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Ⅲ．今後の戦略分野 

1. インフラ関連/システム輸出 

(1) 総論 

① インフラ関連産業の現状と海外展開の重要性 

電力、水、交通、情報通信といったインフラ関連産業において、我が国はそれらを構成

する個々の部品、設備について環境対応等の技術面で企業が強みを有し、実績がある一方、

設計・建設から運営、維持管理までを含めた統合的な「システム」として受注し、展開し

ている例は、諸外国に比較し相対的に低い水準にある。個別の設備・機器納入のみならず、

「システム」としてインフラ関連産業の海外展開を進めることができれば、継続的な収益

獲得とともに、システムとして受注・展開するため必要な高度な技術・ノウハウの獲得を

通じて、我が国産業の高度化、付加価値の増大が期待できる。（例：水関連事業の場合、運

営・管理部分の付加価値が最も大きい。） 

 

同時にアジアを始めとする新興国におけるインフラの整備は、現地国の経済成長を強力

に後押しするとともに、進出企業のビジネス環境改善にも資するものと考えられる。 

 

② インフラ市場を巡る世界市場の変化 

インフラ関連産業・市場を巡る環境は、以下のように昨今大きく変化しており、これら

を踏まえた対応が必要となっている。 

 

ⅰ)途上国を始めとした世界市場の拡大、成長 

途上国、新興国では急速な経済成長を背景に新たなインフラ整備需要が急増している一

方、先進国においてもスマートグリッドや再生可能エネルギー・鉄道などの環境配慮型イ

ンフラや、既存の設備のリプレース需要を中心に市場が大きく拡大すると見込まれている。

その規模は世界全体で年間約 1兆 6千億ドル、アジアのみでも年間 7,500 億ドルに達する

と推計されている。 

その際、インフラ整備経験が浅い新興国・途上国市場では、原子力発電案件に見られる

ように、設備や製品の単品売りにとどまらず、設計・建設から維持・管理、時には料金徴

収等までシステムとして要請される場合があることに留意すべきである。 

 

ⅱ)国際競争の激化 

前記のように成長が見込まれる膨大な規模の市場であるため、欧米先進国に加え、昨今

は技術力を高めた中国や韓国等の新興国も、官民一体となって受注競争に参入している。

その過程で、各国とも計画策定段階からの関与、資金面での支援、インフラ整備とは直接

関係のない各種公的支援（案件によっては、安全保障、教育文化面での支援を行う例も報

告されている)の実施、国家としての目標設定、トップ・閣僚自らの売り込みなど、多様な

対応を検討・実行している。  
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ⅲ)民間資金活用の進展  

一般的にインフラ整備には多額の資金が必要である一方、各国政府予算、ODA予算等の

公的資金には限界があり、今後も大きな伸びが期待し難いため、各国とも民間資金を主体

に最小限の公的資金を組み合わせたインフラ整備（PPP（Public Private Partnership）官

民連携手法）の活用を進めている。これは、インフラ整備資金の需要を満たすのみならず、

資金供給手法の多様化にも資するものと考えられる。 

 

③基本的方向性 

以上の状況に鑑み、我が国としても積極的にインフラ関連産業、システムとしての海外

展開を官民連携して強力に推進することが喫緊の課題と考えられる。そのため、各分野に

共通する横断的な課題への対応として、インフラ関連産業の国際競争力の強化、公的な金

融支援の強化、各国の計画策定段階からの協力と戦略的マッチング、支援のパッケージ化・

トップ外交の推進、海外展開を推進するための国際ルール対応、オールジャパンの体制構

築、の 6つの柱で具体的検討・取組を進める。 

 

あわせて主要 11分野（水、石炭火力発電・石炭ガス化プラント、送配電、原子力発電、

鉄道、リサイクル、宇宙産業、スマートグリッド・スマートコミュニティ、再生可能エネ

ルギー、情報通信、都市開発・工業団地）のそれぞれにつき、世界の市場動向、我が国企

業の強みと課題を含む国内外の企業動向を分析した上、それらを踏まえて今後の目標、具

体的アクションプランを提示する。 

 

④分野横断的な施策 

ⅰ)我が国インフラ関連産業の国際競争力の強化 

海外展開を図るためには、関連する産業の国際競争力を高めることが全ての基礎であり、

その強化のため下記の対応を取るべきである。 

 

ｱ)インフラの運営まで含めて受注する体制の構築 

我が国では、電力分野に典型的に見られるようにメーカー・プラント企業と運営企業が

別々であり、海外展開の際にその間の連携が十分ではない場合がある。途上国や新興国を

中心に機器・設備のみならず、インフラの設計から維持管理までを一体として発注する例

も多く、このような発注への柔軟な対応が困難な状況にある。また、上下水道等事業のよ

うに国内では公的市場が太宗を占め、民間ビジネスの基盤が乏しい分野もある。 

 

これらの問題点を踏まえ、今後はインフラ事業について設計から維持管理までを含めた

事業体制を構築する必要がある。具体的には、(A)日本企業による海外投資や事業・企業再

編に係る産業革新機構の活用、(B)インフラの運営まで含めた企業コンソーシアムの形成支

援、(C)民間企業が国内でもインフラ運営の経験を積めるよう国内市場改革等を進めていく

べきである。 

 



41 

 

ｲ)コスト競争力の強化  

中国や韓国等の企業は、これまで低コストを武器に受注競争に積極参入してきたが、最

近になり技術水準も大きく向上してきており、技術面での差も縮小している。欧米企業は、

大規模合併等により集約化した上で、発展途上国に製造拠点を置くなどサプライチェーン

を拡大し、コスト競争力を強化している。 

 

我が国としても、日本企業による海外投資、国内での事業再編、海外企業との提携・事

業買収など、グローバルでの事業・企業再編を促進し、我が国企業のコスト競争力を強化

する必要がある。 

 

具体的には、(A)産業革新機構の活用、(B)中長期・グローバル市場にも配慮した企業結

合審査への転換、(C)合弁企業や現地サプライヤーの品質確保のための人材支援等を進めて

いくべきである。 

 

ｳ)技術開発の促進と実証事業の抜本的拡大  

再生可能エネルギー・省エネルギー等我が国企業に強みがある環境技術を活用したイン

フラの海外展開を図るためには、我が国の環境技術の国際的な優位性を維持・強化すると

ともに、地域特有の技術ノウハウ蓄積が必要なものは、海外実証の取組を積み重ねること

が重要である。 

 

そのため、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機構）の技術開発・実証実験を抜本

的に拡充すること等により、世界標準や市場獲得を目指す取組を強力に推進すべきである。 

 

ｴ)日本企業のグローバル人材の強化 

 韓国等では、国家をあげて人材育成に注力し、語学能力や海外マーケットへの参入意識

が極めて高い人材を多く輩出している。また、欧州各国では、鉄道などの分野で、欧州の

有力なコンサルティング企業が案件形成に深く関与することで、結果として欧州の技術や

標準が受け入れやすい状況を生み出している。 

 

これらの状況を踏まえ、我が国としても海外展開する企業人材のグローバルなコミュニ

ケーション能力（語学力、交渉力等）及びコンサルティング能力を強化するべきである。 

 

ⅱ)公的金融支援の強化  

膨大なインフラ需要に対応するためには、PPPによる民間資金の活用が不可欠であるが、

一般にインフラ整備は長期的かつ大規模な投資が必要であり、大きなリスクを伴うため、

民間資金のみでの対応は困難である。このため、民間金融機関の活力を最大限に活用する

ことを前提として、以下の措置を講ずることが必要である。 
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ｱ)対途上国市場への支援、経済協力政策の見直し  

官民連携（PPP）方式によるインフラ整備が主流となる中、経済協力政策もこの流れに対

応することが必要である。具体的には、(A)上下分離方式でのインフラ整備等に対応するた

めの円借款供与の迅速化、(B)VGF（Viability Gap Funding,市場強化措置）への円借款等

の活用、(C) 開発効果が高いものの事業性が高くないインフラ整備案件について、民間事

業としての採算性を確保するため、JICA（国際協力機構）の海外投融資の早期再開を図る

べきである。 

 

ｲ)対先進国市場への支援   

JBIC(国際協力銀行)の先進国向け投資金融については、現在は原子力発電及び都市間高

速鉄道が対象となっているが、今後先進国において市場が拡大し、JBIC と民間金融機関と

の協調融資により対応することが必要な分野については、その対象とするべきである。  

 

ｳ)対途上国・先進国市場への支援  

日本企業の出資に対する NEXI（日本貿易保険）の海外投資保険について、現在対応して

いる非常リスクに加え、相手国の政策変更に伴うリスクを幅広くてん補する等、事業リス

クのてん補範囲を拡大するべきである。  

 

ｴ)年金基金・機関投資家によるインフラファンドの設立・投資支援 

インフラ投資は長期安定的な収益を生み出すことを特質としており、主としてインフラ

に投資する世界のファンドの資金のうち約 4 割が、長期安定的なリターンを必要とする公

的・私的年金の拠出によるものである。 

 

我が国の年金基金や機関投資家についても、このようなインフラファンドを活用するこ

とにより、安定的な資金の運用、利回りの向上が期待される。また同時に民間が活用でき

るリスクマネーの拡充にもつながり得る。貿易保険の活用等を通じ、年金基金等によるイ

ンフラファンドの設立・投資促進を図るべきである。また公的資金についても、適切なポ

ートフォリオを組むことなどにより、安全かつ効率的な運用を図るよう配慮しつつ、イン

フラファンドに投資できるようにすることが望まれる。 

 

