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　弊社は平成５年に、当時のFAZ法（輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法）に
基づき、愛媛県の第三セクターとして設立されました。「アイテムえひめ（愛媛国際貿易センター）」で
は愛媛県から指定管理者として指定を受け、管理業務を行っています。中四国最大級の展示場があり各
種イベントが盛んに行われています。年間で30万人前後の来場者があります。「アイロット（愛媛国際
物流ターミナル）」は、上屋棟、倉庫棟、冷蔵庫棟を備え、総合保税地域の指定を受け、輸出入貨物の
積み下ろし、通関等が盛んに行われています。FAZ（輸入促進地域）指定に伴い、「アイロット」の近
くにある松山港は、物流機能の充実・強化を図るため整備が進められてきました。今では、水深13mの
岸壁やガントリークレーン２基が整備され、多くの貨物コンテナが行き交っています。
　設立された当時は、我が国は大幅な輸出超過であり、海外からの圧力を軽減するためにも輸入促進が
求められてきました。しかし、我が国の経済構造の変化に伴い、現在は逆に輸出振興策が求められる状
況となっております。愛媛県では平成22年から、地域商社による県産品の輸出を増やそうという施策を
打ち出し、弊社もシンガポール向けの地域商社としての業務を開始しました。
　業務を進めるなかで、シンガポールの食品商社の要望を受け、県内のメーカーに照会するだけでは取
扱高が増えません。取扱高を増やすためには、いかに多くの商品を的確に提案するかが重要であること
に気づきました。弊社単独で商品を探すのには限界があり、そこで、四国内の地銀で構成する「四国ア
ライアンス」と協働できないかと考え、伊予銀行を通じて各行に打診したところ、賛同を得られ、第１
回の「四国アライアンス　四国食品商談会」を平成29年12月に開催し、第２回を平成30年７月に開催し
ました。第３回を令和２年３月に開催予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で延期となったのは残
念です。
　この商談会の特長として、事前にメーカーから価格、最小発注量等の提供を受け、シンガポールの食
品商社と協議し、最終ユーザーの購入価格を明確にしたうえで商談会を行っている点です。通常の商談
会では、商談を開始して成約するまでに、具体的な輸送ルートを決め、運送費を算出した上で価格提示
を行うなど時間がかかります。この点、シンガポールでの購入価格が明確になっているので、商談会に
参加している最終ユーザーは、この商品が欲しいと言った段階で、商談が成立します。この商談会のお
陰で、新たな商品の提供が可能になり取扱高も増加傾向にあります。
　グローバルな視野に立って海外バイヤーが何を必要としているかを察し、ローカルな地元商品を提案
することにより地域に貢献できる地域商社事業の意義は大きいと考え、今後も真摯に取り組んで参ります。

グローバルな視野に立ち、
地域商社機能を強化する

愛媛エフ・エー・ゼット株式会社
代表取締役　一宮　捷宏
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１．愛媛県による海外展開支援
　グローバル化に伴い国際的な競争障壁が下がり、日
本の中小企業においても、外国企業との競争が避けら
れない状況にある中、成長著しい東南アジア等の市場
を開拓していくことは、企業の生き残りをかけた有効
な方策のひとつであるため、愛媛県では、本県企業と
海外企業とのマッチング商談会の実施や、海外の国際
展示会への県ブースの出展など、企業の海外展開を積
極的に支援しています。
　こうした取組みの一環として、県では、経済団体や
金融機関と連携し、これまで台湾、インドネシア、ベ
トナム、タイ、ミャンマー、フィリピン、カンボジア
など、東南・東アジア各国への経済交流ミッション団
を派遣しています。ミッションを通じて、本県企業と
現地企業とのマッチング機会を積極的に創出するとと
もに、県が現地の政府機関等（タイ工業省、フィリピ
ン経済特区庁、ベトナム・ドンナイ省、インドネシア・
南スラウェシ州等）と「経済連携に関する覚書」を締
結し、互恵的な友好関係を築いた上で、県内企業の販
路開拓や人材確保等を強力に後押ししています。
　海外での事業展開は、法律や商習慣等が異なるなど、
企業にとってクリアすべき多くのハードルがありま
す。県では、今までに構築した現地政府等とのネット
ワークを最大限活用して、本県企業に信頼できる相手
との商談機会を提供することで、リスクを軽減した効
果的・効率的なビジネスマッチングが行えるよう取り
組んでいます。
　本年も１月13日から16日にかけて、県商工会議所連
合会による経済交流ミッションに合わせて、タイのバ
ンコクとカンボジアのバッタンバン州等を訪問しまし
たので報告します。
　
２．タイ経済交流ミッション
　年間訪日客数が約130万人と世界で６番目に多く
（2019年：JNTO推計値）、親日で知られるタイですが、
2017年時点で5,400社を超える日系企業が現地に進出
しており、中小企業の進出も増加しています（2017年：

JETROバンコク事務所調べ）。
　本県では、2016年１月にタイ工業省と経済連携の覚
書を締結して以来、毎年度連携して個別商談会を実施
しており、今までに延べ40社の県内企業が参加してい
ます。
　今回、総勢67名のミッション団にてバンコクを訪問
しましたが、自治体関与では初めての取組みとして、
スリヤ工業大臣の立会いの下、本県の食品加工機械
メーカーが、自社製品の食品乾燥機を食品加工産業が
盛んなチェンマイの産業振興センターへ寄贈しました。

タイ工業省での機器贈呈式

　これは、本県企業の製品を現地企業に実際に使用し
ていただきながら、販路拡大につなげることを目的の
一つとしていますが、大臣からは、現在タイが力を入
れている農産物の付加価値を高めるための「工業型農
業」に資するものであると感謝の意が示されました。
今回のような寄贈は、同国政府との関係を強固なもの
としながら、県内企業の販路開拓等につなげていく、
効果的なアプローチになると期待しています。
　このほか、ホテル会場において、現地バイヤーや旅
行会社関係者等を招いた愛媛のPRプロモーションを
実施したほか、タイ最大の財閥グループの中核企業で
あるCP Foods社を訪問し、知事がトップセールスを
行うとともに本県企業の製品紹介などを行いました。
　日系企業のみならず中国や韓国等の企業の進出も盛
んで、東南アジアの中でも企業間競争の激しい国と言
われるタイですが、県では、現地政府等との信頼関係

