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 松島 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました松島でございます。こちら

には 2 年前にもお招きいただきました。この 2 年間のいろいろな進捗（しんちょく）など

もご報告できればと思います。先ほど司会の方からもいただきました、私はアジアの仕事

を中心に現場、現地で 10 年ほど仕事をさせていただいております。 
 4 年ほどインドにもおり、2 人の天下人、首相になった人にお仕えしました。1 人が今イ

ンドのモディ首相です。グジャラートの州知事のときに、携帯電話からのリチウム電池回

収やシップリサイクル、いわゆる解撤作業をやっていました。いろいろなプロジェクトを

売り込みに行きまして、いくつかはいまだに引き続きやらせていただいています。もう 1
人がこの人で、タイを専門にしておられる方でも「これは誰だ」と言うかもしれません。

前のインラック政権が崩壊した後、三日天下、1 週間だけ首相をやったニワットタムロンさ

んという人で、還俗してお坊さんから総理の座に行った方です。 
 面白いことに今日話すミャンマー南部のダウェイは、タイ政府、ミャンマー政府と一緒

になって港を中心とした総合開発です。大阪の湾岸 1 個分の巨大開発をやろうということ

で、半分はその仕事で行ったのですけれども、今はタイの政策顧問をやらせていただいて

います。 
 ようやく宿題が終わりました。2 月 9 日にご当地にプラヤット首相が新幹線に乗って東京

からいらっしゃいまして、その際に日本政府からついにダウェイに参画するということを

発表していただきました。3 年かかりました。 
 3 年間、アヒルの水かきで、現地に行ったりタイに行ったりミャンマーに行ったりしまし

た。ニワットさんと周りは全部ミャンマーの大臣で、お二人セットして、 後は当時副首

相のニワットさんに「ダウェイの情勢は分かった。15 分やるからミャンマー側を説得しろ」

と言われて口説きに行きました。面白い経験をさせていただきました。今日はその新しい

開発の状況などもご紹介したいと思います。 
 今日のテーマでございます。一言で、「アジアを語るとき、一国で語る時代は終わった」

と。アジア全体を俯瞰的に見る時代です。先ほど理事長からも話がありました、2015 年は

このアジアで ASEAN の経済共同体が発足する時期であります。タイがどうだ、ミャンマ

ー、ベトナム、インドネシアがどうだと一国で語る時代はもうおしまい。これからはアジ

ア全体を俯瞰して見ることに、是非力点を置いていただきたい。それが今日のテーマです。 
 私の言葉で言うと「新興アジア」、この成長がないと日本の経済は立ち行かないと、やや

強いメッセージを皆さんにお伝えできればと思います。では、どうするのか。先ほど理事

長からお話がありましたように、もう今、地方と ASEAN を結ぶ「お互いプロジェクト」

をやっています。これについてもご紹介したいと思います。 
 まず簡単になおさらいで、なぜ日本経済にとって ASEAN が重要か。皆さんはご承知お

きと思います。古い話だと言われるかもしれませんけれども、清朝華やかなりし頃、19 世

紀に帝国主義のイギリスやフランスが来る 19 世紀半ばまで、世界の GDP の 6 割をこの新

興アジア、清朝、ムガール帝国が紡ぎだしていました。世界の GDP の 6 割です。 



 35 年後、2050 年にはもう 1 回、アジアが世界の富の半分を紡ぎだすとアジア開発銀行が

試算しております。もう新しいアジア復活の時代が来ているのです。しかも購買力平価で

見ると、インド、中国は当然ながら、ASEAN 全体でさえ日本経済を抜いているのです。衝

撃です。シンガポールの 1 人当たり GDP は日本を抜いている。そして多国籍企業の 65％
は新興アジアで富を紡ぎだしています。先ほど、ミクニさまの話もありました。まさにア

ジアなくして日本企業なしという状況が現実となっている。 
 片や日本の地獄絵です。同じ 2050 年までに日本はどうなっているか。いま「地方創生」

とかしましく叫ばれていますけれども、大変深刻です。私のところに毎週のようにりそな

さんをはじめ、いろいろな地方の銀行さん、金融機関、信金さんがいらっしゃいます。去

年から金融庁の方針が変わったと言う。先ほどありましたように、これまで金融と言えば

できるだけ保守的に資産を運用してください、できるだけリスクは取らないでという時代

でした。 
 ところが、リスクを取らない保守的な構えこそが もリスクがあると明らかになったの

です。去年 4 月に 1 平米あたり人口がどれぐらい減っていくか国土交通省が出しました。

人口減少のいろいろな数字が出ていますが、それだけではリアリティがありません。1 平米

あたりにどれくらい人口が減るかというと、人が全く住まない地域が近畿圏で 1 割強もあ

る。日本全国 1 平米のメッシュを切ると、なんと近畿では半分以上いなくなりますよとい

う。これを日本全体でならすと 2 割強です。つまり、人がいない地域が出てきます。ある

いは人が半減する地域が実際の町々に、そこここにできてきます。 
 何が起こるでしょうか。人は住まない、ビジネスはない、お金を貸す先がない、もうけ

る先がないという理屈です。どうやって新しい新規ビジネスを取ってくるか。先ほど申し

上げたこの 2050 年には、片や新興アジアは世界の富の半分になっています。当然、「どこ

に行くのですか」「アジアでしょう」という回答が出てくる。増田レポートでも、3 分の 1
の自治体が消滅する、人口を維持できない人口構成になってしまうと、もっと早くて、2040
年までです。寒々とした青い日本列島が現実です。日本だけでやっていく時代ではないの

