
IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

日 時 2016年9月20日（火）9:30～11:30

場 所 ①TECHINNOVATION 2016  Singapore Resorts World Convention Centre（Sentosa）

出席者 IFSJ（団長有賀貞一、田中亨、小野瀬由一、下崎寛、堀田充徳、羽柴智彦、東正則、沼澤
昭仁）

視察概要 ◆TECHINNOVATION 2016 の１日目視察
・オープニング講演としてDeputy Prime MinisterのTeo Chee Hean氏のスピーチからスタート
・１日目はクラウド系のテクノロジーやソリューションの発表が非常に多かった。世界各国の他の展
示会同様にクラウド、ネットワーク、デジタルをテーマにした出展が多く、各社ブースを出して商談や
技術交流の機会があった。出展企業はSmall businessでもテーマに特化したブースが多く、例え
ばセキュリティー関連のソリューションなど今後成長していくとみられる分野も多数見受けられた。
【出展組織ロゴ】
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IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

場 所 ①TECHINNOVATION 2016  Singapore Resorts World Convention Centre（Sentosa）

視察概要 【出展組織ロゴ】

（135組織）

・今回の視察で開催側として尽力頂いたIPIのLim Ming KHAI氏とも挨拶する機会があり
ご挨拶と名刺交換とともに今回のサポートを感謝する旨を伝えた。

記録写真

報告者 沼澤昭仁
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IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

日 時 2016年9月21日（水）9:30～11:30

場 所 ②NUS(国立シンガポール大学） CUTEセンター

出席者 CUTEセンター（Keio-NUS Connective Ubiquitus Technogies for Embodiment Center):
末田航博士

IFSJ:（団長 有賀貞一、副団長 髙梨智弘、田中亨、小野瀬由一、下崎寛、堀田充徳、羽柴 智

彦、沼澤昭仁、東正則）

視察概要 １．末田博士の関心と実績

・実世界志向のUI/UX ＊アート ＊ エンタメ (娯楽、教育、メディア）の追及と研究

－ヨットの操船の簡易化、しゃべるドローンの追及

－空間意識の可視化研究

↓
電脳スポーツのAR(実世界インタ－フェイス）

２．CUTEセンターの研究領域

・主要領域：GUI,実世界インターフェイス、モバイルユビキタスコンピューティング、

CSCW(Computer Supported Cooperative Work),インターラクション デザイン

･関連領域：Cognitive Science,Computer Science,Sensing,Communicatin Theory,Design
↓

学際的協働化 7



IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

場 所 ②NUS(国立シンガポール大学） CUTEセンター

視察概要 ３．HCI(Human Computer Interface)の研究と実験

・Smart Sailの研究 →帆をデスプレイにしてビジュアルにしてビギナーでもリード (風向き

、風力によって効率指標を信号化 (赤、黄、青）

・気配を最大化するインターフェイスの研究→デジタルメディアを活用した空気造り

(コミュニケーショングリル）

・ユーザー体験追及→予感、ときめき、気配などを織り交ぜやりがいを上げる

’スキャンダル’・’プロポーズゲーム’などライブと組み合わせた恋愛ゲーム

・一期一会の掛け軸(ディスプレイ)と茶の湯の展開

・位置情報と連携させ(道標)住所と感覚のずれを補正(地番による空間主義と利用者に

よるラベリングにズレが生じる

↓
秋葉原の検索は”外神田１丁目”で応答のところ”オタク”、”メイド”、”明神“などの

タギングをOKにする(タギング：カメラ、AR／ジャイロを活用したポケモンGOの進化）

8



IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

場 所 ②NUS(国立シンガポール大学） CUTEセンター

視察概要 ４．各種ドローンの研究と実験

・ドローンのキーワードは自動帰投機能、自動操縦機能、飛行安定化機能と国際標準化

(オープンフライトコントロールの実現）

・日本は遅れた!(５周遅れ）

・FPV(First Person View)で人間はその空間を自由に飛び回れる状況が来ている

・カラスと対話するカラス型ドローンの試作（Deep Leaning,自動応答）

・オランダにおけるセンサー、ドローン、ロボットを使ったスマートアグリ

５．カラスとドローン

・カラス語の言語解析(バウリンガルの応用）によるカラス向けチューリングテスト

を通して対話、反撃、共存(AI搭載３６０度カメラ搭載のロボット化）

・カラスの食用化と試食(グローバルオープンクラウドソーシング、マーケティング

のスタディ）

・千葉の広い農場を借りてカラスドローンを使った鳩の駆除実験

・カラスとの共生と自動応答
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IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

