
ものづくり新時代の到来

　ものづくり中小企業は日本経済
の屋台骨だ。製造業では雇用全体
の72.5％、事業所数の99.3％を
占めている（2012年）。パナソ
ニック、ホンダ、ソニーといった、
世界に冠たる日本企業も、かつて
は新興中小企業だった。技術に妥
協せず、創意あふれる中小企業は
今も、日本に健在だ。
　しかし、新しい国際化の波を受
けて、日本のものづくりは大きな
転換点にある。とりわけ2008年
のリーマンショック以降、中小企
業が独力で海外進出する事例が増
えている。これは、過去に見られ
た大企業による海外進出、あるい
は、これら大企業に部品を供給す
る系列企業の追随進出などとは異
なる傾向だ。内需の頭打ち、高齢
化・後継者不足、新興国との競争
激化といった構造的試練を契機と
して、多数のものづくり中小企業
が動き出したのだ。
　海外進出の動機も、安価な労働
力などを求める「低コスト追求
型」の輸出拠点構築から、工業中
間財などの製品需要の拡大を見込
んだ「販路追求型」へと変化して
いる。下請けの中小企業は、これ

までは送られてきた設計図通りに
加工し、QCD（品質・コスト・
納期）を守りさえすれば、大企業
からまとまった注文が取れた。だ
が、こうした「町工場モデル」が
今、存続の危機にある。もはや、
国内あるいは企業城下町に残って
も注文を取ることが難しくなった
し、海外に追随進出しても旧来の
顧客から受注が約束されるわけで
はない。生き残るためには、販路
を確保しなければならない。これ
は、ドイツ（ハーマン・サイモン
氏いわく、「隠れたチャンピオン
企業」）や中国・台湾系（強い華
僑ネットワークで国際ビジネスを
展開）の中小企業とは異なる、日
本固有の状況である。

動き出した国と地方自治体

　これまで、政府や地方自治体は、
産業の空洞化を懸念して、中小企
業の海外進出に慎重だった。しか
し、厳しい現実を踏まえ、国の方
針は『中小企業白書2010年版』
を転換点として、中小企業の海外
展開の積極支援へと舵を切った。
　2011年６月には「中小企業海
外展開支援大綱」が策定され（そ
の後、12年３月改訂）、経済産
業省や中小企業庁、中小企業基盤

整備機構（中小機構）、日本貿易
振興機構（ジェトロ）、（一財）
海外産業人材育成協会（HIDA）
といった従来から企業支援に携わ
ってきた組織に加えて、外務省や
国際協力機構（JICA）といった
政府開発援助（ODA）に携わる
組織、さらには各地の自治体や支
援組織、経済団体、地方銀行・信
用金庫なども、矢継ぎ早に支援策
を導入し始めた。安倍政権はこの
方針を一層推進し、アベノミクス
の一環として予算を拡充、中小企
業の海外展開を支援している。

成功のカギ握る２つのポイント

　筆者は、2012年～14年にかけ
て、（一財）アジア太平洋研究所
（APIR）で中小企業の海外展開
研究に取り組んだ。国内の主要な
産業集積地や進出先の中小企業を
訪問した経験から、事業を長期に
持続させるカギとして、２点強調
したい。「地域に根差した国際
化」と「相手国の社会に深くつな
がる海外進出」である。
　まず、前者の「地域に根差した
国際化」とは、産業集積の特徴や
企業城下町の歴史、行政と企業を
つなぐリーダーの存在の有無、都
市間交流や国際協力を通じた海外

ネットワークの有無など、地域に
よって異なる各地の個性を生かし
た地元企業の海外展開のことであ
る。この取り組みは、将来的に地
方創生、そして空洞化の抑制にも
貢献するだろう。
　例えば北九州市は、かつて新日
鐵住金の企業城下町だったが、鉄
鋼の国内需要の減少に直面し、経
済再生のために、公害克服の経験
を生かして環境産業を創出した。
さらに、JICA九州の施設を誘致
し、国際協力を通じて構築したネ
ットワークを活用することによっ
て、現在、官民一体となって環境
都市の輸出に取り組んでいる。ま
た、横浜市も自らの都市化の経験
を生かし、都市経営のノウハウを
官民でアジアに共有・輸出してい
る。その一方で、大阪周辺、特に
東大阪市は、フルセット型の多様
な産業の集積地で、関西の自由闊
達な気風もあり、中小企業自らが
ベトナムへの共同進出イニシアテ
ィブを提案。これに官が呼応して
「関西ベトナム経済交流会議」が
立ち上げられるなど、ダイナミッ
クな動きが展開している。
　また、後者の「相手国の社会に
深くつながる」ことは、販路はも

