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⑦ 成長拠点開発を進めるに際しては、地域全体のサプライチェーンにおける 

経済的インパクトの観点も踏まえた上で、重点的に開発を行うべきプロジ 

ェクトについて取組を進めることも重要。例えば、東アジア・ＡＳＥＡＮ 

経済研究センター（ERIA）は、2010年に「アジア総合開発計画」を策定し、 

東アジア全体の成長を実現させるために優先的に行うべき 700のプロジェ 

クトを選定、東アジア首脳会合に報告を行った。引き続き ERIAを戦略的に 

活用しつつ、東アジア首脳会合等の地域全体の枞組みにおいても成長拠点 

の開発の必要性を認識させるとともに、優先プロジェクトの進捗管理・実 

施支援等を着実に推進する必要がある。 

 

 

（３） 今後のスケジュール 

・本年秋頃に日印首脳会談を開催予定。 

・本年秋頃までに第 3回ジャカルタ首都圏投資促進特別地域（MPA）運営委員会   

を開催予定。 

・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 8月末までに完 

成させ、F/Sを本年末までに完成させる予定。 
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<３>市場情報・ノウハウの提供 
（１）現状と課題 

新興国市場開拓の必要性は我が国企業に浸透しつつあるが、一方で、新興国

市場では、現地でのビジネス展開に必要な市場情報が不足しているのが現状で

ある。 

 これに対して、政府・ジェトロにおいて、定期的な市場情報の収集・提供を

行っているが、我が国企業の新興国市場開拓を後押しするためには、一般的な

情報提供を超えた「商習慣の理解」、「販路・パートナー開拓」等のビジネスノ

ウハウ・ネットワーク強化支援に対するニーズが高い状況にある。（下記参考） 

 さらに、海外展開に取り組む企業は、従来は製造業が中心であったが、流通

業・サービス業等の非製造業の海外展開が今後本格化することが見込まれる中、

非製造業向けの支援ニーズの高まりも見られている。 

 また、諸外国との新興国市場獲得競争が激化する中、諸外国においては自国

企業の海外展開支援を強化するため、貿易投資振興機関の海外拠点数を拡充し

ている（※）ところであり、こうした動きを踏まえた政策的対応が求められている。 

 

（※）諸外国の貿易投資機関の動きについて 

 ①フランス（UBIFRANCE）：2011年にフィヨン首相が発表した輸出促進プラ 

ンに基づき、拠点数を 66(11年 12月)から、12年中に 75拠点に拡大する 

予定。 
 

  ②韓国（KOTRA）：2011年 12月時点で世界に 111拠点を設置。2012年中に、   

中南米・アフリカを中心にさらに 8ヶ所増設する予定。 

 

（参考：海外での販売活動の問題点・リスク） 

      
 

先進国 

新興国 
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（出典：「世界の消費市場・環境関連ビジネス市場に関するアンケート調査」（09年 9月 JETRO）） 
 

 
 

（２）施策の方向性 

 

 情報提供においては、プラットフォームとしての政府機関等の機能強化に加

え、個別企業の事業内容、進出先における事業環境を踏まえた対応が必要とな

ってくる。 

 上記を踏まえ、以下の施策を強化することが必要である。 

 

① 市場情報提供体制の強化 

 ・新興国市場においては、そもそも市場情報が不足しており、特 

にロシア・ＣＩＳ、中東・アフリカ、アジアをはじめとして、 

我が国企業の進出経験が蓄積されていない地域においてその傾 

向が顕著である。 

 

 ・これに対して、政府・ジェトロは、在外公館やジェトロの海外 

拠点を活用し、市場情報の収集・提供を行ってきたが、我が国 

企業の進出が遅れている地域を中心に、拠点・人員を含めた情 

報収集体制を強化することが必要である。 
 

② 具体的なビジネス開始に結びつく市場情報提供の仕組みの構築 

 ・新興国市場開拓においては、現地の市場・許認可に関する手続 

情報の収集、商習慣の壁、販路・パートナー探し等の多様な課 

題に直面する。 

 

 ・このため、海外進出の検討段階からの、経験豊富な専門家によ 

るハンズオン支援が重要であり、特に海外進出のノウハウの蓄 

積が尐ない非製造業（サービス業、農林水産・食品関連業）に 

新興国 

先進国 
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おける支援を強化すべきである。 

 

