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　1980年代末の冷戦終了で、東側の多くの国は市場経済への「体制移行国」へ、中国やベトナムなどは
「社会主義市場経済国」へと変貌し、いずれも世界経済へと組み込まれた。市場の成熟化で行き詰まり
かけていた西側経済は、これにより新たな市場、新たな生産拠点を得て息を吹き返す。その後の30年余
り、世界経済は貿易や資本の自由化を通じた成長を追い求めた。その成果もあり、この間の世界は、人
口が５割強増える中、GDPはそれを大きく上回り、実質で３倍弱、名目では５倍強となる。それだけ
社会も個人も豊かになった。　
　国境を越える貿易の拡大は、景気の波を世界的サイズへと拡げ、国境を越える資本の拡大は、その波
をさらに増幅した。そうした中、社会のニーズにうまく応えた企業、産業、それらを抱える国は大きく
発展する一方、そうではない企業や産業、国は、市場から短期間での構造転換を迫られるようになった。
多くの分野で勝ち組と負け組が明確化し、格差も拡がる。その裏では環境破壊が進み、人類の生存さえ
脅かすような気候変動も起きている。
　それに対する不満から、大規模な国際会議が開催されるたびに、世界中から反グローバル主義を掲げ
るデモ隊が押し寄せるようになった。彼らの声を汲み上げ、企業活動に大きな制約を加えたり、自国第
一主義を掲げたりする指導者の存在感は増している。さらに新型コロナウイルス感染症の世界的流行も
あって、現在、グローバル化は試練に立たされている。
　グローバル化は悪か。否、リカードの比較優位論を持ち出すまでもなく、各経済主体間のグローバル
な役割分担が、世界の社会的厚生を高めることは自明の理。そのうえで大切なのは、同じルールで競争
ができること、敗者も再起できる柔軟性が社会や経済にあること、そしてあくまで持続可能な社会の実
現を前提とすること、だと思う。
　世界には様々な国があり、コミュニティがあり、同じルールの設定は難しい。しかし、相手の事情を
思いやりながら、理想に近づけることはできる。全世界共通のWTOは難しくても、参加者が少ない
TPPやRCEPなら合意が得やすく、交渉は前進している。国際的なルールが定まれば、国内のルールも
合わせなければならない。既得権を守る国内独自のルールで、せっかくの競争の枠組みを活かせなけれ
ば、国全体として不利になる。
　競争である以上、ある程度の勝敗はやむを得ない。しかし、敗者の側も、比較優位のある分野を探し
て特化すれば活路は開けるはず。それに向け、素早い決断と構造転換に臨む覚悟が必要。自助で難しけ
れば、それを補う公助や共助も必要だろう。
　同じことは、地域の社会や経済にも言える。既に勝負がついた分野にいつまでも拘らず、他と比べた
自らの相対的な長所を探し、それを伸ばしていくことが大切。最近では、EコマースやSNSなどを通じ
た手段で、いきなりグローバルに打って出ることだってできる。地域の活力は、日本の競争力の礎。今
後の展開に期待したい。

試練に立つグローバル化

　　　　日本銀行松山支店
支店長　小山　浩史
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Ⅰ　はじめに　
　産業のグローバル化が進む中、知的財産（以下、知
財）を活用した経営戦略の重要性はますます高まって
います。INPITは、オンリーワン技術・技術ノウハウ
を持っている中小・ベンチャー企業や地域経済を支え
る中小企業等の事業拡大や収益向上といった「稼ぐ力
を高める」ために、知財の権利取得から事業化までを
見据えたワンストップ支援を行っています。
　
Ⅱ　INPITとは
　明治時代に施行された特許局官制によって組織上の
スタートを切り、2001年に独立行政法人化。2004年に
法人の名称を現在の「工業所有権情報・研修館」
（National Center for Industrial Property Information 
and Training）に改め、略称をINPIT（インピット）
としました。
　産業財産権制度を利用する事業者等が必要とする
「特許等の産業財産権（特許・実用新案・意匠・商標）
に係る情報提供」、「知的財産の権利取得・戦略的活用」、
「知的財産人材の育成」を支援するサービス等を通じ
て産業社会の発展に貢献することを目的としています。

Ⅲ　INPIT知財総合支援窓口について
　INPIT知財総合支援窓口は、中小・ベンチャー企業
等が抱える様々な経営課題に対して、自社のアイデア
や技術などの「知的財産」の側面から解決を図る支援
窓口です。特許や商標などの知財の出願・権利化、技
術ノウハウの秘匿管理、ビジネスにおける知財活用な
どの総合的な支援を行っています。全国47都道府県に
設置しており、愛媛県では、「INPIT愛媛県知財総合
支援窓口」として松山市に設置しています。
　
Ⅳ　�INPIT愛媛県知財総合支援窓口が取り組んでいる
支援

　中小・ベンチャー企業様等から受けた相談は、知財
総合支援窓口の支援担当者が対応する他、弁理士や弁
護士、デザイナー、中小企業診断士などの専門家と協
働しつつ、様々な中小企業支援機関とも連携して、効
率的・網羅的に解決を図ります。相談費用は無料です。
　
１．窓口内の支援担当者による対応
　まず、相談者から相談内容を説明していただきます。
その後に支援担当者から相談者にその内容に関連した
質問をして何が課題であるか把握し、相談者に適切な
解決手段を助言します。必要な場合は連携している中
小企業支援機関と協力して迅速に対応します。支援担
当者は企業訪問して相談を受けることもできますの
で、支援担当者の訪問相談を希望する場合は窓口まで
問い合わせてください。
　
２．専門家の活用
２．１　配置専門家
　窓口には知的財産の法律に詳しい弁護士１名と出願
手続関係に詳しい弁理士４名の専門家が配置されてい
ますので、より専門的な相談内容である場合は専門家