ちろん、部材調達や人材確保の観
点からも、現地ネットワークを必
要としている中小企業にとっては
重要だ。特に日本の企業は、サプ
ライチェーンを重視し、全ての製
造工程において高い品質を追求す
る。この点、中小企業の多くは単
工程に特化しているため、信頼で
きる協力企業の確保が必須になる。
これはまた、相手国の産業人材や
裾野産業を育成する必要性を示唆
している。実際にベトナムだけを
見ても、JICAの草の根技術協力
の枠組みを通じてさまざまな自治
体が地元の教育機関と提携し、も
のづくり人材育成支援に積極的に
取り組んでいる（表参照）。

触媒としてのODA

　技術オンリーの町工場でさえも
海外進出を考えざるを得なくなっ
た今日、中小企業や地方自治体な
ど、数多くの国内組織が開発途上
国や新興国との深い「つながり」
を求めている。また、アジア諸国
においても、現地の人材・組織の
知識・技能が向上し、例えばタイ
では、泰日工業大学や泰日経済技
術振興協会のように、主体的に日
本の支援ネットワークと連携しよ

うとする動きが始まっている。
　JICAやHIDAなどのODA実施
機関は、長年、相手国では現地人
材や裾野産業、工業団地などのレ
ベルアップをはじめ、さまざまな
組織・キーパーソンとのネットワ
ーク構築を進める一方、日本国内
では、研修事業などを通じて各地
の自治体や経済団体、企業とのネ
ットワーク構築に努めてきた。今
後、ODAは、開発協力として開
発途上国と国内の両方で「つなが
り」をつくる触媒の役割を強化す
べきだ。長期的な観点から相手国
の社会と共創的な関係づくりにも
力を発揮してほしい。
　日系企業を主対象とした従来の
オールジャパン型の官民連携を、
現地や国内の地方組織を含む多様
な関係者を巻き込んだ、より重層
的で、包摂的な官民連携モデルへ
進化させる時が到来している。
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■JICA草の根技術協力：自治体提案による、ベトナム産業人材育成支援の例
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ための教材・教具、指導法とカリキュラムの開発（ハノイ工科短期大学）
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実施年度提案自治体案　件　名

大企業との系列関係に甘んじることなく、新たな挑戦の場を求め、自力で海外に飛び出す中小企業が増
えている。日本の製造業に何が起きているのか。また、自治体をはじめ公的機関は彼らをどう後押しすべき
なのか。中小企業の海外展開に関する研究に取り組む政策研究大学院大学（GRIPS）の大野泉教授の
論考を掲載する。

内外で「つながり」をつくる

＜略歴＞
津田塾大学国際関係学科卒業。国際協力事業団
（現・国際協力機構）に入団。1987年に米国プリンス
トン大学で修士号を取得後、世界銀行、国際協力銀
行での勤務を経て、2002年より現職。近編著に『町
工場からアジアのグローバル企業へ：中小企業の
海外進出戦略と支援策』（中央経済社、2015年）

