
【第 2 部】 

 司会 さて、時間になりましたので、それでは第 2 部、「新興アジアにおける日本企業

の現地化戦略」につきまして、タイ王国政府政策顧問、松島大輔様にご講演をお願いしま

す。 

 松島様のご経歴を簡単にご紹介させていただきます。1973 年石川県生まれ。ご学歴は

1998 年東京大学ご卒業、2005 年ハーバード大学修士課程修了、1998 年東京大学ご卒業か

ら現在まで経済産業省にお勤めです。その間、通商政策局、アジア大洋州課課長補佐、経

済産業研究所コンサルティングフェローを経て、2011 年 9 月よりタイ王国政府政策顧問を

務めておられます。それでは、松島様、どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍手） 

 松島 皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました松島でございます。まさに本

日は非常にこのアジア、なかんずくこの ASEAN と、それからインド、この地域を中心と

した成長するアジアというのを語る非常に絶好の機会かなと。まさに安倍総理がいま実は

総理就任後初めて、それから、タイなんか言わせますと十数年ぶりに日本の首相がタイに

行くという非常に壮挙でございます。 

 昨日、実はタイのほうに安倍総理がいらっしゃっていろいろ話を進めてきたと、実はそ

の中身なんかも今日はご紹介したいなと思っております。先ほど桃田専務のほうからまさ

に具体的なビジネス、しかも、その成功事例というのを非常に面白いフレームの中でご紹

介いただいております。そういったものを踏まえまして私のほうから今までインド、それ

から、いまおりますタイの、特に若干僭越でございますが私のほうは政府のほうから俯瞰

（ふかん）的に見た時にいろいろなビジネスがどう動いているのか。 

 そして、特に中小企業の方がどういうふうに、ものづくりをしておられる中小企業の方

がどうやって東南アジアに展開するのかというようなことをご紹介したいなと思っており

ます。今日ご紹介いただくだけではなくて、やはりぜひ皆さん、これからまだこの地域に

ビジネスを進めておられない方はもう早くしてくださいと、こういうお願いを今日はさせ

ていただきたいと思っております。 

 では、どうするのかという一つのヒント、複数のヒントについては今日ご紹介申し上げ

ますけれども、要すれば日本の企業だけが遅い。今までですと日本の企業だけ遅いので他

の国の企業が来ないから大丈夫だと、ライバルがいなかったわけです。ところが、いま中

国、韓国、同じような業種、同じような業界の企業がまさにこの成長するアジアで戦って

おります。 
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 つまり、自分たちも変化しなければなかなかこれに勝てない。こういった状況をぜひ押

さえていただいきたい。先ほど冒頭ご紹介がありました大阪府さんとか日経 BP さんがい

まタイをめぐるこういった状況に関するセミナーを開かれます。そして、またタイにミッ

ションも送られるということでぜひ現地を一刻も早く見ていただいてその実情を理解して

いただきたい。その導きの糸になればということで今日はお話をさせていただきたいと思

います。 

 早速でございますけれども、今日は三つお話をさせていただきます。まずは、もうすで

に皆さんはこういったところにお集まりいただいているということであれば、日本の国内

にとどまってはいけないということはご理解いただいていると思いますけれども、もう一

度整理させていただいて、日本にいることが寧ろどれぐらいリスクなのかということをま

とめたい。 

 その上で、では、海外と一口に言ってもどこに出るのだというところで、まさに今日の

テーマでございますこのアジア、特にこの ASEAN とインドなんかの中核、私の言葉で新

興アジアと呼んで言いますけれども、こちらになぜ出るのかという背景、具体的な中身を

説明させていただく。 後に、では、具体的にどう出るのかというふうなところをご紹介

させていただきたいと思います。 

 まず一つ、国内はどういう状況かということであります。いろいろなグラフ、皆さんぜ

ひお帰りになったらそれぞれの業界で作成して見ていただけたら分かると思います。もう

右肩下がり、これは歴然でございます。これは建設市場でございますけれども、もう 20

年前に比べて半分になっているわけです。もう家電でも、それから、先ほどの化粧品なん

かもそうやって見ていただけたら分かると思います。どの業界、どの業種にしても国内市

場は右肩下がりか、よく言ってトントンです。ただ、趨勢（すうせい）的にはやはり下が

ってしまう。これは明らかに言えることでございます。 

 この理由は簡単でありまして、先ほど桃田専務のほうからもありましたけれども、まさ

に人口なのです。人口構成がもう要するにこれから経済をけん引するような構造ではない。

だから、ここはご安心いただいて、皆さんが能力が落ちたとか、力がないとか、そういっ

た意味ではないのです。国内だけ見ていると、もうこれ以上先が見えないというのはこれ

は当然であります。 

 例えば、私の父なんかはもう 70 歳になんなんとするわけですけれども、もう 5 時半ぐ

らいに起きて 6 時半ぐらいに寝てしまうわけです。そうすると、もうほとんど家の周りで
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散歩するぐらいで、まったく物は買わない。ちょっと整髪料を買うかどうかというのは老

けて髪の毛がなくなってしまったりして、もうそういうことであります。したがって、人

口構造は既定されてきているわけで、先ほどの繰返しにはなりますけれども、まさに人口

ボーナスから人口オーナス、負担の時代にもう来ているわけです。 

 人口というのは単純に高齢社会に突入している。いま 65 歳以上の人は 4 人に 1 人なわ

けです。そういった時代になっています。しかも、私はよくバンコクから日本に戻る、月

にいっぺんぐらいいま戻っていますけれども、いかにあの国が若くて、この国が戻ってく

るとお年寄りが多いかというのがもう視覚的にも明らかであります。だから、もう本当に

そういう構造になっている。 

 インド、ベトナムをご覧ください。25 歳以下の人口が、何と全人口の半分以上いるわけ

です。こんな若々しい国です。インドなんかはこの人口ボーナス、つまり、現役世代がも

う引退しますよ、65 歳以上ですよという方と、それから、これから成長、要するに仕事で

稼ぐような若い世代、ここ二つを支えないといけないわけですけれども、このバランスが

うまくいっている。他方日本はその比率が現役世代がもう減少しているという時代に突入

しているわけであります。だから、これをどうのこうの言うというのはもうあり得ないと

いう構造的なちょっと問題をまずは理解していただきたいと思います。 

 実はちょっと私のほうでいまいろいろな分析の中で、日本の企業は本当に外に出ると空

洞化してしまうのですかということをもう少し煎じつめて考えないといけないのではない

かなということで軽くまずはまとめております。恐らく皆さんが懸念されるのは三つある

と思うのです。日本の企業、皆さんのような優秀な企業が外に出る。それによって何が生

じてしまうか。国内の何か問題があるのかと、だいだい懸念するのは三つです。 

 一つは皆さんのような優秀な企業がアジア、タイでもインドネシアでも出ます。お金が

そちらにずっと移ってしまうのではないかと、日本にお金が落ちないのではないですかと

いうのが一つです。二つ目、日本の企業が出ますと。そうすると、今までまさに技術力、

生産性の高い技術力を持って日本はこれまで戦ってきたわけですけれども、その技術が他

に移ってしまうのではないですかと。中国に移ってしまうのではないですか、韓国に移っ

てしまうのではないですかという、まさに技術を生む卵として日本の企業がいなくなると

いうことになるのではないかと、こういう懸念です。 

 それから、三つ目、これはもう一番分かりやすいところでありまして雇用であります。

日本の企業が出ていくと、平たく言えば工場を畳むとなれば、当然雇用が減ってしまうの
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ではないかと、本当ですかと。中短期的にこれが本当に起こるのかというのを一つひとつ