図Ⅲ-1-1 インフラファンド投資における貿易保険の活用 

 

出所：経済産業省作成 
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ⅲ)各国の計画策定段階からの協力と戦略的マッチング  

各国のインフラ開発計画に対し、その策定段階から関与することは、相手国の適切なイ

ンフラ整備を促し、需要を掘り起こすことにつながる。インドのデリー・ムンバイ産業大

動脈構想(注)がその典型例である。新興国などでは膨大なインフラ需要に対する初期投資

を抑えるため、初期コストの低い技術を採用する傾向もあるが、エネルギー効率性や環境

配慮型の性能、長期的なトータルコストの低さなどが相手国の評価の対象に加えられてい

ることが本来望ましい。 

 

我が国としても各国のインフラ開発計画や案件の初期段階から協力を進めることが重要

である。その際、JETRO（日本貿易振興機構）の官民一体のプラットフォーム機能を活用し、

開発計画の策定を促進するとともに、我が国産業の強みと海外インフラ需要との戦略的マ

ッチングを強化すべきである。 

 

また、省エネルギー・再生可能エネルギー分野で技術的知見が必要とされる案件につい

ては、NEDOを活用するべきである。 

 

(注)デリー・ムンバイ間に貨物専用鉄道を円借款により敷設し、周辺に工業団地等のイン

フラを民間主体で整備する日印共同の地域開発構想。 

 

ⅳ)支援のパッケージ化・トップ外交の推進  

国をあげて取り組むべき重要案件については、個別のインフラ分野にとどまらず、イン

フラとは直接関係のない支援を含め、我が国の支援をパッケージ化してトップ外交により

売り込みを図っていくことが重要である。（例えば、昨年 12 月、UAE は、中東諸国で初と

なる原子力発電所の建設を韓国企業群に発注することを決定したが、その要因として、省

エネ等の原子力分野を越えた二国間協力やトップ外交を進めたことが背景にあるとされて

いる。） 

 

ｱ)支援のパッケージ化  

当該インフラとは直接関係のない分野(文化、教育、別の分野での技術協力・産業人材育

成・パイロット事業等)についても、政府一丸となって支援を行うべきである。 

 

ｲ)トップ外交の推進 

首脳・政府ハイレベルでの会談等を活用し、受注の働きかけを強化するべきである。 

 

ⅴ)海外展開を推進するための国際ルール対応 

 海外展開を進めるためには国際標準化戦略とともに、OECD等国際ルールへの対応も重要

である。 
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ｱ)事業の特性に応じた OECD 輸出信用アレンジメントの緩和 

投資回収期間が長期にわたるような省エネルギー・低炭素型の設備、システムについて

は、OECD輸出信用アレンジメント（公的輸出信用の供与条件を規律）の特別ルールである

「再生可能エネルギー・水プロジェクトセクター了解」と同様に償還期間等を緩和させる

べきであり、そのためのルール整備について我が国が主体的な役割を果たすべきである。 

 

ｲ) OECDルールを逸脱した公的輸出信用供与への対応 

新興国等におけるルールを逸脱した公的輸出信用供与に対抗するため、OECDルールの準

拠や WTO 補助金協定の遵守を働きかけるとともに、必要がある場合は対抗措置（マッチン

グ）を実施すべきである。 

 

ｳ)気候変動問題への貢献を評価する新たなメカニズムの活用 

環境面で優れた我が国のインフラ・システムの海外展開による海外における気候変動問

題への貢献を正当に評価するための新たなメカニズムを構築し、その活用を図るべきであ

る。 

 

ｴ)租税条約・投資協定の締結促進等の投資環境整備を推進 

 

ⅵ)政府の推進体制の強化と体制構築 

個別案件の推進をはじめ各インフラ分野については、これまで経済産業省が中心となっ

て民間企業や関係機関と連携して上記の取組を進めており、これを一層強化していく必要

がある。 

 

そのため、多くのインフラ・システム分野を所管する経済産業省は、民間と連携しつつ、

コンソーシアムの形成や分野別戦略の策定などに着実に取り組むべきである。その場では、

あわせて関係者からインフラ・システム輸出に関する施策の方向性、ツールの見直し等に

ついて意見を聴取し政策に反映させるとともに、産業界に対し具体的な施策について周知

徹底を図り、政策目標の実現に協力を求めるべきである。 

 

一方で、個別のインフラ整備にとどまらず、経済産業省などのインフラ所管省庁が直接

担当していない教育文化分野など、インフラとは直接関係のない支援や協力を戦略的に活

用しなければ獲得できない重要案件については、支援策をパッケージ化し、トップ外交を

活用して売り込んでいくべきである。このため、支援のパッケージ化やトップ外交の推進

について関係省庁や関係機関によるハイレベルで調整・連携するための体制を構築するこ

とが必要である。 
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(2) 分野別戦略 

① 水 

ⅰ) 世界の市場動向 

水ビジネス市場は、2007 年の約 36兆円規模から、2025年には約 87兆円に成長すると予

想される。地域別では、南アジア、中東・北アフリカにおいて年間 10％以上の市場の成長

が見込まれる。市場規模としては、東アジア・大洋州が北米・西欧の市場を今後 20年間で

抜き去り、世界最大になる。事業分野毎には、運営・管理サービス業務と素材供給・建設

業務はおよそ同程度の市場規模が見込まれる。 

 

図Ⅲ-1-2：世界水ビジネス市場 地域別見通し 図Ⅲ-1-3：世界水ビジネス市場 分野別成長見通し 

西欧

南アジア

北米

中東・北アフリカ
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州
サブサハラ・ア
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２０２５２００７
０
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５０

６０

７０

８０

９０

（兆円）

（出典）Global Water Market2008 及び 経済産業省試算
（注）1ドル＝100円換算             

出所：Global Water Market2008&経済産業省試算 

 

ⅱ)国内外の企業の動向 

(ｱ)海外企業の動向 

水分野における世界の民営化市場は、給水人口ベースで 1999 年の 3.5 億人から 2009 年

には 8億人に拡大している一方で、欧州主要企業が占める割合は 2001年の 7割をピークに

減尐の方向（2001年：73%、2009年：34%）に転じている。昨今では、水市場の太宗を占め、

技術による差別化が困難となってきている伝統的な上下水道分野において、新興国企業や

現地企業による事業の受注が増加している。 

 

(ｲ)我が国企業の動向および強みと課題 

水事業は長期間にわたり安定的な収益が確保されるため、我が国企業にとっても企業戦

略上、中核事業の一つに位置づけることが可能である。我が国企業は、「部材・部品・機器

製造」では水処理機器メーカーが、「装置設計・組立・建設」ではエンジニアリング企業が、

「事業運営・保守・管理」では商社等が分野毎に分かれて参画しており、海水淡水化等に
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用いる水処理膜の分野、超純水製造、ポンプ、配管等の分野、耐震・漏水防止技術、下水

再生利用等の「省水」の分野において技術力の面で強みを有している。 

 

一方で、我が国の水事業が長らく公営事業として実施されてきたため、我が国企業には

海外案件の入札に必要とされる水事業の運営・管理経験（給水量・年数）が十分に蓄積さ

れていない、国際的な受注競争に勝ち抜くためのコスト競争力が十分でない、といった課

題が弱みとして指摘されている。 

 

ⅲ)具体的政策 

(ｱ)目標 

(A)優先して取り組む事業分野 

市場の特徴をふまえ、目指すべき姿を以下の 2つに分類する。 

 

図Ⅲ-1-4 優先して取り組む事業分野 

 

 

 

 

 

ボリュームゾーン
「伝統的な上下水分野」

成長ゾーン
「日本が優位な水循環技術の活用が求められる分野」
（再利用水、海水淡水化、工業用水・工業下水）

2007年：市場全体の約90%     32兆円 

2025年：市場全体の約85%   74.3兆円 

2007年：市場全体の約10%    4.2兆円 

2025年：市場全体の約15%   12.2兆円 

 

出所：各種資料より経済産業省作成 

 

ボリュームゾーン（伝統的な上下水分野）については、これまで先行的に参入していた

欧州主要企業のシェアが減尐し、その隙間に新興国企業や現地企業が参入してきており、

我が国企業も競争力のある企業連合を形成し運営・管理の経験を蓄積することにより、市

場を獲得することが可能と考えられる。そのためには、EPC（設計・調達・建設）の分野に

おいても、海外企業との連携強化等を通じてボリュームゾーンの獲得が可能なコスト競争

力を実現する（特に、長期的な事業リスクが大きい場合には、リスクを最小限にしつつ EPC

の分野で利益を得ていく）ことが必要である。 

 

成長ゾーン（日本が優位な水循環技術の活用が求められる分野：再利用水、海水淡水化、

工業用水・工業下水）については、新たな水循環技術の開発・実証を通じて、我が国の強

みである技術力を高めることにより、市場を獲得できる可能性が更に高まると考えられる。

そのためには、将来的な水処理にかかるニーズに対応したコア技術を握り、これらの技術

についてライフサイクルの観点から従来型の技術と比較して遜色ないコスト競争力を実現
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することが必要である。また、ボリュームゾーン獲得を通じて得られる運営・管理ノウハ

ウは、成長ゾーンにおける事業展開の可能性拡大にも寄与することが期待される。 

 

