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＜研究体制＞ 

リサーチ・リーダー  大野 泉（政策研究大学院大学教授） 

リサーチャー 大野健一（政策研究大学院大学教授） 

リサーチャー 大西靖典（国際協力機構関西国際センター所長） 

リサーチャー 小川和久（海外産業人材育成協会関西研修センター館長） 

リサーチャー 瀬戸口恵美子（太平洋人材交流センター国際交流部長） 

リサーチャー 小野知哉（神戸国際協力交流センター総務部長兼事業部長） 

リサーチャー 濱田浩一（関西経済連合会国際部副参与） 

研究協力者  領家 誠（大阪府商工労働部中小企業支援室経営支援課長） 

    森 純一（英国カーディフ大学博士課程、前 JICA専門家） 

     近畿経済産業局 通商部 国際事業課 

  Cao Thi Khanh Nguyet（アジア太平洋研究所研究員） 

オブザーバー 大阪市都市計画局 

 

研究統括  林 敏彦（アジア太平洋研究所研究統括） 

代表理事  榎原則之（アジア太平洋研究所代表理事） 

事務局（APIR） 村岡哲也（アジア太平洋研究所研究推進部長） 

  松川佳洋（アジア太平洋研究所研究計画部長） 

  山本明典（アジア太平洋研究所総括調査役） 

事務局（GRIPS） 長嶌朱美（政策研究大学院大学専門職） 

  飯塚美恵子（政策研究大学院大学） 

 

＜執筆者＞ 

第 1章 日本のアジアへの産業開発協力と知日産業人材の創出：類型化・ネットワー

ク化の成功事例・タイの経験からの示唆（大野 泉） 

第 2章  知日産業人材の活用による国づくりの可能性：ベトナムの事例（大野健一） 

第 3章  知日産業人材のネットワーク化を促進する要素の分析：インドにおける 

HIDAと JICAの産業開発関係事業参加者の事例（森 純一） 

第 4章  関西経済連合会の「親関西人材」育成への取組み（濱田浩一） 

第 5章  帰国 JICA研修員同窓会の現状と今後（大西靖典） 

第 6章  HIDAと帰国研修生同窓会の取組み（小川和久） 

第 7章  神戸市の国際協力の変遷（小野知哉） 

第 8章  PREX同窓会・帰国研修員ネットワークの強化と戦略的活用（瀬戸口恵美子） 

第 9章  知日産業人材の積極活用のために（大野健一、大野 泉） 
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＜研究会、国内調査及び現地調査＞ 

本研究プロジェクトは、APIR と政策研究大学院大学（GRIPS）開発フォーラムとの共

同研究として取り組みました。関西で産業人材育成に取り組む諸機関から構成される研

究会、国内調査（企業・教育研修機関ヒアリング）、現地調査（インド）、海外からの招

聘（ベトナムとスリランカ）を組み合わせて実施しました。大阪で研究会を 6回実施し

たほか（うち 1回は公開研究会）、東京で APIR・GRIPS共催セミナーを開催し、関西に

おける議論を政策インパクトある形で発信することにも努めました。また、2016 年 11

月末に関西経済連合と太平洋人材交流センター（PREX）が開催した「関西アジアフォ

ーラム」とも連携し、アジアの産業界幹部の視点を聴取しました。 

 

研究会の報告資料、議論のポイントは APIR及び GRIPS開発フォーラムの本研究プロジ

ェクトのホームページ（以下）で公開しています。 

APIR：http://www.apir.or.jp/ja/research/research-project/5405/  

GRIPS：http://www.grips.ac.jp/forum/newpage2008/APIR_research2016.htm  

 

研究会 

第 1回：2016年 5月 31日（火） 

本研究のプロジェクトの目的と

進め方 

 「研究計画概要、及び日本のアジアへの産業開発協

力のレビュー」大野泉（リサーチリーダー） 

 「知日産業人材の類型化と活用可能性：ベトナムの

事例」大野健一（政策研究大学院大学教授） 

 「アジアで活躍する親関西人材の拡大にむけて：関

経連の取組み」濱田浩一（関西経済連合会国際部副

参与） 

第 2回：2016年 7月 25日（月） 

タイの事例、関西における人材支

援機関のネットワーク活用の取

組み（HIDA、PREX） 

 

 「JTECS-TPA-TNI モデル：日本の技術協力の成功

事例の紹介」米田裕之氏（日・タイ経済協力協会専

務理事） 

 「HIDA-AOTS 同窓会ネットワーク」小川和久

（HIDA関西センター館長） 

 「PREX 同窓会ネットワーク強化・活用状況につい

て」瀬戸口恵美子（PREX 国際交流部長） 

第 3回：2016年 10月 25 日（火） 

ベトナムの事例、人材支援機関の

ネットワーク活用の取組み

（JICA） 

 

