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１．ＡＯＴＳ 団体概要１．ＡＯＴＳ 団体概要

正式名称：一般財団法人海外産業人材育成協会

The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS)

設 立：1959年（昭和34年）8月10日

事業目的：我が国と海外諸国の相互の経済発展

及び友好関係の増進に寄与する

基本財産：7 億円

事業規模：約78億円（2022年度予算）

事 業 所：国内拠点：

研修センター

(東京(北千住)・関西(大阪市・あびこ))

海外拠点：バンコク、ジャカルタ、

ニューデリー

東京研修センター 関⻄研修センター

ミッション：人材育成を通じ、「共に生き、共に成長する」世界の実現を図る

2020年度までの累計実績

受入研修 199,205人
専門家派遣 10,178人
海外研修 217,535人
インターンシップ 1,309人
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・主に経済産業省などの政府開発援助
（ODA）事業の実施機関として長年活動中

・民間連携（民民ベース）によるＯＤＡ事業
（人材育成）が特徴



２. 海外展開支援事例とリバースイノベーション２. 海外展開支援事例とリバースイノベーション

日本企業プロフィール；
資本金：6,600万円、 従業員；50人
業種：プラスチック製品製造業（プラスチック成形品と
加工品の製造及び材料販売等）

・海外の生産拠点構築のため1997年にインドネシア

に法人設立、元技能実習生を始めとする現地人材を
AOTS専門家派遣事業を利用して育成。
・その後、元技能実習生がDirectorとして活躍。日本
人駐在員は営業担当1名のみ。現地法人の運営全

般を現地化し、基幹製品の現地製造化を実現。生産
量の大幅増と売り上げ増を実現。

・これにくわえ、人件費高騰に伴う生産工程の自動化
が進む同地の産業ニーズと捉え、新規事業（自動化
機器製造（ロボティクス））を現地人材で立ち上げ、事
業をさらに拡大。このほか、新たな事業領域を海外
拠点・現地人材で開拓、事業を創出。

・さらに、尼で培った新規事業の技術を日本に逆輸出
すべく、日本国内に新たな事業所を設立。現地拠点
の人材が来日し、立ち上げを担っている。

②現地法人の立上げ

④人材育成による
経営の現地化

外国人材によるイノベーション創出

③新規事業の立ち上げ③新規事業の立ち上げ
⑤新規事業の
フィードバック
⑤新規事業の
フィードバック

イノベーションの環流

海外拠点現地化及び新規事業立上げと日本へのリバースイノベーション（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）

（⓪親日外国人材の育成）

現地人材の登用

③日本人技術者の
派遣による指導

①海外展開

技術移転

日本での新事業の立上げ

日本企業日本企業 日系企業日系企業

3



研修後もAOTS事業及び日尼の友好関係の増進にご協力頂い
ている

３．AOTSの海外ネットワーク３．AOTSの海外ネットワーク

・ペルー同窓会が2013年に始めたペルー国内におけ
る５Ｓ大賞が中南米全域に伝播。 2017年11月に第１

回メキシコ５Ｓ大会、第２回アルゼンチン全国５Ｓ大
賞を実施。それぞれ各国同窓会間で協力し、ノウハ
ウ等の技術移転を図りながら、開催。

・現地の在外公館、日系企業等の協力を得て、独自
に５Ｓ活動を各国で普及。

中南米における５Ｓ普及活動の広がりＡＯＴＳ同窓会；世界44カ国・地域に７4同窓会が組織化

元Astra Daihatsu Motor 社長
前ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ自動車工業会会長
Sudirman MR氏(1974)

Astra Otoparts 社長
元ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ自動車部品工業会会長
Hamdhani Dzulkarnaen Salim(1996)

Toyota Motor 
Manufacturing Indonesia社長
Warih Andang Tjahjono氏(2001)

インドネシアの自動車産業を牽引する元研修生

()は研修参加年
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日本企業・自治体等のグローバル化支援

一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS）

海外現地へのコネクションが欲しい、現地にPRの機会が欲しい

一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS）
のページ
https://www.aots.jp/globalization-support/organization/

 AOTS総合研究所の専用お問い合わせフォームにて、所属先や質問・
申込内容等を記載し送信

支援概要

公募・申込情報等

AOTSの半世紀以上にわたる国際協⼒事業により培ったノウハウと現地パー
トナーとの連携により、海外プロモーション（カンファレンス、セミナー）、業界
視察研修、海外市場調査等、目的やターゲットに応じた最適なソリューション
を提供（有償サービス）

＜提供サービス例＞
 大規模な国際カンファレンスの提案・登壇サポート（100〜250名程度）
 地方特産品や地元ブランドのPR プレスカンファレンス
 現地産業視察ミッション

以下のニーズを持つ、日本企業、業界団体、及び自治体
 販路拡大にあたり、海外現地の国・地域へのコネクションが欲しい
 日本の技術・ソリューションを現地産業界・政財界に向けてPRしたい
 現地ローカル企業に対して、効果的なセールス・プロモーションを⾏いたい
 海外メディアを活用して、現地での認知度を⾼めたい
 海外業界動向・市場調査をしたい 等

支援対象

詳細情報（URL等）

お問合せ先

AOTS総合研究所 グローバル事業部 事業推進グループ
電話︓03-3888-8215 FAX︓03-3888-8242
お問い合わせフォーム
https://www.aots.jp/contact/globalization-support/

