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第２節 製造業・一般機械器具 

１.日精エー・エス・ビー機械㈱<事例５> 

１）企業の概要 

（１）日本企業（親企業）の概要 

社名 日精エー・エス・ビー機械株式会社 

設立年月 1978 年 11 月 8 日 資本金 3,860,905,500 円 

所在地 〒384-8585 長野県小諸市甲 4586 番地 3 

TEL:0267-23-1560 (代)  FAX:0267-26-1800  URL:http://www.nisseiasb.co.jp/ 

代表者 代表取締役会長 青木大一 

代表取締役社長 水内一良 

社員数 グループ全体で約 1030 名 

本社 139 名 

事業内容 PET ボトルなど、プラスチックボトルの生産機「ストレッチブロー成形機」、金型、付属機器、

部品の企画・開発・製造及び販売 

グ ロ ー バ

ル 展 開 の

現状 

 

（２）現地企業の概要 

社名 ASB INTERNATIONAL PVT.LTD. 

設立年月 1997 年 2 月 資本金 19 億円 

所在地 E-9,MIDC,Industrial Area,Anand Nagar,Additional Ambernath,District Thane-421506, 

Maharashtra,INDIA 

TEL:+91-251-262-1802/1803  FAX:+91-251-262-1815/1805  Email:sales@asbi.co.in 

代表者 代表取締役社長 水内一良 社員数（内日本人数） 650 人（7 人） 

事業概要 PET ボトルなど、プラスチックボトルの生産機「ストレッチブロー成形機」、金型、付属機器、

部品の企画・開発・製造および販売 
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２）現地事業概要 

（１）事業内容 

PET ボトルなどプラスチック容器の生産機「ストレッチブロー成形機」、金型及び

部品の製造、販売、サービス。 

・資本金 19 億 7600 万円（7 億 6000 万インドルピー） 

・従業員 650 名 

 

（２）事業の特徴 

インド法人は、本社への機械・金型・部品の主要供給基地の位置付けであるが、

インド国内販売及び一部直接輸出も手掛けている。世界水準の品質を確保した製品

を最大限コストダウンすることに取り組んでいる。また、インド法人では、ASB-50MB

という小型機種を開発、設計、製造し、今では本社経由全世界に輸出しており、当

社の売れ筋商品のひとつまで成長させた。 

 

（３）進出形態〈現地法人、現地提携、支社支店等進出形態とその形態とした理由〉 

インドの EOU (Export Oriented Unit：輸出型企業)として 1997 年に設立。当時

は、EOU の日系企業としては、数少ない独資として認可を受け、金型の部品加工か

らスタートしたが、今やグループの生産活動の中核を担うまでに大きく躍進を遂げ

ている。 

 

（４）取引先〈納入先（国）、仕入先（国）等〉 

素材及び購入品は、インド国内を始め、ヨーロッパ・日本を中心に世界各国から

調達している。加工はインド法人だが、簡単なものは出来るだけ外注に移行してい

る。製品は、本社中心に世界各国に輸出しており、インド国内にも直接販売してい

る。 

 

（５）インド国選定理由 

インド選定理由は、何といっても人材。当時は、教育レベルが高く、優秀な人材

が容易に確保出来た。また、英語が公用語で、国際戦略上メリットが大きく、また

インド国内市場の大きさも魅力だった。 

  当社は 2000 年に非常に厳しい経営状況となり、従業員の削減まで行ったことがあ

る。海外展開を考えたのはその 3 年前の 1997 年で、そのころはまだ事業が好調であ

ったこともあり、金融機関からの資金調達もそれほど困難ではなかった。 

販売拠点を全世界におき営業しているが、工場を中国とインドに 2 カ国に設置す

ることで、中国工場は今後の中国国内での需要へ対応、インドは汎用品や標準品を

生産するという狙いで進出することとした。 
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（６）日本企業における現地事業の位置付け 