タイ・カンボジア経済交流ミッションについて
愛媛県 経済労働部 産業政策課 スゴ技グループ
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をベースに、今回の訪問のフォローアップをしっかり
行い、本県企業の現地ビジネスをサポートしていきた
いと考えています。
　
３．カンボジア経済交流ミッション
　平均年齢が25歳と若く、毎年７％程度の経済成長を
続ける成長著しいカンボジア。中間所得層の増加によ
る個人消費の活性化に伴い、ファーストフード店やブ
ランド店が市内に続々と進出しており、現在、首都プ
ノンペン市にはイオンモールが２店舗開業しています。
　県では、2018年１月に技能実習生の受入れ拡大を主
目的にカンボジアを訪問し、この２年間で約100名を
受け入れました。今回は、本県出身の高山良二氏（NPO
法人国際地雷処理・地域復興支援の会　理事長）が地
雷除去などの国際貢献活動を現地で長年続けており、
県内の紙関連企業も４社進出している「バッタンバン
州」に、経済界や大学関係者など総勢53名のメンバー
で訪問し、州政府と「友好交流・協力活動の構築に関
する覚書」を締結しました。
　現地では、州知事をはじめ地元の方々から手厚い歓
迎を受け、食品加工業の振興や地元雇用など、本県と
の経済交流に対する期待の高さをひしひしと感じまし
た。
　タイ国境に隣接するバッタンバン州は、マンゴーな
どの良質な果実等の生産地であり、また、「タイ・プ
ラスワン」の拠点として注目されている「ポイペト経
済特区」に近く、今後大きく発展するポテンシャルを
有しています。
　覚書締結後は、プノンペン市においてカンボジア政
府のソー・ケン副首相と面会しました。同氏からは、
本県企業の現地活動への力添えを約束いただいたほ
か、ビジネスの定着や人材育成の分野での交流・連携

に力を入れて欲しいとの要望がありました。
　今後、県では、本県とバッタンバン州双方にメリッ
トをもたらすビジネス連携や人材交流が一つでも多く
生まれるよう、経済交流の促進に取り組んでいきたい
と考えています。
　
４．おわりに
　今後も経済成長が見込まれる両国は、経済の成熟度
合いが異なり、タイでは本県企業の魅力ある製品技術
群の取引拡大を主目的として、また、カンボジアでは
食品加工分野におけるビジネス連携や技能実習等を通
じた人的交流を柱として、ビジネスしやすい環境をそ
れぞれ提供し、本県企業の現地での海外事業活動をサ
ポートして参ります。
　今回の訪問を機に、現地政府関係機関と本県の双方
が、強固なパートナーシップのもと、本県企業の海外
展開を支援することにより、県経済の活性化に寄与す
る好循環がもたらされるよう、しっかりと企業の「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PRプロモーション バッタンバン州との覚書締結

ソー・ケン副首相と面会
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１．はじめに
　近年、ICT（情報通信技術）やAI（人工知能）、ビッ
グデータといった新たな技術が開発され、私達の暮ら
しに大きな変化を与えています。一方、スウェーデン
の環境活動家グレタ・トゥーンベリさんの活動により
世界中で関心が高まっている地球温暖化問題や、人口
急増がもたらすエネルギーや食糧問題、そして特に日
本で急速に進展している少子高齢化問題など、世界中
には多くの社会的問題が山積しています。
　経済発展と社会的課題の解決の両立が問われる中、
先進国と新興国問わず、スマートシティ化の動きが活
発化しています。
　今回は、スマートシティ化という世界的潮流の中で、
世界初の「スマート国家」を目指して、国家全体で取
組を進めているシンガポールの先進的事例にスポット
を当ててレポートします。
　
２．スマートシティとは
　まず、「スマートシティ」と聞いて、どういった都
市を連想するでしょうか。
　多くの人が、街中を行き交う自動運転車、街全体が
インターネットで繫がることによるスムーズなサービ
ス、かつ環境に優しいシステムという近未来的な都市
を思い浮かべるでしょう。
　スマートシティという言葉は、これまでも様々な機
関で定義されていますが、令和元年に関係府省、自治
体、企業及び研究機関等で組織されたスマートシティ
官民連携プラットフォームの規程では、「スマートシ
ティとは、先進的技術の活用により、都市や地域の機
能やサービスを効率化・高度化し、各種の課題の解決

を図るとともに、快適性や利便性を含めた新たな価値
を創出する取組であり、Society 5.0※の先行的な実現
の場を指す」とされています。
　IoT（モノのインターネット化）技術の進展や物流
サービスの向上による販売形態の多様化、テレワーク
やテレビ会議、AIがもたらすビジネス支援による働
き方やオフィス環境の変化、自動運転化に伴う移動制
約からの解放による時間の有効活用化などは、価値観
や都市の在り方に大きな変化をもたらすだけでなく、
都市が抱える課題や都市と地方の二極化がもたらす問
題解決のアプローチに大きく寄与することになるで
しょう。

※�サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合
させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中
心の社会。狩猟社会（Society�1.0）、農耕社会（Society�2.0）、工業社会
（Society�3.0）、情報社会（Society�4.0）に続く、新たな社会を指すもの。

経済発展と社会的課題の解決を両立する「Society 5.0」へ

経済発展と社会的課題の解決を両立

経済発展 社会的課題の解決

●エネルギーの需要増加

●食料の需要増加

●寿命延伸、高齢化

●国際的な競争の激化

●富の集中や地域間の不平等

●温室効果ガス（GHG）排出
　削減
●食料の増産やロスの削減
●高齢化に伴う社会コストの
　抑制
●持続可能な産業化の推進
●富の再配分や地域間の格差
　是正

IoT、ロボット、人工知能（AI）、
ビッグデータ等の先端技術を

あらゆる産業や社会生活に取り入れ、格差なく、
多様なニーズにきめ細かに対応した

モノやサービスを提供

（出典）内閣府

【図１】経済発展と社会的課題について

　
３．シンガポールの取組
　今や世界各国でスマートシティの実現に向けた取組
が行われていますが、スイスに拠点を置く世界でも
トップクラスのビジネススクールであるIMD（国際
経営開発研究所）と国立シンガポール工科デザイン大
学が共同でまとめたレポート、「2019IMD世界スマー
トシティ・ランキング」によると、シンガポールがそ

