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1. 調査の背景、目的と調査方法 

1.1. 調査の背景 

インドネシアにおけるアジア通貨危機後の経済の回復は、周辺の ASEAN や中国と

比較すると、これまでは芳しいものではなかった。前政権では労働者の権利を守る

という傾向が強く出すぎたこと、外資に対する態度が厳しいものであったことから、

インドネシア経済の前途について悲観的な見方もされてきた。 

しかし、新政権の発足や 2005 年 1 月に開催されたインフラサミットの結果、経済

環境が改善される期待が高まっている。国内の自動車やオートバイ市場が急成長し

ており、実体経済も回復してきたことを思わせ、インドネシア経済の先行きに展望

が開けてきたように見える。しかし、周辺のアジア諸国と同様な経済成長を遂げて

いくためには経済成長のエンジンのパワーを強め、アジア通貨危機前と同レベルの

7 パーセント台の成長軌道を回復する必要がある。 

インドネシアにおいて経済成長のエンジンの役割を果たしているのはジャボタベッ

ク（JABOTABEK、ジャカルタ特別市と、ボゴール、タンゲラン、ブカシ、の各県

を合わせた地域の略称）周辺に位置する製造業である。製造業セットメーカーは経

済環境の問題だけでなく、ミクロ面の問題にも直面している。その典型が裾野産業

の薄さである。新政権は経済環境の改善に向けて動き出したが、中小企業振興策な

どミクロ面の方向性や政策が明確に定まっていない。 

このような状況の中で、これまでとは異なる視点から裾野産業振興について考える

ためにこの調査を実施した。これまでと異なる視点とは、以下の 2 点である。 

l 外資セットメーカーとその下請企業の「生産関係」から新たな支援ターゲット

や支援の方法を考えることとした。裾野産業振興のための支援を行う際の最終

的な目的（支援をどのレベルまで引き上げるか）は、中小企業とセットメーカ

ーの生産関係を見ることによって始めて明確になると考えたためである。 

l これまでの中小企業の支援は支援する側が中小企業の大海に入ってアクション

を取ることが多かったが、支援を受けたい企業を支援する側に引き寄せること

を意識した。支援する側が中小企業の側に入っていくと支援対象が明確にはな

らないし、支援対象に何かを与える（無償や低利で支援する）という社会政策

的な支援になってしまうと考えた。一方、支援を望む側が支援する側に近づい

てくるケースでは、支援対象を絞り込むことも可能であるし、支援に商業性を

持たせることも可能であると考えた。 

 

我々は、裾野産業を強化することによってセットメーカーとその生産系列下の下請

企業の関係強化を図り、インドネシアの「経済成長のエンジン」の強化に貢献する



 

2 

ことが可能であると考えている。 

また、この調査では外資企業をそのまま日系企業と捉えて調査し、提案を行ってい

る。この調査で提案する支援スキームは、短期的には日系企業の生産系列の強化に

貢献するが、将来的には日系企業だけでなく、インドネシアのローカルセットメー

カーや外資セットメーカーの利益にもなると考える。加えて、支援の実施を日系企

業に関連する企業に限定することによって、支援のための資源を少ない資源で開始

し、将来的により広げることも可能であると考えている。 

1.2. 調査の目的 

本調査の目的は、以下の 2 点である。 

l ジャカルタ周辺の日系企業の生産関係を分析する中で、裾野産業企業（日系セ

ットメーカーや一次下請企業に部品や製品を供給するローカル企業）の抱える

問題点や課題を把握する。 

l 問題点や課題を踏まえた支援の方向性を見出す。 

 

1.3. 調査方法 

調査では、文献やインターネット上の資料分析と、インタビュー調査の 2 つの調査

を実施した。 

文献調査では、現地調査前のインターネット上のリソースや報告書、統計などの分

析、現地調査のインタビュー先から提供された資料の分析などを行った。その結果、

以下の点について確認した。 

l インドネシアの経済状況や投資環境など、インドネシアの中小企業が直面する

経済環境 

l アジア通貨危機後の日本のインドネシア中小企業分野に対する支援 

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

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）など、民間対民間の支援を行ってい

る機関の支援スキーム 

l インドネシア政府、世界銀行グループ、アジア開発銀行（ADB）、国連工業開発

計画（UNIDO）など、他のドナーのインドネシアにおける中小企業分野への支

援 

 

インタビュー調査は表 1-1 に記したように、イスラム暦の新年を挟んで 2004 年 11

月初旬と 12 月初旬にそれぞれ 11 日間、13 日間の調査を行った。インタビュー調査

の対象は、援助機関、業界団体、日系セットメーカー、日系一次下請企業、日系企
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業と取引をしているローカル下請企業、日系企業と取引をしていないローカル企業

であった。各インタビュー調査の内容については、付録 1 に記すとおりである。 

表 1-1  インタビュー調査の概要 

 期間 訪問先 
第1回現
地調査 

2004 年 11 月 3 日から 13 日 在インドネシア日本大使館 
JETROジャカルタセンター 
JICA専門家（国家開発庁、投資委員会、工商省） 
国際金融公社（IFC）インドネシア事務所 
ジャカルタ・ジャパン・クラブ 
工業団地運営会社（2 社） 
日系投資会社（1 社） 
日系セットメーカー（4 社） 
日系一次下請企業（2 社） 
ローカル企業アドバイザー（1 名） 

第2回現
地調査 

2004年11月29日から12月
11 日 

JETROジャカルタセンター 
AOTS ジャカルタ事務所 
JODC 本部（東京） 
JICA専門家（投資委員会） 
インドネシア自動車部品工業会（GIAMM） 
日本金融機関（1 社） 
工業団地運営会社（1 社） 
日系セットメーカー（4 社） 
日系一次下請企業（3 社） 
ローカル一次下請企業（6 社） 
日系企業と取引をしていないローカル企業（1 社） 

出典：調査チーム 
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2. インドネシアの中小企業をとりまく環境 

2.1. インドネシアの経済状況 

図 2-1 は、インドネシアとその周辺国（マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナム、

および中国）の近年の実質 GDP 成長率の推移である。インドネシアの実質 GDP 成

長率は、1993 年から 96 年までは 7 パーセント後半から 8 パーセント前半を維持し

ていたが、1997 年のアジア通貨危機によって 4 パーセント台に低下し、1998 年に

はマイナス 13 パーセントを記録した。その後実質 GDP 成長率は V 字型の回復を遂

げたが、その水準は、3 パーセント台後半から 4 パーセントに低迷している。 

図 2-1  インドネシアと周辺国の GDP 成長率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：World Development Indicators 2004, 世界銀行 

周辺国と比較すると、1998 年の実質 GDP 成長率の水準は、比較した 6 ヵ国の中で

最も低いものであった。2001 年にはマレーシア、タイ、フィリピンよりも高いレベ

ルの成長を記録したが、2000 年、2002 年の実質 GDP 成長率も 6 ヵ国の中で最低

であった。世界銀行がまとめた世界開発指標 2004 年版によると、2002 年のインド

ネシアの一人あたり GDP（1995 年価格）は 1,060 ドルで、4,806 ドルのマレーシ

アや 3,000 ドルのタイよりも、944 ドルの中国に近い水準である。中国やベトナム

は、アジア通貨危機の時期を除いて 7 パーセント以上の成長を遂げている。インド

ネシアが周辺国の経済発展から取り残されずに同様の発展を遂げるためには、7 パ
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ーセント以上の GDP 成長率が必要である。なお、中央統計局（BPS）のデータに

よると、2003 年のインドネシアの GDP 成長率は 4.5 パーセント、2004 年は 5.1 パ

ーセントと、アジア通貨危機前の水準である 7 パーセント台に近づきつつある。 

インドネシアが 7 パーセント台の経済成長を回復し、それを持続させるためには、

成長のエンジンとなる産業のテコ入れが必要である。現在のインドネシアにおいて、

経済成長のエンジンとなる産業とは、JABOTABEK の製造業である。 

2.2. 海外直接投資 

図 2-2 はインドネシアの海外直接投資の承認件数および金額（承認ベース）をグラ

フにまとめたものである。投資金額は、1995 年の 400 億ドルをピークに減少傾向

となり、アジア通貨危機以降は 100 億ドルから 150 億ドルの水準を行き来している。

一方、投資件数は 2000 年の 1542 件をピークに減少傾向にあり、2003 年には 1060

件となっている。一件あたりの投資金額は、1994 年の 6 億ドルから最近では 1 億

ドル前後にまで減少している。 

図 2-2  インドネシアへの海外直接投資（承認ベース）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：インドネシア投資調整委員会 

海外直接投資は、外国企業がインドネシア経済を評価した結果を反映している。図 

2-2 の結果は、アジア通貨危機を前後して、インドネシアが海外直接投資先として
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の魅力を失っていたことがわかる。 

しかし、2004 年に入って、これまでの動きに変化が見られる。マクロ的な数値には

まだ表れていないが、今回インタビューを行った工業団地運営会社によれば、2004

年に入って工業団地を訪問する外国企業関係者が増加しているとのことであった。

また、日系オートバイセットメーカーが増産のために新たな向上の建設決定するな

ど、海外直接投資の増加を予感させる動きが見られる。 

2.3. 日系企業の景況感 

2.1 節および 2.2 節で概観したように、インドネシアのここ数年の経済の実績と海外

直接投資の実績ともに芳しいものではなかった。しかし、直接投資の動向と同じよ

うに、景況感に関しても改善の兆しが見られる。図 2-3 は JETRO が毎月調査を実

施している日系企業の景況感に関する調査結果である1。図 2-3 はインドネシアとタ

イの 2001 年 6 月以降（調査開始以降）の両国の指数の推移である。 

図 2-3  アジアクイック DI の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JETRO アジアクイック DI Web ページ（http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/di/） 

インドネシアの指数は、2001 年から 2003 年まではほとんどマイナスであった。こ

れは景況感（収益、在庫状況、商品の需給、販売価格、取引先からの代金の回収）

が悪いと答える企業が良いと答える企業よりも多く、景気が悪い方向に向かってい

ると考えている企業が多かったことを示している。一方、タイでは 2001 年の指数

はインドネシアと同様に悪かったが、2002 年以降は回復するなど、景気循環的な動

                                                 
1 ジェトロ・クイック DI 調査。調査方法や調査内容の詳細はhttp://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/di/参照 
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きを示していた。 

しかし 2004 年からはインドネシアにおける指数はプラスになり、その水準もタイ

の好況時並みに上昇している。景気が良いと考える日系企業が悪いと考えている日

系企業よりも多数を占め、しかも 2005 年1 月時点での先行きの見通しに関しては、

タイよりもインドネシアの 20 ポイントも高くなっている。現在、インドネシア経

済は現在良い状態にあるし、この先も良い方向に向かうという日系企業の判断を見

ることができる。 

2.4. ASEANと日・中・韓の FTA の締結とインドネシアにおける「ものづくり」 

東南アジア諸国連合（ASEAN）は 1992 年にアセアン自由貿易地域（AFTA）を発

足させた。AFTA は、15 年以内に農業加工品を含む全ての工業製品に輸入関税を段

階的に引き下げ、2008 年までに 5 パーセント以下にすることを目指していた。結局、

2003 年には予定より 5 年早くこの目標を達成し、ASEAN の先発国である6 ヵ国（イ

ンドネシア、タイ、マレーシア、シンガポール、ブルネイ、フィリピン）では、工

業製品の輸入関税は原則 5 パーセント以下となっている。 

また、東アジア・東南アジア地域において、ASEAN と日本・中国・韓国の経済関

係が深まっていく中で自由貿易協定（FTA）を締結する機運が高まり、この地域の

「もの」の動きはますます自由度を高めていく様相を呈している。 

このような状況の中で、日系企業などの外国資本企業が ASEAN や中国における生

産拠点を集約・統合するのではないかという懸念の声が聞かれる。そして 2.1 節や

2.2 節で示したように、経済的に芳しくないパフォーマンスを示しているインドネ

シアから外国企業が撤退し、インドネシアから「ものづくり」がなくなってしまう

のではないかという意見も聞かれる。2000 年には日本の電気メーカーの一社が撤退

し、このような主張を裏付ける出来事として扱われることもあった。 

しかし、ASEAN 域内の自由貿易化と ASEAN と日・中・韓の経済関係の深化が進

んでも、インドネシアで製品を作り続けることの重要性は変わらない。それは、主

に以下の 3 つの要因による。 

l 各国のニーズに応えた製品を開発し、生産する必要がある。 

l 各国の工業規格・安全基準などが異なっており、各国の規格・基準に合致した

製品作りを行う必要がある。 

l 海外直接投資による埋没費用は大きく、簡単に直接投資先を替えることはでき

ない。 

 

どのような商品であれ、インドネシアで消費されるものはインドネシアの市場が嗜

好するものを生産する必要がある。それが世界レベルや ASEAN レベルで普遍性を
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持つ商品であればどこで生産してもよいが、今回インタビューを行ったオートバイ、

自動車、電気・電子製品に関してはインドネシア市場独自の嗜好があり、それに合

わせた開発と生産を行う必要があるということであった。例えば、汎用的な部品に

関しては生産を行う上で比較優位を持つ国で大量に生産することが望ましいが、最

終製品の開発は市場に近い場所で行い、その国独自の製品にするための部品につい

てはその国で行うという生産パターンを持つことになる。 

また、工業製品の規格や安全基準は、ASEAN 域内でもまだ統一されていない。例

えば照明器具について聞いた例によると、インドネシアでは SNI（Standard 

National Indonesia）、タイでは TIS（Thailand Industrial Standards）という工

業製品規格があり、これらの規格に合格できないと他国からの輸入を受け入れても

らうことができないということであった。その結果、照明器具については、汎用部

品は輸入することができるが、最終製品は各国で生産するという生産スタイルが定

着している。 

インタビュー調査の中では三番目の点に関して直接指摘を受けることはなかったが、

海外直接の埋没費用（実際に事業を開始するまでにかかる直接・間接の全てのコス

ト）は大きなものであることは間違いない。たとえ事業開始後のパフォーマンスが

芳しくない状況や多少の外部環境の変化があったとしても、簡単に投資先を変更す

るようなことはできないと考えられる。 

2.5. インフラと法制度 

2.5.1. インフラと法制制度の問題点 

日系セットメーカーや日系一次下請企業に対するインタビュー調査では、インフラ

や法制度に関する問題点を指摘する意見が多く聞かれた。 

インフラに関しては、道路、電気、通信に問題があるという声が多かった。具体的

には、以下のようにまとめることができる。 

l 道路：ジャカルタ市中心部と市中心部に向かう高速道路の慢性的な渋滞が見ら

れる。また、工業団地や工場立地エリアの道路（特に県（Kabpaten）レベルの

道路）に問題が多いが、地方政府は道路の改良・整備の予算を持っていない。 

l 電気；工業団地以外の地域で、停電や電圧低下が発生する頻度が高い。 

l 通信：電話、インターネットの品質が低いことを問題とする意見が聞かれた。 

 

法制度に関しては、税制、関税の保税手続き、労働問題などで、細かい部分が明文

化されていないことを問題にあげる意見が多かった。これらの細かい部分が明文化

されていないために役人の裁量部分が大きくなり、手続きに時間がかかる、賄賂の

要求をされるなどの問題につながっているということであった。また、1990 年代後
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半に推進された地方分権化の結果、様々な手続き事項の実施主体が地方政府に移管

されたが、地方政府の能力が低いために手続きに時間がかかってしまう、賄賂の要

求をされるなどの問題が発生している。 

税制、関税の保税手続き、労働問題の中で最も早急に改善を要する問題として挙げ

られたのが労働問題である。インドネシアの労働法は労働者にとって有利、雇用者

にとって非常に不利な内容となっている。一度正社員にすれば解雇することが難し

いこと、働くインセンティブを維持することから、インタビュー先企業では契約社

員と正社員を組み合わせる雇用形態がよく見られた。最初は契約社員として雇用し、

その働きによって正社員に引き上げるという雇用形態が良く見られる。 

2.5.2. 問題の解決に向けた動き 

これらの問題の改善を図るために、日本商工会議所と日本人会を統合した組織であ

るジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC）は、前政権の時代からインフラや法制度

の改善について申し入れを行ってきた。2001 年 9 月に 10 項目（治安、課税、通関、

海外直接投資のための優遇策、労働問題、サポーティングインダストリー振興、イ

ンフラ整備、人材育成など）の提言書を提出して以来、インドネシア政府と積極的

に対話を重ねて、問題の解決を図ろうとしてきた。 

また、日本政府によるインドネシア政府への支援の中でも中小企業支援のための政

策立案に関する支援を行った。2000 年 1 月から 7 月にかけて早稲田大学の浦田秀

次郎教授をリーダーとする支援チームが中小企業金融、中小企業振興、行政組織の

あり方といった観点から、中小企業政策の立案、基本的方向の策定に関する政策提

言を作成した。詳細は 3 節に記すが、この政策提言に引き続き JICA の開発調査な

ど、日本による一連の中小企業分野の支援が行われた。 

2004 年 10 月に発足した新政権は、インフラの改善をプライオリティの高い分野と

位置づけている。しかしインドネシア政府は、インフラ整備のための原資を十分に

持ち合わせておらず2、民間資金やドナーの援助を活用したインフラ整備を行う意向

を持っている。2005 年の 1 月 17 日、18 日にはインドネシア政府とインドネシア商

工会議所（KADIN）は「インフラサミット」を主催した。サミットでは、インドネ

シア政府は今後 5 年間（2005 年から 2009 年）で年平均 6.6 パーセントの経済成長

を達成するには約 1500 億ドルの資金が必要であるが、そのうちの 100 億ドルをド

ナーから、800 億ドルを民間部門から調達したいという構想が示された。また、民

間部門による投資を促進するために、インドネシア政府は 14 項目の3法律の改正や

                                                 
2 2004 年 5月 9日に発表された IMF9 条に基づくコンサルテーションの結果によると、2003 年におけるインドネシア
の中央政府財政赤字の見通しは、GDP比 2.3パーセントの赤字、中央政府の累積債務はGDPの 66.5パーセントである。 
3 インフラサミットの結果に関する内容については、インフラサミットのホームページ
（http://www.iisummit2005.com/sumres.html）や在インドネシアアメリカ大使館のホームページ
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規制の変更などを行うことを約束した。このように、法制度とインフラの改善につ

いては新政権の下で着実な動きが見られる。 

                                                                                                                                               
（http://www.usembassyjakarta.org/econ/infra-summit05/infrastructure-summit.html#GOI）を参考にした。 
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浦田専門家のチーム
による中小企業振興

の政策立案

中小企業クラスター
機能強化計画調査

中小企業人材育成
計画調査

地方拠点振興事業

地方貿易促進研修セ
ンター支援事業

自動車産業振興
事業

中小企業診断士制
度の導入

3. これまでの日本の支援と他ドナーの動向 

3.1. アジア通貨危機以降の日本の支援 

アジア通貨危機以降の日本のインドネシア中小企業分野への支援の流れは図 3-1

のように示すことができる。最初に、2000 年 1 月から 7 月にかけて浦田秀次郎早

稲田大学教授をリーダーとするチームがインドネシア政府関係機関と対話し、中小

企業振興に関する政策立案を支援した。 

図 3-1  アジア通貨危機以降の日本のインドネシア中小企業分野への支援の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査チーム 

浦田専門家のチームによる報告書は、中小企業金融、人的資源開発と輸出促進、中

小企業行政 3 点からなっている。その内容は表 3-1 に示すとおりである。 
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表 3-1  浦田専門家のチームのアウトプット 

中小企業金融 - 商業銀行から中小企業への融資を促進するための保証制度の設立 
- 商業銀行による中小企業への融資をサポートする公的金融機関の再

編成と代理貸付（民間銀行が政府系金融機関の委託を受けて代行す
る貸し付け）の導入 

- 中小企業がエクイティ・ファイナンス（新株発行による資金調達）
を行うことのできる資本市場の育成 

- 経営や技術の支援と結びつけた支援の実施と、このような支援を可
能にするための診断士制度の導入 

人材育成と輸出促進 - 中小企業で働く人材や中小企業アドバイザーのための中小企業訓練
センターの設立 

- 中小企業診断士制度の導入 
- 地方の中小企業の支援ニーズに応えるための経営・技術専門家の地

方派遣システムの構築、将来的には IT を活用した遠隔指導を実施 
- 1. 外資企業のインドネシアへの投資促進、裾野産業の振興を支援す

る機関の設立、民間の人材育成機関への支援、ドナーの支援と中小
企業の繋がりの強化、2. これらの支援を通じた産業クラスターの形
成・産業のリンケージ強化 

中小企業行政 - 中小企業政策を調整する組織の設立、中小企業振興法の制定、中小
企業の再定義などによる中小企業政策を実行する組織の関係強化 

- 中小企業政策をより効果的に実行するための地方政府への権限の委
譲と地方政府の人材の能力強化 

出典：”Policy Recommendation for SME Promotion in The Republic of Indonesia”より作成 

浦田チームによる報告書の結果、2 件の JICA 開発調査、1 件のプロジェクト方式技

術協力（地方貿易促進研修センター支援事業）、1 件の JICA 専門家による政策支援

（中小企業診断士制度導入のための法制度整備の支援）、1 件の JETRO による事業

（自動車産業支援振興支援事業）が実施された。 

2 件の JICA 開発事業の調査目的と調査のアウトプットは表 3-2 に示すとおりであ

る。 
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表 3-2  JICA開発調査の実施時期・調査目的・調査アウトプット 

調査名 中小企業クラスター機能強化計画
調査 

中小企業人材育成計画調査 

調査の目的 選択したターゲット・クラスタを
対象に集積機能強化のためのパイ
ロット事業を実施し、その結果を
踏まえ、インドネシアにおけるダ
イナミック・クラスター創出に向
けたマスタープラン、アクション
プランを含む政策提言を行うこと 

製造業に焦点を絞った中小企業の
経営・技術的能力の改善にかかる
中小企業人材育成計画およびアク
ションプラン策定を行うこと 

調査の提案 - 州フォーラム（クラスターの選
定クラスター振興プログラム
の予算編成などを行う）の形成
と機能強化 

- 県レベルのフォーラム（クラス
ター振興プログラムの作成を
行う）の形成 

- クラスター・ファシリテーター
（クラスター振興計画策定の
キーパーソン）の能力強化 

- クラスターにおけるソーシャ
ル・キャピタル（地域の信頼関
係と相互扶助精神）の強化 

- クラスターにおける企業家精
神の向上 

- 製造業者データベースの作成 
- 中小企業への支援プログラム

の情報提供 
- 中小企業振興センターの機能

向上 
- 金融仲介支援コンサルタント

の能力強化 
- 中古機械・設備による既存設備

更新スキームの実行可能性調
査 

- 高校における製図・設計教育の
実施 

- 中小企業関係者が参加する短
期トレーニング・コースの設立 

中小企業人材幾千センター設立に
関して 
- 工商省の中小企業局下に人材

育成担当グループを設置 
- 工商業訓練センター内に民間

企業研修部門を設置 
- MOIT 下に人材育成委員会を設

置し、中小企業局下の人材育成
担当グループの業務を移管 

- 長期的には中小企業人材育成
センターを設立 

- 中小企業マネジメントコンサ
ルタント資格制度の制定と運
営 

経営・生産管理技術の研修に関し
て 
- 経営・生産管理技術の研修講師

養成の実施（モデル事業の継
続） 

- 経営・生産管理技術の研修の実
施（モデル事業の継続） 

- 経営・生産管理技術の研修講師
養成と経営・生産管理技術の研
修の地方展開 

- 中小企業マネジメントコンサ
ルタント養成コースの実施 

特定分野の技術の強化に関して 
- プラスチック形成、金属プレス

加工、金型技術のサポート体制
を強化し技術支援や技能訓練
を充実させることにより素材
加工セクターを強化する 

出典： 「中小企業クラスター機能強化計画調査」、「中小企業人材育成計画調査」の最終報告書よ
り作成 

これまで見たとおり、日本はインドネシアの中小企業振興のために政策レベルから

実施に近いレベルまで様々な提案を行ってきた。しかし、そのうち実施に至ったも

のは限られている。その理由は、一般的に ODA は官対官の支援であり、日本政府

がインドネシアの民間に直接に支援することは原則的にできないこと、政策やアク

ションプランを受け取ったインドネシア側の実行能力が低いことである。 
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3.2. 日本の民間対民間の支援 