政策研究大学院大学　教授　　大野 泉氏

変わる製造業1

新しい官民モデルの提案

国際開発ジャーナル 視 点 地方と海外をつなぐ～進化する中小企業支援



ものづくり新時代の到来

　ものづくり中小企業は日本経済
の屋台骨だ。製造業では雇用全体
の72.5％、事業所数の99.3％を
占めている（2012年）。パナソ
ニック、ホンダ、ソニーといった、
世界に冠たる日本企業も、かつて
は新興中小企業だった。技術に妥
協せず、創意あふれる中小企業は
今も、日本に健在だ。
　しかし、新しい国際化の波を受
けて、日本のものづくりは大きな
転換点にある。とりわけ2008年
のリーマンショック以降、中小企
業が独力で海外進出する事例が増
えている。これは、過去に見られ
た大企業による海外進出、あるい
は、これら大企業に部品を供給す
る系列企業の追随進出などとは異
なる傾向だ。内需の頭打ち、高齢
化・後継者不足、新興国との競争
激化といった構造的試練を契機と
して、多数のものづくり中小企業
が動き出したのだ。
　海外進出の動機も、安価な労働
力などを求める「低コスト追求
型」の輸出拠点構築から、工業中
間財などの製品需要の拡大を見込
んだ「販路追求型」へと変化して
いる。下請けの中小企業は、これ

までは送られてきた設計図通りに
加工し、QCD（品質・コスト・
納期）を守りさえすれば、大企業
からまとまった注文が取れた。だ
が、こうした「町工場モデル」が
今、存続の危機にある。もはや、
国内あるいは企業城下町に残って
も注文を取ることが難しくなった
し、海外に追随進出しても旧来の
顧客から受注が約束されるわけで
はない。生き残るためには、販路
を確保しなければならない。これ
は、ドイツ（ハーマン・サイモン
氏いわく、「隠れたチャンピオン
企業」）や中国・台湾系（強い華
僑ネットワークで国際ビジネスを
展開）の中小企業とは異なる、日
本固有の状況である。

動き出した国と地方自治体

　これまで、政府や地方自治体は、
産業の空洞化を懸念して、中小企
業の海外進出に慎重だった。しか
し、厳しい現実を踏まえ、国の方
針は『中小企業白書2010年版』
を転換点として、中小企業の海外
展開の積極支援へと舵を切った。
　2011年６月には「中小企業海
外展開支援大綱」が策定され（そ
の後、12年３月改訂）、経済産
業省や中小企業庁、中小企業基盤

整備機構（中小機構）、日本貿易
振興機構（ジェトロ）、（一財）
海外産業人材育成協会（HIDA）
といった従来から企業支援に携わ
ってきた組織に加えて、外務省や
国際協力機構（JICA）といった
政府開発援助（ODA）に携わる
組織、さらには各地の自治体や支
援組織、経済団体、地方銀行・信
用金庫なども、矢継ぎ早に支援策
を導入し始めた。安倍政権はこの
方針を一層推進し、アベノミクス
の一環として予算を拡充、中小企
業の海外展開を支援している。

成功のカギ握る２つのポイント

　筆者は、2012年～14年にかけ
て、（一財）アジア太平洋研究所
（APIR）で中小企業の海外展開
研究に取り組んだ。国内の主要な
産業集積地や進出先の中小企業を
訪問した経験から、事業を長期に
持続させるカギとして、２点強調
したい。「地域に根差した国際
化」と「相手国の社会に深くつな
がる海外進出」である。
　まず、前者の「地域に根差した
国際化」とは、産業集積の特徴や
企業城下町の歴史、行政と企業を
つなぐリーダーの存在の有無、都
市間交流や国際協力を通じた海外

ネットワークの有無など、地域に
よって異なる各地の個性を生かし
た地元企業の海外展開のことであ
る。この取り組みは、将来的に地
方創生、そして空洞化の抑制にも
貢献するだろう。
　例えば北九州市は、かつて新日
鐵住金の企業城下町だったが、鉄
鋼の国内需要の減少に直面し、経
済再生のために、公害克服の経験
を生かして環境産業を創出した。
さらに、JICA九州の施設を誘致
し、国際協力を通じて構築したネ
ットワークを活用することによっ
て、現在、官民一体となって環境
都市の輸出に取り組んでいる。ま
た、横浜市も自らの都市化の経験
を生かし、都市経営のノウハウを
官民でアジアに共有・輸出してい
る。その一方で、大阪周辺、特に
東大阪市は、フルセット型の多様
な産業の集積地で、関西の自由闊
達な気風もあり、中小企業自らが
ベトナムへの共同進出イニシアテ
ィブを提案。これに官が呼応して
「関西ベトナム経済交流会議」が
立ち上げられるなど、ダイナミッ
クな動きが展開している。
　また、後者の「相手国の社会に
深くつながる」ことは、販路はも