です。 
 くどいようですけれども、一方で ASEAN の経済統合が進みます。先ほど申し上げたよ

うに、購買力平価で見れば東南アジアでさえすでに日本を抜いていっています。人口もし

かりです。6 億の ASEAN 市場だけではありません。ASEAN を中核として主に経済連携協

定、関税ゼロにするなど、経済活動、投資を自由にする EPA や FTA のネットワークがど

んどんこの地域にできてきています。 
 人口構成もしかりで、ベトナム、インドでは 25 歳以下の人が人口の半分です。日本は 65
歳以上が 4 分の 1 で、もう明らかです。数字を並べてもきりがありませんが、ASEAN だけ

で 2018 年までに 8500 万人の中間層が生まれます。中間層とは、今の購買力平価で直して

大体日本円で 150 万円から 650 万円くらいの人です。その 9000 万人にならんとする人口

が生まれて来るということなのです。リアルな意味でそこに日本のビジネスが直結できる



話です。 
 実際の ASEAN を特にタイで調べてみました。タイに進出しておられる日本の製造業の

企業です。工業団地に入っているところのそれぞれのもうけ、売上高経常利益率を調べた

ところ、A という工業団地は 11.5％です。どれくらいすごいかと言うと、いま日本の皆さ

んの平均が大体 3.8％から 4％です。その 3 倍、実際にもうかっているのです。 
 中堅、中小の方にとって「10 年前にタイに出ていればよかった」「インドネシアに出てい

ればよかった」という状況が実際にきています。今いろいろな地域で協力いただいて測っ

ていますけれども、日本の親会社からタイの子会社に仕送りする時代はすでに卒業してい

ます。むしろ子会社が大変な親会社に仕送りをしている状況で、それがなかったら今ごろ

うちは大変だったという会社が大勢を占めてきていいます。海外がなければうまくいかな

かったという現在サバイブしている中堅、中小の企業が、ある市全体で測ると 7 割ぐらい

ありました。現実がこういった数字を示してきています。 
 特に面白いのがタイの場合です。先ほどの平米当たりで言うと、1 平米でどれくらいの人

間が住んでいるか。例えば日本人ではタイのバンコク駐在している登録ベースで、5 万人か

6 万人いらっしゃいます。ただ、定点で言うと、短期の出張や観光に来ておられる方など全

部合わせると 15 万人くらいと言われています。 
 これを可処分所得、つまりどれくらいお金が使えるかというざっくりとした試算では 3
倍ほど掛けます。すると 45 万から 50 万人くらいです。日本の都市、いわゆる中核都市が

50 万人ですから、中核都市相当です。バンコクのスクンビット通りという日本人だけのマ

ーケットがわずか 2km 四方のところに、ここにしか日本人は住んでいません。 
 日本のレストランはバンコクだけで 8000 店あります。食べられないものはありません。

在阪で言うと大阪のお好み焼屋さんもあればおでん屋さんもあり、何でもそろう。日本以

上の品ぞろえもあるし、ピンからキリまでと言うかいろいろな種類のレストランがあり、

これだけでも非常に大きなボリュームです。そこに先ほどのタイの中間層が伸びてきてい

ます。もう一つすごいことは、今度はタイの富裕層、大体 2、3％と言われているお金持ち

です。タイで面白いのは、所得の格差を表す固い言葉「ジニ係数」が、20 年間変わらない

のです。非常に中間層が伸びてきているにも関わらず、お金持ちが出てきています。 
 昨年 2 月にタイから 20 名の観光客受入れを実験的にやりました。2 泊 3 日で、お土産だ

けで 80 万円も使うのです。 近春節で中国の方が来ていますけれども、耳慣れないタイ語

の言葉が聞こえるかもしれません。タイの方もたくさん来ていて、一昨年 7 月の観光ビザ

の解禁をもって、大挙して来ています。こういったかたちでどんどん伸びてきています。 
 特によく言われるのが、今のタイの 1 人当たりの GDP が大体 5600～6000 ドルで、日本

の 1978 年ぐらいの水準になってきています。こういったところをヒントにして、40 年前

に日本では何がはやったかを考えます。後で観光ブームをご紹介しますけれども、そうい

ったビジネスが実際に動き出しています。今やっている「お互いプロジェクト」は、富山

の薬売りがタイに出ていって新しいビジネスを作っていこうという話です。こういったと



ころがチャンスの一つになる。そういった非常に面白い市場ではないかと思います。 
 今日ご紹介する「グローバル戦略 Version2.0」です。日本の企業の皆さんはこれまでも

特に新興アジアにはいろいろなかたちで進出しておられた。それとはかなり状況が違って

きているのではという、非常に重要なお話です。私も 10 年くらいこちらにおりまして、こ

れまでの海外展開から質的な変化が少し出てきているという話です。 
 まず、日本の政府です。先ほど申し上げたように、アベノミクスでも非常に海外展開に

力を入れています。一番大きなポイントは、これまでは GDP、Gross Domestic Product
でした。この日本列島の中で 1 年間にどれくらいの付加価値を紡ぎだせるかという指標で

今までは勝負していた。これからはそれをやめようとは言わないけれども、少し物差しを

変えようと。これが GNI、Gross National Income です。タイでもいいではないか。マレ

ーシアでも、インド、中国でもいいではないかと。日本の皆さんが世界中で働いて稼いだ

付加価値全体で勝負しようと変わりました。 
 当たり前に、これは難しいです。物差しを変えることはこれまで日本政府では難しかっ

たけれども、ようやく方針が変わり、これからは世界で稼ごうと。遅まきながらこの基準

が変わりました。インフラやヘルスケア産業、医療、クールジャパン、コンテンツなどよ

ろずで、これから日本が稼ごう。稼ぎ頭の市場は、はっきり言って日本ではなくて、全て

特に ASEAN あるいは新興アジアです。アジアだけで 2020 年まで 1000 兆円のインフラマ

ーケットになり、大変な額です。ここをにらみながら戦略を立てていこうということです。 
 特に一番下のところです。もう 3 年くらいたっていますけれども、2018 年までに中小企

