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１．⾃⼰紹介
ばんのなおと
坂野直⼈
〜ギタリストと中⼩企業診断⼠の⼆⼑流〜
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福⽥進⼀（「マチネの終わりに」のモデルとなったギ
タリスト）ほか、複数の世界的なギタリストに師事
⽶国テキサス州のケーブルテレビ局の番組に出演
TBSテレビ｢すばらしき仲間２｣にて歌曲伴奏を担当
東京国際ギターコンクール1次予選審査員（2010，2011，
2017，2018年）
⽇本ギター連盟主催ガラコンサート・名曲コンサート
出演（2014，2015，2018年）
ギター⼤好きみんな集まれギターコンペティション審
査員（2017，2018年）
GLC主催 学⽣ギターコンクール予選・本選審査員
（2019年）
（公社）⽇本ギター連盟正会員（プロギタリスト）

中⼩企業診断⼠（鉱⼯業部⾨：旧制度）登録（1995年）
（株）⽇⽴製作所を早期退職（2002年）
中⼩企業診断⼠として独⽴開業（2008年）
（株）ＢＹＸ創業 代表取締役就任（2014年）
（⼀社）IAbM総研設⽴ 代表理事（副理事⻑）就任
（2017年）
ITコーディネータ協会員
⽇本セキュリティ・マネジメント学会員
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坂野のビジネス英語関連の著書
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『英⽂ビジネス・レポート表現＆⽂例集』（⽇本実業出版社）：初めての単著



２．国際化⽀援機関
（１）JETRO
（２）JICA
（３）中⼩企業基盤整備機構
（４）東京都産業労働局
（５）東京都中⼩企業振興公社
（６）東京商⼯会議所
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（１）JETRO
独⽴⾏政法⼈⽇本貿易振興機構（ジェトロ）

出所：https://www.jetro.go.jp/
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（２）JICA
独⽴⾏政法⼈国際協⼒機構（ジャイカ）

出所：https://www.jica.go.jp/
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（３）中⼩企業基盤整備機構
国の中⼩企業政策の中核的な実施機関

出所：https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/index.html
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（３）東京都産業労働局
東京開業ワンストップセンター（国と共同）

出所：http://www.senryaku.metro.tokyo.jp/onestop/japanese/top/
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（４）東京都中⼩企業振興公社
Tokyo SME Support Center（国際事業課）

出所：https://www.tokyo-trade-center.or.jp/TTC/



12

（５）東京商⼯会議所
海外ビジネス無料相談

出所：https://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/globalsupport/



３．⽬的別で⾒る国際化
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（１）JETROの⽬的別国際化⽀援
（２）国際協⼒機関としてのJICA
（４）中⼩機構の海外展開⽀援
（３）東京都の⽀援機関の使い⽅



（１） JETROの⽬的別国際化⽀援
⽬的別の国際化⽀援項⽬

参照：https://www.jetro.go.jp/theme/

区 分 ⽬ 的 項 ⽬
アウトバウンド 輸出 制度・⼿続き

関税・関税制度
取引先を探す
市場トレンド
初めての輸出への取り組み

海外進出 進出時の制度・⼿続き
税制・法制
進出先の検討
市場トレンド
基本的な知識

インバウンド 外国企業誘致 輸⼊
知的財産保護
EPA/FTA、WTO

基準・認証、ルール形成戦略
その他 越境EC

BOPビジネス
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（２）国際協⼒機関としてのJICA
政府開発援助（ODA）を⼀元的に⾏う実施機関

引⽤：https://www.jica.go.jp/about/vision/index.html
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JICAのビジョン
ミッション
JICAは、開発協⼒⼤綱の下、⼈間の安全保障と質の⾼い成⻑を実現します。
ビジョン
信頼で世界をつなぐ
JICAは、⼈々が明るい未来を信じ多様な可能性を追求できる、⾃由で平和か
つ豊かな世界を希求し、パートナーと⼿を携えて、信頼で世界をつなぎます。
アクション
1. 使命感：誇りと情熱をもって、使命を達成します。
2. 現場：現場に⾶び込み、⼈びとと共に働きます。
3. ⼤局観：幅広い⻑期的な視野から戦略的に構想し⾏動します。
4. 共創：様々な知と資源を結集します。
5. ⾰新：⾰新的に考え、前例のないインパクトをもたらします。

