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１．HIDAの現地人材育成支援事業のご紹介 
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設  立： 1959年（昭和34年）8月10日  

事業目的：産業国際化の推進、貿易の振興、投資活動の促進及び国際経済協力に 

     関する事業を行い、 もって我が国と海外諸国の相互の経済発展及び友 

     好関係の増進に寄与する。   

基本財産： 7.1億円  

事業規模： 約85億円（2013年度予算額） 

事 業 所 ： 国内拠点    東京 東銀座事務所・北千住事務所 
         研修センター [東京・関西（大阪市)・中部(愛知県豊田市）]  

        海外拠点    バンコク、ジャカルタ、ニューデリー  

職 員 数： 142人（2013年4月現在） 

                    1959年創立以来、途上国産業界の技術者・管理者等の研修を国内外で実施〔170カ国地域・延べ35万人〕 

         1970年創立以来、日本人専門家を途上国産業界に派遣して技術指導を実施〔  60カ国・延べ7,100人〕 

          日系現地法人を含めた途上国産業界の多様化する技術移転ニーズに迅速的且つ集中的に応えるため、 

             日本政府の公的資金を活用して研修と専門家派遣事業を組み合わせて技術協力をグローバルに展開。 

※財団法人海外技術者研修協会（AOTS)と財団法人海外貿易開発協会（JODC)は、 

  2012年3月30日に合併して財団法人海外産業人材育成協会（HIDA）と名称を変え、 

  2013年4月に一般財団法人へ移行しました。 

東京研修センター 関西研修センター 中部研修センター 

一般財団法人 海外産業人材育成協会 (HIDA) 
The Overseas Human Resources and Industry Development Association  

http://www.aots.or.jp/jp/about/center/tkc.html
http://www.aots.or.jp/jp/about/center/kkc.html
http://www.aots.or.jp/jp/about/center/ckc.html


ＨＩＤＡ現地人材育成支援事業 

研  修  事  業 

専 門 家 派 遣 事 業 

＜受入研修＞ 

技  術  研  修 (一般研修 + 実地研修) 

途上国の企業等に日本人専門家を
派遣して行う技術指導 

途上国の技術者・管理者を対象に
日本の技術や経営管理の習得/普
及を目的とした人材育成 

日本に研修生を受入れて行う研修 
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自主事業 
（新国際協力事業・ＨＩＤＡ総研事業） 

１．  

２．  

３．  
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中小企業海外高度人材育成確保支援事業 
（経済産業省委託事業） 

管 理 研 修 

新興市場開拓人材育成支援事業 

（国庫補助事業） 

企業の個別ニーズに対応した 

オンデマンド型研修や商談会の実施等 
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◆管理研修 
   品質管理、生産管理、 

   企業戦略、中小経営 

   現場改善、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 

   環境管理、知財、等 

 

       期間：2～4週間 

 

 

 

 
途上国 

 
技術研修 
派遣企業 

 
 
 
 
 

管理研修 
派遣企業 

 
 
 

途上国 
 

派遣企業 
 
 
 
 
 

技術移転 
産業振興 

 
 
 
 

受 入 研 修 

HIDA研修センターでの 

集合研修 

日本の受入企業での 
個別専門研修  

◆技術研修（一般研修）  
  
期間：9日間/6週間/13週間 
内容：日本語、文化社会等 

 

 

 

 

 

◆技術研修（実地研修） 

 
期間：1カ月間～1年間 

 （一般研修を含み平均3～4カ月間） 

  

 

 

 

 

帰国 

管理研修 

参加者の 

4分の3が 

非日系企業 

日系企業 

（独資、合弁） 

提携先企業 

取引企業 

顧客企業等 

来日 帰国 

オ
プ
シ
ョ
ン 

来日 

派遣企業 派遣企業 

受入企業 
HIDA研修
センター 

日本国内  
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１．新興市場開拓人材育成支援事業（国庫補助事業） 研修事業 

研修事業 



• 在留資格「研修」での企業内実務研修（公的研修） 

• 計画立案・実施態勢整備から実地研修中の問題解決まで 

  トータルでサポート 

• ODA予算による補助金交付 

 （受入費：滞在費・実地研修費、研修費、海外旅行保険費等） 

• 導入研修による日本・日本語理解、実地研修円滑化 

• HIDA研修センターで健康・安全・安心な環境提供 

• ODA研修参加による研修生のやる気向上 

研修事業（受入研修 技術研修コース） ご利用のメリット 

一般研修 実地研修 
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１．新興市場開拓人材育成支援事業（国庫補助事業） 研修事業 



