
 1

１９高度化－２ 

調査・研究報告書の要約 

書  名 平成１９年度欧米・アジアにおける包装機械技術に係わる調査研究報告書 

発行機関 社団法人 日本機械工業連合会・社団法人 日本包装機械工業会 

発行年月 平成２０年３月 頁  数 ９３頁 判  型 Ａ４ 

［目次］ 

   序 （金井会長の序） 
  はじめに （石田会長の序） 
  委員会名簿 
  目次 
  第１章 調査の背景と目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 
  第２章 包装機械産業の貿易及び海外進出に関するアンケート調査結果・・・・・・・・３ 
   ２－１ 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
   ２－２ 配布方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
   ２－３ 集計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 
   ２－３－１ 輸出に関して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 
   ２－３－２ 輸出をしていると回答した企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 
   ２－３－３ 輸出の計画があると回答した企業・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 
   ２－３－４ 現在輸出はしていない、または輸出の計画はないと回答した企業・・・１２ 
   ２－３－５ 海外への進出（合弁も含め）に関して・・・・・・・・・・・・・・・１３ 
   ２－３－６ 海外へ進出（合弁も含めて）していると回答した企業・・・・・・・・１４ 
   ２－３－７ 海外への進出（合弁も含めて）を計画していると回答した企業・・・・２２ 
   ２－３－８ 撤退、海外拠点を設けていない、進出は考えていないと回答した企業・２４ 
   ２－４ まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 
  第３章 国内の包装機械産業の海外展開の取り組み状況・・・・・・・・・・・・・・３０ 
   ３－１ Ａ社の海外進出について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０ 
   ３－２ Ｂ社の海外展開の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１ 
   ３－３ Ｃ社の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 
   ３－４ Ｄ社の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３２ 
   ３－５ Ｅ社の海外のあゆみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 
   ３－６ Ｆ社の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ 
   ３－７ Ｇ社の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 
   ３－８ Ｈ社の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 
   ３－９ Ｉ社の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 
  第４章 日本における先進企業の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 
   ４－１ 株式会社サタケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 
   ４－２ 四国化工機株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 
   ４－３ 株式会社サタケと四国化工機株式会社の現状と特質・・・・・・・・・・・４６ 
   ４－４ ボッシュ・パッケジング・テクノロジー株式会社・・・・・・・・・・・・４８ 
   ４－５ ノードソン株式会社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 
   ４－６ ヒアリングのまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 
  第５章 海外の包装機械産業の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 
   ５－１ 包装機械の輸出に関するドイツと我が国・・・・・・・・・・・・・・・・５５ 
   ５－２ コパマ（COPAMA）および世界の包装機械産業・・・・・・・・・・・・・・５９ 
   ５－３ 海外に関する情報収集窓口について・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４ 
  第６章 海外展開についての技術的課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 
   ６－１  ＥＵの基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 
   ６－２ 米国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ 
   ６－３ 中国・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ 
  第７章 包装機械の将来像 アンケート調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 
   ７－１ 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 
   ７－２ 配布方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 
   ７－３ 回答者内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 
   ７－４ 分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２ 
   ７－４－１ 全体集計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７２ 
   ７-４-１-１ 包装機械の近未来像 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５ 
   ７-４-１-２ 社会的課題への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７９ 
   ７-４-１-３ 安全・衛生への取り組み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８３ 
   ７-４-１-４ 海外との関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８５ 
   ７－５ アンケートのまとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７ 
   ７－５－１ アンケート結果の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７ 
   ７－５－２ 「海外に関する質問」に関してのまとめ・・・・・・・・・・・・・・９０ 
  第８章 まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９２ 
 
  資料 １ 包装機械産業の貿易及び海外進出に関するアンケート用紙・・・・・・・・資１ 
  資料 ２ 包装機械の将来像のアンケート用紙・・・・・・・・・・・・・・・・・・資２ 



