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１．はじめに
　愛媛県では、将来の国内市場の縮小を見据え、ものづくり企業の海外への販路開拓支援を積極的に推
進しています。地元金融機関や経済団体と連携した多面的サポート体制で、12年の台湾を皮切りに、イ
ンドネシア、ベトナム、タイ、ミャンマー、フィリピンなど、東南アジア各国に経済交流ミッション派
遣を実施し、県主催で県内企業と現地企業とのマッチング商談会を開催するとともに、タイ工業省、フィ
リピン経済特区庁と「経済連携に関する覚書」を締結するなど、県内企業が現地でビジネスしやすい環
境作りにも注力しています。
　そうした中、今年の１月15日から19日にかけて、県中小企業団体中央会による「カンボジア経済交流
ミッション」と、県商工会議所連合会による「ベトナム経済交流ミッション」に同行して参りました。
２．カンボジア訪問の概要
　カンボジアでは、同国の労働・職業訓練省と愛媛県外国人技能実習生受入組合協議会とのカンボジア
人技能実習生の受入れに関する包括協定締結式に立ち会いました。今回の包括協定締結により、両者の
信頼関係を構築し、県が側面からしっかり支援していく「愛媛スタイル」のプラットホームが完成しま
したので、今後、同国からの技能実習生の拡大に期待しているところです。
　また、同国における政府要人であるソーケン副首相兼内務相、オーン・ポーンモニロット経済財政相、
スン・チャントール公共事業・運輸相への表敬訪問、カンボジア日本人会等との交流を行いました。同
国政府から、優秀な技術を有する県内企業のビジネス活動に関して、歓迎の意向と、本県と共同で企業
活動をサポートしていく旨の非常に前向きな発言を頂きましたので、今後、構築した人脈を活用し、本
県企業のみなさんのカンボジアにおける事業展開をサポートしていきたいと考えています。
３．ベトナム訪問の概要
　ベトナムでは、県主催で愛媛県PRプロモーションを開催し、本県のスゴ技、すご味、すごモノを始め、
県産材や観光コンテンツなど、本県の魅力を紹介するトップセールスを実施しました。今後、市場とし
て大きく発展が見込まれるベトナムの現地企業関係者に、多数ご来場いただき、会場内に設置した各ブー
スにおいて、県内企業や県担当者と今後の取引を睨んだ意見を交わしました。
　また、グエン・タイン・フォン ホーチミン市人民委員長への表敬訪問、ドンナイ省と本県との「経
済交流に関する覚書」の締結、訪問型商談会、本県進出企業である四国溶材現地法人工場の視察、ホー
チミン日本商工会議所等との交流を行いました。
　覚書の締結について、同国で産業集積やインフラ整備が進んでいるドンナイ省と、お互いの地域の企
業活動を支援する協力関係を構築したことで、ベトナムでの事業展開に関心のある県内企業に対し、本
県と一緒に様々なサポートを提供する関係づくりができたことは、今回の経済交流ミッションにおける
大きな成果です。
４．まとめ
　今後も高い経済成長が見込まれる両国においては、経済の成熟度合いが異なるため、カンボジアは本
県での技能実習を通じた人的交流、ベトナムは本県企業の魅力ある製品技術群の取引拡大を柱に、県内
企業がビジネスしやすい環境を提供し、海外事業活動を後押しして参ります。また、両国だけでなく、
他のアセアン各国においても、県内企業の販路開拓等を企業ニーズに合わせて、個別にしっかりとサポー
トさせて頂くことにより、海外での事業展開を促進し、本県経済の活性化に寄与する好循環が生まれる
よう、しっかりと補助エンジンとしての取組みを進めていきたいと考えています。

愛媛県経済労働部
前部長　菅　　豊正

カンボジア、ベトナム
経済交流ミッションについて
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　愛媛県商工会議所連合会・松山商工会議所は、１月
16日から20日までの５日間、ベトナムに経済視察団（団
長：髙橋副会頭）を派遣した。ベトナムは、ASEAN
域内第３位の9,270万人の人口を有し、成長率が2017
年6.21％と高い水準にあり、さらなる成長が見込まれ
る同国の最新ビジネス事情に理解を深めるとともに、
今後の展望やビジネスチャンスを探ることを目的に実
施した。派遣団員は県内の27企業・団体32名、また中
村知事をはじめとする愛媛県の経済ミッションと現地
で合同事業も行い、その総勢は約60名となった。

日程表
月日 都市名等 内　　容
1/16

（火）
松山
－ホーチミン

○松山空港⇒羽田空港⇒成田空港
　⇒ホーチミン空港

1/17
（水） ホーチミン

○企業視察　【一広㈱】
○ 愛 媛 県 と ド ン ナ イ 省 と の 包 括 協 定
（MOU）調印式

○ドンナイ省との懇談会

1/18
（木） ホーチミン

○ジェトロホーチミン事務所
　ブリーフィング
○ 愛媛県PRプロモーションinホーチミン
○企業視察
　 【KIZUNA JV㈱（レンタル工場団地）】
○ホーチミン人民委員会表敬訪問
○ ホーチミン日本商工会等との懇談会