INPIT愛媛県知財総合支援窓口における
主な支援事業

INPIT愛媛県知財総合支援窓口
事業責任者　白石　博昭

特
　
許
　
庁

Ｉ 

Ｎ 

Ｐ 

Ｉ 

Ｔ

連
携

産業財産権情報提供

権利取得
活用支援

制度
利用

研究機関

企業

大学

海外

個人人材育成

2



に相談することができます。原則、弁理士は毎週水曜
日、弁護士は第３木曜日の午後１時30分から４時30分
まで常駐しています。相談時間は１時間／１社（者）
になっています。窓口の配置専門家は派遣専門家でも
あるので、専門家と支援担当者が企業を訪問して対応
することができます。
　専門家への相談は前日までに予約してください。
　
２．２　�窓口機能強化事業事務局から派遣される専門

家活用
　相談内容の難度が高い場合や迅速な支援が必要と判
断した場合は窓口機能強化事業事務局から派遣された
登録専門家と協力して対応します。

（１）事業戦略・知財戦略・研究開発戦略
　 　新たな価値を創りだす、すなわち新しいビジネス

モデルを開発する企業は事業・知財・研究開発のい
わゆる三位一体戦略が重要であります。当該戦略を
構築するにあたって、販路開拓・資金調達・事業展
開に関する助言をする知的財産戦略アドバイザー、
中小企業診断士、知的財産経験の豊富な企業OB等
と連携して対応します。

（２）出願手続・デザイン・ブランド戦略
　 　出願手続、拒絶理由通知への対応支援やオープン

クローズ戦略について弁理士が助言します。デザイ
ナーは商品デザイン開発について、市場・ユーザー・

生産・コストなどの視点から多面的に助言します。ブ
ランド専門家は商品やサービスの開発について、ブラ
ンド育成や販売戦略コンセプト作りから支援します。

（３）権利行使・係争対策・模倣対策・知財契約
　 　警告を受けた場合や契約案件での法的な助言、自

社特許権・商標権等の侵害に対する対応策について
は弁護士が助言します。

派遣申請

INPIT愛媛県知財総合支援窓口

派遣

INPIT

＜登録専門家＞
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INPIT愛媛県知財総合支援窓口

愛媛県中小企業支援機関

●事業責任者（支援担当者兼務）：１名

●支援担当者：４名
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２．３　INPIT（東京）から派遣される専門家
（１）職務発明規程・秘密管理
　 　職務発明規程は新技術やデザインの創作意欲を高

める有効な手段です。会社の経営を守り、会社の信
用失墜を防ぎ、会社の事業競争力を高めるために技
術ノウハウ・商品アイデア・顧客情報など競合他社
に知られたくない秘密情報を適正に保護・管理する
ことは重要であります。当該秘密情報を適切に保護・
管理していれば不正競争防止法上の「営業秘密」と
して保護されます。職務発明規程／営業秘密管理規
程対応専門家が意義や説明を行い、これらの規定に
ついて助言します。

（２）海外展開
　 　企業における豊富な知財経験と米国・欧州・中国・

ASEAN等の海外駐在経験を有する海外知財専門家
（海外知的財産プロデューサー）が、中堅・中小企
業等を訪問し、海外ビジネス展開に応じた知財リス
クやその具体的対策、知財の管理・活用に関して助
言や支援をします。例えば、事業に適した知財戦略
の策定、進出国での権利化、技術流出を防止する社
内体制の構築など知財面での支援。海外展開は
JETROと連携・協力をしています。

２．４　支援機関の専門家
（１）販路開拓・補助金
　 　売り上げを拡大したい、集客力を高めたい、商品

開発をしたい、補助金を活用したい、業務効率化を
進めたい、資金繰りに困ったなどの経営相談は、よ
ろず支援拠点の専門のコーディネーターが課題解決
に向けてサポートします。何度でも無料で対応して
くれます。よろず支援拠点は国が設置した公的な支
援機関で、愛媛県よろず支援拠点は（公財）えひめ
産業振興財団内（松山市）にあります。

（２）地理的表示（GI）登録
　 　農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該

産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特
性が当該産地と結び付いているということを特定で
きる名称の表示をいいます。地理的表示保護制度活
用支援中央窓口（GIサポートデスク）と連携して
います。

（３）標準化
　 　日本規格協会と連携して、知的財産活用の一つで

ある標準化に取り組む中小企業等を支援しています。
　
３．重点支援・ハンズオン支援について
　重点支援は「独自技術・独自商品があって将来の事
業成長が期待でき」、「経営者の意欲と経営資源があ
り」、「支援の成果が新たに期待できる」３要件を備え
た地域未来牽引企業や中小企業等が知財経営に向かっ
ていただくよう多様な分野の専門家と連携して総合的
な支援を実施しています。INPIT愛媛県知財総合窓口
は、専門家や中小企業支援機関等と連携して重点支援
に取り組んでいます。
　ハンズオン支援は地域未来牽引企業等の知財活用の
ポテンシャルの高い企業を対象に事業成長までフォ
ローアップ支援等を実施し、企業の「稼ぐ力」を強化
するための事業であります。INPIT愛媛県知財総合窓
口は、特許庁、四国経済産業局 知的財産室に協力し
て進めています。
　
Ⅴ　おわりに
　INPIT愛媛県知財総合支援窓口は専門家や中小企業
支援機関と連携・協力するネットワークを形成してい
ます。中小企業等が抱えた知財に係る悩みや経営課題
を丁寧に対応・支援する当窓口を利活用していただく
と幸いです。

〈お問い合わせ先〉
INPIT愛媛県知財総合支援窓口
　〒791－1101 
　松山市久米窪田町337－１
　テクノプラザ愛媛３階311号室
　TEL 089－993－7360　FAX 089-993-7361
　E-mail：inpit-ehime01@lec-jp.com
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公益社団法人愛媛県紙パルプ工業会

服部　　正
会長

１．概　要
所　在　地：愛媛県四国中央市川之江町4084番１
設　　　立：1978年（昭和53年）２月
代　表　者：会長　服部　　正（大富士製紙㈱・社長）
会　員　数：正会員32社、賛助会員46社

２．沿　革
　愛媛県下に機械製紙が導入（1913年）された20年後
に①製品の検査・取締り、②生産調整や価格協定の統
制、③営業の指導研究・調査を目的に11社で1943年に、
伊予紙工業組合として設立されました。
　名称変更を行いながら、戦中・戦後の混乱期を経て、
1978年に法人格を取得しました。
　2014年には、紙産業の地域振興事業（①人材育成、
②紙業振興、③調査研究）を公益目的事業として、公
益社団法人に移行しています。