 2

［要約］ 

第１章 調査の背景と目的 

 包装機械産業にとり貿易が必要な背景と目的について次のように述べている。 

包装機械産業の規模は年間4,000億円を超える規模になっているが、そのうち輸出は約

７％であり、内需型産業というイメージが定着してしまっている。日本国内の需要の増大

が期待出来なくなっていることから、日本の包装機械産業の将来を考える上で国際的な活

動を増大することを真剣に検討する必要がある。一方ドイツ、イタリアの包装機械産業を

みると、その多くは輸出比率が70～80％に達しており、国際的な産業としての地位を確立

している。そこで包装機械産業が輸出を増大させ、海外進出を図るには解決しなければな

らない多くの課題がある。包装の対象となる食品や薬品は、先進国や発展途上国のいずれ

であっても、相手国の伝統や文化と密接な関係をもっている。包装機械産業はこうした問

題に対し、多くの情報を収集して柔軟に対処する必要がある。またこれまで輸出や海外進

出に取り組んだことのない企業が、こうした方向へ乗り出して行くためには、どんな問題

があるのか、どのようにして相手国のなかで市場開拓を進めることができるのか。相手国

の競合企業との関係、類似製品の発生、知的財産権の確保の問題、また欧州をはじめとし

て生産工程や機械製品に関する法律や規格が多種多様な形で整備されつつあり、この傾向

は途上国にも影響し始めている。このような情報についてもよく知ることが必要である。 

 

第２章 包装機械産業の貿易及び海外進出に関するアンケート調査結果 

２－１ 概要 

 調査研究委員会は包装機械の貿易拡大の資料とするため、アンケート調査を行った。 

２－２ 配布方法 

２－３ 集計 

 集計して分析した内容を示す。 

（１）輸出に関する回答 

 回答企業の 86％（49 社）が輸出をしており、生産高に対する輸出高比率は平均 17.3％

であった。日本包装機械工業会の「生産・輸出入統計資料」の平成 17 年度の輸出高は 281

億円で生産高 4,066 億円に対する輸出比率は 6.9%である、今回の調査では輸出比率の高い

企業からの回答が多かったと推測でき、輸出比率の高い結果になっている。輸出先で最も

多いのは中国及び韓国の 78％、次いでその他アジア州 76％であり、輸出している機種で最

も多かったのは「製袋充てん機」で個装・内装機械が大半を占めた。輸出業務の状況では、

「順調」及び「まあまあ」を合わせると約 79％であった。 
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 輸出をしていない、または計画をしていないと回答した企業は約 12％（7 社）で、輸出

を考えていない理由として回答が高かったのは「現地での技術指導が困難」、「適正価格が

出せない」であった。 

（２）海外進出に関する回答 

 海外への拠点は生産、営業、サービスを含めて合計 71 箇所であった。海外進出の拠点先

は中国が最も多く 56％、ついでその他欧州及びアメリカの 26％である。海外事業の状況で

は、「順調」および「まあまあ」を合わせると 79％である。 

 海外進出の際に知りたかった情報は「現地の部品供給メーカーの技術力」が最も多かっ

た。海外拠点を計画していない企業は 54.4％（31 社）で、理由として最も多かったのは「現

地での技術指導が困難」であった。 

 

第３章 国内の包装機械産業の海外展開の取り組み状況 

 ここでは、日本国内の主要な包装機械メーカーが、海外展開に関して実際にどのような

取り組みを行っているかを報告している。国内の先進的包装機械メーカーの海外貿易に対

する今までの取り組み状況を集めた。 

３－１ Ａ社の海外進出について 

３－２ Ｂ社の海外展開の状況  

３－３ Ｃ社の取り組み  

３－４ Ｄ社の取り組み  

３－５ Ｅ社の海外のあゆみ  

３－６ Ｆ社の取り組み  

３－７ Ｇ社の取り組み  

３－８ Ｈ社の取り組み  

３－９ Ｉ社の取り組み  

 以上の 9 社とも様々な取り組みをしている。ここで代表的な例をあげてみる。  

Ａ社は輸出を本格的に始めるために、1976 年４月に海外事業部を創設した。最初は４名

でスタートし、会社の方針として直接貿易を行う事を徹底し、世界各国に順次販売店を設

定していった。当初こそ、売上は低迷したものの、販売店設定後は順調に売上を伸ばすこ

とができ、９年目にして大台をこえる売上を達成した。 

その後、海外事業部から国際事業部・国際本部と名称も変わり、売上高は 1990 年に倍増

した。その後も、海外の販売店網が世界中に広がり、売上高は年々増え、輸出比率も 20～

30％まで上がってきた。今年度は外国人従業員２名を含め、国際本部の人員も 19 名となり、
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さらなる発展を目指している。 