③ 問題解決型のビジネス環境情報の提供 

 ・新興国市場におけるビジネス展開では、許認可の手続や、商習 

慣、販路・パートナー探し等、現地において克服しなければな 

らない課題がボトルネックになっており、現地での支援体制を 

強化することが必要である。 

 

・このため、現地においてビジネスノウハウやネットワークの蓄 

積が豊富な専門家による支援を強化し、企業の現地での問題解 

決に直接資するようなサービスを提供することが必要である。 

 

・また、進出企業の成功例・失敗例、進出企業が利益の源泉を失 

わないための留意点など、具体的な事例の提供も必要である。 

 

（３）今後のスケジュール 

① こうした課題を踏まえ、ジェトロにおいて以下の取組を行う。 

 i. 新興国における市場情報提供体制の強化(平成 24年度～) 

 ・ジェトロの第３期中期目標(平成 23～26 年度)において、ジェト 

ロは海外拠点の新興国シフトを行うこととしており、これに基 

づき、企業のニーズを踏まえながら拠点シフトを通じた市場情 

報提供体制の強化を図る。 

 

 ii. 具体的なビジネス開始に結びつく市場情報提供の仕組み             

(平成 24年度～) 

 ・個別企業へのハンズオン支援体制を強化するため、専門家を増 

員する(平成 23年度：25名→24年度：35名)。 

 ・また、非製造業支援の強化のため、許認可等の取得が困難なも 

のの、迅速な市場開拓が見込まれるサービスフランチャイズ事 

業者の海外における１号店出展支援を行う（平成 24年度：10 

社程度）。 

 

 iii. 問題解決型のビジネス環境情報の提供（平成 24年度～） 

 ・特に市場開拓が困難なインド、ミャンマー等の地域へのアドバ 

イザーの重点的な配置を行う。 
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<４>現地のビジネス環境改善 

・中央・地方政府への働きかけ 

（１）現状と課題 

新興国では、関税引き上げなど水際措置に加え、規制や規格、基準など国

内措置等の保護主義的措置が増加傾向にある。また、新興国特有の問題として、

制度の突然の変更や改廃、許認可など審査の不透明性といった外国政府の行動

様式に起因するもの、あるいは通関等で州毎に手続きや課税率が異なる等、全

国一律のシステムが未整備であるが故の問題等も挙げられる。さらに、現地事

業であげた利益を我が国へ還流する際に障壁となる外国政府による送金規制や

移転価格税制の適用の問題なども発生している。 

このような措置の多くは、日本企業の事業活動の制約要因となっており、

日本企業の新興国における事業拡大のためには、官民が連携して、現地のビジ

ネス環境改善に向けた様々な対話チャンネルや手続きを積極的に活用しつつ、

改善を働きかけることが求められる。 

具体的には、①相手国政府との政府間ベースでの対話における問題提起、

②EPAに基づくビジネス環境委員会など、官民双方が参加する相手国政府との対

話にて問題提起、③民による相手国政府への働きかけ、④仲裁や調停等の紛争

解決手続き利用の支援等があげられる。「②」については、EPA、投資協定、租

税条約、社会保障協定といった条約の締結に至らない国については、閣僚間の

合意に基づく貿易投資環境整備に向けた協議枞組みを設置することが効果的で

ある。相手国政府による各種規制や制度の改善や導入を働きかける際には、相

手国の産業政策を踏まえた支援を合わせて講ずることにより、相手国の成長と

我が国産業界の現地での競争力強化の両立を図ることが重要である。その際に

は、相手国政府（中央・地方）に対して、現地において、在外公館、ジェトロ、

商工会議所が一体となり、相手国政府と密接に協議しながら、各種問題点を継

続的に把握し、強く改善を申し入れることが必要である。また、これと併せて、

関係省庁や官民の連携強化のため、閣僚レベルを含めた各省や関係機関による

連携会議や現地におけるタスクフォースの設置等についても検討していくこと

が必要である。 

 

 

（２）施策の方向性 

①官民連携による相手国政府への戦略的働きかけ  

   外国政府の規制や制度に対する協議の場として、既に多くの国において、

EPAに基づくビジネス環境委員会などが設置されている。こうした協議の場
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を活用して、官民が一体となって相手国政府に対して、問題となっている

