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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:

本研究プロジェクトは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ているが、この観点から特記すべき活動は、以下のとおり。

①本学での研究会（上述の計7回のうち）、以下4回を「中小企業の海外展開」研究会としてGRIPSで開催。
・2013年5月28日「ものづくり中小企業の海外展開支援の理論・政策・実践」
　講演者：板谷憲次氏（（財）素形材センター専務理事）、大野泉
　コメンテーター：水野毅氏（中小機構）、若林仁氏（JICA）、大野健一
・2013年7月11日　「グローバル経済下の日本企業と中小企業」
　講演者：加藤秀雄氏（埼玉大学経済学部教授）
・2013年12月16日　「タイとベトナムにおｋる産業人材育成・獲得の状況」
　講演者：森純一氏、コメンテーター：池永美紀氏（HIDA総合研究所）
・2013年2月19日　「中小企業の海外展開：その障害と必要な政策」
　講演者：戸堂康之氏（東京大学新領域創生科学研究科教授）、コメンテーター：大野健一

②APIRフォーラム「ベトナムなう」での報告

・日時：2013年6月4日、場所：ナレッジキャピタル（大阪）、報告者：大野泉、大野健一

・ベトナムに関心をもつ企業、研究者、経済団体や支援組織を対象に昨年度の研究成果を報告（出席者約110名）

③経済同友会での報告
・日時：2013年8月30日、場所：日本工業倶楽部（東京）、報告者：大野泉、大野健一

・「アジア委員会」でASEAN経済協力に向けた提言を報告（委員長は日産自動車の志賀COO、出席者約40名）

④論文発表
・雑誌「統計」10月号（特集・グローバル化と中小企業）で執筆。著者：大野泉

⑤諸外国の取組の基礎情報収集
・英国人専門家Ms. Debbie Warrenerによる基礎調査（英国・ドイツにおける中小企業の海外展開支援）、

科研Bとの連携

⑥上記の他、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（委員長：大野泉、2013年度）
・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（委員長：大野泉、2013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～）

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、中小企業の海外展開についてのニーズや課題の整理、支援策のレビュー、アジア各国における中小企業受入状況・政策の比較研究のため、国内調査、海外調査、研究会等を
組み合わせて実施した。
国内調査では、製造業の集積がある諏訪・岡谷、中部、大阪・神戸、北九州・福岡地域にて、各地の地方自治体、経済団体、個別企業へインタビューを行うことで中小企業海外展開支援策や
企業の取組につき調査した。結果、多くの地域で、それぞれの産業集積の特徴を受けて既に存在する技術や人材を積極的に活用し海外展開支援を行っていることが分かった。一方で、地
域・自治体により、2010年以降の政府の政策転換（積極的な海外展開支援）に対する受け止め方に温度差があることも確認できた。
海外調査では、日本企業の産業集積が進み、工業団地や産業人材育成等で先行しているタイで関係省庁や経済団体等へのインタビューを実施、ベトナムでは産業人材を中心に調査をし
た。その結果、タイには製造業の裾野産業や人材の蓄積があること、日系中小企業の進出急増には慎重（条件付歓迎）であり、全ての日系企業を積極的に誘致（熱烈歓迎）しているベトナムと
は対照的であることが分かった。また、産業人材育成分野については、タイとベトナムで課題は似ているが、産業人材の質の全体的なレベルは産業集積の歴史のあるタイの方が高く、政策的
な支援もタイが進んでいることが明らかになった。
研究会は、東京及び大阪にて7回開催し、出席者（省庁関係者や経済協力機関等を含め40名程度）により、各回のテーマに関し積極的な議論が行われた。併せて、本プロジェクトの研究成果
を関係者に向けて発信すると共に、知的ネットワーク構築も行った。
　今後、上記成果を踏まえて日本型ものづくりのアジア展開戦略の検討を行い、報告書を作成予定。来年度は研究成果を包括的にとりまとめ、図書として出版することをめざす。

　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、（財）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。

Page 1 of 2



成果報告書(研究成果一覧)

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)

論文: 5 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に関する考察」 『統計』、2013年10月号、（財）日本統計協会 第64巻第
10号/特
集