1/19
（金） ホーチミン ○市内視察【ドンコイ通り等】

○ホーチミン空港⇒羽田空港
1/20

（土）
松山
－ホーチミン

○ホーチミン空港⇒羽田空港
　⇒松山空港

訪問先別レポート
企業視察【一広㈱】
〇日　時：１月17日（水）　10：00～12：00
〇場　所：一広㈱
〇参加者：視察団 31名

　一広㈱の越智代表取締役会長、吉田現地法人社長よ
り、同社の概要並びにベトナムへ進出した経緯等につ
いて説明を受け、工場を視察した。ベトナムには、①
タオル製造には欠かせない良質な水がある、②手先が
器用で優秀な若年労働者が確保できる、③地震、台風
等の自然災害が少ない等の条件が整っていることか
ら、平成17年に進出した。工場は効率性・省エネ・環
境を重視し、当初は服飾雑貨製造工場として稼働した。
現在は主にタオルやハンカチの製造を行っている。以
前は日本への輸出がメインであったが、ベトナム人の
購買力が上がっていることから、現地のイオンに店舗

を構えるとともに、今夏には髙島屋にも出店を予定し
ており、現地販売に力を注いでいく。生産工程は、イ
ンド・パキスタンから直接、綿を仕入、染色・製織・
縫製・完成品の検品まで一貫生産体制を敷いている。
生産体制の充実を図っていくため、来月には12台の機
械を設置するなど積極的な設備投資を行っている。従
業員は、ベトナム人870名を採用し、勤続年数別で帽
子の色を、また、部署別で胸に付けるネームプレート
の色を替えるなど、労務管理面での工夫もしている。
生産は機械化されても、ミリ単位でカッティングする
工程や袋詰めの作業、最終検品は、人間の手で行うこ
ととなるため、根気強く細かい作業をこなせるベトナ
ム人は非常に優れている。

細かい作業をこなす従業員

　また、ベトナム人に日本と同じ業務環境・福利厚生
下で仕事に従事してほしいとの思いから、工場内の機
械は日本と同じ機種を使用するほか、食堂や飲料用の
製氷機の設置、冷房とウォシュレット付きのトイレを
完備した社員寮を建設している。地域社会への貢献も
重視しており、官公庁と連携した小・中・高校生の会
社見学や、地元学校への文房具の寄付、大学への奨学
金の提供、更には田舎から働きに来ている従業員への
実家の建て替え費用を全額負担するなどに取り組み、
地域密着型企業を目指している。

全員での記念撮影

ベトナム海外経済視察　報告
愛媛県商工会議所連合会
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　海外進出は国内に比べ法律・言語・風習など様々な
面での障壁があり、苦境に陥ることがあるが、「絶対
に途中であきらめないこと」、「その地域に密着するこ
と」で、その壁を取り除くことができると述べられた。

愛媛県とドンナイ省との包括協定（MOU）調印式
〇日　時：１月17日（水）　15：00～17：00
〇場　所：ドンナイ省
〇出席者：ドンナイ省： ディン・グオック・タイ人民

委員長 他
　　　　　愛 媛 県： 中村知事、毛利県議会議長、

髙橋副会頭、佐川委員長、
視察団員 他

　愛媛県とドンナイ省との間で、ビジネス商談会の開
催や事業機会の創出、人材育成などの協力を通して、
両地域や企業の持続的な経済発展を図ることを目的
に、経済連携の包括協定が調印された。ドンナイ省は
ホーチミンに隣接し同国で最も産業集積とインフラ整
備が進んでおり、経済成長率は14％と高く、現在まで
に日本から233件、約40億米ドルの投資がなされてい
る。2025年には国際空港が整備されるなど、今後の発
展が予想されている。包括協定により、県内中小企業
のベトナム進出への選択肢が広がることとなった。

ドンナイ省と経済協力に関する覚書を締結した調印式

ジェトロ ホーチミン事務所ブリーフィング
〇日　時：１月18日（木）　₉：00～₉：30
〇場　所：ニューワールドホテル サイゴン
〇参加者：視察団 32名

　ジェトロ ホーチミン事務所の滝本所長より、ベト
ナム経済等についての説明があった。ベトナムは1986

年から始まったドイモイ政策により海外資本が流入
し、約６割がホーチミン周辺の南部に投下されてい
る。このためベトナム全体の平均所得の2,200米ドル
に対し、ホーチミンは5,400米ドルと高く、北部・中
部に比べ南部の方が購買力も高くなっている。また、
７～８年後には人口が１億人を超えると予想されてお
り、有望なマーケットである。日系企業は約25年前か
ら進出、初期段階ではエースコックや花王などの企業
が日本向けの製品を製造していたが、所得が向上した
ため現在はベトナム国内向けへとシフトしており、近
年は不動産業や美容などの非製造業も数多く進出して
いる。このように成長を遂げている中、国民の足は未
だバイクが主流で年間300万台が販売されており、ホー
チミンでは人口800万人に対し保有台数は実に750万台
となっている。自動車も₅年前に比べ約₃倍となる30
万台が販売されており、今後も需要が見込まれている。