ボリュームゾーン・成長ゾーンのいずれにおいても、より高い収益性を実現するために

は、リスクを適切に判断し、事業権を確保するとともに、「運営・管理」に主体的な関与を

行うなど、事業を一貫して行うことが可能な企業を育成・創出することが求められる。こ

れにより、将来の維持管理等の需要に際し有利な条件で対応することが可能となる。 

 

(B)優先して取り組む国・地域 

今後の市場の成長率に着目すれば、南アジア、中東・北アフリカの成長は顕著であり、

特に中国、サウジアラビア、インドは市場規模と市場の成長率の両面から優先して取り組

むべき市場と位置づけられる。また、資源確保戦略との連携も重要である。加えて、これ

までの経済関係や ODA等の政策ツールの有効活用が可能な ASEANも重要な地域である。 

 

(C)中長期的な目標 

現在、我が国水ビジネス関連産業の海外での売上は、千数百億円程度と試算される。今

後、官民一体となって取り組むことにより、2025 年の民営化された海外の水ビジネス市場

のうち、我が国水関連産業が 1.8兆円（民営化された海外水ビジネス市場の約 6%）を獲得

することを目標とする。 

 

図Ⅲ-1-5 我が国水ビジネス関連産業の目指す目標 

 

出所：経済産業省調査 

 

(ｲ)アクションプラン 

現状を踏まえれば、入札事前資格審査を満たす海外企業又は地方公共団体等と協力する

形態を基本として海外市場に参入し、我が国企業が運営・管理の実績を蓄積させる取組が

有効かつ必要である。主なアプローチとしては、以下 3つを想定する。 
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図Ⅲ-1-6 我が国企業が運営・管理の実績を蓄積するための 3つのケース 

 
出所：経済産業省作成 

 

我が国企業においては、上記のアプローチによる取組に加え、企業戦略の構築が求めら

れる。具体的には、ライフサイクルで収益をあげていくビジネスモデルへの移行、海外企

業との連携強化や、低コスト化が必要である。また、コアとなる技術（組合せ）をブラッ

クボックス化し知的財産権で保護するとともに、それ以外の擦り合わせ部分を単に自社製

品のインターフェースから国際的な基準とすることにより将来の市場を広げていくなど、

中期的に競争優位性を確保する企業戦略も求められている。 

 

他方、政府においては、我が国企業が既に強みを有し、あるいは、今後鍵となる付加価

値の高い技術分野については、その技術開発及び実証支援などを、事業権の確保に向けた

取組とは異なる時間軸で推進していくことが必要である。また、上記のほか、他のインフ

ラ開発事業や、プラント建設・運営とパッケージでの受注、政府開発援助（ODA）を活用し

たインフラ整備に運営・管理を追加し、我が国企業が実施するなどの取組も同様に有効で

ある。 

 

以上を踏まえ、具体的な政府の政策として以下の(A)～(G)を実施する。 

 

(A)政策対話の実施  

我が国が市場として重視する戦略国との間で政府間の対話の枠組みとなる「水政策対話」

を設置し、水分野についての意見交換を定期的に行い、初期段階から、相手国の水ビジネ

ス市場への我が国企業の進出の取組みを支援する。 

 

(B)技術開発・実証 

我が国の水関連産業が強みを有する革新的な要素技術を開発し、これらの要素技術を活

用したフィージビリティ・スタディ(FS)調査及び実用化の検証となる実証研究（モデル事

業）を強化するとともに、新規プロジェクトに対する支援を拡充する。 

 

(C)コンソーシアム形成支援  

効率的な給水、地域に対応した下水処理・再生利用を含めた水循環システムの構築等、

地域（国）が直面する水循環システムのより大きな課題に対して、包括的なソリューショ

ンを与えるような事業を実施する際、情報共有を図った上で、実施体制（コンソーシアム）

の構築を支援する。 
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(D)官民連携等 

我が国企業が長期的かつ安定的に海外の水事業を展開していくためには、その基盤とな

る健全な国内市場の整備が必要である。必要かつ可能な範囲での民間活力の導入に向けた

取組を関係省庁と連携して推進していく。 

 

具体的には、第三セクターに地方公共団体の職員を退職派遣する場合についてガイドラ

インなどの形で明確に示すことにより関連事業の国際展開を促すほか、広域連携・包括民

間委託の活用事例の収集、民間活力を導入した場合のコスト削減効果を明確化するための

調査等を実施する。 

 

(E)人材育成 

研修生の受入・海外研修事業及び専門家派遣制度を積極的に活用し、システム構築のみ

ならず、そのオペレーションやメンテナンスを行える現地人材の確保･育成を図る。 

 

そのために、地方自治体の技術者やOB人材の有効活用に向けた人材データベースの構築、

受入れ研修生のフォローアップ体制を強化することにより、日本の水ビジネスの案件獲得、

事業の継続的な実施につなげていく。 

 

(F)政策金融支援の重点化 

プロジェクトの運営・管理への人的・資金的・ノウハウ（技術）面で相当程度関与する

者に対し、より政策的意義が高いプロジェクトとして政策的な金融面での支援（JBIC、NEXI、

JICA（投融資）、産業革新機構）を重点化する。 

 

(G)標準化  

2016年に予定されている ISO総会において、上下水道サービスの分野で我が国が持つ優

位かつ世界に普遍すべき技術を ISO 24500s改正案に盛り込むべく、必要な国内の体制を構

築し、検討を開始する。また、既に合意されている規格を早急に JIS化する。 

 

下水分野については、地域的な取組として、中国・韓国・ASEAN と共通の標準を策定す

るための場を APECに設置する。 
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②石炭火力発電・石炭ガス化プラント 

ｉ)世界の市場動向（石炭火力発電・石炭ガス化プラント市場の成長ポテンシャル） 

(ｱ)石炭火力発電市場 

2008～2030年までの間に、発電部門総計で約 7.1兆ドル（年 3千億ドル）の設備投資が

想定されており、地域別には、北米、欧州という先進国に加え、中国、インド等の新興国

において大規模な投資が見込まれている。 

石炭火力発電への設備投資額は、豊富な資源量と低位安定な価格により発電部門全体の

投資額の 36％と最も大きい割合を占める。 

 

(ｲ)石炭多目的利用市場 

近年の石油・天然ガス価格の高騰を背景として、石油・天然ガス資源には恵まれない一

方で石炭資源を豊富に有する国や地域においては、石炭を改質・転換させることにより、

石炭を石油や天然ガスの代替エネルギーに活用する事業が大きく進展している。 

具体的には、米国や中国の内陸部では既に石炭ガス化ビジネスが成立しており、今後、石

油輸入国に転換し天然ガス資源の制約にも直面しているインドネシア、輸出に適さない褐

炭を豊富に産出している豪州ビクトリア州などが石炭を活用した多目的利用を計画中であ

る。 

 

図Ⅲ-1-7 2008-2030年に予測される電力関連設備投資規模 
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出所:IEA、World Energy Outlook 2009 より作成 
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図Ⅲ-1-8 （左）2008-2030 年に予測される地域別設備投資（ドル換算（2008 年）、単位 10      

        億ドル）、（右）2008-2030年に予測される追加設備容量（単位：100万ｋＷ、合 

      計：47 億 9900 万ｋＷ） 

   

出所：IEA、World Energy Outlook 2009 より経済産業省作成 

 

図Ⅲ-1-9 現在建設中の石炭火力発電容量（単位：万ｋＷ） 
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出所：IEA、World Energy Outlook 2009. Platt’s、World Electric Power Plants  

Database, December 2008 version.より経済産業省作成 

 

ⅱ）国内外の企業の動向 

(ｱ) 世界の市場動向 

(A)石炭火力発電 

商用プラントとしては、欧州や日本等の先進国においては高効率な超々臨界圧（Ultra 

Super Critical：USC）や超臨界圧（Super Critical：SC）の石炭火力発電が主流となって

いる。他方、途上国や一部の先進国においては、効率の低い亜臨界圧等の石炭火力が主流

であるとともに、運転管理の問題もあり、世界の石炭火力の平均効率は 28%と極めて低い

状況にある。 

 

近年、中国、インドやアセアン等の新興国でも、資源制約や環境問題への対応から、こ

れまでの主流だった亜臨界圧から SC、さらに USC への移行が始まりつつある。 

 

我が国は、SC及び USC の運転期間が世界で最も長く、また、国内の石炭火力の半数は SC

および USC が占めるなど、豊富な運転実績を有する。このため、日本メーカーによる信頼

性の高いプラントの製造能力に加え、我が国電力会社の優れた運転管理により、長期間に
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わたり高効率・高稼働を維持できる能力も有している。 

 

これまで我が国企業は、SC及び USCについて、一定の実績を有する欧米市場の他、中国

とのライセンス契約、インドとの合弁契約等により市場開拓を図ってきている。さらに、

IGCC（石炭ガス化複合発電）の海外展開（実証や技術移転)の取組も進展しつつある。 

 

一方、インドネシア等、亜臨界圧石炭火力を導入してきたアジア地域の新興国市場では、

近年、安価な中国製や韓国製を発注するケースが多いが、気候変動問題への対応や大規模

開発の必要性から、より効率的かつ大規模な USC の導入も計画されており、日本企業の参

入機会が生まれつつある。ただし、中国メーカーが国内市場向けに製造してきている USC

が、いずれ海外市場に向けられてくるとの見方もあり、今後の競争の激化を想定しておく

必要がある。 

 

また、先進国においては、IGCCや CCS（二酸化炭素分離・回収技術)を付設する石炭火力

発電プラントに係る案件も多いことから、我が国企業の有する国際競争力のある IGCC や

CCS の市場開拓も十分に視野に置くべきである。 

 

