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Ⅰ．新興国市場をめぐる変化 

Ⅱ．事業会社から見た新興国＇注目すべき国のイメージ（ 

Ⅲ．新興国市場開拓に向けた施策の考え方 

中間整理の構成 

Ⅳ．取り組むべき具体的施策 

○高いレベルの経済連携の推進 

○ WTOを通じたルールメイキング・紛争処理の活用 

○市場開拓・海外展開に向けた支援 
  ・ハイレベルの政策対話の推進 
  ・市場開拓の窓口となる成長拠点開発プロジェクト 
  ・市場情報・ノウハウの提供 
  ・現地のビジネス環境改善 
  ・人材・資金面での支援 
  ・波及効果の大きい重点分野での市場開拓・海外展開支援 



○ 新興・途上国では、2010-2020年の10年間に、下記の見込み。 
   ① 中間層・富裕層が、13.4億人の増加 
   ② 都市人口が、26％(6.7億人)の増加＇世界全体の増加の約92%（ 

○ 大都市に集まる中間層は、経済成長、需要拡大のエンジンとなる可能性大。 

Ⅰ．新興国市場をめぐる変化 

新興国市場の特徴： 中間層・富裕層の拡大、都市化の急速な進展 

新興国における所得水準別人口の推移(2010-2020) 

中間層・富裕層の急激な拡大 都市化の進展 

＜新興国の人口100万人以上の都市数＇2010－2020年（＞ 

2010年 2020年 

中国 ９４都市 １３９都市 

インド ４３都市  ５８都市 

インドネシア  ７都市  １４都市 

ベトナム  ２都市   ５都市 

UN, World Urbanization Prospects 2011 2 
ナイジェリア ８都市  １８都市 

ブラジル ２１都市 ２２都市 

メキシコ １２都市  １９都市 

ロシア １２都市 １４都市 

＜新興・途上国での都市人口の増加＇2010-2020年（＞ 

  約26％・6.7億人の増加 (26億人 → 32.7億人)。 

   ※世界全体での都市人口増加の約92%を占める。 
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Ⅱ．事業会社から見た新興国＇注目すべき国のイメージ（ 

＇参考（事業会社から見た有望な新興国を 
  検討する上で、以下のような基準を考 
  慮している。 
●市場規模＇人口2000万人以上、1人あたり 
  GDPが5000ドル以上、等（ 
●品質の製品・サービスの需要＇2020年の 
  中間層・富裕層人口1億人以上、等（  
●事業環境＇事業環境ランキング＇世銀（50 
  位以内等（ 
●サプライチェーン構築・維持＇日本とEPA 
  締結済又は交渉中、等（ 
 
 
 
※アフリカ地域については、当該地域の今 
 後の成長可能性の観点から、GDPの平 
 均成長率や人口増加率等も検討基準に加 
 えている。 
 
※今回は、市場の将来性、サプライチェーン 
   拠点等との観点から、事業会社から見て 
  有望と考えられる国を検討しており、資源 
   確保といった観点は考慮していない。 

 

○企業がリスクとポテンシャルを感じる「フロンティア国」において、政府が先行的に 

 市場開拓のための取り組みを進めていくことが重要。 ＇注目すべき国については、随時見直しが必要。（ 
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Ⅲ．新興国市場開拓に向けた施策の考え方 

新興国の台頭に伴う我が国の課題 

課題① 新興国の成長の取り込み 
      ＇中間層拡大・都市化への対応（ 

課題② 保護主義の台頭 
      ＇先進国中心の通商ルール作りの限界（ 

課題③ 国内の投資事業環境整備、 
      新産業創出 

 ○ 新興国の台頭に伴い、我が国は３つの課題に直面している。 
 ○ チャンスを活かし、ピンチを抑える取り組みが不可欠。  

2017年の主要国の名目GDP＇ＩＭＦ予測、単位10億ドル（ 

2017年には、GDP上位10カ国の
うち、4カ国が新興国 

     新興国の発言力が増大 



○クリントン米国国務長官の演説 ＇2012年2月（ 
“Job Diplomacy”  
 