滝本所長によるブリーフィング

　ベトナム進出の課題として、行政面においては、中
国と同様に共産党一党独裁で、報道規制等が敷かれて
いる、様々なライセンスの取得が厳しく最終的に全て
を共産党が決定する、コネクションを持たないと何を
するにも時間がかかる、ことが挙げられた。これらを
解決するため、ジェトロでは日系企業で組織する日本
商工会と連携し、積極的な要望活動を行っており、日
系企業に対しては改善がなされている。次に、経営面
においては、特に製造業で顕著な人件費の上昇、旧正
月に帰省した従業員が他社との待遇面を比較して約１
割程度帰ってこないなど、会社への帰属意識が薄く転
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職が多いことが問題となっている。こうした課題はあ
るが、日本政府とベトナム政府の信頼関係が強く、ベ
トナム人は親日で、かつ若い人材も多く手先が器用で
あり、高い経済成長率によりマーケットも拡大してい
ることから、日系企業にとって非常に魅力的な進出先
であると述べられた。

愛媛県PRプロモーションinホーチミン
〇日　時：１月18日（木）　10：00～11：30
〇場　所：ニューワールドホテル サイゴン
〇参加者：視察団 32名

　PRプロモーションには、ベトナム政府関係者や企
業が参加した。髙橋副会頭、在ホーチミン日本国総領
事館の河上総領事の挨拶の後、中村愛媛県知事から、
愛媛県の優れた企業・技術、魅力ある特産物・観光コ
ンテンツ等をPRするプロモーションが行われた。そ
の後、商談会に参加する県内企業₆社がブースを設け、
ベトナムで販路開拓を目指す製品の紹介が行われた。

挨拶をする髙橋副会頭

中村知事によるトップセールス

◇商談会参加企業
服部製紙㈱【四国中央市】、㈱住宅アシストFASE【西
条市】、㈱コンヒラ【今治市】、㈱サカワ【東温市】、
JK㈱【松山市】、エヌエスコーポレーション【伊予市】

企業視察【KIZUNA JV㈱】
〇日　時：１月18日（木）　 14：30～15：30
〇場　所：KIZUNA JV㈱（レンタル工場団地）
〇参加者：視察団 27名

　KIZUNA JV㈱の白川営業部長より、同社の行政手
続きから工場稼働までをサポートするレンタルサービ
ス工場の概要について説明を受け、入居している日系
企業の視察を行った。

白川部長による企業概要説明

　同社は2012年にベトナムにおけるレンタルサービス
工場の先駆けとして事業を開始。現在、Ecoファクト
リー、Kizuna１、₂、₃の₄つの工場の運営管理を行っ
ている。Ecoファクトリーはホーチミン市、各Kizuna
レンタルサービス工場はロンアン省に立地し、各工場
からホーチミン市内までは約20㎞、空港・港まで約25
㎞と輸送に便利なロケーションに加え、地元の従業員
や高いスキルを持ったスタッフの採用が容易である。
現在、入居企業は、80社を数え、日本のほか韓国、ア
メリカ、オーストラリアなど13か国から企業が入居し
ている。特に、Kizuna１は、入居企業の67％が日本
企業であり、業種は食品加工、縫製や織ネーム、プラ
スチック成形、機械加工などである。Kizuna２レン
タルサービス工場は、韓国企業32％、日本企業28％、
業種もハイテク産業、電子機器、食品加工であり、各
レンタルサービス工場によって違いが出ている。入居
のメリットとしては、輸送・通勤コスト、法人税の優
遇が受けられるなど、コスト削減により効率良く進出
が可能である。ベトナムに法人設立する際には、企業
登録証明書（ERC）と投資登録証明書（IRC）の双方
を取得する必要があるが、Kizuna JV㈱では行政手続
きをサポートしており、15営業日での取得が可能と
なっている。入退去に関しても複雑な手続きは少な
く、入居を決めてから、１ヶ月以内で事業の立ち上げ
が可能であり、スピーディーに操業を開始できるよう
サポートを行っている。また、他団地との競争力の優
位性として、ビジネスマッチングや経済関連セミナー、
入居企業同士の定例会、日系コミュニティーとの情報
交換などにより、初めてベトナムに進出しても安心し
て生産活動に集中できる環境を提供できるとのことで
あった。説明後、同団地に入居している日系企業の工
場を見学した。
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日系企業の視察