見ていこうと思います。 

 まず一つはお金でありまして、実はもうすでに皆さん、日本は貿易国家ではないのです。

これはもう非常に分かりやすい説明でありまして、よく私も大学とか学生さんとお話をす

る時には日本は貿易国家ですかと、だいたい 6 割、7 割ぐらいの人がまだ手を挙げるので

す。違います。もはや貿易、つまり、原材料を買って、それを加工して輸出する。その差

分でもうける貿易国家から、今は海外に投資してその果実、利子、リターン、これを回収

する。どちらが高くなるか。実は 2005 年からもう構造が逆転しているのです。 

 つまり、投資した果実でいま日本の海外、対外的なバランスというのはそちらが上にな

ってきているという状況であります。そういった状況をちょっと考えると、もはや貿易国

家から投資国家になっているということなのです。それはもう現実であります。だから、

いいとか悪いとか、そうではないよとかいう話ではなくて、客観的な現実であります。そ

うすると、戦い方をそこに照準を合わせてもう 1 回見直していかないといけない。 

 現実にこういった時に海外で稼いだお金、これが本当に国内に戻るかというと、例えば、

国内、日本とタイで二重に税金を取ると、これは嫌だよと、2 回も税金を取られるのは嫌

だからということで戻さなかったり、いろいろな制度的な要因によって、もしかしたらお

金が戻ってこない。こういうところを会計上の基準をクリアするかたちで、実は 2009 年

から抜本的にそういう制度を変えたのです。変えた瞬間に実はお金がどんどん、どんどん

戻ってきている。そういった意味でも日本はもうだんだん、だんだん日本が海外で稼いだ

お金がどんどん戻ってくる。 

 しかも、例えば、東大阪、それから、大田区なんかの日本の有名な中小企業の集積地の

ところの方によく聞きますと、「いや、松島さん、もう国内の親会社が海外をいろいろ面倒

見る時代は終わっているのですよ。むしろ、海外が稼いで、そのお金でようやく親、いわ

ゆる国内の親会社が生きて生存できるのです、事業継続できるのです」と、こういう話に

もう変わってきています。自動車なんかはもう 65％ぐらい、このアジアの地域で収益を生

んでいるわけです。もう全然構造が逆転しています。そういったところをまず認識した上

で、このお金については制度のゆがみがあればそれを直していって、どんどん、どんどん

還流する仕組みを作りましょうと。 

 技術、実は雇用より何よりも一番これが重要だと思います。やはり成長しない、力をつ

けない企業というのはどうしても滅びてしまいます。国も企業も人も一緒であります。や
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はり成長しないと、力をつけないと、自分たちだけ戦っているわけではないです。韓国も

中国も同じように力をつけてきている。 

 そういった時に技術水準をどう上げていくのかということで、実は一番分かりやすいの

はこういうスポーツの世界です。まさに大相撲なんかは典型ですけれども、では、日本人

の力士、国技なのに日本人の力士を出しているのですかというような話です。サッカーな

んかは特にあれですけれども、要すれば、やはり海外のリーグで戦うことによって自分の

スキルを磨いてきているというような、いろいろな海外にいるご利益というのがあるわけ

です。 

 それをデータ的にも実証しているのがまさにこういった研究でありまして、実は国内に

とどまっている企業よりも海外に出て、そこで一生懸命活動している企業のほうが企業の

生産性、競争力が高くなっているというのがおおむねの見立てであります。つまり、皆さ

んのような力の強い企業、日本でもまだできるではないかというような企業こそ、全然こ

ういうところにも出てくる必要がないといいますか、関心すらない、思ってもみないとい

う企業こそがぜひ 1 回考えてくださいというのが今日のメッセージの一つであります。 

 そういう企業こそ、まさに成長していくわけであります。要するに、言わんや、国内で

まだ成長できるのだったら、海外ではもっと成長できますよという説明です。なぜか。簡

単でありまして、当然ながら企業が海外へ出れば、それでマーケットが広がります。右肩

下がりの市場と、国内のこれだけ平均 8％ぐらいの成長で伸びているようなマーケットで

全然売るボリュームが違ってきます。 

 それから、当然いろいろなアイデアです。先ほどイノベーションの話が出ましたけれど

も、やはりいろいろなアイデアが次のケミストリーを生むわけでありまして、まさにイス

ラム教徒はどういうものが嗜好されるのだろうかとか、そういったところから含めていろ

いろな新しい気づきを生んでいく。こういったところが必要になってきます。 

 それから、もう一つ、一番重要なのは日本だけで考える経営はもうやめましょうという

ことなのです。日本と、まさにアジアで成長の差がある。8 倍、10 倍とある。これをどう

いうふうなかたちで分業していくのか。内と外の一体経営というのを目指そうではないか

というのがメッセージなのです。ですから、今までのように輸出だ、国の中だ、外だとい

う時代はもうやめて、内外一緒くたにやろう。 

 その時に中小企業 1 社ではできないために新しいアイデアとしてグループ、集団、その

キーワードがまさにこの大阪から皆さんのような地方、大阪のような一つの産業の固まり、



5 

まさに世界に冠たる産業集積であります。こういったところが手に手を取って戦っていく

と、こういう時代です。地方発の海外展開をむしろやっていこうではないかというところ

に移ってくるという話を後ほどしていきたいと思います。いずれにしましても、いま申し

上げたように非常に技術の面でもクリアになると思います。 

 後、一番皆さんが思っておられるのはやはり雇用だと思います。本当に雇用が減って

しまうのではないか。確かに短期的に工場が止まるとか閉まるということになれば、短期

的な問題としては雇用が何となく現象的になくなるかもしれないと思う。ところが、中長

期的に考えれば当然企業の成長、つまり、競争力が上がって企業全体が大きくなります。

とすれば、むしろ、全体の雇用は趨勢的に上がっていくということなのです。 

 一番分かりやすい例はここにありますけれども、例えば、インド、タイ、インドネシア、

ベトナムと、いろいろな海外の戦線を拡大します。どうやってこれ整髪料を売るのだと、

化粧品を売るのだと、考える下地がいっぱい出てくるわけです。今まで日本のマーケット

を考えているだけではこれは生まれません。いろいろなこの企業戦士、まさに一番面白い、

ワクワクするような仕事が生まれるわけです。 

 思いませんか。想像してください。自分たちのものを日本国内だけではなくて、では、

インド人にはどういうものが売れるのだろうなと、先ほどの桃田専務のお話のようにいろ

いろな可能性を追求できる、ワクワクする仕事であります。まさに 1960 年代の日本がそ

うだったわけです。面白い仕事があるから、だから、仕事しようと。それがまた成長につ

ながるという非常に好循環を生むわけでありまして、こういったところです。 

 それから、では、そんなに肉食ではないよという人もいらっしゃるかもしれません。そ

んなに働きたくない。そういう人にも雇用の場というのは実は提供できるのです。当然バ

ンコクに工場をつくる。そうすると、どういった労務契約になるか、お給料はどうやって

計算するのかとか、いわゆるバックオフィスの機能が増えていくということです。 

 三つ目が一番大きいです。先ほどの話によりますように、日本とこのアジアと分けて分

業していこうと、中核の日本でしか作れないもの、中間財があります。私の言葉でちょっ

と後で説明しますけれども、餡子（あんこ）と呼んでいるのです。まさに自分たちしか作

れない技術。これとまんじゅうの、まさに製品をまんじゅうと例えると、その中核の技術

であるとかノウハウ、これは餡子です。周りのこの薄皮のような部分と分けて薄皮の部分

はタイなり、インドネシア、ベトナムで作っていけばいいではないか。その中核の餡子は

やはり日本からどんどん出てつけると。まんじゅうが売れれば売れるほど、実はこの餡子
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も売れていくわけです。これはまさに中間財、これがどんどん、どんどん伸びていくとい

