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2012 年を振り返ると、中東地域では前年から続いた
「アラブの春」に進展があった。エジプトでは大統領選
挙や議会選挙が行われ、イエメンでは大統領が交代し、
政情は落ち着きを見せ始めた。その一方でシリアは反
政府グループとの衝突が激化し内戦状態に突入。イス
ラエルとアラブの対立も続くなど、13 年も一部では先
行きに予断を許さない状況が続くとみられる。

欧州では債務危機が深刻な状況に陥る中、フランス
では 17 年ぶりに社会党の大統領が誕生した。危機脱
出のために財政緊縮路線からの転換が求められている。
欧州債務危機は発生から丸 3 年が経過し、欧州連合

（EU）がスペインを支援する事態にまで悪化した。EU

海外事業リスクに一層の留意を1

や欧州中央銀行（ECB）は加盟国経済や通貨ユーロ防
衛のためあらゆる手段をとる覚悟だが、まだ火種はくす
ぶる。

11 月には米国の大統領選挙で現職のオバマ大統領が
再選された。外交は国連重視の協調路線だが、国内で
は自動車労組への配慮などによる保護主義化も懸念さ
れる。

日本経済は震災からの復興の過程にあるが、海外経
済の減速の影響から企業の生産や消費が減退し始めた。
9 月には尖閣諸島国有化を巡り中国で大規模な反日デモ
が発生、日系百貨店や工場が暴徒に襲われ、数多くの
日系企業が工場の操業休止や店舗の休業に追い込まれ
た。中国では国家主席が交代することとなり、習近平新
主席の下で中国がどのような政治的、経済的かじ取りを
していくのかが 13 年の最大の注目点だろう。

◎ 世界経済の回復ペースは緩やか
IMF による 12 年の世界経済の成長率見通し（12 年

10 月発表）は 3 . 3％で、11 年の 3 . 8％成長からさらに
減速という予想だ。ユーロ圏で景気後退（マイナス成
長）が予想されるなど欧州経済の不振が目立つ。また
中国、インド、ブラジルなどの新興国の経済も欧米経済
の低迷を受けて軒並み成長が減速した。IMF は、13 年
に入って成長率は上向くが回復ペースは緩やかで伸び
率は 3 . 6％にとどまるとの見方を示している。うち先進
国は 12 年の 1 . 3％からユーロ圏の成長がプラスに転じ
ることを見越して 1 . 5％、新興国は 5 . 3％から 5 . 6％に
回復するとする（表）。IMF は欧州債務危機の一段の悪
化、日米の財政問題解決の遅れ、新興国の潜在成長率
のかげりを世界経済の下振れリスクと捉えている。

◎ アジアビジネスのリスクが顕在化
世界経済の下振れリスクとともに、近年にわかに注

　2012年9月に発生した中国における反日デモは、海外
事業におけるリスクをあらためて認識させられた。欧州債
務危機の影響はアジアなど新興国にも多大な影響を及ぼ
しつつあり、各国は軒並み経済成長の鈍化に見舞われて
いる。しかし、新興国市場の魅力は大きく、将来的な評
価は決して揺らいでいない。アジア地域では大型の自由
貿易協定が複数構想されるとともに、高速道路網などイン
フラ建設も進んでいる。企業のサプライチェーン環境は大
きな改善が期待できる。
　将来的な内需の縮小が懸念される日本において、企業
にとっては輸出であれ直接投資であれ、海外ビジネスによ
り注力して新興国市場などの成長を取り込んでいくことが
活路を見いだす一つの道だ。ただ、海外ビジネスに取り
組むにはこれまでとは違った資源が必要となる。中でも重
要なのはグローバル人材だろう。2013年、あるいはその
先の国際ビジネスを展望する上での視点を以下の4点に絞っ
て取り上げてみた。
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（単位：％）
伸び率 2010年 2011年 2012年（予測） 2013年（予測）