ホーチミン人民委員会表敬訪問

〇日　時：１月18日（木）　17：00～17：30
〇場　所：ホーチミン人民委員会
〇出席者： ホーチミン人民委員会 ：グエン・タイン・

フォン委員長 他
　　　　　 愛媛県：河上総領事、中村知事、毛利県議

会議長、髙橋副会頭、佐川国際委員長 他

　中村知事の挨拶の後、懇談に移った。グエン・タイン・
フォン委員長は、愛媛県の化学や食料分野、新しいビ
ジネスの創出や様々な研究が進んでいることに興味を
示された。また、市内７小学校で実施している日本語
教育への取り組みや、新たな投資を受け入れるための
整備状況についての説明があった。中村知事は、今回
の商談会を契機に経済交流が盛り上がることを期待す
ると述べ、県内企業の紹介を行った。また、ホーチミ
ンは人口800万人を抱えていることから、経済だけで
なくスポーツ振興などにも力を入れてはと提案し、懇
談を終了した。

友好ムードの中での懇談

グエン・タイン・フォン委員長との撮影

ホーチミン日本商工会等との懇談会

〇日　時：１月18日（木）　19：30～21：00
〇場　所：ニューワールドホテル サイゴン
〇参加者： 河上総領事他来賓14名、中村知事、毛利

県議会議長、髙橋副会頭、佐川委員長他
56名

　在ホーチミン日本国総領事館の河上総領事、ホーチ
ミン日本商工会の門脇会長（ベトナム三菱商事ホーチ
ミン支店長）をはじめ、日・越両国の懸け橋として活
躍されている総勢約70名による懇談会を開催し、交流
を図った。

河上総領事の挨拶

情報交換が行われた懇談会
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〈はじめに〉
　松山空港における国際定期航空路線は、アシアナ航
空によるソウル線が平成₇年₄月に、中国東方航空に
よる上海線が平成16年₇月に開設されました。その後、
国際情勢などの外的要因の影響により、搭乗率の低迷
や期間運休などもありましたが、愛媛県としても松山
市や関係機関と連携して国際線の安定運航のための支
援策を実施し、この両路線は韓国・中国と本県との交
流における貴重な交通基盤として、本県の国際化の進
展に大きく貢献してきました。
　しかしながら、松山－ソウル線については、アシア
ナ航空が日韓路線の再編を進める中、熊本地震の影響
による搭乗率の低下等により平成28年₉月から運休と
なりました。
　このため、早期の運航再開に向けて、松山市や愛媛
県観光物産協会などと連携し、複数の航空会社に対し
て働きかけを行う中、韓国最大のLCC（格安航空会社）
である「チェジュ航空」が松山への就航に関心を示し
ました。そこで、昨年８月に中村知事に加え、空港所
在地の松山市長、東予から今治市長、南予から内子町
長にもご参画いただき、「チーム愛媛」の体制で同社
社長ら幹部に対するトップセールスを実施し、その結
果、同年11月から就航する運びとなりました。
　本稿では、この松山－ソウル線を中心に、松山空港
国際線の現状や利用促進の取組み等についてご紹介い
たします。

チェジュ航空社長ら幹部に対する知事他によるトップセールス

〈チェジュ航空について〉
　松山－ソウル線を運航することとなったチェジュ航
空は、2005年１月に設立された韓国初のLCCであり、
今年２月現在、韓国内はもとより、日本などアジアを
中心に35都市に就航しています。保有機材は、昨年12
月末時点で31機、2020年には50機まで増やす計画で、
売上・利用者数などを含め韓国で最大のLCCとなって
います。松山空港へは日本で７番目の就航地となりま
したが、それまでは成田・関空・福岡などいずれも「基
幹空港」である中、いわゆる地方空港への就航は松山
が初めてとなりました。
　LCCの最大の特徴は格安な航空運賃にありますが、
チェジュ航空では「特別運賃」、「割引運賃」、「通常運
賃」の３種類があり、同社のウェブサイト上で販売さ
れています。また、旅行会社によるパッケージ商品な
ども販売されております。
　運賃は残席数などによって変動するため、一般的に
は早く予約すればするほど値段が安くなりますが、松
山－ソウル線の価格は、近隣の広島や高松と比較して
もかなり割安な設定となっています。また、チェジュ
航空のウェブサイトから会員登録をするだけで、専用
ポイント（Refresh Point）が配布され、航空券の購
入金額に応じてポイントを貯めることができます。他
にもお得な割引クーポンの配布など、多彩なイベント
やキャンペーンを実施しています。
　また、チェジュ航空は東南アジア地域を中心にネッ
トワークを拡大しており、仁川（インチョン）空港か
ら第３国への乗継利用が大変便利なことも大きな特徴
の一つです。松山から各地に同日乗継が可能であり、
旅行はもちろん、外国人技能実習生の受入等ビジネス