う結果であります。 

 これは何も製造業だけではないのです。海外に日本の優秀な企業が出れば、サービス業

であってもどんどん雇用が伸びているというデータが出ております。したがって、現象的

には俺の近所の中小企業が潰れてしまうではないかということが確かにあるかもしれない。

しかし、よくよく考えると本当に国内に残っていたら生存できたのですか、存続できるわ

けがないわけです。まさに右肩下がりになります。 

 だから、本当にこういうような現象をよくよく分析しながら、きちっとしたかたちで海

外展開を遂げていって内と外の分業体制と組んでいけば、どんどん、どんどん事業が継続

できる、企業が大きくなる、成長が確保できるわけであります。まさに今やこういった力

のある企業が登り龍として成長するためにはアジアの成長と一体的に経営していく、これ

が一つの大きな解であります。 

 実は日本はまだまだ少ないです。ここにちょっと書いていますけれども、「臥龍企業」と

いう、これは戸堂先生のワードなのですけれども、要すれば、本当に眠れる龍です。まだ

まだ出ていない中小企業はだいたい 3 分の 1 ぐらい、日本の中小企業さんは力があるのに

出ていない。もったいないではないですか。ここで 1 回考えていただいて、一考も二考も

していただきたいというところで決断をしていただきたいと思います。 

 では、その中小企業を中核とした日本の企業がどこに出たらいいのだという話でありま

して、先ほど来縷々（るる）出ているようにまさにこのアジア、特に中間層の台頭であり

ます。これはもう非常に大きいというわけでありまして、一例を申し上げるとアジア開銀

が 2050 年までに世界全体の経済の半分はまさにこのアジア、中国を含むわけですけれど

も、インド、ASEAN、ここから紡ぎ出されるということなのです。だから、もう将来を

見据えても、こちらが伸びるというのは歴然であります。いろいろなこんな数字が出てい

ます。もう誰が見ても歴然です。 

 もっと面白いのはなぜアジアかと。もうはっきり言いましょう。もうかるからです。も

うかるのを実証してみました。これは実は経済産業省が作っている海外事業統計というの

を取っているのですけれども、売上高経常利益です。いわゆるもうけであります。見てい

ただいたら歴然であります。日本で操業する日本企業の数字をすると 3.8％なのです。も

うだいたいそれに対して 6 割、こちらの事業はもうかるというのが大きなポイントであり

ます。だから、アジアは非常にもうかるわけです。これはもう欧米でもなくてアジアです。 
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 私のところに 近、もう日本の企業だけではなくて実はアメリカの企業とかヨーロッパ

の企業が ASEAN のビジネスを聞きに来ます。つまり、ASEAN を知っている、インドを

知っているというのは彼らも知らないわけです。日本と同じいま思いに立っているわけで

す。もうぜひこのアジアの地域を取りたいのだけれどもノウハウがない、人脈がない。そ

うすると、我々にもいろいろ話を聞きたいと言います。なかなかちょっとしつこいストー

カーのように来るのですけれども日本の企業のために我々は、私は特に税金で生きていま

すので公言したり、絶対に教えないですけれども、そういうことなのです。もう世界が狙

っています。だから、日本の裏庭だといって日本だけが安心してはだめなのです。もう海

外はここ ASEAN しかないと思っているわけです。成長するのはもうこの新興アジアだけ

だと思っていますから、皆さんが来ています。ここがポイントです。他も成長しているの

だから、自分たちも成長しないと負けてしまいます。 

 もっと面白いのは、タイの工業団地別にそれぞれの工業団地が入っておられる日本の企

業のもうけ、これを平均したものを見るとよいと思います。見てください。先ほど日本は

3.8％と、11.5％です。すごいです。3 倍、4 倍です。これぐらいもうかる、圧倒的にもう

かるのです。よほどヘマをしなければ絶対にもうかるような世界、これは現実です。現実

にあります。そういったところがタイの強みである。 

 そして、さらに面白いのがこのアジア、特にこのインドシナ、先ほど桃田さんのほうか

らはインドネシアですから、今度こちらはインドシナ半島のほうをちょっと詳しくお伝え

したいと思います。実はこの地域というのはもうすでに日本の企業、8000 社ともなんなん

とするような日本の企業が展開して、それぞれの例えば、賃金の水準なんかを比べてみて

もタイとミャンマーだと 10 分の 1、20 分の 1、違うわけです。 

 そういうことを考えながら労働者がいっぱい必要な、例えば、こういうテキスタイルで

す。背広を作るとか、服を作る。こういうものはちょっとミャンマーでやったらいい。も

うちょっと気の利いた、例えば、こういう部品です。ハードディスクとか、パソコンの部

品なんかはタイで作ろうかと。その真ん中ぐらいのおもちゃとか何とかというやつはこち

らのベトナムで作ろうとか、そういうかたちで分業ができるのです。まさに日本が高度成

長を遂げてきた、では、タイはもう 1980 年代、1990 年代、まだミャンマーは 1950 年代、

1940 年代というような「時間差攻撃」ができるわけです。 

 したがって、自分たちがやりたい選択肢がいっぱいあるのです。このメニューの中から

どうぞお選びくださいというのがまさにもう一つのメッセージなのです。それがこの地域
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はもうくんずほぐれつ結びついているというのがこの地域のポイントで、2015 年までが勝

負です。2015 年にこの地域は、このインドシナだけではなくてインドネシアも含めた

ASEAN10 ヵ国が経済統合というかたちで、特に全部が一体となるわけではないですけれ

ども関税が一言で言うとこの地域はゼロになります。こういったところにずっと向かって

いくわけです。そうすると、ベトナムで作ったものとカンボジアで作ったものを組み合わ

せてタイで物を作ろうよと、こういう話になってくるわけです。面白い。だから、そうい

ったところで非常に大きなポイントになります。 

 さらにもう一つ加えると、もはや日本との貿易関係を見ても実はアメリカとの貿易依存

よりも圧倒的にアジアとの貿易依存にもう切り替わっているわけです。まだいまだに日本

人の感覚ですと日米貿易が何か 6 割ぐらい持っているのではないかと思って考えているか

ら、何となくいろいろな話がぎくしゃくするわけです。TPP の話もそうですけれども、も

う全部そうなのです。アジアなのです。 

 だから、これからは当然この生産、これはもう 25 年ぐらい前から日本企業は出ていま

す。もう今度は市場、マーケットです。物を売るお客さんがいるのはアジアになってくる、

しかも、そこに先行的に出ているのは日本企業だと、その先達たちに寄り添いながら新し

く出ていけるというのが大きなポイントであります。 

 しかも、すごいのはこの日本の、皆さんは日本人の方なのであえて申し上げますけれど

も、実はこの ASEAN なんていうのは「日本の工場」なのです。世界の工場が中国であれ

ば、もう日本の工場として分業ができる、そういった非常に素晴らしい所であって、かつ、

彼らは実は日本の企業ために代理戦争といいますか、皆さんがお金をもうけられるための

いろいろな準備をしてくれています。 

 一例はこの FTA なのです。自由貿易協定とか経済連携協定、いわゆる関税を下げたり、

その他の例えば、投資のルールですとか諸々の経済ルールを一緒にしましょうよというよ

うなことを、まさに今の環太平洋協定（TPP）というのは国論を二分しているわけです。

たぶんこれは賛成だ、反対だとこの中にもいらっしゃるかもしれません。 

 しかし、よく考えてください。そちらで一生懸命、日本国内で脂汗をかいて議論するよ

りは新興アジアに出てきたら早いというのがポイントなのです。何とタイは FTA、この自

由貿易の恩恵を預かる、約 6 割です。60％の品目というのは関税がゼロになるようなそう

いったところまでいろいろな国とくんずほぐれつ、この自由貿易協定網をもうすでに作っ

ているのです。中国ともしかり、インドともしかり、やっている。 
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 一番面白いのはいつも私は引き合いに出すのですけれども、インドとタイの FTA、いま