業の皆さん 1 万社に海外に出て戦ってくださいというところまで、具体的に踏み込んでア

ベノミクスは説明しています。そういうかたちでもはや後戻りしない、アベノミクスの第 1、
第 2 の矢で少し余裕を持っていく。その間に是非、稼げるところで稼いでほしいのが本心

であります。では、具体的にというところのポイントはこちらです。中小企業白書でも非

常に強調しているところが、どこで稼ぐか、お客さんがいるのか。どうやって新しいビジ

ネスを新興アジアで作るか。これについてはなかなか応援しようがありません。 
 当たり前のことで、優秀な日本の政府機関は海外でもお店を出して応援しようとしてい

る。JETRO さんしかり、JICA さん、中小基盤機構さん、あるいは商工会議所さんなど、

みんな出ています。お話があってこういうビジネスをしたいから応援してくれと言われた

ら、彼らはいくらでも応援できます。ところがいま必要なものは、どういうビジネスがで

きるかというイノベーターが必要なのです。アジアの地の利や人の利を生かしながら、具

体的にどういうビジネスが必要なのか。そこがおそらく皆さんにも必要だと思います。だ

から、中小企業白書でもここが重要だと語っています。 
 つまり、案件の支援ではなくて案件そのものの形成です。どういうビジネスが、ゼロか

ら 0.01 の何かを生み出すのか。言うはやすしで大変です。大変だけれども、そこを応援す

る仕組みが必要です。したがって、これまでのグローバル戦略 Version1.0 から 2.0 の違い

は何でしょうか。一言でいうと、Version2.0 は新興アジアを中心に、海外でビジネスを作



る能力ということです。それは当たり前で、今までもしていると言いますね。特に中堅、

中小の皆さんにとって、今までのグローバル戦略 Version1.0 の場合と若干違ってきていま

す。 
 後で説明しますけれども、Version1.0 はどちらかと言えば、メーカーさんから指示を受

けた仕事をできるだけ忠実に、言われたニーズに応ずるかたちで反復継続してお応えする、

比喩的に言うと農耕型です。海外で年々歳々同じことを繰り返してミスのないようにする

ことがポイントでした。Version2.0 の場合は違います。新しいビジネスを狩人、ハンター

として、どんどん見つけて作っていかないといけない。ここがポイントです。なぜでしょ

う。それは産業構造、海外展開を取り巻く環境が大きく変わってきているからです。 
 大きくは 1985 年のプラザ合意です。その前にもありますけれども、円高によって大きな

うねりが特に中堅、中小企業の海外展開で起こってきました。そのときは大手の企業さん

が出られて、それに付随するかたちでティア 1、ティア 2、ティア 3 が例えばタイなどの

ASEAN に進出しました。したがって、中堅企業の皆さんが「お客様」という観点で見ると、

大阪だろうがバンコクだろうが一緒です。例えばパナソニックさんがタイに進出される。

パナソニックさんが大阪で納めている関係で、そのままタイに出てきたらお仕事はあると

いう。 
 図式的にそのように甘いものではないかもしれませんが、まず、そのように想念してい

ただいて、いわゆる垂直型の系列関係を中心に海外展開が進んできていました。ところが、

2008 年のリーマンショックです。その前後から起こっていますけれども、それ以降大きく

変わってきました。大きなグローバル競争の中で、メーカーさんたちがそのような関係、

親子関係、系列関係を維持できなくなってきました。いわゆる現地調達率の上昇です。申

し訳ないけれども、日本の中小下請けさんがタイに出てきたからと言ってお仕事をあげる

わけではないというのがメーカーさんの本音であり、実際です。 
 このときにまさに新しい競争が始まります。逆にタイにとってのチャンスであり、中堅・

中小の方のチャンスでもある。中堅・中小の方にとって、これまでの系列の取引関係以外

のところからお客さんを取れるということです。例えば自動車ではトヨタさんの下請けで、

日本のお付き合いはトヨタだけ。ところがタイに来ると当たり前のように日産、三菱自動

車、マツダと。国内だけではなく現代、フォードなど、いろいろなところからお仕事がい

ただける。二重の意味で自由になります。系列関係から自由になると同時に、取引も自由

になってくる可能性があります。 
 このような状況の中で、これまでの系列型の垂直型の関係から水平展開していきます。

りそなさんをはじめとする各地域の銀行さんがなぜ今、それぞれの地域の企業さんを支え

て海外展開を支援するか。この水平的な関係の中核にいるのがこの地方の銀行さんです。

この資金的な協力や情報、金融仲介といったところでお手伝いされている。そういうとこ

ろで「クラスター型」と言っていて、水平関係での進出と支援の一体型です。 
 逆にいえば、先ほども申し上げたこれまでと違う筋肉です。グローバル戦略 1.0 のときは、