松山空港国際線の現状と
利用促進等の取組みについて

愛媛県 経済労働部 国際交流課 国際線振興係

愛媛県イメージアップキャラクター
みきゃん

松山空港イメージアップキャラクター
まっくう
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での利用において、非常に利便性が高いと言えます。

【松山−ソウル線運賃等について】

特別運賃 割引運賃 通常運賃

運賃額 3,000円～ 4,500円～ 21,500円～

受託手荷物
サービス なし 15㎏、203㎝

まで無料
20㎏、203㎝

まで無料

※運賃額は片道運賃。残席数等により変動します。
※燃油サーチャージ、空港利用税が別途必要となります。
※手荷物の大きさは３辺（横×縦×高さ）の合計です。

【主な乗継ダイヤ】

目的地
往　　路

（ソウル→現地）
復　　路

（現地→ソウル）

発 着 発 着

香　港 21：40 00：25+1 01：25 06：05

バンコク 20：05 23：59 01：00 08：40

マニラ 19：10 22：20 23：10 04：05+1

ホーチミン 21：25 01：00+1 02：00 09：40

グァム 20：20 02：00+1 03：05 06：55

サイパン 22：10 03：40+1 04：45 08：30

ハノイ 21：10 23：45 01：15 07：25

ダナン 21：20 23：59 01：30 07：50
同日乗換が可能となっています。
※ダイヤは予告なく変更となる場合があります。

〈松山−ソウル線の再開〉
　平成29年11月₂日、チェジュ航空が松山－ソウル線
に就航し、約１年１か月ぶりに松山空港と韓国との直
行便が再開されました。仁川（インチョン）空港での
就航セレモニーのあと、記念すべき第一便は、チェジュ
航空の李碩柱（イ・ソクジュ）副社長（当時）をはじめ、
ほぼ満員となる177名が搭乗し、同空港を出発しまし
た。松山空港に到着した機体を放水アーチでお迎えし、
国際線出発待合室で行われた就航記念式典では、知事
や松山市長、李副社長をはじめ関係者がテープカット
を行いました。松山空港出発の第一便にもほぼ満席の
176名が搭乗しました。

仁川空港でのセレモニー

放水アーチによる歓迎

知事・李副社長らによるテープカット

〈ソウル線の現状と利用促進策〉
　県では、就航決定後速やかに韓国向け、県内向け及
び近隣県向けに集中的なPRを行い、チェジュ航空に
おいても新規就航を記念した特別セールなど積極的な
販売促進を進めたこともあり、第一便以降もほぼ満席
での運航が続いております。月間搭乗率は就航以来５
か月連続で90％を超え、過去のアシアナ航空での運航
時や他路線と比較して、好調なスタートを切ったと言
えます。
　しかし、運休前においても特に冬場は韓国からの温
泉需要に支えられ、搭乗率が比較的高い傾向にありま
した。また、韓国では現在空前の海外旅行ブームとなっ
ており、その一番の目的地が日本となっております。
日本政府観光局（JNTO）の統計では、2017年に日本
を訪れた韓国人は約714万人と、これまで最高だった
2016年（約509万人）を200万人以上も上回り、過去最
高を大幅に更新しました。再開した松山－ソウル線に
おいても、こうした流れを受け、インバウンド（韓国
人利用者）の割合が７割以上となっておりますが、路
線の長期的な安定運航のためには、インバウンドだけ
に過度に依存することなく、アウトバウンド（日本人
利用者）とのバランスが大変重要であり、特にLCCの
主な利用者層である若者や個人旅行者を対象に新たな
需要を喚起するなど、効果的な利用促進を図っていく
必要があると考えております。
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　特に愛媛県は平成28年12月末時点でのパスポート保
有率（人口に対する有効旅券数の割合）が13.7％と、
全国平均（23.1％）と比較しても低い水準にあります。
少子化の影響もありますが、29歳以下の若年層への新
規旅券発行数も、この10年間で約27％減少しており、
新規需要開拓のためには、ソウル線就航に併せた若年
層への対策が重要と認識しております。
　このため、松山空港利用促進協議会（事務局：愛媛
県国際交流課）では、県内に住む18歳～29歳の方を対
象に「初めての海外旅行応援キャンペーン」を実施し
ています。これは、松山空港国際線を利用して初めて
海外旅行をする若年層に対して旅行商品が5,000円割
引となるクーポンを発行するもので、若者のパスポー
ト取得を後押して海外への渡航意欲を喚起しようとす
る取組みです。
　この他にも、県外（高知県）からの高速バス代金へ
の助成や、松山空港コナンパーキング駐車場が割引に
なるキャンペーン、旅行会社向けの支援も行っており
ます。

