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はじめに 

本通商政策部会においては、本年 2 月から、我が国企業の新興国市場開拓に

関する課題と政府による支援の在り方について、議論を行ってきた。 

以下において、これまでの議論を踏まえ、新興国市場開拓に関する課題と対

応について、中間的な整理を行う。 

 

Ⅰ．新興国市場をめぐる変化 

１．新興国のプレゼンスの拡大 

IMF の 2012 年 4 月の予測によると、2003-2017 年の間に、新興・途上国の世

界の GDP における割合は、13%から 42%にまで拡大するとされている。また、

2010-2017年の間で、新たに増える世界 GDP 約 31兆ドルのうち、約 59%が新興・

途上国の寄与による1ものである。このように世界経済において、市場としての

新興国の存在感が急速に高まっている。 

 

 また、IMF によると、2017 年のアジアの新興途上国の GDP 合計は、アメリ

カ、EUに並ぶ規模となると予測されている。また中南米諸国の合計も 2013年に

は日本を上回ると見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 IMF, World Economic Outlook Database, April 2012. 
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各国・地域のＧＤＰ成長予測 

 

 

２．新興国市場の特徴 

１）富裕層・中間層の拡大 

国連等の試算によると、2010-2020年の 10年間で、新興国2において、新たに

増加する中間層・富裕層は 13.4億人と試算されている。生活水準が向上するこ

れらの人口は、家計におけるベーシックヒューマンニーズの割合が縮小し、家

電製品や衣類、教育、各種サービス、医療・福祉等への支出が高まる層である。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                   

2 中国、インド、インドネシア、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、フィリピン、パ

キスタン、トルコ、アラブ首長国連邦（UAE）、サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、ナイジ

ェリア、メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ロシアの 21 ヶ国 
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２） 都市化の急速な進展 

2010-2020 年の 10 年間で、新興・途上国における都市人口は、26％（6.7 億

人）増加すると見られる。上述のような中間層・富裕層が都市部に集まること

によって、各種の製品・サービスの市場拡大に加え、住環境整備や流通等のサ

ービス・インフラ整備といった新たな投資機会を生じさせ、新興国の今後の経

済成長と需要拡大のエンジンとなる可能性が高い。 

 

主要新興国の人口 100万人以上の都市数の変化 

 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 

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 

ナイジェリア ８都市 １８都市 

 

 

 

 

 

 

 

UN, World Urbanization Prospects 2011 
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Ⅱ．事業会社から見た新興国 

１．注目すべき国のイメージ 

（注）本中間整理では、中間層の市場拡大、現地でのサプライチェーン確保（生産拠点 

の立地）等の観点から、我が国の事業会社が注目すると考えられる新興国を検討 

している。その際、資源確保やインフラ輸出という観点からは、直接的には検討 

していない。 

 

従来の BRICs、NEXT11 といった有望新興国は、主に欧米の投資銀行の視点か

ら選ばれていた。一方我が国企業からは、このような視点は、我が国の事業会

社の輸出市場開拓、現地進出等の観点から適切なのか、との問題提起がなされ

ている。我が国の事業会社（製造業・サービス業）の特徴（高品質のものづく

り、密接なサプライチェーンの維持、お客様第一のサービス提供等）から見て、

輸出市場、現地進出等の観点から、有望な新興国を改めて検討することが適切

である。 

 

 具体的には以下のような基準を考慮することが考えられる。 

●市場規模（人口 2000万人以上、1人あたり GDP5000 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） 

 また、アフリカ諸国については、当該地域の成長可能性を踏まえて、GDPの平

均成長率や人口増加率を追加的に考慮に加えた上で、注目すべき国を検討する

ことが考えられる。 

 

上述のような基準を踏まえて検討すると、以下のような国が注目すべき国と

して、プライオリティが高いと考えられる。以下の国の中には、従来新興国と

考えられていなかった国もあるが、政府としては、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、先導的な市場開拓の取り組みを進め