スマートシティ化が進む
近未来都市
シンガポール

株式会社伊予銀行
シンガポール支店　谷中　康太
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の取組状況で１位となっています。特にスマートモビ
リティと多種多様なサービスの電子化（アプリ化）で
高い評価を受けています。
　では、実際にシンガポールでどのような取組がなさ
れているか見てみましょう。

（１）スマートネイションの取組の経緯
　シンガポールでは、国を挙げて「スマートネイショ
ン（スマート国家）」構想に取り組んでいます。2014
年８月、リー・シェンロン首相の施政方針演説での「テ
クノロジーを最大限に活用してIT都市、すなわち『ス
マートネイション』への転換を図る」という方針表明
をきっかけに、同年11月にスマートネイション担当大
臣の任命とスマートネイションプログラムオフィス
（SNPO）の設置が発表され、本格的な取組が開始さ
れました。
　スマートネイションとは、デジタル技術とデータを
活用、国全体をスマートシティ化し、「より良い暮らし、
より多くの機会、より強固なコミュニティ」の実現を
目指した構想であり、1980年代の国家コンピューター
化計画から続く、情報化・デジタル化政策の一連の流
れの中に置かれるものです。国家コンピューター化計
画時代の取組は、電子政府の構築を目指した公共サー
ビスの効率化に力点が置かれていましたが、スマート
ネイションでは、国民や民間企業を巻き込んだ、より
広範な国全体のデジタル化を展望しています。
　また、2017年には推進体制を強化するため、首相府
直下組織であるスマートネイション・デジタル政府グ
ループ（以下、「SNDGG」という。）が設立され、よ
りスピード感のある意思決定の下、各種施策が実施さ
れています。
　

（２）戦略的国家プロジェクト
　SNDGGでは、シンガポール全体でデジタル及びテ
クノロジーの普及を効果的かつ効率的に推進するた
め、下表のとおり６分野の戦略的国家プロジェクトを
設定しています。これらのプロジェクトは、デジタル
プラットフォームとしての役割を果たし、その中で民
間企業が様々なコンテンツの開発を進めることが企図
されています。（事例１・２参照）

【表１】SNDGGの戦略的国家プロジェクト

プロジェクト名称 概　　要

CODEX 政府が優れたデジタルサー
ビスをより速く、より効率
的に提供するためのプラッ
トフォームを構築

E-Payments キャッシュレス社会の構築
を目指し、アクセスしやす
く、相互運用可能な電子決
済システムを提供

Moments�of�Life�Initiative 国民のニーズに応じて政府
関連の情報及びサービスを
ワンストップ化し、国民の
生活の重要な節目で適切な
サポートを提供

National�Digital�Identity 国民及び企業が政府や民間
セクターと取引を行う際に
使用する電子認証システム
を構築

Smart�Nation�Sensor�
Platform

安全で暮らしやすい街づく
りのためのデータ生成及び
収集を目的にセンサーネッ
トワークやIoTデバイスを
全国に展開

Smart�Urban�Mobility ビッグデータやAI、自動
運転車などのデジタル技術
を活用して、公共交通機関
を強化

（参考）Smart�Nation�Singapore�HPを基に作成
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【事例１】
「Health Hub」（医療機関の受診記録等の管理アプリ）
　 家族の健康記録へのワンストップアクセス。医療機

関への予約、個人の健康記録をチェックできるとと
もに、子供の今後の予防接種スケジュールもお知ら
せ。

（出典）Health�Hub�SG�HP

【事例２】
「Beeline SG」（バスルートマッチングサービスアプリ）
　 民間バス会社のバス座席の予約ができるとともに、

新たなルート提案も可能。提案されたルートは、需
要次第で正式採用に至るケースも。

（出典）Smart�Nation�Singapore�HP

　
（３）法的基盤の整備
　プロジェクトの実施とともに、スマートネイション
実現の土台となる法整備も進んでいます。近年では、
デジタル個人識別登録情報システムの根拠法となる
「国民登録法」のほか、「個人データ保護法」や「サ
イバーセキュリティ法」に加えて、公共機関における
データガバナンスを規制する「公共セクター（ガバナ
ンス）法」が成立しています。
　