 オバマ大統領は5年間でアメリカの輸出を倍増す

るという目標を設定。 

 中国、インド、ブラジルなどの新興国は、経済問
題を外交政策の中心に置いており、米国は傍観
者的態度を取ることはできない。 

 国務省は、「Job Diplomacy」を最重要ミッションと
する。 

 ３つのアクション＇①米国ビジネスの推進、②米国
対内投資の推進、③国際競争のレベル・プレイン
グフィールドの実現（を推進。 

 新興国等の市場では様々な障壁が存在。最近は、
強制的な技術移転、国有企業優先等の新しいタ
イプの障壁が設けられており、その除去に 
取り組む。 
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○韓国＇2010年11月（ 

 

 2010年11月、韓国は、「G20時代の貿易投資
の方向性」をとりまとめ。 

 

［ポイント］ 

 ・ 日本、米国、中国、ＥＵ中心の貿易体制は成 

   長の限界があり、新興国を含むG20中心の 

   体制に転換が必要。 

 ・ 7つの有望ターゲット市場＇中南米、中東、ア
フリカ、中央アジア、中国、インド、東南アジ
ア（で、2015年の貿易規模を7000億ドルに拡
大。 

  ・ 新興国市場への進出拡大、中小・中堅企業
のグローバル化支援、先進的貿易インフラ構
築等を推進。 

＇参考（韓国、米国の新興国市場開拓戦略 
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Ⅲ．新興国市場開拓に向けた施策の考え方 

貿易投資の拡大が必要 

○我が国の新興・途上国向けの輸出額は、ドイツ、韓国に比して伸びが鈍い。  

○海外展開企業は非展開企業より、生産性が上昇、国内雇用を増加させる傾向。 

○新興国経済の成長の取り込みのためには、貿易投資の拡大が必要。 

新興・途上国向けの輸出額(2000年を基準)の推移 

海外進出形態別の生産性 今後3年間の国内雇用＇従業者数（ 

備考：左では、各棒グラフが「海外進出形態」、横軸が「生産性」の今後3年間の傾向を示している。 

資料：三菱UFJリサーチアンドコンサルティング「我が国企業の海外事業戦略に関するアンケート調査」から作成。 
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Ⅲ．新興国市場開拓に向けた施策の考え方 

非価格競争力の強化が重要 

＇出所（ 富士通総研 研究レポートＮｏ．391 

円高時の円建て輸出価格への転嫁状況 

我が国輸出品の円高分の価格転嫁力
は年々低下。 

 

    非価格競争力強化が重要に。 

対外直接投資に占める製造業・サービス業のシェア 

我が国はサービス業の海外展開が尐な
い。＇第３次産業の雇用者は全雇用者の70%（ 
 

    海外展開により国内雇用拡大と 

    ともに、製品輸出の非価格競争力 

    強化にもプラスの可能性。 

    製 造 業     サービス業 

約9割転嫁 

約5.5割転嫁 



Ⅲ．新興国市場開拓に向けた施策の考え方 

新興国市場開拓に向けた４つの視点 

② 非価格競争力  

 を高める 
 ＇クールジャパン、省エネ
基準導入等（ 

③ 市場参入の障害 

 を取り除く 
＇EPA、成長拠点開発、現地政  

府への働きかけ等（ 

【経済社会構造の転換】 
 

・新産業の創出と産業構造の転換 

・企業戦略の転換 

 

・多様な人材によるイノベーション 

  の創出 

・価値創造を担う人材の育成 

・円滑な労働移動 

 

・緊急的な円高・空洞化対策 

・投資事業環境の整備 

・エネルギー基盤の強化  等 

 
 

 

 
④ 利益還流を高める 
   ＇投資協定、送金規制の除去のための協議等（ 

日本 

現地子会社 

①海外展開企業を拡大  
＇中堅・中小企業、サービス業（ 

製造 
企業 

サービス
企業 

輸出 

現地進出 

新興国 

○官民一体の働きかけにより、我が国企業の強みを活かせる「市場創造」を目指す。 

我が国企業の
強みを活かせる

市場作り ＇本年5月：産構審 新産業構造部会報告書（ 
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高いレベルの経済 