場 所 ②NUS(国立シンガポール大学） CUTEセンター

視察考察 ・CUTEセンターは海外の大学(慶大、東工大など）、企業、研究機関、政府機関と協働して

まさにオープンイノベーションを実施し、スタートアップを支援している

・ICT,知的資産を活用しながらアイディア創発、プロトタイピング・実験、検証サイクルを

短期間(１０週ルール)で回転させながらスピード感のある環境と条件を整備している

・UI/UXに代表されるHCIでは自在にVR,AR駆使し学際的研究に傾倒しハードよりソフト

重視の研究が主体であり、文化、感性、認知心理学など人文科学に関心を払い融合

アプローチを実現している

・アイディアを生み出すための識見、洞察、課題提案、即決するデザイン思考型アプローチ

が台頭していると思える。フットワークの良い匠(研究者自身）の集まる工房、ワークショッ

プ室を持ち、３Dプリンターなどを利用して目に見えるモデルを相手に研究者はいろいろと

意見交換している様子である。(工房見学）

・気配、勘など感性に訴えるあいまいとしたものを可視化、具体化することに関心があり、

モデリング、シミュレーションアプローチ、応答認識などの重要性を理解している。今後

5感（視覚、 聴覚、嗅覚、味覚、触覚)と結びついたセンサーベースアプローチ、AI適用

などの積極策が打たれるだろう
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IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

場 所 ②NUS(国立シンガポール大学） CUTEセンター

視察考察 ・UIの中で人間ばかりでなく動物を視野に入れたバイリンガルに相当するバウリンガル

(犬の声の翻訳・通訳)の登場があり、その発展形として動物とそこそこの会話ができる

時代が到来。人間の多言語処理(自然言語処理）するバイリンガルは是非とも2020年

まで実現化しなければならない

・ドローンはもともと軍事利用の無人軍用機(無人ヘリでない)から発展したもので

3次元空間を自在に飛び回る機能は農業、漁業、災害対応、SCMなど無限的平和的応用

が想定される。日本における安全を重視しすぎるアプローチも大切だがリスクをとる

イノベーションも期待したい(なますを吹いて5周遅れ）

・認知科学を基軸にしたAIは知的資産の積極活用の典型である(IBMのワトソン活用の

迅速な医療措置)
・シンガポールは淡路島大の面積に500万人が住む緑豊かな貿易、金融、観光立国である。

今後の推進分野は医療など知的分野が国策として打ち出され、ITのプラットホームの整備

などが行政として重点化しつつある。今のところ日本のほうが進んでいるがリスクテーク、

スターアップ、金融政策、ソフト開発などではスピード感は日本より卓越している。大いに

注目し交流を図るべきである。NUSの建物がすべて自在に歩道で連結しているのは漸次

的進化の発展の歴史を語る
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IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

場 所 ②NUS(国立シンガポール大学） CUTEセンター

記録写真

報告者 東 正則（IFSG会員：日本伝統アートの知クラスター）

CUTEセンター 大統領認可の看板 末田航博士プレゼンとQ/A
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IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