図Ⅲ-1-1-10 各国の石炭火力発電効率の比較 

 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

40.0 

45.0 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

中国 フランス

ドイツ 日本

USA イギリス＋アイルランド

北欧諸国 インド

韓国 オーストラリア

日本

（年度）

熱効率（発電端・ LHV）

（％）

 
 出所：ECOFYS  ”INTERNATIONAL COMPARISON OF FOSSIL POWER EFFICIENCY”(2008) 

 

(B)石炭多目的利用 

海外の石炭ガス化、液化等の石炭多目的利用の現場では、米国石油会社系の技術や欧州

のガス化技術が活用されているが、新規プロジェクトや設備更新時期等に合わせ、海外の

技術のみならず、我が国が政府の財政支援で開発してきた石炭多目的利用技術に対しても、

商談が数多く寄せられている。 
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また、我が国の技術は、CCS 付設の場合での優位性があり、特に CCS 併設を基本とする

先進国での需要が生じている。このため、経済性を確保しつつ我が国技術を移転するため

の資金面での政府支援が期待されている。 

 

(ｲ) 先進技術開発の動向 

(A)石炭火力発電 

我が国は、世界最高水準の高効率石炭火力発電技術を有しているが、今後、更に技術革

新を進めていくことが必要であり、IGCC、A-USC（先進的超々臨界圧発電）、IGFC（石炭ガ

ス化燃料電池）等について、更なる高効率化や早期の実用化を目指して、官民が協力して

開発・実証を推進している。更に、今後はゼロエミッション石炭火力の実現も可能となる

よう CCSの技術開発に取り組んでいくことが必要である。 

 

なお、石炭火力発電については、国内において継続的な技術開発を行い、現実に国内実

機で建設、運転することで世界に向けてこれを実証していくとともに、海外へ積極的に技

術移転を行うことによって、気候変動問題への対応と我が国成長戦略への寄与が期待され

る。 

 

(B)石炭多目的利用 

我が国が、官民協力により開発してきた石炭ガス化技術・改質技術等の石炭多目的利用

技術を海外に展開するためには、現地で産出する石炭との適応性や改質後の生産物の石

油・天然ガス代替としての市場性等を十分に確認する必要があることから、両国政府の支

援による FS調査や技術実証研究等が必要不可欠である。 

 

ⅲ）具体的政策 

(ｱ）目標 

高効率石炭火力発電については、国内で蓄積した高い製造技術力や優れた運転・管理ノ

ウハウを活かし、省資源・高信頼性・低環境負荷といった日本の技術優位性を相手国に訴

求しながら、電力会社の運転管理への参画、メーカーのコスト競争力強化、国による FS調

査やプロジェクトに対する資金支援等を通じて、海外市場の獲得を図る。 

 

石炭の多目的利用に関しても、プロジェクト成立のための資金協力を行うとともに、相

手国政府との政策対話等を通じ、相手国のニーズや市場を把握し、両国政府間協力による

共同実証研究等による市場開拓の取組が重要である。 

 

(ｲ）アクションプラン 

(A)基本的な方向性 

(a)石炭火力発電 

当面は、高効率石炭火力（USC（SC））の導入を進めつつあるアジア地域の新興国に対し

て、日本メーカーの有するプラントの効率性・信頼性・確実な納入、電力会社の有する運
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転管理技術による長期間の高効率・高稼働技術、さらには商社の案件形成能力等が一体と

なった総合的優位性（ライフサイクルのトータルコストでの優位性）を梃子に市場獲得に

努めるべきである。 

 

具体的市場としては、IPP の導入を進め日本企業の投資参画も進展している ASEAN 諸国

（インドネシア、ベトナム等）と、既に日本が現地企業との共同生産拠点を構築しつつあ

るインドが最大のターゲットである。（なお、中国市場は、既に日本企業の技術移転を受け

た中国企業による国産化が進展している。） 

 

実用化に向けた段階にある IGCCと CCSを含めたゼロエミッション型の石炭火力について

も、実証・導入を進める豪州・米国等の先進国に注力することが重要である。 

 

先進国の増設・リプレース市場についても、我が国電力会社と海外電力会社との協力関

係の拡大等を通じて、着実な市場開拓を目指す。 

 

以上の海外展開を推進していく上で、我が国を世界有数の石炭火力の実証の場として位

置づけ、国内での技術開発・実証を推進する。 

 

(b)石炭多目的利用 

石炭多目的利用については、米国における具体的な商談成立を目指した資金協力やプロ

ジェクト成立に係る FS調査支援等が重要である。 

 

また、積極的に石炭ガス化プロジェクトの成立を目指し、インドネシアや豪州ビクトリ

ア州との間では、経済産業省が実施している政府間の石炭政策対話の活用による協力事業

の実施を進める。 

 

さらには現在既に石炭ガス化・液化ビジネスを実施している中国、南アフリカ等も視野

に入れておくことが重要である。 

 

(B）新興国等における市場の獲得に向けた課題と方向性 

(a)案件組成・発注段階における日本の優位性の確保 

新興国等における市場獲得に当たっては、我が国の世界最高水準の石炭火力の経済的、

かつ気候変動問題上のトータルコストでの優位性を常に相手国に対してアピールすること

が極めて重要である。 

 

このために、政策対話やセミナー等の場を活用する。さらに、相手国の電源開発計画に

明確に高効率石炭火力の導入を位置づけるべく、相手国と共同でマスタープラン作成、FS

調査、コンサルティング等を行い、案件形成段階から、官民連携により相手国政府へ働き

かけを行う。 
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併せて、長期的視点での関連インフラ整備に係る円借款の活用、石炭火力発電の運転管

理に係る人材育成のための ODAの活用等により、日本の優位性を更に強化する必要がある。 

 

(b)案件獲得段階における日本の競争力の向上（関係者の果たすべき役割） 

○プラント建設と運転管理が一体となった「システム売り」（電力会社：より一層の事業参

画） 

・日本の石炭火力に係る技術競争力は、メーカーの有する高度なプラント・エンジニア

リング力と、電力会社が有する運転管理が相まって実現される。特に、技術的なハー

ドルが高い USC の効率的運用には、我が国の電力会社が有するような高度な運転管理

は不可欠である。したがって、我が国の電力会社が事業に参画し、我が国の優れた運

転管理技術を提供することで、プラント建設と一体となったシステムとしての競争力

を強化することが可能となる。 

・これまで、日本の電力会社の海外での石炭火力プロジェクトへの参画は、ODA関連のコ

ンサルタントによる技術指導が主で、運転管理への参画は限定的であり、商社が外国

電力会社と連携して参画するケースもあった。 

・昨今、国内電力需要の低迷から、我が国の電力会社の海外展開意欲も高まっており、

我が国の電力会社の運転管理への参画により我が国の競争力強化にも寄与することが

重要である。 

 

○機器のコスト競争力の強化（重電メーカー：ローカライゼーションによる経済性の追求） 

・我が国メーカーは、国際的にも技術競争力を有する発電技術や石炭利用技術に係るプ

ラント・エンジニアリング能力を有している。 

・一方で、海外展開においては、現地企業へのライセンスや合弁等の協業や、現地調達、

現地雇用等のローカライゼーションにより、現地ニーズへの適合とコスト競争力の強

化が必要である。欧米企業は、このようなローカライゼーションを先行して推進して

コスト競争力を高めており、我が国メーカーにおいても、更なる現地化を進め、コス

ト競争力の強化を戦略的に図っていく必要がある。 

・また、海外市場展開を図る上での技術競争力を維持する観点でも、国内での石炭火力

発電技術の革新・実証を引き続き推進する必要がある。 

 

○ファイナンス条件、付帯条件の優位化（国：多様な形での公的支援の強化） 

・世界的に石炭火力発電の市場が拡大する中で、気候変動問題に対応した高効率な石炭

火力発電技術の普及を図ることが急務である。このような観点も踏まえ、我が国の公

的機関によるリスクテイク等を通じたファイナンス条件の改善、円借款の弾力的運用

と拡充等といった公的金融支援や、ODAによる運転・管理人材の育成、関連インフラ整

備とのパッケージ化、トップセールス等を通じ、積極的に支援する必要がある。 

・また、先進国における石炭火力の市場拡大も見込まれる一方、経済性確保が難しい IGCC、

CCS等の技術実証型の案件も多いことから、先進国における日本企業の事業展開を支援

するための資金協力も不可欠である。 
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・さらに、相手国に対する高効率石炭火力の導入のインセンティブとして、地球温暖化

ガスの排出抑制を経済的に評価するための二国間ルールの検討も進めるべきである。 

・これらの支援に際し、日本政府は、日本の電力会社及びメーカー（最低限、両者のう

ちいずれか）が主体的に参加し、世界のエネルギー・環境問題に貢献できる日本のハ

イスペックな技術を活用したプロジェクトを重点的に支援すべきである。 

 

③送配電分野 

ｉ）世界の市場動向 

2008～2030年の送配電部門総計で約 6.5兆ドル（年平均 2,812億ドル）の設備投資が見

込まれている。中国、インド等のアジア新興国は、電力消費量の増大による大きな需要が

あり安定供給へのニーズも高い。 

一方、北米・欧州等の先進国地域では洋上風力発電の導入に併せた海底ケーブルの敷設、

流通設備の高経年化の時期を迎えてのリプレース等の需要も大きい。 

 

