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少し違った動きも出始めている。
本号ではこうした日本企業のフィリピンでの活動の

2013年に入り、フィッチとS&Pが相次いでフィリ

変化の兆しについて紹介してみたい。またさらに一歩

ピンの長期国債信用格付けを投資適格のBBB−に格

踏み込んで、今後、日本企業とフィリピン企業が持続

上げした。投資家から見直されつつあるフィリピン経

可能なかたちで協業し、お互いwin-winな状況を作り

済であるが、その実態はあまり変化していないと厳し

出すために、どのようにフィリピン経済の弱点を補強

く見る向きもある。果たしてフィリピン経済は変わっ

していくべきかについても議論してみたい。

たのであろうか。本誌３月号では、マクロ経済の安定
性が定着したことが大きな変化であることを述べた。

フィリピンの最大の課題は雇用創出と貧困削減であ

本誌５月号では、電力セクターの民営化やその他のイ

り、そのためには農業や製造業の発展が不可欠である。

ンフラのPPP（Public Private Partnership）が推進

コールセンターなどのBPO（Business Process Out-

され、フィリピンの財閥や地場銀行が積極的な役割を

sourcing）や観光業だけではフィリピンの失業問題

果たしつつあることをその他の変化として指摘した。

を大きく改善することはできない。
製造業の分野では外資にとっての裾野産業の育成が

本号では、雇用創出への貢献が期待される日本から

急務である。現状、フィリピンに進出する日本企業の

の直接投資において、最近の変化について触れてみた

ほとんどは部品を海外からの輸入に頼っている。日本

い。日本からの直接投資は1990年代に増加したもの

企業に部品を供給できる裾野産業が十分育っていない

の、2000年代には伸び悩んだ。中国、タイ、ベトナ

からだ。今後、日本の中堅・中小企業の進出が増えた

ム、インドネシアなどに日本企業が進出するなか、フ

場合、将来的にフィリピンの裾野産業の育成につなが

ィリピンへの進出企業はあまり増加しなかった。しか

ることが望ましい。裾野産業の発展により、高い雇用

しここ数年、日本からフィリピンへの投資に変化がみ

創出効果が期待でき、日系企業にとっては部品の現地

え始めている。すなわちフィリピンに進出あるいは関

調達の拡大で競争力の強化が期待できる。まさにwin-

心を寄せる企業が再び増え始めているのである。単に

winの関係となるはずだ。望ましい日比のパートナー

件数が増えたということだけではなく、これまでの主

シップのあり方である。連載最終回となる本号では、

流と異なるパターンの投資も少しずつ出てきている。

フィリピンが日本にとって相互を補完しあうよきパー

地場企業とパートナーを組んでの投資、国内市場を狙

トナーになり得ることを強調したい。フィリピンは日

った投資、日本の中小企業進出支援を目指した日本の

本企業に輸出拠点と安い労働力を提供してくれる国と

銀行とフィリピンの地場銀行との連携など、今までと

いうことだけではなく、お互いの課題を補完しあえる
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「VIP（Very Important Partner）
」なのだ。

注１：水野兼悟「製造業の進出先として再評価されるフィリピン」（NRI
Knowledge Insight、2012年７月）
。
注２：JETRO「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査」2012年度。