 「大卒技能実習生をスーパー経営・エンジニア人材

へ：訪日前・訪日中・訪日後の訓練指導」グエン・

スアン・トゥェン氏（ハイフォン株式会社社長） 

 「帰国研修員同窓会の現状と今後」大西靖典（JICA

関西所長） 

第 4回：2016年 12月 8日（水） 

支援機関のネットワーク活用の

取組み（KIC）、関西企業の事例 

 「神戸国際交流センター（KIC）の国際協力事業の

変遷と留学生事業」小野知哉（KIC総務部長兼事業

部長） 

 「日吉の海外人材とのネットワーク構築の取組」黄

http://www.apir.or.jp/ja/research/research-project/5405/
http://www.grips.ac.jp/forum/newpage2008/APIR_research2016.htm
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俊卿氏（海外事業企画室室長） 

 「海外子会社の現地人材社長登用プロセスの分析

と効用―中農製作所のベトナム展開の事例分析」松

川佳洋（APIR研究計画部長） 

 「アジアの知日産業人材とネットワーク企業視点

での整理」山本明典（APIR総括調査役） 

第 5回：2017年 1月 11日（水） 

インドの事例、本研究のとりまと

め 

 「知日人材ネットワーク化を促進する要素の分

析：インドにおける HIDAと JICA同窓会活動事例」

森純一（英国カーディフ大学博士課程） 

 「本研究のとりまとめに向けた論点と提言（案）」

大野泉・大野健一（政策研究大学院大学教授） 

APIR・GRIPS共催セミナー 

2017年 2月 28日（火） 

知日ものづくり人材ネットワー

クの成功例：スリランカの

JASTECAの取組み 

 「アジア知日産業人材との戦略的ネットワーク構

築」大野泉（リサーチリーダー） 

 「アジアと日本のものづくり人材ネットワーク：成

功例としてのスリランカ JASTECAの経験」ダヤシ

リ・ワルナクラスーリヤ氏（ミダヤ・グループ取締

役会長、日本スリランカ技術文化協会最高顧問） 

 「JASTECA の成功とこれから：日本式経営と産業

人材育成」粗 信仁氏（政策研究院次長、前スリラ

ンカ兼モルディブ駐箚特命全権大使） 

 コメンテーター：鈴木保己氏（HIDA 総合研究所 

グローバル事業部長） 

 コメンテーター：佐々木隆宏氏（JICA 資金協力業

務部部長） 

第 6回（公開研究会） 

2017年 3月 1日（水） 

スリランカの事例、支援機関のネ

ットワーク活用の取組み（近畿経

済産業局） 

 「アジアと日本のものづくり人材ネットワーク：成

功例としてのスリランカ JASTECAの経験」ダヤシ

リ・ワルナクラスーリヤ氏（ミダヤ・グループ取締

役会長、日本スリランカ技術文化協会最高顧問） 

 「TPP 発効を見据えたベトナムのものづくり拠点

化調査の概要」片瀬眞悟氏（近畿経済産業局通商部

国際事業課事業推進第一係長） 

 

国内調査 

（アジアの人材育成に取り組む関西企業・教育研修機関等から聴き取り調査）※訪問順 

2016年 5月 30日～6月 8日 

 

岩谷産業株式会社（東京本社）、学校法人エール学

園（大阪市）、ダイキン工業株式会社（堺製作所金

岡工場）、株式会社きんでん（東京本社） 

2016年 6月 23日 リロ・パナソニック エクセルインターナショナル

株式会社（東京支社） 

http://www.grips.ac.jp/forum/pdf17/APIRGDFseminar_web.pdf
http://www.grips.ac.jp/forum/pdf17/APIRGDFseminar_web.pdf
http://www.grips.ac.jp/forum/pdf17/JASTECA_MrDayasiri.pdf
http://www.grips.ac.jp/forum/pdf17/JASTECA_MrDayasiri.pdf
http://www.grips.ac.jp/forum/pdf17/JASTECA_MrHobo_rev.pdf
http://www.grips.ac.jp/forum/pdf17/JASTECA_MrHobo_rev.pdf
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2016年 7月 25日～26日 

 

株式会社三翠社（堺臨海工業団地）、泰日工業大学

留学生支援実行委員会（メンバー：大阪府立大学、

堺市産業振興局商工労働部、堺国際ビジネス推進協

議会、堺商工会議所）、パナソニック株式会社（本

社守口市）、テクノグローバル株式会社（本社八尾

市） 

2016年 8月 29日 （公財）アジア学生文化協会グループ（東京） 

2016年 11月 30日 株式会社をくだ屋技研（本社堺市）※関経連「関西

アジアフォーラム」の視察先として訪問 

2017年 1月 12日 株式会社日吉（滋賀県近江八幡市）、滋賀県庁 

 

現地調査 

（森純一氏（在デリー）によるインド調査） ※GRIPS予算で実施 

2016年 10月～2017 年 1月 

インド現地調査、東京・大阪での

情報収集 

 

 

主な調査事項 

 インドにおける知日産業人材ネットワークの現状

（HIDA/AOTS のデリー・チェンナイ同窓会、およ

び帰国 JICA研修員同窓会など） 

 知日産業人材のネットワーク化を促進する要因 

 