         図Ⅲ-1-11 2008-2030 年に予測される電力関連設備投資規模（再掲） 
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出所：IEA、World Energy Outlook 2009 より作成 

 

図Ⅲ-1-12 送配電機器の世界シェア 
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出所：Societe General Market report より作成 
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ⅱ）国内外の企業の動向 

日本は、高効率かつ大容量の超高圧送電を支える高圧変電設備、地下変電所など変電所

の小型化技術（高圧変電器、GIS（ガス開閉絶縁装置））、海底ケーブル等の高度技術で欧

州メーカーに互する競争力を保持している。 

 

ただし、コスト競争力を含めて日本の強みを有するこうした分野は、市場全体の中では

極めて限定的である上に、我が国企業の参画は基本的には機器売りにとどまっており、シ

ェアは低い。 

 

現地化を徹底的に進め、コスト低減及び市場獲得を実現し、豊富な実績を有する欧州メ

ーカー（ABB、Siemens、AREVA）に圧倒的な優位性がある。これら欧州メーカーは、幅広い

品揃えを有し、システム・プラント全体のインテグレーターとして強い競争力を有してい

る。一方、低電圧帯では汎用化が進み、中国、韓国等の新興国メーカーが国内需要を中心

に急速に伸張してきている。 

 

日本は、系統全体に着目すると、信頼性（停電時間が短い）・効率性（送配電ロス率が尐

ない）では世界最高水準である。また、配電自動化を始めとした高い潮流制御技術を有し、

マイクログリッド等の新世代技術でも欧米と競争するなど、個別の技術では優位性を有し

ている。ただし、これらの技術は相手国の電力システム全体に関わるものであり、日本型

を持ち込むまでは至っていないのが現状である。 

 

ⅲ）具体的政策 

ｱ）目標 

電力消費量の増大を背景に今後大規模な投資が見込まれるアジア地域、洋上風力発電の

導入に伴う海底ケーブル敷設、電力流通設備の高経年化に伴うリプレース等の需要が見込

まれる先進国に対して、我が国の送配電システムの海外展開を図る。 

 

ｲ）アクションプラン 

(A)日本が得意とする機器を含む案件の創出 

日本が強みを有する（高度技術を要する）個々の機器の海外展開を更に強化する。この

ため、日本が優位性を有する機器を含む案件の創出を官民連携して図る。 

 

例えば、ある程度遠隔の大規模発電所から密集する大都市への効率的送配電が必要とな

るアジアにおいて、超高圧送電に地下変電所などの省スペース型変電所、効率的な系統制

御の組合せという電力システム全体の設計を行うことで、日本に有利な環境醸成が可能と

なる。また、先進国における洋上風力発電や島嶼国における大規模電源の導入等のケース

では、これらの電源と需要をつなぐための海底ケーブル市場の創出が可能である。 
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さらに、個別機器だけでなく、日本が得意とする技術全体を導入することも検討する

（例：離島や山間部等の僻陬地におけるマイクログリッド技術、潮流制御技術の導入等）。

こうした事業化の加速や事業の獲得を視野に入れ、日本の電力系統技術をベースに地域の

実需に見合った最適技術の実証や共同開発を行うための政府支援事業について拡充を図る。 

 

これらについては、潜在的な需要を発掘できていない、あるいは案件を初期段階から認

知していない等の理由で、需要獲得の機会を逃しているケースも多いと考えられる。この

ため、機器メーカーやコンサルティング実績に優れる電力会社が協力し、アンテナを高く

するとともに、コンサルティング、マスタープラン作成段階から我が国の技術を活用して

相手国の課題を解決するためのソリューション案を提示し、需要を創出することは有効な

取組であり、積極的に実施すべきである。 

 

その際、送配電の電力システムは、基礎インフラとして相手国政府や関係機関が主体的

に関与することが多く、政府間でこのような活動をしっかり位置付け、円滑な実施を支援

すべきである。 

 

(B)システム・プラント全体の提供 

現時点では、欧州メーカーがシステム・プラント全体を提供するインテグレーターの地

位をほぼ独占し、その結果、新規案件情報等も欧州メーカーに集中している。日本メーカ

ーとしては、機器売りにより利益を確保する一方で、海外展開や品揃えの拡大等により、

システム・プラント全体を提供するインテグレーターを目指す。 

 

なお、送配電サービス自体は、現地電力会社が提供する場合が殆どだが、洋上風力発電

における陸地への送電ビジネス等、地域が限定的で参入可能なケースもある（発電におけ

る IPPに相当）。このようなケースでは、日本メーカーの優位な機器と、日本の電力会社に

よる O&Mへの参画を組み合わせたビジネスを推進する。 

 

(C)競争力の強化 

例えば ABB は地元企業と共同で、各国に適したソリューション技術を開発して市場に展

開することにより途上国におけるシェアを伸張するなど徹底した現地化を進めている。日

本メーカーも、日本が得意とする高圧送電分野のみならず、現地企業との M&A や合弁会社

の設立等を通じて、地域に根ざした中低圧のローカルビジネスも含めて、グローバル化を

更に加速させていくことが必要である。その際には、現地生産を含むグローバルな最適生

産体制の構築、品揃えの確保（欧州メーカーの品揃え力は大きな競争力）等による競争力

強化も必要である。 

 

併せて、公的金融等の支援策を講ずる。 
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④ 原子力発電 

ⅰ) 世界の市場動向 

現在、世界中で数多くの原子力発電所建設が計画されており、今後原子力ビジネスは堅

調に伸びていくと予想される。2030年までに設備容量は現在の 2倍程度になり、2020年の

市場規模は約 16兆円と予測される。 

 

世界市場は大きく分けて、①比較的投資リスクが小さく市場規模の大きな欧米市場、②

今後急速な成長が見込まれる中国・インド市場、③東南アジア、中近東等の原子力発電新

規導入国がある。 

 

①の欧米市場では、新規建設にかかる設計・調達・建設（EPC）受注、リプレース受注、

発電事業への資本参加などが予想される。②の中国・インド市場で、新規建設需要が見込

まれ、中国では主要コンポーネントの輸出、またインドでは主要コンポーネントの輸出と

ともに EPC 受注が見込まれる。③の新規導入国市場では、燃料供給、設計・調達・建設、

運転・管理、さらには人材育成や法制度の整備支援まで含めたシステム・サービス全体の

受注が見込まれる。 

 

ⅱ) 我が国企業の強みと課題 

我が国は 80年代後半以降の世界的な原子力停滞期においても、国内で継続的に原子力発

電所建設を行ってきた蓄積があり、原子力メーカーや電力会社は、on time on budget の

建設能力、40年超の運転実績、ABWR（改良型沸騰水型原子炉）や APWR（改良型加圧水型原

子炉）などの先進的技術を有し、世界有数の部材・素材メーカーも数多く存在している。

国内市場の拡大が見込まれない中、海外に積極的に展開することで、我が国の事業機会を

創出し、それを通じた我が国の原子力産業基盤の維持・強化を図ることが必要である。 

 

図Ⅲ-1-13 2025 年までに予想される原子力発電需要 

2009年

2025年（推定値）東南アジア
８．８兆円
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７．７兆円

（47GW→68GW）

韓国
３．３兆円

（18GW→33GW）

中国
６３．５兆円

（9GW→189GW）

インド
１６．６兆円

（4GW→48GW）

ロシア
１７．９兆円

（22GW→74GW）

中近東
１１．６兆円

（0GW→30GW）

欧州
２６．０兆円

（135GW→202GW）

南アフリカ
２．８兆円

（2GW→9GW）

南米
２．７兆円

（3GW→10GW）

 
備考：上段数字は 2025 年までに新たに生じると予想される市場規模の金額で、１GW 当たり 4,000 億円と仮定し経済産業省が試

算。ただし建設中のプラントは除く。下段数字（カッコ書き）は 2025年に予想される設備容量と現在の設備容量（GW）。 

 出所：世界原子力協会（WNA）2010年 1月より作成 
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ⅲ）具体的政策 

(ｱ）目標 

欧米市場においては、新規建設やリプレース需要を捉えつつ、EPC 受注や主要資機材の

長期的かつ安定的な提供、発電事業への参画を目指す。 

 

中国市場については当面は主要コンポーネントの輸出が中心であり、インド市場では、

原子力協力の可能性を念頭におきつつ、エネルギー・産業政策の観点から、各々の原子力

政策について意見交換や情報交換を進める。 

 

新興国市場では、協定締結を促進するとともに、システム・サービスを一元的に提供で

きる体制を構築した上で、原子力プラントの建設、運転・管理、燃料供給さらには人材育

成、法制度の整備支援などを含めた「システム輸出」を目指す。 

 

こうした目標を達成するため、(A)受注体制の整備、(B)ファイナンスの強化、(C)燃料供

給能力の強化、(D)原子力協定の締結、(E)パッケージ提案能力の強化、(F)技術開発の強化、

(G)周辺インフラ整備を行う。 

 

(ｲ)アクションプラン 

(A)受注体制の整備  

原子力発電の新規導入国におけるプロジェクトについては、官民一体となって当該国へ

一元的な提案を行うための電力会社を中心とした「新会社」を遅くとも本年秋までに設立

するなど、サービス・システムの総合的提供体制を具体化する。 

 

(B) ファイナンスの強化 

官民のリスク分担のあり方について検討を進め、NEXIによるリスク補完機能を強化する。

特に、今後は EPC 事業や IPP 事業への参画が見込まれることから、海外投資保険や輸出保

証保険等のリスク補完範囲の見直しを行う。また、海外での原子力プロジェクト参画から

温室効果ガス排出クレジットを取得できるシステムの導入等について、二国間や多国間の

間での議論も視野にいれつつ、検討を行う。 

 