以上の如く各社の取り組み事例を紹介している。 

 

第４章 日本における先進企業の取り組み 

 日本には、包装機械やその関連産業において早くから海外展開を推進して確固たる地位

を築いた企業が多くある。また、海外から日本に進出してきた企業が、日本法人をつくり

日本の企業として海外展開を行っている例もある。ここではこれらヒアリングした内容を 

示している。 

４－１ 株式会社サタケ  

４－２ 四国化工機株式会社  

４－３ 株式会社サタケと四国化工機株式会社の現状と特質  

４－４ ボッシュ・パッケジング・テクノロジー株式会社  

４－５ ノードソン株式会社  

４－６ ヒアリングのまとめ  

 合計４社をヒアリングし、日本の包装機械の輸出を増加させるための要因をまとめてい

る。 

 輸出を増加させるには、 

（１）製品、技術 

 輸出しようとする製品は、まず、技術的に優秀な製品でなければならない。ヒアリング

した４社とも、開発に力を入れ、世界で通用する技術、製品を持っている。コストの勝負

では駄目で、多少高くても技術的に良い製品を輸出することが必要である。 

（２）人材 

 人材は全てのベースであるが、輸出の場合は特に、技術的、営業的な能力に加え、語学

の堪能な人材が必要で、輸出相手国の慣行なども理解していなければならない。（語学だけ

が堪能では駄目である）とくにこの面では、日本の企業は遅れているのではないかと感じ

る。これは、出先機関だけでなくコントロールセンターとしての人材も必要である。ボッ

シュ社の話で、ドイツの 200～300 人位の会社でも人材の問題で輸出ができていない例もあ

る。初期に代理店を使う事もあるが、それをコントロールするパワーが必要である。 

（３）資金 

 輸出相手国でのビジネスには時間がかかり、またリスクもある。そこで、ある程度の資

金が必要となる。ボッシュ社、ノードソン社などは買収も含め十分な資金を元に海外での

ビジネスに成功している。 
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（４）サービス体制 

 ヒアリングしたどこの企業もサービス体制、現地生産を行っており、サービスを十分に

行うことにより顧客の信頼を得て、ビジネスを伸ばしている。「ノードソンは、サービスが

出来ないところには販売しない」と言っており、サービスの重要性を強く意識している。

サービス体制、サービス網の確立も資金面、人材面が大きく関係してくる。 

（５）継続的開発 

 ヒアリングした４社とも開発には積極的で常に開発費も売り上げの５％～10％をつぎ込

んでいる。現在の製品がいくら良くて販売が順調でも、競合もあるし真似されることもあ

る。また、社会状況の変化（環境問題等）も有ることから、常に改良開発は必要である 

（６）チャンスを生かす 

 自分の方から積極的に輸出を行うほか、ユーザーや、海外からの引き合いによって輸出

するケースも多い。四国化工機株式会社はヤクルトの充填装置開発からヤクルトが台湾で

製造することで、輸出の足がかりを作っている。受け身的な開発や輸出は、いつも効果が

上がるとは限らないが、リスクが少ないので、チャンスだと思われる。このようなチャン

スは積極的に生かす努力が必要と思われる。 

（７）真似されるのを恐れない 

 都度、「中国に輸出すると真似されるので、輸出しない」という話を聞くが、真似される

のを恐れていてはビジネスにならない。簡単に真似されるような装置では元々輸出の出来

る機械ではない。長年にわたって築き上げられたノウハウは簡単に真似されるものではな

く、最後には良い物が市場に残る。「中国無しにはビジネスは考えられない」（ノードソン

社） 

 以上の如くまとめてみると、当たり前のことばかりであるが、当たり前がなかなか出来

ないところに問題があるとしている。 

       