連携の推進      
市場開拓・海外展開に向

けた支援 

 

○ビジネス環境改善に向けた 

   支援 

 

○人材・資金面での支援 

 

○波及効果が大きい重点分野 

    での市場開拓・海外展開支援 

 

○WTOの下で新興国を 

  巻き込んだ貿易自由化の 

   推進 

 → ITA＇情報技術協定（ 

  

○WTO紛争解決手続きの 

  活用 

 → 中国のレアアース 

    輸出規制 

  

Ⅳ．取り組むべき具体的施策 

取り組むべき施策の重点分野 

○保護主義を抑止し、新興国での市場開拓を後押しするため、以下の 

  ３分野を重点に施策を進める。  

 9 

 
○貿易投資の自由化 
○新興国を含むルール作り 
 
＇経済連携協定（ 

新たな貿易・投資ルールの形成を主導
し、戦略的・多角的な経済連携を推進 
→TPP＇交渉参加に向けた関係国との協議中（ 

→日EU・EPA＇スコーピング作業を実施（   

→日中韓ＦＴＡ＇年内交渉開始につき一致（ 

→ RCEP＇年内交渉開始に向けて関係国と 
        検討中（ 

 

＇投資協定（ 
資源国など重点国を特定し、各国との
交渉を戦略的に加速 

WTOに基づく自由貿易
体制の維持・強化     



日EU 日中韓FTA 

・本年5月13日の日中韓 
 サミットにて、年内の交  
 渉開始及びそれに向け 
 た準備作業を直ちに開 
 始することに合意。 

TPP 

ＲＣＥＰ 
(東アジア地域包括的経済連携) 

※12年中には、尐なくとも他3回の交渉会合を予定。 

Ⅳ．取り組むべき具体的施策 

高いレベルの経済連携の推進 

・本年4月末、枝野経産大 
 臣とアセアンの経済大 
 臣間で、年内交渉開始に  
 向け取組を強化すること 
 に合意。 

TPP交渉 
 3月 第11回会合＇於：豪州（ 
 5月 第12回会合＇於：米国（ 

・交渉参加に向けて関係国との 
 協議を実施中。 ・交渉の範囲等を定める  

 作業＇スコーピング作業（ 
 を実施。 
・早期交渉開始を目指す。 

10 

【経済連携により実現すべきルールの例】 
  ア（ 外国産品への差別の防止 

  イ（ 投資・サービス分野における規制の 
     緩和・撤廃 

  ウ（ 技術対価の確保／模倣品対策など知的財産の保護 
     強化 

  エ（ 日本での環境・労働コストの相対的な上昇の抑制 

  オ（ 資源等の安定的な確保 

  カ（ 中小企業の輸出入促進 
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Ⅳ．取り組むべき具体的施策 

WTOに基づく自由貿易体制の維持・強化 
新興国を巻き込める貿易自由化、紛争処理手続きの活用  

○ＩＴＡなど、新興国を巻き込めるマルチの貿易自由化は、市場開拓の効果が極めて 

  大きい。新興国を含め、利益を共有する国と連携し積極的に推進。 

○ＷＴＯ紛争手続きは政府間協議での問題解決が困難な事案を法的に解決。さらに、 

  その判例効果により、特に新興国において顕著な保護主義措置の拡散を抑止。 

 
＇交渉開始（ 
・本年5月15日、ITA委員会 
 にて、拡大交渉の開始に 
 実質的合意。 
   

・品目拡大が焦点。既に、 
 主要国による非公式会合が始まったところ。 
 1年 程度での妥結を目指す。 
 
＇ＩＴＡの概要（ 
 IT製品の関税撤廃等に関する合意。関税撤廃の効果
は、WTO協定の下で全加盟国に適用。現在74カ国が加
盟＇世界貿易シェアの97％（。 

 