インド・中国の二カ国に進出するということはリスクヘッジの意味もある。また

日本を含め三カ国間での製造を行うということが、人や技術のやりくりを可能とし、

それぞれの得意分野を活かし、また人材の派遣交流を行うことで、技術的なノウハ

ウの向上にも寄与することが可能となるという考えである。 

 

３）進出経緯 

（１）進出目的 

①進出時の目的 

〈コストダウン、取引先要請、取引先追随（自社判断）、現地市場開拓、その他〉 

もともとは、製品のコストダウン。大手との執拗な価格競争、格安機メー

カーの侵食に危機感を募らせていた為。製造コストだけではなく、調達コス

トもインドのほうが安価になる可能性が多い。加工素材のうち、特殊素材は

欧州・日本から、一般素材はインドで調達しコストダウンを図るとともに、

年間 356 日 24 時間、3 シフトで稼動させることにより製品価格の大幅な低減

が可能と考えた。 

②現在の目的 

〈進出後状況変化等によって目的が変わった場合等、現在の目的や変更理由等〉 

インド法人は物作りのハブ機能として位置付けており、製品だけでなく、

部品、ユニットも製造する。将来、インドは日本の工場に変わる製造の拠点

として考えている。 

 

（２）進出時の課題 

①人材〈採用、人材育成、給与体系、処遇等〉 

インド法人の従業員は現在 650 人程度、380 人が加工部門、残りは設計等

技術部門や管理部門で、幹部はインド人である。 

日本からインドへのエンジニア派遣は７名であり、設計、開発要員。 

インドでの製造を行うにあたっては、トレーニングとして 30 人を 2バッチ

6 ヶ月程度の人材教育を行った。しかし、それだけで日本と同じものが作れ

るようにはならない。インド人にものつくりを教え込むのは、予想以上に困

難であった。慣習の違うインド人に日本風習慣の伝授が難しく、世界水準の

品質を求めるには、粘り強く妥協せず繰り返し指導していく必要性を痛感し

た。そうして三年かけて人材育成を行った結果をもってしても歩留まりが

50％程度であった。現在日本では 4％程度の不良率、インドでは 10％程度の

不良率に改善された。最初から 10 個必要なら 11 個作らざるを得ないという

のがインドの現実である。 
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②資金〈資金調達、支援組織〉 