2013 28 - 33

2 大野泉 「ものづくり中小企業の海外展開--ベトナム進出の現状
と課題」

『関西経済白書』　2013年版、（財）アジア太平洋
研究所

2013年
版、第3
章2節

2013 90 - 104

3 森純一 「ベトナムにおける産学連携による人材育成：東南アジ
ア先進国との比較及び現状と課題」

『ベトナムにおける工学系学生の職業への移行と
産学連携に関する調査研究』（独法）労働政策研
究・研修機構、JILPT資料シリーズ

No.127、
2013年10
月

2013 40 71

4 大野泉 「新しい時代の日本の開発協力－-『連携型協力』のす
すめ」

『SRID Journal』、国際開発研究者協会
（電子媒体でウェブ掲載、拙稿は計12頁）

第6号、
2014年1
月

2014

5 大野泉 「新時代を迎えた日本企業の海外展開～途上国の現
場との連携を強化せよ」

APIR Commentary
（電子媒体でウェブ掲載、拙稿は計3頁）

No.28、
2014.2.1
8

2014 -

報告書： 4 件

著者・編者 報告書名 出版者 発行年 総ページ
数

1 大野健一（編）
ベトナム開発フォー
ラム（VDF）

A Comparative Study on FDI Policy in Selected
ASEAN Countries

Vietnam Development Forum (VDF) 2013 91

2 大野泉（編） 『中小企業の東南アジア進出に関する実践的研究』
2013年度報告書

（財）アジア太平洋研究所（APIR)・GRIPS開発
フォーラムの共同研究報告書（2013年度）として
2014年3月末をめざし、以下、各章を執筆中。

2014 100

  2-1 大野健一 「ものづくり中小企業の海外進出：政策論」 20

  2-2
大野泉 「ものづくり中小企業の海外進出：支援策、事例、提言」 20

  2-3 森純一 「タイとベトナムの人材育成事情」 20

  2-4 大野泉・村嶋美穂 「タイの産業開発と日系中小企業の海外進出」 20

  2-5
村嶋美穂 「各産業集積における中小企業の現状と海外展開の取

組」
20

3 大野泉 国内調査中間報告書（諏訪・岡谷、中部地域の取組に
ついて）

未定稿 2013

4 大野泉・大野健一･
村嶋美穂

タイ現地調査報告 未定稿 2013

口頭報告等: 9 件

報告者等 論題 学会・研究会名等 報告年月日

1 大野泉、大野健一 ものづくり中小企業の海外展開：理論、政策、実践 「中小企業の海外展開」研究会 2013/5/28

2 大野泉、大野健一 ベトナムを事例とする戦略と提言 APIRフォーラム「ベトナムなう」 2013/6/4

3 大野泉 諏訪・岡谷及び中部地域の取組 「中小企業の東南アジア進出に関する実践的研
究」研究会

2013/7/11

4 大野健一、大野泉 中小企業の東南アジア進出：日本型ものづくりのアジア
展開に向けて

経済同友会アジア委員会 2013/8/30

5 大野泉、大野健一、
村嶋美穂

タイ現地調査報告 「中小企業の東南アジア進出に関する実践的研
究」研究会

2013/10/3

6 森純一 タイとベトナムの産業人材事情、日系中小企業の視点
から

「中小企業の海外展開」研究会 2013/12/16

7 森純一 産業人材育成の現状と課題：タイとベトナムの比較分析 「中小企業の東南アジア進出に関する実践的研
究」研究会

2013/12/19

8 大野健一 東アジアの工業化戦略と日系中小企業の海外進出 「中小企業の東南アジア進出に関する実践的研
究」研究会

2013/12/19

9 Kenichi Ohno
大野健一

Forging New Growth by Building FDI-Local Linkage
and Creating Manufacturing Value.

Vietnam Development Forum Annual

Conference: Creating New Growth

Momentum （2014年3月14日開催予定）

2014/3/14

GRIPS（東京）

ナレッジキャピタル（大
阪）

ナレッジキャピタル（大
阪）

NEU/

国民経済大学
（ハノイ）

開催場所

GRIPS（東京）

ナレッジキャピタル（大
阪）

ナレッジキャピタル（大
阪）

日本工業倶楽部（東京）

ナレッジキャピタル（大
阪）
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