日本のインドネシアの民間部門に対する支援は、財団法人海外貿易開発協会

（JODC）、財団法人海外技術者研修協会（AOTS）、独立行政法人日本貿易振興機

構（JETRO）などが担っている。本節ではこれらの機関の支援スキームについて説

明する。 

3.2.1. JODC の支援 

JODC は 1970 年に設立された財団法人で、経済産業省からの補助金を用いて日本

の技術者を発展途上国に派遣する事業や、日本の中小企業の現地法人に学生をイン

ターンとして派遣する事業などを行っている。 

JODC の専門家派遣事業は、「産業技術等向上支援専門家派遣事業」と「中小企業

専門家派遣事業」の 2 つに分けることができる。「産業技術等向上支援専門家派遣事

業」は ODA 予算によって実施されるもので、その派遣や費用負担の方法は、支援

を受け入れる企業（受入企業）の日系・ローカルの違い、支援を受け入れる企業と

支援を行う企業（協力企業）の関係によって、表 3-3 のように細かく分類されてい

る。また、受入企業、協力企業、JODC の関係は、図 3-2 のように示すことができ

る。 

表 3-3  種別と派遣経費区分 

派遣費用の割合 
受入企業 種別 協力企業との 

関係 
付加指導*
の割合 JODC 受入企業 協力企業 

運営分担金 

I 日本側出資 100% 
全 指 導 日
数 の う ち
1/4 

協力企業が中小企業**の場合 

3/4 1/4 0 
II 

日本側出資 50%以
上 100%未満 

全 指 導 日
数 の う ち
1/8 協力企業が大企業の場合 

日系企業 

III 
日本側出資 50%未
満 

付 加 指 導
なし 8/12 3/12 1/12 

IV 

協力企業または協
力企業が出資する
日系企業との商取
引あり 

- 

V 
過去に技術提携、
またはプラント輸
出の実績あり 

- 
ローカル
企業 

VI 
現地工業会などか
らの申請で行う支
援 

- 

3/4 1/4 0 

協力企業が派
遣費用合計額
の原則12%を
負担 

注： *付加指導とは、受入企業と商取引関係にあるローカル企業への指導・助言を付加的に行うことである 
 **中小企業とは、資本金 3 億円以下または常勤従業員 300 名以下の企業である 
出典：JODC パンフレット 

 

「産業技術等向上支援専門家派遣事業」の専門家派遣期間は短期派遣（原則 1 ヵ月
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受入企業

協力企業

JODC出資または
商取引関係

専門家の派遣申請

協力企業の従業員またはJODC登録専門家の派遣

から 1 年間）と長期派遣（1 年以上 2 年以下）の 2 種類となっている。 

図 3-2  支援受入企業、協力企業、JODC の関係 

 

 

 

 

 

出典：JODC パンフレット 

「中小企業専門家派遣事業」は 2002 年に始まった新しい事業で、日本の中小企業

対策費の予算で実施されているものである。この事業では日本の中小企業（協力企

業）の申請を受け、途上国の資本関係がある日系企業あるいは取引関係があるロー

カル企業（受入企業）に対して JODC に派遣された専門家（協力企業の従業員では

ない）を派遣するものである。JODC は専門家派遣費用の 3 分の 2、受入企業が 3

分の 1 を負担し、協力企業が派遣費用の 11 パーセントを運営分担金として負担す

ることになっている。派遣期間は最大 6 ヵ月となっている 

JODC は 2002 年度までの 59 ヵ国に 5500 名の専門家を派遣した。そのうちインド

ネシアに派遣された専門家は 1200 名で、59 ヵ国の中で最も多い派遣人数となって

いる。 

3.2.2. AOTS の支援 

AOTS は 1959 年に設立された財団法人で、海外から技術者・管理者を日本で受け

入れる受入研修、講師を海外に派遣する海外研修、インターネットやテレビ会議を

活用した遠隔地研修を国庫補助事業として実施している。その他にも日本政府等か

らの委託を受けて貿易円滑化、知的財産制度の普及、金型産業の振興、エネルギー・

環境分野の研究能力向上のための研修受入や海外研修事業を実施している。 

AOTS の受入研修は、一般研修と管理研修からなっている。一般研修は、途上国の

技術者や管理者が来日して受入企業や関連企業で研修を受ける前に行う日本語や日

本社会を理解するための導入研修で、2004 年度には 9 日間のコースから 13 週間の

コースまでが設定されていた。研修者は一般研修の後に実地研修を行うことによっ

て製造技術などを身に付けることになる。 

管理研修は、途上国の技術者や管理者、企業経営者等をわが国に招聘し、企業経営

や工場管理の技術の概念を学び、また、実際の応用例を見ることにより習得させる
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研修で、AOTS の研修センターにおいて実施される。経営管理、生産管理、品質管

理、人と組織、物流管理、財務管理環境などの分野のコースが設定され、10 日間か

ら 3 週間程度のコースとなっている。管理研修を終えた研修者は、技術研修と同様

に受入企業の下で実地研修を受けることも、受けないことも可能である。AOTS で

は 2002 年度までに 11 万 6000 人の研修生を受け入れたが、そのうちインドネシア

からの研修生は 11 パーセントで、中国（19 パーセント）、タイ（12 パーセント）

に次ぐ水準である。 

海外研修は当該国で対象者を集めて行う研修と複数の国から対象者を集める第 3 国

研修がある。近年インドネシアでは年間 30 回ほどの研修を行っている。従来は

AOTS が企業から申請を受けて開催する研修だけであったが、最近では AOTS が企

画する研修も始め、例えば日系企業向けにトレーナズトレーニングを行っている。

2002 年度までの海外研修の参加者数は約 14 万人であるが、そのうちインドネシア

の研修者は 9 パーセントで、中国（16 パーセント）、タイ（14 パーセント）、イン

ド（10 パーセント）に次ぐ水準である。 

3.3. JETRO ジャカルタセンターの支援 

JETRO ジャカルタセンターは、日本との貿易の振興やインドネシアに進出した企

業の支援を主な事業としているが、インドネシアのローカル企業へのサポートも行

っている。図 3-1 に示した「地方拠点整備事業」と「自動車産業振興事業」は JETRO

ジャカルタセンターが実施したものである。また、「地方貿易促進研修センター支援

事業」は JICA のプロジェクト方式技術協力事業であるが、JETRO ジャカルタセ

ンターも専門家派遣や研修員受入で協力している。 

「地方拠点整備事業」は、JICA の開発調査のアウトプットを生かして産業クラス

ターを形成することを目指した事業である。これまでにスラバヤの鋳物工業、スマ

ランの木工製品を対象に有望な中小企業を各 10 社程度発掘し、これらの企業に対

するマーケティング指導、技術指導、日系企業とのビジネスマッチングなどを行っ

た。今後、ジャカルタの電気産業のための金型についても同様の支援を開始する予

定である。 

「自動車産業振興事業」は、2001 年に開始された事業で、現在 2 期目を迎えている。

全体をコーディネートする専門家と JODC スキームで派遣された個々の技術専門

家が 2 年間で複数の企業（第 1 期では 2 年間で 40 社）を巡回指導するものである。 

3.4. インドネシア政府や他ドナーの中小企業支援 

3.4.1. インドネシア政府の中小企業政策 

インドネシアの中小企業政策は、1970 年代から産業指導員が中小企業の技術経営指
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導を行う BIPIK プログラムや小規模企業への設備資金や投資資金の融資制度が導

入された。1980 年代以降には国営大企業が親となって下請の小企業に経営・技術指

導を行う制度が導入された他、BIPIK プログラムを改良した制度や中小企業への特

別な融資制度も引き続き行われてきた。 

インドネシア政府で中小企業政策に大きな役割を果たすのは工業商業省と中小企

業・協同組合省である。しかし、両省や関連する機関の間で中小企業政策のための

情報の共有化や政策の調整がなされない状態が長く続いたため、インドネシア政府

は 2000 年 8 月に中小企業政策に関連する上記 2 省に加えて、財務省、農業省、中

小企業連合会、NGO、大学研究機関を構成する「中小企業タスクフォース」を形成

した。このタスクフォースチームは 2002 年 4 月に「中小企業中期計画」を策定し

たが、この計画でさえもタスクフォースチームが中小企業組合省のメンバーが中心

であったことから、必ずしも関連省庁の全面的な指示を受けた計画とはなっていな

い。 

このような各省の調整の困難な理由は、各省のスタンスの違いによるところが大き

い。例えば、中小企業省・協同組合は小規模な零細企業や協同組合などの支援にフ

ォーカスし、低利の貸付プログラムなど、どちらかと言えば社会政策的なアプロー

チに留意してきた機関である。一方、工業商業省は、より市場競争を意識したアプ

ローチを考えている4。 

中小企業への融資制度に関してはアジア通貨危機以降に大きな変更があった。1999

年に 1970 年代以来続いてきた中小企業向け融資制度が廃止され、中小企業金融に

関しては原則として市場金利を基にした商業ベースで行われるようになった。しか

し、商業銀行は中小企業に対する融資モデルを確立できていないために中小企業に

対する融資がなかなか増加しない現実がある。 

3.4.2. 世銀グループ 

世銀グループでは、国際金融公社（IFC）が 2003 年に Program for Eastern 

Indonesia Small and Medium Enterprises Assistance（PENSA）を設立させた。

PENSA は東部インドネシアの中小企業への技術支援とキャパシティ・ビルディン

グを目的にしたものである。PENSA は表 3-4 の 5 つの地域でそれぞれの課題を解

決することを目指している。 

                                                 
4 工業商業省は 2002 年に「中小企業分野マスタープラン 2002 年－2004 年」を発表している。この事実も中小企業タ
スクフォースの「中小企業中期計画」が必ずしも各省庁で完全に合意されたものではないことを示している。 
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表 3-4  PENSAの活動地域と課題 

地域 解決すべき課題 

デンパサール 中小企業を支援するサービスの改善（木材加工産業） 
持続的なサプライチェーン・リンケージの構築（家具製造） 

ジャカルタ 投資環境などのビジネス環境の改善（法制度の改革や規制緩和、資本市場へ
のアクセス改善、経済団体の強化） 

バリクパパン 石油産業、ガス産業、鉱業の大企業と中小企業とのリンケージの確立 
スラバヤ 資金へのアクセスの改善 

マカッサル アグリビジネス（トウモロコシ、家禽、ココア、海草の商品化）とのリンケ
ージの確立 

出典：PENSA Web ページ（http://www.ifc.org/ifcext/pensa.nsf）より作成 

3.4.3. アジア開発銀行 

アジア開発銀行は、1999 年に始められた「産業競争力と中小企業振興プログラム」

（セクターローン）に 2 億ドル融資し、2002 年に開始された「中小企業輸出振興プ

ログラム」に 8500 万ドルの融資を行っている（この融資は輸出金融保険の設立、

小規模輸出業者のための基金、小規模輸出業者のためのビジネス支援サービスの整

備に使われた）。また、州レベルの中小企業政策の強化を図るための TA を 2003 年

12 月から 2005 年 1 月まで実施した。 
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4. 日系企業やローカル下請企業の現状 

2004 年 11 月と 12 月に行ったインタビュー調査では、日系企業の主要な活動分野、

インフラや法制度など企業活動をとりまく経済環境と同時に、個々の企業の抱える

課題、日系セットメーカーと下請企業の関係などについて聞くことができた。本章

では、いくつかの主題ごとにインタビュー結果をまとめていく。 

4.1. インドネシアの日系企業の主要な活動分野と産業の特徴 

現在、インドネシアに進出した日系企業が最も活発に活動を行っている分野は、オ

ートバイ産業、自動車産業、電気・電子産業である。これらの産業の特徴は表 4-1

のようにまとめることができる。 

表 4-1  オートバイ、自動車、電気・電子産業の特徴 

オートバイ 自動車 電気・電子 
- 生産台数が多い（インドネシ
ア市場トップシェアの企業
は 1 日 8000 台生産してい
る）。 

- 車種は少ない。 
- 下請企業は、単一部品を大量
に生産する能力が必要であ
る、 

- 開発費用・開発時間は自動車
ほどかからない。 

- 生産拡大に合わせ、下請への
ニーズが増加している(簡易
な部品生産を移管したいと
考えている)。 

- 生産設備がオートバイより
も大型化する（資本力が必要
である）。 

- 車種が多い。 
- 下請は様々な種類の部品を
管理する能力が必要である。 

- 開発費用・開発時間がかか
る。 

- ロジスティックスにコスト
がかかる（パーツのコスト高
や納期に影響）。 

- 生産拡大に合わせ、下請への
ニーズが増加している（簡易
な部品生産を移管したいと
考えている）。 

- 中国からの輸入品や韓国系
進出企業との競争が激化し
ている。 

- より一層の製造コスト削減
が必要である。 

- 短期のデザイン変更や製品
バリエーションへの対応が
必要である。 

- 新たな下請へのニーズは限
定的である。 

- 金型企業や部品生産企業が、
輸送機器の金型を目指す、電
装品への転換を図るなどの
動きが見られる。 

出典：調査チーム 

4.1.1. オートバイ産業 

オートバイ産業はほとんどが国内市場向けである。2004 年のインドネシア国内にお

けるオートバイ生産は 388 万台で、中国、インドに次ぐ世界三位の市場に成長した。

2003 年の生産台数は 306 万台であり、この 1 年間で生産量は 27 パーセントの成長

であった。2003 年の生産量は、前年比 22 パーセントの成長を遂げている。 

このようなオートバイ市場の成長の背景には、インドネシア人の購買力が上がった

こと5、バイクの価格が下がったこと、低金利でローンを組みやすくなったことなど

                                                 
5 インドネシア人の購買力の上昇は、需要面から見ればマーケットの拡大であるが、供給面から見れば生産コストの上
昇である。この購買力の上昇の背景には、急激な最低賃金の上昇がある。2000年に 27 万ルピア／月であったジャカル
タ首都特別州の最低賃金は、2005 年現在は 71 万ルピア／月にまで上昇した。このような急激な最低賃金上昇によって、
賃金体系全体も上昇している。この人件費の高騰によってインドネシアの輸出品が価格競争力を失ってしまうと言う声
もあるが、インドネシアからの輸出品はすでに人件費の割合がそれほど大きくはなく、影響は限定的であるという意見
もある。 
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を挙げることができる。拡大する市場に対応するために日系オートバイメーカーは

新たな工場の建設を決めており、部品を供給する一次下請が簡単な部品の生産をそ

の下のレベルの下請企業に任せたいというニーズも増加している6。 

また、2000 年ごろには中国や台湾からのバイクの輸入が増加し、一時期は市場の

30 パーセントほどを占める時期もあったが、品質が悪いこと、販売網が整備できて

いないことから、これらの国の企業のシェアは 10 パーセントほどに低下している

と思われる。 

4.1.2. 自動車産業 

自動車産業は主に国内市場向けであるが、2004 年には一部タイや台湾などへの輸出

が始まった。インドネシアの 2004 年の自動車生産量は 48 万台であった。2003 年

の生産量は 35 万台で、1 年間で 37 パーセント成長している（2003 年は前年比 12

パーセントの成長であった）。このような急激な成長の背景には、各社が新車を投入

していること、部品のインドネシア国内率や ASEAN 調達率を高めた安価な車種を

投入していることがある。オートバイ産業と同様にセットメーカー間の競争が激し

くなっており、一次下請が簡単な部品生産等を二次以下の下請に任せたいというニ

ーズが高まっている。 

オートバイ産業と比較すると、自動車産業は、車種が多いこと、研究開発に時間と

費用がかかること、部品点数が多いことから、下請企業にはオートバイ産業以上の

技術力、資金力が求められる。 

オートバイ産業や自動車産業において下請産業へのニーズが高いという事実は、日

系のオートバイ産業や自動車産業の生産系列関係に入っていないローカル企業をそ

の生産系列関係に参加させることができるポテンシャルがあるということである。

逆に、オートバイセットメーカーや自動車セットメーカーの要求に応えられる裾野

産業が育たなければ、これら産業の成長も早々に制約を受けることになると思われ

る。 

4.1.3. 電気・電子産業 

この調査では、家電やコンピューター周辺機器などを電気・電子産業と定義する。

これらの製品は国内市場向けおよび輸出向けである。この産業では、国内市場にお

いては中国からの輸入品やインドネシアに進出した韓国企業との競争が激しくなっ

ている。また海外市場でも、中国製品などとの価格競争が激化している。その結果、

製品コストの一層の削減を目的として、日本からの部品調達や日系企業からの調達

                                                 
6 日系セットメーカーの中には、より効率的な生産をするために一次下請の数を減らし、個々の企業がより大量生産を
行う体制を作りたいという声も聞かれた。しかし、インタビュー調査を通じて二次以下の下請に簡単な仕事を任せたい
という一次下請の需要は大きく、このようなセットメーカーが一次下請の企業数を減らすことができても生産系列傘下
の二次以下の下請に関しては企業数が増えていく傾向にあると考えられる。 
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を少なくして、現地企業との関係をより深めようとする動きが見られる。また、国

内市場向けの製品では、現地の規格や市場ニーズに合わせた製品作りをより強化す

る動きが見られ、この面からもよりインドネシアのローカル企業との関係を深くし

ようという動きが見られる。 

このようなインドネシアのローカル企業との関係をより深めようとする動きの典型

が「逆／部品見本市」の開催である。「逆／部品見本市」とは、セットメーカーや部

品メーカーがそれぞれの最終製品や部品を持ち寄り、部品調達先や部品納入先を見

つける見本市である。第 1 回の「逆／部品見本市」は、2003 年 12 月に開催された。

第 1 回の逆・見本部品市は日系の電気・電子メーカー3 社が中心になって開催し、

約 40 社がブースを設置した。第 2 回の「逆／部品見本市」は 2004 年 10 月 12、13

日に開催された。第 2 回目からはインドネシア商工省主催、JETRO ジャカルタセ

ンターとインドネシア商工会議所（KADIN）後援となり、よりインドネシア側を巻

き込んだ見本市となった。出展ブース数は 130 ブースとなり、13 の電気・電子セッ

トメーカーと 1 社の自動車セットメーカーが参加した。第 1 回、第 2 回の「逆／部

品見本市」を通じて、これまで 1200 社のローカル企業が出展企業にアクセスして

きた。しかし、日系企業の技術の要求に応えられるローカル企業は今のところまだ

少なく、これまで日系企業と取引をしてこなかったローカル企業が日系企業との取

引を成約した例はそれほど多くはない。 

4.2. セットメーカーと下請の関係 

今回インタビュー調査を行った日系セットメーカーと下請企業群（一次下請および

二次以下の下請企業）の関係は、図 4-1 のように示すことができる。下請企業群は、

（1）一次下請企業、（2）二次以下のローカル下請企業、（3）日系企業の生産系列

下にないローカル下請企業の 3 つに分類できる。 

（1）の一次下請企業は、日本資本の企業、日本とインドネシアの合弁企業、ローカ

ル資本の企業などである。日本資本の企業、日本とインドネシアの合弁企業は日系

セットメーカーがインドネシアへの進出を決めた時に一緒に進出してきた企業が多

いが、アジア通貨危機後に生産コスト削減を目的として進出してきた企業もある。

一方、ローカル企業は、日系セットメーカーと 10 年以上の長期の取引をしている

企業もあれば、最近日系セットメーカーとの取引を始めた企業もある。特に最近取

引を開始したローカル一次下請企業は、ジャカルタ周辺（JABOTABEK 地域）の

外のスカビミ（ボゴールのさらに南方）やスラバヤ（東部インドネシア）などにも

見られる。日系セットメーカーの生産系列が、ジャカルタ近辺からジャワ島の主要

都市に広がる兆しを見ることができる7。 

                                                 
7 セットメーカーや一次下請に部品を送る手段はトラックである。ジャワ島全体の高速自動車輸送網の拡張がさらに
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日系セットメーカー

一次下請企業
（日系・ローカル）

二次以下のローカル
下請企業

取引していない
ローカル企業

図 4-1  日系セットメーカーと下請企業群の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査チーム 

（2）の二次以下の下請企業は、主にローカル資本の企業である。このレベルの下請

企業の層が薄く、一次下請企業がこのレベルの企業から部品を調達することや、簡

単な製品の生産を任せることが十分にはできていない。インタビュー調査では、こ

のレベルの企業の層が厚くなって欲しいという意見が多く聞かれた。 

4.3. 日系セットメーカーの状況 

日系セットメーカーでは、従業員の生産技術のレベルアップを着実に進めている。

社内の技能検定や技能競技会を実施し、給料の上昇や昇進に結びつけているケース

や、職能給の導入によって一定の成果を挙げている。 

一方、マネージャーレベルの人の育成には苦労している。工場の「班長」レベルの

人材の育成まではインドネシアで OJT によって行うことができるが、それより上の

レベルの人材育成に苦労している。技術的なトレーニングであれば、インドネシア

から日本に人材を派遣する、インドネシア従業員を日本に派遣するなどして OJT を

行い、生産技術のトレーニングを行うことができるが、マネジメントのトレーニン

グは人材を日本に派遣して OJTを行うというわけにもいかず、インドネシアで OJT

を行っていくしかない状況である。 

また、1970 年代にインドネシアに進出してきた日本企業では、進出時に雇用し現地

企業の幹部としてトレーニングをしてきた人材が退職の時期を迎えつつあるが、こ

                                                                                                                                               
JABOTABEK 外の産業の発展に貢献する可能性がある。また、電気・電子のセットメーカーでは、コスト削減のために
在庫を 2 時間分しか持たず、JABOTABEK の東側（いくつかの工業団地や工業開発エリアがある）の企業としか取引を
しないというものもあった。 
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日系セットメーカー

一次下請企業
（日系・ローカル）

二次以下のローカル
下請企業

一次下請企業への
アップグレード

技術支援・QCD
モニタリング

技術支援・QCD
モニタリング

のような人材に続く現地企業幹部の人材育成にあまり力を入れてこなかったので、

このレベルの人材の育成が急務であるという声もあった。 

図 4-2  日系セットメーカーと下請企業の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査チーム 

日系企業と一次下請企業、二次以下の下請の生産や支援の関係は図 4-2 のように示

すことができる。多くの日系セットメーカーは、一次下請企業や二次以下の下請企

業に技術的な支援や、QCD（品質・コスト・納期）のモニタリングを行っている。

そして、多くの日系セットメーカーでは、コストダウンのために日本からの部品の

輸入を減らして、ローカル企業との取引を増やしたいと考えている。つまり、二次

以下の下請企業を一次下請に引き上げたいと考えている。 

日系セットメーカーが一次下請企業、二次以下の下請企業に求めることは、QCD の

レベルの保持とトラブルの対処である。日系セットメーカーが一次下請企業や二次

下請企業に対して技術支援を行うことや、QCD のモニタリングを行う理由は、最終

製品の QCD の維持や部品生産のトラブルによる自社の生産計画に影響が及ばない

ようにするためである。いくつかのセットメーカーでは以下のような取り組みを行

っている。 

l 自らの生産系列下の企業が参加できる技術訓練制度を作り、一次下請企業や二

次以下の下請企業の技術訓練を継続的に行っている。また、ISO9000 や

ISO14000 の取得など、具体的な目標を設定して支援する例も見られる。 

l JODC の支援スキームを活用して自社の技術専門家を一次下請や二次以下の下

請企業に派遣するなどの動きが見られる。 

l 毎月、QCD に関する定例会議を開いて、どのような問題があるか、何が問題の
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原因か、いつまでに問題を解決するかを明確にし、下請企業に要求している。 

 