世界 5.1 3.8 3.3 3.6
先進国 3.0 1.6 1.3 1.5
日本 4.5 ▲ 0.8 2.2 1.2
米国 2.4 1.8 2.2 2.1

ユーロ圏 2.0 1.4 ▲ 0.4 0.2
新興・途上国 7.4 6.2 5.3 5.6

アジア 9.5 7.8 6.7 7.2
中国 10.4 9.2 7.8 8.2
インド 10.1 6.8 4.9 6.0

ASEAN5カ国 7.0 4.5 5.4 5.8

表　世界の国・地域別GDP伸び率見通し

注： 先進国および新興・途上国の定義はWEO(IMF)による。ASEAN5カ国は、 
インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム

資料：「WEO, October 2012」（IMF）を基にジェトロ作成

目を集めているのがカントリーリスクやオペレーション
リスクだ。前者はその国に属している性質で、政府の
不透明な政策運営や領土問題などの政治・外交リスク、
自然災害や腐敗・汚職、高齢化などの社会リスク、マ
クロ経済運営やインフラ未整備などの経済リスクが挙
げられる。後者には、代金回収や模倣品などの生産・
販売リスク、賃金上昇や労働争議や労働者の質などの
雇用・労働リスク、税制や税務調査などの財務・税務
リスクがある。

11 年の日本の対外直接投資は 9 兆 1 , 2 6 2 億円で
08 年の過去最高に次ぐ規模となった。12 年も 9 月ま
でに 7 兆 433 億円と、11 年に匹敵する規模だ。うち
27％がアジア向けだった。対外直接投資の残高も 11
年末で 75 兆円に達した。これについても 27％の約
20 兆円がアジア向けだ。2000 年末のアジア向けは約
18％だったことからこの 10 年でアジア向けの直接投
資が活発化したといえる。経済産業省によると 10 年
度末の日本企業の海外現地法人数は約 1 万 8 , 6 0 0 社。
うち 62％に相当する約 1 万 1 , 5 00 社がアジアに進出
している。

欧米への進出に比べて、アジアビジネスではリスク
への留意がより必要だ。例えば、従業員の賃金上昇は
アジア諸国に共通するリスクであり、中国では調達コ
ストの上昇も近年では問題化している。インドなど南
アジアでは停電など電力供給の問題が指摘される。さ
らにアジアでは模倣品などの知的財産権問題は今でも
深刻だ。商標登録や特許出願など知財対策は必須だ。
いずれも日本ではなじみの少ないリスクだろう。日本
企業の海外進出意欲は 13 年も旺盛と見られるが、海
外ビジネスのリスクにより一層の留意が必要である。

世界の自由貿易協定（FTA）は約 250 件あり、う
ち 3 分の１を占めるのはアジア大洋州地域の 50 件。世
界の FTA が集まる集積地帯となっている。10 年には
ASEAN 原加盟国でほぼ全ての貿易品目の関税無税化
が達成されるなど、ASEAN を核とした FTA ネット
ワークが完成した。ASEAN+ 1（日本、中国、韓国な
ど）の FTA を活用する日本企業が増えており、ジェ
トロのアンケート調査でも、「既に利用している」と

「利用検討中」との回答率はさらに伸びて合計で 40 〜
60％程度に及んでいる。

◎  東アジアの 
地域包括的経済連携（RCEP）が進展

米国が主導する環太平洋パートナーシップ（TPP）
協定には、12 月の第 15 回交渉会合から新たにカナダ
とメキシコが加わり、交渉参加国は 11 カ国となった。
13 年も早期の交渉妥結を目指して引き続き交渉が続け
られることになっている。日本は 12 年初から地域シン
ポジウムによる国民への普及啓発活動や国内関係産業
団体などとの意見交換を重ねている。同時にシンガポー
ルやベトナムやマレーシアなど、アジアの TPP 交渉参
加国とは順調に協議を進め、日本の参加につきほぼ内
諾を得た。しかし米国、オーストラリア、ニュージーラ
ンドからは自動車や農産品やサービス分野などで厳し
い交渉参加条件を突きつけられている。加えて国内の
反対の声も依然として根強く、交渉参加のめどは立っ
ていない。