（４）AIの強化
　スマートネイションでは、AI開発の強化にも力が
注がれています。スペイン・バルセロナで開催された
2019年スマートシティエキスポ世界会議で、ビビアン・
バラクリシュナン外務大臣は、「今後、シンガポール
が優位性を持つ５分野（①輸送・物流、②スマートシ
ティ、③ヘルスケア、④教育、⑤セキュリティ）にお
いてAI展開の強化を図る」と発言しています。今後、
この５分野においてどのようにAIが組み込まれてい
くかが注目されます。
　一方、AIガバナンスの重要性も謳っており、「人間
中心のアプローチを行う」とも発言しています。つま
りは、AIが社会的倫理に反することに使用されたり、
人間のコントロールが及ばなくなるなどのリスクを鑑
み、人間社会で適切に活用される環境整備を重視する
としています。
　また、これらの基盤整備に加えて、人材育成も並行
して取り組んでおり、2017年５月からAIシンガポー
ル（以下、「AISG」という。）と呼ばれるプロジェク
トを展開しています。AISGでは、①AIリサーチ（科
学技術の革新と進化に貢献し得る研究等への投資）、
②AIテクノロジー（経済と社会に影響を与える主要
課題に対処するための大胆なアイデアと革新的なAI
テクノロジーの促進）、③AIイノベーション（AI産業
の成長のための人材育成）を三本柱として、各省と連
携しながら、AI人材の育成に努めています。
　
４．スマートネイションの特徴
　スマートネイションの特徴として、次の三つが挙げ
られます。
　一つは、政府、民間企業及び国民全体のマインドセッ
トの変革です。スマートネイション以前の取組では、
電子政府の構築に注力するあまり、これまでの紙での
手続を単にオンラインに置き換えただけで、利便性向
上に向けた取組が行われなかった点などが指摘されて
いました。これらの反省も踏まえて、現在では、利用
者側の視点に立ち、エンドユーザーである国民の利益
を最優先にしたシステム開発が行われています。一方
で、新しい技術やアイデア、多種多様な価値観を柔軟
に受け入れ、挑戦する“攻め”のマインドセットの変革
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も行われています。例えば、現在、東南アジア全域で
展開されている配車サービスGrabに対して、設立当
初は自由な営業を認めていましたが、既存のタクシー
業界との摩擦などの問題が発生すれば、排除するので
はなく競争条件を整えて受け入れています。その結果、
タクシーの配車もGrabアプリを通じて利用できるこ
ととなり、両者がWIN-WINの関係を築くのみならず、
利用者の利便性の向上も図られ、好循環を生み出して
います。
　二つ目は、スタートアップ企業の成長促進が挙げら
れます。スマートシティ化を推し進めるためには、イ
ノベーションの加速化が必須であり、革新的な技術と
アイデアを持ち、機動的に動くことのできるスタート
アップ企業の参画は必要不可欠になります。そこで、
シンガポール政府では、スタートアップ企業の育成に
力を入れるとともに、政府や大企業との協業のための
各種プログラムも展開するなど、実際のビジネスに繫
がりやすい仕組みを構築しています。
　三つ目は、相互運用性の確保です。スマートネイショ
ンでは、サービス間の相互運用やプラットフォームの
共通化などが進められています。代表的な事例が、
キャッシュレス決済におけるQRコードの統一です。

シンガポールでは銀行などの各企業がそれぞれ独自の
QRコード決済を展開していますが、数が多すぎて、
却ってキャッシュレス普及の障害となっていました。
そこで、2018年９月に政府主導で異なる27のQRコー
ド決済で利用可能な統一コード「SGQR」を開発、導
入した結果、消費者の利便性向上はもちろんのこと、
中小規模商店の導入の促進に繫がっています。　
　
５．さいごに
　長年シンガポールに駐在している方から、シンガ
ポールは未来都市だということを良く聞きます。確か
に、スマートネイションの動きを見ても、世界で最先
端の取組が行われています。都市国家という利点を最
大限活かして、スピーディーな施策展開を図りながら、
状況を見極め、柔軟に対応しています。
　しかしながら、スマートネイションの本質は、自動
運転車などの最新技術を活用している表層的な個々の
プロジェクトではなく、政府、民間企業、国民全体で
社会を再設計している点です。日本においても、
Society 5.0では“全体最適”を図る社会の実現が謳われ
ていますが、シンガポールのスマートネイションの取
組はおおいに参考になることでしょう。
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１．はじめに

　カンボジアと聞かれ、皆さんは何をイメージされる

でしょうか？世界遺産のアンコール・ワット、ポルポ

ト政権下での大量虐殺と内戦、地雷、貧困等々…。現

在のカンボジアは、1993年にカンボジア王国として発

足、99年に ASEAN、04年には世界貿易機関（WTO）

に加盟を達成し、外資主導の産業発展が進み、ここ数

年で急速な経済発展が続いています。所得水準が低く、

人口規模は1,600万人と少ないものの、2010年から19

年のGDP成長率は平均約7.0％と高成長を維持。2018

年７月の国民議会選挙以降、与党一党政権により安定

した政治情勢が継続し、中国資本を主体とした投資や、

外国直接投資（FDI）のさらなる拡大、建設業、観光

業の成長が今後の同国の経済成長に寄与すると予想さ

れます。カンボジアの１人当GDPは1,600ドルですが、

特に200万人の人口を擁する首都プノンペンを中心に

個人消費が旺盛で、同市の１人当GDPは4,000ドル以

上とも言われています。

　一方で、EUは同国選挙の運営や人権侵害問題に強

い懸念を示し、今年２月一般特恵関税制度である「武

器以外の全て（EBA）」のうち、一部の品目で適用を

取り消すと発表しました。適用が取り消される品目は、

衣類、履物の一部と旅行用品、砂糖で、その輸入額は

カンボジアからの全輸入額の５分の１（約1,200億円）

に相当し、輸出産業への影響力は大きいと推察され

ます。

　日本との関係では、カンボジアからの国別輸出量は

米国とドイツに次いで多く、その約８割が衣類、履物、

バッグ類等となっています。さらに愛媛県にフォーカ

スすると、紙加工や道路舗装企業などが進出しており

ます。１月にはバッタンバン州政府と経済発展に向け

た連携を強化するMOUを締結し県単位での関係構築

も進んでいます。

　さて、私事ですが、2016年から19年まで、ジェトロ

愛媛に勤務し、愛媛県企業の海外展開をご支援して参

りました。世界に誇る愛媛県産品の輸出に携わった３

年半は、幸運な出会いと刺激的な仕事の連続でした。

短い間でしたが、愛媛県民になれたことを誇りに思い、

心から感謝しています。プノンペンに移ってまだ半年

ですが、本稿では、カンボジアのビジネス事情につい

て、私なりにまとめたことをご紹介します。なお、内

容は個人的な見解であり、ジェトロとしての公式見解

などを述べたものではありません。

JETRO プノンペンが入居する
バタナックキャピタルタワー

２．日系企業進出のメリットと既進出日系企業の実態

　外資規制が緩いこともあり、日系企業の商業登記は

年間約250社あります。国が定める投資禁止事業を除

くすべての業種で最低資本金1,000ドルまたは100％外

資による会社設立が可能なこと、給与の支払いを含め、

国内取引の多くはドル建てで行われており為替リスク

が少ないこと等も大きな要因です。貿易は大幅な伸び

カンボジアの概況と
ビジネス環境に
ついて

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）
プノンペン事務所　石川　晶一
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を示しており、特に日本との貿易は2018年では前年比