規制や制度の改善・撤廃を継続的に働きかけることが重要である。さらに、

協議の進捗次第では、開催頻度や参加レベルをあげて対応することも必要

である。また、一部の国との間では、定期的な協議の場が設置されていな

いことから、新たな立ち上げや定期協議化を検討することが必要である。 

    

②新興国における在外公館、ジェトロ、商工会議所等の連携強化 

   ビジネス環境改善に関する相手国政府との協議においては、協議に参加

する現地の在外公館、ジェトロ、商工会議所が一体となって対応すること

が必要である。具体的には、まず、相手国のビジネス環境に関する問題に

ついて定期的に情報収集し、その内容を共有するとともに、その上で、協

議の開催に先立って、本国サイドとも連携して、対応方針を作って行くこ

とが重要。さらに、協議終了後には、問題となる事案について継続的にフ

ォローアップを行う必要があり、こうした一連の取組を現地ベース、東京

ベース双方で関係者が緊密に連携して継続的に行うことが必要である。 

   現地での働きかけに際しては、不公正貿易報告書、現地商工会議所の報

告書、ジェトロのアンケート等の調査結果も活用することが重要である。  

 

（３）今後のスケジュール 

  EPA 等に基づく下記のような協議が予定されており、その活用を通じて  

積極的に働きかけを行っていく。 

 

各国とのビジネス環境整備のための協議の例 
 

   
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 
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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 

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 

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  
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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年中に開催予定 

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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・利益還流の障害除去 

（１）現状と課題 

2009 年度税制改正において、企業の経営戦略や配当政策に関する制度的障害

を除去するとともに、外国子会社から受ける配当に係る二重課税調整のための

制度の簡素化及び企業の事務負担の軽減を図るため、間接外国税額控除制度に

代えて、外国子会社からの配当の 95%を国内で課税しないこととする「外国子会

社配当益金不算入制度」を導入した。 

 

外国子会社配当益金不算入制度について 

 

 

本制度の導入以降、国内に還流した配当金は、2008年の約 2.4兆円から、2009

年は約 3.0 兆円になり約 2 割強の増加となった。2010 年以降においても 3.0 兆

円強で、安定的に推移している。 

 

対外直接投資収益と配当金の推移 

 

（出所）財務省・日本銀行「国際収支統計」から作成。 
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また、我が国企業が新興国など海外での事業を拡大させている中では、進出

先国における納税環境の整備に取り組むことが重要である。このため、政府と

しても、これまで二重課税の調整、脱税及び租税回避への対応、二国間の健全

な投資・経済交流の促進に資する租税条約ネットワークの拡充に取り組んでき

たところである。2012 年 6 月現在、我が国は 53 条約を締結し、64 カ国・地域

との間で適用がある。 

 

近年の主な租税条約締結・改正交渉状況 

 

（出所）財務省ホームページから作成 

 

その一方で、昨今、新興国等においては、自国産業の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。 

例えば、我が国企業の現地子会社が、相手国税務当局等から、ロイヤリティ

対価の送金の否認、実態と乖離した高い利益率の適用等による移転価格税制6の

適用を受けることがある。更に、我が国親会社が国内で既に課税されている状

況で、相手国でこうした移転価格税制を受けた場合には、国際的な二重課税の

                                                   

6 移転価格税制とは、親子会社等の関連企業間での国際的な取引において、相互に独立した

当事者間の取引で通常設定される対価とは異なる対価で取引が行われた場合、所得の国際

的移動が生じ、各国家の税収が増減するといった問題に対応し、国家の課税権の調整を行

うことを目的とする制度。 
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問題に発展することもある。 

また、我が国企業の現地における支店や事務所、工場等がＰＥ（Permanent 

Establishment、恒久的施設）に認定されると、当該ＰＥを通じて取得した所得

等がある場合、その所得等は当該国の課税権に服することとなる。最近では、

一部の国において駐在員事務所や現地子会社など、本来ＰＥとされないような

ものまで、ＰＥと認定されるリスクが高まっている。 

さらに、新興国等においては、移転価格税制の予見可能性を高める事前確認

制度（APA）の未整備、複雑かつ頻繁に改正される税制、長期の訴訟等が、企業

負担を強いている場合もあり、こうした新興国等における様々な課税問題等が、

我が国企業の海外展開にとっても障壁となっている可能性がある。 

 