82 品目、いわゆる早積みという先行的にやりましょうよと。これ実はもうすでに 2004 年

からやっているのですけれども、この品目というのは例えば、エアコンであったり、それ

から、冷蔵庫、それから、自動車部品の一部です。これは誰が作れますかと、タイの企業

ですかと、インドの企業ですか、違うのです。日本の企業しか作れないです。まさに三菱

電機さんとか、ダイキンさんとか、こういうところしか作れないものを何とタイから出せ

ば、インドは関税がゼロになるわけです。まさにタイにこの工場をつくるということでこ

の貿易、要するに関税がゼロになるこの恩恵に預かれるというわけです。面白いです。 

 私も FTA で日本とシンガポールの EPA（経済連携協定）という交渉をやったのです。

もう国と国との戦いです。これはもう戦争です。だから、絶対に手は抜かないわけです。

お互いに絶対に引かない。そうすると、もうほとんど妥協点を見いだすという世界になる

のですけれども、これはもうインドとタイは一挙にタイの圧勝です。 

 だから、私はインドにいる時にインドの役人に聞いたのです。もうこんなインド大負け

の協定を結んで、おまえは大丈夫かと。インド人が知らなかったと言うのです。インドの

役人は日本企業がタイにこれだけいると思わなかったと言うのです。だから、こんな FTA、

要するに自由貿易協定、関税をゼロにしますよと認めた。タイの企業なんかどうせ小さい

だろうと、名前なんか聞いたことがないよということでこんなものを結んでしまったので

す。それぐらいであります。 

 だから、皆さん本当にこの地域をこういったかたちで産業のハブにしていく、生産の拠

点のハブにしていくというのはものすごくしたたかな、まさに戦略であります。だから、

私はよく言っています。もう直行便で考えるのはやめてください。日本、成田あるいは関

空とバンコク、関空とヤンゴンなんかやめましょうよと。もうバンコクとハノイ、それか

ら、ホーチミンとヤンゴンをどう結ぶかという計算をずっとしていく。先ほどの図でもあ

りましたように複眼的な思考というのはもう絶対必要になってきます。これをもう？あず

かるわけです。もう脂汗をかいて TPP だ、国内、外だ、そういう時代ではもうないという

のが大きなポイントになるわけであります。 

 もう一つは、やはりインフラなのです。関税がゼロになっても港と道路がないと何も運

べませんから、いまそれを徹底的にやっています。それを裏で支えているのが日本政府の

いろいろなお金を使ってやっているのですけれども、実はきのう幸い安倍総理がタイに行

った時にこのダウェイという、これはミャンマー側の港の開発、これにタイのインラック
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首相から日本とタイとミャンマーでこれを開発しようと提案したところ、「よし、じゃあ、

検討しよう」と、こういうことになりました。ついに歴史的な瞬間なのですけれども、こ

れはものすごく重要なポイントであります。 

 いま申し上げたようにまさに日本の工場であり、日本のこういった企業の集積がもう

ASEAN に展開されている。インドはスズキ自動車が 30 年前から出ることによって、よう

やく地歩を固めてきた。この二つの「日本の工場」です。これが二つに結びつくような時

代が次にやってくるわけです。このダウェイという港というのはバンコクから 300 キロ、

今では 6 時間ぐらいで行ける所にあります。これを開くことによって、この先ほど申し上

げた ASEAN とインドの全体がまさに一つに結びつく、そういう瞬間なのです。 

 一例を申し上げます。インドのこの南にチェンナイという町がありますけれども、これ

実はインドのデトロイトと言われているのです。日産さんがマーチ、これを 20 万台をい

まつくってヨーロッパに 7 割輸出している。それから、トヨタさんが新興国車を、ついに

世界中で初めて新興国向けに、その仕様でつくったエティオスという車ですけれども、こ

れをこの近くのバンガロールでつくっていると。フォードさんが、ヒュンダイさんが出て

きているわけです。もう自動車の集積になっている。 

 片やタイ、バンコクです。これは実は東洋のデトロイトと言われています。この二つが

まさにこのダウェイという港を介して、これが一つに結びつくと、こういうような非常に

戦略的に重要な拠点になってくるわけです。そういうところに実は着目しながら我々はこ

ういうインフラの開発、港と道路、これを進めていくわけです。これがでは、タイの企業、

ミャンマーの企業、インドの企業、その人たちに役立つかというと、もちろん役立つわけ

ですけれども、一番得をするのはいま申し上げたように実は日本の企業なのです。この関

税とインフラの両面において日本は頑張って整備を続けているということでございます。 

 非常にだから、そういう意味でいま実はそういった複眼的な構えで、何も日本とミャン

マーだけ単純に結ぶのではなくていまタイを、実は私もタイ政府に入って「何であなたが

入ってんの？」と言われるのですけれども、この港を開発するというのが半分ぐらいの目

的なのです。タイと組んでこういったミャンマーを攻めていくということによって、むし

ろ、今みたいに複眼的な日本の企業の皆さんの活動をぜひお手伝いしたいということで来

ています。 

 ちょっと余談ですけれども、これ実は誰だと思いますか。これはアウン・サン・スー・

チーさんのお父さんです。面田紋次、これは日本語名を使って、戦争を別に美化するわけ
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ではないのですけれども、要すれば、戦争の時に実はこのスー・チーさんのお父さん、ア

ウン・サン将軍が日本にかくまわれて、太平洋戦争の勃発と同時にミャンマーに進軍して

この英領ビルマから解放したのです。まさにこの 初に日本軍と協力してミャンマー、ビ

ルマを解放したのがこのダウェイなのです。そういった非常に因縁浅からぬ二つの国の、

あるいは、三つの国のタイがある、そういった結びつきがある。 

 実はこの面田紋次は日本の軍服を着ているのです。これ実はダウェイにあります。私も

このバンコクからダウェイまで 300 キロ、車で行ってきた写真なのですけれども、本当に

こういった動きがどんどん、どんどん進んでいます。これに乗り遅れないというのが一つ

ぜひ見ておいていただいて、まさにこれを中核とすると、先ほどちょっとありましたが、

これは別にいいとか悪いとかではないです。中国というのはやはりものづくりにしても非

常に商業的な考え方が強いわけです。 

 よく言われます。昨日まで自動車の部品を作っていたのにいきなり次の日はあんぱん屋

をやったりします。つまり、もうかるということを中心に考えている。これはいいとか悪

いとかではない。中国人の方が悪いとかではなくて、そういった思考なのです。日本の場

合はすり合わせ型のものづくり至上主義です。だから、ものすごく面倒くさいマーケット

があって、すごくいろいろなこだわりがある消費者がいる中でいろいろなものを提供して

いく。その組み合わせを変えていくことによって、つまり、すり合わせをすることによっ

て変えていく。そのすり合わせ型ものづくりに実は近しいのがこの東南アジア、インドな

のです。 

 だから、先ほど申し上げた、このダウェイが開発されて二つが結ばれる。その瞬間、こ

の新興アジアに展開することにより、日本人は 50 年食っていけます。いまシャム湾を中

心としたこのタイがいまこの地域の経済を率いているわけですけれども、恐らくあと 10

年、15 年しますとこのベンガル湾が開いてきます。まさにミャンマーの時代です。ミャン

マーが真ん中にいて、インド、それから、バングラデシュ、そして、タイ、マレーシア、

シンガポールと、こういうかたちの新しい環ベンガル湾時代が来る。それを見据えるまさ

に 50 年、100 年の国家百年の大計なのです。それを官民挙げて戦っていきましょうとい

うのがもう一つのメッセージであります。 

 後にでは、どう戦えばいいのかというところで少し俯瞰的に、特に中小企業の方への

一つの見立てとしてご提供させていただきたいと思います。日本の、特にアジア展開とい

うのは実は 1985 年プラザ合意の時を境に大きく展開したと言われております。1985 年、
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まさに円高です。いまようやく少し圧力が減じてきていますけれども、1985 年のプラザ合