第５章 海外の包装機械産業の状況 

 ここでは、包装機械産業の海外展開に関連する情報をとりまとめている。 

 第１は、欧州におけるドイツのメーカー事情と日本のメーカー事情との比較論考であり、

第２は、コパマ会議や世界の包装機械産業の動向、第３は、中国やインドに関する情報の

入手先に関するものを述べた。 

５－１ 包装機械の輸出に関するドイツと我が国  

 輸出の多い「ドイツの包装機械メーカー」という意味で特徴をみてみる。 

（１）一般的な事項 
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 一口に言ってドイツの機械は高価格帯が中心である。 

  ①そのため対象商品がロングライフでなければ償却が困難である。包装形態に変化のな 

   い商品、例えば医薬品（錠剤、液剤、カプセルなど）、家庭用小麦粉、砂糖、コーヒー、 

   キャンディーなどを対象に受注努力する。 

  ②基本仕様の部分を重点に、ユーザーの個別希望仕様を削減、ユーザー特別仕様の部品 

   や追加製作は現地調達、現地作業を多くする。 

  ③稼働率と耐用年数の向上で包装工程のランニングコストを競争力にしている。 

（２）アフターサービス、稼働率維持について。 

  医薬品のように包装を含む許認可対象製品などは不良品の発生は極端にまで制約される。  

 その関係で下記の対策が必要不可欠。 

  ①受注時契約に、必要不可欠の予備品発注を条件に入れる。 

  ②使用条件、特に免責事項の話し合いを記録に残す。 

  ③オペレーターの研修の徹底、ユーザーの生産技術、工場管理の技術情報を共有（特に 

   被包装物の経時変化などの情報）する。ユーザー（アジア）のオペレーターは欧州へ 

   の研修を喜び、その後のファンになる。 

  ④ユーザーの技術レベルに応じた対策や現地調達可能部品の情報交換（特に電気電子関 

   連）などコスト対策の必須事項である。機械本体の価格以上に、納入後の後追いコス 

   トの予算計上を怠ると赤字になる。 

（３）納期問題 

  納期は長い、顧客もそれを見込んで購入計画を立てているようにも見える。日本のユー  

  ザーは、一部を除いて設備計画が短期決定なので納期の速い日本メーカーに敵わないこ 

  ともある。 

（４）販売体制 

 販売体制は古くから日本でもお馴染みの販売代理店があって、これらは非常に強力であ 

った。ドイツで企業統合があり、これらの代理店の契約も順次解消して自主販売となった 

が、統合後の販売部門にはこれらの代理店の社員だった人が多く採用されていた。 

（５）設計の方法 

  メカニズム屋にとってドイツの機械はやはり「よい機械」と断言できる。それは加工、 

 組立の伝統的とも言えるやり方で、例えば組立でフレームを立ち上げるときは必ず定盤の 

 上で行う、大きな機体にはその機種専用の組立ジグを使って組み始める、というようなこ 

 とが機械の長寿命、長時間の安定運転につながることは勿論だが、それ以前に設計の考え  

 方である。彼らは理由無しに行動はしない。すべて理論的に納得しなければ先に進まない。 
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 一切妥協は許されない。 