(C)燃料供給能力の強化 

特に原子力発電を新規に導入する市場では、建設、運転・管理に加え、燃料供給まで含

めた一体的なサービスの提供が求められる可能性がある。このため、公的金融資金を活用

しつつ、ウラン鉱山の開発や、海外の濃縮事業者との連携強化（資本参加）等を支援し、

我が国の燃料供給能力の強化を図る。 

 

(D)原子力協定の締結 

ベトナム等、原子力発電新規導入国との間で原子力協定の交渉を加速化する。  
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(E)パッケージ提案力の強化 

国及び事業者等は、相手国の人材育成及び国際展開に対応しうる国内の人材育成を行う

とともに、新規導入国での法制度の整備を支援するなどキャパシティビルディングへの取

組を強化する。 

 

(F)技術開発の強化 

原子力産業の国際展開を図る上で、事業者は、安全を確保しつつ、その価格競争力を高

めていくための設計について検討を行う。また、国は部材製造など、裾野産業を支援する

取組を強化する。 

 

(G)周辺インフラ整備 

原子力発電所の導入を円滑に行うため、特に原子力発電新規導入国では、ODA 等を活用

しつつ、原子力発電所の周辺の送電網、港湾、道路などのインフラ整備を支援する。 

 

⑤ 鉄道 

ⅰ) 世界の市場動向 

鉄道分野（鉄道車両、信号・制御、軌道、保守等）の世界市場規模は、2005年－2007年

平均で 15.9兆円であるが、今後は、地球温暖化対策としての鉄道への期待の高まりもあり、

年平均 2.5%の成長により 2020年には 22.0兆円に拡大することが見込まれる。 

 

鉄道市場は、高速鉄道と都市鉄道等（地下鉄、貨物列車等を含む高速鉄道以外の鉄道）

の 2 つに分けられる。このうち都市鉄道等は、2020 年には 20.4 兆円に拡大することが見

込まれていることから、高度な鉄道技術を象徴する国民的インフラとして重要な高速鉄道

と同様に、今後、積極的に海外展開を推進すべき分野と言える。 

 

2020 年における地域別の市場を分析すると、アジア・大洋州が 6 兆円強と最も大きく、

また、市場成長率も 3.8%程度と非常に高く、大規模・高成長の有望市場と言える。 

 

西欧（5.6 兆円）、米国・カナダ・メキシコ（3.4 兆円）についても、市場成長率は 2％

に満たないものの、今後の更新需要もあり、市場規模が非常に大きく、重要な市場と言え

る。 

 

図Ⅲ-1-14 鉄道種類別市場規模予測（2007 年→2020 年） 
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 出所：UNIFE “Worldwide Rail Market Study – status quo and outlook 2016” の推計をもとに作成 

 

図Ⅲ-1-15 2020 年における部門別市場規模予測 
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 出所：UNIFE “Worldwide Rail Market Study – status quo and outlook 2016” の推計をもとに作成 

 

図Ⅲ-1-16 地域別の市場規模／成長性 
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出所：UNIFE “Worldwide Rail Market Study – status quo and outlook 2016” の推計をもとに作成 

 

ⅱ)国内外の企業の動向 

(ｱ)海外企業の動向 

(A)海外の車両メーカーの動向 

海外の車両メーカーは、企業再編を繰り返しながら集約化されており、ジーメンス（独）、

アルストム（仏）、ボンバルディア（鉄道部門の本社は独）が世界の 3大メーカーとして鉄

道車両の世界シェアの過半を占め、欧州以外にも世界各地に工場を持ち、新興市場に対し

ても積極的にビジネスを展開するなど、手強い競争相手となっている。 

 

また、これらの企業は、国際標準化にも積極的に取り組んでおり、今後、これら企業の

努力により欧州の鉄道技術・基準に親和的な国際標準が実現された場合、日本企業にとっ
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て競争上不利な状況が生じる可能性がある。 

 

他方、韓国ロテム、中国北車グループ、中国南車グループなどの新興国の鉄道車両メー

カーも、海外メーカーの技術や機器を導入しつつ、新興国の地下鉄など低コスト車両を中

心とした海外市場にも参入しており、日本企業の競争相手として存在感を高めつつある。 

 

   Ⅲ-1-17 鉄道車両市場における企業別シェア（01-06年平均値） 

その他
44%

日本メーカー 9% ジーメンス 16%

アルストム 19%

ボンバルディア 21%

56%

 
出所：ナブテスコ 「08/12月事業説明会資料」 

 

(B)海外の運行事業者・鉄道コンサルティング会社の動向 

欧州では、鉄道線の保守と運行を分離、場合によっては車両リース事業として車両保有

等も分離する、いわゆる垂直分業が進んでいる。例えば、ドイツ鉄道（DB）などは、国外

の他企業保有路線における鉄道運行にも取り組み始めるなど、国境を越えた鉄道ビジネス

が活発化しつつある。 

 

また、海外の鉄道事業者は、シストラ（仏）や DBインターナショナル(独)といった鉄道

コンサルティング会社を関連会社として保有し、新興国などで受注活動を展開している。

これらのコンサルティング会社は、新興国における新規路線の基本計画の立案や詳細な事

業モデル作成などで、強い存在感を示している。 

 

(ｲ)我が国企業の強みと課題 

(A)我が国の車両メーカーの強みと課題 

日本の車両メーカーは、省エネ、品質、信頼性などの技術面で世界最高の水準を達成し

ている。例えば、英国では、民間の車両リース会社が、日本製の高速鉄道車両を保守サー

ビス付きで調達・保有し、現地の鉄道運行事業者に対してリースを行うといったビジネス

も存在する。また、米国では、日本車両メーカーが現地に工場を設立し、都市交通局等向

けに多数の鉄道車両を製造・納入するとともに、保守サービス等の提供も行っている。 

 

その一方で、主要鉄道車両・関連機器の年間輸出額は概ね 1,000億円程度（4,000～5,000

億円程度の国内生産額の 2 割前後）にとどまっており、日本の主要企業を合計しても世界

シェアは 1 割程度であるのが現状である。また、欧州のライバル企業と比較すると、海外

の製造拠点や整備拠点が尐なく、IEC や ISO など国際標準化への取組についても遅れをと
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っている。さらに、低価格車両を中心に、中国・韓国の新興企業からも追い上げられてお

り、多様化するビジネスモデルへの対応についても、現時点では限定的である。 

今後、日本国内における鉄道車両・関連機器の需要は減尐することが見込まれており、

日本の車両メーカーは、今後も増加が見込まれる海外市場におけるビジネス展開が必須と

なっている。 

 

(B)我が国の鉄道運行事業者・鉄道コンサルティング会社の強みと課題 

日本の JR、民間鉄道など鉄道運行事業者は、国内における鉄道運行事業を中心に行って

おり、海外での活動・事業は、技術協力などに限定されているのが現状である。 

 

今後、人口減尐などで国内需要の増大が期待できないことや、海外鉄道ビジネスにより

得られた経験や知見が国内鉄道ビジネスのさらなる質の向上に利用可能であることなどを

踏まえると、我が国の鉄道運行事業者は、日本の鉄道技術・基準の国際標準化の推進を含

めて、鉄道コンサルティングビジネスといった海外活動・事業を推進することが必要であ

る。 

 

日本の鉄道コンサルティング会社は、円借款案件などでは中心的な役割を果たしている

が、一般の鉄道案件における存在感は低い状態に留まっているのが現状である。欧州の鉄

道コンサルタントが請け負った案件では、欧州の技術や標準が中心となるため、日本企業

は、鉄道コンサルタントが案件形成に果たす役割の重要性に着目し、日本の鉄道コンサル

タントの一般案件への関与を推進することが必要である。 

 

(C) 新興国において多様化するビジネスモデルへの対応の必要性 

近年、新興国でも鉄道整備が進められており、民間事業者が政府・自治体と連携して建

設・運営等を行う、いわゆる官民連携スキーム（PPP）で行われるケースも見られ、民間事

業者は、従来からの車両や設備等の納入のみならず、鉄道システム全体の構築、運行・保

守への関与、ファイナンススキームの提案、リースサービスの提供といった多様なビジネ

スに対応することが求められている。 

 

このようなビジネスについては、現地のニーズを踏まえながら多様な要素を含む鉄道ビ

ジネス全体のインテグレーションに責任を持つ企業の存在が重要であり、こうした企業が

然るべきリスク負担をしつつ、自らが核となって、関連する企業とコンソーシアム等を形

成し、取組を進めることが必要となる。 

 

 

また、事業スキームについての相手国政府との協議や、事業パートナーとなり得る現地

企業との交渉などを他国のライバル企業に先駆けて行うことも必要であり、現在、我が国

では、商社・車両メーカー等が対応しているが、欧州企業と比べると、こうした取組は十

分とは言い難い。 
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ⅲ)具体的政策 

(ｱ)目標 

新興国市場を中心に、ビジネスモデルの多様化を踏まえ早期から関係企業が案件に取り

組む体制を構築する。 

 

高速鉄道については、相手国の実情に合わせて、運転・管理等への関与も含めた事業形

態により、先進国も含めた世界各地への展開を図る。 

また、車両ビジネスでは、欧州、北米、中国などの大規模な市場に対する輸出を継続・

拡大するとともに、コスト競争力向上等を通じてシェアを拡大する。 

 