松山空港利用促進協議会の　
各種キャンペーンについては　

こちら→

〈上海線の現状と台湾との定期路線開設の取組み〉
　松山空港の国際定期航空路線は、前述のとおりソウ
ル線の他に上海線があります。こちらも、国際情勢の
影響等により搭乗率が低迷し、期間運休やフライト
キャンセルが行われたこともありましたが、平成29年
度は中国からの団体旅行客の増加などにより搭乗率が
64.8%と、H23年度（67.2%）以来６年振りに年間搭乗
率が60％を超え、フライトキャンセルもなく、安定的
な運航が行われております。
　しかし、松山－上海線においても路線の安定的な運
航にはやはりインバウンド・アウトバウンドのバラン
スが重要であることから、ソウル線と同様に、上海線
を利用して初めて海外旅行をする若年層向けの旅行商
品割引や、高速バス代金・駐車場料金の割引など、新
規需要を掘り起こし、利用促進に努めることとしてお
ります。
　また、県では、サイクリングなど各種交流が深まっ
ている台湾との定期航空路線の実現を目指し、チャー
ター便の運航実績を積み重ねてきました。昨年11月に
は台湾の大手航空会社である「エバー航空」により初
めて連続10往復のチャーター便が運航され、平均搭乗
率は98％に達しました。更に今年の３月から５月にか

けても、同じくエバー航空により16往復のチャーター
便が運航されております（いずれも台湾側からのイン
バウンドのみ）。県では、引き続きチャーター便の運
航実績を積み重ねるとともに、幅広い分野での交流を
促進し、定期路線の早期開設に取り組んでいくことと
しております。

〈おわりに〉
　ソウル線就航に先立ち、松山空港利用促進協議会が
㈱いよぎん地域経済研究センターに委託して実施した
試算によりますと、ソウル線就航が県内にもたらす経
済効果は年間約₆億9,100万円となりました。算定に
あたっては想定搭乗率を80％としていたことから、実
際にはこの試算を更に上回る経済波及効果も期待され
ます。
　松山空港がソウル・上海といったアジアの大都市と
直行便で結ばれることは、外国人観光客の増加による
経済効果はもちろんのこと、県民にとっても、より早
く、より安く海外に行くことができ、時間やコスト軽
減にも繫がります。
　ビジネスにご旅行に、是非松山空港国際線をご利用
いただきますよう、よろしくお願いいたします。

【松山空港国際線の運航スケジュール】
（2018年夏ダイヤ：平成30年₃月25日～）

【松山−ソウル線】
運航曜日 便　名 発　→　着 出発時間 到着時間

火・木・日
7C1704 ソウル→松山 13：05 14：35

7C1703 松山→ソウル 15：25 16：50

（注）日本と韓国との時差なし

【松山−上海線】
運航曜日 便　名 発　→　着 出発時間 到着時間

月・金
MU275 上海→松山 9：15 12：10

MU276 松山→上海 13：05 13：50

（注）全て現地時間：日本と中国との時差１時間

※両路線ともダイヤは予告なく変更となる場合があります。



10

１．はじめに

　伊予銀行の海外提携銀行の一つである、カシコン銀
行に2016年４月から赴任し、お客様のタイへの進出や
販路開拓のお手伝いをさせていただいています。
　タイのバンコクでは日本の1.5倍～₂倍の値段はし
ますが、日本の食材・調味料は簡単に手に入ります
し、私の片言の英語でもコミュニケーションが取れる
ので、それほど困ったという経験はありません。一方、
仕事上では、同じ銀行という職種でも、日本とタイで
は考え方が違うため苦労をしています。タイやタイ人
の文化を理解してから現地ビジネスを始めれば簡単な
ことであっても、理解せずにビジネスを始めると苦労
をすることが多いと言えます。私の駐在経験を通じて
分かったタイやタイ人がどのような人たちなのか、ご
紹介させていただきます。

日本人駐在員の多いプロンポンエリア

２．現地からみるタイとタイ人

　日本人が出張や旅行でタイへ来ると、BTS（バンコ
ク・スカイトレイン）沿線上を中心に視察や観光をす
ることが多く、日本食レストランや、日本車、そして
高級百貨店や高層ビルに視線が注がれます。その場合、

タイは日本文化が根付いた親日国で、所得水準も高く、
進出や販路開拓を行いやすい国に映ってしまいます。
しかし、ビジネスに関する考え方・商習慣が日本とは
違うことに加え、所得水準や貧富の格差が激しいため、
日本での商習慣や日本で売れている商品・製品が現地
でそのまま通用することは極めて稀であることを理解
しておかなければなりません。

BTSスカイトレイン

高層ビルの立ち並ぶアソークエリア

３．日本とタイにおけるビジネスに対する考え方の違い

⑴　企業・経営者
　タイ経済を支えている一部の財閥企業のオーナー一
族は、中国からの流れを汲む人々が多くいますので、
経済的には中国の影響を強く受けている国といっても
過言ではありません。企業・経営者の考え方は、日本
では企業の存続や取引の継続を重視する傾向が強いと
思いますが、タイではオーナーが自分のお金をいかに