また、日系セットメーカーが自らの生産系列下に新しいローカル企業が参加する際

に最も重視する点も QCD のレベルが一定に達していることと、トラブルに迅速に

対応できるかどうかである。この 2 点に対応するためには下請企業に日本人専門家

が何らかの形で雇用されており、これらの問題に対応することのできる会社と取引

を行いたいと考えている8。 

4.4. 下請企業の状況 

下請企業は、日系セットメーカーと直接取引をしている一次下請、一次下請に部品

を供給する二次以下の下請企業からなる。一次下請は日系企業のケース、ローカル

資本の企業のケース、インドネシアと第 3 国企業の合弁企業（インタビュー先企業

では、マレーシア企業との合弁の例と台湾企業との合弁の例が見られた）のケース

が見られる。日系企業は中小企業であることが多く、資金力が限られる例もある9が、

インドネシアのローカル企業やインドネシアと第 3 国の合弁企業のケースでは、華

僑系の親会社を持っているケースが多く、生産設備の拡張や設備の近代化のための

資金調達を行うことは比較的容易である。 

一方、二次以下の下請企業は、ローカル資本の企業である。これらの企業は、それ

ほど資金力のある企業ではない。しかし、日系の生産系列下にある企業であること

から、一定の信用力を持つと考えられる。 

一次下請企業、二次下請企業の違いを問わず、ローカルの下請企業や、ローカルと

第 3 国の合弁企業では、会社の経営者（同時に会社のオーナーであることが多い）

と生産の統括責任者（マーケティング、営業、生産計画、品質管理など、生産に関

わる全てに関して責任を持つ）が明確に分離されていることが多い。そして、日系

の生産系列下にある下請企業は、QCD の維持、トラブルの対処などに関して日本人

専門家が大きな役割を果たしている（日系セットメーカーが期待する役割を日本人

専門家が果たしている）。日本人専門家は下請企業において生産統括責任者として働

いているか、生産統括責任者のアドバイザーとして働いていることが多い。このよ

うな日本人専門家は、JODC のスキームを活用して日系セットメーカーから派遣さ

れてくることもあるが、日系セットメーカーを退職した人や、日本の中小企業を退

職した人が中小企業に直接雇用されるケースもある。日系企業と取引をしたいと考

えていた企業経営者が日本人専門家を雇用し、最終的に日系企業との取引に成功し

                                                 
8 その他にも日本人専門家を雇用したい理由として、QCDのレベルを文書で明確に示すことは難しいが、日本人専門家
ならそれが以心伝心で伝わるということもある。QCDのレベルどれだけ明確に文書化できるかというのも日系企業の裾
野を広げるために重要な項目である。 
9 インドネシア進出時の資金調達が困難であったという例がいくつか見られた。このようなケースでは経営者や経営幹
部が個人的に資金を借りているケースが多い。 
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ている例が見られる。 

一社でも日系企業との取引を始めれば、それをきっかけにして複数の日系企業と取

引を始めることにつながることが多い。これはやはり日系セットメーカーにより技

術支援や QCD のモニタリングを受けることによって実際に生産技術レベルが向上

することと、日系セットメーカーと取引をしていることが他の日系セットメーカー

に安心感を与えるためである。日本人専門家を何らかの形で会社に取り込むことが、

下請企業が日系企業と取引するための重要な要素となっている。 

日本人専門家は日系の生産系列下にある下請企業の技術レベルの向上に貢献してい

る。しかし、日本人専門家がいなくなると、技術レベルが支援前のレベルに戻って

しまうケースもあり、一度日本人専門家を引き上げたが、技術レベルが低下してし

まったために、再び日本人専門家を派遣しなければいけないケースが見られる。日

本人専門家によって QCD が適切に管理されているが、日本人に代わって QCD を管

理する人材が育っていないことがわかる。 

図 4-3  一次下請企業と二次以下の下請企業の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査チーム 

一次下請企業と二次以下の下請企業の関係は、図 4-3 のように示すことができる。

一次下請企業の中で二次以下の下請企業の技術的な支援を行う企業はほとんど見ら

れない。その理由は、技術支援を行う人材が十分でないためである。日系企業であ

ってもコスト削減のために日本人スタッフは最低限にしており、他者の技術訓練を

行う余裕はほとんどない。二次以下の下請の生産技術レベルアップは、日系セット
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メーカーによるところが大きい。 

一次下請企業は、日系セットメーカーからの生産増の要求に応えるために、簡単な

製品の生産を二次以下の下請に任せたいと考えている。また、現在取引をしている

の二次下請の製品の品質に対しても必ずしも満足しておらず、新しい下請企業を探

したいと考えている。しかし、新しく下請企業になるポテンシャルを持つ企業の情

報は体系化されておらず、一次下請企業の幹部は自ら企業探しをするか、ローカル

の従業員の情報を頼りに企業探しを行わなければいけない。また、一次下請企業を

満足させる技術レベルを持つ企業はなかなか見つからず、技術レベルがアップする

ことを期待して取引を開始するケースが多い。 

4.5. 一次下請と取引している企業と取引できていない企業の違い 

この調査では、日系企業の生産系列下にあるセットメーカー、一次下請企業、二次

以下の下請企業へのインタビューが主で、二系企業の生産系列下にない企業へのイ

ンタビューは限定的なものであった。日系企業の生産系列下にある一次下請と取引

できている企業、取引できていない企業はともにローカル資本の企業であるが、限

られたインタビューの中でも取引できている企業、取引できていない企業の間には

以下に述べるような違いが見られた。 

一次下請企業と取引できている企業の経営者や生産統括者は、QCD の向上・維持や

トラブルに対応する体制を整えている。最もよく見られる例がインドネシアに居住

する日本人を直接雇用することや、JODC などのスキームを用いて日系セットメー

カーから日本人専門家を派遣してもらうことである。一方、一次下請と取引できて

いない企業の経営者や生産統括者は、QCD の向上・維持やトラブルへの対応の重要

性を十分に認識していない。また、認識しているとしても、それに対応することが

十分にできていない。 

一次下請と取引できている企業は、日系企業の生産系列の傘下にある便益を大いに

享受している。例えば、日系企業の生産系列下にあること自体が企業の信用力を生

み、銀行からの融資を受けることが容易になる。また、日系セットメーカーから QCD

の厳しいモニタリングを受けること、生産技術の支援を受けることによって、生産

技術を高めていくことができる。場合によってはセットメーカーを通じて、JODC

やAOTSなどの日本の支援を受けることもできる。このような便益を享受する結果、

複数の日系セットメーカーの系列と関係を持つことができ、さらに信用力・資金力・

技術力を高めていくという好循環のもとで企業として成長していくことができる。

一方、一次下請と取引できていない企業は、資金調達や生産技術のレベルアップな

どの課題に直面している。また、資金・技術改善に関する支援にアクセスすること

が困難である。このような状況の下、一次下請と取引できている企業と取引できて
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いない企業の間には、図 4-1 以下の図で示すような高い壁が存在することになる。 

一次下請と取引できている企業は信用力・資金力・技術力を高め、企業として成長

していくことができるが、その数は限定的である。一次下請と取引できていない企

業は壁の中に入っていくことができないので、結果として、なかなか裾野産業に広

がりが見られない。4.1 節で見たように、オートバイ産業や自動車産業では生産が

拡大しており、一次下請企業がさらにその下の下請企業に生産工程の一部を任せた

いという希望を持っている。例えばインタビュー中では、金型の修理やメインテナ

ンス、エンブレムなどの簡単な部品の生産やメッキ、加工が容易なプレス部品生産

に関して、自社で全て生産・メインテナンスする体制から二次以降の下請に生産を

任せ、自社は自社の最終製品の増産に特化したいという声が多く聞かれた。 

しかし現状ではその希望に応えることのできる二次以下の下請は極めて限られてお

り、このままではオートバイ産業や自動車産業の増産が限界に達する可能性がある。

このような事態は、インドネシアの経済成長も供給面から制約を受けてしまうとい

うことである。現在のところ日系企業の生産系列下にない企業をレベルアップする

ことにより日系企業系列との壁を低くし、一次下請企業が生産工程の一部を負かす

ことができるような状態を作り出すことが、インドネシア経済の持続的な発展につ

ながると考えられる。 

なお一次下請と取引できていない企業は必ずしも単独で存在しているわけではなく、

ローカルセットメーカーの生産系列下にあるケースもある。ローカルセットメーカ

ーの QCD への要求は低いので、日系セットメーカーの系列の目から見れば低い

QCD レベルであっても、ローカルセットメーカーでは受け入れられることもある。 

また、一次下請と取引できている企業も一次下請と取引できていない企業も、従業

員は高校卒である。工場従業員のスタートラインとしては両者に違いはなく、的確

な技術訓練を受けることによって日系の生産系列下にない企業の従業員も日系の生

産系列下にある従業員と同じレベルの技術力を持つことができると考えられる。 



 

28 

5. 新しい支援の提案 

5.1. 必要となるアプローチ 

4 章では、日系セットメーカーと下請企業の生産・支援の関係や、日系の生産系列

下にある下請企業とそうでない下請企業の違いについて整理した。まだ日系企業の

生産系列下にないローカル企業は、自らの力ではその系列化に入ることは困難であ

る。しかし、もしローカル企業が日系生産系列下の一次下請企業と取引できるよう

になれば、オートバイ産業や自動車産業で増加しつつある一次下請企業から二次以

下の下請企業に対するニーズに応えることができ、これらの産業の順調な成長に貢

献することが明らかとなった。 

日系企業の生産系列下にないローカル企業がその一次下請企業と取引を開始するた

めには、以下の 5 点について検討することが必要である。 

l 支援ターゲットを設定する：日系企業生産系列下の一次下請と取引したい企業

が支援ターゲットとなる 

l 支援ターゲットを見つけるチャネルを確立する：「逆／部品見本市」を活用する 

l ステップ・アップを目指す：日系企業の生産系列下に入ることを目指す 

l 会社経営・製造技術・資金の 3 分野の支援を同時に実施する 

l 個々の企業への支援の目標を設定し、達成状況をモニタリングする 

 

本節ではこれらの内容について検討し、裾野産業の振興を支援するために必要とな

る基本的な考え方を明らかにしていく。 

5.1.1. 支援ターゲットの設定：日系企業生産系列下の一次下請と取引したい企業が支援タ

ーゲットとなる 

最初に、支援を行うターゲットを明らかにする必要がある。インタビュー調査の結

果、日系セットメーカーの生産系列下にある一次下請企業、二次下請企業は、日系

セットメーカーから技術的な支援を受けることが可能であるし、JODC や AOTS の

支援に関する情報を入手し、その支援を受けることもできている（図 5-1 参照）。

一方で、日系企業の生産系列下にない企業は、日本の支援に関する情報を入手する

ことは困難で、その支援を受けることは困難である。4.5 節でも述べたように、日

系企業の生産系列下にある企業とそうでない企業では、企業信用力・資金力・技術

力に大きな格差が存在し、日系企業の生産系列下にない企業に対して何らかの支援

が行われなければ、その格差が縮まることは簡単には起こらない。このような結果、

日系企業の生産系列下にある下請企業の裾野は広がりをもつことができないでいる。 

4.1 節で述べたように、インドネシアではオートバイ産業、自動車産業で生産が急

速に増加しつつあり、日系企業と取引している下請企業も生産拡大への対応を迫ら
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れている。特に一次下請企業は簡単な製品（ダイキャストなど簡単な金型、エンブ

レムのような簡単なメッキやコーティング、簡易なプレスなどの簡単な部品製造）

の生産を新しい下請企業に任せたいと考えているが、そのような下請企業に関する

情報がないこと、自分たちの考える QCD のレベルを満たす企業がないことから、

対応に苦慮している。現在の状態が続くようであれば、アジア通貨危機後ようやく

生産拡大のチャンスを迎えつつあるオートバイや自動車の生産が制約を受け、イン

ドネシア経済にも影響を与えることが考えられる。 

図 5-1  日系セットメーカーを通じた支援のアクセスと新たな支援のターゲット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査チーム 

このような状況を踏まえて、「現在日系企業の生産系列下に入っていないが、将来そ

こで生産を行うポテンシャルを持つ企業」を支援のターゲットとして位置づけるこ

とが必要である。特に、オートバイや自動車の部品生産に関係しており、将来的に

日系企業の生産系列下で二次以下の下請企業となる可能性を持つ企業を新たな支援

のターゲットに設定することが必要である10。 

                                                 
10現在の日本の支援を見ると、JETRO が実施している地域拠点振興事業や自動車産業振興事業が同様な企業層をターゲ
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5.1.2. ターゲットを見つけるチャネルの確立：「逆／部品見本市」の活用 

支援ターゲットを「日系企業の生産系列下に入っていないが、将来そこに入る可能

性を持つ企業」と設定できても、そのような企業をどのように探し出すかが次の課

題となる。JODC や AOTS の支援は、日系企業と取引する企業を主要なターゲット

とすることによって、支援企業を探すコストをセーブできる、優れたシステムであ

った11。しかし、これから日系企業の系列下に入る企業を探すためには、これまで

とは異なるアプローチを考える必要がある。 

インタビュー調査を実施していく中で、ターゲット企業を探す場として「逆／部品

見本市」を活用することが有効であると考えた。「逆／部品見本市」はこれまでに 2

回開かれたのみであるが、ブースを構えて部品調達先や部品供給先を探す企業、見

本市に参加する企業ともに広がりを見せつつある。ブースを構えた企業の数は、第

1 回目は 40 社ほどであったが、第 2 回では 94 社に拡大した。また、第 1 回の「逆

／部品見本市」は日系企業主導の限られた世界のイベントであったが、第 2 回目か

らはインドネシア商工省主催、KADIN 後援となっており、インドネシア側がより

強くコミットする見本市となっている。さらに、ブースを構える企業には日系企業

以外の外国企業（シンガポール企業）が参加し、日系企業を超える広がりも見せて

いる。参加企業の業種に関しては、第 1 回では電気・電子産業だけの参加であった

が、第 2 回目には自動車セットメーカーの参加も見られた。今後はさらに自動車・

オートバイの電装部品や、その他の自動車・オートバイセットメーカーの参加によ

って、電気・電子産業だけでなく、オートバイ産業や自動車産業に広がっていくこ

とが望まれる。 

「逆／部品見本市」には、既存の下請企業をその他の下請企業と競わせ、部品調達

価格をできるだけ安価にしようというセットメーカーの意図もある。しかし、これ

まで 2 回の「逆／部品見本市」によって、1200 社の参加企業のデータベースが作成

されたという事実や、これまで日系企業と取引をしていなかったローカル企業が新

たに日系企業と取りを始める例も見られる。 

また、「逆／部品見本市」は膨大な数の中小企業の中に入って支援企業を探すアプロ

ーチではなく12、日系企業の生産系列下に入ることを目指す企業が、自らその場に

集まって来るアプローチにも通じる。支援ターゲットを探す効率性も高い。 

以上の状況から判断して、これまで日系企業の系列下に入っていなかったが、これ

                                                                                                                                               
ットにしている。しかし、地域拠点振興事業はスラバヤ、スマランで各 10社程度、自動車産業振興事業はジャワ島で
40 社程度と、その支援は限定的である。 
11 日系セットメーカーが下請企業と長期的な関係を持つことにより、その下請企業の持つ課題に対応する人材を派遣す
ることができ、支援ニーズと支援のミスマッチが起きにくい方法である。 
12 STATISTIKA INDONESIA によると、2003年の製造業の大企業（従業員 100人以上）および中企業（従業員 20 人
から 99人）の数は2 万 1000 社、製造業の小企業（従業員数が5 人から 19人）の数は25万 500 社である。 
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から日系企業の系列下に入る可能性を持つ企業を効率的に探し出す手段として「逆

／部品見本市」を活用することは有効な手段であると考えられる。 

5.1.3. ステップ・アップを目指す：日系企業の生産系列下に入ることを目指す 

本調査で提案する支援では、支援ターゲット企業（まだ日系企業の系列下に入って

いないが、将来的にその中に入る可能性を持つ企業）が、日系企業の系列下に入る

ことを最終的な目的に位置づけることが重要である。 

インタビューを行った下請企業の中には、日本人専門家が指導している間は生産技

術や QCD が改善されていたが、日本人専門家がいなくなった途端に生産技術のレ

ベルが落ち、QCD の管理も十分にできなくなったために、再び日本人専門家を投入

するという例が見られた。このような状態は本当の意味で生産技術がレベルアップ

していたとは言えない。日系企業の系列下にない企業が日系企業の生産系列下の一

次下請企業と取引できるレベルまで達することは、これまでのレベルとは全く異な

る段階に企業が「進化」したことを意味する。このようなレベルの異なる段階への

「進化」を本報告書では「ステップ・アップ」と表現する。上述したインタビュー

の例の下請企業は、「ステップ・アップ」できなかった企業である。 

これまでに述べたように、日系企業の生産系列下に入った企業は日系セットメーカ

ーから支援や厳しい QCD のモニタリングを受けることができること、また、企業

の信用力も増すことから、日系企業の生産系列下に入っていない企業との間で生産

技術、信用力、資金力で大きな格差が発生する。逆に言えば、日系企業の生産系列

下に入っていない企業が日系企業の生産系列下に入る「ステップ・アップ」に成功

すれば、その企業は生産技術、信用力、資金力を向上させる成長軌道に入ると言う

こともできる。従って、日系企業の裾野産業を強化させることを考えた時、将来的

に日系企業の生産系列下に入る可能性を持つ企業が、どれだけ多く一次下請企業と

取引を始める「ステップ・アップ」の段階に到達でき、日系企業の生産系列下に新

たな下請企業が参入してくるかが重要な数値的な目標となる。 

現在のインドネシアにおける産業の状態から判断すると、特にオートバイ・自動車

産業で一次下請企業が二次以下の下請企業に簡単な仕事を任せたいという希望を持

っており、日系企業の生産系列下にないローカル企業が「ステップ・アップ」でき

る可能性が高い。具体的には、金型のメインテナンスと修正、簡易な金型(ダイキャ

スト)、メッキ・コーティング(例えば車のエンブレム)、簡単な部品製造（簡易なプ

レス）が有望である。将来的にこのような分野の製造を日系企業の生産系列下の企

業から任される可能性を持つ企業の支援を行い、実際の受注を最終目標とすべきで

ある。 

将来的に日系企業の生産系列下に入る「ステップ・アップ」のために必要となる要
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素について考えると、以下の 3 点を挙げることができる。 

第 1 点は、生産のための技術力の向上である。具体的には日系セットメーカーや一

次下請企業が納得できる一定レベルの QCD の確保である。「一定レベル」は各企業

で異なり、明確なものではないが、インタビューを行った最終セットメーカーの中

には「ISO9000 や ISO14000 の取得を目指している企業（必ずしも取得した企業で

あるわけではなく、その取得を目指し、それ近いレベルにある企業）」と指摘する企

業もあった。「一定レベル」がどのようなものであるか、今後の調査や支援事業の実

施の中でより明確にする必要がある。 

第 2 点は企業の経営能力である。具体的には、（オーナー社長であることが多い）企

業経営者と生産統括者の経営戦略、マーケティング、営業、生産計画、QCD 管理を

行う能力である。企業経営者と生産統括者は、日系企業の生産系列下に入っていな

い企業が「ステップ・アップ」するためのキーパーソンである。企業経営者と生産

統括者が日系企業の生産系列下に入っている企業の日本人専門家の役割にできる限

り近づくようにレベルアップを図っていかなければいけない。 

第 3 点は、生産の拡大や均一的な品質の生産を可能にするための設備の近代化であ

り、これを可能にする設備投資資金である。日系企業の一次下請企業レベルのロー

カル企業は、インドネシアの大企業グループに属しているケースや、日系企業と取

引をしていること自体が企業の信用力を高めていて、インタビュー調査の中では資

金調達にそれほど問題を感じている企業はなかった。しかし、日系企業の生産系列

下に入っていない企業は、大企業グループなどとの繋がりを持たない中で起業され

たものが多いこと、限られた生産量やローカルセットメーカーだけとの取引を行っ

ているなど、今のところ企業信用力が低く、生産の拡大や、設備の近代化による品

質の向上を果たしたくてもそれができない状況にある。この問題を解決するための

資金面の支援が必要となる 

それ以外に日系企業の生産系列下にない企業の「ステップ・アップ」のために必要

になる要素として、このような企業が、日系企業系列下の一次下請企業と出会う場

を挙げることができる。「逆／部品見本市」が既にこの役割を果たしているが、これ

以外にも日系企業の生産系列下の下請企業が部品やサービスの調達先を探すことを

支援するマッチングサービスが行われることが望まれる。JETRO の「地域拠点振

興事業」では、ローカル企業に対して日系企業の紹介をしている。しかし日系企業

にローカル企業を紹介するという逆の動きは、今のところ行われていない。 

5.1.4. 会社経営・生産技術・設備近代化の 3 分野の支援を同時に実施する 

日系企業の生産系列下にない企業の「ステップ・アップ」を支援する際には、上記

の 3 要素の支援が同時に対象企業に提供されて始めて「ステップ・アップ」に向け
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て向けて動き出すということを忘れてはいけない。我々が支援の対象に設定した企

業は上記の 3 要素が全て不足しているのであって、この 3 要素のうちのどれかを支

援すれば「ステップ・アップ」するわけではない。図 5-2 で示された 3 つの円が交

差する部分の支援を受けた企業がステップ・アップに向けて動き出すのである。 

図 5-2  ステップ・アップのために必要な要素 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査チーム 

これまでの中小企業分野支援では、企業経営能力の向上のための支援、生産技術向

上のための支援、資金の支援がそれぞれ独立した支援として行われることが多かっ

た。その理由は、これら 3 つの分野の支援はそれぞれ異なる機関によって行われる

ことが多かったためである。例えば、資金面の支援は中小企業金融を担う金融機関

によって行われており、会社の経営能力向上のための支援や生産技術に関する支援

も対象とする人が異なるため（前者は企業経営者や企業幹部、後者は従業員）、別々

に行われてきた。しかし、日系企業の生産系列下にある企業とそうでない企業の違

いを分析した結果、日系企業の生産系列下に入っていない企業の「ステップ・アッ

プ」のためには、この 3 つの分野の支援を同時に行うことが必要であると考える。 

3 つの分野では、それぞれ以下に述べる支援を行う必要がある。 

企業の経営能力の強化では、経営者と生産統括者の経営能力の強化を目指す。机上

の研修などではなく、実際の会社経営の中で、経営戦略、マーケティング、営業、

生産計画、QCD 管理などの能力を向上させていく必要がある。数日間、数週間のレ

ベルではなく、数ヵ月とか 1 年といったレベルの期間の訓練を受ける必要があると

考える。 

生産技術の向上では、従業員が技術の専門家による指導を受けることや、日系企業

の生産系列下の企業に訓練を受けに行く必要があると考える。また、この分野に関
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しては、日本がこれまで行ってきた支援や、日系セットメーカーが傘下の企業に対

して行ってきた支援から学ぶことができることも多いと考える。生産技術の向上で

は、どのようなレベルを目標にして訓練するかが重要である。インタビュー調査で

は「ISO9000 や ISO14000 の取得を目指している企業」という声も聞かれたが、産

業別、生産する部品の種類別でどのようなレベルの QCD が満たされるべきかをで

きる限り明確化する必要がある。しかし、もし日系企業が望む QCD のレベルをう

まく表現できないならば、最終的には専門家による指導や日系企業などの研修でそ

れを体験することが最も効果的であると考える。 

資金面の支援では、設備の近代化（例えば生産の拡大のための製造機械の追加や、

古い中古機械からより新しい中古機械や新品の機械への買い替えなど）のための融

資や出資を行う必要がある。融資を行う際には特別に金利を安くする必要はなく、

市場金利に準じた金利の貸付を行い、安易に資金を獲得しようとする企業ではなく、

本当に将来的に日系企業の生産系列下に入ることを目指す企業のみを呼び込むべき

である。資金は市場金利に近い水準で供給するが、企業経営面の支援や生産技術面

の支援を安価もしくは無償で行うなど、トータルで見て「ステップ・アップ」を目

指す企業にとって支援を受けるメリットを感じられるような支援とするべきである。 

もちろん、個々の企業はそれぞれ異なる課題を抱えており、どの企業に対しても全

く同じ支援を行うことは有効ではない。上述した 3 分野の支援も個々の企業の持つ

問題ごとに支援のバランスを代えるべきであるし、3 分野のそれぞれの内容につい

ても、個々の企業の問題に応じたカスタムメイドなものであることが望まれる。従

って企業への支援を始める前に、その企業が抱える問題点は何かを明確にし、詳細

な支援パッケージを決めるためのコンサルテーションを行うことが必要であると考

える。それでも詳細な支援パッケージは、上述した 3 分野をカバーすることが必要

である。 

5.1.5. 個々の企業への支援の目標を設定し、達成状況をモニタリングする 

支援を行う際には、個々の企業への支援の目標にどれだけ近づいているかどうかを

明らかにするための目標を設定し、モニタリングを行い、その結果を支援の改善に

生かす必要がある。インタビューの中で日本人専門家がいなくなった結果、技術レ

ベルが支援を行う前の水準に戻ってしまった例があった。この原因の一つは支援の

目標が明確でなかったことにある。 

本調査報告書で提案する個々の企業への支援の目標は、最終目標とその下に位置づ

けられる 3 分野（企業経営、生産技術、生産設備近代化）の目標の両方を設定する

必要がある。最終目標と 3 分野の目標の関係は、図 5-3 のように示すことができる。

最終目標はこれまでも記述しているように「日系企業の生産系列下に入っていない
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企業がその傘下の企業と取引を開始する」ことである。その下のレベルに企業経営、