（２）施策の方向性 

上述したような課題に対しては、まず、国際的二重課税の調整等については

租税条約、送金の自由を侵害する規制等については投資協定、知的財産に関す

るライセンス規制の内外無差別については WTO/TRIPS 協定、といった形で、そ

れぞれの問題に対応する国際ルールの整備やその活用を検討していくべきであ

る。 

また、相手国の制度・運用の改善に向け、APECや OECD等の多国間協議の枞組

みの活用、相手国における事前確認制度の導入の働きかけ、相手国税務当局と

の情報及び認識の共有等を進めることも重要である。 

さらに、個別事案が生じた際の対応として、現地における情報把握体制の強

化や、政府、現地大使館、JETRO、現地日本商工会等による情報共有体制の強化、

必要に応じた相手国政府等への働きかけを行う必要がある。また、既に進出し

ている企業及び進出を予定している企業に対し、税務リスクを認識し、予防策

の構築を促すためのマニュアルを作成し、周知・意識啓発していくことも効果

的である。 

 

（３） 今後のスケジュール 

引き続き、上述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、現地における情報把握体制の強化、企業の意識

啓発等に着実に取り組んでいく。 
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<５>人材・資金面での支援 

・グローバル人材・現地産業人材の育成・確保 

新興国が急速な経済発展をとげる中、我が国企業にあっては、新興国におけ

るインフラ案件を始めとした市場の獲得やグローバルなサプライチェーンの構

築に向けて、大企業のみならず、これまで国内大企業を主たる顧客としていた

中堅・中小企業においても、現地に進出し、急速に成長する市場を獲得してい

くことが求められている。また、新興国進出の形態としても、従来のように我

が国製造業による生産コスト低減のための生産拠点の設立のみならず、新興国

の市場を開拓するための現地の営業・販売拠点の設立が必要となるとともに、

製造業に加え、流通・小売りやサービス産業においても、新興国の成長を取り

込むため、海外進出の動きが活発化している状況にある。こうした中、海外に

進出する我が国企業は、様々な経営課題に直面しており、とりわけ、現地にお

ける優秀な人材の育成・確保は重要な課題の一つとなっている。また、進出す

る企業や事業形態の多様化に伴い、求められる現地人材も多様化している。 

一方、我が国企業の海外進出機会の増大に伴い、我が国企業においては、海

外での事業展開や市場開拓を担える我が国の人材育成、いわゆるグローバル人

材の育成も喫緊の課題となっている。 

 

① 我が国若手人材の育成、インフラ案件獲得等に向けた人材育成等の支援 

（１）現状と課題 

新興国においては、インフラ案件の獲得に向けた競争が激化しており、

我が国企業もコスト競争力の確保に向け、現地における設計・製造拠点

の設立や現地企業と連携が必要なケースも多い。また、インフラ案件を

受注する上で、新興国側から関連製品の現地生産の実施を求められるケ

ースも存在する。こうした中、海外に進出する我が国企業にとっては、

優秀な人材の育成・確保が課題となっている。 

アジア・オセアニアにおける日系企業の経営上の問題点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：ＪＥＴＲＯ在アジア・オセアニア活動実態調査） 
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また、我が国のインフラ技術は環境性能や高信頼性、安定した運転実

績等の優位性が存在するが、新興国においては、必ずしもそうした優位

性が適切に評価されていないことも多く、我が国企業によるインフラ案

件の獲得を促進する上では、相手国が求める仕様に、初期コスト以外の

我が国の優位性を織り込んでいくことが課題となっている。加えて、こ

うした一件毎に受注を目指すのみならず、構想段階から案件に関与し、

包括的な案件受注を目指すことも課題となっている。 

我が国企業においては、インフラ案件のみならず、成長著しい新興国

の市場を獲得すべく、企業の海外進出が加速している。とりわけ、製造

業においては、現地における裾野産業も含めたサプライチェーン構築が

進展する中、従来のような低コストの生産拠点の確保といった観点のみ

ならず、成長する新興市場の獲得に向け現地市場ニーズに合わせた製品

の迅速な設計・開発や営業・販売網の強化が必要となっており、こうし

た事業動向に対応した現地人材の育成・確保も課題となっている。 

 

今後海外で拡大する機能、必要とする外国人人材 

 