３．県下の紙パ産業の現状
工業統計（パルプ・紙・紙加工品製造業） （単位：人、万円）

2018年 事業所数 従業者数 製造品等出荷額

全　　国 5,365 187,035 754,842,200

愛 媛 県 217 10,235 54,208,500

四国中央市 175 8,656 50,670,980

　紙パ産業は、工業統計中分類24業種中15位で、ピー
ク時（1991年）の84％と減少傾向にあります。

生産動態統計（紙・板紙） （単位：ｔ、百万円）
2019年 生産高 出荷高 販売金額

全　　国 25,401,407 25,119,714 2,497,497

愛 媛 県 3,055,587 3,036,483 320,271

四国中央市 3,043,072 3,024,161 318,657

　県内の機械製紙メーカーは、1970年85社をピークに、
2020年39社まで減少しています。
　
　四国中央市は、日本一の紙のまちです。
　・ 原料・機械・印刷・運輸等関連産業が集積（500

社以上）し、俗にお札と切手以外のあらゆる紙製
品・シート状物を製造し、紙関連産業クラスター
を形成しています。

　・ 紙専門の公設試験研究機関（紙産業技術センター）
や紙に特化した教育機関・地域連携研究支援機関
（愛媛大学紙産業イノベーションセンター）との
産学官連携により、新商品・新技術の開発や人材
育成に取り組んでいます。

　
４．紙産業の地域振興事業の主な内容を紹介します。
（１）人材育成事業
　①紙産業中核人材育成講座（2005年～）
　　・ 紙産業界の技術力を向上させ、生産現場ですぐ

対応できる中核的な技術者・リーダーを育成し
ています。

　　・ 毎年６月～２月（27日間・162時間）に、実務
経験３年以上の方を対象とし、重要基本事項か
ら最新技術の13科目を、座学と実習教育で実施
しています。

　②紙産業初任者人材養成事業（2008年～）
　　・ 初任者の見識を広め、業務の理解度を深めるた

め、毎年４月に、紙関連産業に就職した初任者
等を対象に、紙産業界の基礎知識と施設見学・
体験学習を５日間実施しています。
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（２）紙業振興事業
　①四国中央紙産業振興事業
　　・ ものづくり体験講座（2011年～）として、紙産

業に対する職業観の醸成のため、中学１年生を
対象に９日間開催しています。

　　・ 紙の総合マッチングサイト「四国は紙國」を運
営し、企業・商品の検索や相談・質問に対して
紙専門コーディネータが対応しています。

　②高校生への紙産業PR（2016年～）
　・ 地域紙産業への理解を深め、将来の紙産業界での

就職を意識させることを目的に、四国中央市内３高
校生を対象に、業界PRや工場見学を実施しています。

（３）調査研究事業
　①資源循環技術等調査研究（2009年～）
　　・ 製紙スラッジ焼却灰等の発生抑制や有効利用を

促進するための調査研究等を実施しています。
　②労務問題研究会（2014年～）
　　・ 労働条件等の改善や新たな雇用制度の必要性等

の共通課題に対し、毎月勉強会を開催しています。

５．主な会員共益事業を紹介します。
（１）委員会・部会の開催
　①一般的事項を調査研究する委員会の開催
　　・ 制度対策委員会、環境保全委員会、人材育成委

員会、表彰審査委員会、組織拡充委員会を設置
しています。

　②専門的事項を調査検討する部会の開催
　　・ 家庭紙や書道用紙等、品種別に開催しています。
　
（２）福利厚生事業
　①労使関係改善
　　・ 関係労働組合との賃上げ・一時金交渉、懇談に

加わり、その調整を図っています。
　②労働意欲の向上
　　・ 優良従業員表彰や会員懇親ゴルフ大会を実施中

です。
　
（３）事務局受託業務
　　・ 機能紙研究会、ケナフ協議会、川之江第一製紙

協同組合、四国紙パルプ研究協議会、友好都市
交流協会、川之江経済同友会、四国中央地区ト
ラック協会等の紙関連団体や地域経済活動団体
の事務局を受託しています。

　
６．終わりに
　中国四大発明の一つである紙は、既に紀元前に使用
されていました。紙の三大機能である「書く」「包む」
「拭う」はもとより、私たちの生活や製造過程などの
あらゆる場面で使用されています。
　かつて、紙は文化のバロメーターといわれ、生活水
準が高くなるにつれ、消費量も増えていましたが、情
報技術の進展や生活様式の変化により、紙を使わない
状況も増えてきています。
　これからは、従来の用途に加え、高機能紙やCNF
など新技術・新分野での展開に取り組むとともに、販
路拡大のため、海外展開を図ることが重要です。
　愛媛県産業貿易振興協会やジェトロの皆様のご指導
をお願い申し上げます。
　なお、賛助会員を随時募集しておりますので、紙関
連企業等の加入をお待ち申し上げます。
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１．はじめに
　イランというと、いたるところにモスクが林立し、
イスラムの正装をした人々が行き交い、コーランが街
中に流れているというようなイメージを持たれている
方も多いと思います。
　確かにそれはイランの一面であり、テヘラン市内に
もそのような場所はありますが、それは言ってみれば、
日本でも京都に行けば古いお寺が多く有り、着物を着
て歩いている人もそれなりに見かけるというようなも
ので、テヘランの街中が全てそうかというと、そうで
はありません。
　また、米国と40年以上にわたり対立していて、その
経済制裁の影響で消費財も枯渇しているのではという
イメージをお持ちの方も多いかと思いますが、そうと
も言えません。
　写真①は、市内のいたる所にあるスーパーの１つで、
私が日々利用しているスーパーです。
　流通、小売がご専門の方からみれば、品揃え等々の
面でお気づきの点はあるかと思いますが、いたって普
通のスーパーで、我々駐在員が日常的に必要な物は大
体こうしたスーパーで入手可能です。