て行くことが重要となる。また、各国の市場規模等は急速に変化するため、注

目すべき国についても常に見直していくことが必要と考えられる。 
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事業会社から見た有望新興国のイメージ 

２．複数国のまとまりとして注目される地域 

事業会社にとって、複数の新興国が、一体となった消費市場やサプライチェ

ーン展開の場となることの意義は大きい。我が国として、EPAやインフラ整備を

通じて、そうした環境の形成を戦略的に推進していくことが重要。 

例えば以下の 3つの地域は、各国間で一定の連携が進められつつあり、我が 

国の事業会社の海外展開の観点から注目されると考えられる。 

 

①ASEAN-南アジア経済圏 

ASEANには、日本企業の投資により厚いサプライチェーンの蓄積がある。従

来、この地域のミッシング･リンクとなっていたミャンマーの経済開発が進む

ことにより、インドシナ半島からインド、バングラデシュ、パキスタンにかけ

て、最適なサプライチェーンを構築し、市場開拓を進めることができるとの企

業の期待が高まっている。 
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②太平洋同盟（メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ） 

中南米には、自由貿易に積極的な国々によって「太平洋同盟」との枞組み

が作られつつあり、アジア太平洋地域との政治経済的関係強化を志向している。

正式メンバーであるメキシコ、コロンビア、ペルー、チリは、本年 6 月に     

太平洋同盟創設の合意文書に署名している他、それぞれ FTA を締結しており、

さらにその深化を検討している。また、パナマ、コスタリカは、現在はオブザ

ーバーとしての地位であるが、上記 4 カ国と FTA 交渉中であり、正式加盟を目

指している。 

 

③MENA（中東・北アフリカ） 

MENA（Middle East & North Africa）は、豊富な天然資源、将来の原油収

入の減尐に備えた海外の企業からの技術移転の促進、人口増による市場の拡大、

共通文化を通じた販売網の拡大といった観点から注目されている。また、アジ

アと欧州を結ぶ地政学的要衝に位置するトルコは、EU 加盟に向けてビジネス環

境の整備を進めており、MENA 市場に展開する日本企業の地域統括拠点としても

有望と考えられる。 

 

 

 
 

（太平洋同盟） （MENA） 
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Ⅲ．新興国市場開拓に向けた施策の考え方 

１．新興国の台頭に伴う日本の課題 

１）新興国の成長の取り込み 

 人口減尐が不可避とされる我が国が、今後持続的な成長を実現していくため

には、新興国の成長を取り込んでいくことが必要である。 

 しかし従来、我が国の貿易投資構造は先進国に重点が置かれており、今後 

その比重をいかに新興国に移していくかが課題である。例えば、我が国と韓国

の対外直接投資の残高を見ると、我が国は先進国の比重が高く、今後比重を新

興国に移していくことが必要と考えられる。 

 

 日本と韓国の国・地域別直接投資残高割合（％） 

  日本 

（2009年） 

韓国 

（2010 年） 

中国 9.2 27.4 

ASEAN５ 7 9.3 

インド 1.2 1.3 

ロシア 0.1 1 

ブラジル 2.9 0.8 

中東 0.6 1.8 

アフリカ 0.8 1.2 

米国 31.2 21.1 

西欧 23.6 12.7 

（参考）先進国・地域 68.6 50.4 

（出典）「2010年ジェトロ世界貿易投資報告」 
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また、新興国の成長を取り込む上で、新興国市場のビジネス環境改善の必要

性が高まっている。新興国に進出する我が国企業が共通して抱える課題とニー

ズにつき、アンケート調査（日本企業 403 社が回答。2012年 3月 9日締切。）を

実施したところ、政府に期待する支援策全体としては、「現地政府への働きかけ」

(49%)が最多という結果になった。他には、「租税条約の締結」(42%)、「投資協

定・経済連携協定の締結」(39%)、「現地市場に対する情報提供」(22%)が続いて

いる。 

 