国際派診断⼠が専⾨家として活躍する場としての意味合いが⼤きい



（３）中⼩機構の海外展開⽀援
中⼩機構の海外展開⽀援施策
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名 称 内 容 URL（出所）
海外ビジネスナビ • 海外ビジネス情報

• 国際化⽀援アドバイザー（無料相談）
• 海外展⽰会ハンドブック 他

https://biznavi.smrj.go.jp/

海外展開に関する
相談（無料）

• 中⼩企業国際化⽀援アドバイス
• 展⽰会での出張アドバイス
• 海外展開セミナー

https://www.smrj.go.jp/sm
e/overseas/consulting/ind
ex.html

ビジネスミッショ
ン事業

中⼩機構の特設サイトを活⽤した外国語によ
る海外企業への情報発信及び中⼩機構の専⾨
家を活⽤した海外現地派遣⽀援

https://www.smrj.go.jp/sm
e/overseas/strategy/index.
html

NIPPON	QUALITY 海外からのバイヤーが多数来場する国際的展
⽰会「ギフト・ショー秋」への出展を通じて、
海外販路開拓・拡⼤を⽀援するプロジェクト

https://nipponquality.smrj.
go.jp/

SWBS 中⼩機構が運営する海外ビジネス総合情報サ
イト（2019年12⽉末に閉鎖した後リニューア
ル予定）

https://swbs.smrj.go.jp/



（３）東京都の⽀援機関の使い⽅
⽬的別の利⽤⽅法（坂野の提案）
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⽀援機関 事業名称 利⽤⽅法
東京都産業労働
局・国

東京開業ワンストップ
センター

中⼩企業の創業⽀援施設であるが、会社設⽴の
事務⼿続きから⽀援し、外国語での対応も可能。
外国⼈起業家の⽀援に役⽴つ。

東京都中⼩企業
振興公社

Tokyo SME Support 
Center

貿易実務の専⾨家の無料相談「海外ワンストッ
プ相談」は診断⼠のスキルだけで対応できない
場合に紹介できる。その後に展⽰会出展などに
使える「市場開拓助成⾦」や知財関連の「海外
特許出願助成⾦等」など診断⼠のスキルが活か
せる⽀援につながる可能性がある。

東京商⼯会議所 海外ビジネス無料相談 国際派診断⼠の職域でもある。⾃分や⾝近な専
⾨家のスキルだけでは⼿に負えないと判断した
案件に対して、とりあえず紹介できる⽀援機関
として使える。



４．国際派診断⼠育成
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（１）国際セミナー
（２）国際ビジネス講座
（３）海外視察ツアー



（１）国際セミナー
過去の城南国際セミナーの実績
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開催⽇ テーマ・内容
2011年11⽉26⽇（⼟） ・診断⼠のための中⼩企業国際化⽀援セミナー（中国編）

・パネルディスカッション
2012年11⽉17⽇（⼟） ・診断⼠のための中⼩企業国際化⽀援セミナー（インドネシア編）

・パネルディスカッション
2013年11⽉16⽇（⼟） ・⽇本からの挑戦状〜町⼯場の技術⼒で世界に誇るボブスレーを！

・ロシア市場の実態
2014年8⽉30⽇（⼟） ・中⼩企業を取りまく国際⾦融の現況と今後の展開

・パネルディスカッション
2015年8⽉22⽇（⼟） ・インド流のビジネスについて

・パネルディスカッション
2016年8⽉27⽇（⼟） ・中国の本当の実態

・パネルディスカッション
2017年9⽉9⽇（⼟） ・タイでのビジネスと⽣活

・パネルディスカッション
2018年9⽉29⽇（⼟） ・クリエイティブデザインの海外進出と中⼩企業診断⼠への期待

・パネルディスカッション

※国際セミナーは基本的に⼟曜⽇の午後に開催（2019年は台⾵で延期）



（２）国際ビジネス講座
過去の国際ビジネス講座の実績
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開催⽇ テーマ・内容
2014年7⽉28⽇（⽉） 未経験者のための国際ビジネス⼊⾨
2014年11⽉17⽇（⽉） べトナム、カンボジア、タイの⼯業団地〜中⼩企業進出のベスト候