タイを知り、タイ人を知る

株式会社伊予銀行
前国際部付カシコン銀行駐在

（現 株式会社伊予銀行
国際部課長代理）

　　　　 矢野　秀典

海 外 ビ ジ ネ ス
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増やすかを重要視するため、大きな企業であっても都
合が悪くなると契約不履行、会社の清算、取引先の変
更を平気で行う経営者も多く、日本の独特の文化であ
る「義理人情」や「あうんの呼吸」は全く通用しませ
ん。タイの企業とビジネスを行う場合、相手先に日本
語ができる担当者がいると、日本人は「日本語がよく

できる人がいるから大丈夫」と安心してしまいがちで
すが、あくまで相手先企業は「外国企業」、担当者は「日
本語の話せる外国人」です。
　外国企業の外国人を相手に取引をする以上、クレー
ム処理や代金回収は時間も手間も日本以上にかかるた
め、商談は慎重に進める必要があります。

【参考　タイ主要財閥の概要】

企業名・グループ名 設　　立 創業者 財閥の興り　等

サイアムセメント
グループ 1913年 タイ王族

ラマ６世の命を受けて、完全なタイ資本のもと設立されたタイ最古の
メーカー。現在も王室財産管理局が筆頭株主。日系企業とはクボタ、ト
ヨタ、トッパン、レンゴー、積水化学等と提携している。

CPグループ 1921年 広東省

家畜飼料の輸入販売からスタート。中国では正大集団（チアタイ集団）
として世界17国で事業を展開。現在はアグリビジネスだけでなく、金融、
不動産、自動車、通信分野にまで事業を拡大。タイ最大級のコングロマ
リット。

シンハーグループ 1933年 タイ人
タイ初の国産ビール「シンハー」を生産。2002年からアサヒホールディ
ングスと提携し、スーパードライの現地生産を開始。

サハグループ 1942年 タイ人
中国からの輸入雑貨店が起源。日系企業との関わりが強くローソン、ツ
ルハドラッグ、エリエール、セコム等と業務提携をしている。

バンコク銀行 1944年 タイ人
創業者のチン氏は生まれが貧しく、幼いころは中国の親類に預けられて
育つ。1944年のバンコク銀行設立時に役員として参画。

カシコン銀行 1945年 客家系（華僑）
タイ農民銀行を起源とするが、創始者のウン・ランサム氏がチーク材の
取引や精米事業で財をなしたのがグループの始まり。

サイアムモーター
グループ 1952年 福建省

1940年代に日産自動車の輸入販売を開始。62年には日産自動車、64年に
はヤマハ二輪の製造を開始。様々な自動車部品メーカーと提携を有する。

セントラルグループ 1956年 海南島出身

1947年に開業したGMSを起源とし、ショッピングモール、スーパーマー
ケット、コンビニ等の小売業態を基幹産業にしている。住友商事との合
弁による通販会社を始め、ファミリーマート、大戸屋、ミスタードーナ
ツなど日系企業を含む多くの外資企業と提携している。

レッドブル 1968年 中華系タイ人
タイハーブを利用した痛み止め薬の製造販売からスタートし、87年にレ
ッドブルを発売。病院経営やフェラーリ販売事業も手掛ける。

タクシングループ 1987年 広東省

創業者であるタクシン氏は、警察官僚として仕事をする傍ら、シルク販
売、不動産事業を展開。86年に携帯電話事業のライセンスを取得（現
AIS）。94年に政界入りし、2001年に第31代の首相の座に就く。妹のイン
ラック氏は36代目の首相を務めた。

出典：Arayz  Vol.62
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⑵　仕事観
　タイ人は仕事を、あくまでプライベートを充実させ
るための一つのツールと考えています。タイ人の多く
は、「今この時に、好きな仕事を、好きな人たちと、
好きな環境で、程よい経済力を手に入れられれば十分
幸せ」というのが仕事に対する価値観です。
　日本人は「回答が早い」、「いい提案をしてくれた」
など、一緒に仕事をしていく中で相手の行動の良し悪
しを評価して信頼関係を築いていくのが一般的だと思
います。しかしタイ人は「一緒に食事をする」、「家族
の話をする」など、人間として自分が楽しく付き合え
る相手としか信頼関係を築こうとしません。メールの
返信や対応が遅かったスタッフと何度か食事やゴルフ
を一緒にした前と後では、対応が全く違うということ
をタイの駐在歴の短い私でさえ、何度も感じています。
タイ人と信頼関係を築いていくには、仕事を離れて一
個人として付き合うことが必要と言えます。