生産技術、設備近代化の 3 分野の目標を定め、数値的な目標（指標）を設定する。 

企業経営の目標は、「日系企業の生産系列下に入っていない企業の経営者や生産統括

者のレベルを日系企業の生産系列下にある企業の日本人専門家に近づける」ことで

ある。日系企業の生産系列下にある企業の日本人専門家の行動を分析することから

マーケティング、営業、生産計画、品質管理における行動目標を数値化する必要が

ある。 

生産技術の目標は、「支援対象企業の QCD のレベルを日系企業の生産系列下にある

同種の企業に近づける」ことである。日系企業の生産系列下にある同種の企業の分

析から QCD の数値目標を設定する。例えば、品質に関しては不良品発生率、コス

トに関してはコスト削減率や日系企業の生産系列下にある同種の企業のコストとの

比較、納期に関しては、納期遅れの減少などの数値目標を設定する。 

図 5-3  2 段階の支援目標の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査チーム 

生産設備近代化に関しては、「支援対象企業の生産設備のレベルを日系企業の生産系

列下にある同種の企業に近づける」ことが必要である。支援対象企業の生産設備の

最終目標：
日系企業の生産系列下に入る

企業経営面の目
標：企業経営者や
生産統括者のレベ
ルを日本人専門家
に近づける

生産技術面の目
標：QCDのレベルを
日系企業の生産系
列下にある同種の
企業に近づける

生産設備近代化
の目標：日系企業
の生産系列下にあ
る同種の企業の生
産設備レベルに近
づける

数値目標の設定：
日本人専門家のマー
ケティング、営業、生
産計画、品質管理の
行動を分析し、数値
目標を設定する

数値目標の設定：
日系企業の生産系
列下にある同種の企
業の分析から必要と
なるQCDの目標を設
定する
・不良品発生率
・コスト削減率、同種
企業とのコスト比較
・納期の遅れの減少

数値目標の設定：
支援企業の生産設
備と日系企業の生産
系列下にある同種の
企業の生産設備の
分析から設備近代化
の目標を設定する
・生産性（時間および
従業員あたり）
・不良品発生率
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現状と、日系企業の生産系列下にある同種企業の生産設備の分析から生産設備近代

化の目標を設定する。時間あたりの生産性、従業員一人あたりの生産性、不良品発

生率などの数値が設定されるべきであるが、同時に、企業経営者・生産統括者の能

力や従業員の生産技術レベルなどに合わせて段階的な設備近代化を計ることも必要

である。手厚い資金支援をすれば最初から高度な生産設備を導入できるが、企業経

営や生産技術とのバランスを欠いた目標を設定しても、所期の目的（生産性の上昇

や不良品発生率の減少）を達成できず、逆に重い資金負担が企業経営を圧迫するこ

とになると思われる。設備近代化だけでなく他の 2 分野でも、指標を設定する際に

は支援対象企業の現状や支援戦略に合わせた設定を行うことが必要である。 

このように設定された目標や指標は、支援を行う中でモニタリングされることによ

って始めてツールとしての有効性を持つ。モニタリングを行うことによって 3 分野

の改善がどのように進んでいるか把握し、改善が思わしくなければ支援方法を修正

することが必要となる。支援を行っていくなかでモニタリングと支援方法のフィー

ドバックを絶えず行うことが必要である。また、支援を行う中で目標や指標の達成

度を明らかにすることは、支援の説明責任を明らかすることにもつながり、対象企

業に対する支援を継続するか中止するかを判断する際にも重要な根拠づけのツール

となる。 

5.2. 支援のワークフロー 

5.1 節で検討した支援のアプローチに基づいて、図 5-4 に示す支援のワークフロー

を考えた。このワークフローの詳細について以下に説明する。 
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支援対象企業探し 支援対象企業のアセ
スメント・課題の把握

・逆見本市参加企業
の企業情報データ
ベース作成
・将来の成長可能性
の評価

支援の要請

支援のパッケージ作
り

支援の実施

個々の企業の事情
に応じた目標・指標
の設定

目標・指標の達成度
確認

・企業経営
・生産技術
・設備近代化（資金
支援）

モニタリング
マッチングサービス

支援の打ち切り

一定期間の目標・指
標への達成度が低
い

支援対象から外れる

審査の実施

支援方法の修正

日系企業の生産系
列化に入る

目標・指標への達
成が見られる

図 5-4  支援のワークフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査チーム 

l 「逆／部品見本市」にブースを構えた企業にアクセスしてくるローカル企業の

企業情報データベースを作成する。企業データベースには、企業名、所在地、

従業員数、資本金、生産品など情報を含むこととする。同時に、「逆／部品見本

市」にブースを持った企業の協力を得て、対象ローカル企業の技術レベルにつ

いても把握する。 

l 「逆／部品見本市」に参加してきた企業に支援の制度を説明する資料と支援へ

の申請用紙を配布する。支援を受けたい企業は申請を支援機関に提出する。 

l 「逆／部品見本市」時に把握した技術レベルおよび企業訪問調査などを行い、

支援機関が支援を行う企業としてふさわしいかどうか評価する。支援を行って

も将来的に日系企業の生産系列下に入ることは難しいと評価された企業は支援

の対象から外す。 

l 支援を行う企業としてふさわしいと判断された企業に対し、支援機関がその企

業の抱える課題を把握するためのアセスメントを行う。引き続きその企業の課

題に合わせた支援のパッケージ作りと目標や指標の設定を行う。支援のパッケ

ージは会社経営、生産技術、設備近代化の 3 分野を含むものとするが、個々の

企業の課題に合わせて 3 分野の強弱をつけることとする。 

l 支援機関が支援パッケージに沿った支援を実施する。初期の段階では企業経営

能力の向上や生産技術の向上のためにそれぞれの専門家を 1 つの企業にフルア

サインさせる必要があるが、時間が経過して支援が軌道に乗れば、会社経営・
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生産技術とも一人の専門家が複数の会社を巡回するシステムに替えていく。 

l 支援機関は、支援のパッケージ作りのなかで設定した目標にどれだけ近づいて

いるか確認しつつ、支援のパッケージの修正も行う。目標や指標の達成度に応

じて専門家の投入を減らし、複数の専門家が複数の企業を支援する体制を作る。 

l 支援を行っている企業の日系企業系列下の一次下請企業への紹介や企業のレベ

ルアップに合わせた企業データベースのアップデートを行う。最終的に支援企

業が日系企業の生産系列下に入るまで支援を続けるが、ある一定期間（ 2 年から

3 年）にそれができなかった場合、支援を中止することも考える。 

 

この支援ワークフローを実施する機関や支援の方法として、3 つの代替案を考えた。

その特徴は表 5-1S と 5.2.1 節以降に記すとおりである。 

本調査はインドネシア経済の成長のエンジンとなる JABOTABEK 周辺の日系企業

の裾野産業振興に焦点を絞った中小企業への支援を考えている。下記の 3 つの事業

実施機関・支援方法のどれを採用するにしても、短期的な支援は日系企業周辺の下

請企業強化のための支援を行うこと、つまり、支援対象を絞り込むことが望ましい

と考える。これは、人材や資金など、限られた資源を用いて最大限の効果を目指す

ためである。日系企業の生産系列下の企業との取引開始が広範に見られるようにな

った中長期には、日系企業以外の外資企業との生産関係を考慮すること、

JABOTABEK 周辺だけでなく地方の拠点都市の企業も支援の対象に加え、日系企

業以外の裾野産業を強化する努力が行われることが必要であると考える。 
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表 5-1  支援ワークフローを実施する 3 つの実施機関案 

 インドネシア版 OSMEP 
新しいツー・ステップ・

ローン 

支援ニーズと支援 
スキームを繋げる組織

の設立 
組織の特徴 会社経営・生産技術・生

産設備近代化の 3 分野の
支援を同時に実施でき
る組織である 

会社経営・生産技術支援
のための組織を、ツー・
ステップ・ローンを行う
政府系金融機関内か、そ
の金融機関と連携する
組織である 

既存の支援スキームと
支援対象企業の支援ニ
ーズを繋げる組織であ
る 

会社経営の支援 組織に登録した専門家
を支援対象企業に直接
派遣する 

組織に登録した専門家
を支援対象企業に直接
派遣する 

日本、インドネシア政
府、他ドナーの既存の支
援策を活用する 
支援を行う機関・支援を
望む企業のマッチング
を行う 

生産技術の支援 組織に登録した専門家
を支援対象企業に直接
派遣し、指導させる 
支援対象企業の従業員
を協力企業に派遣し訓
練を受けさせる 

組織に登録した専門家
を支援対象企業に直接
派遣し、指導させる 
支援対象企業の従業員
を協力企業に派遣し訓
練を受けさせる 

日本、インドネシア政
府、他ドナーの既存の支
援策を活用する 
支援を行う機関・支援を
望む企業のマッチング
を行う 

生産設備近代（資金）の
支援 

支援対象企業を保証す
ることによって、インド
ネシア国内の公的・民間
銀行から融資を受けや
すくする 
支援対象企業に出資す
る 

支援対象企業に直接資
金を融資する 
現地金融機関との協調
融資とし、円借款は日本
製工作機械購入など円
建て部分のみとする 
金利は市場金利に準じ
た水準とする 
エスクロウ・アカウント
の設置による担保を考
える 

インドネシアの公的・民
間銀行と支援対象企業
を繋げる 
支援対象企業を保証す
ることによって、インド
ネシアの公的・民間銀行
から融資を受けやすく
する 

長所 3 分野を統合的に支援す
るためには最も優れた
組織である 

既に確立されているツ
ー・ステップ・ローンの
スキームの拡張であり、
実行のための制約は少
ない 

実行のための人材や資
金的な負担が少ない 

短所 3 分野を横断する新しい
組織を設立するための
困難が多い 

金融面の支援が主・会社
経営や生産技術への支
援が従となる 
円借款の活用方法に注
意する必要がある 

支援が最終的な成果を
あげるためには他の支
援スキームに依存する
部分が大きい 

出典：調査チーム 

5.2.1. インドネシア版 OSMEP の設立 

タイでは、2000 年に施行された中小企業振興法に基づいて Office of Small and 

Medium Enterprises Promotion（OSMEP）という組織が設立された。この組織は

特殊法人のような独立した組織で、政府の一般会計予算だけでなく、民間からの出

資を受け入れ、資金調達を多様化させている。タイの中小企業銀行が中小企業に金
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融支援を行う過程で、会社経営・生産技術・市場開拓などの支援が OSMEP によっ

て行われている。このような組織のインドネシア版を設立するアイデアである。 

インドネシア版 OSMEP は、会社経営や生産技術の向上のための支援だけでなく、

融資の保証や、出資の機能も持つ組織として設立することを考える。間接的ながら

も資金面と技術的な支援を同じ機関の中で行うことは既存組織から抵抗があると考

えられ、組織の設立は容易ではないことが予想される。しかし、3 分野の支援を束

ねて実施するのは最もふさわしい組織形態である。この組織に対する技術支援とい

う形で、日本が人材（会社のアセスメント、企業経営や生産技術の支援、支援組織

のマネジメントを支援する人材）や資金面（融資・出資のための資金の一部）の支

援を行うことを考える。 

この組織はタイのOSMEPと同様に政府からはある程度独立した特殊法人であるこ

とが望ましい。また、日本側のコミットメントを強めるために日本側が基金を準備

することも検討すべきである。日本側の出資金は、融資の保証、支援企業への出資

に活用する。また、日本側から派遣される人材は、支援企業の審査やアセスメント

を行う専門家、企業経営や生産技術の指導を行う専門家、融資の保証や出資の支援

を行う専門家、組織のマネジメントを支援する専門家である。 

5.2.2. 新たな価値を持つツー・ステップ・ローン 

中小企業支援のためにツー・ステップ・ローンを活用することは、これまでにも行

われてきた。しかし、ここではインドネシア政府の政府系銀行13に中小企業支援基

金を作ると同時に、企業経営に対する支援や生産技術に対する支援を行う組織を銀

行内または銀行と密接に連携を行う組織として設立し、この報告書で提案している

3 分野を統合した支援を実施することを提案したい。その結果、市場金利に連動し

たツー・ステップ・ローンに経営指導、生産技術の支援を組み合わせることとなり、

これまでのツー・ステップ・ローンに新たな価値を加えた支援となる。 

この支援方法の場合、やはり資金的な支援が主となり、会社経営や生産技術への支

援が従となる感があることは否めない。一方で、既に確立されているツー・ステッ

プ・ローンのスキームを利用することで支援の実行の際には比較的容易に組織を立

ち上げることができると考えられる。 

日本側はツー・ステップ・ローンの資金（円借款）と人材（会社のアセスメント、

企業経営や生産技術の支援を行う専門家、資金融資を支援する専門家、支援の枠組

みを支援する専門家）を負担する必要がある。 

また、円借款の利用に関しては留意が必要である。円借款は今後の為替リスクや転

                                                 
13 インドネシアでは BRI（Bank Rayat Indonesia）が中小企業金融を担当することになっているが、どの金融機関がツ
ー・ステップ・ローンの受け皿としてふさわしいか、検討する必要がある。 
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日系企業との取引に
成功した支援ター

ゲット企業
日系企業

日系企業と取引している
金融機関

ツー・ステップ・ロー
ンを行った金融機関

エスクロウ・
アカウント

部品供給

ツー・ステップ・ローンに
よる融資

エスクロウ・アカウント
を除いた分の支払い

融資の返済

あらかじめ定められた
金額の入金

貸金利などを考えると、必ずしも魅力的な資金ソースとはいえない。しかし、支援

ターゲットとなる企業は日系企業の生産系列下に入る中で工作機械などを日本から

輸入することや、取引を円決済で行う可能性を持っている。このような部分に円借

款を活用することができると考えられる。また、返済原資として日系企業に納品す

る代金をエスクロウ・アカウント（Escrow Account）により担保する方策も考える

ことができる。このような融資方法を活用しつつインドネシアのローカル銀行と協

調融資スキームを構築し、担保ではない新たな融資スキームを構築することを考え

る必要がある。 

図 5-5  エスクロウ・アカウントによる担保 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：調査チーム 

5.2.3. 支援ニーズと支援スキームを繋げる組織の設立 

IFC の PENSA（Program for Eastern Indonesia Small and Medium Enterprises 

Assistance）のように様々な種類のマッチングを行う組織を設立し、その組織に対

して日本が支援を行う方法である。3 つの実施機関の中では、組織の規模は最も小

さくなり、少ないリソースで実施可能である。しかし、実際の支援の実施に関して

は既存の援助スキームを活用することになるため、最終的な成果を生むためには既

存の援助スキームに依存することとなる。また、既存の援助スキームとの調整も行

う必要もある。 

生産設備近代化の支援のために、インドネシアの公的金融機関や民間金融機関を紹

介することや融資の保証を行う。資金面の支援を直接行うのではなく、金融機関と

下請企業をつなぐことや融資された資金の利用のされ方をモニターすることによっ

て、インドネシアの金融機関の資金が中小企業に流れることを支援する。 

会社経営や生産技術に対する支援は、支援対象企業のニーズと既存の支援スキーム
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を結びつける活動を行う。例えば、JODC や AOTS を始めとする企業経営や生産技

術の向上を図る支援と、支援ニーズを結びつける「支援のマッチング」を行う。紹

介する支援には日本の支援だけでなく、インドネシア政府や他ドナーの支援スキー

ムも含める。新しく設立した組織では支援ニーズと支援スキームを結びつけるサー

ビスと同時に、目標や指標の設定とそのモニタリングを行うこととする。 

日本側から提供するものは、資金面の支援（必要があれば融資のための資金、金融

機関に対し）と様々な種類のマッチングを行う組織の運営のために派遣する人材で

ある。 

5.3. 「逆／部品見本市」への支援 

5.2 節で示した支援ワークフローが有効に機能するためには、「逆／部品見本市」が

活発に行われていくことが必要である。「逆／部品見本市」はこれまでにまだ 2 回し

か開催されていないが、第 2 回の「逆／部品見本市」ではインドネシア側のコミッ

トメントが強くなることによって単なる日系セットメーカーのための見本市からよ

り広がりを持った見本市となったこと、対象となる産業も電気・電子産業から自動

車産業へ広がりを見せつつあることから、順調に見本市としての成長を遂げている

と考えることができる。 

今後もこのような順調な成長を遂げられるようにすることを支援するために、「逆／

部品見本市」の後援となっている JETRO を通じて以下のような支援が行われるこ

とが望ましいと考える。 

l 参加企業のデータベースの構築が行われる必要がある。JETRO では日系企業の

企業データベースを持っており、ローカル企業に日系企業の情報を提供してき

たが、日系企業にローカル企業の情報を提供することはできていなかった。「逆

／部品見本市」に参加した企業のデータベースを構築することにより、日系企

業にローカル企業の情報を提供することが可能となる。 

l 「逆／部品見本市」でブースを構えた企業にアクセスしてくるローカル企業の

技術力について評価付けをすることができれば、上記した企業データベースの

価値が一段と増すことになる。JJC などを通じて日系企業の支援を受け、日系

企業として共通した技術力のランク付けや技術認証システムを確立することを

目指す。 

 

「逆／部品見本市」が持続的に活性化された見本市として機能するためには、「逆／

部品見本市」を通じて新しい取引関係が生まれたという事実が必要である。5.2 節

で示したようなワークフローを事業として実施することによって、日系企業の生産

系列下にある企業とローカル企業の取引開始を支援することが、結果的に「逆／部
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品見本市」の活性化にもつながる。 

5.4. 支援のために活用する資源 

5.2 節で示した支援のワークフローは、企業経営、生産技術、設備の近代化（資金

支援）という、これまで中小企業支援では別々に扱われてきたものを同時に行うこ

とを考えており、資金・人材ともに幅広いリソースを活用する必要がある。それぞ

れの分野について以下の資源の活用を図るべきだと考える。 

会社経営能力向上のための支援を行う専門家として可能性を持つのが、日系セット

メーカーの退職者（インドネシア人幹部）と日本企業退職者である。これらの人材

を 5.2.1 節や 5.2.2 節で提案した組織に登録し、支援対象企業に派遣して経営者、マ

ネージャーをトレーニングする。また、中小企業の経営者や生産統括者になりうる

人材として、セットメーカーや 1 次下請の技術者が有望であり、これらの人材の転

職や起業を支援することも必要である。例えば AOTS の支援スキームによって日本

で訓練を受けた人材（AOTS 同窓生）などはこのような人材として適任であると考

える。 

生産技術の向上のために支援に関しては、技術者の派遣、日系生産系列下の企業へ

の派遣（現地でのトレーニング）を行うことを考える。技術者に関しては日本企業

退職者や JODC に登録している専門家を活用することを考える。日系生産系列下の

企業への派遣を実現するためには、KADIN と JJC など日本・インドネシア双方の

経済界を巻き込んだ協力関係の構築が必要となる。 

生産設備の近代化のための資金支援に関しては、主にインドネシア国内の資金を活

用することとし、日本側からの資金支援は支援企業に対する保証（インドネシアの

金融機関から支援対象企業への資金の流れをスムーズにするための支援）や特定の

部分（例えば日本からの工作機械の購入や円決済部分など）の限られた部分とする。 

5.5. 支援の実施に向けた課題 

5.2 節で示した支援のワークフローを実現するためには、まだ解決すべき課題も多

い。今後の調査や事業実施計画の策定にあたって解決されるべき課題として、以下

の 3 点を挙げることができる。 

5.5.1. 支援の実施主体 

5.2.1 節以降には、支援を行う実施主体として 3 つの代替案を示した。この 3 つの

代替案から、 

l この報告書で提案している 3 分野の実施主体をできる限り一本化して統合した

支援を行うこと 

l 日本側である程度運営にコミットメントできる組織であること 
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l 組織を設立するまでの困難が少ないこと 

 

などを踏まえ、支援の実施主体にふさわしいものを決定する必要がある。 

上記の 3 分野に関して 3 つの代替案を評価した結果が表 5-2 である。この表の結果

からは一概にある組織が最適であるとは言えない。さらに評価すべき点を加えるこ

とやインドネシア政府の考え方を取り入れることによって、どのような組織・支援

方法が最もふさわしいかを検討を行う必要がある。 

表 5-2  3 つの事業実施機関・支援方法の評価 

 インドネシア版
OSMEP 

新しいツー・ステッ
プ・ローン 

支援ニーズと支援ス
キームを繋げる組織 

会社経営・生産技術・
設備近代化の3分野を
統合した支援 

統合度強い 統合度弱い 
3 分野の支援は他支援
機関の支援スキーム
に大きく依存 

日本側による組織運
営のコミットメント 

強いコミットメントが
可能 

強いコミットメント
は困難 

強いコミットメント
が可能 

組織設立の困難が少
ないこと 

困難多い 困難少ない 

組織設立自体の困難
は少ないが、他の支援
スキームとの調整に
困難が予想される 

出典：調査チーム 

5.5.2. 実施主体のビジネスプラン 

支援を受ける企業だけでなく、支援を行う主体となる組織も含めて様々な部分で経

済的なインセンティブを引き出すためには、支援を行う機関は必ずしもインドネシ

アに完全に所属する公的機関ではなく、タイのOSMEPと同様にインドネシア政府、

日本の援助機関、インドネシアの経済団体などが出資する特殊法人のような組織で

あることが必要である。 

また、組織の運営には公的資金の補助を受けることなしに成り立たせることは困難

であると思われるが、マッチングサービスによる成功報酬など、独自の収入を得る

ことも必要であると考える。そのような独自の収入の可能性について、誰から成功

報酬を得るか（支援企業、紹介した日系企業、もしくは双方）、どれくらいの報酬な

ら支払いを受けることが可能か、より詳細に検討する必要がある。 

5.5.3. 生産設備近代化のための資金支援の方法 

生産設備近代化のための資金支援に関しては、インドネシアの資金を主に、日本か

らの資金支援を従にして行うことを考えるが、インドネシアにおいて中小企業振興

のために活用できる資金がどれだけあるか、どのようにすれば中小企業への融資を

増やすことができるか把握しておく必要がある。インタビュー調査の中でオートバ

イ市場が拡大した背景の一つにローンを組みやすくなったという指摘があったが、
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銀行が企業への融資をせずに個人への融資を行っていることが考えられる。なぜ企

業への融資を行わないのか（融資対象企業のチャネルを持っていないからか、担保

が取れないか、企業への融資しても十分にモニタリングできず、リスクが大きいか

らか）を明確にし、それに対応した融資のための支援策（融資対象企業のチャネル

の構築、担保以外の融資モデルの確立、金融機関に代わる融資資金のモニタリング

の実施）を立案する必要がある。同時に、日本から支援する円借款やその他の資金

の活用ついて、現地の資金とどのように組み合わせるべきかを検討する必要がある。 
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6. 結論 