補地はどこか？
2015年10⽉19⽇（⽉） アジアに進出する際に頭に⼊れておきたい、資⾦調達⾯の基礎知識
2016年2⽉15⽇（⽉） ハラールビジネス⼊⾨セミナー
2017年4⽉16⽇（⽉） マーケットからまちを変える！〜ロンドンのマーケットと東京の

マーケットの事例を通じて
2018年2⽉19⽇（⽉） アジア発スタートアップの最新動向〜⽇本企業とのオープンイノ

ベーション推進における⽀援機会〜
2019年4⽉15⽇（⽉） 中⼩企業の海外進出⽀援で知っていると役⽴つ国の補助事業
2019年11⽉9⽇（⼟） （城南博覧会にて開催）

※国際ビジネス講座は基本的に平⽇の夜に開催



（３）海外視察ツアー
過去の海外視察ツアーの実績
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ツアー⽇程 視察先 費⽤ 参加⼈数

2017年5⽉31⽇〜6⽉4⽇ タイ／バンコク 約21万円 16名

2018年5⽉29⽇〜6⽉3⽇ ベトナム／ホーチミン 約22万円 20名

2019年5⽉28⽇〜6⽉2⽇ マレーシア／クアラルン
プール

約23万円 21名



５．国際化⽀援に必要な
スキル

（１）国際化⽀援に必要な知的資産
（２）⽀援における⼼得
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（１）国際化⽀援に必要な知的資産
想定される知的資産⼀覧（坂野の経験値）

知的資産 リソース アクティビティ

⼈的資産 Ø国際化⽀援の基礎知識
Ø海外企業との取引経験
Ø海外駐在経験
Ø海外拠点⽴ち上げ経験
Ø貿易実務関連知識
Ø国際⾦融関連知識

Ø知識のアップデート
Ø新たな知識や経験の獲得→海外視察ツアー
Ø知識や経験の⽂書化（構造資産化）
Ø⽂書のインデックス作成（構造資産化）
Ø知識の⼊⼿元の確保（関係資産）

構造資産 Ø海外企業との契約書（サンプル）
Ø貿易実務関連⽂書（サンプル）
Ø海外関連取引先リスト
Ø海外とのメール履歴

Øサンプルの蓄積
Øリストの更新
Øメールの蓄積
Ø新たな関係先の構築（関係資産）

関係資産 Ø国際部員とのネットワーク
Ø各種専⾨家との⼈脈
Ø国際化関連⽀援機関との連携
Ø⽀援機関の海外拠点との連携
Ø外国⼈経営者等との⼈脈
Ø海外企業とのネットワーク

Ø既存ネットワークの維持
Ø新たなネットワークの開拓
Ø有益な情報の受発信→セミナー、研究会へ

の参加・発表→セルフブランディング
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（２）⽀援における⼼得
国際化⽀援の専⾨家である必要はない

Ø⼀⼈ですべての国際化⽀援ができる⼈はいない！（はず？）
Ø海外経験が必須要件でもない（城南⽀部に前例あり）
Ø外国語は１つくらいは出来たら精神衛⽣上望ましいという程
度（ビジネス英語だけで何とかなる？）

Ø⽀援機関は使い倒せ！
Ø⽀援施策も使い倒せ！
Øネットワーク（関係資産）が最も価値の⾼い資産！
Ø懇親会への参加は最もレバレッジの⾼い投資（坂野の持論）