(ｲ)アクションプラン 

(A)案件組成段階からの関与 

具体的なビジネス案件形成に初期段階から関与し、コンサルティングやその後の国際入

札に向けた準備を円滑に進める。 

 

高速鉄道については、ファイナンスを含めた事業モデル形成が重要であるため、早期か

ら相手国政府等との議論の場を設ける。 

 

また、「デリー・ムンバイ産業大動脈構想」等の広域開発構想を通じた案件組成段階から

の関与を進める。なお、広域開発構想においては、都市開発等も含めたいわゆる「面」で

の案件組成を進め、その中に日本企業が関与する鉄道システムを要素として含めることを

検討する。 

 

(B)コンソーシアムの形成 

特に新興国市場においては、運転・管理ノウハウの提供等といった広範な事業分野への

関与が求められる場合があり、日本企業は、早い段階から複数の企業がコンソーシアム等

を形成し、各企業のノウハウを結集して、現地企業とも協力して対応する体制を整備する

ことが必要となる。そのため、政府は、日本企業が参加するコンソーシアム等が取り組む

案件の実現を支援し、そうした案件についての実績を蓄積することにより、日本企業の海

外展開力を強化する。 

 

(C)政府の一体的支援（官民連携の強化） 

(A)の日本企業が初期段階から関与する案件や、(B)の日本の企業が参加するコンソーシ

アム等による案件を実現するため、官民の連携体制を構築し、相手国政府等へのトップセ

ールスの弾力的実施を含めた政府による一体的な支援を行う。 

 

また、相手国との政策対話等を通じて、鉄道 PPP 案件に係るライダーシップ保証等のリ

スク軽減措置を相手国政府に求めること等により、日本企業が関与することが期待される

案件について実現可能性を高める。 
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さらに、安全規制等が存在しない国に対しては早期から日本の安全規制についての技術

移転を推進する。 

 

(D)ファイナンス支援の強化、経済協力政策の見直し等 

日本企業が関与する案件の実現を支援するため、FS支援事業の拡充、JICA投融資機能の

再開、JBICにおける先進国向け投資金融の対象範囲の拡大、NEXIの付保範囲の拡大、円借

款の有効活用（STEP（本邦技術活用条件）の適用）および迅速化、産業革新機構の活用等

を推進することにより、政府として、ファイナンス面での民間鉄道ビジネス支援を強化す

る。 

 

(E)国際標準化の推進 

日本の優れた鉄道技術を海外に広め鉄道分野の発展に貢献するとともに、日本企業が海

外ビジネスを円滑に行うことができるように、IEC、ISOなどにおける国際標準化活動を積

極的に推進する。 

 

(F)鉄道車両メーカーの国際競争力強化 

低価格の製品の海外展開を志向する韓国・中国企業に対応するため、日本企業の持つ高

い技術力等を生かした海外仕様車両・機器の開発、現地生産・整備拠点の整備などを通じ

て低コスト化等を進める。 

また、日本の鉄道車両メーカーは、企業数が多く、欧州ライバル企業と比較して事業規

模が小さいことから、国際競争力を強化する観点から合理的かつ必要な場合には、産業再

編に取り組む。 
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⑥ リサイクル 

ⅰ）世界の市場動向 

リサイクル分野の市場規模は 2005年時点の総額 16兆円から、2020年には約 2倍の総額

33 兆円に拡大すると考えられている。新興国を中心に需要の急成長が予測されるが、特に

中国市場の規模の拡大が注目される（参照図Ⅲ-1-17：リサイクル分野の市場規模）。 

 

リサイクル市場の成立には当該国の法制度が大きく関与してくるが、有望な市場である

アジアの廃棄物処理・リサイクル関連の法整備状況を見てみると、数年内に法制度が確立

することが想定される家電、自動車リサイクル分野が注目される（参照図Ⅲ-1-18：アジア

各国の廃棄物・3R法制度整備状況）。 

 

ⅱ）我が国企業の強みと課題 

リサイクルは、回収、前処理、選別、再生品販売に至る一連の技術・オペレーションや

実効的な法制度等を複合的に組み合わせた社会システムである。我が国のリサイクル産業

は、世界最高水準の資源循環制度を背景とした高い技術とオペレーションノウハウを強み

として有しており、廃棄物から純度の高い素材（鉄、非鉄、プラスチック等）を抽出する

ことが可能であるとともに、社会システムに関する経験やノウハウも併せて蓄積されてい

る。これらの国内で蓄積した技術、経験、ノウハウを法制度が進展しつつあるアジアの家

電、自動車リサイクル分野で如何に展開するかが喫緊の課題となっている。 

 

図Ⅲ-1-18 リサイクル分野の市場規模 
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出所：（株）ドリームインキュベータ作成資料より経済産業省作成 

 

 

 

 

 

（兆円） 
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図Ⅲ-1-19 アジア各国の廃棄物・3R法制度整備状況 

廃棄物処理関連法制度
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固体廃棄物による環境汚染防止
法

２００８年
循環経済促進法

２００９年
（2011年１月施
行予定）

検討中

台湾
１９７４年

廃棄物清掃法
２００２年

資源回収再利用法

韓国
１９８６年

廃棄物管理法

１９９２年
資源の節約と再活用促
進に関する法律

１９９２年
（基本法の中に規

定）

２００７年
自動車及び電気・電子機器に対する

資源循環法律

タイ
１９９２年

国家環境保全推進法、工場法、
有害物質法

検討中

マレーシア
１９８９年

指定廃棄物に関する環境規則
検討中

ベトナム
１９９９年

有害廃棄物管理規則

フィリピン
１９９０年

危険物質と有害・放射性廃棄物
法

インドネシア
１９９４年

有害廃棄物管理（制令１９号）

 

出所：各種資料より経済産業省作成 

 

ⅲ) 具体的政策 

(ｱ) 目標 

現在、欧米の廃棄物メジャーは、廃棄物処理分野においてアジア展開を推進している。 

 

一方、我が国のリサイクル関連企業は、これまで国内で蓄積した技術、経験、ノウハウ

を活かし、家電、自動車リサイクル分野において積極的にアジア市場を獲得することが期

待される。 

 

具体的には、現地企業と連携して、回収、前処理、選別、再生品販売に至る一連のバリ

ューチェーンに一気通貫で対応できる「和製リサイクルメジャー」の創出を目指し、法制

度が進展しつつある中国を皮切りに成功事例を積み上げ、得られた実績をベースにアジア

他国・他分野へ拡大していく（参照図Ⅲ-1-20：戦略のイメージ）。 

 

(ｲ) アクションプラン 

(A) 和製リサイクルメジャーの母体となるコンソーシアム形成 

海外での実績を蓄積するため、先進的な技術、ノウハウを有する我が国企業を中心に、
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現地企業等と連携したコンソーシアムを形成し、事業化可能性調査や社会システム実証事

業等の支援を重点化する。 

 

(B)法整備支援と都市間協定の推進 

中国・インド・アセアン諸国等に対し、政策対話やキャパシティビルディング等を通じ

て、法整備や執行上の問題点の解決等を支援する。 

 

また、国・自治体レベルでの環境協力等を通じて、マスタープラン策定、人材育成等を

支援する。  

 

図Ⅲ-1-20 戦略のイメージ 
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出所：経済産業省作成 
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⑦ 宇宙 

ⅰ) 世界の市場動向 

宇宙の利用は、途上国にも広がり、需要は世界的に拡大傾向にある。世界全体の市場規

模は、衛星を利用したサービスまで含めれば、過去 5 年間に毎年平均 14％増加しており、

2008 年には約 15 兆円に達している。内訳を見ると、システムの中核である衛星製造と比

べて衛星サービスや地上設備の売上高の方が大きく、これらをトータルのパッケージとし

て提供できるビジネスを展開することで、より大きな市場を獲得できる可能性が高まる。

また、自国では衛星を開発できない途上国の需要の伸びを中心として、今後とも市場拡大

が期待できる。 

 

宇宙システムの核となる衛星の用途は、気象・防衛・科学など多岐に渡り、その中でも

地球観測と通信・放送の 2 分野は今後の有望な市場として期待できる。例えば、地球観測

衛星の打上げ数は、今後 10年間に倍増する（128 機:1999-2008年→260 機:2009-2018年）

することが予想されており、途上国の需要は今後 10年間に約 4倍になると見込まれている。 

 

一方、豊富な実績を持つ欧米に加えて、近年急速に技術力を高めている中国や韓国等も

途上国を中心とする宇宙新興国の市場に進出してきており、市場獲得競争は更に激しくな

ると見込まれる。我が国としても、今後は宇宙新興国の市場に重点を置き、特に、立ち上

がり段階にある地球観測衛星について、機器とサービスのパッケージを提供する形で市場

参入を進めていくことが重要となる。 

 

        図Ⅲ-1-21 世界の宇宙産業の売上げ推移（2003 年～2008 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）我が国企業の強みと課題 

我が国の宇宙機器産業は、国内官需による研究開発を通じて、幅広い分野の技術を蓄積

してきた。これまで、その技術をもとに宇宙機器のコンポーネント（送受信機、蓄電池、

熱構体等）を輸出してきたが、衛星本体や宇宙システムのパッケージの輸出実績は乏しい。

近年、外国から衛星開発や打上げサービスを受注する事例が出てきているものの、世界の

売上高上位は欧米企業に席巻されており、我が国宇宙機器産業の売上高（約 2,591 億円）

は、米国の 1/15(388億ドル)、EUの 1/3（5885 百万ユーロ）にとどまっている。 
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このような現状の背景として、従来、我が国企業は、単品受注中心で応用範囲の狭い国