日本企業 
（協力企業） 

開発途上国の企業 
（受入企業） 

出資または 

商取引関係 

現地受入企業でのOJTによる 

 技術指導・人材育成 

派遣期間は１ヵ月～９ヵ月未満 

対象は開発途上国 

派遣・指導に関するサポート・助言 

各種情報の提供・徹底した危機管理 

 HIDA 専門家派遣 

大学、職業訓練校 
等の教育機関 

受入企業と取引 
のある現地企業 

〔＊付加指導〕 

日本企業の社員 
または 

HIDA紹介専門家 

＊受入企業の日本資本比率が50％以上の場合、同比率が50%未満の現地企
業または現地教育機関等への付加指導が義務付けられています。 

ＨＩＤＡ 

人材育成 

技術移転 

日 本 現 地 

申請書類作成・申込み 

派遣準備 

協力企業との調整・準備 

専門家の受入 

専門家派遣事業 
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１．新興市場開拓人材育成支援事業（国庫補助事業） 専門家派遣事業 



• 専門家の派遣・指導をトータルでサポート 

  1案件1担当者制による専門家支援 

  国内外のネットワークを活用した情報提供 

  専門家の健康管理・安全管理・危機管理 

  独自データベースによる一元的派遣管理 

• ODA予算による補助金交付 

 （航空賃、現地滞在費、支度料、海外旅行保険費、技術協力費） 

• 経済協力・地域社会への貢献 

専門家指導 専門家指導 

専門家派遣事業 ご利用のメリット 
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１．新興市場開拓人材育成支援事業（国庫補助事業） 専門家派遣事業 



タイ・ベトナム・インドネシアの 

日系中小企業 
タイ・ベトナム・インドネシアの 

優秀な現地高等教育機関 

橋渡し 

ＨＩＤＡ 

企業紹介/ジョブフェア 

日本企業文化講座 ( 講義・見学・インターンシップ ) 

学生の日本企業文化理解促進 
日系企業と現地高等教育機関とのパイプ作り 

学生の日系企業への就職意欲向上 
日系企業と学生のマッチング機会提供 

現地の人材確保支援事業（タイ・ベトナム・インドネシア） 

海外進出する中小企業にとって、 優秀な現地人材を確保することが重要な経営課題となっており、さらに、中小企業が現地において安
定的に事業を拡大していくには、 日本企業の理念や経営手法を十分に理解し、現地人材をマネージできる管理職人材や、 生産・品質
管理を担える人材の確保・育成が求められています。他方、日本の中小企業は現地高等教育機関（大学等）とのパイプが不足しており、 

多くの中小企業は現地で優秀な人材を確保することが大きな課題となっています。 また、即戦力を中途採用した場合でも、人材の定着
率が低いため、 新卒の人材を長期的な視点で確保・育成することが必要となっています。 

事業概要 

学生の日本企業文化への理解促進、日系中小企業への
就職意欲向上を目的に現地高等教育機関で「日本企業文
化講座」（講義・見学・インターンシップ等）を開設。 

 