先ほど言ったように、系列関係でメーカーさんから言われてどんどん下に降りてくる。そ

のお仕事をきちんとしたかたちの時間通り、納期とコストによって、年々歳々ときちんと

評価されます。だから、そこで語られるグローバル戦略は、いかにタイに溶け込むか、い

かに仲良くするかなどといったところが中心になります。 
 それも今はまだ必要です。しかし、これからもっとも重要なのは別の筋肉を使うことで

す。それが先ほど申し上げた、ハンターとしてのグローバル戦略なのです。どうやって新

しいビジネスを作り込んでいくかが、全く違う筋肉になってきます。それがグローバル戦

略 Version2.0 で、ここが一番大きなポイントになります。 
 タイでもうかうかできないということが事実、ございます。先ほどのダウェイはギリギ

リでした。2 月 9 日にプラヤットさんがいらっしゃって、僕は 後の機会だと思っていまし

た。アヒルの水かきとわれわれは呼んでいて、水面下で実は泥くさいいろいろな調整をし

ているのです。一番時間がかかったのは日本の中で理解して頂くことですけれども、3 年と

いう時間がかかった。その間に中国は着々と。「日本の工場」であるタイは日本の業者の金

城湯池です。8000 社にならんとする日本の企業がもうけさせてもらったところが、どんど

ん浸食されています。 
 一例で高速鉄道です。中国とタイはすでに覚書を結んで高速鉄道を交渉している。非常

に深刻です。さらに AIIB はインフラファンドです。皆さんはアジア開発銀行（ADB）があ

るではないか、なぜこのようなものが必要なのだと。それに向こうを張るかたちで中国が

一昨年、提案しました。まさかタイは賛成しないだろうと思うと、真っ先に賛成。ベトナ

ムとインドネシアは賛成しないだろうと思うと、賛成。みんな賛成しているのです。 
 AIIB だけではなく、中国はさらに総額 400 兆円の外貨準備の一部を活用した 400 億ドル

のシルクロードファンドも持っています。この巨大な二つのファンドを駆使しながら、そ

のうちに出てきます。なぜかと言うと、中国は全てのものがいま過剰供給で、そのはけ口

が ASEAN です。成長する東南アジアを狙いたい、マーケットを取りたいといった国際感

覚は、非常に深刻です。なかなかこれが日本にいると分かってもらえません。 
 先ほどのグローバル戦略 Version2.0 になるための第一の関門は、地図が読めることです。

地図を読めるかと言うと、当り前だろうと言われるかもしれません。怒られるかもしれま

せんけれども、日本では、日本の産業界も含めて、日本にいる方で 3 割くらいしか地図が

読めない。なぜでしょう。ミャンマーのことだけ言っているわけではないですけれども、

ミャンマーを見てください。いまだにミャンマーをどう攻略するか、ミャンマーのビジネ

スをどうするかと、ミャンマーだけを見ているのです。当たり前ではないか、ミャンマー

のビジネスだから当たり前かと言うと、違うのです。 
 2015 年、今年から ASEAN の共同体、国境がどんどん溶解してなくなっていきます。ボ

ーダレスという流れの中で、頭の中にこの右側全体の新興アジア地図の俯瞰がないとでき

ません。このことに気付くと言うか、理解するのに 3 年くらいかかります。なぜかと言う

と、もう一つあります。いつも言っているのですけれども、これは天動説ではないでしょ



うか。特にアジアのビジネスを考えるときに天動説に陥りやすいのです。天動説とは何か

と言うと、日本が世界の中心、アジアの中心に鎮座ましまして、世の中、日本の中心の位

置が全く変わらないという想念しておられる方が多いのです。 
 それは違います。日本も世界もどんどん動いていて、先ほど申し上げた中国のポジショ

ンもしかりです。どんどん世界は動いていて、しかも場合によっては日本をしのぐ、日本

を伍する経済力で、そして外国戦線で戦っているわけです。地動説で行かないといけない。

この認識がないと、先ほど申し上げたグローバル戦略 Version2.0 にはなれません。 
 今日はせっかくの機会ですので、少しダウェイの意義をご説明します。このダウェイは