インドへの投資は当初 28 億円程度で、4 万 3000 平米の土地を購入して 2

万平米の工場を作った。その後も 10 億程度は投資しているので現在 38 億円

程度は投資したことになる。当初の資金はルピー建 30％と円建 70％程度の割

合で現地邦銀からの調達で行った。 

③生産環境〈設備関係、原材料調達、エネルギー需給〉 

生産設備は、主要 NC 工作機械を全台日本から輸入し、日本と変わらない加

工設備環境を整えた。インド工場であるが、国際規格を満足させる製品を念

頭に、設備もトップレベル製品とし、日本人技術者を常駐させ品質管理を徹

底してきた。材料調達は、コストダウンを主眼にインド国内調達を行うこと

は無論のこと、日本及び世界各国からいい製品をリーズナブルなコストでグ

ローバル調達を行っている。生産環境でもうひとつ重要なのが、人材である

が、インドは、日本に比べ低いコストで、将来性のある良い人材が確保しや

すい環境にある。当社は、こうした人材を積極的に登用し、6 年間という長

期間をかけ日本風生産スタイルを根付かせ、いまでは 1 日 24 時間年間 356 日

稼動可能な工場まで整備した。 

インドや中国で生産を行うということは、設計から製品までのすべてを自

分の目で確認しながら行わなければ難しい。 

④マーケティング〈市場開拓、販路開拓、現地コネクション〉 

日本の多くの企業は調査を行うのだが、実態は情報収集を課長クラスの人

間が行い、結果を日本に持ち帰り、その判断は現地を見ていないトップが国

内で意思決定する場合が多いようであるが、これではインドで事業を進める

ことは難しい。トップ自らが現地に出向き、自分の目で確認した上で進出の

判断を行う必要があると思う。 

⑤行政支援（日本、インド国）〈許認可、税制、その他優遇措置〉 

インドの進出にあたっては当初から物作りのハブ機能を志向し、単独出資、

輸出志向企業という形でインド国から認定をもらった。この認定で輸出に際

して税法上の優遇措置を受けられるメリットがある。当社は製造業として早

い進出であり、ソニーと同じ時期である。進出に際して、一緒に投資したい

という企業もあったが、当社としては単独出資にこだわった。自社のハブと

して位置付けるという考えがあったためである。 

 

４）評価・課題 

（１）現地進出の評価 

①利点 

国家体制や政策が極端に変わるリスクは、中国などと比較して少ないとみ
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ている。その他具体的利点については、前述の通りだが、加えてムンバイは

最低限のインフラが整備されており、国際空港・コンテナ港へのアクセスが

容易である点、また鉄鋼業が地場産業として存在していた点等があげられる。 

②課題 

グローバルスタンダード、5S の徹底、外注対策、労務労組対策等を現地従

業員に浸透させることが課題である。また、インドの場合、英国の統治下に

あったということで、法治主義でルールにもとづき物事を進めることができ

る国であると言えるが、整備が不十分な面があり注意を要する。 

 

（２）成功要因 

インド人の素養は非常に高く人材としては優秀であるという印象を受けている。

この人材を、時間をかけて育成し、課題を一歩一歩克服してきたのが成功の要因で

あると考える。 

 

（３）今後の戦略 

①方針 

現在多数の技術者・生産系のスタッフが 3 シフトで年間 356 日稼動の生産

活動に励んでいる。昨年は、加工設備を倍増させるとともに、本社よりベテ

ラン技術者を派遣し、技術・生産センターとしての機能を増幅させた。今後

更に、総合的なグループ製品の商品力・競争力を際立たせる推進エンジンと

して最大限の力が発揮出来るよう注力していきたい。 

②市場 

インドに進出するには、3 年程度の時間をかけ、本社とのコミュニケーシ

ョンをきちんと取れる人材を育成していくという取り組みを行う必要がある。

当社の場合、当初 350 人程度の規模の企業と想定していたが、結果的には 2

倍の規模となった。 

日本の企業と同じレベルの企業を作るという考えを持ち、世界レベルでの

事業を行う企業を作るという考えを持って取り組むことが重要と思う。イン

ドの国内市場も大きく、それほど品質の高くない商品でも通用してしまう部

分もあるが、もっと高い志で仕事をすることが成長するには重要ではないか

と思う。韓国企業もインドに急速に進出しており今後競争は激しくなると思

われる。 

③製品 

日本の工場では 5／1000 ミリ，1／100 ミリ程度の精度が要求されるものは

クラス A として社内生産のもので 8 千点程度、社外調達で 3000 点程度ある。

これを全数検査するとコストがかかるがこのコストをなんとか削減したい。
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外注からの購入品目は 3 万 5000 点程度、クラス A の 3000 点以外の 3 万 2000

点についてはクラス B を抜き取り検査、クラス C を全数検査というランク付

けで検査を行っている。 

インドの能力は十分あるという判断をしているが、まだ日本の要求レベル

にはなっていない、同じものを作るのに時間が 2 倍かかる。しかしながら、

調達コストの低減や製造サイドでのコストダウン並びに安い人件費などによ

る総合的なコストダウン効果により利益を出しているという結果になってい

る。製造業は、10 年単位で物事を考えるべきだと考えている。当社の場合は、

5 年間で黒字に転換、今年で累損は解消出来たが、これにはインドの経済成

長が大きく寄与している面がある。インドは、経営のやり方で効率化がすぐ

に利益になって現われる面があるので、今後もさらに努力していきたい。 

 

以上 