再び増加するフィリピンへの投資
2011年ごろから、日本のフィリピンへの直接投資

フィリピンに対する見方の変化

が再び活発になった。特にプリンターなどの電気機器
分野での投資が盛んとなった。11年３月にはセイコー

投資先としてのフィリピンに対する日本企業の見方

エプソンがプロジェクターの生産開始およびインクジ

にも変化が見え始めている。国際協力銀行が2012年

ェットプリンターの増産を決定し、その投資額は１億

度に実施した「わが国製造業企業の海外事業展開に関

1000万ドルであった。これに続くようにして、11年

する調査報告（第24回海外直接投資アンケート調査

12月にはブラザー工業がフィリピンにおける生産子会

結果 注３）
」によると、フィリピンの有望事業展開先国

社の設立を発表、インクジェットプリンターおよび複

としての評価に関しては、順位はミャンマーの急上昇

合機の部品生産の開始を決定した（投資総額は1200

によって前年度の14位から15位に低下したものの、

万ドル、会社設立後に4200万ドルの追加投資を予定）
。

得票率および回答者数は大きく伸びており、フィリピ

さらに、12年１月にはキヤノンがレーザープリンター

ンに対する注目度は上がっている。また、フィリピン

および付属品・部品の製造のため、フィリピンに生産

を有望と考える理由についても変化がみられ、現地マ

子会社の設立を決定した（投資総額は180億円）
。

ーケットの成長性を有望と考える理由と回答した企業

プリンター以外の電気機器分野では、村田製作所が

は前年度の３倍弱に増加している。これまでフィリピ

2011年９月にセラミックコンデンサーの工場新設を

ンをマーケットではなく輸出拠点とみていた企業がほ

発表（投資総額は30億円）
、電子機器分野以外では11

とんどであったことを考えると、興味深い結果である。

年２月に横浜ゴムがタイヤ工場の拡張を発表している

さらに、フィリピンの課題についても、2011年度

（投資総額500億円）
。古河電工は12年１月に自動車用

は治安・社会情勢をあげる企業が圧倒的に多かったの

ワイヤーハーネスの生産拠点設置を決定、13年５月に

に対し、2012年度はインフラの未整備、技術系人材

は増産・新工場の建設を決定した（投資総額は50億

の確保、部品・原材料調達などにシフトしている。各

円）
。このほか、12年にはバンダイ、富士フイルム、

社がフィリピンを投資先として見直しつつあるからこ

セメダインなどがフィリピン進出を決定し、1990年

そ、新たな課題が浮かび上がっている現状が垣間見

代から進出が進んだ半導体分野以外での製造業投資が

える。
このように、日本の企業の間で「治安が悪い」
「国

目立っている。

内市場を狙った投資にはまだ早い」というフィリピン
こうした投資拡大の背景には、ほかのアジア諸国に
おいて労働力の確保が困難で賃金の上昇が続くなか、

のイメージが少しずつ変化しており、投資の可能性を
探ろうとする企業が増加している。

フィリピンでは豊富な若い労働力があり、賃金の上昇
が緩やかであることがあげられる。特に製造業分野で

注３：http://www.jbic.go.jp/ja/about/press/2012/1207-02/index.html

の海外進出は時には数千人単位での労働力を必要とす
るため、十分な労働力が確保できなければ投資は困難

日本からの直接投資の新たな動き

である。就労可能人口（15歳以上65歳未満）がタイ
では2020年代、ベトナムでは30年代から減少に転じ

これまでフィリピンに進出してきた日系企業は

ると予想されているのに対し、フィリピンでは50年代

100%日本資本というかたちが多かった。フィリピン

注１

まで増加し続けるといわれている 。近年アジア各国

には外資規制があるものの、フィリピン経済特区庁

では賃金上昇率が10%を超えており、12年のベースア

（PEZA）管轄の工業団地等では100％外資での進出が

ップ率はベトナム19.7%、インドネシア14.7%、タイ

認められているためである。しかし、最近では電力や

10.9%であるが、フィリピンでは5.9%にとどまってい

小売りなどの分野で、フィリピンの地場企業とパート

注２

る 。また、フィリピンは英語を話せる人口が多いこ

ナーシップを組んで事業を進めていく動きが見え始め

とも投資決定の際の魅力である。

ている注４。
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電力セクターにおいては、既存発電所の拡張や新規

