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世界のビジネス潮流を読む

エリアリポート

World世 界
海外でも日本企業と競合

ジェトロ海外調査部国際経済研究課　　中村　江里子

「拡大著しい海外需要を取り込む」――。これは近
年の日本企業の事業戦略を語る上で欠かせないキーワ
ードである。大企業に限らず、中小企業でも海外ビジ
ネスに対する意欲は高い。中小企業の海外進出も進ん
ではいるが、輸出の役割も依然として大きい。また、
これまで国内市場だけでビジネスを進めてきた中小企
業も、海外需要を取り込もうと輸出意欲が高まってい
る。

中小企業にとって輸出の果たす役割は大
海外ビジネスを実施するに当たり、輸出か、それと
も海外進出かを選択する際、中小企業はどのように考
えるのか。ジェトロが実施したアンケート調査注で、
「国内にとどまり海外需要は輸出で取り込みたい」と
回答した企業は大企業が 6.6％だったのに対し、中小
企業は 28.0％に上った。さらに従業員の少ない小規模

企業に限れば、比率は 33.7％に増える。海外進出のボ
トルネックとして、資金調達や海外事業を担う人材の
確保の困難さなど経営資源の不足を挙げる企業が多く、
海外進出のリスクの大きさに躊

ちゅう

躇
ち ょ

する声も寄せられた。
経営資源に限りのある中小企業にとって、海外進出に
は依然として高い障壁があるのだ。
実際、今後の輸出方針については 73％の中小企業

が「さらに拡大を図る」と回答した。前回調査から縮
小したものの高い比率を維持した（図）。一方で輸出
の縮小や撤退を考える企業は 1％に満たず、ほとんど
の中小企業が今後の経営戦略に輸出を組み込んでいる
姿が見える。さらに今回注目されるのは、新規に輸出
に取り組みたいとする企業の比率が増えたこと。これ
までは国内市場向けのみでビジネスを進めてきた企業
が輸出意欲を高めているわけだ。このように海外への
企業進出が進む中でも海外ビジネスへの糸口として輸
出が果たす役割は大きく、裾野は広がり続けている。

近隣アジア市場の先に見据えているのは
輸出先として中小企業が想定している市場はどこか。

新規に輸出を開始あるいは拡大したいとする企業に、
輸出先として重視する市場を全て選んでもらった。そ
の結果、今後の輸出戦略上、最も多くの中小企業が輸
出先として念頭に置くのが中国だった。企業の 4割超
が中国を視野に入れている。続いてタイ、インドネシ
アとアジア新興国が続き、米国やベトナムでも 3割を
超える企業が輸出拡大の余地あり、と考えている（表
1－①）。
だが、この結果は予想通りではないだろうか。中国

は日本にとって最大の輸出先であり、成長が減速した
とはいえ巨大市場であることには変わりない。タイ、
インドネシアも中間層の増加から一層の市場拡大が期
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図 �輸出に関する今後の方針（中小企業）

注：過去との調査結果と比較するため、ジェトロメンバーズ企業の回答に限定して集計
資料：�「2012年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」（ジェトロ海外ビジ

ネス調査）を基に筆者作成
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待されている。いずれも中小企業が今後の輸出戦略を
練る際に、おのずと視野に入る市場だろう。
ではその中で最も重要視しているのはどこか。今回

の調査では、重視する市場を複数選んでもらった上で、
さらにその中で企業が最重要と考える市場を一つ選択
してもらっている。例えば、重視する市場は中国、タ
イ、米国で、その中で最も重要と考える市場は中国と
いう具合である。これを市場ごとに「重視する」との
回答数に対する「最重要」の比率を算出、その上位を
示したのが表 1－②である。この比率が高ければ、そ
の市場に向けて輸出に積極的に取り組む企業の比率が
高いという目安となる。ここでも 1位は中国。輸出先
として中国を重視する中小企業444社のうち4割（179
社）が「最重要市場」と考えている。業種では化学、
一般機械、食料品などが目立つ。
中国に続くのは米国だ。巨大市場である上に経済も

上向きであることから、期待は大きい。米国市場は既
に成熟し、高度化、洗練化されている。それだけに、
輸出拡大には本気さが求められようが、魅力的な市場
であることは間違いない。米国市場を狙う主な業種は
食料品、プラスチック製品、繊維・アパレルなど。
「和」や「高機能」など企業それぞれの強み、特徴を
前面に出し、米国市場でのシェア拡大を狙うようだ。
その他の上位陣を比べてみると、表 1－①では上位