世界史的な意義があります。分かりにくいかもしれませんけれども、先ほど申し上げたよ

うにタイから 300km 西に行ったところ、ミャンマー側の、ビルマから見れば南部に位置し

ます。ここに港ができます。アジアのデトロイトであるタイはいま 260 万台の自動車を作

っていて、日本の 4 分の 1 強です。インドのデトロイト、チェンナイがインドの南側にあ

ります。これと二つのデトロイトが結びつくことによって、日本は自動車でもっている国

ですから、日本の主力産業の拡大に 大限寄与するのです。 
 そしてタイの生産の 3 割強はすでに西側の中東、南アジアにしか出していません。レム

チャバン港という港がタイにありますが、飽和状態で東側にしか出口がありません。西に

出すにはどうしたらよいか。これは非常に重要な結節点であります。同時に、後ほど申し

上げますけれども、タイの賃金がどんどん上がっている。そういった中で、タイかミャン

マーに国境を超えるだけで場合によっては賃金が 5 分の 1 になります。しかも特恵関税の

活用です。タイはすでに中進国で特恵関税はご卒業、ミャンマーが逆に新たに入学してき

て、いまから特恵関税を得られるのです。こういった新しい生産拠点として、タイを中心

ににじみ出していく。 
 そして 後は素部材です。タイだけでいま 1600 万トンの鉄の需要があるのは当たり前で

すね。アジアのデトロイトで日本の自動車産業の中核です。これに対して高級鋼板を中心

に日本から鉄を輸出しています。ASEAN だけで 4 分の 1 の輸出先で、そのうちの半分がタ

イです。ところが、ここに高炉がありません。タイは残念ながら公害問題で動けないので

す。 
 これに対し 大の適地がダウェイです。ダウェイがないと東南アジアで活動される中

堅・中小の皆さんにとって、労働賃金が高くなるだけではありません。もう一つはこの素・

部材で、鉄鋼の値段がどんどん高くなっています。日本から持ってきているからです。10％、

15％、日本で買うより高いのです。これをどうやって解消するか、この地域の競争力に寄

与していくということです。 
 しかもこのダウェイは今まさに包括的な成長を実現しようとしています。2011 年、テイ

ン・セイン革命でテイン・セイン大統領がミャンマー経済を自由化し、民政移管を始めま

した。そのときの 大の成果の一つがカレン族とのクリスマス停戦合意です。このカレン

族の 10万人になろうとする人たちが、いま難民としてタイ側の国境にへばりついています。



握手した、銃を捨てた、何を持つのだ。仕事がないのです。このダウェイができれば 20 年

後、100 万人雇用の計画が実現できます。銃を捨てた人たちがどうやって食べていくのかと

いう、包括的成長です。 
 ダウェイができると、15 年後にはミャンマーの GDP の 1 割強をこのダウェイだけから

紡ぎだすことが可能になります。日本で言えば九州 1 個分、そのようなこと可能でしょう

か、できます。先ほどのタイの東部臨海のレムチャバン港はタイの GDP でいま大体 15％、

製造業で 25％出しています。無理な数字ではありません。このような具体的で現実的な成

果を挙げられます。これは深海港でないとできない、深海港なくして成長がないのです。

ヤンゴンは残念ながら無理で、浅い港では輸出ができない。外貨を獲得しないとこういっ

た国は成長できません。この現実は教養の世界です 
 さらに環境です。このダウェイの開発を始めるにあたって 初に門をたたいたのは、北

九州です。北九州が誇るエコタウンとして、グリーンフィールドにグリーンな都市を作る

ということを表明しました。ついに 2 月 9 日、日本政府が開発会社に出資すると、3 年かか

りようやく実現しました。日泰緬の歴史的な壮挙であります。これが日本の産業を救いま

す。われわれ日本人の次の世代、次の次の世代を救う。そして中小企業の皆さん、これは

大きな話ではありません、違います。新産業や新エネルギー、人材育成といったところで、

ミャンマーで何かやりたいという方がいらっしゃったら是非、お声掛けいただきたい。 
 例えばある会社は中古のパソコン 1000 台を持ってダウェイ工科大学に配って、新しい人

材育成を進めようとしています。ミャンマーは英語ができるのです。こういったバックオ

フィスの機能が非常に有効です。もう具体的な話です。是非、この「３D プロジェクト」

に協力していただければと思います。 
 いま申し上げたように、アジアはどんどん変わっていっています。タイだけで見るとも

うすでに 低賃金は 300 バーツで、タイだけでは労働集約産業はできません。それを先ほ

ど申し上げたように、ミャンマーを中心にカンボジアやラオス、ベトナムなど、固い言葉

でタイ・プラスワンのかたちで産業の分業構造をやっているわけです。 
 日本もそうです。本来はそのような競争力のないところとどんどん連携しながら、

ASEAN を活用していくというような戦略。ところが残念ながら、まだできていない日本を

「サルの木登り」と言っています。サルが木に登るときには上の枝をどんどん上げても駄

目なのです。下の腕を離さないと次の上に行けない。どんどん上がってきて、高転びに転

ぶという地獄絵もあります。 
 これを実現しているタイのほうがよほど賢い。タイは非常に巧妙に産業構造の転換を実

現していっています。前回も申し上げました、日本でできることをどんどんアップグレー

ドしていく。おまんじゅうのあんこのようなものです。これを言うと、薄皮をタイで作っ

ています。島根の企業の福田屋さんというおまんじゅう屋さんが出たのです。あんこは島

根県で、薄皮はタイで作っています。これを連合させることによって、競争力のあるおま

んじゅうがタイで売れるのです。これは比喩ですが、おまんじゅうだけではなく同じこと



です。いろいろな分野で使える。 
 グローバル戦略 Version2.0 はまさに「ハンターたれ」ということです。具体的にそんな

ことができるのでしょうか。実現しているのが「お互いプロジェクト」です。2011 年洪水、

3 月には大震災で、もう 4 年目になりますけれども、このときに何が分かったか。二つの国

は同じサプライチェーンで同じ船に乗っているではないか、タイに何かあったら日本も影

響を受けると。 
 12 月、居酒屋から焼き鳥が消えました。なぜか。焼き鳥の串の 8 割はタイから輸入して

いるのです。こういう事態が起こってしまった。こういう些末（さまつ）なところから始

まって、ものすごく深く抜き差しならない関係があると。この際、日本側はタイで何か起

こったらバックアップしよう、日本側に何かあったらタイがバックアップしようという試

みを始めました。実際に半導体のライバルだったロームさんとルネサスさんが、タイの洪

水のときに生産の代替をしてくれました。このようなことが可能なのです。 
 「まさかのときはお互いさま」ということで、非常時のバックアップ、BC、Business 
Continuity、事業継続の観点から始まります。ところがこのような産業の分業体制は当然