100%で行うことはできない。しかし、ラモス政権下

発電所の建設で地場企業とパートナーシップを組む動

の特別措置により外資100%のIPPが認められ、サン

きがみられる。丸紅と東京電力の合弁企業である

ロケ・パワー（スポンサーは丸紅と関西電力）
、CBK

TeaM Energy社は所有発電所のひとつであるパグビ

（住友商事とJ Power）
、TeaM Energy（丸紅と東京

ラオ発電所を拡張する予定でいる。そもそも同社は

電力）などで日本企業が100％出資で参入した。しか

IPP（独立系発電事業者）として発電事業を行ってき

し、地場の財閥が電力事業に参入しつつあるなか、同

たが、PPA（電力購入契約）の期間終了後にはNPC

特別措置は効力を失いつつあり、今後日本企業が発電

（国家電力公社）に所有権が移転される予定であった。

事業に携わる場合は地場企業とパートナーシップを組

フィリピンにおいては電力自由化の流れのなかで

む必要がある模様。ただし、日本企業のパートナーに

NPCの資産は民営化されてきており、既存IPP発電所

なり得る現地の有力民間企業が出てきていることは注

の所有権についてもPPAの期間終了後にIPPAと呼ば

目に値する。

注５

れる民間企業に移転されることになった 。パグビラ
オ発電所は地場有力発電事業者のアボイティスが

日本企業がフィリピンの地場企業とパートナーシッ

IPPAとなったことから、拡張部分についてはアボイ

プを組む動きは、インフラ事業だけに限ったものでは

ティスとパートナーシップを組みながら進められて

ない。2012年６月にフィリピン最大のモールSMモー

いる。

ル・オブ・アジアに、ユニクロ１号店がオープンした。

新規の発電事業においても地場企業とのパートナー

ユニクロの店舗を展開するファーストリテイリング・

シップを組む事例がみられる。建設コンサルタントの

フィリピンは、ファーストリテイリングと地場小売大

長大は、ミンダナオ島最大のゼネコンであるエクイパ

手のSMリテイル社との合弁である。無印良品の店舗

ルコ社をはじめとする地場企業と合弁会社を設立し、

を展開する良品計画は、地場小売大手のルスタングル

ミンダナオ島北アグサン州にて小水力発電所の建設を

ープ傘下のストアーズスペシャリスツとライセンス契

進めている。さらに、中部電力はフィリピンの配電大

約を締結し、フランチャイズにて地場パートナーに店

手メラルコの子会社であるメラルコパワージェンと協

舗経営を任せている。良品計画にとっても、フィリピ

力し、ケソン州にて大型のガス火力発電所建設に係る

ンで高級モール街に出店することはブランドイメージ

調査を実施、今後同発電事業に関与していく可能性が

の確立につながり、メリットが大きいと考えられる。

ある。フィリピンの外資規制では発電事業を外資

また、生活用品を販売するライオンは、12年にフィリ
ピンの有力メーカーであるピアレ
ス・プロダクツ・マニュファクチャ
リング・コーポレーションとの合弁
企業を立ち上げ、国内マーケットの
販路開拓を行っている。ライオンは、
フィリピンへの進出を決めた理由と
して、①出生率がアジアの中でも高
く（2.4％）
、30歳以下の人口が６割
であること、② 近年高い経済成長を
達成していることなどをあげてお
り、単なる生産拠点としてだけでな
く市場としてフィリピンが認知され
つつあることを裏付ける例である。
このように、現地企業の有する幅広
い流通網を利用し、販路拡大を狙う
動きは今後も加速するものとみられ
る。双方にとってのメリットが最大

パグビラオ発電所（TeaM Energy社提供）
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注４：もちろんこれまでにも日本企業が地場企業とパートナ
ーシップを組んだ例はある。たとえば1990年代に日
系商社と大手地場企業がパートナーシップを組んで工
業団地の開発を行ってきた。First Philippine Industrial Park（ 住 友 商 事 と ロ ペ ス 財 閥 ）、 Laguna
Technopark（三菱商事とアヤラ財閥）
、Lima Technology Center（丸紅とアルカンタラ財閥）といった
工業団地がその例である。
注５：IPPAについては、本誌５月号の拙稿を参照。

日比の金融機関の提携の動き
最近、日本企業（特に中堅・中小企業）
の海外進出を後押しするため、日本とフィ
リピンの金融機関が業務協力協定を結ぶ動
きが活発化している（図表１）
。国際協力銀
行 は 2013年 ３ 月 に BDO Unibank, Inc.

BDOとJBICの覚書調印式

（BDO）およびMetropolitan Bank and
Trust Company（メトロバンク）それぞ
れと中堅・中小企業の海外進出支援にかか
る業務協力のための覚書を締結し、中堅・
中小企業を支援する枠組みを整えている注６。
海外拠点を有していない日本の地方銀行と
フィリピンの地場銀行を結びつけ、海外展
開を検討する日本の中堅・中小企業に対し
情報提供やアドバイザリー業務を行うこと
により、フィリピンへのさらなる投資を促
すものである。同枠組みをベースとし、将
来的には日本の地方銀行がフィリピンの地

MetrobankとJBICの覚書調印式

場銀行に対し人材派遣を行ったり、日本の
地方銀行の協力のもとフィリピンの地場銀行が進出す

る日系企業に融資等のサービスを行ったりすることが
期待される。

図表１

日本の銀行とフィリピンの地場銀行の提携
日

本

フィリピン

提携時期

注６：同覚書は、2010年12月21日に金融庁、財務省、経済産業省が連名で
発表した「本邦金融機関、国際協力銀行および日本貿易振興機構等
の連携による中堅・中小企業のアジア地域等への進出支援体制の整
備・強化について」を踏まえて締結したもの（http://www.jbic.go.jp/
ja/about/press/2012/0321-01/index.html）
。国際協力銀行は同
様の覚書をタイのカシコン銀行、インドネシアのバンクネガライン
ドネシア、インドステイト銀行とも締結済み。