日本が他に取り組んでいる大型 FTA には日・EU、
日中韓、東アジアの地域包括的経済連携（RCEP）が
ある。日・EU は欧州委員会が EU 全加盟国に日本との
FTA 交渉の許可を求めるべく動いているが、自動車生
産国は難色を示している。日中韓は尖閣諸島や竹島問
題が発生し、当初予定していた 13 年初の政府間交渉開
始の実現が危ぶまれたが、11 月 20 日の 3 カ国経済貿
易大臣合会で、交渉入りが決まった。

これらに比べて 13 年中の進
しんちょく

捗が最も有望なのが
RCEP だ。12 年 11 月の ASEAN 関連首脳会議で 13
年初からの交渉開始が決定した。RCEP は ASEAN が

広域FTA形成を視野に 
サプライチェーンの構築を2

つの視点4国際ビジネスを見る
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図1　アジアを巡る世界のFTA

主導し、当初の前提では ASEAN+ 6 を加盟国として交
渉が行われる。物品貿易、サービス貿易、投資と 3 分
野のワーキンググループを設置し、域内での企業のサ
プライチェーン改善を図る。RCEP の経済規模は世界
人口の 49％、世界 GDP の 28％、域内貿易は世界貿易
の 44％を占めるなど、経済規模では TPP に匹敵し、人
口と貿易では TPP を完全に上回る巨大 FTA だ。日本
との往復貿易額も TPP の 26％に比べて 48％を占める。
RCEP が締結されれば日本企業は関税撤廃や投資規制
の緩和や通関手続きの簡素化などを通じて、この広域
経済圏で貿易や投資のシームレスなサプライチェーンを
享受することが可能になる。交渉の進展に期待するとと
もに、企業はこれらの数年先の動きを見越したサプライ
チェーンの構築を目指すべきだろう。

この他、日本は二国間 FTA にも積極的に取り組んで
いる。オーストラリア、モンゴル、湾岸協力会議（GCC）、
カナダと交渉中で、コロンビアと交渉開始に合意し、ト
ルコとは政府間研究会が始まった。

日本が FTA を締結する国・地域との貿易額（輸出入
合計）は貿易総額の 18 . 6％で、韓国の 34％に後れを
取っている。現在取り組んでいる交渉が 13 年に順調に
進展すれば、15 年程度をめどに日本の FTA ネットワー
クは大きく拡大することが予想される。また、ASEAN
各国は 15 年の ASEAN 経済共同体（AEC）構築を目
指してさまざまな分野の取り組みを進めている。中でも
メコン地域をはじめとした ASEAN 各国の輸送インフラ
を整備する連結性（コネクティビティー）が AEC 実現
のために重要視されており、日本の政府開発援助や民
間資金の導入が期待されている。

◎ WTO交渉の進展に期待
WTO ドーハラウンドは足踏みをしているが、プ

ルリ（複数国間）による合意はいくつかの分野で進
展が見込まれる。一つは情報技術協定（ITA）の改
正交渉で、現在の無税貿易 IT 製品目の対象を拡大
するものだ。IT 製品の発達に応じてナビゲーション



資料：「WEO,October 2012」（IMF）を基にジェトロ作成
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  図2 世界の経済成長に対する先進国と新興・途上国の寄与率

中東では女性の社会進出やインターネットの普及などが進み、消費者としての女性の存在感が高まっ
ている

システム、デジタルビデオカメラ、DVD プレーヤー
なども対象となる。うまくいけば 2 〜 3 , 0 0 0 億ド
ルの貿易拡大効果が望まれるという。もう一点は高
度なサービス自由化を志向する複数国間で、サービ
ス分野のさらなる自由化を図る国際サービス協定構
想だ。日本を含む 20 カ国・地域程度が協議を始め
る。世界経済低迷時における起爆剤にもなり得るだけに、
これらの交渉が 13 年にどこまで進展するか注目だ。さ
らに 12 年にはロシアの WTO 加盟が交渉開始以来 19
年越しに実現した。今後大幅な関税削減や投資の自由
化が進展する見込みで、日本企業が新興国を攻める選
択肢として、ロシアも重要性を増してくる。