日 時 2016年9月22日（木）14:00～16:00

場 所 ③ＮＵＳ Entrepreneurship Centre

出席者 NUS EC（Dr. WONG Poh Kam、Dr. LOH Dor Ngi、Dr. TING Dor Ngi、Director Kevin TAN）

IFSJ（団長 有賀貞一、副団長 髙梨智弘、小野瀬由一、下崎寛、堀田充徳、羽柴智彦、沼

澤昭仁、東正則）

コーディネータ（高橋まさな）

視察概要 １．IFSJ会員成功事例プレゼンテーション

・髙梨理事長、小野瀬副理事長、沼澤専務理事から、 IFSJ会員成功事例についてプレゼン

テーションした（プレゼン資料はP.15～P.30参照）。

２．ＮＵＳ Entrepreneurship Centre概要

・ＮＵＳ Entrepreneurship Centre は、シンガポール国立大学（NUS）が２００２年設立したス

タートアップ企業の支援機関である。

・この支援機関は、いわゆる大学の学部ではなく、その支援機関が提供するプログラムを終

了しても学位を取得できないが、シンガポール政府とシンガポール大学とが連携を行い、
様々なリソースを活用して起業家を目指す学生、若者を支援している。

・NUSとの関係がなくても審査を通過すれば、全世界の若者がだれでも参加することができ、

日本の青年も現在２～３人参加して、起業家を目指している。

・グローバル規模で競争力のあるビジネスに挑戦したい若い才能を持った青年に対して、政
府による支援ポリシーや、ファイナンス、テクノロジーに関するスキル、そしてビジネスを成 13
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IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

場 所 ③ＮＵＳ Entrepreneurship Centre

視察概要 成功に導くための必要なマーケットとのパイプを獲得できるように、すでに成功している起業
家やメンター、投資家などと出会える機会を提供している。

２．ＮＵＳ Entrepreneurship Centre支援強化分野

・ＩＴ、環境、医療分野

・これまで１００社～１２０社の起業家が誕生して、全世界で活躍している。

３．ＮＵＳ Entrepreneurship Centre支援スケジュール

・NUSを中心とした起業家、メンター、投資家との提携によりスタートアップ企業は約１年～２

年間のプログラムを終了して、５年以内にイクジットを目指す企業が多い。

記録写真

報告者 税理士・中小企業診断士 下﨑 寛



Gathering many different persons and their Chi, we can create and share “Ba
( phyical & mental space) of Chi” causing innovation.

１

２

３

４Success
Examples
out of

77 ”Ba of Chi”at IFSJ:

4

IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

• 第２日：9/2１（水）14:00～16:00 NUS Enterprise
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General nanotech today is “submicron”

100nｍ 1mμ 10μm

True nanotech range

1μm100nm10nｍ

Current 
state

"Nanotechnology" has been drawing a lot of attention as a hot word.  On the other hand, 

the size of substances that can be produced by the present "Nanotechnology" is on a 

submicron(0.1μm) basis. By definition, smaller than 100nm in size should be the true " nano". 

However, 100nm is still a challenge to overcome. 

The physical properties drastically changes in the true nano-sized substances.

General nanotech today is “submicron”

Average particle size 
PM2.5

１
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[Uniform nano mist without charge]

General dry mist Uniform nano mist from Feather Grass

1μm 1μm

+

+

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+-

-
-

-

-
-

-+

+

The particle size is large, not uniform, and it 
has the charge on the surface(Lenard effect).

The particle size is small, uniform, and there 
is no charge on the surface. 

It is not easy to evaporate 

because it is easy to cohere. 

The surrounding is wet. 

It is not suitable for vaporization 

heat cooling. 

×
It doesn't cohere, and it is 

easy to evaporate. 

The surrounding is not wet. 

It is the best for 

vaporization heat cooling. 

-

(Note) Nano is smaller than 1μm. 
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[Vaporization heat cooling system]
The third cooling system that exceeds limit of air cooling and 
water cooling

• Unlike the conventional cooling method, there is no need of 
using and cooling the refrigerative to exchange the heat 
with the heat source.

• The refrigerative (air and water, etc.) is not needed. 

• Water deprives and exhausts the calorie for heat of 
vaporization. 

The calorie in which the temperature of 1g 
water is increased/decreased by 1℃ is 1 cal. 
The heat of vaporization of 1g water (latent 
heat) is 596cal. 

With small nano mist of water,
a large cooling effect is demonstrated. 