現地進出日系中小企業と現地高等教育機関の学生の
マッチングの機会として日本企業紹介/ジョブフェアを現地
高等教育機関と協力し開催。  

☞ 

☞ 

事業スキームイメージ 

参加企業の声 

• 新卒採用をしたいが、知名度不足であるため、HIDAプログラムを通
じて今後も企業PR、大学との関係作りをしていきたい。 

• 学生時代に日本のことを勉強する機会があれば採用後教育に効果
大。定着率もあがると思われる。HIDAのプログラムに賛同。 

• 15年前進出したときは日本の会社の考え方や仕事のやり方を一か
ら教えなければならなかったため、本プログラムは非常に有益だ。 

• 現在は新卒採用の計画はないが、将来をにらんで大学とのパイプ
を作っていきたい。 

• 大学側の窓口とのパイプができたので今後積極的に活用していき
たい。 

• ジョブフェアに参加し、17名のエントリーシートを確保できた。 
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２．中小企業海外高度人材育成確保支援事業（経済産業委託事業） 
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２．日本企業の現地人材育成の需要 
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  文化習慣の違い  33.8%  (32.2%) 
  法規制・制度の違い  30.5%  (38.4%) 
  言語の違い   27.1%  (23.2%) 
  現地情報の収集  18.5%  (19.8%) 
  海外事業の戦略立案  16.8%  (18.2%) 
  提携先・パートナーの発掘 14.8%  (23.2%) 
  代金・投資回収  11.9%  (13.3%) 
  社内体制の整備  11.6%  (12.5%) 
  社内人材の確保  11.5%  (16.3%) 
  現地人材の育成  11.0%  (18.2%) 
  販路開拓   10.6%  (15.6%) 
  現地での生産・品質管理   8.2%  (13.4%) 
  その他    30.0%  (39.7%) 

・日本企業が海外事業を行う上で抱えている障害や課題は多岐にわたっており、幅広い分野の課題解決  
 が模索されている。 
 
・現地人材の育成も課題の一つであり、この分野への取り組みによって解決できる他の課題も多い。 

海外進出に関する日本企業の意識調査 
            出典：帝国データバンク調査結果 期間：2012年5月21日～31日、対象：2万2,955社 有効回答数 1万467社（45.6%） 

海外事業を行う上での障害や課題  〔複数回答３つまで〕 

注）左記（ ）の数
字は、今後2～3年で
海外進出する意向の
ある日本企業の回答 

Copyright © HIDA総合研究所 
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海外に勤務する人材の育成方法 

 出典：商工中金調査部「中小企業の海外進出に関する認識調査」 調査時期：2012年7月 ※2012年10月3日公表  

Copyright © HIDA総合研究所 

産業別比較 

従業員規模別比較 



■アジアでの官民連携による技術協力 
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日本国内事業 海外事業

Ⅰ．輸出型 ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀｰ

Ⅱ．直接販売型 自社販売会社

Ⅲ．直接生産型

現地生産、販売・ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ

Ⅳ．自己完結型

（自立型） 完結したビジネスシステム

Ⅴ．ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ

ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ型

参考：「日本企業 生き残り戦略」プレジデント社

開発
材料
調達

製造
ﾏｰｹ
ﾃｨﾝｸﾞ

販売
ｱﾌﾀｰ
ｻｰﾋﾞｽ

開 発、 財 務、 理 念、 価 値 観、 ビ ジ ョ ン

人 事

技 術 

リーダー 

労働資本集約技術(保守・加工・組立)、基礎的管理技術 ⇒ 知識集約技術(設計・デザイン等)と高度な管理技術 

  基礎的なスキル、テクニックを身につけている     ⇒ 問題解決ができ、独創的にものを考えられる 

フェーズⅢからⅣ、Ⅴへの移行による研修ニーズの変化が起きている（高度化、多様化） 

ア
ジ
ア
で
の
展
開
状
況

 

日本企業のグローバル化（海外展開プロセス）と研修ニーズの変化 

 出典：「日本企業 生き残り戦略」プレジデント社 
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タイ自動車産業界における技術研修ニーズの返遷とＡＯＴＳ研修事業と
の対応関係 出典：ＡＯＴＳ研修機関誌No.305 平成１６年経済産業省委託調査「経済協力評価事業」 ㈱三菱総合研究所 産業戦略研究部 
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

派遣企業（＝日系企業、大手、組立+Tier1）

　○国の政策動向（基本動向）

     政策変化
乗用車組立
規制緩和

国産化政策
撤廃

輸出の減免
措置拡大

域内関税
５％以下

　○タイ自動車産業の動向

　　　　新規工場設立、設備増強（自動車メーカー）
Ｔ社塗装工場
自動化向上

Ｔ社、Ｈ社
新組立工場

Ｔ社造型
工場設立

Ｈ社金型
会社設立

　　　　新製品の開発
アジアカー
の開発投入

次期量産車
の開発開始

Ｔ社Euro3
対応車投入

I社新型PU、
T社IMV発表

新型アジア
カーの投入

T社IMV投入

　　　　部品メーカーの進出動向

　　　　輸出拠点化動向

非派遣企業（＝地場企業、中小、Tier2,Tier3）

　○国の政策動向

　○タイ自動車産業の動向
　　　　　地場部品メーカーの一般動向

　　　　　　　　※Ｔｉｅｒはサプライヤー（部品メーカー）を指し、Ｔｉｅｒ１、２、３はそれぞれ一次（サプライヤー）、二次、三次を指す　　　　　　　　　

生産管理関連の研修が↑ 設計関連の研修が↑

72%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     ８５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９６％～１００％