国立社会保障・人口問題研究所の人口推計による
と、日本の総人口は 50 年後の 2060 年には現在の 1 億
2 , 806 万人（2010 年）から 8 , 674 万人にまで減少す
る（出生中位推計）。少子高齢化社会が現実に差し迫っ
ている。生産年齢人口を従属人口で除したピーク値が
いつ来るのか計算したところ、日本は既に 1990 年代に
2 . 3 でピークを越えており、この値は 2050 年には 1 . 0
まで低下すると予測されている。しかしながら新興・途
上国では人口ボーナスのピーク値をこれから迎える国が
多い。例えば中国は 2010 年代、ブラジルは 2020 年代、
インドは 2040 年代となっている。新興国市場開拓が息
の長いビジネスとなることは必至だが、こうした指標も
どこの市場から開拓するかの参考になる。

◎  世界規模に広がる新興市場、 
新消費者に対応を

IMF の予測によると、10 年から 17 年までの世界の
経済成長の約 6 割は新興・途上国が寄与する見通しで、
先進国は 4 割にとどまる（図 2）。

新興・途上国全ての家計消費支出額を合計すると、
既に日本のそれの約 3 . 5 倍に達している。購買力平価
ベースで 1 人当たり年間所得が 4 , 000 〜 1 万 7 , 000
ドルの所得層を中間所得層と称しているが、これらは
2000 年に世界で 2 . 6 億人にすぎなかった。30 年には
12 . 4 億人に達すると見られており、そのうち 7 . 3 億人

新興・途上国の市場開拓を 
より深く幅広く3

が東アジア、1 . 6 億人が南アジアといわれている。これ
ら中間所得層は家電製品や自動車を購入するようになる
所得層であり、日本企業の得意先になることは確実だ。

世界全体に約 40 億人いるといわれる購買力平価で年
収 3 , 000 ドル以下の BOP（Base of Pyramid）市場も
引き続き注目だ。日本企業が長年培ってきた技術や製
品の中には、BOP 層のニーズに合致し、彼らの生活向
上の問題を解決・貢献するものが存在する。

日本企業の関心は、近年では従来の中国、ASEAN
主要国、インドといったなじみのある国から、ミャン
マー、カンボジアなどのメコン諸国、パキスタン、バ
ングラデシュ、スリランカなど南アジア諸国からイラク、
トルコ、東欧のルーマニアやブルガリアにまで至るイン
ド西方市場、ひいてはアフリカの北岸のマグレブ諸国や
サブサハラ諸国にまで及んでいる。WTO 加盟を果たし
たロシアも極東地域は日本の至近にある。これら新たな
新興国に関してジェトロに寄せられる問い合わせは確実

つの視点4国際ビジネスを見る



インドの公立病院の廊下。インドの医療機器市場の伸びは中国以上ともいわれる
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に増えている。アジアの高齢化も視野に入っており、日
本のシルバーサービスのアジア地域への移植も本格化
してくるだろう。さらには民主化が実現した一部の中東
諸国では女性の社会進出がようやく動き出した。従来、
消費者として表に出てこなかったこれら女性消費者層を
対象にしたマーケティングも今後重要になろう。

◎ 日本の「サービス」は中国からさらに先へ
日本のサービス産業のアジアでの攻勢も目立っている。

日本の主要コンビニエンスストア 5 社の海外店舗は約
4 万 4 , 600 店。うちアジアに 3 万 5 , 000 店舗あり、日
本の 4 万 1 , 000 店舗を上回る勢いにある。特に近年は
外食産業や小売業の進出が盛んで、外食産業では日本
オリジナルのラーメンや和菓子などのほか、ベーカリー
や洋菓子などの進出例も見られる。山陰地方のあるスー
パーのように、首都圏や関西圏を経由せずいきなり上海
に進出するケースもある。また東北地方のあるカジュア
ル婦人服のチェーンは北京、上海、広州、成都など中
国の 12 都市に計 250 店舗以上出店している。