輸出で25％増、輸入で16％増です。製造業の進出につ

いては、プノンペンSEZ等のインフラが整った経済特

区が開発されており、縫製業・製靴業だけでなく、ワ

イヤーハーネス、電装品、モーター等を開発する製造

業の進出も徐々に増加しています。それに伴い2015年

以降タイ向けの輸出が増加し、タイ国境のポイペトで

の製造拠点設置が検討されるなど、タイを拠点に一部

の生産プロセスを周辺国に移すタイプラスワンの動き

が注目されています。

　また、ベトナムホーチミンとタイバンコクを結ぶ南

部経済回廊のカンボジア国内での道路工事が進行中

で、タイ国境のポイペト〜プノンペン間約360kmが日

本のODAにより2023年６月完成を予定するなどイン

フラ整備も活発です。小国ながら、タイ／ベトナムの

２大市場に挟まれ、両市場を経済回廊で結ぶことによ

る経済効果が大きく期待されています。

　さて、「愛媛県国際取引企業リスト2019」によると、

カンボジアに進出している愛媛県企業は９社で、東南

アジアでは、ベトナム、インドネシア、タイ、シンガ

ポールに次ぐ進出先となっています。ここからはジェ

トロの「2019年度アジア・オセアニア進出日系企業実

態調査」の調査結果（対象265社中113社から回答）を

もとに、進出後の日系企業の現状を見ていきます。

　まず、ビジネス上の問題点をあげますと、経営上の

問題点として「従業員の賃金上昇」に８割近い回答が

ありました。2020年１月に実施された最低賃金改定の

上昇率は4.4％でやや抑制気味とされていますが、年

功補償制度導入、年金制度の導入検討などによる人件

費上昇の要因がこの背景にあると考えられます。従来

カンボジアでは会社都合の退職時に支払われる退職補

償金制度が運用されていましたが、日系企業以外での

退職補償金未払い実態が問題視され、その対策として

年毎の前払いに変更したのがこの年功補償制度です。

支払金額は給料の15日分／年で、およそ５％の賃上げ

に相当します。これは企業にとっては大きな負担増と

なります。ASEAN内では当国のみ年金制度がありま

せんが、2020年中の導入に向け、政府内で検討されて

おり、負担額は会社２％、個人２％の折半になるとの

情報です。　　

　続いて、製造業における「原材料の現地調達難」に

約７割の回答が集中しました。カンボジアは原材料の

自国内調達率は、ASEANの中で最も低く、原材料市

場が小さいことや、原材料の製造に必要なインフラや

製造技術基盤整備が遅れていることもあって、原材料

産業（裾野産業）の進出が出遅れ、結果として製造業

（US$／年）

■ 月額賃金　　■ 企業年間負担額

製造業作業員の月額賃金と企業年間負担額

ベトナムフィリピンインドネシア ラオスミャンマーカンボジアタイ

（US$／月）
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最低賃金推移と年間実負担額比較
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は使用する原材料を国外から調達せざるを得ない状況

にあります。この事は原材料調達に必要な物流コスト

やリードタイムの面で負担増となり、製造業全般の進

出が伸び悩んでいる一因になっていると考えられます。

　このように投資環境上のリスクはありますが、新興

国としての「市場の成長性」はまだまだ高く、「従業

員の賃金上昇」の懸念はあるものの、ASEAN諸国の

中では相対的に低賃金の位置づけです。投資環境上の

メリットでも「人件費の安さ」が上位にあり、社会保

険料などを含めた企業負担額でも同様な傾向で、労働

集約産業には好適な環境と言えます。ただし、今後の

年功補償制度、年金制度の導入により上昇の懸念はあ

り、この動向には注視する必要があります。

　

３．成長著しい経済から生まれる多様なビジネス

　消費市場では、プノンペンを中心に中間所得層の増

加に伴い個人消費が活性化しています。ファースト

フード店やブランド店が市内に続々と進出、Facebook

を活用したオンラインショッピングも人気です。交通

手段もタクシー配車アプリによるサービス導入以後、

市内の移動が格段に便利になりました。

　特にカンボジア人のライフスタイルを大きく変えた

のは、2014年に初の外資系ショッピングモールとなる

イオンモールの進出です。「イオン前」「イオン後」と

いう言葉も生まれるほど文化レベルが上がったといわ

れています。イオン進出に合わせて、日本産品への需

要も徐々に増加し、日本産農林水産物・食品の2018年

の輸出額は前年比12.9％増の74億円で、過去５年間で

2.9倍に伸びました。農産物や食品の輸入規制が周辺

国と比較して厳しくなく、輸出チャレンジしやすいの

が、カンボジアの食品市場の魅力です。日本食レスト

ランは、10年前と比べ約10倍の200店舗以上に増え、

日本食材を扱うフレンチ、中華、フュージョンレスト

ラン・ホテルも増えており、日本食品需要が急激に高

まっています。

　このような中、イオンモールで2019年10月に開催し

たカンボジア初の大規模なJapan Food Fairでは、「こ

れまでカンボジアに入っていないサプライヤーのモノ

がカンボジアで受け入れられるのか」、「これまで余り

売れないと思っていたけど売れるものはないか」、「輸

入量増加により単価が下がることで売れるものがある

のか」などを探りました。結果、大玉２個で39.9ドル

の箱入りなし、一房14.9ドルのシャインマスカット、

120ドルの冷凍の蟹の脚パックなど手に取る人が多く、

富裕層に需要があるものがあることが分かりました。

1.5ドルのカップ焼きそば、５〜20ドルくらいの冷凍

水産品、おかきせんべいなど中価格帯で人気があるも

のも分かりました。一方、調味料、乾麺などの売れ行

きは伸びず、実演販売、試食などを通じた調理法、味

の普及の工夫が必要だと感じました。

　食品以外の分野では、自動車は緩い輸入規制・法令

により米国からの左ハンドル中古車が市場を席捲して

おり（約50万台中80％中古車、20％新車高級車）、

ICTやモバイルビジネスも普及しています。2014年か

らは三井物産が出資している携帯キャリア会社「ス

マートアクシア」が4GLTE通信サービスを開始し、

プリペイド式のSIMで手軽に利用が可能となりまし

た。現在SIMカードの普及率は120％以上といわれ、

SNSはカンボジア人にとって欠かせないツールとなっ

ています。また、銀行口座を持たない80％の国民は携

帯決済、送金サービスを利用しています。社会課題解

決型スタートアップビジネスも検討されており、デジ

タル決済システム「バコン」が、2020年中に正式に導

入予定です。これは日本のブロックチェーン企業ソラ

イオンで日本食フェアを開催
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ミツとカンボジアの中央銀行であるカンボジア国立銀