自動車電装品、機能部品 金型、エンジン制御関連部品、機能部品 現地化設計製品

日本人従業員と円滑にコミュニケーションをとれるようになること（日本語力の向上）

製品開発・設計技術金型の製造・設計技術、高度な加工技術品質・生産管理技術現地化に伴う製造技術・管理技術

工程全体の管理・工程設計、PDCA、TPM、TPS、原価低減

作業標準の意識の向上 コスト、品質、納期に対する問題意識の向上 改善に対する問題意識の向上

　　　　　　　　※ＰＵはパワーユニットを指す

国産化政策（現地調達率、エンジン国産化）、関税段階的引き下げ 規制緩和と域内貿易自由化

輸出促進と外資規制撤廃

系列部品メーカーの機能
部品生産進出（TG、TB社等）

国内市場中心、一部基幹部品を
域内補完

ＰＵ、アジアカーを周辺国に輸出、機能部品の集約生産・輸出 ＰＵの生産集約と輸出基地化

稼働率低下に伴う輸出拡大（本社支援）

ＡＯＴＳ研修事業の推移

　　　　　　　　○対象商品

　　　　　　　　○技術プロセス

自由競争

ハイテク部品等 新規製品現地化（コモンレール、足回り等）

　ｌ、T社開発設計機能化
　ｌ、T、H社生産能力増強

国産化政策による保護 保護撤廃と地場企業底上げのための官民協力（ＴＡＩ等）

自動車生産の拡大により業績好転大手市場、外資と提携拡大

　　　　　　　　　　○人材に必要とされる要素（技術力の基盤）

現地化率（ピックアップ）

通貨危機後、リストラと一部売却市場拡大に伴い事業拡大

作業、日j常業務の遂行 管理業務の拡大

製造技術・管理技術、品質技術

作業標準の意識の向上、マネージメント能力

　　　　　　　　　非派遣企業（＝地場企業、中小、Tier2,Tier3）

○必要とされる技術の領域

　　　　　　　　○人材に必要とされる要素（技術力の基盤）

　　　　　　　　　　　タイ現地の従業員に期待する役割

役割に必要な要素

　　　　　　　　○必要とされる技術の領域

　　　　　　　　○人材に必要とされる技術の領域

技術移転ニーズの背景となる環境変化

技術移転ニーズ

　派遣企業（＝日系企業、大手、組立+Tier1）

市場の
拡大

通貨危機 WTO体制
成立

AFTA実
現

通貨危機で日本人駐在員減少



利用実績（タイ）※経済産業人材育成支援事業 受入研修（2008～2012年） 
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制度利用企業数 225社（2,068人） 内、中小企業数 113社（458人） 
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業種 研修技術 

全 

 

 

体 

中
小
企
業 

データ出所：  
（一財）海外産業人材育成協会（ＨＩＤＡ） 



利用実績（ベトナム） ※経済産業人材育成支援事業 受入研修（2008～2012年） 
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制度利用企業数 146社（1,324人） 内、中小企業数 77社（489人） 
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業種 研修技術 

全 

 

 

体 

中
小
企
業 

データ出所：  
（一財）海外産業人材育成協会（ＨＩＤＡ） 



３．日本企業の海外進出事例 

 

～タイ・ベトナム～ 
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①海外展開概要 

②成功要因（活用した支援策を含む） 

③今後の計画について 

A社：国内での原料調達・海外での生産という一貫体制を確立 

 1988年にタイ現地法人、2001年に中国現地法人を設立、日本から送られた原料をタイお
よび中国の会社で紡績、製糸をし、カーペット等を製造し日本に輸出している。2008年に、

リサイクル工場であった同社の大阪府内の工場に工場と本社機能を集約する際、製品加
工はすべてタイ、中国に移管した。 

 同業他社にさきがけて国内での原料調達そして海外での生産という一貫体制を確立した
ことが、コストパーフォーマンスに優れた商品を生み出すことを可能とした。また、事業拡大
の観点より、新商品開発を担うデザイナー（2011年1名、2012年1名）および現地での新規
マーケット開拓のための営業スタッフ（2011年1名）の研修をタイの子会社よりAOTS（現
HIDA）の研修制度を利用。 