* The particle size of current dry mist is large (several tens of microns). 
It does not diffuse but coheres, so condensation will occur before 
evaporation. 

Water

１
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[Ultra-fine particle selection and generation device]

 Can generate uniform particles of several 
tens of nm to μm without heat/pressure 
denaturation. 

 Also mixture/encapsulation of two 
material types of different physical 
properties can be performed 
simultaneously. 

WT Nano particulate selection generation system

 Supports delicate materials and high viscosity materials, even those of 10,000cP or more. 

 Decreases damage to materials. Particle crush or friction will not happen, and there are 
neither damage, denaturation nor deterioration in the material. 

 Can generate uniform ultra-fine particles of several tens of nn to μm intensively 
according to the particle diameter target setting.

 Capable of controlling the charge (+, 0, -) for the first mist with a neutral surface charge. 

 Targets throughput for 10-5 to 103g/min order from research level to plant level.

１
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◆Principle of The NPO VERSTA’s activity
• The ultimate goal of this project is that to achieve the 

prevention of global warming through the conservation of 
the Atlantic coastal forest (Mata Atlãntica) in Brazil that 
has been harvested 93% by the agricultural development.

• Our Principle：The NPO VERSTA was established to 
contribute to the realization of   a low-carbon society and 
the promotion of sustainable global environment 
maintenance. 

20

２

131million ha 

13 million ha 
Sete Barras



◆2014-2016 The NPO VERSTA’s activity Plan

21
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9. 2016 The NPO VERSTA’s activities

・2016 Activities photographic recorded

Jussara Palm

Rio Olympic

２
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・ Anti-aging component of Jussara-Plam of VERSTA agroforestry comparison 
with Brazilian fruit 

Reference：Maria do Socorro M. Rufino and other author“Bioactive compounds and antioxidant capacities of 18 non-traditional 
tropicalfruits from Brazil”,Food Chemistry 121 (2010) 996–1002

4.2012-2013 The NPO VERSTA’s activities

Brazilian fruit（Excerpt） Total anthocyanins
(mg/100 g fresh 

matter)

Extractable 
polyphenols

（mg GAE/100 
g）

Yellow flavonoids
(mg/100 g fresh 

matter)Name Breed

Acerola Malpighia
emarginata

18.9 ± 0.9 1063 ± 53.1 9.6 ± 1.4

Camu-camu Myrciaria dubia 42.2 ± 17.0 1176 ± 14.8 20.1 ± 4.4

A:Açaí, assai Euterpe oleracea 111 ± 30.4 454 ± 44.6 91.3 ± 20.6

B：Juçara, Jussara Euterpe edulis 192 ± 43.2 755 ± 8.3 375 ± 87.6

B/A（％） 173.0 166.3 410.7

Function

・Antioxidant action 
(Prevention arteriosclerosis, 
cerebral infarction )
・Suppression of muscle 
fatigue

・Antioxidant action
・Hormone promoting 
action

・Antioxidant action
・Antibacterial and anti-
virus
・Hormone promoting 
action

２



Colloidal Iodine Therapy: Development

Tom Takanashi, Auditor of JCI Pharma Lanka
On behalf of Dr. Sadakane, Director, JCI Pharma Lanka
On behalf of Dr. Kazuhiro Maeyama, Mediart Clinic,Tokyo

３

Sri Lanka
(Factory)

Singapore
(Sales company)

Japan
(Raw Marterial 
Supplyer)

（ © Tom Takanashi 2016 ）
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68-year female: lymphangitic carcinomatosis due to post-
operative recurrence of breast cancer

April 9, 2014 July 3, 2014

３

（ © Tom Takanashi 2016 ）
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Many cancer and intractable disease patients have 
already resumed a daily life by taking colloidal iodine 
preparation with less side effects.

COLLOIDAL IODINE FORMULATIONS

JCI MN Colloidal Iodine (C.I.M.N)
３



Logo Q = Full Color QR code with security functions 
made with numerous patented technologies

4

（ © Tom Takanashi 2014-2016 ） 27
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■To download Smart phone application ■To link to web site

■To see a movie by reading Logo Q printed on calling card,

4 Examples of  Logo Q 
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Creation of the opportunities to access to 5 media4

PCTerrestrial Digital Broadcasting

Direct Male,etc.