海外展開のために政府に期待する支援策（新興国進出企業） 

10%

14%

18%

20%

22%

24%

39%

42%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

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

 

備考 2：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）。 
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２）保護主義の台頭、先進国中心の通商ルール作りの限界 

IMF によると、2017 年の名目 GDP の上位 10 ヶ国のうち、4 ヶ国は新興国に

なると見込まれており、新興国の台頭を背景に、国際的な通商ルール形成は複

雑さを増している。このような状況において、WTOにおけるマルチのルール形

成や 2 国間や地域間の経済連携協定（EPA）の推進を適切に組み合わせていく

必要があると考えられる。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新興国は、国としての GDPは先進国並みの規模となる一方で、1 人あたり GDP

は依然途上国水準のままという場合も多く、貿易や外国からの投資に際し、 

保護主義的な対応を取る事例が増加している。 

  我が国としては、通商ルールを巡る新しい環境の下、新興国との間で、  

いかにして貿易投資の自由化、公正なルール作りを進めていくかが重要と  

なる。 

 

３）国内の投資事業環境の整備 

  新興国市場の中間層の需要を開拓する際、地元企業等との激しい競争に 

対応するために、汎用品を中心として現地生産が必要となる。しかし、これ

が円高の進行等の下で、高付加価値品や高度部品・素材の生産拠点の移転に

まで繋がる場合、我が国産業の競争力低下につながりかねない。我が国とし

ては、国内の投資事業環境を整備し、競争力ある産業立地を維持・拡大して

いくことが必要となる。 
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（参考）韓国、米国の新興国市場開拓戦略 

諸外国においても、拡大する新興国市場の開拓を、重要政策課題に位置づける動きが見

られる。例えば、韓国は、2010 年 11 月に、「G20 時代の貿易政策の方向性」として、先進

国中心の貿易体制から新興国を含む G20 中心の貿易体制への転換を図ることを表明し、中

小・中堅企業のグローバル化支援、KOTRA（大韓貿易振興公社）の海外事務所数の拡大等を  

実施している。 

また、米国のクリントン国務長官は、2012年 2月の演説において、「Job Diplomacy」 を

国務省の最重要ミッションの一つとし、国際競争のレベル・プレイングフィールドの実現

や新興国を含む海外市場での障害除去等に取り組む旨述べている。 

 

 

２．我が国の貿易・投資の拡大の必要性  

新興国の成長の取り込みの観点から、日本、ドイツ、韓国の新興国・途上国

向けの輸出額の推移（2000～2011）等を見ると、日本の場合、その伸びは約 3.2

倍にとどまっているのに対し、ドイツは約 4.1 倍、韓国は 5.5 倍と高い伸びを

示している。 

新興国・途上国向け輸出額の推移（2000年を 100とする） 

 
  

 

また、アンケート調査によれば、企業が直接投資、輸出、業務提携といった

多様な形態での海外事業展開を行うほど、生産性について「増加傾向」との回

IMF「Direction of Trade Statistics 2012」 
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答が高まる傾向が見られる。また、国内雇用については、製造業、非製造業と

もに国内事業のみの企業よりも、海外事業活動を行う企業の方が、「増加傾向」

と回答する割合が高い。  

 

 

 

新興国経済が急速な成長を見せる中、こうした分析を踏まえれば、我が国が

その成長を取り込んでいくため、企業の輸出、現地投資といった海外展開を 

加速させていくことが必要と考えられる。 

  

 

３．新興国市場開拓に向けた重要な視点  

新興国市場の開拓に関しては、各国政府が市場開拓に積極的な役割を果たし

ていることを踏まえ、我が国としても、政府が先行的に市場開拓に取り組み、「我

が国企業の強みを活かせる市場創造」を推進していくことが必要である。こう

した観点から、下記の視点が重要になると考えられる。 

 