 従来は現地で製造されたカーペットについては、ほぼ全品を日本向けに輸出していたが、
今後は日本以外の現地顧客（東南アジア、中国）の開拓を進めていく計画。そこでＨＩＤＡ制
度を利用して現地向け商品開発・営業の中核人材の研修を行う。 

Copyright © HIDA総合研究所 

タイ 

データ出所：  
（一財）海外産業人材育成協会（ＨＩＤＡ） 

大阪府、廃ペットボトル再生等 
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 同社は取引先からタイへの進出依頼もあったが、海外進出の背景は、同社にある設備機
械80台が余剰設備であり、遊休機械をタイで活用することにより、海外進出を低コストで行
えるとの試算に基きタイへの進出を決断した。2010年8月にタイ現地法人の設立登記を完
了し、同年10月にはチョンブリ県の工業団地内に工場建屋建設を開始し、60％の機械設備
を日本の工場より輸送して2011年5月に生産を開始した。 

①海外展開概要 

②成功要因（活用した支援策を含む） 

③今後の事業展開について 

 新工場立ち上げ要員となる中核人材6名の日本での研修にAOTS（現HIDA）制度を利用。

製造部リーダー、生産技術リーダー、品質保証・検査リーダーの研修を同社工場で行った。
研修に当たってはタイの工場に輸送される予定の余剰機械を使っておこなわれために円滑
に現地での生産開始を行うことができた。 

 タイでの操業は当面,日系農業機械メーカー等に納入する現地調達部品の製造に携わる
が、独自の取引先を開拓中であり、今後派遣元企業の従業員数を増員して、自動車部品
の製造も開始する。大手企業は海外生産を一層すすめており、サプライヤーの市場も日本
より現地の市場が拡大してきているために、さらに現地での生産を拡張していく計画。 

タイ 
B社：遊休機械・設備を利用して低コストで海外生産を展開 

データ出所：  
（一財）海外産業人材育成協会（ＨＩＤＡ） 

静岡県、四輪・二輪・ 

農業機械用精密部品製造 

//Tsrfl001/調査企画g/その他/GRIPS大野先生勉強会/発表資料/scan/img-X15144036.pdf


21 

①海外展開概要 

②成功要因（活用した支援策を含む） 

③今後の事業展開について 

C社：海外展開はトップが自ら納得いくまで 

 金属プレス加工業のみで経営していたが、プレス技術に新たな付加価値をつけたインサート成形事業を計画。同計
画を千葉県の経営革新計画に認定してもらい、かつ中小企業金融公庫からの資金援助をあり、新たな事業を展開。
その後、事業拡大していく中でコストダウンを図るためにベトナムでの操業を決意。同じ時期に同社は社歴35周年を
迎えるにあたり、①グローバル化②人材育成を基本方針として掲げ、この方針を実現するために海外展開は生き残り
策と考えた。 

＜自ら現地に足を運ぶ＞ 

 JETRO千葉等が主催するベトナムミッションに参加し、現地を視察。その後も自ら何度も現地に飛び、進出に向けた
情報収集、関係機関等の交渉を行った。中小企業が海外進出の重要な点は、「社長自らが納得するまで現地に何度
も足を運ぶことが大事」（同社社長） 

＜夢を持って挑戦＞ 

 海外での課題、問題は日本では想定しないことが色々起きるが、それを面白いと思って取り組んでいくことが大事。 

＜様々な支援スキームを有効に活用＞ 

 進出前～進出後において、JETRO、JITCO、ABIC、HIDAなどを活用。活用できる制度は様々あるので有効に活用
していくことが中小企業には大切。 

 日本のものづくりの伝承をベトナムで行っていき、日本製をベトナムで作る「メイド・バイ・ジャパン」を実現していきた
い。そのためにいかに現地の人材の技術とモチベーションをあげていくかが課題である。 

Copyright © HIDA総合研究所 

ベトナム 

データ出所：  
（一財）海外産業人材育成協会（ＨＩＤＡ） 

千葉県、精密金属プレス加工等 
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①海外展開概要 

②成功要因（活用した支援策を含む） 

③今後の事業展開について 

D社：ベトナムに活路を見出す 

 製靴業は、ファッション性や季節・流行等の変化に伴う商品のモデルチェンジが多いため、機械化が
難しく、熟練した職人が不可欠な産業である。しかし、日本国内では職人の多くが70歳を超える一方、