りそな銀行

RCBC

2012年３月

静岡銀行（静岡）

BPI

2012年11月

みずほ・コーポレート銀行

BPI

2012年12月

国際協力銀行

BDO

2013年３月

国際協力銀行

メトロバンク

2013年３月

日本政策金融公庫

メトロバンク

2013年３月

百五銀行（三重）

メトロバンク

2013年４月

大垣共立銀行（岐阜）

メトロバンク

2013年４月

日本企業の投資先として注目を集めているフィリピ

中国銀行（岡山）

メトロバンク

2013年６月

ンであるが、今後の日比の経済関係が持続可能なもの

七十七銀行（宮城）

メトロバンク

2013年６月

になるためには、両者にとってwin-winなものになる

秋田銀行（秋田）

メトロバンク

2013年７月

必要がある。日本企業が継続的にフィリピンにおいて

出所：著者作成

日本企業に期待される役割

投資を行い、その投資がフィリピンの経済力・技術力
2013.7
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の強化につながり、両国の経済関係が重要なパートナ

不動産をはじめとしたサービス業に傾倒しており、製

ーとして深化することが期待される。

造業には十分な力を注いでこなかった。もちろん製造

フィリピン経済の現状の大きな課題は、いかにして

業に力を注いできた財閥が全くないわけではない。た

inclusiveな成長を達成するかということである。つ

とえばアヤラ財閥は傘下のIntegrated Micro-Elec-

まり、経済成長の継続に加え、成長の恩恵が幅広い地

tronics, Incを通じてコンピュータ、通信、民生、自

域・層に公平に分配されることが重要である。そのた

動車、産業、医療分野における電子機器の製造受託サ

めにも雇用機会が増大し、多くの国民が適正な所得を

ービス（EMS）をグローバルに展開している。ただ

確保できるようになる必要がある。日本企業の投資が

こうした例は少なく、多くのフィリピンの製造業は、

より広範囲で雇用創出効果をもたらすことが望ま

技術力が不十分であること、担保・信用力の不足から

しい。

銀行与信を受けにくいなどの理由で、裾野産業として
機能していない。

一方、日本企業にとっては、裾野産業がないことが

フィリピン政府はMSME支援に力を入れている。

フィリピンの課題である。フィリピンに裾野産業が育

フィリピン中央銀行は、国内の銀行に対し2008年か

成されれば、日本企業は部品を国内で調達しコスト削

ら10年間、融資残高の８%を小規模・零細企業向け融

減を通じて競争力を強化することができる。フィリピ

資に、同２%を中堅企業向け融資にすることを求めて

ンの貿易産業省の中小・零細企業（MSME：Micro,

いる。また、Access of Small Enterprises to Sound

Small and Medium Enterprise）開発計画（2011〜

Lending Opportunities （ASENSO）というプログ

16）によれば、フィリピンの企業の99.6％はMSME

ラムのもと、政府系金融機関を通じて2004年から12

に分類され、そのうち91％が零細企業、8.6％が小規

年の間に2726億ペソをMSME支援に充ててきた。

模企業、0.4％が中堅企業となっている。産業別にみ

政府のこうした施策が製造業のMSMEの育成に効

ると、MSMEの半分近くは卸売・小売業に従事して

力をあげ、フィリピンの裾野産業の育成につながるた

おり、製造業に従事している企業は全体の14％にすぎ

めには、日本企業がどのような部品を必要としている

ない（図表２）
。そのうえ、日本企業の品質基準を満

かという情報が、フィリピン企業に効率的に伝わる必

足できる製造業は育っていないといわれている。その

要がある。さらにフィリピン企業が日本企業の求める

ため、多くの日本企業は部品を海外から調達せざるを

品質の部品を供給できる技術を身につける必要があ

得ない。裾野産業は、日本企業にとってはコスト削減

る。今後日本からの中堅・中小企業の進出が、フィリ

と競争力の強化につながり、フィリピン経済にとって

ピンの地場企業とのさまざまなパートナーシップを通

は、雇用とGDPの拡大につながる。

じて、中長期的にフィリピンの裾野産業の育成に貢献
することが期待される。

これまでフィリピンは一部の食品加工業以外は製造
業を外資に依存してきた。フィリピンの財閥は銀行・

日本人とフィリピン人の相性
日本企業が進出する国はいくつもあるが、果たして

図表２

MSMEのセクター別分類

フィリピンは日本にとってよきパートナーとなり得る
国なのであろうか。感覚的な議論ではあるが、長い間
フィリピンで生活してきた経験から、フィリピン人は
日本人のよいパートナーになれるのではないかと思
う。日本とフィリピンには、島国であること、米を主
食とする文化であることなど共通点も多い。ホスピタ
リティーにあふれ、年長者を敬い、家族を大切にし、
子どもをかわいがり、物事を直接的に言わず相手の立
場を考えるフィリピン人は日本人が親しみやすい性格
を備えていると考えられる。銃の無法地帯、汚職、貧