　また、写真②は街中のショー・ウインドウですが、
このようなショー・ウインドウも街中のいたるところ

に有ります。
　上述したような、一般的なイランのイメージとは乖
離があると思いますが、今回はこうしたイランの経済
概況についてご説明いたします。

２．経済制裁の影響を大きく受けるイラン経済　
（１）イラン経済の基礎的指標
　グラフ①はイランの実質経済成長率の推移を表した
ものですが、2015年にイランと米・英・独・仏・中・
ロ（国連常任理事国＋独）がイランの核問題に関する
包括的共同作業計画（JCPOA）に合意し、経済制裁
が緩和された2016年には12.6％の成長を果たしたもの
の、その後は右肩下がりで、特に2018年に米国が
JCPOAから脱退、経済制裁を強化した影響が出た
2019年はマイナス6.5％の成長となっています。
　こうした影響を受け、失業率も高く、過去20年間10％
を超える失業率を記録しており、IMFの2020年、2021
年の推計値でもそれぞれ12.2％、12.4％となっています。

　また、インフレ率も高く、イラン統計センターが発
表した直近の値である、2020年12月21日～2021年１月
20日（イラン暦の月の始まりは西暦の21日頃）の消費
者物価指数は前年同月比総合で46.2％、食品・飲料で
は60.0％の上昇となっており、我々駐在員も日々物価
の高騰を感じています。

イラン経済の現状

日本貿易振興機構（ジェトロ）
テヘラン事務所
所長　鈴木　隆之

写真①

写真②

グラフ①
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（２）為替レートの動き
　グラフ②はイランの通貨であるイラン・リアルの対
ドル為替レートをまとめたものです。

　対ドルで下がり続けていたリアルのマーケット・レー
トは、2020年10月18日、19日に１ドルあたり319,000リ
アルとなり、FOREXレート（公定レートに当たり、固
定されている）との乖離が約７倍にまで広がりました。
　しかし、リアルは、この日を境に持ち直し、現在（２
月15日）では１ドルあたり約25万～26万リアルで取引
されています。
　データ等のエビデンスでお示しできないのですが、
実は2020年10月18日前後を境に為替レートが持ち直し
た背景として、米国の大統領選挙において、イランに
対して「最大限の圧力」をかけてきた現職のトランプ
大統領（当時）の苦戦の可能性が報じられ始めた時期
と重なることから、バイデン氏勝利への期待値が反映
されたものという説が当地では囁かれていました。
　その後バイデン候補の勝利が概ね判明した頃である
11月８日に、１ドルあたり232,000リアルまでリアル
が持ち直したことを考えると、巷でささやかれていた
米国の大統領選挙の為替レートへの影響というのも、
あながち間違いでは無いのではと思います。
　前述の実質GDP成長率と同様、米国の動向、経済
制裁の影響を受けやすいことがうかがえます。
　
（３）予断を許さない新型コロナ・ウイルス感染状況
　グラフ③はイランの新型コロナ・ウイルスの感染状
況を表したものです。
　政府は、業種を４グループに分け、食品、医療品販
売等生活維持に必要な第１グループ以外のグループを

営業停止にしたり、飲食店については時短営業を義務
付けたり等の対策をしてきましたが、新規感染者数は
寒くなり始めた10月頃から12月初旬にかけて一気に増加
し、一時期は、１日あたり、１万４千人にまでなりました。
　その後、政府は21時から４時までの夜間外出規制、
州間移動規制などを取り入れ、新規感染者数は、2021
年の１月には１日あたり6,000人台にまで減少しまし
た。しかし、２月に入り、各種規制が緩和されてから
また上昇に転じ、２月15日現在、１日当たりの新規感
染者数は7,000人台後半にまで増加しています。
　こうした状況は経済にも影響を与えており、当地の
報道では、産業・鉱山・貿易省の発表として、イラン
暦の１月～９月（西暦2020年３月20日～12月20日）の
新規事業登録件数は前年同期比で50％増加したが、こ
れは事業主が、政府が新型コロナ・ウイルス感染対策
で休業を求めている業種から、営業を許可されている
業種に業種変換したためのものとしています

（４）イランの輸出入相手国・日本との貿易関係
　表①はイランの輸出入相手国（非石油分野）をまと
めたものです。

グラフ②

グラフ③

表① （単位：100万ドル、％）

順位 輸出先国
2018年度 2019年度

順位 輸入先国
2018年度 2019年度

金額 金額 構成比 伸び率 金額 金額 構成比 伸び率
1 中国 9,218 9,520 23.0 3.3 1 中国 10,315 11,211 25.6 8.7
2 イラク 8,961 8,992 21.7 0.3 2 アラブ首長国連邦 6,567 8,913 20.4 35.7
3 トルコ 2,369 5,046 12.2 113.0 3 トルコ 2,617 4,996 11.4 90.9
4 アラブ首長国連邦 5,955 4,501 10.9 △24.4 4 インド 2,595 3,676 8.4 41.7
5 アフガニスタン 2,927 2,361 5.7 △19.3 5 ドイツ 2,472 2,103 4.8 △14.9
－ 韓国 2,568 n.a. － － － スイス 2,105 n.a. － －
－ インド 2,043 n.a. － － － 韓国 2,050 n.a. － －
－ パキスタン 1,247 n.a. － － － ロシア連邦 1,343 n.a. － －
－ インドネシア 787 n.a. － － － オランダ 1,159 n.a. － －
－ オマーン 729 n.a. － － － イタリア 1,145 n.a. － －
－ 日本 241 n.a. － － － 日本 432 n.a. － －

合計（その他を含む）44,309 41,370 100.0 △6.6 合計（その他を含む）42,612 43,735 100.0 2.6
〔注〕①イランの会計年度は3月21日ごろ～翌年3月20日ごろ。
　　 ② 輸出は非石油部門のみ（石油・ガス製品は含む）。
　　 ③貿易条件は、輸出入ともにFOBとCFRが混在している。
　　 ④国別輸出入（上位5ヵ国）のみ発表。