（出所：通商白書） 

また、製造業のみならず、近年、流通・小売りやサービス産業の海外

進出が活発化している。これら産業の海外進出にあたっては、現地にお

ける優秀な人材確保に加えて、新興国における外資参入規制等の事業環

境面での課題が存在しており、我が国としても現地における日系企業の

事業環境整備を後押しすることが求められている。  

他方、新興国の政府にとっても、自立的かつ持続的な成長を達成する



 

54 

 

上で、自国の産業基盤を強化するための方策を打ち出し始めている。例

えばインドにおいては、昨年に商工省が国家製造業政策を発表し、ＧＤ

Ｐにおける製造業のシェアを現行の 16％から 25％に拡大、今後 10年間

に製造分野における雇用１億人を創出するという目標を掲げ、人材育成

を含めた包括的な施策を発表している。我が国においても、こうした新

興国側のニーズをふまえつつ、政策対話を通じて、我が国企業の事業環

境整備の一環として、人材育成面での支援を実施していくことが求めら

れている。 

こうした日系企業の現地拠点における人材の育成・確保に加えて、我

が国企業が海外進出を円滑に実施していく上では、我が国人材のグロー

バル競争力の強化が不可欠である。多くの企業においては、グローバル

に活躍できる幹部人材の育成や国内で採用した人材の国際化を重要な

分野と認識しつつも、課題があると考えられている。 

人材の国際化の重要性 

 
（出所：経済産業省委託調査等） 

（２）施策の方向性 

 現地での優秀な人材を確保する観点から、我が国企業と現地企業との

連携強化を促進し、ローカルパートナーの人材育成支援や第 3国への市

場展開を見据えた海外拠点における現地の人材育成等を支援する。特に、

インフラ案件獲得に向けて、具体的な案件形成より早い段階から、我が

国のインフラ技術の優位性の理解を促進するべく、新興国の政府系企業

等の実務者等を招聘し、研修を行うことにより、我が国の技術や運転面

での安定性等の優位性に対する理解を促進する。また、ＪＩＣＡ委託調

査等を活用し、面的な開発の構想段階から関与するためのマスタープラ

ン策定支援や、コスト競争力強化に向けた国際コンソーシアム形成支援

を行う。 
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 また、進出企業の多様化等に対応し、製造人材のみならず、経営管理

や営業・販売人材等の人材育成や、流通・小売りやサービス産業の海外

進出に向けた人材育成を支援する。さらに、新興国の持続的な成長と我

が国企業の海外進出を支援するため、有望な新興国における裾野産業を

含めた人材の育成や我が国が強みとする制度整備支援を推進する。 

 我が国のグローバル人材育成については、新興国等における我が国の

若手・中堅人材の海外インターンシップを推進し、現地での市場調査等

の就業経験を通じて、現地企業等とのネットワークの強化や海外ビジネ

スに必要となる交渉力等の強化、現地市場動向の把握等を支援していく。 

 

（３）平成 24年度・25年度のスケジュール 

平成 24 年度は、インフラ案件の受注率向上に向けた現地企業との連

携に必要となる現地人材育成、案件獲得に向けた我が国技術の優位性の

理解を促進するための人材育成、ＪＩＣＡ委託調査を活用したマスター

プラン策定支援等を推進し、25年度以降、取組みを強化する。新興国に

おける製造、経営、販売人材や流通・小売りの海外進出に向けた人材育

成等の支援や、我が国企業の事業活動の円滑化に向けた制度整備支援等

を実施する。 

また、インドにおける国家製造業政策の実現に向けた人材育成協力や、

ミャンマー工業省等との協力による日系企業の進出支援や国有企業改

革に向けた現地の産業人材育成を推進する。有望な新興国における人材

育成協力を推進し、我が国企業の海外における事業環境整備の一助とす

る。 

グローバル人材育成の支援に向けては、我が国の若手・中堅人材の新

興国等における海外インターンシップを実施し、平成 25 年度以降、取

組を強化していく。 

 

② 中小企業の海外進出支援に向けた高度人材の育成・確保の支援 

（１）現状と課題 

近年増大する中小企業の海外進出においても、優秀な現地人材の確保

は重要な課題となっており、中小企業が現地において安定的に事業を拡

大していく上では、日本企業の理念や経営手法を十分に理解し、現地人

材をマネージできる管理職人材や、安定的な生産、品質の確保のための

生産・品質管理を担える人材等の高度人材の育成・確保が求められてい

る。 
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中小企業の海外現地法人における事業環境上の課題 

 
（出所：中小企業白書） 

 