本調査のアウトプットと残された課題は表 1-1 のようにまとめられる。このうち主

要な項目に関して、6.1 節、6.2 節で説明する。 

表 6-1  本調査のアウトプットと残された課題 

 アウトプット 残された課題 
支援の対象 - 日系企業と取引できていな

いが、将来的に日系企業と
取引をしたい企業が支援タ
ーゲットとなる 

- 支援対象企業は「逆／部品
見本市」を活用して探す 

- 

支援の方針・方法 - 支援は会社経営・生産技
術・生産設備の近代化を束
ねて同時に行うことが必要
であることを明らかにした 

- 支援は「ステップ・アップ」
を目指すものでなければな
らない 

- 支援目標を設定し、そのモ
ニタリング・フィードバッ
クを行う必要がある 

- 支援のワークフローを準備
した 

- より詳細な支援方法を検討
する必要がある 

支援を行う理由 - 特にオートバイ・自動車産
業で日系企業の生産系列下
にない企業が日系企業と取
引を開始することを支援
し、二次以下の下請に対す
るニーズに応える 

- 

支援を実施する機関 - インドネシア版 OSEMP、新
たなツー・ステップ・ロー
ン、支援ニーズと支援スキ
ームを繋げる組織の 3 つの
代替案を準備した 

- 支援の実施主体にふさわし
いものを決定する必要があ
る 

支援を実施する機関のビジネ
スモデル（運営のための資金） 

- 

- 公的資金以外に自ら収入を
得る方法について検討し、
その実現性を検証する必要
がある 

支援で活用する資源 - 会社経営の支援・生産技術
の支援のための資源を明ら
かにした 

- 生産設備近代化のために活
用するための資源（インド
ネシア国内の資金、日本か
らの資金）について検討す
る必要がある 

調査チーム 

6.1. 調査のアウトプット 

この調査を通じて、これまでとは異なったアプローチ（企業の生産関係に着目した

こと、中小企業の世界に支援する側が入っていくのではなく、将来成長する希望を
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高く持つ企業を迎え入れるアプローチを意識したこと）を取った結果、以下の点に

ついて明らかにできた。 

l これまでとは異なる支援ターゲットを見つけた（日系企業と取引できていない

が、将来的に日系企業と取引を行いたいと考えている企業）。 

l 支援ターゲットを見つけるためのチャネルを明らかにした（「逆／部品見本市」

の活用）。 

l 支援は会社経営・生産技術・生産設備の近代化を個別に行うのではなく、これ

らを束ねて同時に行うことが必要であることを明らかにした。 

l 支援ターゲットが日系企業と取引できる状態に達する「ステップ・アップ」す

ることの必要性や、「ステップ・アップ」が支援の最終的な目的であることを明

確にした。 

l 上記のポイントを踏まえた支援のワークフローを明確にし、その支援を行う組

織の携帯として 3 つの代替案を提示した。 

 

6.2. 残された課題 

支援を実施に移すために解決しなければいけない課題が 3 点ある。さらなる調査や

事業実施計画を策定する中で、これらの課題を解決する必要がある。 

第 1 点は、支援を行う事業実施機関のあり方である。本調査では、支援対象となる

「日系企業の生産系列下の企業と取引を始めることを目指す企業」への支援は、会

社経営・生産技術・生産設備近代化の 3 分野を同時に実施することの重要性につい

て指摘してきた。一方でこのような組織をゼロの状態から作り上げることは困難で、

既存のツー・ステップ・ローンのスキームを拡張することや、既存の支援スキーム

を活用して支援ニーズと支援スキームを結びつけ、支援をモニタリングする組織を

設立することも考えた。5.2.1 節以下で提案した 3 つの代替案の中で、どのような事

業実施機関や支援方法が最適かを明確にする必要がある。 

第 2 点は事業実施機関の運営体制である。事業実施機関はインドネシア政府からは

ある程度独立した立場にあり、インドネシア政府からの予算を受け取るだけではな

く、日本政府からの資金面の支援やインドネシア・日本双方の経済界からの資金面

の支援も受けることが望ましいと考えるが、どのようなビジネスモデルの下で運営

するかを明確にする必要がある。例えば、支援対象企業が日系の生産系列下の企業

と取引を開始したことによる報酬を受け取ることも考えられるが、どの程度の報酬

ならば支援対象企業から受け取ることができるか、支援対象企業と取引を開始した

日系企業の生産系列下にある企業から報酬を受け取ることは可能かどうかなど検討

し、支援を行う組織が過度に公共部門からの資金に依存する組織とならないように
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する必要があると考える。 

第 3 点は、生産設備の近代を行うための資金である。本調査では資金面の支援に関

してはあくまでもインドネシアの資金を主に活用し、日本からの支援は、支援対象

企業が融資を受けるための保証に活用することや、日本製の工作機械購入など円建

ての取引に用いるなど、インドネシアの資金の流れを円滑にするための資金に位置

づけている。そして、インドネシアにおいて銀行から企業への融資の流れが活発で

ない原因についてさらに調査し、問題点を解決するような支援（例えば 5.2.2 節で

検討したエスクロウ・アカウント的なスキームを活用した資金回収）を準備するこ

とが、インドネシア国内の銀行から企業への資金の流れを活発にし、日本からの資

金支援も効果的に活用されることにつながると考える。 

 



 

  

 

付録１ 

インタビュー記録 

 

１．日本援助関係機関 

２．その他の団体・組織 

３．工業団地運営会社 

４．日系投資ファンド会社 

５．日系セットメーカー 

６．日系下請企業 

７．ローカル下請企業 
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1. 日本援助関係機関 

 
 JETRO ジャカルタセンター 
JETRO の活動 - JETRO の予算は ODA 予算と中小企業庁予算の 2 つがある。ODA 予

算は削られる方向にある。中小企業庁の予算は進出日系企業を支援

するものである。 
- 日本でいう中小企業の概念は、インドネシアでいう中企業に当たる

ように思う。こちらで SME というと、街の屋台のような零細企業ま

でも入ってしまう。 
- JETRO が付き合っているのは、商工省の中にある中小企業総局であ

る。商工省が商業省と工業省に分かれる中で、中小企業総局や中小

企業振興）がどちらに行くか、まだはっきりしない。年内には決ま

るのではないかと思う。 
- JETRO の投資アドバイザーが JJCSME 連合会の事務局長を兼ねて

いる。個々の企業ではなく、SME 連合会とインドネシア側の中小企

業組織とのグループとしての支援をしたらどうかというアイデアを

持っている（JETRO 本部にも提案している）。今までにインドネシ

アの様々な企業協会を知り、また様々な企業協会からアクセスを受

けたが、みなこちら側に過度の期待をするのみであった。 
- JETRO の支援スキームについては、1 月に 1 回行うセミナーで説明

している。企業側からは、なぜそのような複雑な仕組みになってい

るのかという声が多い。 
- JETRO は産業クラスターへの支援を始めている。スラバヤでは鋳物

産業、スマランでは木材加工（輸出向け、家具、フローリングなど）

を対象に実施している。これからジャカルタを対象に家電製品の金

型（プラスチックや金属整形のため）を対象に 2 年間のプログラム

を始める予定である。 
- インドネシア、タイ、フィリピンで自動車の裾野産業振興を目的と

した巡回指導を行っている。1 期 2 年のプログラムで、インドネシア

では 2 期目に入っている。 
インドネシアの裾野企

業 
- 鋳物、素形、金型などのローカル企業が未熟であるが、日系セット

メーカーや日系下請企業からの需要が増加している。 
- 家電部品メーカーは、商品サイクルのスピードが速まっているので、

対処できないでいる。このため、コストダウンのためにもローカル

を必要としている。 
- ローカル企業の製品は、バラツキ、品質管理、納期等の問題がある

が、なるべくこのような問題の少ない企業を探して使う。 
ローカル企業の生産管

理 
- JODC 専門家（過去 100 人規模、現在 20 人程度）が派遣され生産管

理を指導したが、専門家が帰国するとセットメーカーとの関係が切

れ仕事がとれなくなる。このため、継続的に個人契約で専門家が残

るケースも少なくない。 
- 日系セットメーカーは日系部品・加工メーカーを連れてインドネシ

アに進出したが、コスト削減のためローカル企業を選択し始めた。

- 品質・納期を守ることやクレームを処理するために日本人専門家が

果たしている役割は大きい。 
中小企業に対する融資 - 中小企業に資金を貸す銀行は、制度上は BRI である。実際には銀行

が中小企業に資金を課すことは難しい。土地の登記は正確ではなく、

銀行が土地を担保に融資できない。銀行の資金運用は融資ではなく、

債券投資や個人への融資である。 
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 AOTS インドネシア事務所 
SME の定義 - 「中小企業」の概念が日本とインドネシアで異なる。AOTS の英語

のパンフレットに「SME」と書くと、インドネシア企業に誤解を与

えてしまうのではないかと思ってしまう。日本では 300 人規模の会

社は中小企業であるが、インドネシアでは 200 人規模の会社は大企

業である。 
- インドネシアで SME と言うと、零細企業や Handicraft 企業のことを

指すように思う。 
AOTS の支援スキーム - AOTS の予算も JETRO、JODC と同様に ODA 予算と中小企業庁予

算からなる。 
- 技術支援の対象となる企業は、現地企業、100 パーセントローカル

資本企業の両方である。 
- 基本的には AOTS は民間に対する支援を行う機関であるが、政府部

門に対する支援を行うものもある（「産業構造支援研修事業」）。 
- インドネシアでは、海外研修（インドネシアでの研修）は年間 30 コ

ースほどある。各企業から東京の AOTS に申請をもらい、研修を行

っている。これは従来型の研修である。また、新しい研修スキーム

もある。これは AOTS が企画するものである。例えば、日系企業向

けにトレーナーズトレーニングを行っている。 
- AOTS の研修対象は中間管理職を対象にしている。IMM Japan の研

修は従業員レベルで、仕事のない人に技能を授けることを目的にし

ている。 
- ローカル企業でこれから AOTS の支援を受けたいと考える企業への

宣伝には、AOTS 同窓会のネットワークを活用すること、地元新聞

に宣伝を載せることで対応している。 
人材育成の難しさ - AOTS の中で管理者研修（日本における研修で実施）を行う際に難

しいと感じるのは、カリキュラムの開発、日本人とインドネシア人

との文化・メンタリティの違い、成果の捉え方である。成果の捉え

方に関しては、研修の直後にもアンケート調査などで評価を行うが、

6 ヵ月後、1 年後にも評価を行うことにしている。 
- インドネシア人の大卒は、大学を出ていきなり中間管理職などに就

き、マネジメントを行うが、現場を知らない。日本の場合は研修期

間だけであっても、現場の経験をすることが普通である（製造業で

言えば、工場での研修など）。 
- 一般的に、ASEAN の国ではどこも仕事のできる人ほど Job Hopping

することが多い。AOTS に研修に出して帰ってきてもまもなく他の

会社（もっと給料を出せる会社）に移ってしまうこともある。フィ

リピンの例では 5 人日本に派遣して 2 人残ればいいとか、日本に研

修に送った人が止めても、他の会社から移ってくることもあるから

いいという話を聞いた。 
- 日本人は会社でのキャリアの形成を長い目で考えており、日本への

研修もその一環と考えるが、インドネシア人は日本への研修がその

まま昇進に繋がると期待してしまう傾向がある。 
- インドネシアでは、約30年前に 初に日系企業の進出が見られたが、

その時に育てた幹部が退職時期になっている。気が付くとその次の

世代が育っておらず、各企業は人材育成に腐心している。継続的な

人材育成が必要である。 
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 JICA 専門家（工業商業省） 
診断指導制度 - 商工省中小企業総局で中小企業人材育成を担当し、診断士制度の導

入・立ち上げを行っている。 
- 中小企業総局にタスクフォースを設けてスタートし、8 月にはワーキ

ンググループとなり、このグループが JICA 専門家の指導を受けて制

度づくりを行っている。 
- タイでは、もともと中小企業診断士の導入への支援を要望する等政

府の熱心さがあった。政府予算化等、インドネシアにはない環境に

恵まれたため、実現化が早かったと理解している。 
- 日本の経産省は 5 つの重点分野を持っている。知的財産、基準認証、

物流、環境、人材育成である。経済省は、その中でも人材育成に力

を入れることにし、診断士制度導入に力を入れることになった。 
- 診断士として資格をもたせるターゲットは商工省が現在抱えている

1800 人の指導員（Extension Officers 分権化に伴い地方に分散）であ

る。インドネシアに導入を試みている指導法は日本の指導法である。

- 診断士の意義は、JICA 等が進めている技術移転と併行する経営指導

である。中小企業診断士は、製造技術的な指導に関わるわけではな

い。いわゆる管理部門への経営的な側面での指導である。 
- 診断の普及は中小企業に「診断させてください」という態度を取る

必要がある。診断のコストの支払いは未定である（政府の予算があ

る訳ではない）。法律で政府の方に診断サービスを義務化する必要が

ある（例えば、診断会社数のノルマ化）。 
- 診断指導のターゲットと考えている中小企業は、日系一次下請の下

流に位置するローカル下請企業である。業種についてはまだ特に対

象を決定していない。中小企業の零細・底辺は対象から外している。

日本の支援 - 経済産業技術協力現地会議を年 2 回開催して、横の連携を図ってい

る。JODC（タイから参加）、JETRO、中小企業関連 JICA 専門家が

参加する。 
- 日系企業からスピンアウトしたインドネシア従業者の独立を支援す

ることも中小企業育成の有効な方法の一つであると考えられる。 
技術研修プロジェクト - プスリクラット（国策会社の研修、工業省の中でオーストラリアが

支援している）、IETC（貿易業務についての研修・指導）、MITC（金

型についての技術研修）等が実施されている。 
- 民間の短期研修が行われている（アストラ・グループによる研修が

行われているが、高価である）。 
- これらの技術研修ではきりがなく、また民間企業への直接の研修も

広がりに限界がある。診断のための指導員研修の方が波及効果を持

ち、技術移転に有効である。 
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 JICA 専門家（投資調整委員会） 
日本によりインドネシ

ア中小企業支援 
- 浦田チームによる政策支援は、報告書提出当時は盛り上がったが、

現在全然やっていないという状況である。インドネシアの「燃えて、

冷める」典型である。提言を実現する段階であると考える。 
- 中小企業庁が一度できて、その後なくなった。また中小企業銀行（バ

ンク・キャラット）の構想もあった。 
日系企業によるインド

ネシア企業育成 
- 「日系企業によるローカル育成は重要である」。そのためには、育成

しようとするインセンティブや、日系企業とローカル企業のマッチ

ングが必要である。日系企業のローカル・コンテンツを上げるとい

う目的で、日系が使っているローカルの訓練に資金支援する必要が

あると考える。 
- これは企業に補助金を出すことになり、日本側が考える原則・政策

には合わない。今までの支援は、特定の企業に裨益することを避け

るため、トレーニング・センター等の一般的研修を実施してきた。

しかし、このような事業の効果は捕まえがたく、企業ニーズも満た

しているかどうか疑問である。 
- 日本政府はインドネシアの裾野産業支援の気持ちが強く、よいスト

ーリーを考えれば可能性はあると思われる。 
既存中小企業融資制度

の工夫 
- ツーステップ・ローン等の制度で日系の取引先だけを限定するのは、

インドネシア政府は嫌がるであろう。国営銀行等を通し裾野産業に

資金援助することも考えられる。この場合、裾野産業の定義を明確

にし、行き先を条件付けることなどが必要である。 
- ADB 等世界機関は中小企業に多くの資金を支援したが、この動きを

フォーローすべきである。 
- JODC のサービスをローカル企業の方にもう少し伸ばせられないか。

- 日本人専門家を複数の企業で雇用することは需要があり、これを発

展させるための資金支援の必要性は高いと考える。 
銀行融資 - 銀行資金は国債などに回され、中小企業などには回っていない。こ

のため、機械が古くなり、生産性が悪化している。 
- 中小企業融資についてはどのように実行するかについて散々議論さ

れているが、 初に実行が進まない理由は何かを整理しなければな

らない。 
技能検定制度 - 技能検定による技能、技術労働者の質・ランク分けは人を採用する

などに重要である。JICA もこれについては問題意識を持っている。

- 溶接などは技能認定制度がある。このような制度を他の分野に広げ

てゆくことが大事である。 
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2. その他の団体・組織 

 
 ジャカルタ・ジャパン・クラブ（JJC） 
組織について - JJC は、インドネシア日本商工会議所と日本人会の連合会である。

インドネシア進出している日系企業は 1,000 社程度あるが、日本人

会会員 400 社、中小企業連合会員 260 社ほどである。 
日本による中小企業支

援 
- 様々なスキームが長い期間実施され、成果はそれなりに挙がってい

ると思われる。しかし、投資が伸びているとか、今ひとつ成果が目

に見えたものとはなっていない。 
- 専門家の派遣は、文化などが全く異なるところでの人材派遣であり、

日本側が期待している成果が簡単に出ることはないだろう。技術教

育の問題は学校教育の問題まで波及するものである。効果は現れ難

く、また目に見えない。 
- 現在の中小企業支援は、インドネシア政府のやる気、産業政策がな

い中で、何かやろうとしていると理解されなければならない。 
- JODC のスキームは、ODA 型と中小企業海外進出支援型があるが、

前者（ODA 型）は予算が減ってきている。また、前者は、制度とし

て親会社から派遣できるが、後者は、JODC 登録の専門家しか使え

ない。このように使い難いものになっている。 
- OVTA は厚生省所管で、これを利用できるのは厚生年金の加入者の

みである。このため、こちらで退職した日本人技術者は利用できな

い。 
- 日系中小企業傘下のローカル企業の力を付けることが肝要であり、

力のある企業をいかに見つけるかが課題である。 
経済環境改善のための

行動 
- メガワティ政権時に JCC として提言を出したが、新政権に対しては

官民合同の提案をする予定である。提案の枠組みは前回提案と同じ

であるが、取りまとめ中である。 
- 新規投資環境提言をしているが、どれだけ新規投資がなされるかは

分からない。むしろこれにより、既存進出企業の環境改善が行われ

ることを狙っている。 
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 ジャカルタ・ジャパン・クラブ中小企業連合会（JJC-SME） 
日本による中小企業分

野の支援 
- AOTS、JODC、OVTA、JICA などの支援がそれぞれ別々に実施され

ており、効率が悪く、使い勝手が悪い印象がある。例えば、JODC
のシステムは日系企業の関与条件があり、JICA は公的機関が対象で

ある。 
- これら各種のスキームを使いやすいスキームにすべきであり、また

トータルとしての仕組みにすべきだと考える。 
- 資金を含めたトータルな支援が必要である。 
- 日系中小企業・裾野産業に焦点が当たっていない。 

インドネシアのプレス

や金型の現状 
- 精密成型・プレスは日系中小企業が行っており、ローカル企業では

できない。ローカルは電子・電気に関する精密でない金属加工（プ

レスなど）を行っている 
- 日本人専門家がいる企業でも金型を作れるローカル企業はほとんど

ない。 
- 「ローカルで指導すればできる会社」を紹介して欲しい。 

ローカル企業の事例紹

介 
- 100％ローカルの成型・バンキング会社で現在日系とつき合ってはい

ないが、品質・生産管理がなかなかできないので、日本人を呼びた

いと考えている企業がある。日本人専門家を利用するには JODC ス

キーム下でも金がかかるので 3 社がグループになって費用を分担し

て日本人を呼びたいと考えているが、これは JODC の規定（責任を

持てる組織、1 社でなければならない）に抵触する。 
- ローカル企業との取引経験から言えば、約束・納期を厳守しない、

品質・管理がお粗末である。これを改善するにはインドネシア側の

カウンターパートを決めて10年くらい追跡するようなことが必要で

ある。的を絞ってエリートを育てるという考えも必要である。 
ローカル企業の育成 - 中小企業振興は、意識を改革する「人つくり」が根本であり、その

上に管理・生産・開発技術が習得されなければならない。人つくり

に関しては、ＯＶＴＡがジェトロ・連合会に「人つくりハンドブッ

ク」作成を委託している。 
- 「日本の中小企業が育ったのはなぜか」を考えてみる必要がある。

答えは「大手の下請支援」ではないだろうか？結局は「下請育成で

儲かるシステムができた」からでは？ 
- 支援する対象企業をどのように探すのかが課題である。 
- 日系企業にローカル活用のどんなニーズがあるのかを明らかにする

必要がある。 
- どのようなローカル企業かについては、 後のキーは社長であり、

社長の考え方によって成長する可能性がある。 
日本人の活用 - インドネシアの日系企業を退職した人の創業・企業を支援するシス

テムがあっても良い。スピンアウトした人はいっぱいいる。 
- 日本人が創業できる工業団地（区画売り・貸し）を開発できないか。

機械は日本の中古を持ってくればよい。 
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 国際金融公社（IFC）インドネシア事務所 
PENSA（Program for 
Eastern Indonesia 
Small and Medium 
Enterprises 
Assistance）について

- PENSA は、中小企業に技術支援とキャパシティ・ビルヂングを目的

にしたもので、2003 年に設立したプログラムである。 
- PENSA は地方の競争力のある資源を国際競争力あるものにするた

め、6 つの課題（Program areas）を 5 つの地域（デンパサール、ジ

ャカルタ、バリクパパン、スラバヤ、マカッサル）で改善するもの

である。 
- デンパサールでは、中小企業を支援するサービスの改善（木材加工

産業）、持続的なサプライチェーン・リンケージの構築（家具製造）。

- 投資環境などのビジネス環境の改善（法制度の改革や規制緩和、資

本市場へのアクセス改善、経済団体の強化）。 
- 石油産業、ガス産業、鉱業の大企業と中小企業とのリンケージの確

立。 
- 資金へのアクセスの改善。 
- アグリビジネス（トウモロコシ、家禽、ココア、海草の商品化）と

のリンケージの確立。 
- 全体を流れる開発戦略は、リンケージ形成・発展である。大企業へ

のベンダーとして中小企業と大企業の取引を斡旋・促進することに

よって、地域産業を興し、中小企業を発展させる。主要業種は、木

工・家具、アグリビジネス（メイズ、ココア、海草）、石油・ガス・

鉱業関連中小企業を考えており、取引促進、ビジネス･サービスの提

供、金融へのアクセス等の施策を実施することを考えている。 
- 日本とのリンクを高めたいが、工芸品や家具等の品質の問題と資金

（中小企業と金融機関をつなげること）の問題がある。 
- 日本企業とのリンク（日本企業による地場生産物の買い上げ）を強

めることや、JBIC ローンを活用する可能性についても日本と相談し

たいと考えている。 
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 インドネシア自動車部品工業会 
組織の成り立ち - GIAMM は 1973 年設立された組織。 

- 会員企業は 129 社。インドネシア企業だけではなく、日系企業やそ

の他の外資企業もメンバーになっている。 
 GIAMM に加入するための資本規模などの制限はない（業種の制限の

みある）。 
- 入会費は 50 万ルピア、月の会員費は企業の規模により異なり、15

万ルピアから 50 万ルピア。 
- 政府などからの補助はない。 

組織の活動 - GIAMM の活動は、政府へのロビー活動、ニューズレターの発行、会

員企業の品質の向上などである。 
- 会員企業の品質向上のために実際に行っているのは、コミッショナ

ーが JETRO の自動車裾野産業のアドバーザリー委員会の議長をし

ていることぐらいである。 
- 参加企業の総会などは開いたことはない。 
- 会の運営の方針は、少なくとも 6 ヵ月に 1 回開く会議（理事会）で

決めている。 
- 会長、理事、監理委員会などの役職がある。それぞれの人気は 4 年

間で、2002 年から 2006 年までが現在の人気である。日系企業など

外資企業もこれらの幹部のメンバーになっている。 
- 主要部品ごとの分科会を開きたいが、まだできていない。 
- 会員企業に ISO9000、ISO14000 の取得を奨励している。 
- メンバー企業からのリクエストがあれば、下請企業探しをすること