意の後、一挙に円高になるわけです。このままでは日本でも操業できないというところか

ら始まって実際に企業のアジア進出が進むわけであります。 

 ところが、この時期というのは日本の中小企業さんからすれば、お客さんは同じ。何を

言いたいかというと、下請けの中小企業にとっては日本で作ろうが、タイで作ろうがお客

さんは同じであったところが多いのです。もちろん全部とは言いません。非常に単純化し

た議論でありますけれども、たいそうの日本企業は実は系列、日本の系列関係で出てきた

というのが多い。例えば、トヨタさんの系列でトヨタさんが工場をタイで拡張します。そ

れに当たって部品メーカーさんが出る。あるいは、キヤノンさんが出ます。それに追従す

るかたちで出る。こういった系列関係、いわばピラミッドがそのまま出ているわけです。 

 皆さん、いろいろ海外展開はどうしたらいいですかという質問を受けます。私もいろい

ろ考えました。この 10 年ぐらい考えましたけれども、もう一言、お客さんがいるかいな

いかです。お客さんがあればどこでも食っていけるわけですから、もうお客さんありきな

のです。お客さんがこうやって一緒に出ていけば、中小企業さんにはお客が保証されます。

もちろん大企業さんは先陣を切って一生懸命マーケットを開いているわけですけれども、

まさにこの中小企業の方はそれについていくということが非常に楽なわけです。 

 ところが、リーマンショック以降、現在に至るこの円高の中で何が抜本的に違うかとい

うと、実はお客さんであるところの系列の親ですが、まさにトヨタさんであったり、日産

さんであったりというのは脱日系、脱系列化を進めています。もちろん全部が全部ではあ

りません。まだまだ続けるところはあるのですけれども、実際にはそういった動きがいま

強い。 

 つまり、天下のトヨタであっても、グローバル競争が激化してもう自分たちでコストを

度外視して支えることなんかできないわけです。ものすごくシビアになっています。それ

はもう全企業、全業種に言えることだと思います。趨勢的にはそちらに向かう。これがま

さにグローバル競争の本質なのです。ですから、メーカーさんが出る。中小企業の下請け

さんにとっては、お客さんがいなくなるということなのです。 

 それをどう抗していくかということで、一つのいま動きとしては地域ごとの産業集積、

堅い言葉で言うと産業クラスターごとの戦略です。地域ごと、ご当地大阪は西淀川とか、

それから、あちらの尼崎とか、まさに阪神工業地帯です。こういったところに中小企業が

集積している。ものすごく優秀な、優良な集積がある。これが一致団結して出ていく。い
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ま実はまさに日本全国でそういった地方の産業集積、産業クラスターが外に出て行こう、

自分たちで出て行こうとやっています。 

 私のところ、例えば、タイは年末なんかはほとんどもう毎週 1 回、県知事さんとか市長

さん、商工会議所のミッションというのが来ているわけです。これは何を言いたいかとい

うと、もう 初に先兵としてやってきて、タイの企業と仲良くしようと。どこに立地すれ

ばいいのだと、みんなでどうやってやる。 

 もう一つのポイントは地方銀行です。あるいは、信金、信組。いわゆる地方の金融機関

がこれを後押しするかたちで皆さん頑張っておられる。まさにりそなさんを含めて銀行が

一つ大きな、もちろんちょっと言い方は悪いかもしれませんけれども、もう国内で投資し

てもリターンが少なくなっているわけです。 

 タイなんかはもうお金を預けておくだけで 8％、10％ともらえるわけです。まったくリ

スクがなくても 8％の金利がつくという世界、インドなんかは 11％ぐらいつくわけです。

もう当たり前でありまして、成長しているからです。それはもう本当に資本主義の原理で

す。したがって、そちらにもう出ていこうとする。それをまさに地域、地域が支えていく

時代になってくる。なぜなら、もうほとんどこういった企業さん、メーカーさんは自主的

に脱日本化、系列化を進めていっているわけです。 

 特に、一昨年の東日本大震災とタイの洪水はサプライチェーンを寸断しましたよと、そ

ういう現象的なことだけではないです。本質的にはメーカーさんが代替の振り替えをして

いるのです。要するに、今までは指定工場で下請けさんでした。この場合、この人に作っ

てくださいということでトヨタ系とか日産系とかなっていたわけです。でも、そこが 1 回

だめになった場合、では、他のところに作らせてみようか。 

 特に怖いのはライバル韓国企業です。あるいは、中国企業です。作らせてみたら、意外

といいではないかということにもう気づいたのです。確かに 5％、10％ぐらいはコストが

高いかもしれないけれども、もう少し指導すればうまくいくのではないか。しかも、コス

トは背に腹は代えられないというわけです。そうすると、いま代替生産しています。トヨ

タさんはいますごいです。例えば、いまはタイなんかはすごくもうかっているのです。い

ろいろな政策的なあれもあるのですけれども、トヨタさんのいまタイの従業員、今年のボ

ーナスは何ヵ月分だと思いますか。1 年分です。これだけもうかっているわけです。それ

ぐらいもうかっているのだけれども、要するに今後戦っていかないといけない。 

 それで、例えば、この地域なんかは特に鉄とか、そういった素・部材です。石化とかこ
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ういったところはまだお値段が高いのです。というのは、例えば、この地域は高炉がなか

ったりするという時にそういったものが非常に高いものですから、今やもう韓国のポスコ

とか、それから、中国の製鉄会社から鉄を買うような段階に入っているわけです。いま全

部が全部そうではありませんけれども、だいたい分散している。だから、そういった意味

で非常に大きないま分水嶺に来ていると言っても過言ではないと思います。 

 そういった意味で、メーカーがそういったシフトをしている中で、今回ありました大震

災と洪水で、特に日本の産業集積を支えるこのタイと日本でこういった組み合わせができ

ないかということで、実はタイ政府と日本政府が一緒になって、特に中小企業を支えるべ

く二つの産業集積、日本とタイの産業集積がどうにか一体として協力できないかというこ

とで、それを総じて「お互い」プロジェクトというのをいま進めています。 

 実は一昨年の 11 月に、まさに洪水の直後これを提案して、タイの閣議で、日本語なの

ですけれども「お互い」という名前で始まっています。これを旗下としていまタイと日本

でこのプロジェクトを進めながら、日本の中小企業をどんどん出していくというところで

あります。そんなことができるのかと、よくよく考えればこれはライバルだったりするわ

けです。本当にお互い様で協力できるのか。実はやっているところがあるのです。 

 一つ申し上げると、この新潟と横浜なのですけれども、この地域はメッキの集積がござ

います。だいたい 70 社ぐらい抱えているわけです。中越沖地震の時に実は新潟の企業が

被災して、その時は福島の企業に代替生産をお願いしました。ちょっと代替してください

と。そして 3 ヵ月後、実際にその新潟の企業は復旧するのですけれども、その後、お客さ

んを戻してくださいと、といったところが、すでに代替先に生産が振り返られてしまい、

「ごめん、もうお宅からはやらないんだ」と、要するにお客を取られてしまうわけです。 

 これを考えた時に、もう事前にそういったことはやめようと約束するという方法が編み

出されました。これからこの新潟と神奈川を結びつけて、お互いに何かあった時、これか

ら要するに生産のバックアップを始めていく。そこが端緒になっています。そういったこ

とから始まったのです。まさにこれから南海トラフ三連動、防災なんかの観点からこれは

重要になってきます。実は今は全然そういう思考がないのです。要するに、いま本当にこ

れだけの甚大な、あるいは、10 年後、20 年後以内にもう 7 割来るというわけです。その

時に本当に事業を継続する自信はありますか。それはできるわけがないわけです。何らか

の代替の仕組みを作っておく必要がある。 

 いま 初はこういう太平洋ベルトとこの日本海側で考えているのだけれども、それでは
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まだ足りないわけです。発想としてはもう一極、やはりこの ASEAN、こういったところ

にも展開しないと多分リスクを取れないだろうと言われております。そういった観点から

も今後どんどん、どんどんこういうのを作っていかないといけない。 

 これは面白いのです。実はメッキの会社、こうやって協定を結んでいろいろ取引をやっ

ています。まさにクラスター同士の結びつきなのですけれども、意外と得意技が分かって

きた。例えば、メッキと言いますとつけて、そのままでいいのかというとそういうわけで

はないです。実はその後あぶくを磨いたりするようなところをつけてやっているところが

ある。例えば、新潟はそのあぶくを取るような磨き、新潟の燕というのは実はこの磨き屋

シンジケートと、磨きの技術が得意なのです。そうすると、うちはやっていると。横浜の

場合はもうつけるだけなのです。つけの技術に特化している。同じメッキでもつけの横浜

とこの磨きの燕で全然違うわけです。 

 そうすると、先ほどちらっと申し上げた、自分たちの強みがだんだん分かってくるので

す。それなら、磨きにうるさい人はもう全部燕にやってもらえばいいではないかというか

たちの分業ができてくる。つけの分はもうちょっと安くあげるのだったら横浜でやろうと

か、一例ですけれども、そういったかたちでまさに企業の強み、難しい言葉で言うとコア・

コンピタンスというわけです。 

 どこか得意技ですかと。それがなくして成長はないわけですけれども、では、どこなの

かという気づきになるし、それから、磨きを、そのコアを支えるためにはコアではないと

ころも実はやらないといけないです。商品あるいはサービスを提供するためには、そうい

ったものもやらないといけない。その時に分業するという発想です。これを日本とタイ、

あるいは、日本と ASEAN に置き換えれば非常に話は分かりやすいわけです。だから、自

分たちのコアであります餡子の部分と、自分はあまり得意ではないし、コストだけで競争

するのかというところはこの薄皮の部分でやっていけばいい。だんだんこういうふうに分

けていく。 

 まさにいまこの「お互い」プロジェクトはこの危機です、危機というのは実は危険だけ

ではなくてチャンスなのです。自分たちの強みを理解した上でどう戦っていくか。今回そ

れを教えてくれたと思うのです。日本産業の構造を抜本的に変えていく。中小企業はコア・

コンピタンスを実は 20 年ぐらいやっているのです。日本の産業政策上です。そんなこと

できるわけないわけです。だってお客さんを系列の中で維持しようとするためには、お客

さんが言われたことを全部やらないといけない。 
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 中小企業は皆さんも知っておられると思いますけれども、だいたい 9 割ぐらいというの