中小企業の海外事業における「現在の課題」  中小企業の海外事業における「中長期的課題」 

（回答数が全体の 3割を超える項目）      （回答数が全体の 3割を超える項目） 

 

（出所：平成 22年度中小企業海外事業活動実態調査）       

 

他方、中小企業には現地の大学や高専等の人材養成機関とのパイプが

不足しており、現地進出した中小企業の多くは人材の確保に苦労してい

る。即戦力を中途採用した場合でも、人材の定着率が低いため、安定し

た事業の拡大に向けて、新卒の人材を長期的な視点で確保・育成するこ

とが必要となっている。 

また、現地市場に適合した製品の品質の維持・確保も安定した事業の

実施にとって重要な課題であり、このため、日本式の品質管理・生産管

理等の実現に向けた現地人材の育成も必要となっている。 

 

（２）施策の方向性 

現地の日系中小企業の高度人材確保及び生産管理人材等の育成を支

援するため、現地の工業団地や日系中小企業と現地の大学・高専等との

連携により、日系中小企業の現地学生へのＰＲを兼ねた企業講座の開設、

学生インターンの受入れ（現地工場又は日本のマザー工場）、ジョブフ
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ェア開催の支援、日系中小企業の現地人材育成のための工業団地毎の海

外研修を通じた日本式の品質管理・生産管理等の高度人材の育成を支援

する。 

 

（３）今後のスケジュール 

 平成 24 年度からタイ・ベトナムにおける中小企業の高度人材確保に

向けた上記取組を可能なものから順次、実施していく。平成 25年度に、

タイ・ベトナム以外にもインドネシアやフィリピン、インドといった他

国にも取組を拡大していくべく検討を進める。 
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・企業の資金調達の円滑化   

（１）現状と課題  

  我が国の経済をみると、急速な尐子高齢化が進み国内市場が縮小する中で、

総需要が総供給を下回るデフレ・ギャップが長らく継続しているほか、為替

レートについても円高基調が継続しており、我が国の産業の「重荷」となっ

ている。こうした中、我が国企業は、円高によるコスト増の回避や新興国の

旺盛な需要の取り込みを企図し、急速に海外展開を進めており、業種、企業

規模、展開の態様等においても多様なものとなっている。 

例えば業種については、かつての製造業中心から、インフラ・ビジネスサー

ビス業の進出も積極化している。また、企業規模についても、かつての大企業・

中堅企業中心から、中小企業の進出が目立つようになっている。 

また、このような国境を越えたサプライチェーンの緊密化に加え、資金調達

の国際化の進展により、海外のマーケットにおける天災地変や政治・経済危機

などのストレスが即時に我が国の産業に伝播、深刻な影響を与えるようになっ

ている。このことは、2008年のリーマン危機や昨年のタイ洪水においても明ら

かとなった。 

したがって、我が国企業の海外展開の支援は、単に進出企業のみならず、我

が国の産業全体の問題として捉える必要が出てきている。 

他方、我が国企業の海外展開を支援するためには、必要な資金調達の円滑化

が大きな課題であるが、我が国金融機関の海外事業は、急速に欧米の金融機関

にキャッチアップしている過程にあるものの、全体的には、我が国産業のニー

ズと比較して必ずしも十分なものになっていない。例えば、海外進出の態様の

多様化・深化に伴い、資金需要も多様化しており、現地通貨建ての資金需要も

盛んになっているが、それに応えられる金融機関の数は現状、十分でない。 

  以上から、我が国進出企業の資金調達の円滑化を、政策的に支援すること

が、我が国産業全体として極めて重要になっている。 

なお、付言すれば、足下の状況を見れば、リーマン危機、欧州危機の影響か

ら、欧米の金融機関の新興国における動きは全体として鈍くなっている。これ

は、国際業務において永らく欧米金融機関の後塵を拝してきた我が国金融機関

にとって好機とも言え、金融業自体を成長産業と見なす成長戦略の立場からも、

民業補完に配意しつつ広く政策的支援を検討してゆくことが必要である。 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