行（NBC）が開発を進めているもので、ブロックチェー

ンを活用した中央銀行デジタル決済の実用化は世界

初となります。その他、画像診断や日本式健康診断を

行う日系総合病院も人気で高度医療普及の可能性も期

待できるなど、今後も新規ビジネスの需要が見込まれ

ます。

４．ジェトロプノンペンの支援体制

　ジェトロプノンペン事務所は、2010年に設立され、

本年で10周年になります。日本の企業様からの様々な

ご相談には私のような常駐の所員や海外投資アドバイ

ザーが対応しておりますが、ここ数年、当地ビジネス

展開に関する専門的な個別相談にお応えすべく、実績

のある税務・会計分野、法務・労務分野、現地事情に

精通した企業経営実務分野の専任コーディネーター

（会計士、弁護士、コンサル等）を配置し、無料で相

談が可能なサービスをご提供しております。本サービ

スは日本の中小企業およびその現地拠点のみが対象と

限定的にはなりますが、当地商習慣に対応するビジネ

スモデルや販売戦略の提案・アドバイス、当地でビジ

ネスを展開する上での税務・労務・経営リスク回避に

関する情報提供、ビジネスマッチング支援、トラブル

相談など幅広いサポートを提供し、皆様の課題解決に

向けた支援をいたします。面談やメールでもご相談頂

けます。ご利用希望の方は、ジェトロ愛媛貿易情報セ

ンターの代表アドレス（EHI@jetro.go.jp）もしくは

最寄りのジェトロ事務所までお問合せください。

　また、カンボジアにおけるビジネス環境の整備・改

善要求を目的とし、当国政府各省庁と日本側産業界と

の定期的協議の場として、官民合同会議を年１、２回

開いています。従前よりジェトロ所長が事務局長を務

めるカンボジア日本人商工会が中心となって日本側の

意見を取りまとめ、投資環境の整備等を求めて提言を

行って来ましたが、先月２月の会議では、13年間の官

民合同会議で初めてフンセン首相宛てに政策提言書を

提出しました。日々の相談事は各企業に共通する課題

が多く、かつ新規進出検討企業に対する投資環境改善

につながるものであり、同会議の動向は特に注視して

います。

　なお、COVID-19による日本での警戒レベルも相当

上がり、日本人を対象とした入国制限など措置を講じ

ている国々がでてきているなど、コロナウイルス問題

は日々深刻化しております。中国および世界各国の感

染状況やその対応などについては、ジェトロのホーム

ページに随時情報を更新していきますので、関心があ

る方はぜひ、定期的にチェックいただければ幸いです。

（https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/）

愛媛では休日に足繁く山へ通っていました。これは筆者と朝焼けの石鎚山
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愛媛県内企業の貿易・投資等実態調査結果について
「愛媛県国際取引企業リスト 2020」の発行

愛媛県産業貿易振興協会 

　日本貿易振興機構（ジェトロ）愛媛貿易情報センター
と当協会は、愛媛県内企業の国際経済取引の状況（貿
易取引や海外進出など）について、実態を把握するた
めに例年実施しているアンケート方式による調査を今
年も実施しました。
　本調査は1995年から実施していますが、今回の調査
概要および結果について「愛媛県国際取引企業リスト」
として冊子とともに以下のホームページでも公開して
います。
〇「愛媛県国際取引企業リスト2020」（当協会HP）
　http://www.ehime-sanbokyo.jp/index.php
〇「愛媛県の貿易関係企業」（ジェトロ愛媛HP）
　https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/ehime/company.html

１．調査の概要
（１）アンケート調査結果

今回調査 （前回調査）
送付先数 661社 （671社）
回答数 638社 （638社）
回答率 96.5% （95.1%）
有効回答数（リスト掲載企業数） 611社 （612社）
有効回答率 92.4% （91.2%）

（２）調査実施期間
　2019年11月〜12月
　（前回調査　2018年11月〜12月）

（３）調査内容
　Ａ．貿易取引の状況
　　 輸出・輸入の品目・サービスグループと相手国･

地域、取引の形態（直接・間接）
　Ｂ．海外進出の状況
　　 進出先エリアおよび国・地域、進出形態、設置年

月、事業内容
　Ｃ．海外企業との提携状況
　　提携先エリアおよび国・地域、提携形態、提携内容
　Ｄ．外国人の雇用状況
　　 雇用している外国人の国・地域、雇用企業の品目・

サービスグループ
（４）調査対象
　調査対象は、愛媛県内に本社、支社、工場など設置
する企業。本社等が愛媛県外にある先は、愛媛県内の
事業所が行っている国際取引に限定しています。