（６）世界の情勢 

  この 10 年前頃から、かなり名の知れた大手の包装機械メーカーが次々と姿を消した。こ  

 の傾向は欧州でも見られるようである。ドイツの包装機械業界はもう過去のものになりつ 

 つあると断言する人もいる。これは装置開発のテンポと装置のコストと、そして完成した 

 装置の運転スピードである。包材のランニングコストが少なくて済むから、装置コストは 

 若干高くてもバランスするかも知れないが、それもユーザーの商品が受け入れられて機械 

 が大量に出るかどうかにかかっている。 

 以上をドイツメーカーの特徴としてとらえている。 

５－２ コパマ（COPAMA）および世界の包装機械産業 

 ここではコパマ（COPAMA）および世界の包装機械産業について記述している。 

 コパマ（COPAMA）は世界の包装機械産業にとって共通の関心事を討議する場を設けるた

め、1990 年６月にイタリア（UCIMA）、ドイツ（VDMA）、イギリス（PPMA）、フランス

（SCIPAG-EMBALCO）、スイス（VSM）、スペイン（ASUMA-ENVASGRAF）、およびアメリカ（PMMI）

の７カ国・７団体によって、Confederation of Packaging Machinery Associations 略称

COPAMA（世界包装機械団体連合会）が設立され、日本（JPMA）は、1991 年オランダのユト

レヒトで開かれた COPAMA 会議の席で、オーストラリア（APMA）、およびオランダ（GMV）と

共に加盟が承認され、その後、チェコ（SYBA）、中国（CFPMA）、ロシア（PACKMASH）、およ

び韓国（KPMA）が遂次加盟し、現在は 14 カ国・14 団体が加盟している。 

 COPAMA の会合は、これまでドイツでの INTERPACK、アメリカでの PACKEXPO、イタリアで

のIPACKIMA、日本での JAPAN PACK、などの加盟国に於ける包装機械展に合わせて開催され、

各国の包装機械産業の動向に関する情報交換、EC 機械指令の実施に伴う包装機械の安全に

関する欧州規格の進捗状況、包装機械の輸出入関税コードの改訂、インターネット導入、

コピー機問題、等々を議題に話し合ってきた。 

 最近の会議は、2007 年７月に中国（上海）に於ける PROPAK CHINA 展の会期中に開催さ

れこの会議内容を紹介している。 

５－３ 海外に関する情報収集窓口について 

 海外に関する情報収集窓口について、特にここで中国に設立した「上海包装機械現法懇

話会」について以下の如く説明している。 

 日本包装機械工業会は、中国進出会員企業の経営の安定化と共同事業の推進を目的に、

日中経済協会の支援・協力の下、2006 年５月 25 日に「上海包装機械現法懇話会」を設立

した。 
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 日本包装機械工業会会員企業のうち 2006年５月 25日当時で約 30社が合弁あるいは独資

のかたちで中国に進出し、包装機械・関連機器の設計製作、販売、サービス等の事業を展

開していた。しかし、進出した会員企業の多くは、中国政府はじめ現地関連機関の経済政

策・税制改正等の最新情報をスムーズに入手できず、諸々の困難に直面していた。 

 特に、包装機械の素材となる鉄鋼材や部品の調達面での問題、部品加工協力会社の確保

の難しさ等が指摘されていた。 

 これらの課題を解決するには個別企業の努力では限界があり、数年来、現地進出会員企

業の多くから日本包装機械工業会へ向けて、進出企業間の協力体制をネットワークで構築

し、経営の安定化を図りたいとの要望が寄せられてきた。 

 日本包装機械工業会は、これらの要望に応えるため、2006 年２月８日に同工業会内部に

「上海包装機械現法懇話会設立準備委員会」を設置し、中国への進出会員企業と協議を重

ねてきた。この結果、日中経済協会上海事務所の支援・協力のもとに、「上海包装機械現法

懇話会」を設立した。 

 

第６章 海外展開についての技術的課題  

 包装機械産業が輸出や海外展開を行う場合に、注意しなければならないものとして、製

造技術や製品に使用する材料などに関して、相手国の法律や規制がある。とくに最近は、

安全と環境に配慮するための規制が増加しており、これらに関する知識は必須になってい

る。このような規制に関してもっとも進んでいるのは EU であり、EU の基準が国際標準と

なりつつあり、国際的な活動を行なう企業は EU の安全や環境に関する規制をクリアするこ

とが重要である。ここでは EU の規制を中心に、米国やアジアの国の規制について簡単に触

れている。 

６－１   ＥＵの基準  

 EC 指令、REACH、RoHS、ELV、Eup、WEEE、について簡単に触れている。 

６－２ 米国  

 OSHA、HPV チャレンジプログラム、カリフォルニア州 電子廃棄物リサイクル法につい

て簡単に触れている。  

６－３ 中国  

 CCC、電子情報製品汚染管理弁法、新化学物質環境管理弁法、について簡単に触れている。 

 

