶電気機器メーカーとして、グローバルに活動されて
いる渦潮電機株式会社代表取締役社長小田雅人様に
『BEMAC渦潮電機のグローバル戦略』と題しまして、
ご講演いただきました。同社は船舶用配電制御や情報
通信等の船舶電気機器分野において、国内シェアの半
分近くを占め、日本国内はもとより広くアジア４か国
に海外拠点を設立されています。
　当日は、総会にご出席いただいた会員の皆様に加え、
多数の団体や企業等からも多くのご聴講の方が来られ
ました。
　今回の講演では、まずBEMACグループの概要をご
説明いただき、続いて海外進出に際しての戦略や留意
された点、手順などについてお話しいただきました。
　

渦潮電機株式会社小田社長によるご講演

　渦潮電機株式会社は、1946年４月に今治の地で創業
され、昨年で創業70周年を迎えられております。
　業務の関係上、比較的早い時期からアジアへの事
業展開を進められましたが、2003年から中国等進出
候補地の検討など当初から小田社長が中心となって
海外展開を進められ、様々な検討の結果、最初の海
外拠点をベトナムに決定し、2004年４月に現地法人
BEMAC�Panels�Manufacturing�Vietnam�CO.,LTD（通
称BEPAM（ビーパム））を設立されました。
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　その後、2004年８月に中国（大連）、2009年２月に
シンガポール、2012年６月に中国（上海）と続々と現
地法人を設立され、2013年３月にはマスコミ等でも話
題となりましたフィリピンでのE-Trikes（電動三輪自
動車）導入のための現地法人を設立されております。
　このような、海外展開に際して、小田社長は、渦潮
電機という伝統ある企業名の尊重とともに、海外でも
判り易く理解してもらえるコーポレートブランドの確
立が必要と考えられ、2001年に、現在よく知られてい
る当社のブランド名“BEMAC”を導入されてグロー
バル展開のスタートとされたそうです。
　この“BEMAC”は、企業理念である「光律探求企業」
（Beam�Metrical�Industry）から策定されたコーポレー

トブランドで、それぞれ以下のような意味を持ってい
ますが、そこから渦潮電機の可能性を拡げていきたい
との思いであったそうです。
　“BE”は、“BEAM”の「光」
　“Ｍ”は、“Metrical”の「調律」
　“Ａ”は、“Alternative”の「新しい主流」
　“Ｃ”は、“Creation”の「創造」
　また、この“BEMAC”というコーポレートブラン
ドを社員全員に浸透させるとともにテレビCMや展示
会での出展サイン、看板、各種印刷物、電話での挨拶
等、様々な場面で意識的に使用することにより世界の
中でのブランド確立を図られました。
　次に、海外進出にあたっての留意事項として、以下
の３つの重点項目に基づいてリスクを最小限に抑える
ことを意識して、進出先を選定されたそうです。
　①生産に集中できる環境を重視する。
　②最初から大きな投資をしない。
　③進出したら撤退はしない。
　このような原則に基づいて、アジア各地の条件を調
査され、最初の進出先をベトナムに決定されました。
　また、実際の進出先決定にあたっては、多くの候補
地に関して、物価・賃金・土地取得や建設費用などの
コスト面や各種インフラ面から治安面や対日感情な
ど、20項目にわたる懸案項目を候補地ごとに数値化す
る「リスク分析表」を作成して、それらの総アベレー
ジや重点項目アベレージを算出して、進出先決定の参
考とされています。
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　また、ベトナムへの進出後は、拠点運営や現地での
ビジネスに関して、以下の３つの目標を策定されてい
ます。
　①日本人の出向者を減らす
　②現地調達を増やす
　③生産可能な製品を増やす

　同社では、海外への事業展開に伴って、グローバル
化に則した意識改革など人材改革の必要性を強く認識
されたそうで、外国籍従業員の増加や英語能力向上の
ため従業員のTOEIC受験を進め、徐々に受験者数が
増加するとともに、600点以上獲得者数が増加してい
るそうです。

　

　
　最後に、小田社長は海外進出を検討される県内企業
へのアドバイスとして現地パートナーの重要性や成功
事例などもご紹介されて、このご講演を終了されました。
　
　小田社長様には、ご多忙にもかかわらず、興味深い
ご講演を賜り、誠にありがとうございました。誌上に
てたいへん恐縮ではございますが、改めてお礼申し上
げます。

　
（注）�本稿に掲載している記念講演会の講演内容に関する記述

は、聴講に基づいて当協会が作成したものであり、文責
は当協会にあります。



公益社団法人 愛媛県産業貿易振興協会

えひめトレード＆トレンド EHIME 
TRADE & TREND 

VOL.36

2017

〒791-8057　松山市大可賀2-1-28 アイテムえひめ3階
TEL089-953-3313　FAX089-953-3883
ホームページ：http://www.ehime-sanbokyo.jp
メールアドレス：eibassn@smile.ocn.ne.jp

内容についてご意見、ご質問があれば、下記までお問い合わせ下さい。

印刷：セキ株式会社
〒790-8686　松山市湊町7丁目7-1
TEL089-945-0111　FAX089-932-0860

公益社団法人 愛媛県産業貿易振興協会
発 行

●エヒメフォーカス
愛媛の国際化の現状と今後の展望

株式会社いよぎん地域経済研究センター
代表取締役社長　重松 栄治

●ニューストピックス
留学生に対するキャリア教育を通じた愛媛企業の外国人材活用促進について

～平成29年度文部科学省「留学生就職促進プログラム」採択事業～
愛媛大学 国際連携推進機構 留学生就職促進プログラム推進室

室長　伊月 知子

●会員紹介
株式会社ダイキアクシス

●海外ビジネス
海外における日本食人気とシンガポールでの愛媛の食の広がりについて

株式会社伊予銀行　シンガポール支店
岸本 拓哉

●『産貿協』からのお知らせ
第27回通常総会と記念講演会の開催報告

号夏