２．項目別調査結果
（１）貿易取引
　Ａ．貿易を行っている企業

（表１）貿易を行っている企業数
区　　分 今回調査 前回調査

貿易取引企業 418社� 409社�
　うち輸出取引企業
　（うち輸出取引のみ）

302社
（132社）

294社
（128社）

　うち輸入取引企業
　（うち輸入取引のみ）

286社
（116社）

281社
（115社）

輸出・輸入とも 170社� 166社

　Ｂ．取引形態別の輸出入取引の状況
（表２）形態別輸出・輸入取引の状況

貿易形態
輸　　出 輸　　入

企業数 割合（%） 企業数 割合（%）

直　　接 103
（105）

34.1
（35.7）

127
（128）

44.4
（45.5）

間　　接 94
（90）

31.1
（30.6）

74
（73）

25.9
（26.0）

直間併用 99
（93）

32.8
（31.6）

78
（77）

27.3
（27.4）

無 回 答 6
（6）

2.0
（2.1）

7
（3）

2.4
（1.1）

計 302
（294）

100.0
（100.0）

286
（281）

100.0
（100.0）

（注）（　　）内は前回調査での計数。以下同様。

　Ｃ．エリア別の輸出入取引状況
（表３−１）エリア別 輸出･輸入取引状況

エリア 企業数 割　合（%）

輸
　
　
　
出

アジア 273（263） 50.1 （51.1）
北　米 106 （97） 19.4 （18.8）
欧　州 74 （73） 13.6 （14.2）
中南米 22 （20） 4.0 （3.9）
オセアニア 43 （36） 7.9 （7.0）
中　東 20 （18） 3.7 （3.5）
アフリカ 7 （8） 1.3 （1.5）
計（延企業数） 545（515） 100.0（100.0）

輸
　
　
　
入

アジア 244（237） 58.0 （56.8）
北　米 57 （59） 13.4 （14.1）
欧　州 63 （63） 15.0 （15.1）
中南米 23 （23） 5.5 （5.5）
オセアニア 24 （24） 5.7 （5.8）
中　東 7 （8） 1.7 （1.9）
アフリカ 3 （3） 0.7 （0.7）
計（延企業数） 421（417） 100.0（100.0）
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　Ｄ．国・地域別の輸出入取引状況
（表３−２）国・地域別輸出･輸入取引状況

国・地域 企業数 割　合（%）

輸
　
　
　
出

中　国 141 （140） 12.0 （12.5）
台　湾 115 （115） 9.8 （10.3）
米　国 98 （90） 8.3 （8.0）
韓　国 78 （75） 6.6 （6.7）
タ　イ 74 （70） 6.3 （6.3）
シンガポール 71 （71） 6.0 （6.4）
その他 601 （556） 51.0 （49.8）
計（延企業数） 1,178（1,117） 100.0（100.0）

輸
　
　
　
入

中　国 178 （170） 24.8 （24.6）
韓　国 66 （66） 　9.2　（9.5）　　
米　国 51 （51） 7.1 （7.4）
ベトナム 48 （43） 6.7 （6.2）
台　湾 45 （43） 6.3 （6.1）
タ　イ 42 （42） 5.9 （6.2）
その他 287 （277） 40.0 （40.0）
計（延企業数） 717 （692） 100.0（100.0）

　Ｅ．品目・サービスグループ別の輸出入取引状況
（表４）品目・サービスグループ別輸出輸入取引企業数
品目・サービス
グループ別

輸　出 輸　入
企業数 割合（%） 企業数 割合（%）

農水産物
・飲食料品

97
（95）

32.1
（32.3）

61
（61）

21.3
（21.7）

石材・陶磁器 5
（4）

1.6
（1.4）

8
（8）

2.8
（2.8）

繊維・繊維製品 32
（31）

10.6
（10.5）

25
（26）

8.7
（9.3）

製紙・紙製品 24
（22）

8.0
（7.5）

30
（29）

10.5
（10.3）

木材・木製品 7
（6）

2.3
（2.0）

12
（11）

4.2
（3.9）

化学製品 12
（12）

4.0
（4.1）

17
（16）

5.9
（5.7）

雑　貨 17
（16）

5.6
（5.5）

19
（21）

6.6
（7.5）

機械・金属 51
（50）

17.0
（17.0）

50
（45）

17.5
（16.0）

電気・電子機器 10
（11）

3.3
（3.7）

11
（13）

3.9
（4.6）

輸送機器 9
（8）

3.0
（2.7）

8
（7）

2.8
（2.5）

その他品目 17
（16）

5.6
（5.5）

20
（18）

7.0
（6.4）

総合流通業 5
（5）

1.6
（1.7）

10
（10）

3.5
（3.6）

運輸・通信・観光 4
（5）

1.3
（1.7）

3
（4）

1.1
（1.5）

建設・土木 3
（3）

1.0
（1.0）

6
（6）

2.1
（2.1）

その他サービス業 　9
（10）

3.0
（3.4）

6
（6）

2.1
（2.1）

取引企業数�計 302
（294）

100.0
（100.0）

286
（281）

100.0
（100.0）

（注）１社、１業種で計上。

（２）海外進出（海外投資）
　Ａ．海外進出の形態

（表５）海外進出の形態
進出形態 海外拠点数 割　合（%）

現地法人 　212（211） 80.6 （82.4）
支　　店 ��11 （11） 4.2 （4.3）
駐在員事務所 40 （34） 15.2 （13.3）
そ の 他 0 （0） 0.0 （0.0）
計（拠点数） 263（256） 100.0（100.0）
海外進出企業数 　118（116）

　Ｂ．海外進出のエリア別分布
（表６）海外進出のエリア別分布

エリア 海外拠点数 割　合（%）
アジア 216（211） 82.1 （82.4）
北　米 20�（22） 7.6 （8.6）
欧　州 13 （9） 4.9 （3.5）
中南米 7 （7） 2.7 （2.7）
オセアニア �　4� （4） ��1.5 （1.6）
中　東 　2 （2） �0.8 （0.8）
アフリカ �1 （1） ��0.4 （0.4）
計（拠点数） 263（256） 100.0（100.0）

　Ｃ．海外進出の国・地域別分布
（表７）海外進出の国・地域別分布

国・地域 海外拠点数 割　合（%）
中　国 92 （88） 35.0 （34.4）
ベトナム 25 （21） 9.5 （8.2）
インドネシア 20 （21） 7.6 （8.2）
米　国 19 （21） 7.2 （8.2）
タ　イ 14 （14） 5.3 （5.5）
韓　国 11 （12） 4.2 （4.7）
台　湾 11 （11） 4.2 （4.3）
シンガポール 10 （10） 3.8 （3.9）
香　港 9 （10） 3.4 （3.9）
カンボジア 9 （9） 3.4 （3.5）
その他 　43 （39） 16.4 （15.2）
計（拠点数） 263（256） 100.0（100.0）