〔出所〕イラン税関
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　輸出入ともに中国が１位となっておりますが、隣国
であるトルコとの取引額が大幅に増加していることが
見て取れると思います。
　政治的には時々摩擦も起こしている両国ですが、商
売は別ということのようです。
　次に表②は日本の財務省の貿易統計（通関ベース）
からみた日本とイランとの貿易関係をまとめたものです。

　経済制裁が緩和されていた時期に、日本からは一般
機械、輸送用機器等を輸出し、石油を輸入していたこ
とがよく分かります。
　しかし、米国による対イラン経済制裁が再開、運用が
始まったのを境に日本からの輸出は激減し、2019年の貿
易額の対前年比は軒並み大幅なマイナスとなっています。
　このことを一目でわかるように表したグラフがグラ
フ④です。

　現在でもこの経済制裁は運用されており、日本との
ビジネスを行うことは実際には難しい状況です。

３．今後の展望
　イランとのビジネスを考えるうえで、どうしても避け
て通れないのが上述のとおりの米国による経済制裁です。
　確かにバイデン大統領は選挙期間中にトランプ前大
統領が脱退したJCPOAへの復帰を公約としてきました。
　また、米国のJCPOAへの復帰、経済制裁の緩和を
期待する声は、イランの国内外からも聞こえてきます。
　しかし、この原稿を書いている2021年２月15日現在、
その道筋は見えておらず、イラン、米国双方がけん制
し合っているというような状況です。
　周辺国との関係でもイスラエルと湾岸各国の国交正
常化によるイランの孤立化、トルコとの関係、イスラ
エルの動向等、注視すべき点は多く存在します。
　また、イラン国内に目を転じても、国際政治、地政
学的な影響を受けやすい不安定な経済といった問題、
税制や知財等の制度、規制の運用が不透明といった問
題、大規模な交通渋滞、不安定な通信事情等インフラ
の問題も有ります。
　こうした点を勘案すると、今日、明日、イランとの
ビジネスを始めようとするのはなかなか難しいと考え
られます。

　しかし、表③で示しているとおり、イランは人口約
8,300万人、識字率も85％以上と高く、１人あたり
GDPは経済制裁下にありながら、トルコと同レベル
の7,257ドルで、しかも産油国という有望な市場です。
中・長期的に米国や周辺国との関係、経済状況等を注
視する等、経済制裁の緩和を見越した情報収集が肝要
となると考えます。

グラフ④

表② （単位：100万ドル、％）

輸出（FOB） 輸入（CIF）
2018年 2019年 2018年 2019年
金額 金額 構成比 伸び率 金額 金額 構成比 伸び率

一般機械 279 8 11.6 △97.2 鉱物性燃料 3,370 1,096 95.8 △67.5
原動機 35 3 5.0 △90.6 石油及び粗油 3,370 1,096 95.8 △67.5
加熱用・冷却用機器 38 0 0.5 △99.1 石油製品 0 0 0.0 －

輸送用機器 174 2 2.6 △99.0 揮発油 0 0 0.0 －
自動車 157 0 0.2 △99.9 化学製品 40 0 0.0 △99.8

乗用車 105 0 0.2 △99.9 有機化合物 39 0 0.0 △99.9
バス・トラック 48 0 0.0 △100.0 原料別製品 31 29 2.5 △5.7

自動車の部分品 16 1 2.2 △90.7 織物用糸・繊維製品 29 29 2.5 △1.3
原料別製品 85 17 25.9 △79.8 食料品 17 19 1.6 10.7

非鉄金属 0 16 23.3 全増 果実 7 8 0.7 10.7
紙類・紙製品 6 1 0.9 △90.9 魚介類 4 2 0.2 △56.2

化学製品 54 7 10.7 △86.8 一般機械 0.1 0 0.0 △93.3
プラスチック 20 2 3.1 △89.8 原動機 0 0 0.0 －

電気機器 46 6 8.4 △87.9
電気計測機器 7 2 2.7 △73.1

原料品 7 3 4.1 △61.4
その他 55 24 36.7 △56.0

科学光学機器 17 4 6.5 △74.7
合計（その他含む） 702 67 100.0 △90.5 合計（その他含む） 3,461 1,145 100.0 △66.9

〔出所〕財務省「貿易統計（通関ベース）」から作成

表③

国名 イラン・イスラム共和国
Islamic Republic of Iran

サウジアラビア王国
Kingdom of Saudi Arabia

トルコ共和国
Republic of Turkey

面積 約165万㎢
（日本の約4.4倍） 約215万㎢ 約78万㎢

人口 8,280万人
（日本の約2/3） 3,422万人 8,315万人

首都 テヘラン リヤド アンカラ

言語 ペルシャ語 アラビア語 トルコ語

宗教 イスラム教
（主にシーア派）

イスラム教
（主にスンニ派）

イスラム教
（主にスンニ派）

名目GDP総額
（2020予測値） 約6,107億ドル 約6,809億ドル 約6,494億ドル

一人当たり名目
GDP（2020予測値） 7,257ドル 19,587ドル 7,715ドル

出所：IMF、世界人口白書等
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１．はじめに
　伊予銀行では、2014年10月からタイへの行員派遣を
開始し、日系企業への現地事業のサポートを致してお
ります。当初派遣から2019年３月までは現地提携銀行
であるカシコン銀行へ行員を派遣していましたが、現
地日系企業の進出歴が長くなるにつれて、ご相談内容
が多岐にわたるようになり、2019年４月より日系企業
の進出支援、現地での事業サポートをワンストップで
手がける東洋ビジネスサービス社へ行員派遣先を移
し、従来の金融サービスに加え、出向先のコンサルティ
ングノウハウを活用した現地での総合的な事業支援活
動を行っています。
　現地へ赴任して３年が経ちましたが、特にこの１年
は新型コロナウィルスの感染拡大によってタイ情勢は
目まぐるしく変化し、政治経済や日系企業、現地での
生活に大きな影響を及ぼしました。そこで、今回は新
型コロナウィルス感染拡大によるタイの現況と今後に
ついてご報告致します。
　
２．新型コロナウィルス感染拡大の経済への影響
　タイ経済は輸出と観光の２本柱で支えられており、
海外依存度が高い構図となっているため、新型コロナ
ウィルス感染拡大による経済ダメージはASEAN内で
も深刻です。NESDB（タイ国家経済社会開発委員会）
が発表した2020年の実質GDP成長率は前年比▲6.0％
と、新型コロナウィルス感染拡大による経済ダメージ
は1997年に起きたアジア通貨危機を上回ると言われて
います。
　特に観光業の落ち込みが顕著であり、タイ最大手航
空会社であるタイ航空が経営破綻するなど、極めて深