ジェトロのアンケート調査ではこうしたサービス企業
の進出先は 42％が中国、以下米国 18％、シンガポール
8％、台湾 5 %、ベトナム・タイ・韓国 4％と続く。中国
が圧倒的だが、今後は以前から中国の次に人気があっ
たシンガポールやベトナムやタイなど ASEAN 諸国の
人気も上昇するかもしれない。日本のサービス産業に
とっては、海外進出の際には信頼できるパートナー発掘、
現地の嗜

し こ う

好に合わせたマーケティング、日本式のきめ細
かいサービスなどがキーワードとなろう。

◎ 自動車、医療機器、環境ビジネスに商機
新興国市場開拓に当たり狙いの産業は何だろう。ここ

では自動車、医療機器、環境ビジネスを挙げたい。
世界経済が減速する中、リーマンショック後に順調に

回復してきた世界の自動車販売も、欧州債務危機の深
刻化や新興国の経済成長の鈍化から見直しを迫られて
いる。しかしながら長い目で見ると、新興国の自動車需
要は人口の増加と中間層の台頭に応じて今後も有望だ。
自動車メーカー各社も、エネルギー制約を受けず地球
温暖化問題にも対応可能な電気自動車や低燃費エンジ
ンや車体などの開発に余念がない。この分野は日本が
有する技術力を最大限に発揮できる産業といえよう。

世界の医療機器市場は 20 兆円以上といわれる。こ
のうち約 4 割が米国で日本が 1 割強、以下もドイツ、
英国と続き、中国はまだ世界全体の 3％程度だ。しか
しながら新興国の人口増加と高齢化現象は、医療機器
へのニーズを自然と増加させる。中国の医療機器市場
は 15 年には 10 年の規模の 2 倍になるという。優れた
医療機器を生み出す条件は、優れた医療技術とものづ
くり技術だ。ノーベル賞を受賞した山中信弥教授の例
でも明らかなように日本の医療技術は世界でトップクラ
スであり、ものづくりの優秀さはいうまでもない。この
分野はまだ先進国市場のニーズが大きいが、将来への
布石と捉えて新興国市場の動向にもウオッチが欠かせ
ない。

世界の電力消費も 10 年には非 OECD 諸国の合計
シェアが 54％と、OECD 諸国のそれを上回った。電力
ニーズが新興国にシフトする中で、これら諸国による
石油や石炭など化石燃料の大量消費に厳しい目が向け
られており、これら諸国でも再生可能エネルギーの導
入が急がれている。

10 年の世界の太陽光発電導入量はドイツ、イタリア、
日本、米国の 4 カ国が世界の 7 割を占めていたが、15
年には上記 4 カ国のシェアは約 4 割に縮小し、代わりに
中国やインドのシェアが高まり、合わせて約 24％にま
でなるといわれている。また、風力発電では既に 10 年
において中国が世界一のシェアを占め、インドも同 5 位
という設置導入量実績となっている。太陽光発電や風
力発電などにおいて、中国やインドは世界最大の市場
になる潜在性を秘めている。

太陽光も風力も、欧米メーカーと新興国企業がしのぎ
を削る競争が厳しい分野ではあるが、今後の市場拡大
規模を考えると日本企業に巻き返しの余地は十分あろう。



資料：日本政府、各経済団体の資料、企業ヒアリングを基にジェトロ作成 
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図3　グローバル人材に求められる能力

外国語でのコミュニケーション能力（英語など）

❶行動力：海外ビジネスでは、基礎
的な資質の中でも、未知の領域に積
極的にチャレンジする行動力が特に求
められる。
❷発信力：海外では互いの意見が異な

ることを前提に、議論しながら合意形成を図ることが
多いため、自分の立場や意見を相手に伝える発信力
も重要。
❸異文化活用力：日本と異なる価値観やコミュニケー
ション方法を認識。違いを善悪や優劣で判断せず、
価値観が異なる相手と協力して仕事を遂行する。加
えて、異なる文化の人材が持つ強みを認識し、その
強みを活用することで新しいアイデアや価値を生み出す。