４．タイの所得について

⑴　富裕層および中上流層
　バンコク首都圏と首都圏以外の２つの経済圏がタイ
では存在するため、タイという一つの国に「二つの国」
が存在しているとよく言われます。
　米経済雑誌フォーブスによると、10億米ドル以上の
資産を持つタイ人富豪は20人（2017年時点）いるそう
です。雑誌内では、レッドブル（タイ発祥のエナジー
ドリンク製造・販売会社）創業者一族の総資産が50億
米ドルと紹介されていますが、世界的にも富豪と呼ば
れるタイ人が存在していることは間違いありません。
日本では、大手財閥企業の一族の方とは中々知り合う
機会はありませんが、タイでは、一流企業の正社員の
両親や親族は、企業のオーナーや役員、大地主である
ことが珍しくありません。気が付いていないだけで、
富裕層および中上流層と呼ばれるタイ人は自分の近く
にいるというのがタイの特徴でもあります。

⑵　一般的なタイ人の所得
　タイの一人当たりのGDPは5,000米ドルを超えてい
るため、中進国の中では豊かな国かつ消費国として近
年、注目が集まっています。最低賃金の改定が数年間

隔で実施されるため、所得水準が向上し、個人消費に
も期待が持たれています。しかし、タイ人の平均世帯
所得は26,915タイバーツ（約９万円）で、中流層以下（月
収30,000バーツ以下）の所得層が全体の約７割を占め
ている国です。毎月の給料から、家賃や自動車のロー
ンや携帯電話代等の日々の生活に必要なモノの支払い
をしなくてはならないため、一般的なタイ人の所得は
私達が思っている以上に少ないのが現状です。
　バンコク首都圏では、所得の多い・少ないで生活の
豊かさをはかっていますが、首都圏以外の地方では食
糧自給率は約200%を超えており、凍えることのない
熱帯の国ですから、所得が少なくても衣食住に困るこ
とはありません。むしろ、地方の人々は、首都圏の人
たちが満員電車に揺られ、渋滞に巻き込まれ、忙しく
働く姿を可哀そうと思っているため、地方の人々の生
活の豊かさを所得の多い・少ないではかることはでき
ないと言えます。
　所得水準が向上している市場ではありますが、バン
コク首都圏と地方とでは所得・貧富の格差が激しいた
め、生活スタイルや価値観が全く別の国と言っても過
言ではなく、ターゲットとする人達を間違えると、「売
れない」、「利益にならない」市場であると言えます。 

５．現地の競争環境

　2010年頃に「タイに進出している日系企業は飽和状
態になった」と言われ始めましたが、2017年のジェト

バンコク首都圏のビル群
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ロの調査によると、タイ国内で経済活動をしている日
系企業数は、３年前の調査から800社増えて5,400社と
なっており、日系企業の飽和化はさらに進んでいるよ
うです。
　カンボジア、ミャンマー、カンボジア等の近隣３か
国と比べると、タイは古くから日系企業を含む外資企
業の製造拠点として経済が発展してきたため、サプラ
イチェーンやインフラはしっかりしており、日系企業
が進出しやすい国の一つであると言えます。ただし、
中国や韓国、欧米系の外資企業も古くから進出してい
ることに加えて、最近ではタイローカル企業も技術力
と資金力をつけてきており、タイへ進出すれば仕事が
ある状況ではなく、既に進出している企業も生き残り
をかけて他社と差別化を図っています。
　差別化の例として、溶接作業をしていた企業が、塗
装や簡単な組立を行うようになったという事例を挙げ
ることができます。一見、簡単なことのように思えま
すが、タイでは労働者側の権利が日本と比べ手厚く保
護されているため、最初に雇用契約書で決めた仕事以
外は、雇用者が労働者に対し指示をすることができま
せん。また、タイ人にとって仕事は、自分のプライベー
トを充実させるためのツールに過ぎませんから、仕事
が増えて給料が同じであれば仕事をしないこともある

ことに加え、退職されて人手不足となる可能性もあり
ます。また、タイでは日本と同様の生産ラインを組ん
だとしても、人手は日本の倍以上かかることも珍しく
なく、簡単な差別化を図ることも一筋縄でいかないの
が通常です。最初に時間と費用、労力はかかるものの、
海外技能実習生制度等を活用して、一人で複数の作業
をすることが当たり前となるように、タイ人がタイ人
を指導する職場環境や企業風土を作りあげていくこと
が、現地子会社を運営するための重要要素と言えます。

６．おわりに

　タイは、日系進出企業数、日本との貿易額、来日観
光客数はASEANでトップの親日国ですが、日本から
見れば外国であることには変わりありませんので、「タ
イで利益を出す」、「タイで売れる」ことは日本よりも
難しいことが認識されたのではないでしょうか。
　日本から見た机上のタイと現実のタイとでは、得ら
れる情報の質・量・考え方が異なりますので、この点
を踏まえてタイへの進出を検討していく必要がありま
す。
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