
１． 海外展開への相談傾向

私が主宰するNPO中小建設業海外活動促進支

援会（以下「NPOCOS」という）に寄せられる

地方・中小建設業（以下「中小建設業」という）

の海外展開に関する相談に，このところ変化が見

え始めています。一つは国別の変化で，昨年まで

圧倒的に多かった中国進出への相談が激減し，ベ

トナム・インドネシア・ミャンマーを中心とする

東南アジア進出へシフトしてきました。その傾向

は尖閣諸島問題以前からあり，さまざまな角度か

ら徐々に中国進出リスクが認識され，同時に東南

アジアの膨大なインフラ市場の魅力が喧伝されて

きた結果と思えます。もう一つは「工事請負業」

としての進出相談から「自社保有開発技術」の展

開へ変化してきました。これも日本における建設

業の従来型スタイル「工事請負業」として進出が

困難であることが共通認識として次第に広まりつ

つある結果と思われます。

２． 海外における事業の方向性

中小建設業が海外展開を検討する際の方向性を

浮き彫りにするため，一例としてNPOCOSの会

員企業がインドネシア進出に際して行った過去１

年３回の現地調査の結果について紹介したいと思

います。NPOCOSは主に東南アジアへの進出支

援を行っていますが，特にインドネシアへの販路

開拓を積極的に推進中です。現在までに，公共事
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現地ゼネコン施工中
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業省（PU）水資源局，運輸省海運総局（DGST），

コンサルタント等の発注者側，および現地大手ゼ

ネコン５社を含む建設会社，現地企業グループ等

連携先候補へ会員企業の技術プレゼンテーション

を行ってきました。また，現地在住の日系ゼネコ

ン，設備工事会社，会計士等専門家，各種サービ

ス会社からもアドバイスや情報収集の協力を得て

います。その調査の結果として，インドネシアで

の中小建設業の事業の方向性を表―１のようにま

とめてみました。

調査の中で，印象的だったのが日系ゼネコン工

事担当者の次の言葉でした。「工業団地での日系

企業工場建設の引き合いに対応しきれない。日本

の業者が来てくれると大変助かるが，技術的には

現地工事業者が育っており問題はない。特殊な技

術が必要な場合を除き，見積りは現地業者との競

争になる。日本での関係や信頼性が許容できるコ

スト差はせいぜい１０％です。」

表―１の方向性が，全ての国で共通するわけで

はありませんが，おそらくタイやベトナム等同等

の発展段階にある東南アジア諸国では類似した結

果になると思われます。また中小建設業が広く海

外展開を考える場合にも，この方向性は原則論と

表―１ インドネシアにおける事業の方向性

１ ２ ３

対象市場
工業団地進出

日系製造業の工場建設
日系住宅メーカーの住宅開発 ODAによるインフラ整備事業

客先 日系ゼネコン 日系住宅メーカー 公共事業体／日系ゼネコン

分野 建築・設備 住宅 土木・建築

業態 請負 請負 請負

進出リスク 少ない 少ない 少ない

進出のための
ポイント

�現地業者との価格競争
�特殊仕様への対応力

�現地業者との価格競争
�開発物件に日本型住宅仕様が
ある

�技術力
�案件組成まで長期の投資
�単独工事での採算性
�参入形態

４ ５ ６

対象市場
オフィス・ホテル・マンション・
複合施設等高層建築市場

独自開発技術・工法の展開 特殊建材の販売

客先 現地民間企業 現地建設業・商社等 現地建設業・商社等

分野 建築・設備 全分野 建材

業態 請負 ロイヤルティー他 販売

進出リスク 多い 多様 少ない

進出のための
ポイント

�韓国・中国・現地業者との価
格競争
�地場化
�日本型建築技術の採用

�ローコストローテク
�知財確保
�販売ネットワーク
�先行投資�雇用確保

�費用対効果
�知財確保
�販売ネットワーク

（平成２４年１１月現在）

写真―３ ジャカルタ，クニンガン地区
高層建築ブームは終わっていない
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しては大きく変わらないのではないかと思われま