もできる。 
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3. 工業団地運営会社 

 
 工業団地運営会社 1 
会社の成り立ち - 1996 年から整備が始められた。面積は 330ha。 

- 入居企業の 9 割以上は日系企業である。 
- 団地内企業の総従業員は 4 万人、うち日本人駐在員 400 人である。

- 工業団地内企業の売上は 25 億ドルである。 
団地内の企業 - 団地内に立地する電気などのセットメーカーは輸出製造業者で、部

品製造のベンダーを抱えて進出して来ている。 
- セットメーカーは、「ここに無いなら自分で作る（内製する）」、「ベ

ンダーがいて、品質・価格が見合えば使う」、「もし無くても過度の

要求はしない」の基本的考えで、インドネシアに進出してきている

と見られる。 
- ローカル下請企業からの調達は、品質と納期の問題でなかなか増や

せない。ノウハウ保護（機密部品）の問題で本格化は難しいと推察

される。セットメーカーは、自社のノウハウで開発・設計し、部品

製造を外注するため、機密保持が 重要事項となり、簡単に移転で

きない高度のノウハウがある。 
- 付加価値の高い樹脂製品などは、品質的にローカル企業では対応で

きない。付加価値の低い、安い品物を製造している。地元企業は品

質、納期が守れない。一方、日系下請企業では、付加価値の高い物

を製造している。セットメーカーは、これらの企業を使い分けてい

るようだ。 
インドネシアの投資制

度 
- 新投資法（2003 年は投資の年という政府の掛け声のもとで整備され

た）は、100％資本認可に付けられていたいろいろの制約・条件を撤

廃する予定であったが、メガワティ政権では未定のままであった。 
- 投資に対するインセンティブは、紙の上でもない。 
- 日本の電機メーカーのインドネシアからの撤退に対する前大臣発言

（一社ぐらい出て行ってもいい）に見られたような、外資に対する

無関心さがインドネシア政府への不信を生んでいると思われる。 
インドネシア従業員の

労働意欲 
- インドネシア人は比較的プライドも高く、独立心・企業家精神もあ

ると言われている。 
- インドネシア社会は差別的（人種、出身地、階級、学歴等）で、上

昇志向があまりなく、日本企業で見られる努力による出世には驚い

ている。日本企業の研修等には意欲を見せるインドネシア人従業者

もいる。 
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 工業団地運営会社 2 
会社の成り立ち - 工業団地建設が 1989 年に認められ、整備を開始した。現在の用地は

800ha。 
- 工業団地内の一部に輸出加工区（輸入物品が無税）が指定されてい

るが、現在では各社が個別に輸出加工区の手続きができる。 
- 現在団地の総従業者はほぼ 55,000 人（日本人は 500-1000 人、うち

500 人が駐在員、残りは日本からの短期出張者）。 
- 製品出荷額 35 億ドルで、将来的にはもっと拡大する。 

団地内の企業 - 進出企業は、152 社（日系 102 社、その他外国企業 24 社（半分が韓

国企業）、インドネシアの純ローカル企業 26 社）。 
- 様々な企業が立地しているが、家電の進出と付随したプラスチック

成型企業、自動車、オートバイ部品の企業などが立地している。 
- オートバイセットメーカーの新工場が来年 10 月から稼動する。 

インドネシアの投資制

度 
- 法律や規則といったレベルでインセンティブが設定されていない。 
- 全ての手続きに費用がかかる。汚職・タカリがコスト増大の大きな

要素となっている（税関・警察・労務関係等）。地方分権化により、

汚職が多様化し、頻発している。インドネシアでは人件費が安いと

言っても、製品製造コストに占める人件費の割合は大きくはない。 
- 1990-91 年頃には輸出加工区のワン・ストップ・サービスができたが、

その後、各役所が許認可や手続きに介入してくるようになり、今は

機能していない。 
- 現在では中央政府は、地方分権化は間違いと認識し始め、地方に分

権化された責任・権限の一部を中央に戻し始めた。BKPM による投

資許可手続に時間がかかるが、簡素化・合理化は図られている。 
企業や経済環境の変化 - 「安い粗悪品製品・部品を壊れたら買う（コピー品）」的態度から信

頼性ある製品購入にシフトしつつあり、これも影響して「しっかり

した製品」生産を指向し始める地場経営者が現れている。 
- 現在の製品では食品の安全衛生認定を受けられないため、これを改

善し正規の生産を行うため、工業団地に入りたいと考えるインドネ

シア企業もある。 
- 2003 年末から工業団地の区画は売れ始めていた。華僑資本企業は早

めに土地の手当てを始めていた。 
- 近訪問企業が増えている。新政権に対する期待は高い。 
- 新しい入居企業はほとんどが国内市場をターゲットにしている。日

系企業はオートバイ、自動車関連企業が多い。また、外資企業がジ

ャカルタ市内から出てくる動きもある。 
- インドネシアに関して以前と変わってきたことは役人の意識であ

る、10 年前まではトップダウンでモノが決まっていたが、問題を聞

いてくれ、汚職のことなどを公然と言えるようになった。 
工業団地政策 - 道路などの基本インフラが脆弱である。工業団地周辺の道路は県道

であるがブカシ県にはインフラを整備・改善する予算はない。 
- 地元企業（インドネシア・ローカル企業）も、もっと工業団地に入

れるような支援が望まれる。ローカル企業の入居によって、技術者

派遣を容易にし、環境保全を確実にすることができる。 
- 普段付き合う役所はブカシ県（Kabpaten）、中央政府は BKPM、地方

分権化に伴って建築許可や労働関連の許認可が県レベルになってい

る、しかし、能力がついていかない。 
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4. 日系金融機関・投資ファンド 

 
 日系金融機関・ベンチャーキャピタル 1 
会社の成り立ち - 1981 年に設立されたベンチャーキャピタルで、日本、アジア、アメ

リカにおける投資・金融業務を行っている。アセアン投資は今のと

ころ少なく、積極的ではない。 
- シンガポールでは、バイオ資金、タイでは自動車関連産業の中小企

業ファンドを日系銀行やローカルファンドと運営している。 
インドネシアの投資環

境 
- 法律（司法・裁判）が機能していないない。 
- 税金が高い。 
- 労働生産性が低い（タイなどの 2 分の 1 の水準）。 
- インドネシアでは、「見えないコスト（賄賂）」が高く、製造のため

に加工すればするほどコストが高くなる傾向にある。現状では、イ

ンドネシアで組立をやるだけ国際競争力がなくなってしまう。 
- インドネシアはアセアンの他の国と比べて人口や国のサイズが大き

く、国内市場で量産体制がとれ、それをベースに海外（輸出）に展

開する可能性を持っている。 
- インドネシアでは、自己資本比率の規制があり（銀行からの借り入

れが制限される）、資本参加（ベンチャーキャピタル）の需要・必要

性が高い。 
- 中国製バイク（密輸も含めて）は安いが、すぐにダメになり、市場

から排除されつつある。製品がしっかりしている日本製のオートバ

イや自動車等の中古価格は高い。耐久力が高く品質のよい製品の市

場は拡大すると思われる。 
撤退ビジネス - 事業環境や創業の結果が悪く、撤退したい日系企業がある。しかし、

しがらみ、顧客（部品等の納入先）へ迷惑をかける等の要因で撤退

できないでいる。この日系企業を整理し、華僑・韓国人等に売却し

て事業を存続・拡大させるビジネスを行っている。 
- 韓国人は日本人より多くインドネシアでビジネスを行っており（在

インドネシア韓国人 45,000 人に対し、在インドネシア日本人は

10,0000 人）、日本人より商売が厳しい（日本人の給料は高く、ボラ

ンティア的）。日本人のまじめさ（倫理観）がインドネシアでの商売

を困難にしている。 
中小企業振興のために

改善するべき点 
- 自由競争の環境を整備し、「やる気・能力のある人」が市場に残るシ

ステムとすべきで、成功者からは税金を徴収し、その税金を失敗者

に回すセフティネットを構築すべきと考えられる（アメリカの場合

はドネーションとなり貧富の差を解消できないでいる）。 
- インドネシアは階級社会（社長の子供は社長）であり、階級間、或

いは上昇すること困難な社会であるので、中小企業育成にはこの競

争による発展システムの改善が必要である。日本は上昇がより可能

な社会であり、この社会で中小企業も発展してきた。 
- 部品メーカー等については日系とローカルの競争となるであろう。

競争による中小企業育成が重要で、これを推進するのは日系セット

メーカーの義務でもあると思われる。 
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 日系金融機関・ベンチャーキャピタル 2 
インドネシアの投資環

境 
- 2003 年には第 4 位であったインドネシアの投資環境は、2004 年に

はベトナムとインドに抜かれ第 6 位に順位を下げている。税制面と

投資制度面で全く遅れている。日系は 1996 年をピークとして、2003
年では 65 件で 3,000 百万ドル強であるが、認可ベースであり、実行

ベースでは 2/3 程度と思われる。その他、タイ、中国、ベトナムと投

資環境の良い国が他にある。 
- 2004 年の大統領選挙でユドヨノ政権が誕生し、期待感が先行してい

る。人口増加率が依然高いため GDP の理論値では 7-8%欲しいとこ

ろであるが 5%に留まっており、労働力を吸収できない。メガワティ

は副大統領から大統領へと実績を積んできたが、スハルトの地方分

権化を引き継ぎ、汚職も地方へ広がってしまった。 
- ユドヨノは軍出身だがクリーンなイメージと実行力を買われてい

る。100 日プロジェクトにより、100 日でやるべきことと 100 日で

リストアップすべき行動目標を打ち立てているが 100 日プロジェク

ト提出リミットの 2005 年 1 月が大きな試練である。 
- 国内市場向けに、オートバイ市場と自動車市場が好調であり、白物

家電も好調である。また、建設会社は大通り沿いの建設が好調で、

実績を伸ばしている。繊維は複数の日系企業が撤退を決めている。

コスト的に負けており、地元に売ることが決定された。 
- オートバイ市場が好調なのは、所得高、購買力高、オートファイナ

ンスの充実が上げられる。オートバイの需要は、数年は好調と思わ

れるが、中堅の購買力が上がれば自動車への転換が加速される可能

性がある。 
- 1980 年代は工業地域への工業導入が行われ、1990 年代は工業団地

の造成ラッシュで工業投資は工業団地内のみ可能となった。ジャカ

ルタの南のブカシ、カラワンチカンペックには工業団地があるが、

ジャカルタから離れ東へ行けば行くほど人気はない。 
銀行融資 - 日系の投資企業は、日本での自社との取引のある銀行を投資資金の

調達に利用し、特にインドネシアに支店があればこの銀行を用いる。

銀行としても保証が第一で、親会社の保証を求める。 
- 銀行の貸出金利は、どこの国の外貨か、またはルピアかにより金利

が異なる。インドネシア銀行の場合カントリーリスクが高く、格付

けも B+でありドルの場合の調達金利が高い。このため、カントリー

リスクが低く調達金利も安い外国銀行から借りることとなる。東京

三菱で AA-である。ルピア建てであればインドネシア銀行の調達力が

高く金利は安くなる。東京三菱の場合の一般基準は現行で、1 月もの

2.40＋0.5～0.75%、3 月もので 2.45～2.46+スプレッド%、3～5 年

もので+0.75%程度である。インドネシア銀行法もあり、貸し出しは

銀行の自己資本の 20%が限度であり、多額な借金をしたい場合、そ

の他の銀行から更に銀行自己資本の 20%を借り増すこととなる。そ

の他、グループ企業は 1 社扱いとなるなど、規制が多い。もちろん

規制を潜る方策はあるが手数料が大幅に上がることとなる。 
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5. 日系セットメーカー 

 
 日系セットメーカー1（日本人マネージャーへのインタビュー） 
会社のなりたち - 設立約 30 年の企業 

- 日系自動車セットメーカーとインドネシア資本の合弁企業である。 
製品 - 自動車を製造している。多くは国内市場向けだが、 近投入した車

種は、台湾、マレーシア、タイなどへの輸出を始めている。 
調達 - 部品供給等協力会社は 90 社に達する。6 割は日系で、4 割がローカ

ルである。 
- 常に良いローカルサプライヤーを探している。 

下請企業への支援 - ローカルとは技術提携・指導を行い、部品・サービスの供給を受け

ている（この企業ととローカルの協力体制確立）。この企業が一次下

請を指導するように、一次下請が二次下請を指導する。これにより、

協力会社全体でコスト削減を目指している。 
- 2004 年 9 月に発売した車種の生産に 360 億円投資したが、この企業

自身には 260 億、サプライヤーに 100 億であった。 
その他 - 国産化率は 2004 年 9 月に発売した車種で 50％、2004 年 1 月に発売

した車種で 75％である。輸入先の 40％は日本である（金額ベース）。

アセアン調達率は 95％である。コスト競争が厳しく、輸入品を国産

化してコスト削減に努力している。 
- インドネシアではジーゼル・エンジン、タイではガソリン・エンジ

ン、或いは、インドネシアではミニバン、タイではピックアップの

ように、各拠点で特色ある生産を行っている。 
- 輸入品の国産化、ローカル企業の育成、更に物流の合理化によりコ

スト削減を図っている。 
- この企業は、インドネシアの将来市場規模（人口はタイの 3 倍）を

評価し、タイに並ぶ自動車生産拠点と位置づけている。 
- タイ国との差ができたのは、裾野産業育成に対する政府の力の入れ

方や政策の違い、この 6 年間の社会的不安定・空白が原因であると

思う。 
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 日系セットメーカー2（日本人マネージャーへのインタビュー） 
会社のなりたち - 本社・工場の従業員数は 5800 人。 
製品 - オートバイを生産している。生産するバイクの 9 割強は国内市場向

けだが、東南アジア（タイ、ベトナム、フィリピン）と中南米（コ

ロンビア、ブラジル）およびそれ以外（ギリシア、トルコ）に輸出

している。 
- バイク価格は、必ずしも安くなっているわけではない。しかし 2000

年以降に安いモデル（1000 ドル前後）を投入した。 も売れている

のは 1500 ドルくらいのレベルである。 
- 製造したバイクの流通はディストリビューターに任せている。地域

ごとにディストリビューターの商圏を作っている。 
人材育成 - 工場の従業員は高卒を採用している。 

- 月の支払いは 低賃金プラス手当て（残業、交通費、食事）で 100
万ルピアになる。 

調達 - 取引のある会社（部品ベンダー）は 120 社、そのうち日系企業は 40
社、現地調達率は（金額ベースで）8 割以上になる。 

- 生産増加に合わせた部品供給増加のために新しい下請を探してい

る。しかし、現地にバイク部品企業のデータベースなどはなく、ま

た、現地の企業組織はあてにならない。自分たちで探すしかない。 
- 生産量が多い部品、重要な部品は日系企業が製造している。これら

の企業の多くは工業団地に立地している。 
- 通貨危機前までは 10 社弱の日本の協力会社が進出してきていた。ア

ジア通貨危機後はさらに 5、6 社が進出してきた。 
- 部品の調達は 1 社からの調達から複数者調達になってきている。 

下請企業の QCD - ベンダーとの関係（QCD を守ること）で も重要に考えるのは納期

（Delivery）である。納期が時間どおり行われないと、製造ラインが

止まってしまう。 
下請企業への支援 - 下請企業への技術支援を行っている。特定の生産プロセスを下請に

移管している。例えば、マフラーは、以前は下請が部品を下請が作

り、このセットメーカーがそれを組み合わせてマフラー部分を作っ

ていたが、下請がマフラー部分を全て作るようにしている。この際、

下請企業の社員研修や製造設備の移管（中古設備の簿価での移管）

を行った。 
- その他にも下請企業に対して品質向上のための調査研究やアドバイ

スを行っている。 
その他 - オートバイに対する需要が増加したのは、インドネシアの購買力が

増加したためだと思う。2000 年に 27 万ルピア／月だった 低賃金

は、2004 年には 67 万ルピアまで増加した。 低賃金の上昇に合わ

せて、全体の賃金が上昇している。 
- 全般的に言って、インフラ、税金、労務では問題が多い。メガワテ

ィ政権の労働大臣は労働組合団体のトップだった人で、労務制度に

は問題が多い。 
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 日系セットメーカー3（日本人マネージャーへのインタビュー） 
会社のなりたち - 日系オートバイセットメーカー50％、インドネシア企業 50％出資の

企業。 
- 1971 年に設立。本社・工場の従業員数は 9000 人 

製品 - オートバイの映像を行っている。製品はほとんど国内市場向けであ

る。現在、1 日に 8000 台生産している。 
- 低価格のモデルは 970 万ルピア、一番売れ筋のモデルは 1060 万ル

ピアである。 
人材育成 - 社員は、マネージャーは大卒、工場の従業員は高卒である。 

- ローカル・パートナーはスタッフの訓練・研修に力を入れている。

またローカル・パートナーはインドネシア屈指の大企業であるため、

大卒の質も高い。 
- 技能レベルに応じた職能給制度があり、仕事へのモチベーションを

上げるようにしている。 
- ホンダ側から見て、工場の従業員に対する評価は必ずしも高くない。

調達 - 取引先の会社は 100 社以上、そのうちの 3-4 割が日系の企業である。

- 今のところまだ中国部品を使っていないが、いいものがあれば使い

たい。あと少しでつかえるレベルに達すると思う。 
下請企業の QCD - 下請から来る部品の検査を行っている。この企業は QCD だけでな

く、QCDDM（QCD プラス Development、Management）と言って

いる。 
- ローカル企業の技術レベルは様々である。この企業はローカルの企

業を育てるよりも、いいものを絞り込みたい、世界の中からいいも

のを調達したいというスタンスである。 
- 下請企業とは、日本人の専門家がいるから付き合うわけではない。

QCDDM を満たす企業なら、どのような企業とも付き合う。 
- バイクの生産に合わせて新しい取引先を作るのではなく、既存の取

引企業に生産量を増やしてもらうことを考えている。さらに、取引

先企業の数を減らしたい。 
下請企業への支援 - 下請はもちろん、孫請けなどへの企業支援は特にない。問題が発生

すれば対処はする。 
その他 - 将来的にも各国で行っている二輪の生産（インドネシア、タイ、ベ

トナム、台湾、中国など）を集約するということにはなりえない。

各国には各国のニーズがある。 
- オートバイと自動車の違いは、生産台数、車種、開発費用、ロジス

ティックスの費用である。 
- 製品のディストリビューターは 27社ある。各社で商圏を決めている。

- インドネシアのオートバイ市場は 2200 万台（国民の 10 人 1 台強）、

ジャカルタではすでに 4 人に 1 台と言われており、これはタイと同

レベルである。 
- バイク市場が拡大している理由は、インドネシアの人々の収入が増

加している、バイクの単価が下がってきている、ローンでバイクが

買えることの 3 つである。 
- 中国や台湾からのバイクは、現在は新車市場全体の 10 パーセントぐ

らいではないか。2001 年には新車市場の 30 パーセントぐらいであ

った。 
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 日系セットメーカー4（日本人マネージャーへのインタビュー） 
会社のなりたち - 従業員 1000 人（日本人 9 人、うち製造現場には 3 人）。 

- インドネシア進出は 1992 年。 
製品 - 照明器具（売上の 9 割）、配線器具（売上の 1 割）。市場は、照明器

具は８割が日本向け、残り 2 割はインドネシアと中東／アセアン向

けである。配線器具は全てインドネシア国内・アセアンである。 
人材育成 - 松下グループの技能者の主力は工専（ポリテク）卒である。ポリテ

ク出身者のほうがまじめで優秀な人間が多い。大学卒にはあまりよ

い人材がいない。 
- 企業グループ（9 社）内で 10 年前から技能競技を行い、一定のスキ

ルの者を認定する制度を実施してきた。これはスキルのある従業者

を認定し、これを昇進・給料決定の一つの評価要素とし、技能者に

インセンティブを与えるものである。現在では、この技能競技会、

技能認定制度の対象は、企業グループの社員のみであるが、これか

ら主要な協力会社に広げて行きたいと考えている。 
- 日本の支援スキームを利用したいが、付帯的なコストが高い、使い

づらいなどの問題がある。この会社では、自社で日本に研修に派遣

している。 
- 人材育成に関して も気になるのは、マネージャーレベルの人の教

育である。日本でいう工場の「班長」レベルを育てることはできる

が、その上のレベルの人を育てることが難しい。日本では技術のト

レーニングはできるが、マネジメントのトレーニングはできない。 
- 社内の人材育成に手一杯で、下請への支援にまで手が回らない。 

調達 - 下請け会社は 200 社（日系企業も含めて）あり、そのうち、主要な

協力会社は 100 社くらいある。 
- 国際レベルの品質を守りつつ、ローカル下請の利用によるコスト削

減を図らなければならないが、ローカル下請は QCD のレベルが低

く、会社の方針と現実の中で苦慮している。 
- 電子部品の純粋な意味でのローカル・コンテンツの割合は、0%であ

る。電子部品以外では、50-60％がインドネシア企業からの調達であ

る。この割合を徐々に上げてきている。 
下請企業の QCD - 会社では「基準を守る」ということを基準にインドネシア人の採用

を行っており、それができるインドネシア人はたくさんいるが、ロ

ーカル企業では守るための「基準を作る」ことができないという印

象がある。 
- ローカル企業と付き合うには、信用が第 1 である。品質、納期を守

ること第 1 で（これができないと、自社の生産計画が成り立たない）、

次にコストが大事である。 
- 相手先のローカル企業に日本人がいることが付き合うために重要な

意味を持つ。日本人はやはり「阿吽の呼吸」を求めるところがあり、

日本人の考え方の理解できる人の存在を気にしてしまう。これは発

注側の問題かもしれない。現地のローカル企業でこれを理解してい

る会社は、日本人の退職組をスカウトし、技術顧問のような形で置

いている。 
- 逆に日系の企業は、欧米やインドネシアで見られるような契約で

様々なことを決めていくことは苦手であると思う。 
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 日系セットメーカー5（インドネシア人マネージャーへのインタビュー）

会社のなりたち - 1970 年に進出した。 
- 工場の従業員は 2500 人。 

製品 - オーディオビデオ機器（CD プレーヤー、DVD プレーヤー、TV、ラ

ジカセ）、家電（掃除機、アイロン、洗濯機など）、エアコン、水ポ

ンプなどを生産している。 
- 売上のうちの 30 パーセントが輸出向けで、あとは国内市場向けであ

る。中東に輸出するラジカセは総売上の 10パーセントを占めている。

その他にはマレーシア、シンガポール、香港に冷蔵庫、ポンプを輸

出している。 
調達 - 取引のある会社は 300 社。これらの会社はジャワ島内にある。 

- 取引先企業が ISO14000 を導入するのを支援している。 
- 新しい取引先を見つけるために、これからも逆・部品見本市を使っ

ていきたいと考えている。 
下請企業の QCD - 取引をするためには、生産能力が十分あること、ISO9000、ISO14000

を導入する努力をしていることが求められる。有害物質を出さない

（鉛、カドニウムなど）ことも必要である。 
- ISO9000 の取得は必須、ISO14000 の取得は望ましいと考えている。

今のところ取引先企業のうち、40 社が ISO14000 を取得している。

- QCD に問題のある企業には、個々のケースで構造的問題を抱える企

業に対応している。 
- ベンダーの QCD などモニタリングし、それを調達センターに報告す

るシステムができている。 
- 品質を確保するために、ベンダーと月例ミーティングを行っている。

品質のレベルごとにベンダーを A、B、C に分け、問題は何か、何時

までにどうやって解決するか、ベンダーと話し合っている。 
下請企業への支援 - ベンダーへの財政支援は行っていないが、品質向上、品質コントロ

ールのための技術支援は行うというスタンスである。 
- 現在、ベンダーとの協力をより強くしようとしている。必要な専門

家の派遣をしようとしている。 
- 教育財団を作り取引のある企業以外にも訓練・セミナーなどを開放

している。 
- 教育財団に金型設備を寄付し、「金型学校」を開催している。 

「逆／部品見本市」 - 第 1 回目の「逆・部品見本市」の効果は少なかった。限られたサプ

ライヤーにしか情報が広がらなかった。 
- 第 2 回目はセットメーカー全体を動かために、商工省を巻き込んだ。

商工省の推薦を得、また商工省がセットメーカーを呼んで、出展を

依頼した。14 のセットメーカーがそれぞれの部品メーカーに参加を

要請した。 
- 2 回の見本市を通して、1200 社の部品メーカーがリストアップされ

た。 
- 見本市を通じてこの企業にアプローチした企業は、今までの納入社

28 社、新規 76 社で、これらに低プライスを競わせることができた。

但しこれらの企業の殆どが日系企業であった 
- 今後の課題としては、セットメーカーにインセンティブを与えて参

加を促進する必要がある。例えば、見本市に削減することで 30%の

うち 2-3%を削減するなどである。 
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 日系セットメーカー6（日本人マネージャーへのインタビュー） 
会社のなりたち - 1994 年に操業開始。 