ITAの交渉開始 
 
＇中国に対する協議要請（ 
・本年3月13日、日本は米国、EUとともに、中国 
 のレアアース輸出規制措置に対して、WTO協 
 定に基づく協議を要請。 
   

・中国に対する協議要請は初。本年4月25日、26日  
 に事務レベルの協議を開催。 
 
＇協議の概要（ 
・対象品目：レアアース、タングステン、モリブデン 

・対象措置：原材料に対する輸出規制 
 ＇①輸出税の賦課、②輸出数量の制限、③最低輸出価 
   格の設定（ 

 

WTO紛争処理手続きの活用 
 

拡大交渉において 
議論になりうる品目の例 

・デジタルビデオカメラ 

医療機器＇電子内視鏡等（ 

リチウムイオン電池  

新型集積回路 等 

 



ビジネス環境改善に向けた支援 

①ハイレベルの政策対話の推進 

○ 多くの新興国では、産業の競争力強化、人材育成等に取り組む必要性が増大。我が国の 

  経験に学びたいとの要請が増えている。 

○ こうした新興国の「国づくり、人づくり」への協力を通じ、「我が国企業の強みを活かせる 

  市場の創造」を促進する。 

首脳・閣僚レベルを含めた政策対話の推進 

＇最近の新興国との政策対話の例（ 

新興国のニーズ 

インド 
本年4月、枝野経産大臣はシャルマ商工大臣との
閣僚級官民政策対話において、産業人材の育成
で合意したほか、国家製造業政策等に関する 

ワーキンググループの設置を表明。 

本年5月、枝野経産大臣とイセケシェフ産業・新技
術省大臣は、産業高度化に向けた継続的な経済 

対話の実施について、合意。 

本年5月、枝野経産大臣とデービス貿易産業大臣

は、南アのビジネス環境の改善と産業育成に向け
て、日南ア合同貿易委員会で共同研究を行うことを 

合意。 

カザフスタン 

南アフリカ 

  

  

     

  

我が国のニーズ 
｢国づくり・人づくり｣
への協力要請 

- アジア経済研究所 

 等の知見の提供 

- ハード・ソフトイン  

 フラ整備、産業・  

 人材育成等への  

 政策提言、協力 
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・産業構造の高度化 

・投資誘致 

・人材育成 

・すそ野産業の育成 

・インフラ整備 
＇都市開発、エネルギー等（ 

・省エネ・環境分野での 

 協力 

             等 

 

・市場開拓の窓口となる 

 成長拠点開発 

・クールジャパン、サービス 

 産業の展開 

・現地のビジネス環境改善 

・新興国での人材確保 

・省エネ基準等の導入 

               等 



●首都圏投資促進特別地域＇MPA（構想 
本年秋頃までに、ジャカルタ首都圏のインフラ整備を総合的に進め

るＭＰＡマスタープラン及び優先・早期実施事業を承認し、また、日
系企業の現地活動を円滑化すべく、インドネシアの投資環境改善に

向けた最終報告書をとりまとめ予定。            

● ミャンマーにおけるインフラ整備、ティラワ経済特区開発 
   

5月末までに、両国政府はティラワ経済特区開発に係るマスタープ
ランの基本計画書を完成し、マスタープランとそれを踏まえたF/S

を本年末までに完成予定。 

 

○ 中間層・富裕層が集まる新興国の都市圏において、我が国官民と相手国が共同で推進できる成長
拠点開発プロジェクトを設定することにより、製造業やサービス業の市場開拓を後押し。 

ビジネス環境改善に向けた支援 ②成長拠点開発プロジェクトの推進 

成長拠点開発プロジェクト 

面積や人口の大きな新興国、ゲートウェイ国等 
においては我が国企業の輸出や進出の 窓口と
なる拠点開発プロジェクトの整備が効果的。 

既存プロジェクトの進捗状況 

プロジェクトへの支援 
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● デリー・ムンバイ産業大動脈構想＇DMIC（ 
2011年12月の日印首脳会談において、日印で９０億ドルの基幹インフ 