刻な状況に晒されています。観光業のGDPはタイGDP
全体の18％を占め、その17％が外国人旅行者からの収
入といわれています。タイの20カ年国家戦略（2018～
2037年）では観光産業のGDPを30％まで高めると掲げ
ていましたが、2020年１～11月の観光産業の収入は７億
6,000万バーツと2019年の通年３兆バーツから大幅な減
少となり、国家戦略も大きく見直しが迫られています。

３．タイ経済の展望
　タイ経済のもう一方の柱である輸出は昨年末頃から
持ち直し、2020年前年比８％減を見込む輸出は2021年
に４～５％のプラスに転じるとされており、2022年に
はタイ経済がコロナ前の水準まで回復すると予想され
ています。タイ政府は感染抑止対策として、外出規制
やサービス・小売の営業停止、飲酒の禁止といった軍
事政権ならではの強権的な対策を講じることで、感染
抑止に成功しており、製造業や国内消費は順調な回復
を見せています。
　また、2021年には13路線の電車整備、ASEANで最
大の鉄道拠点となるバンスー中央駅の開発、フワラン

新型コロナウィルス感染拡大
によるタイ政治経済影響と
日系企業動向

株式会社　伊予銀行　国際部付
東洋ビジネスサービス出向
課長代理　河原田　竜貴

閑散とする観光地　※プーケットのパトンビーチ

閑散とするスワンナプーム空港
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ポーン駅の中央図書館化、東部経済回廊（EEC）の開
発といった大型インフラ投資を控えています。また、
同年のRCEPへの加盟により、輸出入の増加を軸に経済
活動の促進や直接投資の増加、雇用創出が期待されます。
　
４．コロナ禍における日系企業の動向
　タイの日系企業進出企業数は、製造業で約3,400社、
累計で10,000社に迫るとも言われ、整ったインフラ環
境と多くの回廊の結束点に位置する地理条件から
ASEANのハブとして製造業を中心に早くから日系企
業の進出が進みました。しかしながら、人件費の高騰
が進むなかで、近年は製造業の進出は一服しており、
製造コスト軽減を目的とするASEAN進出のトレンド
はベトナムへとシフトしています。一方で、タイの人
口は約7,000万人、GDPもインドネシアに次ぐASEAN
２位を誇り、2019年の一人当たりGDPは、7,808ドル
と自動車が普及すると言われる5,000ドルを優に超え
ており、製造拠点としてではなく消費市場としての注
目が集まっています。特にタイの個人消費をターゲッ
トとした観光産業、飲食、ホテル、といったサービス
業の外資進出が相次ぎ、日系サービス業も同様に進出
ラッシュを迎えました。不幸にもこれら多くの日系
サービス事業者がいよいよ事業を本格スタートさせよ
うとするタイミングで新型コロナウィルスの感染拡大
が直撃したのです。特にタイは海外からの入国制限を
厳格に設けており、多くのサービス業が観光客をター
ゲットとしていたため、各社は壊滅的なダメージを受
け、撤退企業の増加や日本人駐在員の減員など厳しい
状況が続いています。
　苦境に立たされる日系企業の中でも大手企業の撤退
が相次いだのが日系百貨店で、2020年８月に伊勢丹が
進出29年目にして撤退を発表、続く2021年１月には東

急百貨店が撤退し、タイの日系百貨店は2018年に進出
した髙島屋のみとなりました。
　一方で、同じく日系小売のドン・キホーテは2019年
の進出以後、タイ人中間層を主なターゲットとし、コ
ロナ禍でも積極的な店舗展開を進めています。これま
での日系小売業の進出は現地日本人駐在向けのスー
パーに始まり、タイ人富裕層や観光客向けの高価格・
高品質の日本製品販売をメインとした百貨店と続いて
きましたが、ドン・キホーテは日本製品をタイ人中間
層にも手の届く価格帯で提供する新たな領域をター
ゲットとした事業を展開しており、今後の動向に注目
が集まっています。

５．タイの政治
　新型コロナウィルス感染拡大によって揺れ動いたタ
イ経済ですが、近年は政治面でも大きな動きがありま
した。2019年９月に近年では最大規模となる約５万人
が参加するデモが発生して以降、各地でデモ活動が頻
発し、緊張感が高まっていました。特に今回のデモは
実質軍事政権の政府機関への抗議のみならず、国民の
象徴と尊敬の対象であった王室の批判を主張とする過
去に類のないデモ活動となっています。　
　タイの政治は国王を元首とした立憲君主制であり、
議院内閣制を採用しています。しかしながら、政府に
よる解決が困難な政治混乱が生じた際には、国王の承
認があれば軍事クーデターによる鎮静化が容認されて
おり、国王と軍が政治に関与する「タイ式民主主義」
が長年にわたり形成されてきました。これまでも政治
混乱の度に軍がクーデターを起こし、軍政に有利な新
憲法を制定し、総選挙、新政権の発足といったサイク
ルが続いてきた歴史があります。
　これらのタイ式民主主義や王室敬愛を是とする価値
観はタイの教育機関での偏向教育によって植え付けて
きましたが、昨今ではインターネットやSNSで正しい
情報や自国以外の民主政治を学ぶことが容易になり、
若者を中心に自国の体制への懐疑心と不満が芽生え、
この度の王室改革を主張するデモ活動に至りました。
この王室改革の主張を王室が受け入れることは考え難
く、折り合いがつかないまま泥沼化することも想定さ
れ、最悪の場合は再びクーデターが発生する恐れがあ
り、タイの政情不安は今後の外資進出のブレーキにも
なりかねません。増加するタイの空き店舗
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６．コロナ禍にみるタイ人の気質
　これまでタイの政治経済についてお伝えしました
が、コロナ禍のタイに身を置くことでタイ人の楽観的
で明るい気質の原点を知ることができました。タイの
非常事態宣言下での厳格なロックダウンにより、多く
の地方からの出稼ぎ労働者がバンコクでの職を失いま
した。しかし、彼らはそういった苦境にも関わらず楽
観的で、状況がよくなるまで生まれ故郷の田舎へ帰省
し、またバンコクへ戻ってくると明るく話すのです。
タイは日本よりも家族の関係性が深く、所得水準が高
まった現在でも、バンコクへ出稼ぎに出た子供は親へ
の仕送りを欠かしません。また、田舎の家族は経済的
に豊かではないものの、その多くが農業に従事してお
り、年中温暖な気候で農作物に恵まれるタイでは田舎
へ帰れば飢えや寒さに困ることはありません。タイ人
にはどんな苦境にあっても最終的には「家族のいる田
舎に帰れば生活ができる」といった拠り所があり、そ
の余裕と安心感がタイ人の明るさと楽観的な性格を形
成してきたのです。実際にコロナ禍におけるタイ人消
費者の自信を指名経済情勢指数は2020年11月の時点で