技術を継承する人材を確保できていないため、今後事業を継続する上で極めて深刻な事態となり生産
拠点を移すことを検討。平成18年にベトナム・ホーチミン市に100%出資の子会社を設立した。ここでは
日本の本社向けの製品を加工・製造している。 

 同社は、まずHIDAの専門家派遣制度を利用して、本社の社員をベトナムに派遣した。そして、現地
法人の社員に5S（整理、整頓、清潔、清掃、躾）を徹底させることで、金属片等の異物混入を大幅に削

減した。また、不良を減らすための技術指導を行い、日本で手直しする割合を半減させることにも成功
した。 

 次に、HIDAの研修制度を利用して現地法人の社員を日本に受入れて研修を行った。これは、製靴技

術や品質管理手法を身につけさせるだけでなく、日本のものづくりの考え方を理解させることを目的と
しており、生産性の向上にも大きく貢献している。 

 こうした人材育成を続けている中、幹部候補に育ってくる社員も出てきており、現在では彼らに本社の
考え方を理解させる目的でもこの制度を活用している。 

 現在、ベトナムの現地法人では日本の本社で扱う製品の約30%を製造しているが、今後はこの比率
を上げて、同社の主力生産拠点とする方針である。 

Copyright © HIDA総合研究所 

データ出所：  
（一財）海外産業人材育成協会（ＨＩＤＡ） 

埼玉県、製靴業 

ベトナム 



４．ローカル人材育成の効果 

Copyright © HIDA総合研究所 
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制度利用企業の声   HIDA「2012年度経済産業人材育成支援事業評価報告書」より 

【a社 建材製品加工・塗装】 

日本並みの品質を教えたいがベトナムでは過剰品質と思われがち。日本での研修は、品質重視の顧客
ニーズを体感・実感してもらう絶好の機会。ベトナム工場の５Sは十分ではないが、日本の研修に
行った人間が実習を通じて身につけてきた。他の従業員も「自分も頑張れば日本に行くチャンスがあ
る」という動機付けにもなっている。 

24 

【b社 鋳造品製造】 

研修制度を活用することは現地の生産レベルを上げるだけでなく、「従業員を大切にし、育ててい
く」という会社の方針・姿勢を示すことができる。 

【d社 非鉄金属】 

鉄構造物の最終製品を製造していくためのコア技術である溶接技術のレベルアップがHIDAの研修制
度を活用することで可能となった。ワーカーレベルよりワンランク上の職位に対する人材育成には
HIDAの制度が効果的であった。 

【c社 繊維】 

技術研修は工場立ち上げスタッフを養成する上で最適。自社のタイミングで招聘できることに加え、
６週間の一般研修で日本語を学べるため、駐在員とのコミュニケーションにも効果的である。 
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【d社 産業機械】 

日本のものづくり現場を見たことで、仕事に対する取り組み姿勢が大きく変わった。仕事に対する責
任感、時間厳守、相互尊重、清潔さ等を体得した。対日本本社のコミュニケーションも改善した。 
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自己統制（情緒安定性、統制力)

その他の能力
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受入研修による研修生の意識変容・行動変容 

日本に招聘して行う受入研修（技術研修・管理研修）に参加した研修生は、専門分野の知識・技術の習得
に加え、人的交流や異文化体験等を通じて意識変容・行動変容を来たし、行動能力の向上が見られる。 

① 行動能力の向上（積極性や意欲が特に高まる） ③ 帰国後も高まり続ける日本への関心 

2.6%

10.7%

34.0%

52.6%

非常に大きく高まった 

やや高まった 

かなり高まった 

変化はない 

② 職場での技術移転の結果 ④ 人生を振り返った時に受入研修参加が持つ意味  

2008年実施の成果事例調査の結果から 
 【有効回答数：78カ国 3,963名】 

28.5%

50.3%

20.6%

0.6%

非常に大きい効果があった 

かなり効果があった 

やや効果があった 

効果はなかった 

1.6%

2.6%

4.5%

6.7%

11.3%

12.0%

19.3%

19.6%

22.4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

日本に対する理解の向上

人生を変えるようなまたとない経験

自己の成長に繋がる経験

専門の知識技術の向上

視野の拡大

他の研修生との良い交流機会

キャリアアップのきっかけ

時間管理やその重要性の実感

その他
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進出国における人材育成のポイント 

• 日本のものづくり文化を現地で実現 

• 日本本社と現地工場の橋渡し役人材の育成 

• 自ら問題解決ができる自律的な人材の育成 

26 

経営の現地化の推進 

強い海外工場の実現 

競争力のある企業 

Copyright © HIDA総合研究所 



５．HIDA総合研究所が展開する 
サービスのご案内(自主事業) 