ラ整備のための資金ファシリティを立ち上げ、本年4月、両国で取り組 

むプロジェクトリストの作成、日本のDMIC開発公社への出資・人の派 

遣、および印側の金融規制緩和に向けた検討開始に合意。 

● インド南部中核拠点開発構想＇チェンナイ・バンガロール（ 
本年1月、枝野大臣の訪問により、現地日系企業の求めるインフラ
整備及び日系中小企業向け工業団地の周辺インフラ整備を印側に
働きかけ。更にチェンナイ・バンガロール間の包括的マスタープラン
について、本年末の骨子の合意に向け議論を加速。 

 

 

 

【拠点開発プロジェクトの役割】 
   

○我が国企業のニーズを踏まえた戦略的インフラ整備  

○クールジャパン等を含めた我が国からの輸出市場開拓 

  の窓口 

○我が国の技術を活用したスマートコミュニティの実現 

○工業団地等による我が国企業の集積拠点 

○中央政府・地方政府を巻き込んだビジネス環境改善  

① トップ外交も含めた二国間政策対話の創設 

  →日本企業の立地が見込まれる地域全体の開発を一体的に推進し、政策対話 

    を実施しつつ円借款プログラム＇セクターローンやプログラムローン（を戦略 

    的に活用。 

② 事業実施可能性調査、要人招聘、現地でのセミナーとの有機的連携 
    → 相手国政府の日本のインフラや制度の優秀性に対する理解を深める。 

③スマートコミュニティプロジェクトの推進 
  →相手国との合意形成、企業が行うFS調査への支援等 

④現地のJETRO事務所のワンストップ機能の強化、工業団地 
  との橋渡し 

  → 売り込みや情報収集、日本企業や関係機関との連携強化、日本企業の進出 
    時の窓口機能の強化、インフラコーディネーターの拡充・有効活用等。 

⑤ＥＲＩＡ＇東アジア・ＡＳＥＡＮ経済研究センター（の戦略的活用 
  → ERIAの枞組みにおいて、地域全体の成長拠点開発の連携等について検討し、 
    東アジアサミット等を通じた推進を図る。 



＇参考（新興国における成長拠点開発プロジェクトの例 

ASEAN・南アジア 中東・北アフリカ＋トルコ 

中南米 
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＇参考（中国における都市開発構想 ＇参考（サブサハラ地域のインフラ・資源開発 

各国の成長拠点開発プロジェクト構想を踏まえ、新たに我が国が協力して開発できるプロジェクトを積極的に検討する。 



○ 新興国で、企業は市場情報の不足、法制・税制の不備や不透明な運用といっ
た問題に直面。 

○ジェトロ等により、具体的なビジネス展開や問題解決に結びつく情報提供・支援
を強化。 

ビジネス環境改善に向けた支援 ③市場情報・ノウハウの提供 

問題解決型のビジネス環境情報の提供 

 企業からは、それぞれの課題に
応じて「カスタマイズ」された情報提
供・支援に対する強いニーズあり。 

① 個社支援の強化により、事前 
  調査段階から現地での事業開 
  始まで一貫した支援が必要。 
②専門家による現地での相談・ 
    アドバイス体制の強化が必要。 

 ①サービスフランチャイズ１号店支援プロジェクト＇ジェトロ) 
○ サービスフランチャイズ企業の海外展開を、①現地調査     
  から、②現地でのパートナー企業発掘、③現地での許認可等 
  の取得等を通じて、現地での１号店開設まで一貫して支援。 
 
 
 
 

現地での
市場・規制
情報提供

現地でのパー
トナー企業探
しをサポート

現地での許認
可等の取得を
支援

１号店開設！
市
場
獲
得

②海外ビジネスサポートセンター＇ジェトロ) 
○ 海外への進出を検討している企業に、①現地調査のため 
 の貸しオフィス機能と、②専門家によるアドバイスを、ワン   
 ストップで提供。 
 
○現在、アジア６拠点＇※（に設置。２４年度は、 
  ミャンマー＇ヤンゴン（に、新たに設置予定。 
  ＇※（６拠点：タイ＇バンコク（、ベトナム＇ハノイ（、 
                       フィリピン＇マニラ（インド＇ニューデリー、 
                       ムンバイ、チェンナイ（ 

具体的施策の例 
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○ 現地のビジネス環境改善について「相手国政府への働きかけ」を求める企業は多い。在外公館、 