１）海外展開企業を拡大する 

 我が国の輸出産業は、輸出額の上位 10%の企業が国全体の輸出額の 90%強を 

占めており（2005年）、その大部分は大企業と考えられる。一方、近年、中堅・

中小企業においても新興市場への関心が急速に高まってきている。 

 また、従来は内需を中心としていたサービス産業（流通・物流、飲食サービ

ス、ヘルスケア等）も、急速に新興市場に対する関心を高めている。従来サー

ビス業の海外展開は尐なかったが、その拡大により、国内雇用の拡大とともに、

製品輸出の非価格競争力の強化につながることが期待される。 
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サービス業の海外展開の現状について

 
（出典：H24.5.18 第３回デフレ脱却等経済状況検討会議 内閣府提出資料） 

 

政府としても、市場開拓の窓口となる成長拠点開発、市場情報・ノウハウの

提供等を通じて、新興国市場に新規に参入しようとする幅広い企業を後押しす

ることが必要である。 

 

２）非価格競争力を高める 

 我が国企業の輸出は、近年円高を価格に転嫁する力が低下してきている。為

替が１％円高になった場合に円建て輸出価格がどれ位低下したか、に関する計

測結果を見ると、80 年代以降、徐々に円建て輸出価格への転嫁が縮小してきて

いる。これは、日本の輸出が全体として価格競争に巻き込まれていることを示

すと考えられる。 

円建て輸出価格の為替弾力性 

（資料）日本銀行、BIS 

（注：輸出価格（前期比）を輸出価格（前期比、3期ラグ）、名目実効為替レート（前期比、3 期ラグ）、

企業物価指数（前期比）で説明する関数を推定し、長期の弾力性を算出）

 
参照：富士通総研コラム「円高は競争力にどのような影響を与えたか」（2012 年 3 月 28 日） 
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 価格競争の激しい新興国市場において、我が国企業の製品・サービスがシェア

を確保していくためには、他企業の製品と差別化できる付加価値、すなわち非

価格競争力を高めていくことが必要。特に我が国から輸出する製品については、

現地生産品に比してコスト的に不利になる場合が多いことから、非価格競争力

の強化の必要性は高いと考えられる。 

 非価格競争力の強化のためには、企業の製品開発がまず重要であることは言

うまでもないが、政府の施策においても重要な視点である。例えば、官民一体

のクール・ジャパンの推進は、我が国企業の製品・サービスに新しい付加価値

を与えることが期待される。また、製品の品質に関する見える化の制度（例え

ばラベリング）の導入に協力・実現すれば、我が国企業の製品の技術力が市場

で適切に評価されることが期待できる。 

 

３）市場参入の障害を取り除く 

 企業からのヒアリングによれば、新興国市場は、高い関税率、不十分な投資

保護、インフラ不足、不透明な制度・規制等により、参入に様々な困難が伴う

との指摘が多い。 

 こうした課題を踏まえれば、ＥＰＡ、投資協定の締結等による参入障壁の除

去、またインフラ・工業団地等が一体となった成長拠点開発による進出拠点作

りが効果的。さらに、現地における各種のコスト要因（不透明な規制・税制、

不十分なインフラ等）を改善・除去していくことが必要であり、在外公館、ジ

ェトロ、商工会議所等が一体となって、中央・地方政府への働きかけを行って

いくことが必要と考えられる。 

 

４）利益還流を高める 

 我が国が持続的な成長を維持するには、企業が新興国など海外で稼いだ利益

を我が国に還流させ、研究開発、雇用などに投資してイノベーションを促進さ

せることが重要である。 

 しかし、新興国では、ロイヤリティ対価の送金の否認による移転価格税制の

適用・執行等により、現地事業であげた利益を本国に還流できない場合がある。

このため、投資協定や租税条約等の国際ルールの整備・活用に向けた検討や、

相手国の制度・運用の改善に向けた働きかけ等により、相手国の事業環境整備

を行っていくことが必要と考えられる。 
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＇参考（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（