Copyright © HIDA総合研究所 
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ＨＩＤＡ総合研究所（HRI） 

Global Interface Japan 事業概要      

HIDA総合研究所は、世界43カ国71地域に広がる「知日家・親日家」AOTS同窓会ネットワークと連携し、 

海を越えて諸外国との人と人、企業と企業をつなげるプラットフォーム（Global Interface Japan）を構築し、 

経済・技術・人材交流を促進するとともに、友好関係の増進に寄与していきます。 

世界に広がる同窓会ネットワーク 

海外と日本との共生に向けて 「人と人、企業と企業をつなげます」 
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帰国研修生とのつながり （英文メールマガジン配信） 
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アジアを中心とした世界１３４カ国、約２５，０００人のビジネスパーソン 
※2011年度データ 
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現地日系企業・ローカル企業の管理職が主な読者 
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帰国研修生とのつながり （AOTS Facebook） 

7,000人を超える「いいね！」ユーザー （2013年12月13日時点） 
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企業の 
新興国展開 
支援サービス 

週間ニューズレターの無料配信 〔有料広告掲載〕 
ホームページによる情報配信     〔有料広告掲載〕 

情報配信 

サービス 

月刊自主調査レポートの有料配信〔会員は無料〕 

海外調査 

サービス 

民間・政府・自治体による委託調査 
（アンケート、テストマーケティング、ヒアリング、情報収集等） 

ビジネス交流 

サービス 海外企業視察 

自主調査（産業調査、市場調査、人材育成調査、他） 

会員専用ビジネス交流ポータルサイト”Japan Platform” 

                           （企画中） 

HIDA・AOTS同窓会ネットワークとの協業ならではの、現地に密着したユニークなサービスを提供
いたします。 

日本と途上国の企業とのSkype商談会/交流会/海外展示会 

企業アポ取り、英文コレポン、英文書作成等の業務代行 

Global Interface Japan 事業サービスの内容 
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≪ホームページ・メールマガジンの内容≫ 
 
日本語版  
新興国展開を考えている、または既に展開をし
ている日本企業の経営層や海外事業部等の皆様
に対して、新興国の経営者、企業概要、業界状
況、市場、人材育成等に関わる情報を紹介しま
す。 
 
英語版  
新興国ローカル企業の経営者、管理者層、エン
ジニア層に対して、日本企業の経営者、企業概
要、技術・製品等を紹介します。 

新興国の企業・ビジネス情報を日本産業界に、日本の企業・ビジネス情報を新興国産業界に発信します。 

情報配信サービス HRI情報配信ホームページ、メールマガジン 

有料海外広告の募集！！ 

情報配信ホームページ 
http://hri.hidajapan.or.jp/ 

 HRIメールマガジンは、134カ国2万5千人の
HIDA元研修生（経営層・管理層・エンジニア層）
を中心に配信しており、海外広告を有料掲載するサ
ービスも行っています。 

 また、同窓会を通じた新興国での新聞・各種メデ
ィアでのローカル言語によるオプション海外広告サ
ービスもございます。詳しくは、HRI総合研究所へ
お問合せください。 

Copyright © HIDA総合研究所 
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メールマガジン 



海外調査サービス 産業調査、アンケート調査 

企業の発注に基づき、同窓会ネットワーク網を駆使して海外の産業調査やアンケート調査を行います。 

実施 

日本企業 
同窓会ネットワーク 

調査依頼 

調査結果
納品 

報告 

計画 

HIDA総合研究所 

新興国ビジネス調査サービス 

レポーティングサービス 

アンケート調査サービス 

調査サービス例 

①レポーティングサービス：産業調査（市場状況、労務管理の実態、現地での貴社製品のニーズ等） 

             簡易調査（特定の製品や技術に関するニーズ、価格など） 

 