  ジェトロ、商工会議所等が一体となった働きかけが重要。 

○ 関係省庁間の連携の下、現地のビジネス環境改善に向けて、既存のＥＰＡに基づくビジネス環境整備

委員会等の場や手続きを積極的に活用＇次頁参考（。また、閣僚レベルを含めた各省や関係機関に
よる連携会議等についても検討が必要。 

 

ビジネス環境改善に向けた支援 ④中央・地方政府への働きかけ 

現地のビジネス環境整備のための働きかけ   

現地の在外公館、ジェトロ、商工会議所など関
係機関が一体となり、相手国政府に対して粘り
強く働きかけ。 

ジェトロ事務所 現地商工会議所 在外公館 

  相手国政府＇中央・地方（ 

一体となって働きかけ 
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現地企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞ支援

日本ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの強化支援

現地人材の育成支援

現地での資金調達･回収支援

現地市場に対する情報提供

模倣品対策･知的財産の保護支援

投資協定･経済連携協定の締結

租税協定の締結

現地政府への働きかけ

海外展開のために政府に期待する支援 

備考：当てはまるものを全て回答。＇新興国進出企業（ 

資料：三菱UFJリサーチアンドコンサルティング 
    「我が国企業の海外事業戦略に関するアンケート調査」から作成＇2012年3月実施（。 

※相手国政府への働きかけに際しては、不公正貿易報告書、現地 

  商工会議所の調査分析、ジェトロのアンケート調査等を活用。 



国  会議の名称    次回の開催予定 

中国  

 日中ハイレベル経済対話＇閣僚級（   調整中 

 日中省エネルギー・環境総合フォーラム＇閣僚級（   Ｈ２４年夏頃に開催予定  

 商務部との次官級定期協議   Ｈ２４年夏以降に開催予定  

 発展改革委員会との次官級定期協議  Ｈ２５年内に開催予定＇Ｈ２４年４月に開催済（  

 工業信息化部との次官級定期協議＇次官級（  Ｈ２５年内に開催予定＇Ｈ２４年５月に開催済（  

ASEAN     

タイ   EPAビジネス環境整備小委員会 ＇次官級（  H２４年度内に開催予定 

インドネシア  

 経済合同フォーラム ＇閣僚級（  H２４年秋頃に開催予定 

 閣僚級経済協議 ＇閣僚級（  H２４年秋頃に開催予定 

 MPA＇首都圏投資促進特別地域構想（運営委員会＇閣僚級（  H２４年秋頃に開催予定 

マレーシア   EPAビジネス環境整備小委員会 ＇審議官級（  H２４年度内に開催予定 

シンガポール   EPA総括委員会＇審議官級（  H２４年内に開催予定 

ベトナム   共同イニシアティブ ＇課長級（  H２４年１２月に開催予定 

カンボジア   官民合同会議 ＇審議官級（  H２４年９月に開催予定 

ミャンマー  経済産業協議 ＇閣僚級・次官級（  H２４年度内に開催予定＇次官級（ 

南アジア     

インド  

 日インド包括的経済連携協定＇CEPA（： ビジネス環境 
 の整備に関する小委員会＇審議官級（ 

 H２４年度内に開催予定 

 DMIC次官級TF会合＇次官級（  H２４年夏頃に開催予定 
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＇参考（既存のビジネス環境整備の協議＇アジア、中南米の例（ 
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中南米     