　Ｄ．品目・サービスグループ別の海外進出企業数
（表８）品目・サービスグループ別海外進出企業数

品目・
サービスグループ別 企業数 割　合（%）

農水産物・飲食料品 16 （18） 13.6 （15.5）
石材・陶磁器 1 （1） 0.8 （0.9）
繊維・繊維製品 12 （11） 10.2 （9.5）
製紙・紙製品 17 （17） 14.4 （14.6）
木材・木製品 1 （1） 0.8 （0.9）
化学製品 6 （5） 5.1 （4.3）
雑　貨 6 （6） 5.1 （5.2）
機械・金属 24 （24） 20.3 （20.7）
電気・電子機器 2 （3） 1.7 （2.6）
輸送機器 2 （2） 1.7 （1.7）
その他品目 12 （11） 10.2 （9.5）
総合流通業 2 （2） 1.7 （1.7）
運輸・通信・観光 7 （7） 5.9 （6.0）
建設・土木 3 （3） 2.5 （2.6）
その他サービス業 　7 （5） 5.9 （4.3）
進出企業数�計 118（116） 100.0（100.0）

（注）１社、１業種で計上。
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（３）海外企業との提携
　Ａ．海外提携の形態別内訳

（表９）海外提携の形態別内訳
提携形態 提携件数 割　合（%）

代理店契約 96 （87） 38.1 （37.7）
委託契約 69 （67） 27.4 （29.0）
技術提携 39 （28） 15.5 （12.1）
そ の 他 48 （49） 19.0 （21.2）

計 252（231） 100.0（100.0）
海外提携企業数 122（114）

　Ｂ．海外提携のエリア別分布
（表10）海外提携のエリア別分布

エリア 提携件数 割　合（%）
アジア 189�（175） 75.0�（75.8）
北　米 17��（16） 6.7�� （6.9）
欧　州 32��（28） 12.7�（12.1）
中南米 8��� （7） 3.2�� （3.1）
オセアニア 3��� （3） 1.2�� （1.3）
中　東 2��� （1） 0.8�� （0.4）
アフリカ 1��� （1） 0.4�� （0.4）

計 252�（231） 100.0（100.0）

　Ｃ．海外提携の国・地域別分布
（表11）海外提携の国・地域別分布

国・地域 提携件数 割　合（%）
中　国 �65�（61） 25.8��（26.4）
台　湾 �24�（25） 9.5�（10.8）
ベトナム �23�（17） 9.1�� （7.4）
韓　国 �16�（15） 6.3�� （6.5）
インドネシア �14�（12） 5.6�� （5.6）
米　国 �13�（13） 5.2�� （5.2）
タ　イ �11�（11） 4.4�� （4.8）
フィリピン �9�� （7） 3.6�� （3.0）
その他 �77�（70） 30.5�（30.3）

計 �252（231） 100.0（100.0）

　Ｄ．品目・サービスグループ別海外提携企業数
（表12）品目・サービスグループ別海外提携企業数

品目・
サービスグループ別 企業数 割　合（%）

農水産物・飲食料品 15�（14） 12.3 （12.3）
石材・陶磁器 3�� （3） 2.5� （2.6）
繊維・繊維製品 13� �(13） 10.6 （11.4）
製紙・紙製品 8�� （7） 6.6� （6.1）
木材・木製品 2�� （2） 1.6� （1.8）
化学製品 4�� （3） 3.3� （2.6）
雑　貨 9�（10） 7.3� （8.8）
機械・金属 24�（23） 19.6 （20.2）
電気・電子機器 8�� （8） 6.6� （7.0）
輸送機器 5�� （5） 4.1� （4.4）
その他品目 8�� （6） 6.6� （5.3）
総合流通業 3�� （3） 2.5� （2.6）
運輸・通信・観光 3�� （4） 2.5� （3.5）
建設・土木 4�� （4） 3.3� （3.5）
その他サービス業 13�� （9） 10.6　（7.9）

計 122（114） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。

（４）外国人の雇用状況
　Ａ．外国人の雇用について

（表13）外国人の雇用について
外国人の雇用 企　業　数

雇用している 172�（164）
関心がある 156�（164）
関心がない 270�（270）
本社所管で雇用 13�（14）

計 611�（612）

　Ｂ．雇用している外国人の雇用体系別人数
（表14）雇用している外国人の雇用体系別人数

国・地域 技能実習生（人） スタッフ他（人）
中　国 434 （438） 144（144）
ベトナム 680 （706） 50 （38）
韓　国 0 （0） 25 （22）
フィリピン 88 （64） 29 （26）
インドネシア 72 （51） 4 （4）
タ　イ 21 （21） 16 （17）
カンボジア 11 （7） 1 （1）
ミャンマー 10 （12） 0 （0）
その他 7 （8） 49 （52）

計（人数） 1,323（1,307） 318（304）

　Ｃ．品目・サービスグループ別外国人雇用企業数
（表15）品目・サービスグループ別 外国人雇用企業数

品目・
サービスグループ別 企業数 割　合（%）

農水産物・飲食料品 42�（45） 24.4�（27.4）
石材・陶磁器 1�� （0） 0.6�� （0.0）
繊維・繊維製品 18�（19） 10.5�（11.5）
製紙・紙製品 17�（15） 9.9�　（9.2）
木材・木製品 3�� （3） 1.7�� （1.8）
化学製品 1�� （1） 0.6�� （0.6）
雑　貨 6�� （5） 3.5�� （3.1）
機械・金属 29�（27） 16.9�（16.5）
電気・電子機器 5�� （5） 2.9�� （3.1）
輸送機器 9　（9） 5.2�� （5.5）
その他品目 13��（10） 7.6　（6.1）
総合流通業 3�� （3） 1.7�� （1.8）
運輸・通信・観光 8�� （8） �4.7�� （4.9）
建設・土木 3�� （2） �1.7�� （1.2）
その他サービス業 14�（12） 8.1�� （7.3）

雇用企業数 172（164） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。
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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 

〒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