②アンケート調査サービス：アンケート調査（製品の市場受容性や現地嗜好 、異文化への考え方等 ） 

             訪問先アポイントメント手配 （企業・調査先アポイントの代行） 

主な実施対象国（例）： 

インドネシア、マレーシア、
フィリピン、タイ、ベトナム、
中国、インド、バングラデ
シュ、スリランカ、メキシコ
等 

実施 
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○○株式会社 
部品製造業 
日本・東京都 
○○製造、輸出 
高品質、短納期 
○○部品委託 

ABC Co., Ltd. 
精密機器製造 
タイ・バンコク 
部品製造請負 
ISO取得、短納期 
部品製造請負 
‘98年生産管理 

＜課題＞ 
・海外輸出・輸入したい 
・生産委託先を探したい 
・合弁パートナーを探したい 
・現地取引を拡大させたい等 

 

＜課題＞ 
・日本に輸出したい 
・生産委託を請け負いたい 
・合弁パートナーを探したい 
・機械を購入したい等. 

Japan Platform 上の情報交換による 
ビジネスマッチング 

新規受注、 
取引先拡大 

登録日本企業 登録新興国企業 

企 業 名 ： 
企 業 分 類 ： 
所 在 地 ： 
業 務 内 容 ： 
ｾ ｰ ﾙ ｽ ﾎ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ： 
交 流 希 望 ： 

企 業 名 ： 
企 業 分 類 ： 
所 在 地 ： 
業 務 内 容 ： 
ｾ ｰ ﾙ ｽ ﾎ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ： 
交 流 希 望 ： 
元 研 修 生 ： 

日本企業 

有料オプションサービス：マッチング検索サービス、翻訳サービ
ス、テレビ会議による面談、現地訪問アレンジ、海外ビジネス調査
等 

ビジネス交流サービス Japan Platform ジャパン・プラットフォーム 

HIDA総合研究所（HRI）のホームページ上に、会員専用のビジネス交流サイト“Japan Platform”を
構築予定（企画中）。日本企業と新興国のローカル企業とのビジネス・マッチングをWeb上で支援しま
す。 

新興国企業 

会社プロフィール 会社プロフィール 

Japan Platform  
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HIDA総合研究所は、チェンナイ同窓会、TACNITI（タミールナド州インド日本商工会議所）、神奈川
県中小企業団体中央会、横浜インドセンターの協力のもと、Skypeを活用したチェンナイと横浜の企業
ビジネスマッチングのデモを2013年2月6日～8日に横浜テクニカルショウで実施。日本側・インド側
各6社の参加を得た。 

・参加日本企業の感想例 

「Skypeでの商談前は、インド側企業のホームページを見てうまくいかないと思っていたが、実際に話してみると想像 

とは大きく違って、かなりしっかりしている企業だということがわかった。インドで実績のある○○社のブランドで 

売ってくれるという話になり、まさにそういうインド企業を探していたので商談話が前に進んだ。製品カタログが欲し 

いと言ってくれたので、これからすぐに送りたい」 

 上段：日本側参加企業            

 下段：インド側参加企業 

 

①Ａ社〔食品冷凍機器の製造、販売〕  

 Ｕ社〔熱交換器、バルブ、建設機器部品などの製造〕 

 

②Ｂ社〔専門商社〕 

 Ｖ社〔日系企業への弁当サービス〕 

 

③Ｃ社〔熱処理加工〕 

 Ｗ社 〔熱処理加工〕 

 

④Ｄ社〔ネジの製造〕 

 Ｘ社〔金型や工具の部品（ピン、バネ等）製造・販売〕 

 

⑤Ｅ社〔パイプの弁、線量計等の製造・販売〕 

 Ｙ社〔ステンレス部品の製造・販売〕 

 

⑥Ｆ社〔スチールベルトの製造・販売〕 

 Ｚ社〔機械のボールスクリュー、チェーンの製造〕 

横浜テクニカルショウ＠パシフィコ横浜、プレゼンテーション会場  
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ビジネス交流サービス Skype商談会 



ご清聴ありがとうございました 
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一般財団法人海外産業人材育成協会（HIDA） 
HIDA総合研究所 

Tel: 03-3888-8215    Fax: 03-3888-8242  
E-mail: hri@hidajapan.or.jp 

URL: http://hri.hidajapan.or.jp/ 
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