非常時だけではありません。先ほどのおまんじゅうの薄皮ではないですけれども、日本の

強み、さらに言うと先進している日本の技術をタイ側のいろいろなメリットと掛け合わせ

ることによって、いろいろなビジネス展開ができるのではないか。ということで、この「お

互いプロジェクト」は進化してきました。 
 2013 年以降、タイの工業省と連携しながら、タイの内閣官房のようなところで顧問をさ

せていただいています。今、工業省の顧問もやってくれと言われてやっています。2014 年

度中にいろいろな自治体さんと協定を結べというノルマを課せられました。 
 語弊があるかもしれませんけれども、協定はあくまで紙です。しかしこの「お互い」協

定は、単なる協定とは違います。この協定を結ぶことによって、先ほど申し上げたいま危

機に瀕している日本の地域の隠れた資源を、タイあるいは ASEAN と連携してビジネスに

変えていこうと。それぞれいろいろなシーズがあります。日本の国内に隠れた技術のいろ

いろな宝、あるいはノウハウの宝があります。これを ASEAN に持って行って、それぞれ

をビジネスにしていく。 
 ということで今 12 の日本の自治体さん、自治体さんだけでなくいろいろな地域の経済団

体さんにも入っていただいています。どんどんこういったものを作って、具体的なプロジ

ェクトを作り込んでいこうと始めております。2 カ月に 1 回ほど日本全国を回ってこのため

の国際会議をやっています。1 月の末には島根県でこの会をやりました。奥出雲という町の

亀嵩という松本清張の『砂の器』で有名なところで、東北以外で唯一東北弁を話す地域で

す。日本の古いたたらの製鉄をやったところです。たたらは『もののけ姫』で有名で、ふ

いごを活用した古代 2000 年前から伝わる鉄の技術です。 
 なぜここでやるのでしょう。まさに日本の地方創生で も回答がないと言われている中

山間地です。どうしたらいいか。タイと連携して、地方の中堅、中小の建設会社がタイで



ビジネスをするところまでこぎつけました。具体的にこれは製造業だけではなく、いろい

ろな分野でいろいろな仕掛けを活用しながら、日本の自治体さんでは考え付かないことで

す。 
 地方創生の地方だけを見ても駄目です。「どこでもうけるか」がまずないと、結果が出な

いと思います。技術がすごいことは分かります、どこで売るのですか。ノウハウはすごい

ことは分かりました、誰が買うのですか。このようなところを真摯（しんし）に。このた

めにタイの工業省副大臣まで奥出雲にお連れしました。副大臣閣下は大変意気に感じて日

本全国来て頂けますけれども、こういうところで、具体的な成果をまとめていく。これは

ある意味、固い言葉で言うとオープンイノベージョンです。日本のきら星のごとく、地域

に点在するいろいろな技術、ノウハウの組み合わせを変えましょうということです。 
 通産省も 20 年くらい前からこのような話をしていますが、できません。できない理由が

二つあります。一つは岩盤規制で、規制が強い。医療分野はなかなか難しいです。もう一

つはカンバン系列です。系列関係があるから、話やお仕事を持って行っても受けつけてく

れないのです。これに対して新しい組み合わせを作っていこう、こういった調整コストが

比較的低い、新興アジアを活用するということです。 
 何も iPS 細胞は要らないです。要するに iPhone、iPad でいいのです。皆さん中堅企業、

中小企業の方が既存でお持ちの技術、ノウハウの組み合わせで、いかようにもできること

をASEAN の課題に即応してどんどん対応していく。いろいろな課題に対して日本の技術、

ノウハウの組み合わせを変えてどんどんやっていくという技術であります。 
 前回も話した、こしひかりで有名な南井魚沼の 18 の中小企業の方が今、タイに来てくれ

ました。お米のコシヒカリそのものを持っていくのではなくて、コシヒカリを活用した食

品加工の技術をタイで応用しています。例えばホリカという会社は、低たんぱく米の加工

技術を持っていて、日本ではとてもニッチです。なぜかと言うと、低たんぱく米は人工透

析をやる方の健康食として提供できます。ところが日本だと人工透析をやるのです。おひ

とり様 1 年間で 500 万円かかるのですが、保険制度がまかなっています。すでにそういっ

た制度があります。 
 ところがタイにはそういうものはありません。しかも日本の技術で日本で食べているジ

ャポニカ米、つまり短粒種からです。短いお米を食べているのは日本人だけで、主食とし

て長粒種、インディカ米などの長いお米を食べているのはインド、中国、東南アジア、全

体でざっくり 40 億人です。40 倍のマーケットに対して応用していこうという戦略です。 
 しかもタイはメディカルツーリズムのメッカです。世界 大の医療観光のハブになって

いて、アラブの大金持ちが来ます。この人たちはきちんとお金を落としてくれるので、日

本政府も協力いただいて、この低タンパク米 26 万食をタイの病院や国立病院、私立病院へ

の導入を進め、成果が出てきています。 
 先ほどの漢方は廣貫堂という会社を中心に富山大学さんと一緒に連携しています。富山

の薬売りは今の日本では難しいです。原材料の 86％は中国から輸入していて、中国では需



要がどんどん増えていっています。昔のレアアースのように、原材料がのど元を圧迫して

いて、値段が高い。どうするかと考えたのが、タイでの調達です。ASEAN、東南アジアで

の調達。この会社はベトナムで 200 頭くらいクマ牧場を作って「熊の胆（くまのい）」を採

っています。北のほうではハーブの供給が可能かどうかと。 
 中国から日本に来ると値段が高いけれども、中国からタイへ入れると安いことがありま

す。こういうことも発見しています。タイの政府とどんどん協力して、実際にタイの会社

と連携して研究開発もしています。開発した製品が三つほどきていて、これを売ろうとい

うことです。先ほど申し上げたウコンドリンクのようなものは、1 人当たりの GDP が 5600
くらいになると出てきます。今までタイの人は、たくさん召し上がると次の日酔っ払って