出所：フィリピン貿易産業省
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困など、日本国内のフィリピンに対するイメージはい

【スポット研究】なぜ今再びフィリピンか

まだに悪いようだが、実際にフィリピンで生活してい

とである。また日本政府はグローバル化に対応するた

る日本人の中にはフィリピン人を好意的にみている人

めに英語教育を強化していく方針である。英語を話せ

は実に多い。

るフィリピン人はこの分野でも貢献できる。最近、英
語の語学研修を兼ねて、新入社員をフィリピンに駐在

逆にフィリピン人は日本人をどのようにみているの

させ、OJTを行っている日本企業がある。またオンラ

だろうか。親日度に関するアンケート結果によると、

イン英会話ビジネスも増加している。すでに多くの韓

９割を超えるフィリピン人が日本が「大好き」あるい

国人が子どもの英語習得を目的として来比している。

は「好き」と回答している（図表３）
。フィリピン人

英語教師としてフィリピン人を受け入れることで日本

は日本食も大好きであり、最近進出が目覚ましいラー

も英語教育を強化できると思う。

メン屋や日本食レストランにはフィリピン人客が多く
みられる。車も日本車の人気は非常に高く、日本の技

おわりに

術に対する評価も高い。
このように考えると、日本人とフィリピン人はよき

本誌３月号、５月号、本号でフィリピンのマクロ経

パートナーになれるのではないかとの思いを強くす

済の安定、地場財閥のインフラ事業への進出、日本か

る。日本の在留外国人数をみると、フィリピンは健闘

らの直接投資のトレンドなどの面で変化が出てきたこ

している。法務省によれば、2012年末時点でこれま

とを述べた。このような変化を考えると、フィリピン

で３位だったブラジルを抜き、フィリピンが20.3万人

経済はしばらくの間は好調に推移するものと思われ

で第３位となった。伸び率をみると、１位の中国、２

る。ただし、長期にわたって好調となるためには、い

位の韓国／朝鮮、４位のブラジルの前年比増減率はそ

くつかの課題を克服する必要がある。現在、投資家に

れぞれ−2.3%、−2.2%、−7.5%であるのに対し、フ

とってフィリピンの魅力である安く豊富な労働力につ

ィリピンは−0.1%と減少幅が少ない。

いては、経済成長が続けばほかのアジア諸国でもみら
れるように消滅していくものである。海外の投資家に

優しくて人懐っこく、日本に好意的なフィリピン人

とって魅力的な国であり続けるためにはフィリピンの

が日本において活躍できる場はもっと多いのではない

技術力を向上させ、生産性を引き上げていく必要があ

か。日本で高齢化が進むにつれ、看護・介護関係の需

る。日本は海外直接投資を通じてフィリピンの技術力

要は高まる一方である。年長者を敬う考えが強くホス

の向上に貢献できる。

ピタリティーにあふれたフィリピン人はこの分野でも

フィリピンは日本にとって「遠いようで近い国」で

活躍が期待できる。日比経済連携協定に基づき、日本

あり、よきパートナーとなり得る国である。両国が手

は2009〜12年度の４年間で合計670人のフィリピン人

を組むことはフィリピンのみならず日本の発展のため

看護師・介護福祉士を受け入れているが、国家資格に

にも助けになる。フィリピン人は英語を話せることも

合格できずにフィリピンに帰る人が多いのは残念なこ

あり、OFW（Overseas Filipino Worker）注７として
日本のみならずアメリカ、カナダ、中東諸国に出稼ぎ

図表３

アジア10 カ国の親日度調査

に出ている。日本はこうしたフィリピン人の力を借り

Q：日本という国が好きですか？
大好き

好き

嫌い

ることで日本の高齢社会、英語力強化、労働力減少と
大嫌い

いった課題を克服することができる。日本とフィリピ

韓国
中国
台湾
香港
タイ
マレーシア
シンガポール
インドネシア
ベトナム
フィリピン

ンの実態をよく見つめ、日比のパートナーシップがさ
らに深まることを期待したい。
注７：海外出稼ぎフィリピン人労働者のこと。フィリピン海外雇用庁の発
表によれば、2009年のOFWは857万9372人で、現在もおよそ人口
の１割を占めるといわれている。長期雇用のOFWはカナダ、アメ
リカ、日本に多く、短期雇用のOFWは中東に多い。
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出所：アウンコンサルティング株式会社
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