す。

３． 展開可能な保有技術の前提

中小建設業の海外展開の可能性に関する話題と

なると，「大手でさえ海外では失敗するケースが

多いのに，まして中小に行けるはずがない」と疑

問視する声が，特に建設業関係者自身から発せら

れます。建設業はおおむね「工事請負業」であ

り，その姿での海外展開の発想から離れられない

のが一般的です。まして自社創出の付加価値で海

外にない商品を製造，販売していく製造業・サー

ビス業並みの展開戦略を立て得る中小建設業の姿

を発想できない人がまだまだ多い業界です。

海外に通用する固有の技術を有する中小建設業

の存在を拾い上げ，それをどうやって海外市場に

紹介するか，従来型の発想に捉われない前向きな

観点から中小建設業の海外展開を捉えていく必要

があります。少々乱暴な試算ですが，全国約４８万

社の中小建設業の中に仮に１，０００分の１に当たる

４８０社に海外展開が可能な保有技術があり，それ

が販路開拓に成功すれば，４８０もの“中小建設業

のジャパンブランド”が世界に陽の目を見ること

になります。

それでは海外に通用する技術とはどのようなも

のでしょうか。次のように分類してみました。

� 日本が先行する技術

太陽光発電，水質改善事業，環境省エネ技術，

緑化技術等

� 日本の地形特性から発展した工法でさまざ

まな条件化で応用できる工法

耐震・免震工法，シールド推進工法，地盤改良

工法，安全防護工事等

� 自社内開発（連携）で発案・完成された固

有技術

� 高度な工事管理手法

工程（納期）管理，品質管理，安全衛生管理，

原価管理等工事管理手法，PM・CM等役務派遣

� 建機・機器サプライとSV（技術指導）お

よび職人・技能者の派遣

� 日本独自の文化に根差した工事

日本庭園・和風木造家屋・日本食レストラン

特に日本庭園は日本の伝統文化を具現化する独

自の技術であるため，職人による高度な仕上げと

品質の維持が要求されます。それは維持補修に伴

う継続的な材料調達や職人派遣を必要とするた

め，採算上も期待できます。

以上の技術の現地への導入ポイントとして，イ

ンドネシア調査時に受入側の視点から次のアドバ

イスを得ました。

� 使用用途が明確でローコストであること。例

えば地盤改良技術であれば，どのような地域に

どのような目的のためにそれが有効で，従来の

表層改良や杭打工法等に比べどれほどのコスト

減となるのか。

� ローテクであること。分かりやすく，安易な

工法でSV（スーパーバイザー）による短期指

導で当国での適用が可能なものとなること。

	 雇用を阻害しないこと。


 特に日本での使用実績があること

日本の技術に関しては，基本的には安心感・信頼

感があり，プレゼンテーションの場においても深

入りした原理説明までは要求されないこともあり

ます。当初の段階ではコスト分析，実績証明そして

特許の裏付けが関心を呼ぶポイントとなります。

ただし，ジャパンブランドの代名詞でもある，

施工・品質管理，安全技術，環境技術，免震・耐

震技術等に関してはいずれも関心は深いものの，

現地は生活に密着したインフラ整備の拡充こそが

火急の問題であり，このような先進的課題は次世

代のテーマとして認識されています。

４． 海外展開への阻害要因

海外展開が可能な技術を持っていても，それが

即座に事業につながるわけではありません。ここ

では，海外展開を阻害する典型的な内的要因を提
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示します。これらの解決なくしては海外展開の可

能性は厳しくなります。

� 販路開拓手法（売り込む方法）の欠如

� 知的財産権保護対策の不備

� マネジメント能力や事務管理能力の欠如

� 必要な人的ネットワークの欠如

� 先行投資のための資金基盤の欠如

特に�の資金基盤の欠如は深刻です。海外の市

場開拓には先行投資が不可欠です。現地における

技術紹介費用（プレゼンテーション，渡航費

等），実施試験費，市場調査費，契約等を円滑に

行うための専門家費用，現地法人設立のための費

用，社員の投入人件費等々への資金投与なくして

海外展開は始まりません。

日本政策金融公庫には金融支援制度として海外

展開資金制度もありますが，全産業での実績は５１０

社（平成２３年度）であり，海外進出企業比から想

定しても中小建設業においては十分には生かされ

ていないと思われます。NPOCOSへの相談企業

にも，相談後の現地調査等の費用を捻出できない

会社が多いのが実情です。

以上の阻害要因を解決するために，何らかの具

体的な方策を期待しての相談も多いのですが，仮

に有効な施策が講じられたとしても“お膳立て”

期待には限界があり，基本的には自助努力で解決

する気概なくしては，仮に海外での口火は切って

もひとり歩きできない状況になりかねません。

５． 海外展開における事業計画の
重要性

海外展開の検討には事業計画の策定が重要で

す。特に初めての海外展開ケースの場合には，そ

れまでに想定もしなかった検討事項やリスクが顕

在化し，その課題解決が事業の成否を大きく左右

することが多々あります。中小建設業は一般的に

現地の情報収集能力に欠け，事前調査を専門家に

委ねるための調査依頼内容の効果的な設定に悩む

ケースがあります。ここではそのような悩みを解

決するための一助としてNPOCOSで使用してい

る「海外事業企画検討書」の標準構成（表―２）

を紹介しますので参考にして下さい。これは事業

化の方向性を明確にするまでに何を考え，何をす

べきかチェックリストとしての機能も果たしま

す。現地調査とも並行して，事業計画書として完

成させていくことで，事業の海外における適正な

方向性が見えてきます。また，事業計画書の究極

の目的は「事業の収益構造」を着手前に明確にし

ておくことにあります。

日本での情報収集はインターネット情報の充実

もあって以前に比べ，精度も高く信頼がおけるも

のが多くなっていますが，日本での調査と現地で

の生の情報は全く食い違う場合も往々にしてあり

えます。特に市場状況や各種法制などは刻々と変

化しています。現地からの生の情報を取り寄せる

ための人的ネットワークの構築は現地調査時の重

要な仕事の一つです。

６． 海外展開における２大リスク

海外展開に慣れていない中小建設業が最も留意

すべきリスクは契約リスクと為替変動リスクで

す。それを２大リスクと称しています。

� 契約リスクについて

（ここでは「工事請負契約」を前提に述べます）

契約リスクには締結時リスクと工事期間中リス

クがあります。締結時には，事前にドラフトを得

て専門家とつぶさに検討し，自社の望む条件を整

理し，譲歩できる限界点を定めて戦略を持って交

渉に当たる必要があります。また，契約上の諸条

項，例えばエスカレーション条項，工期遅延条

項，瑕疵担保保証条項，ローカリゼーションリス

ク，規格基準条項，準拠法使用言語，仲裁条項等

後日工事損益に重大な影響を与える可能性のある

条項への相手側の片務的盛り込みを徹底的に回避

しておく必要があります。工事期間中には以上の

条項に関する契約管理を徹底し，特に前述のクレ

ーム処理には的確かつ早期の対応を習慣付けるこ

とが重要です。大手ゼネコンが過去海外で苦戦し
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てきたのも契約におけるクレーム対応が一つの要

因に挙げられています。

� 為替変動リスクについて

為替変動も，工事業績を大きく左右する要素で

あり，特に外貨建契約においては為替変動リスク

を回避するための方策を検討する必要がありま

す。契約通貨の構成比率と支出見込みの構成比率

を極力合致させることが，最も有効なヘッジ策で

すが，先物為替予約等を金融機関等へ事前に相談

することが肝要です。

以上の２大リスクは中小建設業では企業業績上

吸収できないほどの大きな変動要素となる可能性

を孕んでいます。根本的には海外展開の規模その

ものを全社的な事業規模の中で適正な水準に維持

することが極めて重要な留意点といえます。

７． 地方・中小建設業進出
検討事例

冒頭で述べましたように，中小建設業は大手ゼ

表―２ 「海外事業企画検討書」NPOCOS標準構成

１．当社における海外事業の位置づけ
� 過去の海外事業の経緯と成果
� 当社「中長期経営計画」における海外事業の位置づけ
� 当社本年度「事業目標」における海外事業の考え方
� 当社における海外事業展開の必然性（理由）と将来への展望
２．海外事業方針の明確化
� 海外事業の概要…当社が目指す当初の事業イメージ
� 事業進出形態の検討…（現地法人・支店・駐在員事務所・プロジェクト）
� 進出形態案
３．進出候補国の検討
� 進出候補国の前提条件…当社事業の市場はどのような国であるべきか
� 進出候補国の選定
� 進出候補国の制度検討
� 検討結果による優先的市場調査国の選定と評価（第一～第三候補）
４．進出候補国における事業可能性検討…第一候補国から順に
� 事業推進のための必要条件
� 候補国における調達等現況調査と調査結果所見
５．進出候補国での設立手順およびスケジュール
� 進出手続きの手順
� 実施計画，スケジュール案
６．入手案件（売上高）の検討
� 核となる事業の入手方針（方策，見込み，可能性）
� 入手案件見込み（「営業一覧表」）の作成
� 今後５年間のセグメント別売り上げ見込み
７．専門性を有する事項の検討…主に本文６．に挙げた項目に該当する事項
� リスク回避とマネジメント所見
� 専門家からの意見書添付
８．社内体制の組成
� 現地事業体制・国内支援体制
� 海外事業体制について（所見）
９．公的補助策・民間支援等の適用検討
１０．５ヶ年収支計画…売上・原価・販売費および一般管理費（現地・国内仕向）
１１．５ヶ年資金計画
� 設立時事業概算予算
� 資金基盤について…イニシャルコスト・固定費負担の資金基盤を明確に
� 「５ヶ年資金計画表」

１２．現地調査について…調査主旨・予定（日程・調査内容・行事・対象等）
１３．総合所見
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ネコンの下請けとして踏み出す姿が一般的です

が，最近は徐々に「自社保有開発技術」で海外展

開を目指す会社が増加しているように思えます。

例えば，中国への内装工事業，ベトナムへの地盤

改良・管路推進工事，東南アジア諸国での設備工

事会社の現地法人設立等が昨年までの進出相談の

典型的な傾向でしたが，最近は，事業の内容や態

様を自在に変化させ，従来の「工事請負業」にこ

だわらない，むしろ新天地を求めて“自立”を模

索する姿が増加しています。例えば，建材輸入商

店の現地設立，地域特産品の輸出，現地アンティ

ック商品の輸入等はもはや業態変更に近いもので

す。

ここでは，「工事請負業」の発想を捨て，「自社

保有開発技術」（もしくは固有のビジネスモデル）

で海外進出を果たした（模索中の）３社を簡単に

ご紹介します。

� イデ・インターナショナル社（ベトナム・

ハノイ市）

日本では製紙業である当社は，ハノイへの進出

に際し，自力で現地業者を使い工場を建設，その

苦労した経験とノウハウの蓄積をもとに日本から

進出する製造業を対象にリース工場の建設，運営

に踏み切った。現在は建設業やベトナム進出コン

サルティングを含めたトータルサポートを展開し

ている。

� 明和工業株式会社（山梨県・甲府市）

化学薬品を使わずに汚水を浄化し飲料水を生産

する「多段式粉粒体ろ過システム」を開発し，BOP

ビジネスモデルを実践するために途上国でのブラ

ンド化を目指している。健康な飲料水を貧民層向

けに供給するソーシャルビジネスである。

� メトリ技術研究所株式会社（埼玉県・加須

市）

軟弱地盤を従来工法より低コストで実現する特

殊土嚢「D―Box」を開発した。免震効果も併せ持

つ。東日本大震災で液状化した道路の復旧工事に

も採用され注目を浴びつつある。海外では湿地帯

を多く有する国への検討を開始した。

（上記３社の詳細は建設業振興基金刊「建設業し

んこう」１１月号参照）

８． まとめ

国土交通省「建設産業の再生と発展のための方

策２０１２」では，海外展開支援策の強化が盛り込ま

れました。

� 他業界との連携強化を含む官民一体の体制づ

くり

� 専門工事業者を含む地方・中小建設業の海外

展開促進施策の拡充

� 建設業の海外展開に関する目標の設定

国の施策が強化される中で，中小建設業は挑戦

への準備を始めなければなりません。そこには経

営者の一歩踏み出す「勇気」，目標を達成するた

めの「覇気」，さまざまな障害を時間をかけて解

決し人的ネットワークを構築していく「根気」

の，経営者の「三気」が不可欠です。

公的支援の拡充に目を向けつつも，最大限の自

助努力を前提に，現地化を覚悟で海外展開を検討

いただきたいと思います。「工事請負業」で海外

で成功している会社も確かにあります。それは長

年にわたって現地に骨をうずめ，現地の人々と食

をともにし，現地業者との関係を土着で築き，日

本人の管理手法を根気よく浸透させた会社です。

一般建築業・鉄骨加工業・塗装業・PC工場等多

くの経営者に会いました。

それと同時に，３．で述べましたように，公的機

関，業界団体，大手建設業者等業界に携わる関係

者は，一部に強く残る「中小の不可能論」を排除

し，引き続き協力と支援をお願いしたいと思いま

す。

大手のみならず中小も含めて，日本の建設業の

海外市場拡大化と業界のグローバリゼーションへ

の流れを維持し続けることが，現世代の次世代へ

の責任でもあります。

特集 建設業の国際展開

３６ 建設マネジメント技術 2013年 1月号