４．海外ネットワークを活用した支援４．海外ネットワークを活用した支援
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地域資源（ちくわ、豊橋筆、柿、日本酒）の
輸出促進支援を通じた産業振興

・
・2015(平成27)年度補正予算事業で豊橋市の特産品紹介及びｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ促進を
支援。 AOTSタイ同窓会のネットワークを通じ、現地のテレビ局、ラジ オ局、雑誌
社等を日本に招聘。＞豊橋市観光協会HPにタイ語版が誕生、タイへのアピール
を開始。

・2016年度に、タイでの豊橋特産品のPR事業としてプレスカンファレンスを実施。
計7社のメディアで紹介され、参加企業の1社はタイでの販売代理店が決まる

等の成果があった。

AOTS
協力依頼

タイ現地メディアの集客
依頼

AOTS
タイ同窓会

ええじゃないか豊橋地域
特産品輸出連絡協議会タイ現地メディアタイ現地メディア

プレスカンファレンス ・幅広いメディアを招待 ⇒ ファンを増やす

デモンストレーション ・試食で記者に ⇒ 魅力的な広報
美味しさを伝える

朝の情報テレビ番組で紹介
9月5日（月） PPTV

メディア向けデモンストレーション

Sugoi Japan Facebook 9月6日掲載

事例１；地域産品の海外プロモーション

ローカル産業界向け海外カンファレンス

・日本企業のスポンサーシップによりご要望のテーマで新興国での
カンファレンスイベント等を企画・実施

・現地政府関係者、要人の講演者の確保および聴衆の集客など、ロー
カルネットワークを活用してイベントを開催

日本企業日本企業

AOTS

現地産業界現地産業界

イベントの
企画・運営

各国の
同窓会

協力依頼

集客・講演者紹介、
イベント運営等

ﾈｯﾄﾜｰｸ

新興国での
技術紹介/CSR等
新興国での

技術紹介/CSR等

スポンサー

講演されるAstra Otoparts 社長兼
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ自動車部品工業会会長の
ハムダニ氏 (1996年の受入研修生)

現地産業人材で埋まる会場

事例２；カンファレンスによる海外ＰＲ支援

6



・松江市発祥のコンピューター言語「Ruby」及び山陰地方のIT
産業の国際化のための日印相互交流支援を2013年(平成
25年)からインド・ケララAOTS同窓会のネットワークを活用し
て継続的に支援中。

・様々な形式による日印間の人材交流を支援。

・インド人の若者の日本へのインターンシップ事業などを通じ
て、インドIT人材を山陰地方のIT企業が獲得、そのうち1名は
親子3代にわたるＡＯＴＳ研修生、世代を超えて日印間の架
け橋となる。

・継続的に親日インドＩＴ人材を輩出し、人材獲得を支援。

⇒ 獲得の検討段階に最適！

事例４；地域での親日外国人材の受入支援

協力依頼

関係者紹介、招聘等
依頼ﾈｯﾄﾜｰｸ

AOTSケララ
同窓会

圏域産官学
関係機関

圏域産官学
関係機関ケララ州ケララ州

AOTS

・日本人若手人材をローカル企業、現地公的機関等に派遣、ご要望に
応じたインターンの受入機関をアレンジ

・「本物の現地社会」を通じた修羅場体験、グローバル人材を育成
・親日家の世界各国の同窓会が現地でさまざまなサポート、安全・安
心なインターンシップを実現

日本企業日本企業

AOTS

受入企業等受入企業等

インターンシップの
アレンジ・安全管理

各国の
同窓会

協力依頼

受入機関開拓、
現地安全管理等

ﾈｯﾄﾜｰｸ申込み

電気メーカー様によるﾀｲへの派遣における成果
1. 日常業務を通じ現地語が飛躍的に向上、現
地語学検定準2級に合格

2. 物流効率化プロジェクトに参画、食品分野の
物流システムに関する理解促進、 コスト削減
提案を実施（B2Bの商談に繋がる）

3. 幅広い人脈形成

インターン（若⼿
人材）の派遣

インターン（若⼿
人材）の派遣

事例３；日本企業のグローバル人材育成支援
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インターン（若⼿
人材）の派遣

インターン（若⼿
人材）の派遣



参考） 昨今のAOTS国庫補助事業について参考） 昨今のAOTS国庫補助事業について

海外人材の獲得から育成支援まで、
国庫補助金により様々な形態で人材育成のお手伝いが可能

日系企業等日系企業等 日本企業日本企業高等教育機関

●高等教育機関向け

寄附講座事業（補助事業）
●日本での受入研修事業（補助事業）
●海外での現地研修事業（補助事業）

・日本/日系企業等志向の人材の育成 ・外国人人材の育成による
日本企業の海外展開支援

●海外への専門家派遣事業（補助事業）

産業人材候補生の育成 産業人材の育成

人材供給

専門家派遣・海外研修

受入研修

寄附講座等
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国内或いは現地での
対面指導、研修

国内或いは現地での
対面指導、研修

遠隔ツール等による
指導、研修

遠隔ツール等による
指導、研修

「一気通貫」の海外産業人材育成「一気通貫」の海外産業人材育成 「様々な形態への対応」「様々な形態への対応」

NEW!

NEW!