にランクされなかったミャンマーやロシア・CIS、ブ
ラジルなどが顔を出す。中小企業は輸出市場として近

隣アジアを見据えつつ、着々と次の一手を考えている
のだ。

輸出拡大はいつ？
中小企業が最重要と考える市場は、大企業も含め世
界が注目する市場でもある。当然、ライバルとなる企
業も多い。そこで既に輸出実績のある中小企業にそれ
ぞれの市場におけるライバル企業を尋ねたところ、中
国では中国企業、米国では欧米企業との回答が最も多
かったものの、中国、米国を含め、日本企業という回
答が目立った（表 2）。
「他国企業より、日本企業がライバル」との回答の
裏に透けて見えるのは、高水準の製品・サービスを求
める国内市場で培ってきた自信とともに、同じ土俵で
競争してきた国内の同業他社の脅威である。輸出拡大、
新規開始の理由については、「品質・技術レベルの高
い日本製部品の採用希望に応える」（電子部品）、「商
品の品質優位性が注目されている」（農業）と品質面
での競争力の高さを挙げる企業も多い。さらに「日本
の技術・パテント製品の販売に挑戦」（小売り）、「メ
ード・イン・ジャパンの可能性を探りたい」（卸売り）
との声もある。折しも 2012 年後半より為替は円安方
向にベクトルを変え、輸出拡大を狙う企業には追い風
が吹く状況となった。現状の傾向が続くのであれば、
輸出拡大に本腰を入れるには良い機会といえるのでは
ないか。�

注：�「2012年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」（ジ
ェトロ海外ビジネス調査）。13年1月実施。本調査はジェトロメンバ
ー企業を対象に02年度より開始。前回調査より対象企業をジェトロ
メンバー企業以外にも拡大。発送総数6,531社、有効回答数1,957
社（有効回答率30.0％）。うち中小企業は1,441社。なお、中小企
業の定義は中小企業基本法に基づく。小規模企業の定義は次の通り。�
製造業・その他の業種：従業員数20人以下、商業・サービス業：同
5人以下。�

①重視する輸出先（複数回答） ②最も重要視する輸出先

国・地域名
回答率
（％）注1

国・地域名
最重要と
回答した
比率（％）注2

1 中国 44.5 1 中国 40.3
2 タイ 37.2 2 米国 28.1
3 インドネシア 33.1 3 ミャンマー 27.8
4 米国 32.1 4 タイ 20.5
5 ベトナム 31.2 5 インド 18.0
6 インド 25.7 6 インドネシア 14.8
7 台湾 24.3 7 ロシア・CIS 12.5
8 西欧 23.1 8 韓国 9.9
9 韓国 21.3 9 ブラジル 9.5
10 マレーシア 21.0 10 ベトナム 9.0

…

13 ブラジル 13.7
14 ロシア・CIS 12.8

…

24 ミャンマー 3.6

表1 �中小企業が狙う輸出先

注1：「今後輸出を拡大」「新規に輸出を開始」と回答した企業（997社）が対象。複数回答
注2：�重視する国・地域のうち最も重要視する国・地域を一つ選択。それぞれの輸出先の

回答社数に対する「最重要」回答社数の比率
出所：�「2012年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」（ジェトロ海外ビジ

ネス調査）

表2 �中小企業の輸出先におけるライバル企業
� （複数回答、％）

出所：表1と同じ

輸
出
先

回
答
企
業
数

ライバル企業
無
回
答

日
本
企
業

中
国
企
業

韓
国
企
業

欧
米
企
業

輸
出
先
の

地
場
企
業

そ
の
他

競
合
な
し

全体 3,009 53.1� 36.8� 21.6� 32.8� 13.7� 4.8� 7.4� 1.0�

中国 454 58.1� 65.2� 19.4� 28.2� - 3.5� 7.5� 0.9�

米国 288 54.2� 27.8� 17.0� 56.3� - 4.2� 4.2� 0.3�

タイ 246 58.1� 27.6� 15.9� 24.4� 27.6� 6.9� 8.1� 0.8�

インド 69 46.4� 29.0� 21.7� 40.6� 31.9� 2.9� 4.3� 4.3�


