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氏名 職名 所属機関・部局名 摘要(変更等を記入)

リーダー 大野泉 教授 政策研究大学院大学　政策研究科

分担者1 大野健一 教授 政策研究大学院大学　政策研究科

分担者2 長嶌朱美 専門職 政策研究大学院大学　開発フォーラム

分担者3 村嶋美穂 前専門職 政策研究大学院大学　開発フォーラム 昨年度のメンバー、執筆参加

分担者4 前田充宏 教授 産業技術大学院大学

分担者5 森純一 前JICAハノイ工業大学 技術育成支援プロジェクト専門家

リサーチ・プロジェクトの目的

研究成果の概要(800字以内):

研究成果:
別紙((成果報告書(研究成果一覧))に記入

その他、研究成果として特記すべき事項:

Strategy for Overseas Business Promotion of Medium and Small Enterprises
中小企業の海外展開に関する研究

　今年度は、昨年度の活動を発展させ、日本の中小企業の海外進出に関し、ベトナム、タイ等の受入れ体制の比較、日本国内各地の取組やベンチマークすべき他国の取組等につ
いて研究を実施した。あわせて、今までの研究成果を体系的にまとめ、総合的な政策提言として公開セミナーと出版を通じた対外発信を行った。

国内調査では、これまでに国内各地域で構築した産学官のネットワークを基盤として、日本型ものづくりのアジア展開に関する戦略と提言を検討した。中小企業の海外展開における
好事例を体系的に整理し、自治体や金融機関、企業が現在進めている取組の参考になる情報を政策発信セミナーや各種報告書・出版（下記の研究会・出版企画を参照）を通じて、
提供した。
海外調査では、昨年度はタイで現地調査を実施したが、今年度はベトナムで現地調査を行い、中小企業専用工業団地とマネジメント・サポート、ビジネスマッチングの取組を中心に
最新の動きについて情報収集した。海外進出後の現地ベースの支援に重要性について様々な専門家や企業から助言を得た。同時に、先行進出した日系中小企業による、中小企
業目線による進出支援が増えていること、日本の地方自治体による相手国の自治体との連携が進んでいることが明らかになった。加えて、日本に類似したものづくり文化をもち、製造
業重視のドイツを訪問し、ドイツの中小企業の海外展開政策についても情報収集した。
研究会は、東京及び大阪にて3回開催し、うち東京では公開セミナー（約80名）として、地方自治体の取組に焦点をあてて先進的な自治体、中央省庁・実施機関から参加いただき、
政策発信を行った。
出版企画では、日本型ものづくりのアジア展開戦略に関する今までの研究成果をとりまとめ、図書刊行（商業出版）に向けて執筆を行った。今年度中に全ての執筆作業を終え、2015
年4月に中央経済社から出版予定。　（※2015年3月末現在）

　本研究プロジェクトの目的は、日本の中小企業が「ものづくり」を東アジア諸国で展開するために相手国および日本側でとるべき施策・体制を検討し、提言をとりまとめることにある。
日本のものづくり中小企業は近年厳しい状況に置かれている。国内市場の縮小、大企業の海外進出の加速、新興国企業との競争激化や新興国の需要伸張等、事業環境が激変す
るなか、従来の親企業を中心とした系列的な日本型生産関係が崩れつつある。特にリーマンショック以降、大企業への追随ではなく、海外市場に活路を求め、自社の経営判断・リスク
で進出する中小企業が増えている。こうした状況をうけて、ものづくり中小企業の海外展開は、わが国の最重要課題のひとつとなっており、2010年10月に経済産業大臣を議長に「中
小企業海外展開支援会議」が発足、2011年6月には「中小企業海外展開支援大綱」が策定されるなど、オールジャパンによる支援体制が整備されてきている。
　本プロジェクトは、これらの動きに時宜的に知的インプットを行い、実効性と政策インパクトのある分析と提言をすることをめざしている。また、実施においては、一般財団法人アジア
太平洋研究所（APIR、大阪）との共同研究、及び科研B「民間連携型の開発支援と効果」と連携して行うものである。

本研究プロジェクトは、大阪を拠点とするアジア太平洋研究所（APIR）との共同研究として、また科研Bとの相乗効果を意識して実施した。この観点から特記すべき活動は、以下のとお
り。

（１）セミナー・研究会開催（2014年度は計3回開催（大阪2回、東京1回））
・2014年7月2日　第1回研究会「ものづくり中小企業の東南アジア進出、先進自治体の取組」（於大阪）
・2014年7月8日　APIR/GRIPS共催セミナー（第2回研究会として）「新段階に入った中小企業の海外展開―「つながり力」を高める支援策・グッドプラクティス・提言―」（於GRIPS、東
京）
・2014年1月29日　第3回研究会「現地コミュニティとのつながり形成：タイとベトナムでのビジネスパートナーシップの事例」（於大阪）

（２）素形材経営セミナーでの招待講演「ASEAN・南西アジアのビジネス環境と中小企業の進出支援の現状について
日時：2014年12月2日、場所：機械振興会館、報告者：大野泉
テーマ：「中小企業の海外新展開～アジアとのものづくりパートナーシップに向けて～」
（３）英国・ドイツの民間セクター連携アプローチについての情報収集と分析（大野泉、長嶌朱美）
2014年10月8日～17日に英国（ロンドン）、ドイツ（ボン、ベルリン）を訪問し、両国の民間セクター連携アプローチ（特に中小企業の海外展開支援、BOP/インクルーシブ・ビジネス支
援）について情報収集を行った。

（４）上記のほか、主な社会還元活動は以下のとおり。
・JICA「開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業」プロポーザル評価に係る有識者委員会（大野泉 2013年度～現在）
・JICA「中小企業連携基礎調査」プロポーザル評価に係る有識者委員会（大野泉 2013年度～現在）
・HIDA「新興市場開拓人材育成事業」事後評価委員（タイ、ベトナム海外調査）（大野泉2014年度）
・経済産業省「BOPビジネス推進プラットフォーム運営協議会」（座長：大野泉、2010年度～現在）
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研究成果一覧:
(発表予定を含む。但し、投稿中、投稿準備中は除く。別紙一覧でも可。)
(必要に応じて適宜追加)

10 件 うち、査読付き 0 件

著者 標題 雑誌名
/所収図書の編者・図書名・出版者等

巻・号
/章・節

発行年 開始
ページ

終了
ページ

査読
(有=1)

1 大野　泉 「ものづくり中小企業の海外展開―支援策と関西地域の取組み」 『関西経済白書』2014年度版、（一財）アジア太平
洋研究所

第2章・第4節 2014 55 - 60

2 大野　泉 "Japanese Development Cooperation in a New Era:
Recommendations for Network-Based Cooperation"

GRIPS Discussion Paper Report
No:14-15

2014 1 - 17

3 森純一 書評：森田敦郎著『野生のエンジニアリング―タイ中小企業におけ
る人とモノの人類学』

アジア経済 第55巻第3号 2014 86 - 89

4 森純一 Promoting Tripartite Partnerships to　Tackle　Skills
Mismatch:　Innovative　Skills　Development　Strategies　to
Accelerate　Vietnam's　Industrialization

JICA Policy Pape, JICA Vietnam Office 2014 1 - 34

5 大野　泉 「ドイツにみる中小企業の海外展開支援」 APIR Trend Watch (財)　アジア太平洋研究所
2015年3月12日

No23 2015 1 - 6

6 大野　健一 「ものづくり中小企業の海外進出――政策論」 『町工場からアジアのグローバル企業へ：中小企業
の海外展開戦略と支援策』中央経済社

第1章 2015

7 大野　泉 「新段階を迎えた中小企業の海外進出」 同上 第2章 2015
8 村嶋美穂 「各産業集積地における中小企業の海外展開の取組み」 同上 第4章 2015
9 森　純一 「ベトナムにおける工業人材育成の現状―日系中小企業と教育訓