Smart Phone

Electric money  
& Prepaid

Digital Signage
Packages

Clothes

（ © Tom Takanashi 2014-2016 ）



Colloidal Iodine Therapy: Export to China

Tom Takanashi, Auditor of JCI Pharma Lanka
On behalf of Dr. Sadakane, Director, JCI Pharma Lanka
On behalf of Dr. Kazuhiro Maeyama, Mediart Clinic,Tokyo

Japan’s Export to China  
using LogoQ secured

（ © Tom Takanashi 2016 ）

★中国の規制：
Serialization／
Trace & Tracking
＝ （ロゴQの活用）

☆ ロゴQ使用 JCI製薬の事例：

4
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IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

日 時 ④2016年9月21日（水）17:00～17:40

訪問先 AMED Singapore Office(2 Science Park Drive,#02-08/09,Ascent,Singapore Science Park I)

出席者 AMED (所長 中村浩 氏)
IFSJ（団長 有賀貞一、副団長 髙梨智弘、田中亨、小野瀬由一、下崎寛、堀田充徳、羽柴

智彦、沼澤昭仁、東正則）

視察概要 １．IFSJについて

有賀団長から、IFSJの設立目的及びIFSJ活動概要について説明した。

２．シンガポール視察研修について

髙梨副団長から、IFSJシンガポール視察研修の目的・視察研修先、 IFSJ会員企業による創

薬事例及び4年後のIFSJ活動目標である“知のオリンピック”開催について説明した。

３．AMEDシンガポール事務所について

中村所長からAMED及びAMEDシンガポール事務所の設立目的・運営概要・活動概要につ

いて説明があった。

１）AMED設立目的

AMEDは、日本再興戦略（平成25年）、健康・医療戦略推進法（平成26年）に基づき、医療

分野の研究開発及びその環境整備の中核的役割を担う機関として、平成27（2015）年4月に

設立された。 31



IFSJ第２回国際大会（シンガポール）視察研修報告

訪問先 ④AMED Singapore Office(2 Science Park Drive,#02-08/09,Ascent,Singapore Science Park I)

視察概要 ２）AMED運営概要

AMEDは、内閣府により理事長・幹事の任命・解任が行われ、文部科学省・厚生労働省・

経済産業省により中長期目標の提示、補助金・運営費交付金の交付が行われる。

３）AMED活動概要

AMEDは、戦略推進部（医薬品研究課、再生医療研究課、がん研究課、脳と心の研究課、

難病研究課、感染症研究課、研究企画課）が5事業部（産学連携部、国際事業部、バイオバ

ンク部、臨床研究・治験基礎事業部、創薬支援戦略部）との「縦横連携」によりMedical R&D
の最適化を目指している。

４）AMED Singapore Office活動概要

・AMED Singapore Officeは2016年6月27日に開所されたばかりで、現地従業員採用も決まっ

ていない状況である。

・AMED Singapore Officeは、アジア大洋州の国際共同研究の推進のための連携強化、技術

情報・政策情報の収集・分析、人的ネットワークの構築等の役割・機能を目指している。

・アジア大洋州の二国間協力・多国間協力の枠組みとしては、SATREPS（ODA utilization -
type）、SICP/SICORP（Bilateral agreement-type）、e-ASIA(Multilateral agreement-type)のほか、

日本が単独で海外で実施するプログラムもある。

・シンガポールでのネットワーク先としては、ファンディング機関（Agency for Science,
Technology and Research, MMRC, National Research Foundation）、アカデミア（NUS,
NANYANG TECHNOLOGICAL UNIV., NUH）、産業界（現地企業・日本企業）をイメージしている。
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訪問先 ④AMED Singapore Office(2 Science Park Drive,#02-08/09,Ascent,Singapore Science Park I)