第７章 包装機械の将来像 アンケート調査結果 

 ここには包装機械の将来像についてのアンケート調査結果を収録した。 
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７－１ 概要 

 2007年 10月 16日～20日に開催したジャパンパックの来場者と包装学校の生徒に対して

包装機械の将来像について実施したアンケート調査の結果を分析している。 

７－２ 配布方法 

７－３ 回答者内訳 

７－４ 分析 

 包装機械の将来像について集計分析と過去３回の調査の比較分析を行っている。 

７－５ アンケートのまとめ 

全体集計で「重要である」の回答が高い項目は「作業者に対する安全性の確保」91％、

「包装コスト削減」90％、「省エネルギー・省資源化包装」90％で、この３項目は実現時期

に関しても「既に実現」～「３年後」の回答が他の項目よりも高かった。 

一方「重要である」の回答が低い項目は「欧米製機械の導入」23％、「東南アジア製機械

の導入」19％であった。この集計結果から包装機械の海外進出に比べて海外からの導入に

対しては消極的である事がわかった。 

業種別の比較では、各項目の重要度はほとんど一致していた。「包装コスト削減」、「省エ

ネルギー・省資源化包装」、「作業者に対する安全性の確保」は、全ての業種で重要度が高

かった。 

これらの項目の実現時期は「既に実現」～「３年後」と考えられており、特に「作業者

に対する安全性の確保」は「既に実現」の割合も高くなっている。 

次に｢欧米機械の導入｣、｢東南アジア製機械の導入｣などの海外に関する質問事項を今回

特別に設けた。そこで、再度分析して、その内容を記述している。 

「日本の包装機械の輸出拡大」、「日本の包装機械メーカーの東南アジア進出」、「日本の包

装機械メーカーの欧米進出」に関して包装機械メーカは 61％、55％、48％と他の業種より

高い数値で必要性を強く感じている。特に、海外への輸出拡大への関心度が高い。 

「東南アジア機の導入」「 欧米機の導入」に全体の「重要度」ははそれぞれ 19％、23％で

あるのに対して包装機械メーカーは 11％、17％と低い割合である。輸出、進出に関して包

装機メーカーは必要性を感じている反面、導入の｢重要である｣との割合は低い。競争関係

にあるので、うなずける数値であるとしている。 

 

第８章 まとめ 

 この調査研究委員会では以下の点に注目するべきであるとしている。 

（１）海外展開にあたっては、まず輸出や海外展開の対象国についての情報が必要である。 
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（２）海外において自社の製品に対する需要として、どのようなものがあるか。自社の技  

 術や製品が受け入れられるかを検討することが重要である。 

（３）対象国において、包装機械のユーザーが関係する食品工業会、農業団体、医薬品工 

  業会などの情報を入手することからはじめるのが合理的である。 

（４）すでに輸出や海外展開を行なっている企業において、これらの活動を倍増するには 

  どのような方法があるかを検討することが重要である。 

（５）輸出や海外展開のきっかけは、知人、友人のもたらした小さなことがらであること 

  が多い。海外に接点を持っている知人、友人とのコンタクトを怠らないようにするこ 

  とも重要である。 

（６）まだ輸出や海外展開を行なっていない企業に、継続的に海外の情報が得られるよう 

  な仕組みが必要である。 

（７）継続的に輸出や海外展開を成功させるには、自社の技術が真似されにくく独自のも 

  のであることが重要である。しかし、いずれは途上国の企業が追随してくるので、常 

  に技術開発を続けることが重要である。 

（８）日本包装機械工業会で、会員企業が海外の情報を容易に得られるようなサービスを 

  拡大する。 

（９）これから成長してゆく中国やアジア諸国などには、工業会の会員企業が海外へ進出 

  するために役立つ現地連絡所を設置するなどが考えられる。 

 

 以上のようにこの調査研究報告書はまとめている。 
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