ちろん、部材調達や人材確保の観
点からも、現地ネットワークを必
要としている中小企業にとっては
重要だ。特に日本の企業は、サプ
ライチェーンを重視し、全ての製
造工程において高い品質を追求す
る。この点、中小企業の多くは単
工程に特化しているため、信頼で
きる協力企業の確保が必須になる。
これはまた、相手国の産業人材や
裾野産業を育成する必要性を示唆
している。実際にベトナムだけを
見ても、JICAの草の根技術協力
の枠組みを通じてさまざまな自治
体が地元の教育機関と提携し、も
のづくり人材育成支援に積極的に
取り組んでいる（表参照）。

触媒としてのODA

　技術オンリーの町工場でさえも
海外進出を考えざるを得なくなっ
た今日、中小企業や地方自治体な
ど、数多くの国内組織が開発途上
国や新興国との深い「つながり」
を求めている。また、アジア諸国
においても、現地の人材・組織の
知識・技能が向上し、例えばタイ
では、泰日工業大学や泰日経済技
術振興協会のように、主体的に日
本の支援ネットワークと連携しよ

うとする動きが始まっている。
　JICAやHIDAなどのODA実施
機関は、長年、相手国では現地人
材や裾野産業、工業団地などのレ
ベルアップをはじめ、さまざまな
組織・キーパーソンとのネットワ
ーク構築を進める一方、日本国内
では、研修事業などを通じて各地
の自治体や経済団体、企業とのネ
ットワーク構築に努めてきた。今
後、ODAは、開発協力として開
発途上国と国内の両方で「つなが
り」をつくる触媒の役割を強化す
べきだ。長期的な観点から相手国
の社会と共創的な関係づくりにも
力を発揮してほしい。
　日系企業を主対象とした従来の
オールジャパン型の官民連携を、
現地や国内の地方組織を含む多様
な関係者を巻き込んだ、より重層
的で、包摂的な官民連携モデルへ
進化させる時が到来している。

2015.12　国際開発ジャーナル 17IDJ　December 201516

■JICA草の根技術協力：自治体提案による、ベトナム産業人材育成支援の例

マイクロコントローラ組込み技術を利用した、ユーザーのニーズを満たすものづくり指導の
ための教材・教具、指導法とカリキュラムの開発（ハノイ工科短期大学）

ハイフォン市製造業の工場管理力向上プログラム

ハイフォン市製造業の技術力・経営力向上ノウハウ移転プログラム

ハノイ市職業訓練短大への、機械系技術技能教育の指導力向上プロジェクト

バリア・ブンタウ省金属関連産業振興・人材育成支援

ホーチミン市職業訓練短大ものづくり人材育成支援

ベトナム・ドンナイ省ものづくり人材育成支援

2009～11年

2011～13年

2013～15年

2013～15年

2013～15年

2013～16年

2014～16年

千葉県

北九州市

北九州市

千葉県

三条市

川崎市

大阪府

（出所）JICAホームページをもとに筆者作成

実施年度提案自治体案　件　名

大企業との系列関係に甘んじることなく、新たな挑戦の場を求め、自力で海外に飛び出す中小企業が増
えている。日本の製造業に何が起きているのか。また、自治体をはじめ公的機関は彼らをどう後押しすべき
なのか。中小企業の海外展開に関する研究に取り組む政策研究大学院大学（GRIPS）の大野泉教授の
論考を掲載する。

内外で「つながり」をつくる

＜略歴＞
津田塾大学国際関係学科卒業。国際協力事業団
（現・国際協力機構）に入団。1987年に米国プリンス
トン大学で修士号を取得後、世界銀行、国際協力銀
行での勤務を経て、2002年より現職。近編著に『町
工場からアジアのグローバル企業へ：中小企業の
海外進出戦略と支援策』（中央経済社、2015年）

政策研究大学院大学　教授　　大野 泉氏

変わる製造業1

新しい官民モデルの提案

国際開発ジャーナル 視 点 地方と海外をつなぐ～進化する中小企業支援