記録写真

考 察 ・AMEDは、国が定める「医療分野研究開発推進計画」に基づき、9の重点分野（医薬品創

出、医療機器開発、革新的医療技術創出、再生医療、難病克服ゲノム医療、革新的がん医

療、脳とこころの健康、感染症制御、難病克服）を中心とする医療の基礎から臨床までの研
究開発を一貫して推進する組織で、平成28年度予算は1,515億円が組まれている。

・AMEDは、安倍政権による日本の国際社会に対するプレゼンスと日本経済再生の切り札と

して位置付けられている。

・特に、日本は健康寿命世界1位という超高齢化社会の最先端を走っており、医療分野の国

際共同研究開発の拠点組織であるAMED Singapore Officeを視察できた意義は高い。

・今後、AMED Singapore OfficeとIFSJ会員企業との連携促進による事業化を期待したい。

報告者 小野瀬由一 33
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日 時 2016年9月23日（木）10:00～10:40

場 所 ⑤シンガポール日本商工会議所（JCCIS）

出席者 JCCIS（事務局長 長尾健太郎氏）

IFSJ（団長 有賀貞一、副団長 髙梨智弘、小野瀬由一、下崎寛、堀田充徳、羽柴智彦、沼

澤昭仁、東正則）

視察概要 １．ＩＦＳＪ学会説明（有賀会長、高梨理事長）

・日本イノベーション融合学会の設立趣旨及び活動目的を説明。

・不動産、税務、法律等の専門家、実務家がフリーに集まり、「あのテーマが面白いからビジ

ネスに仕立て上げる」ということを行っている。研究のための研究ではない。中小企業の課

題は、資金と人材、販路。１社では難しいことをメンバーの知恵を出してサポート。今後、クラ
ウドファウンティングを含めて本格的にビジネスに仕立て上げていくことを検討していきたい。

２．シンガポール政府の産業政策（シンガポール日本商工会議所 長尾事務局長）

・１９６５年シンガポール設立。昨年、建国５０周年を迎えた。建国当時は、労働集約型の政

策を推進していたが、小さい国なのですぐに卒業。資本集約型、高付加価値産業政策に移

行した。シンガポール政府の政策の特徴は、１０年単位で重点政策が変わること。重点政策
の対象となる産業に対しては手厚い措置が講じられている。
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場 所 ⑤シンガポール日本商工会議所（JCCIS）

視察概要 ２．シンガポール政府の産業政策（シンガポール日本商工会議所 長尾事務局長） 続き

・一方、重点政策が変わることによる影響としては、シンガポール政府から三顧の礼で迎え

られた企業に対して、一定年数経過後「いらない」と言われて退場を求められたというエピ
ソードもある。

・人件費はアジア諸国の中で相対的に高い。シンガポール進出を希望する企業や人材は多

いが、簡単ではない。一方、求められる企業や重点政策に多少なりとも関連する企業に対し

ては、政府からの手厚い支援を受けることができる。競争が激しい一方、何かを研究する、
新しい産業を育成する企業にはよい国といえる。

・最近の重点政策は、バイオ、ＩＴ、科学。加えてこれから来ると思われる新たな分野にもチャ

ンスがある。政府機関の個別ミーティングも積極的。ミーティングを担当するシンガポールの

公務員は、成果主義の下、①よい企業を呼んだ、②どこに出て行った、③どこかに行かせた
などの成果が評価。決裁権を持ち、フットワークも軽い組織である。
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場 所 ⑤シンガポール日本商工会議所（JCCIS）