は自分のコアではない、得意技ではないところもやらされている。先ほどのつけの部分を

やらされるわけです。磨きで本当は勝負したいのだという時には、そこに特化するために

つけの部分をどこかにやってもらうというような分業体制を実現する。それがここで言う

「海内一体経営」と言っていますけれども、つまり、内と外を一体にしてやっていく。そ

の時に 1 社ではできない中小企業向けにまさにこのクラスター（産業集積）ごとにやって

いくというわけです。 

 この地域は大阪市と尼崎と０６番で始まっているわけです。その心は何だというと、中

小企業の方が電話 1 本でネジ 1 本調達できるからです。まさにその関係をこの日本とタイ、

日本と ASEAN でつくっていくわけです。ASEAN はこの地域、いろいろなまだまだ時間

差攻撃ができるわけです。そこをうまく考えながら、自分たちの矩に合った連携というの

が進めていくことができる。いま申し上げましたそういった意味で、自分たちの餡子の実

現のためには薄皮の部分と協力しないといけない。この分業をやっていく。 

 日本の企業の場合に間違っているのは、まんじゅうまで作ってしまうのです。これはま

んじゅうですけれども、要するにこの餡子の部分、これは技術だと思ってください。皆さ

んの強み、ノウハウであったり技術です。餡子を、今の要するに家電メーカーの凋落の一

つの要因ですけれども、大福まで作ってしまうのです。大福は要らないよという国もある、

日本で薄皮までつくると高すぎるよ、というわけです。 

 だから、二つの意味なのです。要するに、現地で何が食えるか、何がおいしくなるかと

いう話と同時に、そのまんじゅうをどう安く作るか、コストに合うかと。要するに、生産

サイドと需要サイド、市場サイド、両面から見た時に餡子で勝負しようよという時にどう

やってアジアと結びつけた経営をするかと、非常に分かりやすく言うとそういうイメージ

であります。 

 だから、まんじゅうに例えると餡子の部分に注力するために薄皮を外で作ろうではない

かという、非常に平たく言うとそういう発想であります。そこによって現地化が生まれて

くるというのが発想でありまして、これを組み合わせていく。中小企業さんの場合、なか

なか自分の餡子だけでは戦えない場合がある。そうすると、いろいろな企業の餡子を結び

つけるかたちで新しいビジネスを実現していこうではないかということもできます。 

 日本はものすごい技術の宝庫なのです。それをまた頑張れよというのではもう絶対だめ

なのです。いま戦いは iPad の時代ですから、10 年前の技術、ノウハウで戦えるのです。
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戦えるけれども、組み合わせができていない。それをうまく実現していく世界というのが

一つであります。 

 だから、一例を挙げると、この餡子とまんじゅう一番分かりやすいのは、このインドの

世界で一番安いという 20 万円ぐらいの車です。「ナノ」という車です。 

 これはなぜ実現できているかというと、まさにこれは実はドイツの餡子とインドのまん

じゅうの薄皮でできています。皆さんはよく誤解していて、タタが一生懸命全部作って安

くしているのではないかと。違います。やはり自動車ですから、実は基幹部品のエンジン

というのはドイツのボッシュが握っているのです。これをまさにタタに連携する、つまり、

タタのまんじゅうの薄皮を使うことによって安い車を実現しています。要するに、それで

言うと、このインドの市場というのはスズキさんとタタが戦っているのではなくて、スズ

キ自動車とこのインドのナノもやっているボッシュが戦っているわけです。 

 何を言いたいか。ボッシュとしてはまさにメーカー関係で言うと下請けなのです。ヨー

ロッパで今まで辛酸をなめてきたわけです。買いたたかれ、買いたたかれ、全部図面まで

奪われてくるわけです。そうすると、自分たちも下請けだけれども天下を取りたいという

わけです。その時にヨーロッパでガチンコで勝負しても仕方がないです。これをまさにこ

のインドの地に持ってきましてタタに憑依（ひょうい）するかたちで、このエンジンを握

りながら、このタタの自動車で安い車を実現していく。 

 実は、このタタのナノはいまボッシュが図面を車種変更のために全部握っているのです。

ヨーロッパではそれはあり得ない。当然、BMW とかメルセデスとかが全部持っていくわ

けです。ところが、ボッシュは何を考えたか。インドではタタに、要するに力関係が上で

すから、自分たちはエンジンを提供しないとできないわけですから、つまり、餡子を握っ

ているわけです。そうするとタタに言って、「おい、これを作る時は、絶対この自分たちの

エンジンは自分たちでやっていくぞ」と。 

 つまり、どちらが力が上かというと下請けのほうが上なのです。この関係をつくる。ゆ

くゆくはこのボッシュは何を考えているかというとヨーロッパの市場なのです。つまり、

まさに下剋上です。この中小企業なり下請けが新しい企業として創業し、新しく時代を開

くというためのチャンスとしてこの新興アジアがあると言って過言ではない。もう実例は

出ているのです。 

 実はきのう聞いたのですが、本当に中小企業の皆さん、こういうことをやっているわけ

です。皆まで申し上げませんけれども、もうみんなそういった動きを展開している。これ
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をもうちょっと全国展開したいと。まさに今や日本全国の地方の産業クラスターの、私は

サムライと呼んでいますけれども、あるいは、なでしこと呼んでもいいかもしれないです

けれども、そうした方がもう名乗りを上げてこういったものをどんどん、どんどんいま進

めています。 

 先ほど桃田さんからもありましたけれども、シュンペータがまさに言っているわけです。

どうやって売り方を変えるか、どうやって組み合わせを変えるかによっていくらでも出て

くる。いまいろいろなことをやっています。例えば、病院の輸出とかをやっています。病

院なんてすごいマーケットなわけです。 

 例えば、いま中国なんかは本当に私はちょっといろいろお手伝いをしているのですけれ

ども、20 床、150 億円ぐらいの病院を全部やってくれと。5 年間運営まで任せるから、全

部やってくれと。タイでもそうなのですけれども、日本企業にやらせたいと。しかし日本

には誰も全体の取りまとめができない。病院は病院でお医者さんですよと、医療機器をや

っているデバイスの方は CT スキャンの機械は出すよと、建物はこのゼネコンができるよ

と。そういうのはできるのだけれども、では、全部丸ごとやって 5 年間ちゃんと運営しま

すよと、そこまで責任を持つ人はいないです。 

 実は、面白いのはいまサムスンとかヒュンダイとか出ているのです。まさに韓国企業で

す。彼らは何をやっているか。もう何も考えずにできますとまず言うのです。まず仕事を

取ってくる。ボンと 150 億円もらえる。そうした時に後ろを振り返って韓国企業でやれる

ところ、まさに自分たちの餡子を取っていく。できないところは実は日本企業に頼むので

す。例えば、CT スキャンだ何とかと医療機器で東芝さんしかできない、日立さん、持っ

てくると。ただ、もうお客さんを持っていますから、サムスンは持っているわけです。そ

うすると、ものすごく値段をたたくわけです。日本はそういう下請けにずっと甘んじてく

るわけです。 

 これではいけないわけです。もうお客さんを取ってこようと。そのためのまさにこうい

うゲートウェイ・カンパニー、病院の輸出をやる会社、道路の輸出をやる会社、いまイン

フラ関係でどんどん作っています。ぜひ大阪でもそういうのを作ってください。もうどん

どんそういったものが出てくると、とにかく手を挙げる会社です。手を挙げて取ってくる

会社、本当にいくらでも紹介します。もういくらでもやりたいと、要するに、需要はある

のです。日本はいいものは持っている。真ん中に要る人だけいないのです。いない。これ

をどうやっていくかというのが非常に大きなポイントです。 
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 もう一例を申し上げると、いま実は先ほどの「お互い」プロジェクトで進めている一つ