仕事をしない、？マイペンライというところがありました。ところがこれくらいの所得水

準になってくると、次の日に酔いを残さない、事前にこういうものを飲んでおくというこ

とになります。 
 どんどんこういうニーズが、つまり健康志向です。病気になるから飲むのではなくて、

病気になる前に健康増進のために飲む、いわゆるヘルスケアマーケットができあがってき

ます。こういったところに狙いを定めながら、タイあるいは東南アジアのニーズに即応し

ながら、どんどんビジネスを作っているということです。 
 これは製造業などだけでなく、サービス業もしかりです。北陸に頼まれたことがありま

す。3 月 14 日に北陸新幹線が東京・金沢間開通します。北陸のみんなが北陸新幹線を歓迎

していると思いきや、1 人だけ嫌がっています。誰だと思いますか。小松空港です。大変な

ドル箱である小松・羽田間に新幹線ができると、全部持っていかれることはないと思いま

すけれども、それなりにダメージが大きい。それで何を思ったか、北陸の経済界と県の方

がいらっしゃって、頼む、小松とタイの直行便ができないかと言われました。分かりまし

たと、私はこのような事業、必殺請負人のような感じでやってきました。 
 実際にタイのタイ航空の副社長に会ってもらうと、開口一番「私は北陸なんてところは

知りません」と言われてしまった。先ほど申し上げた一昨年にビザが解禁され、タイの方

は大阪や京都、東京は知っているのですけれども、新しい場所の北陸は分かりません。タ

イの方はカニや雪が好きなので非常にマッチすると思ったのですが、「知らない」と。それ

で一計を案じまして、先ほど申し上げたように去年の 2 月にタイ政府や産業界、観光業協

会の会長など 20 人を呼んで、北陸で国際会合をやりました。 
 そのときに日本で言うと NHK のようなタイのテレビ 3 チャンネルを呼んで、2 泊 3 日の

ツアーをずっと写してもらい、3 月から 13 回、土曜日の 5 時半にタイで流してもらいまし

た。これにより知名度がどんどん上がって、4 月のタイ正月であるソンクラン、水掛け祭り

のときにはひっきりなしでした。これでついに去年の 10 月 9 日に、 初はチャーターで直

行便が飛びました。これによる地元への経済効果は非常に大きく、ホテルの予約が取れな

いと言うほど、外国人がとても増えてきている。どんどんこのようにありとあらゆるかた

ちでやってきて、東南アジアと連携を結んでいこうという戦略です。 



 もう一つ申し上げます。川崎市に是非やってくれと言われている、電気自動車です。日

本で電気自動車は大手がやっていて、先ほど申し上げたカンバン系列があります。日本の

このような大きな木がこんもり茂った産業生態系の中では、小さなベンチャーは絶対に育

たない、光が当たりません。したがって今タイの国に来ています。見ていただければ分か

りますけれども、実はこの自動車は水の中を浮いて泳げ、洪水が来ても大丈夫です。とい

うことでタイ政府に非常に受けまして、タイの国民車にしようと今、いろいろ協力しても

らっています。とても気に入られている。これは大手が全てやっていますから、日本では

できません。 
 タイで新しくワールドプレミアム、 初の打ち出しをやろうというところがきています。

日本は残念ながら完璧に整った立派な国で、こういうビジネスを立ち上げようとすると岩

盤規制だけではなくて、カンバン系列があります。そのくびきから出して使おうという、

積極的な意味でこの東南アジアを活用していただきたいのです。 
 極めつけは 10 月にやった、課題をどんどんビジネスにしていこうという「課題大喜利」

と名付けたものです。何かと言うと、日本で も成功した東大阪もそうですけれども、10
月に八王子の多摩クラスター、首都圏クラスターという日本の大きなクラスターでありま

す。 
 ここにタイの産業連盟やバンコク都庁の幹部を呼び、タイの課題は何かと。それに対し

て日本の中小企業が集まってビジネスを提供します。例えば一番左側にある汚い運河。去

年日本でもそうでしたけれども、この汚い運河にボウフラがわいてデング熱がはやってい

ます。これをどう解決するかと七つの会社が、自社の技術を活用したいろいろなビジネス

提案をしています。具体的に、去年 12 月にデモ機を持ってきて、機械を通して生ごみとプ

ラスチックを分別するというものを開発しています。日本の中小企業や中堅の方の技術を

取り混ぜて案件形成していこうという、いろいろなプロジェクトを進めています。 
 まさにこれからのグローバル戦略です。少し失礼な言い方かもしれないですけれども、

これまでの言われた仕事にきちんとそのまま答えるのではない。次の世代はハンターです。

新しく、いま申し上げた一例、一例でどんどん作っていく、そういった仕組みが不可欠に

なってきます。それが「お互いプロジェクト」でやっている取り組みです。当然一企業だ

けではなかなか難しい。いろいろな企業さんが集まって、そこで銀行さんが中心になるも

よし、場合によっては自治体さんが、あるいは経済団体さんがなるのもよし。関心がある

ところを応援していきたい。 
 これまでの Version1.0 の場合は、大手が開いたマーケットについていくというところが

中心でした。これからはいろいろな、さまざまなニーズに対して組み合わせを変え、やり

方を変えてどんどん新しく取り組む。その地場として、この新興アジアが活用できます。

実際にやってみろと言われている実例で、申し上げた「お互いプロジェクト」はいま 30 ほ

どのプロジェクトを進めています。私もそろそろ限界に達してきたので、これ以上はなか

なか難しいかもしれないですけれども、できたらこういった人材を育てたいです。 



 つまり、こういったグローバル人材も Version2.0 です。実践できて、いろいろなアイデ

ィアを紡ぐ。評論家ではなく、現場で手足を働かせて結果を出す、結果を出せという若手

を是非、皆さんも 1 人でもいいので送り出していただきたい。1 人でもいると全く変わりま

す。こういったところが出てくると、日本の中で実現できないようなことでも、リバース・

イノベーションという言い方があります。新しい産業、次世代の創業につながると思いま

す。 
 これで終わりますけれども、この後、ご質問を承りたいと思います。本日はご清聴あり

がとうございました。（拍手） 
 司会 ありがとうございました。それではここでご質問をお受けさせていただきます。 
 質問 ？ワシオでございます、よろしくお願いします。 後のグローバル人材の話で、