8  
 

４．内外一体となった施策の必要性  

企業の直接投資を中心とする海外展開については、本通商政策部会におい 

て、国内の空洞化につながらないようにすることが必要との指摘がなされて  

おり、新興国市場の開拓についても留意していくことが必要である。 

 

直接投資は、一般に輸出誘発効果、輸出代替効果等、貿易に対する複数の効

果を与え得るため、その国内の設備投資や雇用への影響は一概には言えない。 

例えば、国内投資と対外直接投資との関係に関し、日本、ドイツ、韓国を比

較すると、ドイツは、90年代後半から 2000 年代前半にかけて国内・対外ともに

投資が減尐したが、2000 年後半には、世界経済危機の時期を除き、双方が増加

している。韓国も、近年国内・対外投資ともにともに増加傾向にある。   

他方、我が国は、1991 年から 2011年にかけて、対外投資が 5兆円増加する一

方で、国内投資が 52 兆円減と大幅に縮小している。これを見ると、                                                                                                                                                                                                       

日本の国内投資の大幅な縮小が主に対外直接投資に起因するものとは考えられ

ない。 
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他方、2011 年に入ってからは、輸出企業の採算レート以上に実際の円高が急

速に進行しており、企業の収益を圧迫している。現状の円高水準が継続した場

合、素材型製造業を含め、サプライチェーン全体が急激に海外に移転するおそ

れも否定できない。 

 

 

 

こうした状況を踏まえ、産業構造審議会新産業構造部会は、2012 年 5 月末、

「企業戦略・産業構造」と「就業構造」の 2つの行き詰まりを打開するため、「経

済社会ビジョン」を取りまとめた。 

今後、上記ビジョンが示した施策と、新興国市場開拓に向けた施策が密接に

連携し、我が国経済にとって適切に実施されることが重要。 
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【「経済社会ビジョン」内容のポイント】 

「経済社会ビジョン」は「経済成長のビジョン」と「人を活かすビジョン」

の 2本柱で構成される。 

 

第一の柱「経済社会ビジョン」 

「成熟を力にした」価値創造経済を創出する。成熟に裏打ちされた日本人の感

性や技術力を発揮することにより潜在内需を掘り起こし、グローバル市場を獲

得する。 

 

（１）「大量生産･価格競争」モデルから、高くても売れる商品やサービスを 

生み出す「価値創造」モデルに企業戦略を転換していくことが必要。 

我が国企業の多くは、本来の強みである優れた文化や感性をビジネスに  

変えることができていない。技術力に自己満足してしまい、したたかに「稼

ぐ」ことができないでいる。 

  

（２）グローバル展開を進め海外の成長の果実を国内に取り込むことが必要。

攻めの経営で海外展開していった企業は、国内においても雇用を増加   

させている。我が国企業は、アジアなどのボリュームゾーンや富裕層に   

向け、現地化と差別化に積極的に取り組むべきである。 

 

（３）新産業創出に取り組み、多様な稼ぎ頭による「八ヶ岳」構造の産業 

構造へ転換を進めることが必要。 

｢成熟した豊かさ｣を求める社会的なニーズに対応する新産業については、  

既に多くの成長の芽が存在している。 

 

このような企業戦略・産業構造の転換を促進するため、経済産業省は、現在

国会に提出中の「課題対応事業促進法案」や「中小企業経営力強化支援法案」

を含め、あらゆる施策で強力にバックアップする。 

 

第二の柱「人を活かす社会ビジョン」 

女性、若者、高齢者、障害者を始め、国民一人一人が、置かれた環境と能力に

応じて、価値創造に参画し、成長を分配することで、活き活きと働く人々が増

える経済を実現する。「ワーカー」から「プレーヤー」へ向けた、働き方の改革

である。 

 

 