の例でありますけれども、中小企業はどうするかということです。実はいまライスバレー

プロジェクトと、これはシリコンバレーをもじって新潟の南魚沼で展開しているプロジェ

クトなのですけれども、新潟はもちろんコシヒカリ、魚沼は有名です。コシヒカリでいろ

いろお米関係の機能米ですとか、つまり、例えば、低タンパク米とかを作っているのです。 

 人間は意外と、アジア人というのはお米から半分ぐらいタンパク質をとったりする。そ

うすると、腎臓病の問題があったりすると非常に有害だったり、あとは糖尿病の問題があ

ったりするのです。それを下げるためにタンパク質を下げる技術ですとかです。それから、

水を少し減らして炊くことができるお米ですとか、それから、当然お米の麺とか、お米の

パンとか、それから、それを作る機械とか、みそとか、お酒とか、どんどん広がっていく

わけです。実はまさに南魚沼でこうやってクラスターができているわけです。このジャポ

ニカのコシヒカリを中心にやっているわけです。 

 ところが、よく考えてください。ジャポニカ米、日本のお米を食べている人というのは

世界でもほとんどいないです。はっきり言って、ほとんど日本だけです。日本が一生懸命

頑張ってそれを作っているのですけれども、実はお米とは言え世界はもうインディカ米で

す。つまり、長粒種です。中粒種、短粒種ではなくて長粒種、長いお米を食べています。

そうすると簡単なのです。この技術を、いまジャポニカでやっているやつをそのままポン

ポンポンと持ってきてインディカ米に応用すればいいのです。 

 先ほどの低タンパク米というのは実はもうすでに研究したらすぐできたのです。インデ

ィカ米でも 25％ぐらいタンパク質を落とせる技術ができるのです。もうやってしまいまし

た。だから、そういったかたちでやると、これは 4 倍と書いていますけれども、いろいろ

な見方によって 10 倍ぐらい膨れる分野もあるみたいです。平均すると 4 倍なのです。 

 何を言いたいかというと、いまある技術で別のところに応用するだけでそれだけマーケ

ットが広がっている。もう山ほどあるのです。だから、いまある技術でいいのです。それ

組み合わせを変えるだけで、もうこういった市場がいっぱい出てくる。そういうのをいっ

ぱい支えたいです。もういろいろないま組み合わせのまさにプラットフォームを作ってい

ったりしている。 

 それから、例えば、タイ、今やもうすでにタイは日本に近づいてきているわけです。近

づいていると言っても 10 年ぐらいまだギャップがあると思いますけれども、例えば、ミ

ャンマーとかベトナムに比べてまだまだこれからもうちょっと上になってきているという
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ことで、タイは失業率がいま 0.7％です。そうすると、これからもう少し産業を上に上げ

ていって、日本でもう二流ぐらいの品物になったやつをタイで作っていくという可能性が

出てきて、逆にそういうのがいまないわけです。 

 何とタイのいま投資委員会はそういうのを見つけて、どんどん、どんどんそこに産業を

誘致しようという動きをしています。そういうのをお手伝いしているのですけれども、い

ま実はでは、どこがそういうのは空いていますかと、空きがありますかと。先ほども中小

企業の方、お客さんがないとだめですよと。いま何を考えているかというと、お客さんを

探してあげましょうということなのです。ここは空いているから、たぶんお客さんがいま

いないですよと。 

 要するに、いまこのメーカーさんはここら辺の分野というのは例えば、集積回路にして

もハードディスクにしてもお客さんがいないから仕方なく輸入したり、仕方なく全然コア、

要するに自分たちの強みがあるところではないところに作らせたりしている。だから、品

質がまだ悪かったりするのです。ここが狙い目なのです。だから、これはお客さん表だと

思ってください。ミッシングリンクとちょっと堅い言葉で書いていますけれども、中小企

業の皆さんがまさにタイ、これからもっと出てくると思います。ASEAN に出る時の何が

ないかというのをこうやって作っているのです。 

 自動車なんかはいま面白いです。自動車は当然、エコカーとかタイも進めています。で

も、ただ 15 年とか 20 年かかると思います。むしろ、軽量化なのです。日本が経たような

同じ理由で、まさに軽、小型車、軽量化の時代に来ています。これは日本の得意技です。

小さくするとか軽くするというのは日本のもうお家芸ですから、ここの分野はまだまだ出

る余地というのは出てきます。ここの分野はまだまだドーンとこれ空いているわけです。

まだちょっとこれは仮説ベースですけれども、これから出る余地が出てきたりする。こう

いうところを見れば、まずは要するに、いや、あなたの言うことは分かったけれども、で

はどこに出ればいいのと、どういう企業ならまず出られるか、まずお客さんがいるかとい

うところをこういうところで見つけていただきたいと思います。 

 さらに中小企業の方の場合、例えば、工場をいきなり 1 社から出るのは難しいという場

合には貸工場であったり、工場長屋、いま実は大田区がタイのアマタという工業団地で大

田村を作っています。どんどん作りましょうと。東大阪村でもいいです。まさに西淀川村

でもいいです。もうどこでもいいです。大阪でも、関西全体でもいいです。いろいろなと

ころの地域が、兵庫村でもいいです。もうどこでもいいので、どんどん、どんどんそうい



21 

うのを作って一体として協力していくということを支えていったりする。そういったもの

をやる。それをさらにプラットフォームを作って応援していくということなのです。 

 だから、まとめますと、これまでは大企業がマーケットを開いて、まさにマンダムさん

みたいな大企業がマーケットを開かれて、そのサプライヤー、中小企業の方というのはそ

れについていけばそんなに大きな利益はないけれども生きていけたという時代、これがだ

んだんもうなくなりつつあるわけです。もうちょっとそれはフェアよと、日系だからとい

って買うわけではないよと、品質、10％ぐらい以内でしょうと、ではちょっと変えるかも

ねと、こういう時代になってきている。 

 そうすると、中小企業の方も戦わないといけないです。新しいマーケット。その時にそ

れぞれのマーケットが変わってきているわけです。先ほど申し上げた、要するに 10 年近

く、時間差攻撃ができるということは逆に言うとそれだけ時間が違うものを提供しないと

いけない。先ほどのマンダムさんの例のように、それぞれ日本の物が売れる所もあれば、

インドネシア、やはり出さない所もある。そういう行けない所もあるという時間差がある

わけです。 

 そうしたことをうまく考えながら、お客さんの要望です。どういったものが必要になっ

てくるかというのを聞きながら、それに形を変えてどんどん、どんどん組み合わせを変え

ていくということです。それをまさにもう日本全国で国民ダイでやりましょうと、いま実

はそういうプロジェクトを進めています。 

 だから、「お互い」プロジェクトの 終形態はこうなるわけです。それぞれの地域がそれ

ぞれの強みを生かしながら、 後に僕はもう申し上げたいのですけれども、もしかしたら

場合によっては大阪だけでは間に合わないかもしれない。そういった時には北海道の企業

でもいいのです。九州の企業でもいいのです。まさにそれぞれのいろいろな組み合わせが

あり得ないような組み合わせでぶつけていくというようなことをどんどん、どんどんいま

作りたいと思っています。 

 まさに地方からの時代です。それはもういま実践的で、かつ、内実のある地方経済論で

す。だから、掛け声ではなくて、まさにこういったかたちでどんどん、どんどんアジアを

使いながら地方経済を強固、強靭（きょうじん）化していくということによって、どこが

勝つか。これをやっていくところがどんどんもうけていただいて、もう他の地方に対して

ざまみろというぐらいにもうけていただきたいというような動きを我々は全面的に応援し

たいと思っています。 
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 これはタイ政府もいま工業省、我々のいる内閣官房も挙げてやっています。どんどんそ