松島さんは非常にアイディアマンで、俗にコネクターと言うか、いろいろな要素を結び付

けられて一つのネットワークを作って、プロジェクトを作っていくことを得意とされてい

ます。正直言ってそういう方がなかなかおられないことが実態だと思います。今日の講演

はある意味、そのような必要性を強調されながら、どこに向かって言っているのかと思う

と、経産省の本省に対して言っているような感じがします。具体的に言うと、仮に松島さ

んが代わられると言うか、日本に帰られたときにこの体制はどのように引き継いでいくの

でしょうか。 
 松島 ありがとうございます。まさにそこがポイントです。この「お互いプロジェクト」

をもう少し制度化していこうと、経済産業省、本省、それからタイの工業省なども協力し

て、いま新しい組織化を進めようとしています。ただ、組織を作ったところで、おっしゃ

ったような新しい人材が必ずしもすぐ育つわけではない。ということで、人材育成を強調

しながらそういったものができないかと。 
 具体的に申し上げると、これはサイエンスだけではなくアートの世界です。だから、や

っている人の後ろについて、それこそ芸能と一緒で弟子入りしてもらって徒弟制度で磨く

しかないでしょう。生意気な言い方ですけれども、3 年くらい国土交通省の人事に若い人を

育てろと頼まれました。1 年間弟子入りさせてくれと言われて、一緒にずっとついて来まし

た。僕が言うとおかしいけれども、1 年でそれなりに立派な人物になりました。ただ、戻っ

てそのまま、彼、彼女が海外でやれるかと思ったら、やはり国内でやっておられる。これ

からそういう可能性も出てくると思います。 
 口でどれほど言っても、ペーパー、本を読んでも駄目で、やはり実践あるのみです。そ

ういう仕組みができないかと今、経産本省とタイの政府と掛け合っています。幸い、去年 8
月に日 ASEAN 経済大臣会合で今の「お互いプロジェクト」を他の国、例えばインドネシ

アやベトナムにも報告すると、非常に面白いと。われわれの課題を日本の中小企業の皆さ

んの技術で解決して、しかも Win-Win で、両方ともお互いにビジネスになっていく。 
 そういった意味で非常に面白いと言われて、そのようなところにも協力をかけているの

ですけれども、なかなか人材が育ちませんから、おっしゃる通り少し時間がかかっていま



す。しかし人材が全てです。やはり人材を育てていく仕組みを作らないと、難しいと思い

ます。 
 司会 ありがとうございます。続きまして、お願います。 
 質問 どうもありがとうございました。先月 ASEAN のほうに行ってきたのですけれど

も、10 年前と比べて様変わりの活気があると実感を強くしました。その中でネットワーク

と言うか、人脈、特に華僑の人脈はすごいと思いました。例えばインフラの整備です。イ

ンドネシアやマレーシア、タイ、ベトナムあたりのインフラです。一つのルックイースト

と言うか、ルックシンガポール、シンガポールのような社会を作っていこうという皆さん

の願望が非常に強いように感じました。 
 そういうことで、日本がこれから入っていくと言うか、かなり後発になってしまってい

るのですが、一つの戦略を、中小企業さんをはじめとするかたちでの今日のお話でした。

より大局的な面で、国としての進め方はどのようになっているか、お聞かせください。 
 松島 ありがとうございます。今ご指摘いただいた通りで、必ずしも日本だけでやる必

要はありません。華僑あるいは印僑もそうで、いろいろなネットワークと連携するやり方

も、またしかりです。具体的にシンガポールは、先導役としてとても適任です。失礼な言

い方ですが、インターフェイスは持っているけれども、サブスタンスはない国です。日本

はインターフェイスがないけれども、サブスタンスはある国なので、一緒になると非常に

いいことができます。例えば、私がたまたま日本にいるときに仕掛けたのは、日本とシン

ガポールの企業、インドの企業と連携してインドのチェンナイに工業団地を開発しました。 
 アジアのインフラビジネスはサービス業ではありません。皆さんが一番分かっておられ

る、小林一三さん、小林一三モデルです。つまり、不動産のあがりで全てを回収している

モデルです。鉄道を引く、都市開発などはそれに向けた壮大な物語のプレリュードで、不

動産のあがりと絡めて、そこでもうけないといけません。今まではよろずインフラユース

などと言ってやっているのだけれども、実際には不動産のあがり、キャピタルゲインまで

入ってもうけるモデルはありません。本邦初めて、これをやりました。 
 このようにもう少しメタなレベルでの競争に日本国は勝たないといけません。 初の先

例を付けた自負があります。そうすると、少しでも入れると土地の値段が 1000 倍くらいに

なります。小林一三さんはそれをここで実現したと思うのですけれども、実際にそういう

かたちで進んでいきます。 
 例えば昔、インドのハイデラバードという土地で、マイナス 1 億年入札とあった。すご

いでしょう。1 億円払ってでもモノレールを引くと言う。その心は、この土地を買い占めて

おいて、モノレールを引くというアナウンスが出た瞬間に二束三文の土地の値段が 1000 倍

ぐらいの値段になるので、それを売り抜く。ひどい話、このモノレールをやらなかったの

で、さすがに怒られたようです。本質はこういうことで、このメタな競争に勝つ。 
 日本ではややもすると、べたな競争が得意ですから、どうしても価格がどう、インフラ

のサービスがどうなどになってしまいます。その本質をわきまえて、学習してほしいので



す。傲慢（ごうまん）な言い方かもしれないですけれども、実際にシンガポールと組んで

もらう交渉をやらせていただいて、どうなるにせよ、非常にいい勉強になると思います。 
 シンガポールだけではなくこういうものをどんどん四方に、豪州もしかり、マレーシア

企業も 近は非常に秀逸なプロジェクトを仕掛けています。そういったところと組んで、

まさにお互いさまで、自らの足らざるところを補い合いながらアジアで伍していく、

Win-Win の関係を築いていく。そういったところを早くやらないと、申し訳ないですけれ

ども、すでに時間遅れかもしれません。気付いているところは気付いています。そういっ

たところを応援したいと思っています。 
 司会 ありがとうございました。ではお時間もございますので、もしまだご質問がおあ

りの方は財団を通じて連絡をいただきますようにお願い申し上げます。では、 後にもう

一度盛大な拍手を送り下さい。ありがとうございました。松島さまでいらっしゃいました。 
（拍手） 
 
 