視察概要 ２．シンガポール政府の産業政策（シンガポール日本商工会議所 長尾事務局長） 続き

・建国５０年間は前だけ見ていればよかった。今までは、東南アジア先進国としてのポジショ

ンを獲得していたが、近年、バンコク、クアラルンプール等の周辺国都市が元気になってい

る。統括拠点として、これまでは誘致に積極的であったが、今後は、アントレプレナーシップ、
大学、若者の起業支援に積極的な姿勢を見せている。

・２０１６年の大学評価では、シンガポール国立大学はアジアで１位。与えられたルールに合

わせることに長けている。シンガポール人は大変優秀。小学生の頃から選抜され、大学に
入るためには勝ち続けなければならない。

・性格は、純粋かつ効率性を重視する国民性。今後、香港の魅力が北京側から見て相対的
に低下する中、環太平洋においてシンガポールの果たす役割は大きい。

３．シンガポール日本商工会議所の役割

・建国1965年の4年後の1969年に設立。当時シンガポール政府は、化学産業誘致政策を推

進、軍による厳重な警備の下、ジュロン島（シンガポールの心臓部）に集積。日本からの進

出企業は、日亜化学、造船ＩＨＩ、住友化学等。当時、日本人は華人を大虐殺したということ
で反日意識が高かったが、初代首相のリーダーシップにより、乗り越えてきた。
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場 所 ⑤シンガポール日本商工会議所（JCCIS）

視察概要 ３．シンガポール日本商工会議所の役割 続き

・会員数のピークは、1998年884会員。 1997年アジア通貨危機以降、2004年710会員

（△174）にまで減少した。ＩＴバブル崩壊、シンガポール賃金高騰、中国台頭の時期でもあり、

日系企業はエレクトロニクス企業を中心とする製造業の離脱が相次いだ。

・2000年半ば頃から、シンガポール政府は、モノを作ってもらうのではなく、統括拠点として

産業をシフト。日経企業も経営コンサルティングオフィス、弁護士、会計事務所、観光サービ
ス等の高付加価値型サービスを提供、ようやく追いついてきた。2009年リーマンショックを

きっかけに、日系企業はシンガポールを再注目している。

・会員数は2016年855会員に回復してきた。業種構成としては、タイ・バンコクが製造業で占

められるのと対照的に、シンガポールはサービス業が中心（ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ）であり、最近、中
小企業が一気に増えている傾向。

・在邦人数は過去最大の３万７千人（未登録の家族を含めると実質４万人は超えている）。

治安が良いことから、家族で赴任する傾向が見られる。在邦人向けのビジネスも多く、最近
では、特に奥様、ご子息向けの美容院、塾、娯楽等のサービスが増えている。

・シンガポールは、お金を持っている国ということで、パイが少ない中で世界から売り込みが

多い一方、競争も激しい。シンガポール商工会議所の会員の最大の特徴は、退会が多いこ
と。サービス業、中小企業の入会が多いが退会も多く、近年は、毎年微増の傾向。
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場 所 ⑤シンガポール日本商工会議所（JCCIS）

視察概要 ３．シンガポール日本商工会議所の役割 続き

・上場企業の会員からの代表的な要望としては、基準認証、人と物の移動の自由等。シン

ガポール国内というよりも統括拠点として、ＡＳＥＡＮ、アジア太平洋諸国をどう巻き込んでい

くのか。東南アジアの日本商工会議所連合会と連携してＡＳＥＡＮ事務局に対して要望を訴

えている。アジア諸国はＥＵと違って各国政府の思惑に左右されるため、金融政策は反映さ
れにくい。

・ベトナム、タイ、インドネシア等、東南アジア諸国における商工会議所の本来的役割として

は、建国当時は、この先どうなるか分からない中で「規制に関する要望」が最も多いが、シン

ガポールにおいては、規制に関する要望の段階を終えている。会員企業から期待されてい
るシンガポール商工会議所の主な役割は次のとおり。

【シンガポール商工会議所の主な役割】

①プラットフォームを使って情報収集

②プラットフォームを使って新しいつながり

③広範囲なエリアに対する要望

４．意見交換 機関紙・レポート

・日本イノベーション融合学会では、２０２０年東京オリンピックに合わせて、中小企業を中心

とした「知のオリンピック」開催を目指していることを説明。趣旨を理解いただくとともに、シン
ガポール日本商工会議所とは、引き続き意見交換を行いたい。
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場 所 ⑤シンガポール日本商工会議所（JCCIS）

記録写真

報告者 堀田 充徳 独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業大学校旭川校

（ＩＦＳＪ会員、中小企業診断士 ・ ＩＴコーディネータ）