前年同水準まで回復しており、彼らの楽観的な気質は
危機的な状況に強く、今後の経済回復において重要な
要素になるのではないでしょうか。
　
７．終わりに
　新型コロナウィルス感染拡大による深刻な経済ダ
メージを受け、政情不安も高まるなど、タイの投資環
境は決して楽観的な状況ではありません。しかしなが
ら、ASEAN最大の日系企業集積地として日系企業の
重要国としての地位は今後も変わることはなく、地理
的条件と整ったインフラ環境をベースにこれから成長
が見込まれるCLMV（カンボジア、ラオス、ミャン
マー、ベトナム）を管理する統括拠点の役割としても
重要性は増すものと考えます。
　今後も現地に進出されている当行のお客さまのサ
ポートは勿論のこと、愛媛県内企業や各生産者の方々
にとって、タイを中心としたASEAN諸国の有益な情
報をご提供できるよう日々精進してまいりたいと思い
ます。
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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 2021」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取引の状況－貿易取
引、海外進出・提携、外国人の雇用状況等－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2021」（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 730社 （661社）
回答数 625社 （638社）
回答率 85.6％ （96.5％）
有効回答数（リスト掲載企業数） 606社 （611社）
有効回答率 83.0% （92.4%）

（２）調査実施期間
　2020年11月～12月
　（前回調査　2019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雇用体系・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 414社 418社
　うち輸出取引企業
　（うち輸出取引のみ）

295社
（129社）

302社
（132社）

　うち輸入取引企業
　（うち輸入取引のみ）

285社
（119社）

286社
（116社）

輸出・輸入とも 166社 170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 101
（103）

34.3
（34.1）

126
（127）

44.2
（44.4）

間　　接 90
（94）

30.5
（31.1）

76
（74）

26.7
（25.9）

直間併用 98
（99）

33.2
（32.8）

77
（78）

27.0
（27.3）

無 回 答 6 
（6）

2.0
（2.0）

6 
（7）

2.1
（2.4）

計 295
（302）

100.0
（100.0）

285
（286）

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 261（273） 47.0 （50.1）
北　米 109（106） 19.6 （19.4）
欧　州 87 （74） 15.7 （13.6）
中南米 23 （22） 4.1 （4.0）
オセアニア 45 （43） 8.1 （7.9）
中　東 23 （20） 4.1 （3.7）
アフリカ 8 （7） 1.4 （1.3）

計（延企業数） 556（545） 100.0（100.0）

輸
　
　
　
入

アジア 241（244） 57.1 （56.8）
北　米 58 （57） 13.7 （13.4）
欧　州 67 （63） 15.9 （15.0）
中南米 23 （23） 5.5 （5.5）
オセアニア 23 （24） 5.5 （5.7）
中　東 7 （7） 1.6 （1.7）
アフリカ 3 （3） 0.7 （0.7）

計（延企業数） 422（421） 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 138 （141） 11.4 （12.0）
台　湾 117 （115） 9.7 （9.8）
米　国 99 （98） 8.2  （8.3）
韓　国 73 （78） 6.1  （6.6）
タ　イ 71 （74） 5.9  （6.3）
シンガポール 72 （71） 6.0  （6.0）
その他 636 （601） 52.7 （51.0）
計（延企業数） 1,206（1,178） 100.0 （100.0）

輸
　
　
　
入

中　国 176 （178） 23.8 （24.8）
韓　国 63 （66） 8.5 （9.2）
米　国 54 （51） 7.3  （7.1）
ベトナム 50 （48） 6.8  （6.7）
台　湾 52 （45） 7.1  （6.3）
タ　イ 43 （42）  5.8  （5.9）
その他 300 （287）  40.7 （40.0）

計（延企業数） 738 （717） 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

94
（97）

31.9
（32.1）

58
（61）

20.3
（21.3）

石材・陶磁器 6
（5）

2.0
（1.6）

7
（8）

2.5
（2.8）

繊維・繊維製品 30
（32）

10.2
（10.6）

25
（25）

8.8
（8.7）

製紙・紙製品 24
（24）

8.1
（8.0）

29
（30）

10.2
（10.5）

木材・木製品 7
（7）

2.4
（2.3）

12
（12）

4.2
（4.2）

化学製品 11
（12）

3.7
（4.0）

17
（17）

6.0
（5.9）

雑　貨 16
（17）

5.4
（5.6）

21
（19）

7.4
（6.6）

機械・金属 51
（51）

17.3
（17.0）

52
（50）

18.2
（17.5）

電気・電子機器 10
（10）

3.4
（3.3）

11
（11）

3.7
（3.9）

輸送機器 8
（9）

2.7
（3.0）

6
（8）

2.1
（2.8）

その他品目 17
（17）

5.8
（5.6）

22
（20）

7.7
（7.0）

総合流通業 5
（5）

1.7
（1.6）

10
（10）

3.5
（3.5）

運輸・通信・観光 4
（4）

1.4
（1.3）

3
（3）

1.1
（1.1）

建設・土木 3
（3）

1.0
（1.0）

5
（6）

1.8
（2.1）

その他サービス業 9
（9）

3.0
（3.0）

7
（6）

2.5
（2.1）

取引企業数 計 295
（302）

100.0
（100.0）

285
（286）

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 223（212） 81.4 （80.6）
支　　店 11 （11） 4.0 （4.2）
駐在員事務所 39 （40） 14.2 （15.2）
そ の 他 1 （0） 0.4 （0.0）