日本語で対応してくれる

料金が安い

関係当局との交渉力がある

デューデリ・申請手続き

等が円滑である

現地の制度に精通している

事業戦力を構築してくれる

現地の買収先リスト

を提出できる

情報提供能力が高い

我が国の金融機関

外資系金融機関

＇％（

各産業及び外資系金融機関の海外収益比率の状況                         (%) 

金融機関 電機 輸送機械 化学 
外資系金融機関 

HSBC GS JPモルガン 

17 58 52 34 65 45 22 

 （出所）金融庁委託調査資料 

 ※ 金融機関は 3メガ FGの海外計上収益比率の平均値。製造業の収益比率は売上高比率。 

 計数は全て 2010年度。 

 

 我が国の金融機関のサービスに対する評価の一例（海外 M&Aにおける評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）金融庁委託調査資料 

 

（２）施策の方向性 

① 初期コスト回収期間の長いインフラプロジェクトへの対応 

アジアにおいては、経済規模の急成長に伴うインフラ需要の顕在化が起こ

っているが、アジア通貨危機の影響等により債務負担の増大を忌避する傾向

がある。一方、イギリスより始まった PPP の概念の普及により、社会基盤と

なる巨大インフラ整備案件において、出資を含めた官民連携（PPP）型案件が

増加しており、初期コスト回収期間が長い案件が増加している。また、現在

顕在化している巨大インフラ案件への資金ニーズ、およびそのような案件へ

の日本企業の参画をとらえるため、長期にわたり据置可能な出資金供給のス

キームを政府としても整備する必要がある。そのため、JICA の海外投融資の

早期本格再開やJBICによる長期資金の供給の拡充を実施していくことが必要。 

 

② 日本企業を支援するためのファイナンススキームの多様化 

海外の水、鉄道、道路等の社会基盤インフラ整備事業においては、収入が 

現地通貨建の案件が多く、その案件が大きいほど料金収入に係る為替リスク 
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が大きくなるため、リスクヘッジニーズが生じている。また、グローバル化 

の進展に依る我が国企業の製造拠点の現地化に伴い、現地生産、または第三 

国からの機器輸出が増加しており、この環境変化に対応することが必要。こ 

のため、現地通貨建て公的ファイナンスの拡充、及び海外現地法人からの機 

器供給を支援するための公的ファイナンスの整備を行うなど、多様なファイ 

ナンスメニューを用意し、更なる支援強化を行う。 

 

③ 現地通貨建て融資等多様な資金調達ニーズへの対応 

近年では、為替リスクへの対応等の観点から、現地事業に必要な資金の    

現地通貨建てでの調達など、多様な資金調達ニーズが高まっている。しかし、

国内の地方銀行等は、総じて、企業の海外展開支援に必要なノウハウが不足

しており、企業の多様な資金調達ニーズに十分に対応できていないのが現状。

一方で、以下参考例に見られるように、現地通貨建て融資ニーズに対応した

スキームも開始されている。 

   このような多様な資金調達ニーズに対応する取組等について、金融機関と 

関係機関との提携等を通じて、利用促進を図っていく必要がある。 

 

【参考例】本年 4月、日本政策投資銀行（ＤＢＪ）がタイのバンコック銀行と提携し、 

アジアに進出する中堅・中小企業等が現地通貨建て融資を希望する場合において、国内 

地方銀行がバンコック銀行宛に発行するスタンドバイＬ／ＣをＤＢＪが保証するスキ 

ームを構築。 

 

④ 貿易保険の拡充 

i. 現地通貨建て融資を促すための貿易保険の活用 

現地通貨建てファイナンスにおける為替リスクへの対応として、日本貿

易保険（ＮＥＸＩ）では、2011年 4月に「外貨建て特約」の制度改正を行

った。これにより、従来の米ドル、ユーロに加え、新たに 18 通貨が特約

の対象となった。 

これに加えて、現地通貨建てでの資金供給の担い手の一つである海外現

地金融機関に対しても貿易保険を付保できるようにすることが必要。 

ii. 多様な資金調達手法に対する貿易保険の対応 

リーマンショック以降の金融危機、欧州ソブリン危機、バーゼル規制強

化の動き等の影響により、特に欧州系金融機関による融資は抑制傾向にあ

る。こうした状況等を踏まえ、間接金融だけではなく、社債、プロジェク

トボンド、イスラム債など多様な資本市場を活用し資金調達する動きが今

後拡大すると予想される。したがって、貸付以外の資金調達についても貿