- 従業員 8,000 人（日本人 31 人） 
製品 - プリンター（インクジェットプリンター、複合機）の製造。 

- 輸出型企業免許を持ち、製品の 97％を輸出。 
調達 - 現地調達率は 70％。 

- 現地部品サプライヤーは約 70 社（プレス、プラスチック、バネ、ロ

ーラー、CD、マニュアル印刷）。 
- 輸入はプリンターヘッドと電子基板 IC など。 
- 精密成型は内製している。 
- 進出時、エプソン工場敷地内に日系協力会社（6 社）を収容したが、

そのうち 4 社は巣立っていった。 
「逆／部品見本市」 - 「逆・部品見本市」は、セットメーカーが購入・外注希望の部品を

展示し、部品メーカーが自社製品を展示する「買いと売り」の両方

の要素をもつ見本市である。 
- 「逆・部品見本市」の動機としては、1. インドネシアの電子・電気

産業を発展させたい、2. 裾野産業を広げないと外資セットメーカー

がじり貧となる、3. 部品メーカーも納入先を多様化してリスクヘッ

ジしたい、などの点があった。 
- 初は日系電気セットメーカー2 社で企画し開催した。参加企業は人

的関係を活用した。 
- 第 1 回（2003 年）には 40 社出展（12 社関連協力会社）し、第 2 回

（2004 年）セットメーカー10 社と部品メーカー60 社が参加した。

- 来場者は 2,500 人、500 社、見本市を通じて 95 社がこの企業にアプ

ローチしてきたが、成約はなかった。 
下請企業の育成 - コスト削減が生き残るために も必要だと考えており、そのために

下請企業への技術支援も行いたいと考えている。 
- 学校の生徒を金型の実習に受け入れ、経験させている。 
- 見本市を通じて力のある下請企業と新しく取引関係を始めることを

期待している。 
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6. 日系下請企業 

 
 日系下請企業 1（日本人マネージャーへのインタビュー） 
会社のなりたち - 親会社はベルトや自動車の内装部品などを製造する。 

- インドネシアではブカシの工業団地（EJIP）とタンゲランに工場が

ある。タンゲランの工場のが古い。 
- 従業員 670 人、日本人 30 人である。 

製品 - 機械用ベルトを製造している。 
顧客 - 100％日本（親会社）に供給 
人材 - 従業員 670 名のうち、半数は日本で研修を受けている。3 ヵ月間幕

張で、3 ヵ月間自社で研修する。 
- 8 年前から日本での研修を行っている。日本での工場は、職人の世界、

徒弟制度の世界であり、日本で研修を受けて帰ってくると、よいイ

ンパクトがある。 
- 離職する者（スピンアウトする者）は少ない。 

支援スキーム - 地場企業育成には何よりも経営能力の改善のための「経営指導」が

肝要である。 
- 日本 ILO 協会の支援スキームを利用して、従業員を日本へ研修に派

遣している。 
- Imm Japan 等の研修修了生の独立支援も中小企業育成に有効かもし

れない。この研修終了者は、普通の何も経験のないインドネシア人

よりは、ずっとよい。インドネシアで日系企業が使いやすい。 
- インドネシア企業への融資はうまい支援策ではないだろう。貸した

お金は返ってこない。 
- ワイロ撲滅、労務改善（法律の改正）、税の優遇等の根本問題の解決

により、外資進出を促進すれば、その関連産業としての裾野中小企

業も自ずと広がって行くものである。 
その他 - 輸出加工区では、原材料輸入は無税である。原材料・部品輸入、製

品輸出の典型的輸出加工産業である。 
- 原料は合成ゴム（70％）で、これに天然ゴム（10-20％）を混ぜてい

るが、合成ゴムは輸入、天然ゴムは現地調達である。 
- 工場に機械（輸入）を装備しており、この機械補修・パーツ交換に

現地企業を使っている。簡単なものは我々が出す図面で作ってくれ

る。当社工場内にもワークショップがある。 
- 1997 年の 低賃金 15,7000 ルピア（=US$78.5、1US$=Rp.2,000）、

2004 年の 低賃金 677,000 ルピア（=US$75.2、1US$=Rp.9,000）
で、US$で見ると 低賃金は変わっていないが、ルピアだけで見れ

ば 4 倍になっている。現地の人々にとっては、4 倍の意味は大きい。

- 1997 年にインドネシアの人件費は日本の人件費の 1/100、2004 年に

はインドネシアの人件費は日本の人件費の 1/20 であった。 
- インドネシアには、日本の主要会社があらゆる分野に（電機、オー

トバイ、自動車のセットメーカー、第 1 次下請、金融、運輸物流等）

出てきている。日系企業あっての裾野産業である。日系企業の次に

来るのが、韓国からの企業である。 
- インドネシア人の会社にも、成長した会社はある。技術の蓄積、裾

野産業の発展が日本でもそうであったように、時間がかかるが発展

の道をたどるであろう。 
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 日系下請企業 2（日本人マネージャーへのインタビュー） 
会社のなりたち - スンター工場：1978 年操業、現在従業員 994 人。 

- ブカシ工場：1996 年操業、現在従業員 885 人。 
- 日本人総勢 22 人。 

製品 - ラジエター、プラグ、フイルター、ホーン、センサー。 
- カーエアコン、コンプレッサー、バスエアコン、ISCU（エンジン部

品）、アルミラジエター。 
- エアコン 40％、コンプレッサー15％、ラジエター８％ 

顧客 - 日系自動車セットメーカーなど 
QCD（品質、コスト、

納期） 
- ローカル発注は性能に関係のない簡単なもののみである（ブラケッ

ト、パッキング等）。 
- インドネシアで使う特殊部品は現地生産（内製）であるが、全て日

本でテストして品質保証会議をパスしなければ使えない。特に、三

菱問題以降安全品質が厳しくなり、簡単にサプライヤーを変えられ

ない。 
- 製造コストのうち労務費は小さいため、素材・部品コストをいかに

下げるかである。 
- 設計は日本で行い、ローカル条件に合わせて修正している。 
- インドネシアからタイにコンプレッサー輸出し、タイからインドネ

シアへは熱交換機等のようにデンソーグループ内でアセアン分業体

制が確立され、 も安い部品を調達している。シンガポール：統括、

インドネシア：コンプレッサー・スパーク・ホーン、タイ：スター

ター・モーター・オルタネーター、マレーシア：ECU（電子関係）、

フィリッピン：ポンプ・メーター・バルキーと分業している。 
- 重量部品は各国内生産である。 
- デンソーには、素材の厳しいデンソー仕様（特殊材）があり、これ

を下請が供給するのは難しい。例えば、アルミの組成構成（3003）
の規定があり、現地では調達できないので、世界で も安価なスエ

ーデンから調達している。インドネシアはアルミを産出するが、こ

のような資源が活用できない。 
支援スキーム - 部品供給業者の設備増強のための資金援助を行っている。 
その他 - コンプレッサー部品の輸入：内製：ローカル調達の割合は 50：37：

13 である。 
- 自動車産業の成長に対応して（2,300 台／月から 5,000 台／月以上）、

部品生産の拡大が続いている。従来は注文急増に対しては日本から

の輸入で凌いでいたが、インドネシア向けに設計された車両には融

通できなくなった。 
- 1 号金型は輸入し、2～3 号金型は内製している。 
- ピストンの表面処理は輸入している。 
- 関連会社 30 社で、ローカルは２社 
- 自動車生産増大に対応するため、部品供給を受ける下請を 2 社、3

社と増やす傾向にある。 
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 日系下請企業 3（日本人マネージャーへのインタビュー） 
会社のなりたち - 華人インドネシア人 50%、日本企業（ハードディスク部品などの精

密部品加工）の 50%の合弁会社 
- 会社自体は約 20 年前に設立。現在の日本企業との合弁は約 7 年。 
- -日本企業との合弁前は、日系電機メーカーの仕事を受けていた

（OEM によるヘッドフォンの生産、CD の光ピックアップ） 
- 日本企業は工場内でプレス部品を供給していたが、日系電機メーカ

ーの撤退により合弁パートナーとなった 
- 社員 1400 人、日本人 4 名。 

製品 - プリンターのモーター（50 万台／月）。現在、 も売上の大きい製品。

- その他は、携帯電話のコネクタ部品、自動車電装部品、デジタルカ

メラフラッシュなどである。 
顧客 - 日系電機メーカー、外国メーカー多数。 
課題・問題点 - インフラの改善（道路、停電への対応）が必要である。 

- 労務問題（制度が分かりづらい、明文化されていない部分が多く、

役人の裁量の余地が大きい）。 
- 税関の保税手続き（工場から出す時やセットメーカーに入れる時。

細かい部分が明らかでなく、役人の裁量の余地が大きい）。 
- 下請企業の品質は問題がある。問題が発生した時にはサポートする

必要がある。 
QCD（品質、コスト、

納期） 
- プリンター部品のデリバリーは 2 時間ごとで、2 時間ごとにモーター

を運ぶ車が出ている。 
- 週 1 回 QC 活動を行っている。 
- プリンター部品の不良品率の目標は 50ppm であるが、その目標に近

づいている。 
人材 - 金型の設計要員 10 名（大卒）、オペレーション 1200 名（高卒）、間

接部門（事務、QC）100 名。 
- 訓練は現場の OJT である。 
- 社員は、契約社員 6 割、正社員 4 割である。 
- ローカルのマネジメント能力を高めるには、数字で話をする、一緒

に考えるの 2 つが大切である、この 2 つを行うことで、ローカルの

マネージャーが、自分が何をすればいいか分かってくる。 
- 職能給は採用していないが、格差を多少つけて、目に見える評価を

行う必要がある。 
支援スキーム - 日本の支援スキームは使っていない。 
その他 -- もっとプリンター部品の大型部品を作りたいが、場所が工場から遠

くコスト高になるので、小さい部品しか作らせてもらえていない。 
- 金型は内製している。 
- 原材料の 90%は日本製である。 
- 下請企業は 10 社ほどある、仕事量が多い時に頼んでいる。 
- 下請企業は、ローカルスタッフのコネで探す。 
- 日系色を強く出し（会社のロゴなど）、日系からの仕事を受ける戦略

である。 
- ローカル資本であっても、韓国人や日本人の技術専門家がいれば、

精密部品を作ることはできる。 
- 車の電装部品を作り始めた。 
- 家電から自動車へのシフトを考えている。これからの柱になるのは、

自動車、プリンター、デジカメ（携帯用）である。 
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 日系下請企業 4（現地法人社長へのインタビュー） 
会社のなりたち -- 株主は、国内本社（72%）、タイ現地法人（10%）、個人（本社役員

18%）。 
- 従業員 62 名、うち日本人は 2 名。2002 年 11 月生産開始。 
- 売上のうち 10-15%が金型の修理や修正。その他は全て金型製造。 

製品 - 金型（オートバイ、自動車関係の部品） 
- 金型の修理（現地で作ったものも持ち込まれる） 

顧客 - 日系のオートバイ。自動車関係の会社 20 社。 
課題・問題点 - 大の問題点は、下請に出せるローカル企業の数が限られ、また、

品質にもムラがあること。 
- 下請企業は自分たちで探すしかない。 
- もっとローカルの金型企業が育って欲しい、修理・修正ぐらいはロ

ーカルでできるようになって欲しい。 
- 高速道路以外の道路が貧弱である。 
- 通信環境（含インターネット）が貧弱である。 
- 税関の保税手続きの時間がかかる。 
- インドネシアで調達できるものが少ない。輸入品は割高である。 

QCD（品質、コスト、

納期） 
- 完成した金型を顧客に持って行って試すのは通常 1-2 回である。 
- 受注から納品までの期間は 1-3 ヵ月、設計 3 割、機械加工 3 割、組

立 3 割である。 
- 品質は各社のスタンダードに合わせている。 

人材 - 従業員のうち、半分はエンジニアである。15 人くらいは大卒（設計、

QC、会社事務）、その他は高卒である。設計は 10 名で行っている。

- 設計などは日本の親会社で学んでいる。 
- IMM Japan の経験者が 4 名いる。 
- 日本の研修を経験したものには、技術手当を払っている。 
- 日本に研修に行く者は、帰国後 3 年間は働きつづけるように約束す

るが、その後はジョブ・ホッピングしてもしょうがない。 
- 技術集約型の会社なので、ほとんどの社員は正社員である。 初の 3

ヵ月で試す。 
- インドネシアの人は、選べばよく働く人がいる、また、過酷な仕事

にもついてきてくれる。 
支援スキーム - アシスタントマネージャーが 1 人いるが、マネジメントに関する研

修を受けさせたい。 
その他 - インドネシアに進出したのは、オートバイの仕事が多いからである。

以前からインドネシア進出を考えていたが、アジア通貨危機で延期

していた。 
- インドネシア進出を延期した間、IMM Japan の経験者を受け入れて

いた。 
- 機械は日本製かシンガポール製。鋼材などは全て日本製。 
- タイの兄弟会社と交流し、よいところを取り入れている、またお互

いに仕事がオーバーフローする部分を補っている。 
- 2005 年よりアメリカの会社の金型を日・タイ・インドネシアで分担

する体制を作り上げる。 
- インドネシアでは、設計と削り加工が安くできる、他は日本と同レ

ベルのコストがかかる。 
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 日系下請企業 5（現地法人社長へのインタビュー） 
会社のなりたち - 本社は富山県、100%日本資本。 

- 2004 年 12 月に生産開始。 
- 従業員 35 名、うち日本人は 1 名。 
- 過去に英国に進出歴有り。その後撤退している。 

製品 - プラスチックインサートモールド成形品（工作機部品、自動車電装

品）。 
顧客 - 日系重電メーカー（工作機など） 

- 日系自動車電装関係メーカー 
課題・問題点 - 進出時の資金調達に苦労した。 終的に日本の親会社の社長や現地

法人の社長が個人的に資金を用意した。 
- 労働規則が雇用者側に厳しすぎる。 

QCD（品質、コスト、

納期） 
- 5S や遅刻・欠勤の問題は、クリーン手当て、皆勤・無欠勤手当てな

どを導入することで解決している。 
人材 - 日本の親会社はインドネシア進出前から IMM Japan の研修生を受け

入れてきた。 
- IMM Japan の経験者を 1 名採用した。 
- 現場のリーダーを育てるのが大変である。 
- 若い世代で熱心に働く人たちが出てきていると感じる。 

支援スキーム - OVTA の専門家に来てもらっている（6 ヵ月）。 
- 現地法人の社長自身に OVTA のスキームをつけたかったができなか

った。 
- AOTS スキームを使っている（現地研修）。 
- ISO、事務作業の研修を受けさせたいと考えている。 
- 使える支援スキームはどんどん使いたい。情報収集はジャカルタ・

ジャパン・クラブなどで知った人たちとの雑談である。 
- 会社創業のための資金調達の支援が欲しい。 
- 自分の手助けをするような若い人を派遣するようなスキームがあれ

ばよいと思う。日本に企業家の育成にもなる。 
その他 - 少品種大量生産は自動化して大企業ができるが、多品種少量生産は

人力に頼るしかない、それがこの会社の強みである。 
- 富山県出身の中小企業村を作りたい（プレス、金型などの会社）。 
- 工場は女性主体、男性はマネジメント、バックアップを行っている。

- 投資資金は 3 年で償却したいと考えていたが、5 年くらいかかるだろ

う。 
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7. ローカル下請企業 

 
 ローカル下請企業 1（日本人専門家へのインタビュー） 
会社のなりたち - 不動産開発やゴルフ場開発を行っている華僑の企業グループのグル

ープ会社 
- 100%インドネシア資本の企業。 
- 従業員は約 150 名。また、4 名の日本人専門家がいる。 

製品 - グループ企業が製造する写真のフィルム作りのための金型作りから

始まった。その後、家電のための樹脂整形のための金型をするよう

になった。 
- 近は、二輪、四輪部品の需要が増えてきた。しかし、この会社の

持つ機械は特に自動車を作るには小さすぎる。 
- 家電部品の需要は減ってきている。そのような中で、 近は楽器の

仕事も引き受けるようになってきている。 
顧客 - 40 社以上の顧客がいる。そのうちの約 7 割が日系企業である。 
課題・問題点 - インタビューをした日本人専門家が 2001 年にこの会社との契約を

終えてから 2002 年に再び戻ってくるまで、人材が流出してしまっ

た。 
- 金属のメッキやコーティングの分野でいい下請企業が欲しい。今は

品質に満足できないながらも我慢してローカルの会社を使ってい

る。 
- 付き合う企業は自分たちで探すしかない。 
- 労務と税金に関する問題が多い 

QCD（品質、コスト、

納期） 
- 金型を作り、顧客の下で実際に使ってテストをする時には、2 回のテ

ストで合格できることを目標にしている。それでも時には 4 回、5
回と作り直しをすることがある。修正を多くすれば、それだけコス

トが上がることになる。 
- この会社の製品は、一度納品すればトラブルは少ない。一方韓国製

品などは、量産を開始したとたんにトラブルが起きる。 
- 使用する機械や材料は全て日本製である。 
 
- 品質管理には ISO を使っている。2002 年の前半に取得した。 

人材 - 設計に携わる人員は 15 名、品質管理に携わる人員は 5 名である。ま

た、金型関連は 70 名、量産設計は 60 名である 
- インドネシア人はマネジメントができない。指示が組織の末端まで

繋がらない。 
- マネジメントを学ばせるのは、技術を学ばせるよりも難しいと思う。

技術は見せて体を動かせば身についていくが、マネジメントはそれ

だけでは身につかない。 
- インドネシア人は仕事のスケジュール表などは作るが、それは紙の

上の話だけで、実際の作業が伴っていない。また、問題が発生した

時のリカバリーをすることができない。 
支援スキーム - 日本人専門家の一人は JODC スキームで派遣されている。もう一人

は 初日系企業から派遣、その後 JODC 専門家として派遣され、現

在はこの企業に雇用されている 
その他 - 賢い華僑経営者は日本人専門家を入れれば技術を向上させ、日系企

業とも付き合うようになれることを分かっている。この企業グルー

プでは、金型、レンズなどに 4 人の日本人専門家がいる。 
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 ローカル下請企業 2（日本人専門家へのインタビュー） 
会社のなりたち - この会社は 1978 年設立。100 パーセントローカルの会社。 

- 初は電気メーカーの仕事をしていたが、80 年代半ばから自動車会

社の仕事を請けるようになった。 
- 工場は現在 2 交代で 100 パーセント稼動している状態である（1 日

19 時間稼動）。土曜日は、本来は休日であるが、半日残業することに

よって生産増に対応している。 
製品 - 製品は金属パーツ（プレス加工） 

- 会社の売上のうち、80 パーセントから 90 パーセントがオートバイ、

自動車関係である。今後これらの生産をさらに増やしていく予定で

ある。 
- プレス部品は 1 ヵ月で 500 種類生産をする。2 日で 1 パターンの生

産を行い、プレス機械の配置を変更するようにしている。 
顧客 - 現在の顧客は、自動車会社、オートバイ会社、電気会社である。売

上の 95 パーセントが日系企業からである。 
- このように日本企業と強い関係を結んでいるのは、創業者が日系企

業の関係者と個人的な繋がりが強かったからである。現在でも、マ

ーケティング的に日本企業志向である。 
課題・問題点 - ダイキャストに関しては下請に出したいが、品質の要求に応えられ

る下請は数社ほどしかない。JODC のスキームなどを使い、下請の

支援などができたらと考えている。 
QCD（品質、コスト、

納期） 
- ある自動車セットメーカーの不良品率の目標は 15ppm（100 万個に

つき 15 個）。この会社では現在のところ 75ppm まで来ている。 
- 自動車セットメーカーの顧客 2 社は 1 月に 1 回の品質会議を開いて

おり、原因は何か、どのように対処するか、何時までに解決するか

を決め、実行することになっている。 
人材 - エンジニアは大学（工学部）の卒業生や、2-3 年の経験者を使ってい

る。 
- オペレーターは高卒である。トレーニングは基本的には OJT である。

- オペレーターの 60 パーセントが契約、40 パーセントが正社員であ

る。契約社員は 2 週間ごとに給与を払い、正社員は月給ベースであ

る。よく働く契約社員を正社員に引き上げるようにしている。 
- エンジニアを研修に出して技術を身につけさせたいが、研修に出し

た後に帰ってくるか、ジョブ・ホッピングをしないかどうかが心配

で出せない。今のところ従業員の定着率は高い。 
支援スキーム - インタビューをした日本人専門家（会社が雇用）が来る前に JODC

専門家が 1 年間来ており、その前にも別の JODC 専門家が 4 年間来

ていた。 
- 現在の経営者は ATOS の研修で横浜の会社に行ったことがある。 
- もし何らかの支援を受けることができるなら、エンジニアの派遣、

パートナーとなる日本企業の紹介を受けたい。パートナーとなる日

本企業の紹介は、生産増の投資のためである。 
その他 - 自動車セットメーカーとこの会社で共同して開発し、これまで輸入

に頼ってきたものから現地生産に転換できた部品がある。それ以外

にもこの会社で開発した部品がある。 
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 ローカル下請企業 3 
会社のなりたち - 会社は、マレーシア資本（60%）、社長個人（インドネシア華人）の

出資である。 
- 社長は、会社設立前は日系金融機関でローカル企業への融資業務を

していた。 
- 持ち株会社の下に様々な会社がぶら下がっており、同種の会社がマ

レーシアにもある、技術支援をしてくれる。 
- 1997 年会社設立。従業員は 225 人。 
- ジャカルタの東側の工業団地（KIIC）に立地している。 

製品 - バイク関連（60%）、電気（40%）の金属プレス部品を生産している。

顧客 - 売上高の 70%が日系企業である。 
- 大の顧客はオートバイセットメーカー（電気部分の部品）で、売

上全体の 30%を占める 
- 日本の会社はマレーシアの本社から紹介されたり、社長の個人のネ

ットワークで探したりした。 
課題・問題点 - 労働法の運用があいまいである。 

- 下請企業を探すのが難しい、スキルとコミットメントを両方兼ね備

える下請はなかなかいない。 
QCD（品質、コスト、

納期） 
- 2002 年に ISO9000 を取得した。社外の専門家を雇い、取得までに 1

億ルピア費やした。 
- 日系企業の満足できるレベルの製品を作っているために日系企業と

の関係が維持できていると考えている。 
- 現在の不良品率は 200ppm、顧客からの目標値の設定はない。 

人材 - エンジニアは 15 名、QC 担当が 10 名、その他は一般従業員（180
名）である。 

- 従業員のトレーニングは主に OJT である。 
- 以前はシニアスタッフをマレーシアに派遣していたが、現在は生産

増に対応するために一時的にストップしている。 
支援スキーム - マレーシアの持ち株会社は財政支援をしてくれる。 

- マレーシアの兄弟会社からのエンジニアが 2 名いる。このマレーシ

ア人エンジニアの派遣に関して、マレーシア、インドネシア政府か

らの支援策は受けていない。 
- 日本からの何らかの支援が受けられればと考えている。 
- 以前日系セットメーカー（電気産業の企業）の開催したセミナーに

出席したことがある。 
その他 - 金型は内部製造している。難しい物はマレーシアの兄弟会社に頼ん

でいる。 
- 会社の資金は、シンガポールの銀行のジャカルタ支店に借りている。

この銀行の金利は、インドネシア国内の銀行よりも利子率が低い。

マレーシアの親会社が保証している。 
- 日系企業に対するビジネスをするためにジャカルタの東側に土地を

探し、KIIC にたどり着いた。 
- 日本の電機メーカーの撤退で、2 年連続して赤字を経験した。 
- KADIN のような経済団体に入る意味はない。毎月の会費が高く付が