計（拠点数） 274（263） 100.0（100.0）
海外進出企業数 116（118）

　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 224（216） 81.7 （82.1）
北　米 21 （20） 7.7 （7.6）
欧　州 13 （13） 4.7 （4.9）
中南米 8 （7） 2.9 （2.7）
オセアニア 4 （4） 1.5 （1.5）
中　東 2 （2） 0.7 （0.8）
アフリカ（含不明１） 2 （1） 0.8 （0.4）

計（拠点数） 274（263） 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 94 （92） 34.3 （35.0）
ベトナム 25 （25） 9.1 （9.5）
インドネシア 21 （20） 7.7 （7.6）
米　国 20 （19） 7.3 （7.2）
タ　イ   16 （14） 5.8 （5.3）
韓　国  11 （11）  4.0 （4.2）
台　湾 11 （11） 4.0 （4.2）
シンガポール 10 （10） 3.7 （3.8）
香　港 9 （9）  3.3 （3.4）
カンボジア   9 （9）  3.3 （3.4）
その他 48 （43） 17.5 （16.4）

計（拠点数） 274 （263） 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 海外拠点数 割　合（%）

農水産物・飲食料品 13 （16） 11.2 （13.6）
石材・陶磁器 1  （1） 0.9 （0.8）
繊維・繊維製品 12 （12） 10.3 （10.2）
製紙・紙製品 16 （17） 13.8 （14.4）
木材・木製品 1  （1） 0.9 （0.8）
化学製品 5  （6） 4.3 （5.1）
雑　貨 8  （6） 6.9 （5.1）
機械・金属 24 （24） 20.7 （20.3）
電気・電子機器 3  （2） 2.6 （1.7）
輸送機器 2  （2） 1.7 （1.7）
その他品目 12 （12） 10.3 （10.2）
総合流通業 3  （2） 2.6 （1.7）
運輸・通信・観光 6  （7） 5.2 （5.9）
建設・土木 3  （3） 2.6 （2.5）
その他サービス業 　7  （7） 6.0 （5.9）

進出企業数 計 116（118） 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 104  （96） 39.2 （38.1）
委 託 契 約 66  （69） 24.9 （27.4）
技 術 提 携 49  （39） 18.5 （15.5）
そ　の　他 46  （48） 17.4 （19.0）

計 265 （252） 100.0（100.0）
海外提携企業数 123 （122）

　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 202 （189） 76.2 （75.0）
北　米 16  （17） 6.0  （6.7）
欧　州 34  （32） 12.8 （12.7）
中南米 6   （8） 2.3  （3.2）
オセアニア 4   （3） 1.5  （1.2）
中　東 2   （2） 0.8  （0.8）
アフリカ 1   （1） 0.4  （0.4）

計 265 （252） 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  69 （65） 26.0  (25.8）
台　湾  27 （24） 10.2 （9.5）
ベトナム  24 （23） 9.0  （9.1）
韓　国  17 （16） 6.4  （6.3）
インドネシア  16 （14） 6.0  （5.6）
米　国  11 （13） 4.2  （5.2）
タ　イ  11 （11） 4.2  （4.4）
フィリピン  10  （9） 3.8  （3.6）
そ の 他  80 （77） 30.2 （30.5）

計  265（252） 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 提携件数 割　合（%）

農水産物・飲食料品 13 （14） 10.6 （12.3）
石材・陶磁器 3  （3） 2.5 （2.5）
繊維・繊維製品 13 （13） 10.6 （10.6）
製紙・紙製品 8  （8） 6.5 （6.6）
木材・木製品 2  （2） 1.6 （1.6）
化学製品 4  （4） 3.3 （3.3）
雑　貨 11 （9） 8.9 （7.3）
機械・金属 24 （24） 19.5 （19.6）
電気・電子機器 8  （8） 6.5 （6.6）
輸送機器 4  （5） 3.3 （4.1）
その他品目 8  （8） 6.5 （6.6）
総合流通業 3  （3） 2.4 （2.5）
運輸・通信・観光 3  （4） 2.4 （2.5）
建設・土木 3  （4） 2.4 （3.3）
その他サービス業 16 （13） 13.0 (10.6）

計 123（122） 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 187 （172）
関心がある 147 （156）
関心がない 261 （270）
本社所管で雇用 11 （13）

計 606 （611）

　B．品目・サービスグループ別外国人雇用企業数
（表14）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 44 （42） 23.5 （24.4）
石材・陶磁器 1 （1） 0.5 （0.6）
繊維・繊維製品 18 （18） 9.6 （10.5）
製紙・紙製品 18 （17） 9.6 (9.9）
木材・木製品 4 （3） 2.2 （1.7）
化学製品 2 （1） 1.0 （0.6）
雑　貨 8 （6） 4.3 （3.5）
機械・金属 32 （29） 17.1 （16.9）
電気・電子機器 8 （5） 4.3 （2.9）
輸送機器 8 （9） 4.3 （5.2）
その他品目 11  (13） 5.9 （7.6）
総合流通業 4 （3） 2.2 （1.7）
運輸・通信・観光 11 （8）  5.9 （4.7）
建設・土木 3 （3）  1.6 （1.7）
その他サービス業 15 （14） 8.0 （8.1）

雇用企業数 187（172） 100.0（100.0）
（注）１社、１業種で計上。

　（注： 今回は、いよぎん地域経済研究センターおよ
び愛媛大学と共同でアンケートを実施したこ
とで新しいアンケートの送付先があり、上記
の表の集計値には新しく回答頂いた先の数字
が含まれています。）
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