練機関の連携の可能性」

同上 第6章 2015

10 大野　泉 アジアとの『ものづくりパートナーシップ』に向けて」 同上 第7章 2015

2 件

著者・編者 図書名 出版者 発行年 総ページ数

1 VDF/NEU/Kenich
i Ohno, ed.

An Approaching Middle Income Trap-How Vietnam can
Escape It

Vietnam Education Publishing House 2014 257

2 大野泉（編著）他 町工場からアジアのグローバル企業へ：中小企業の海外展開戦略
と支援策

中央経済社 2015

13 件

報告者等 論題 学会・研究会名等 報告年月日 開催場所

1 大野　健一 VIETNAM’S MIDDLE INCOME TRAP: CURRENT
STATUS AND A WAY OUT

Conference on Overcoming a Middle Income
Trap

（招待講演） 2014/4/15 ハノイ

2 大野　健一 「ベトナムが陥った開発のわな：ミャンマーとの比較の観点から」 国際経済研究所セミナー （招待講演） 2014/5/22 国際経済研究所

3 大野　健一 「ベトナムの中所得のわな：その現状と回避方法」 ベトナム経済研究所6月例会 （招待講演） 2014/6/27 ホテルグランドヒ
ル市ヶ谷

4 大野　泉 「中小企業の海外展開～『つながり力』を高める支援策とは？」 2014年度「中小企業の東南アジア進出に関する

比較研究」プロジェクト　第1回研究会

2014/7/2 ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ
（大阪）

5 大野　泉 「中小企業の海外展開～『つながり力』を高める支援策とは？」 APIR/GRIPS共催セミナー 2014/7/8 GRIPS
（東京）

6 大野　健一 Quality of Vietnam’s Industrial Policy from an
International Perspective

国民経済大学（NEU）講義 （招待講演） 2014/9/21 NEU/国民経済
大学
（ハノイ）

7 大野　健一 「中所得のわなの構造と対策－各国の産業政策の質の視点から」 国際機関日本アセアンセンター「ASEAN 中所得
国の罠、課題と展望セミナー」

（招待講演） 2014/10/30 ﾍﾞﾙｻｰﾙ御成門
駅前ﾎｰﾙ（東京）

8 大野　泉 「ものづくり中小企業の海外展開～国内各地の取組事例から～」 第27回中産連マネジメント大会 （招待講演） 2014/11/18 メルパルク

NAGOYA
9 大野　泉 「中小企業の海外新展開～アジアとのものづくりパートナーシップ

に向けて～」
素形材経営セミナー「ASEAN・南西アジアのビジ
ネス環境と中小企業の進出支援の現状について

（招待講演） 2014/12/2 機械振興会館

10 大野　健一 An Approaching Middle Income Trap-How Vietnam can
Escape It

Book launch Seminar　"An Approaching
Middle Income Trap-How Vietnam can
Escape It"

2014/12/9 NEU/国民経済
大学
（ハノイ）

11 大野　泉 「『共創』と『競争』の時代　日本発のBOP/インクルーシブ・ビジネ
ス」

BOP/インクルーシブ・ビジネス支援セミナー～社
会性と経済性の一致による新規市場開拓を目指し
て～

（招待講演） 2015/1/26 国連大学本部ビ
ル

12 大野　泉 「今年度の活動報告と今後に向けて（ベトナム現地調査ほか）」 2014年度「中小企業の東南アジア進出に関する

比較研究」プロジェクト　第3回研究会

2015/1/29 ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ
（大阪）

13 大野　泉 「途上国の開発協力と日本のパートナーづくり」 PREX太平洋人材交流センター・シンポジウム「関
西の国際化と途上国の人材育成」

（招待講演） 2015/3/20 産業創造館（大
阪）

論文（（学術雑誌（総合雑誌（文藝春秋、中央公論、世界）を含む。）等掲載）
※査読付きのものは、査読欄に「１」を入れてください
※共著論文の場合には、ご自身の名前の下にアンダーラインを引いてください

図書:
※共著の場合にはご自身の名前の下にアンダーラインを引いてください
※書籍の一部分のみを執筆した場合には論文の区分に含めてください。

口頭報告・学会発表等:
※査読付きの学会論文集は、論文の区分で報告してください。査読なしの学会論文集は、学会発表の区分で報告してください。
※招待講演については、学会等名の後に（招待講演）と明記してください。
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