ういったところをやっていただいて、この地域に新しい産業、ゆくゆくは中小企業からま

さにメーカーになっていただきたいのです。だってソニーもトヨタも中小企業から始まっ

ているわけです。このわずか 60 年ぐらいでもう天下を取ったわけです。ぜひ新しいそう

いったところを作る。日本国内は右肩下がりだから、残念ながら無理です。やはり成長し

ているところでないと新しい技術革新、新機軸は生まれないわけです。 

 いまもう本当にやっています。いろいろなもうあり得ない組み合わせでやっているのは

例えば、1 例、これは大きい話ですけれども、いまインドのこのチェンナイという所で都

市開発をやっています。 終的には 70 万人ぐらいの都市をつくろうと思っているのです

けれども、これ実はシンガポールの企業と日本の企業を入れる。これも一つの作戦です。

要するに日本はノウハウがないでしょうと、ないところは他の国の企業を入れるのです。 

 二つ目。例えば、これはちょっと日揮さんは今回ちょっとアルジェリアでいま大変です

けれども、日揮さんも入っている。それから、もう一つはみずほです。これはみずほコー

ポというのは銀行さんです。銀行さんがなぜ入るのかと、お客さんのデータを持っている

のです。工業団地に来る時の 大のポイントはやはりお客さんです。もう原点はお客さん

ですから、お客さんをどう持ってくるか。みずほさんが持っている 2 万社になんなんとす

る企業さんが出たいよというのを使えるわけです。 

 これを全部組み合わせて新しい工業団地と都市開発を進めていくというのを、いまもう

これは始まっています。どんどん、どんどんそういったことをやっていくためには、やは

りもうこれは国民運動にしていきたいわけです。しかも、地域、地域で個性豊かにいろい

ろな強みを生かしながら戦っていく。そのお支えをしたい。 

 先ほど申し上げた大阪府さんと、それから、日経 BP さんの取り組みというのはこのま

さに第一歩なのです。ぜひここにもう本当にいろいろな組み合わせ、いろいろなもうあり

得ないという逆にその垣根を越えましょう。系列、あるいは組み合わせの垣根を越えてど

んどん、どんどんそういったものを組成していく。新しい日本の産業を創造していくとい

う時代です。もう大中合わせていろいろなメニューを用意していますので、個別にぜひ本

当にちょっと考えているのだと、インドシナを考えている、インドを考えているとぜひ言

っていただければ、いろいろ応援したいと思っております。 

 ちょっとあれですけれども、ちょうど 30 分になりましたので、こちらでとりあえず終

わらせていただきます。何か質問があれば、ぜひよろしくお願いいたします。どうもあり
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がとうございました。（拍手） 

 司会 それでは、ご質問のおありの方、挙手のほどお願いいたします。せっかくの機会

です。では、真ん中、行きましょうか。 

 質問 ご講演、ありがとうございました。少し本日の講演とはお話が振れると思うので

すけれども、例えば、小売業とかが ASEAN 諸国に進出する時に面積、品目等々規制がす

ごく多いと思うのですけれども、その際にその規制をくぐり抜けるテクニック的なものと

かがもし実例であれば、ちょっと実例を紹介していただきたいなと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 松島 一つは、当然ひと口に規制と言っても、それぞれの地域によって違うのです。例

えば、一例を挙げるとカンボジアはちょっと悲しい話ですけれども内戦が続いていて、地

場の小売が育ってません。実は普通の国の小売業というのは製造業を外国の企業にやって

もらって、そこで製造してもらいます。そのお金をそこで生活する人たちが要は潤うため

に、できるだけ外国企業に逆にやらせなかったりするのです。 

 だから、規制が厳しいというのは一つの建前なのです。製造業は技術がないとできない

しノウハウがないとできないので、小売りならば生活する、生活が上がっていけば当然そ

れに付随して伸びていくでしょう。だから、できるだけ 初から守っていく。日本もそう

なのですけれども、 初は守っているというような発想になるわけです。 

 そういった意味で、本来そういうパパママショップとかから始まって、だいぶそういう

ところを守っていく傾向にあるのですけれども、例えば、カンボジアはそういった小売り

の中で非常に大きいところというのはないのです。つまり、先ほど申し上げた内戦の関係

でそういった本来であれば順調にそういう指導者層が出るような、例えば、40 代から 50

代ぐらいの人は全部粛清されてしまったのです。ですから、いなかったりするので、非常

に実は小売りの規制というのは緩いというか、ないのです。 

 例えば、ミャンマーなんかもこれから出てまいります。ここもまだこれまで鎖国だった

ものですから、そもそも小売りの規制とは何かみたいなところから始まって、いま実はい

ろいろな国の教えを乞うているところなのです。小売りとは何か、小売規制とは何か、代

理店法とか何かとか、そういうところを含めていろいろな規制をいま学んでいるところで

す。 

 何を言いたいかというと、先ほどお話があったようにやはりファーストステップなので

す。ファーストワンがやはり勝負を決めるわけでありまして、そういった時にものすごく
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苦しい段階もあるのですけれども 初に出て行って、まさに自分たちの非常に望ましいか

たちで規制を変えていけるようなプレーヤーになればそういう地域となります。それは一

つ、面白いやり方だったりします。 

 それから、例えば、タイなんかで言うと CP というのはこれタイ 大の食品加工のメー

カーさんですけれども、これは面白いです。中国のショッピングモールなんかをどんどん

成功していったりしています。例えば、我々に言ってくるのですけれども、ワンフロア全

部に日本製品を置いてやるから一緒に組まないかと言ってくるのです。何が面白いかとい

うと、日本企業はガチンコで行くと日の丸が立つので今回の反日暴動みたいにされてしま

うのですけれども、迂回（うかい）的に入ることによって非常に楽なのです。タイの人ね

みたいな話で入りやすかったりするというようなやり方をやる。 

 だから、まさに複眼的な思考です。タイと組み合わせて中国へ出るというやり方。CP

なんかは本当にまじめに考えています。ぜひ必要であればまたご紹介しますけれども、そ

ういういろいろな組み合わせというのができるところにあると思います。だから、規制と

一概に言っても、本当に徹底的に調べるといろいろあります。 

 インドなんかは面白いです。いまようやくいわゆる複数のブランドは少しずつ規制を下

ろそうとしていますけれども、実はそれ以前にフランチャイズなんかは 100％できたので

す。誰もやらないのです。例えば、日本の小売りでもコンビニみたいなビジネスなんかは

すぐできるはずだったのですけれども、全然そこは日本のコンビニメーカーはやはり中国

のモデルと日本のモデルだけでなってしまって、あまり応用問題を解かない。そういうと

ころを解いていくと先に出られる。某、本当に地方のそういう小売りの業界の方がそうい

ったところで少しビジネスをやっていたりしていますけれども、そういった攻め方もあっ

たりする。 

 だから、規制と言っても一概に日本でインターネットで見るだけの話ではなくて、それ

ぞれの地域で本当にいろいろな裏があるのです。徹底的にそういうところで現地化してい

くというのが一つの裏技というか王道ですけれども、これもまさに今日のメッセージであ

る現地化戦略です。何が売れて何なら売れるのかというところを見ていくという点、だか

ら、もう本当にそういうものは山ほどありますから、それぞれのところでそれぞれの戦い

方を検討してみるということではないですか。よろしいですか。 

 質問 ありがとうございました。 

 司会 ありがとうございました。では、続いてございますでしょうか。よろしいですか。
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では、お時間もございますので、まだもし質問等がおありの方は財団を通じてご連絡を賜

りますようにお願い申し上げます。では、改めまして松島様、どうもありがとうございま

した。 

（拍手） 

 それでは、これをもちまして本日のセミナーを終了させていただきます。本日はご出席

を賜りまして誠にありがとうございました。 

 