便益は何もない 
- 下請のうち 2 社はマレーシア企業、2 社はインドネシアのローカル企

業である。下請探しは自分で行っている 
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 ローカル下請企業 4 
会社のなりたち - 100%インドネシア資本の会社である。 

- 1980 年設立の会社である。 
- CV は有限会社の意。 
- 華人の家族経営の会社である。 
- ジャカルタの北部に工場があり、マネジメント 6 名、従業員約 100

名の会社である。 
- MM2100 に新しい工場を整備して生産を始める予定。 

製品 - バイク部品（ドラムブレーキ）。 
- ポンプ部品。 

顧客 - 現在の 大の顧客は日系オートバイメーカーである。売上の 90%が

この企業からのものであり、オートバイメーカーの必要量の 30%を

供給している。 
- インドネシアのローカル企業にポンプ部品を供給している。 
- 以前は日系電機メーカーにポンプ部品を供給していた。 

QCD（品質、コスト、

納期） 
- 製品の納品は 1 つの工場に 1 日 2、3 回（オートバイメーカーの工場

は 2 ヵ所ある）。 
- 日系オートバイメーカーの QCD への要求は厳しい、数ヵ月ごとに品

質確認チームが工場に来る。 
- 製品の設計はすべてオートバイメーカー側が行っている。 
- ISO9000 の取得はまだできていない。 

人材 - 従業員はほとんど高校卒、製造の仕事は高校卒で足りるレベルであ

る。 
- 従業員のトレーニングは OJT で行っている。 

支援スキーム - 日系オートバイメーカーやインドネシア政府からは支援を受けてい

ない。 
その他 - 会社経営資金の 50%は自己資金（主に投資に活用）、50%は銀行から

の借り入れ（運転資金）で賄っている。 
- 1994 年から日系オートバイメーカーのベンダーになり、金属部品を

供給していた。 
- 1997 年にアルミニウム加工の投資をしたが、アジア通貨危機のた

め、1998 には日系オートバイメーカーへの供給がストップした。

2002 年から再び日系オートバイメーカーに供給を始めている。 
- 新工場は 2005 年 5 月に創業を始めたい。そこでは約 150 人が働く

ことになる。 
- 既存の工場から新しい工場にある程度人員を移すつもりである。 
- 下請は鉄やアルミニウムの供給業者がいる（日系 2 社、ローカル 5

社）。 
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 ローカル下請企業 5 
会社のなりたち - 100%インドネシア資本企業、株主は 4 人（家族や友人）である。 

- 会社は 2003 年 2 月設立。 
- 従業員は 18 人。うち 11 人が工場勤務。 
- 友人がソロで鋳物の会社をしており、社長はその会社のマーケティ

ングをジャカルタでしていた。 
- 2004 年の逆・部品工業会に参加し、日系企業と契約を試みたができ

なかった。 
製品 - コンロの鍋・やかんを載せる部分を作っている。 

- 製造以外に原材料の流通や鉄のリサイクルの仕事もしている。 
顧客 - ローカルの企業（インドネシア国内向けと輸出向けの両方） 
課題・問題点 - 生産を増加させるための資金調達を必要としている。 

- 技術レベルの向上を図りたい。 
QCD（品質、コスト、

納期） 
- 納入先企業は品質に満足してくれている。 
- 納期は一週間に 2 回である。 
- 月間に 20000 個前後作る。 
- 問題があれば、ローカルのセットメーカーから QC の専門家が来て、

問題が解決するまで指導をしてくれる。 
人材 - 社長はソロの会社に所属していた時代、日本にトレーニングに行っ

たことがある。 
- 11 人のうち 7 名をローカルセットメーカーで研修させ、4 名を自動

車部品の会社（社長の友人の会社）に派遣した。 
- 従業員は高校卒業か大学ドロップアウトである 

支援スキーム - 金型に関する技術指導を受けたい。金型を自作できるようになりた

い。 
その他 - 将来は自動車パーツなども作りたい。 

- 逆・見本展覧会に参加したきっかけは、DKI Jakarta の Dep of Industry 
& Trade から紹介されたから 

- DKI Jakarta の Dep of Industry & Trade にはよくアクセスし、情報の

提供を受けている。 
- 初は部品だけ作っていたが、製品（鍋・フライパンなどを受ける

部分全体）を作るようになった。 
- 金型はローカル企業から調達している。 
- プレス機械は日本の中古品である。 
- 鋼材は韓国製と地元製である。 
- ペイントの仕事は下請に出している（3 社）、これらの企業はセット

メーカーの紹介を受けた。 
- 銀行からの金利は、運転資金が 13%、投資資金が 15%である、融資

には保証金も必要である。 
- 2 つの銀行と取引がある。 
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 ローカル下請企業 6（社長へのインタビュー） 
会社のなりたち - 社長はもともと日系セットメーカーの従業員だった。 

- 1980 年に会社設立。100%インドネシア資本。 
- マネージャーは 4 名、作業員は 23 名。 

製品 - テレビの内側に貼り付けるフェルトの切断を行っている。 
- 過去には TV のカバーの製造（操業当初）やスピーカー部品の仕事

（1995-2002 年）もしていた。 
顧客 - 現在の大きなの顧客は、日系電機メーカー2 社（売上のシェア 50%、

30%）、その他にローカルセットメーカー2 社（15%、5%）である。

課題・問題点 - 以前のようなより付加価値の高い部品を作りたい。 
QCD（品質、コスト、

納期） 
- 2004 年に ISO9000 を取得した。その際、DKI Jakarta の Dep. of 

Industry & Trade の資金支援があった、この支援も日系セットメーカ

ーを通じたコネで得られた。 
- 2005 年には ISO14000 を取得する予定である。取得のために日系セ

ットメーカーの支援を受けた。 
- ISO14000 と ISO9000 の取得は、日系セットメーカーからの要求で

ある。 
- 不良品率は 0.1%（1000ppm）である。日本のセットメーカーの目標

値は 0.3%（3000ppm）である。 
人材 - 1985 年ごろまでは中卒を採用していたが、今は全て高卒である。 
支援スキーム - 日系セットメーカーの 1 社は、マネジメントのトレーニングや、傘

下の教育財団を通じたトレーニング（2 日間のコース）に参加させて

くれる。 
- より技術レベルの高い仕事を受けるために技術訓練を受けたい。 

その他 - 世界銀行の産業支援プロジェクトの調査のためにインタビューを受

けたことがある。 
- 社長のような工場スピンアウト組は稀である。 
- 社長が日系セットメーカーの社員だったため、会社設立時からその

日系セットメーカーの仕事を受けることができた。 
- 資金は全て自己資金である。資金の必要となるような設備は、今は

何もない。過去には日系セットメーカーが設備を準備してくれた。 
- 日系セットメーカー2 社はこの部品はインタビューをした会社から

のみの供給を保証してくれている（ただしきちんとした契約ではな

い）。 
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 ローカル下請企業 7（副社長（華人）へのインタビュー） 
会社のなりたち - インドネシアと台湾の企業である。 

- 社長は台湾人で、会社の経営に日常的にはタッチしていない、副社

長は台湾企業の製品を輸入し、アフターマーケットで販売する商売

をしていたが、自分で製造し、組立メーカーに収めたほうがよいと

考えてこの会社を設立した。 
- 会社の設立は 1988 年。 

製品 - シート周りのプレス部品を製造している。 
顧客 - 日系自動車セットメーカー4 社、 上位メーカーの売上高に占める割

合は 60 パーセントである。 
課題・問題点 - 税金、労務、関税の保税手続きに関して、問題は感じていない。 
QCD（品質、コスト、

納期） 
- いくつかの日系セットメーカーからは品質チェックチームが来る。 
- 不良率は顧客からの目標値が 15ppm、実際の数値が 50ppm。 
- 製品の納入は 1 日 3 回ほど。 
- カンバンシステムの導入をしたいと考えている 
- TS16949（ISO9001 と QS9004 を合わせて米国の基準）の導入準備

をしている。 
人材 - 新製品の設計を行う R&D 部門に大学卒の 4 名が所属している。それ

以外は高校卒である。 
- 新しく入社した人材に対して技術トレーニング、メンタルトレーニ

ング（5S、品質に関する研修）を行っている。 
- 給与体系は 10 段階に分かれ、毎年増加するシステムである。 
- 従業員は、半分が契約ベース、半分が正社員である。 

支援スキーム - ある自動車セット－メーカーに部品を供給している会社の集まりで

あるクラブに入り、マネジメントのトレーニングを受けている 
- QC 活動に年間 150 万ルピアかけているが、それに対して補助を出し

てくれるセットメーカーがある。 
- 台湾の親会社から 4 人エンジニアが来ている。 
- 新製品を作る時には、日本のシートメーカー（台湾企業の親企業で

ある、技術のライセンス先でもある）の専門家が指導に来る。 
- AOTS の名前を聞いたことはある。支援を受けたことはない。 

その他 - 生産水準を増加させており、現在生産容量の 90%まで稼動している。

- 材料供給は日本企業（5 社）から受けている。 
- 塗装、小部品の供給などをローカル企業から受けているが、品質が

低く、問題が大きい、これらのローカル企業の品質改善に協力して

いる。 
- GIAMM の会員になっている。マンスリーレポートを通じて情報を入

手できることがメリットである 
- KADIN などの経済団体は加入のメリットはない。 
- 材料の鋼材は韓国製か台湾製である。 
- 金型は、50%は内製。50%（大きいもの）は台湾の親会社で製造し

ている。 
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 ローカル下請企業 8（日本人専門家へのインタビュー） 
会社のなりたち - スラバヤが本拠の企業グループ（華人、企業数 40 あまり）と日本人

（個人）の合弁企業としてスタートした。株式の比率は 85:15 であ

る。 
- 現在では完全にインドネシア側主導で生産を行っている。 
- 従業員数は 500 人、うち、日本人は 3 名である。 
- 社長は日本の大学を卒業した企業グループ創業者の 3 男、実際の経

営はスラバヤのグループ会社から来た企業グループ幹部が行ってい

る。 
製品 - バイク、自動車、農機、建機の歯車部品を製造している。 
顧客 - 売上の 85%が日系企業で、インドネシア国内市場向けである。 

- それ以外はカナダの建機メーカー、アフターマーケットなどである。

- 90%が OEM 部品の生産である。 
- 全体の仕事のうち 30-40%が企業グループ内の仕事、その他は独自で

受注した仕事である。 
人材 - 従業員は、エンジニアは大学卒、その他は高校卒である。 

- エンジニアは現在 5 人だが人数が足りない、あと 2-3 人は増やした

い。 
- 従業員 1 人 1 人の意識は高く、改善の動きなども見られる。 
- 5S については厳しく指導しており、仕事場が綺麗になってきた。 
- マネジメントの教育に関しては、小さい問題が起きた時に教えてい

くことが大切である。 
- 日本人専門家がある程度我慢してみることが大切、同時に頼られす

ぎないようにしなければいけない。 
- 「聞いても何もしてくれない」状態と「頼りにされすぎる」状態の

間で着地点を見つけなければいけない。 
その他 - -内製する金型の設計は日本人が行っている。 

- 機械は日本製が 3 分の 2、その他は台湾製、フランス製などである。

- 鋼材は日本から輸入している。 
- 鋳物はローカルの会社から来る、鋳物会社とはお互いに顧客、ベン

ダーの関係である。 
- 新しい仕事を受けること、問題を解決することの 2 点で日本人専門

家がいることは顧客の安心を得られる。 
- 1 年半前から計測器の検定のための認定資格を持ち、計測器検定の仕

事もしている。 
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 ローカル下請企業 3 社のアドバイザーとして働く日本人専門家 
会社のなりたち 1.  従業員 400 名の華人資本の企業 

2.  従業員 350 人（うち、うちばり取りに 200 人が従事） 
3.  - 

製品 1.  プラスチック成型、鍍金（真空蒸着－プラスティク射出成型品の鍍

金）、塗装 
2.  アルミダイキャスト 
3.  プレス加工、オートバイのデスクブレーキ 

顧客 1.  日本のオートバイ･自動車のエンブレム製作企業およびオートバイ

セットメーカー 
2.  - 
3.  日系オートバイセットメーカーおよびローカルセットメーカー 

QCD（品質、コスト、

納期） 
1.  現在輸入している金型を価格、関税の手続、費用の面からローカル

に切り替えたいが、ローカル企業はそのレベルに達していない。 
1.  鍍金の不良率は 40％、エンブレムの鍍金は、科学薬品、電流、成型

状況などにより難しい。 
2. アルミダイカストの技術は高い。長年の経験のある職人がいる。 
3.  過去には日本人に指導してもらっていたが、技術は残っておらず、

定着は難しい。 
- 一般的に言って、分野の方が技術・品質基準が緩く、ローカル企業

が対応しやすい。オートバイ製造技術の向上を図り、将来は自動車

もできるようにするのが良いと考える。 
その他 - 技術アドバイザー料の負担は 3 社で分担している。この 3 社の経営

者はもともと友人関係であり、まとめて技術のアドバイスをするこ

とが可能になった。 
- 技術アドバイザーになったきっかけは、自分が日系企業を定年退職

する際に会社から要望されたためである。 
- 日系メーカーは、コスト削減のためローカル企業を直接使いたい。

日系部品メーカー、特にオートバイ・自動車の部品メーカーは、現

在増産のために手が一杯で対応できない。 
 



 

 

 

付録２ 
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インドネシア　裾野産業振興の
ための調査

調査結果報告　

（株）パシフィックコンサルタンツ

インターナショナル

開発計画部

平成16年度日本自動車振興会補助事業

「連携促進型地域振興技術協力支援調査事業」

2

調査の目的

• ジャカルタ周辺の裾野産業企業(セットメー
カーや1次下請企業に部品や製品を供給
するローカル企業)の抱える問題点・課題

を把握する

• 上記の問題点・課題を踏まえた支援の方
向性を見出す
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3

調査の目的（問題認識）

• 新政権の方向性や政策が明確に定まらない中
で、これまでと異なる視点(セットメーカーと下請
のつながり)から裾野産業振興を考えたい

• 裾野産業を強化することによってセットメーカーと
下請企業間の関係の強化を図り、インドネシア
の「経済成長のエンジン」の強化に貢献させたい

• 裾野産業の強化は、日系企業の便益になるだけ
でなく、インドネシアや外資セットメーカーの利益
にもなる

4

新政権への期待

• 工業団地に訪問
するミッションが
増加している

• アジアクイックDI
の結果が良好で
ある
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ASEANと日中韓のFTA締結を

見据えた日系企業の動き
• ASEANと日中韓がFTAを締結すれば、汎用部品の生
産は一極集中化する可能性があるが、各国の市場ニー
ズに合わせた製品開発や製造が行われ続ける

• インドネシアでは、日系企業はオートバイ（国内市場向
け）、自動車（主に国内市場向け）、電気（国内市場向け・
輸出市場向け）の3分野で活発に活動している

• オートバイ、自動車産業では、生産拡大に伴ってセット
メーカーから下請へのニーズが増加しつつある

• 日系企業は、コスト削減のために簡単な部品の製造に
関してローカル企業との関係を深めたいと考えている

6

現地調査の実施

• 第1次現地調査：

日系セットメー
カー、日系1次下

請

• 第2次現地調査：
下請(日系、ローカ
ル)、2次以下の下

請

• セットメーカーと下請
の関係

• 下請企業間の関係

• 2次以下の下請、 1次
下請と取引できていな
い企業の違い

• 産業(オートバイ、自動
車、電気)の特徴

インタビュー先 ファインディング
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セットメーカーと下請の関係

外資(日系)
セットメーカー

1次下請企業
(日系、ローカル)

2次以下の下請

企業

取引していない
企業

8

外資(日系)セットメーカーの状況
• 製造技術のレベルアップのため、社内の技能
検定・技能競技大会を導入し、給料の増加や
昇進などと結び付けている

• セットメーカーでさえ、工場の班長より上のレ
ベルのマネージャーの育成に苦労している

• コストダウンのためにローカル企業との取引を
増やしたいと考えている（2次以下の下請を1
次下請に引き上げたいと考えている）

• 下請企業（1次下請、2次以下の下請）への技
術支援を行っている

• 技術者は大学か高専卒、ワーカーは高校卒で
ある
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外資(日系)セットメーカーと下請

の関係

外資(日系)
セットメーカー

1次下請企業
(日系、ローカル)

2次以下の下請

企業

1次下請へのアッ

プグレード

技術支援

10

下請企業の状況
• 日系セットメーカーと取引している1次下請は、

QCDの維持、トラブルの対処などに関して日本人
専門家が大きな役割を果たしている

• 日本人専門家がいなくなると、技術レベルが支援前
のレベルに戻ってしまうケースもある

• 一度日系企業との取引を始めれば、複数の日系企
業と取引を始めることに繋がる

• 現在取引している下請の品質には満足していない。
新しい下請を探したい

• 下請企業の情報が不足しており、下請企業を探す
のに苦労している

• 技術者は高専卒、ワーカーは高校卒である
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下請企業間の関係

外資(日系)セット

メーカー

1次下請企業
(日系、ローカル)

2次以下の下請

企業
取引していない

企業

• 新しい下請を探したい
• 新しい下請を探すのに
苦労している

1次下請と取引

を始めたい
下請の
品質に
満足し
ていな
い

12

1次下請と取引している企業、

取引していない企業の違い
• 取引していない企業の経営者やその下のマネージャーは、

QCDの向上・維持やトラブルへの対応が十分にできない

• 取引していない企業は、資金調達や技術レベルアップなどの
課題に直面している

• 取引していない企業は、資金・技術改善に関する支援にアク
セスすることが困難である

• 取引していない企業がローカルセットメーカーの傘下で取引
しているケースもある(ローカルセットメーカーのQCDへの要
求は低い)

• 2次以下の下請は、日系セットメーカー傘下にあることが信
用力となり、資金を調達しやすい

• ワーカーは、両者とも高校卒である
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各産業の特徴

• 中国からの輸入品や
韓国系進出企業との
競争が激化している

• より一層の製造コスト
削減が必要である

• 短期のデザイン変更や
製品バリエーションへ
の対応が必要である

• 新たな下請へのニーズ
は限定的である

• 金型が輸送機器の金
型を目指したり、電装
品への転換を図るなど
の動きが見られる

• 製造機械が大型化
する（資本力が必要
である）

• 車種が多い

• 下請は多品種少量
生産の能力が必要

• 開発費用・開発時間
がかかる

• ロジスティックス（パー
ツのコスト高や納期
に影響）

• 生産拡大に合わせ、
下請へのニーズが
増加している(簡易な
部品生産の移管)

• 生産台数多い（ホン
ダは1日8000台生産）

• 車種は少ない

• 下請は単一部品を
大量に製造する能
力が必要である

• 開発費用・開発時間
は自動車ほどかから
ない

• 生産拡大に合わせ、
下請へのニーズが
増加している(簡易な
部品生産の移管)

電気自動車オートバイ

14

ファインディングを踏まえ
必要となるアプローチ

• 支援ターゲットを設定する：外資系傘下の1次下
請と取引できていない企業

• ターゲットを見つけるチャネルを確立する：逆／
部品見本市の活用

• ステップアップを目指す：1次下請企業と取引を
始めることを目指す

• 会社経営・製造技術・資金の支援を束ねて実施
する

• 支援の目的達成をモニターする目標を設定する
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支援ターゲット
• 1次下請、2次下請以下の企業は日系企業との
関係の中で、JODCやAOTSの支援を受けること
ができる

• 取引できていない企業は、日本の支援を受ける
ことが困難である

• 1次下請と取引できていないローカル企業を支援
のターゲットに設定する
– 特に、オートバイ、自動車産業に関わる企業に注力す
る必要がある

– JETROの地域拠点振興事業(各地域10社程度)、自
動車産業振興事業(40社)が類似するが、今のところ
取り組みは限定的である

16

支援ターゲット

外資(日系)
セットメーカー

1次下請企業
(日系、ローカル)

2次以下の下請

企業
取引していない

企業

外資(日系)セットメー

カーの支援を受ける
ことができる

支援を受けることが
できない
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支援チャネル：逆／部品見本市
• セットメーカーと部品メーカーがそれぞれ製品を
持ち寄り、新たな関係作りを目指す

• 日系企業が主導して2003年に始まる。これまで
に2回開催

• 2004年には、14社のセットメーカーが参加（電気
13社、自動車1社）

• 商工省が主催、KADINとJETROが共催

• 2回の見本市で1200社の情報が集まる

• 取引できていない企業が1次下請などと取引を
始める例が見られる

18

ステップアップ
• 取引できていない企業を1次下請と取引できるレベ
ルに上げることを目指す（ステップアップ)

• 一旦レベルアップに成功すれば、日系企業からの
QCDのモニタリング、JODCやAOTSの支援を受け
るなどの支援を受けられる

• オートバイ・自動車産業でローカル下請企業に簡単
な仕事を任せる希望が高く、ローカル企業がステッ
プアップできる可能性が高い

• 金型のメンテナンスと修正、簡易な金型(ダイキャス
ト)、メッキ・コーティング(例えば車のエンブレム)、簡
単な部品製造（簡易なプレス）が有望である
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ステップアップに必要な要素
• 製造技術⇒一定のQCDの確保（例えばISO9000、

ISO14000取得の努力、外資セットメーカーの満足
するレベルなど）

• 会社の経営能力⇒経営者とその下のマネージャー
の経営戦略、マーケティング、技術営業、生産計
画などの能力(ステップアップのためのキーパーソ
ン)

• 近代化された設備⇒資金ニーズへの対応

• 1次下請企業との出会いの機会の提供、マッチン
グサービスの実施

• 上記項目が同時に確保されることが必要

20

3分野を束ねた支援
• 経営能力強化：経営者とその下のマネージャーの経
営能力強化(実地訓練による能力向上)

• 製造技術強化：技術専門家による指導(外資系セット
メーカーの満足する品質レベル)

• 設備近代化（例えば電気部品用金型から輸送機械
金型への移行のための金型製造設備の大型化）の
ための資金支援

• 経営能力、製造技術、資金支援を「束ねて」支援する。
ステップアップのためには、 3分野の支援スキームに
それぞれアクセスできるだけでは不十分

• 個々の企業の抱える問題や経営戦略に合わせて3
分野の支援のバランスを変える
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個々の企業への支援の
目標の設定

• 上位目標：1次下請企業と取引できていない企業
を取引できるようにする

• 目標：1次下請と取引している企業(外資系セット
メーカーのQCDを満足する)レベルを目指す

– 経営者やマネージャーの能力(最終的に日本
人専門家レベルと同等を目指す)

– 品質(不良品発生率)
– コスト(コスト削減率、同業者との比較)
– 納期(納期遅れの減少)
– 企業の現状や経営戦略に合わせた目標設定

22

支援のワークフロー
• 「逆／部品見本市」を通して企業データベースを作
成する(企業の技術力・経営能力の評価を含む)

• 1次下請企業と取引できていないが「ポテンシャル」
を持つ企業を選択する(企業そのものと、経営者とマ
ネージャーの評価により支援企業を選別する)

• 各企業の企業評価に基づき製造技術、経営能力、
資金の3分野の支援のウェイト付けを実施する

• 1次下請企業に下請企業の情報を提供する(マッチ
ングサービスの実施)
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3分野の支援内容と実施の

ための資源
• 経営能力：セットメーカーのローカル幹部退職者、現
地日本人を派遣し、その下で経営者、マネージャーを
トレーニングする。セットメーカーや1次下請の技術者
(例えばAOTS同窓生)の転職を支援する

• 製造技術：技術者の派遣、日系中小企業でのトレー
ニング(JJC-SME連合会などとの協力)

• 設備近代化（資金支援）：金融機関の仲介(融資の一
部保証)、（低金利融資ではなく）無償の技術支援を組

み合わせた融資

24

実現のための課題

• 支援の実施主体

– 3分野の実施主体を一本化する

– 民間に対する支援である

– 日本側でハンドリングできる組織である

• 実施主体のビジネスプラン

– マッチングサービスによる成功報酬

– 公的資金の補助

• 資金支援のための財源

– インドネシア政府の資金に関する調査、その
他の資金活用の可能性



 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 