ブラジル   貿易投資促進合同委員会＇次官級（  H２４年度末までに開催予定 

メキシコ   EPAビジネス環境整備小委員会＇次官級（  H２５年は未定＇H２４年実施済（ 

ペルー 
 投資環境整備委員会 ＇審議官級（  EPAビジネス環境整備小委員会に統合予定 

 EPAビジネス環境整備小委員会＇審議官級（  H２４年度末までに開催予定 

チリ  EPAビジネス環境整備小委員会＇審議官級（  H２４年度末までに開催予定 

ベネズエラ   エネルギー協力会合 ＇エネ庁長官級（  H２４年度末までに開催予定 



国  会議の名称    次回の開催予定 

＇参考（既存のビジネス環境整備の協議＇中東アフリカ、ロシア・中央アジアの例（  

中東     
カタール  合同経済委員会＇閣僚級（  調整中 

サウジアラビア  合同経済委員会＇閣僚級（  調整中 

イラク  経済合同委員会＇閣僚級（  H２４年５月に開催。次回開催に向け今後調整。 

クウェート  政府間合同委員会＇閣僚級（  調整中 

ＵＡＥ  合同経済委員会(閣僚級（  調整中 

トルコ  経済対話枞組み＇設置に向け協議中（  調整中 

イスラエル  経済作業部会＇課長級（ Ｈ２４年末までに開催すべく調整中 

イラン  経済協議＇次官級、METIは審議官級（    調整中 

アラブ諸国 日アラブ経済フォーラム＇閣僚級（  Ｈ２４年１２月に開催予定 

アフリカ     

南アフリカ  合同貿易委員会＇審議官級（METI審議官が議長   H２４中に開催予定 

エジプト 経済ワーキンググループ＇課長級（ H２４年末までに開催予定 

アルジェリア 政策協議＇課長級（ H２４年末までに開催予定 

モロッコ 合同委員会＇課長級（ 調整中 

チュニジア 合同委員会＇課長級（   H２４年末までに開催予定 
モザンビーク  鉱物資源、石炭、石油・天然ガス分野における官民合同対話＇レベルＰ（   H２４中に開催予定 

アフリカマルチ  TICADⅤ（首脳級（  Ｈ２５年６月に開催予定 

南アフリカ  合同貿易委員会＇審議官級（METI審議官が議長  H２４中に開催予定 ロシア・中央アジア 

ロシア  

 投資フォーラム＇閣僚級（  H２４.６.６-７ 開催 

 貿易経済に関する政府間委員会＇閣僚級（ 
 外務省＇主催（においてロシア側と調整中 

 ロシアの経済近代化のための日露経済諮問会議＇審議官級（ 
カザフスタン  経済官民合同協議会＇次官級（  H２４年度開催を検討中 

ウズベキスタン 

 ビジネス環境ワーキング・グループ＇課長級（  ウズベキスタン側等と調整中 

 ビジネスフォーラム＇審議官級（ 
 ウズベキスタン側等と調整中 

 投資ビジネスセミナー＇審議官級（ 
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○新興国等では、産業育成や外貨獲得のため、自国企業に有利な条件での技術導入や、収益の国内
再投資を外国企業に求めることが尐なくない。 

○その結果、ロイヤリティ規制や送金規制等により十分な収益を我が国に戻すことができず移転価格
税制等による国際的な二重課税の問題が生じている。 

○こうした課題への対応に向け、国際ルールの整備・活用や、新興国における制度・執行体制の改善
に向けた働きかけ等が必要。 
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移転価格税制 
 ①ロイヤリティ対価の送金の否認 
 ②実態と乖離した利益率の適用 
 

ＰＥ認定 
 ①駐在員事務所のPE認定 
 ②現地子会社のPE認定 

 

その他 
 ①事前確認制度＇APA※（の未整備 
 ②複雑な税制、頻繁な改正 
 ③長期にわたる訴訟 
 

等 

新興国等における国際的な課税問題 具体的対応 

国際ルールの整備・活用 
 ①租税条約＇国際的二重課税（ 
 ②投資協定＇送金規制（ 
 ③WTO/TRIPS協定＇内外差別的なライセンス
規制（ 

 

新興国における制度・執行体制の改善 
 ①多国間協議＇APEC、OECD等（の活用 
 ②事前確認制度＇APA（導入の働きかけ 
 ③相手国税務当局との情報・認識の共有 

 

個別事案への対応と我が国企業の啓発 
 ①現地における情報収集体制の強化 
 ②政府、現地大使館、JETRO、現地日本  
  商工会等における情報共有体制の強化 
 ③企業への税務リスク・予防策の啓発 等 

ビジネス環境改善に向けた支援 ⑤利益還流の促進 

※Advance Pricing Arrangementの略 