■ 海外ビジネ
ス経験（駐在
経 験 など）、
当該職種で
必要な専門

知識、 リーダーシップ・マネ
ジメント能力（外国人スタッ
フを含む）。
■  グローバルな視野や人脈

など。

追加
要件

３つの
要件

また日本が得意とする省エネ分野、ゴミ処理や下水処
理などのクリーン分野のニーズも大きい。これらは脱硫
装置や膜技術など大規模な公害を経験して技術を蓄積
してきた日本のハイテク技術の出番といえよう。

ジェトロのアンケート調査では、今後輸出の拡大を図
る中小企業が 48％、現在輸出を行っていないが今後検
討すると回答した企業は 11％と、併わせて 6 割に達し
た。ターゲット国は中国、米国、インド、インドネシア、
タイと主にアジアが続く。また、海外進出について今後
事業規模の拡大を図るという中小企業の割合は 08 年度
の調査に比べて 11 年度は 6 割も増えた。海外進出の意
欲は後戻りできない水準にまで盛り上がっている。

◎ 中小企業も自力で海外へ
東日本大震災によるサプライチェーンの崩壊や原子

力発電所休止に伴う電力制約などによるリスク分散意
識の高まり、市場の成熟化や少子高齢化に伴う従来型
需要の縮小、史上最高水準の円高の定着などから、大
手の電機、機械メーカーなどのアジアを中心とした生
産シフトが顕著になっている。従来それらの企業に部
品や材料を納入してきた中堅・中小製造業者は、国内
における注文の減少から売上高の減少や赤字決算に悩
まされ、廃業に追いやられるところも少なからず出てき
ている。

それでは、これら部品サプライヤーも大手に従って
海外現地進出すればよいかというと、ことはそう簡単で
はない。部品サプライヤーは海外市場においては地力
をつけた現地企業と横一線の競争にさらされる。待っ
ていれば注文が来る時代は終わった。中小企業といえ
ども、今後は大手取引先からの海外進出サポートも容
易には得られず、独力で進出し、販売先をも自ら開拓
する必要に迫られている。

中小企業が海外に進出する際に、第三国企業とのア
ライアンス（業務提携）という手法がある。例えば、中
国進出に際して台湾企業と組むケースだ。台湾企業の
中国市場におけるプレゼンスやマーケティングノウハウ
は日本企業にとっても十分に活用に値する。知的財産

中小企業もグローバル人材の 
確保を4

の流出など留意すべき点はあるが、自社の弱点を逆に
得意領域とする第三国企業と組んで解決するという方
法も検討に値しよう。

◎ ブリッジ人材を活用
中小企業にとって、海外取引を担当するグローバル

人材や海外も含めた経営管理能力が求められる時代
が到来した。グローバル人材には外国語でのコミュニ
ケーション能力があることを前提に、行動力、発信力、
異文化活用力が求められる（図３）。大企業を中心に
留学生、外国人人材、若手社員などのグローバル人
材の育成と確保が急務となっており、各社とも大規模
な研修や若手の海外派遣などを実施している。しかし
ながら、中小企業では社内人材を育成する費用も時間
もなく、大手と競合するため新規採用もままならない。
そもそも海外駐在を前提に入社してきた人材が少ない
のが中小企業の特徴だろう。

ただ、中小企業の中にも経営者の創意工夫で、留
学生を活用したり、技術研修生を活用したり、青年海
外協力隊の元隊員を活用したりして自社の海外取引を
担わせるケースがある。キーワードはブリッジ人材だ。
法務省と日本学生支援機構（JASSO）によると、11
年時点で日本の外国人留学生は 13 . 8 万人。毎年 4 万
人近い学生が大学などを卒業するものの、実際の就
職者は 8 , 0 0 0 人に満たない。留学生と企業との間に
ギャップがあるのが現実で、このギャップを埋めるよ
うな努力を政策で補うことも必要だろう。 13 年はグ
ローバル人材元年として中小企業のグローバル人材の
確保・育成と活用が一つのキーワードとなろう。 

つの視点4国際ビジネスを見る