内官需に売上げを依存してきたため、低コスト化や標準化、共通化、同型機器の運用実績

獲得等の取組が遅れていたことが挙げられる。また、衛星の製造から打上げサービス、人

材育成等までを含む宇宙システムのパッケージ提供への対応も遅れていたことに加え、マ

ーケティングに必要なネットワークや海外市場の動向に係る知見の不足により、海外市場

において日本の宇宙産業の技術力や商品に係る情報が十分に浸透してこなかった。さらに、

諸外国の例に見られるようなトップセールスをはじめとした官民一体での積極的な売り込

みの体制が整備されてこなかったことも挙げられる。 

 

現在、我が国では、これまでの宇宙システムの開発を通じた技術蓄積と小型化技術等の

日本の強みを活かし、世界最先端の小型衛星及びセンサ（ASNAROプロジェクト）や地上シ

ステムの開発を進めている。これらの開発成果を市場に投入することにより、国際競争を

優位に展開することが重要である。国際競争を勝ち抜くためには、継続的な研究開発と衛

星のシリーズ化等により、競争力のある商品・サービスを揃え、この運用実績を積み上げ

て、国際市場における存在感を高めていくことが不可欠である。 

 

図Ⅲ-1-22 世界の売上高上位 10社と日本企業の売上高（2008年度） 

 

 

ⅲ) 具体的政策 

ｱ）目標 

国際市場のニーズを踏まえたコストパフォーマンスの高い技術開発や防災、資源管理な

どのアプリケーション開発を進め、国際競争力ある製品・ソリューションサービスの提供

を目指す。 

 

また、自国では衛星を開発できない宇宙新興国の需要獲得に重点を置く。特に、立ち上

がり段階にある地球観測衛星市場への参入を狙い、競争力ある小型衛星の開発と軌道上実

証を推進する。官民連携の取組を強化し、5 年後には、年間 5～10 機程度の衛星を海外か

ら受注することを目指す。 
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ｲ）アクションプラン 

(A)我が国企業の市場獲得を優位にする事業環境の整備 

宇宙新興国のニーズに合わせて、衛星関連の各種サービスをパッケージ化（衛星製造、

打上げサービス、地上システム、衛星利用サービス、人材育成等）して提供できる体制を

構築する。その一環として、官民連携のプラットフォームである「宇宙システム輸出戦略

チーム（仮称）」を創設し、案件毎に企業コンソーシアムを組み、宇宙システムのインフラ

やパッケージの輸出を推進する体制を強化する。 

 

併せて、国際受注獲得に向けた政府支援として、円借款等の経済協力ツールの活用やト

ップセールス外交を積極的に実施する。 

 

(B)海外市場獲得に向けた我が国企業の競争力強化 

国際市場、特に宇宙新興国のニーズ（低コスト・短納期・高性能・高信頼）を踏まえた

世界最先端の小型衛星を中心として、その運用を支える小型地上局、打上げ手段として期

待できる小型固体ロケットや空中発射、さらに利用拡大や新技術の実証手段として期待で

きる超小型衛星、衛星の複数機連携まで含めた宇宙システム全体の開発を加速する。 

 

また、防災、資源管理、環境監視、国土管理などの多様な宇宙システムの利用に係るア

プリケーションの開発・実証を進めるとともに、防災等の分野でアジアとの国際協力も念

頭に置いた 10機程度の地球観測衛星を複数運用するシステムを構築し、衛星利用サービス

の多様化と宇宙機器の運用実績獲得を進める。 

 

図Ⅲ-1-23 世界の宇宙機器保有国と衛星イメージ 

 
出所：経済産業省作成 
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⑧スマートグリッド・スマートコミュニティ 

スマートグリッド・スマートコミュニティの海外展開については、インフラ関連/システ

ム輸出の主要分野として位置づけられるが、内容は、「Ⅲ.2.環境・エネルギー課題解決産

業」において記載する。 

 

以下、⑨再生可能エネルギー、⑩情報通信、⑪都市開発・工業団地の 3 分野については、

産業競争力部会では議論がなされなかったが、インフラ関連/システム輸出の主要分野とし

て位置づけられることから、基本的な考え方を整理し、参考として記載する。 

 

⑨ 再生可能エネルギー 

ⅰ) 世界の市場動向 

世界の再生可能エネルギーの市場は、地球温暖化問題、中長期的な化石燃料の逼迫化を

受け、欧米や日本といった先進国はもとより、中国、インド、中東、北アフリカ等の新興

国・途上国においても、今後急激な伸びを見せることが予想される。 

 

この急速な市場拡大は、一部の国による大きな政府支援による影響を大きく受けている

面もあるが、欧米や日本など十分な規模のエネルギーインフラが整備されている国・地域

において導入される事例、中国、インドなどエネルギー需要が急速に拡大している新興国

において送電網を含めたエネルギーインフラ投資とあわせて導入される事例、島嶼やアフ

リカなどにおいてオフグリッドの形態で導入される事例など、多様な形態の導入が進みつ

つある。また、導入される再生可能エネルギーの種類も、太陽光、太陽熱、風力、地熱、

バイオマスなど市場ごとにそれぞれ異なっている。 

 

この市場拡大を持続的なものとするためには、当面の間、化石燃料に比して価格競争力

が务っている多様な再生可能エネルギー導入に対して、コスト面での普及支援策（具体的

には、固定価格買取制度や補助金等）が採用・継続されるとともに、コスト低減に向けた

技術開発が進められることが必要である。 

 

特に、需要増が見込まれるのは太陽光、風力といった分野であるが、太陽熱や地熱、さ

らには中小規模も含めた水力や波力等新規分野についても伸展が見込まれる。IEA 等の需

要増見込み等をもとにした経済産業省による試算によると、世界の市場規模は太陽光、風

力、太陽熱、地熱だけで現在の 7.9 兆円/年から 2020 年には 27.4 兆円/年に拡大すること

が予想される。 

 

我が国としても、今後は、現在検討がなされている国内での再生可能エネルギーの全量

買取制度等によって拡大しつつある国内市場にとどまらず、今後拡大が期待される世界市

場に積極的に展開していくことが必要である。 
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ⅱ) 我が国企業の現状と目指すべき方向性 

再生可能エネルギーを産業として見ると、要素技術を核とした太陽光パネルなどの機器

製造業や、個々の製品を組み合わせ電力の安定的供給を行うシステムとして構成するシス

テム事業、運転管理支援事業、IPP 等の発電事業まで、上流から下流まで多様なフェーズ

を包含している。 

 

再生可能エネルギーの要素技術を見ると、高い技術力を背景に日本企業の存在感は高い。

具体的には、太陽光発電分野における高効率パネル、風力発電の基盤をなすベアリング技

術、地熱発電における硫化水素対応素材、大型の NAS 蓄電池やリチウムイオン電池などは

日本の競争力が高い分野である。 

 

他方、コンサルティングや運転管理支援等、機器以外が発電事業のコスト・収益構造に

占める割合は高いが、こういった上流、下流部門、及び IPP 等のシステム全体の海外展開

については、我が国企業は一部の取組を除き、世界市場におけるプレゼンスは現在のとこ

ろ低い。 

 

再生可能エネルギーの拡大に当たっては、各国の異なる資源賦存などの環境を考慮しつ

つ進める必要がある。特に、途上国は、マスタープラン策定の段階から我が国が有してい

る多様な技術・ノウハウに対して大きな期待を示しており、今後、再生可能エネルギー分

野は我が国企業にとっても参入・市場拡大のチャンスは大きい。 

 

図Ⅲ-1-24 太陽電池における世界のメーカー別生産額の推移 

１位 シャープ （日） 428ＭＷ

２位 Q-Cells(独） 166ＭW

３位 京セラ （日） 142ＭW

４位 三洋電機（日） 125ＭW

５位 三菱電機（日） 100ＭW

(2005年/6941MW)

１位 Q-Cells(独） 569MW

２位 First Solar(米） 507MW

３位 Suntech(中） 500MW

４位 シャープ 472MW

５位 MOTECH（台） 382MW

６位 京セラ 292MW

１１位 三洋電機 208MW

(2008年/1759MW)

（出典）PV-News
 

出所：PV-News 
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図Ⅲ-1-25 風力発電における世界のメーカー別導入量（2008 年） 
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出所:BTM Consult ApS社の World Market Update より作成 

 

図Ⅲ-1-26 太陽光発電におけるコスト構造 

原料 セル化 モジュール化 BOS：Balance of System

薄膜

結晶

約４５％

約３０％約３５％ 約３５％

約１５％ 約４０％

（出典）新エネルギー部会資料より抜粋  
出所：経済産業省抜粋 

 

ⅲ）具体的政策 

ｱ) 目標 

我が国企業は、今後、強みのある各機器に加え、システム全体の国際展開を目指し、分

野別、地域別のきめ細かな戦略を実施することで、機器分野とシステム事業分野の双方で

拡大する市場の獲得を目指していく。 

 

特にシステム事業分野については、企業間の連携をより深めることにより、コンサルテ

ィングや運転管理支援等の分野や IPP 事業等、システム全体についても海外展開を目指し

ていくことが必要である。その際には、当面は商社や機器メーカーが主導していくとして

も、最終的には日本のエネルギー事業者が、そのノウハウをもとに事業に参画していくこ

とが期待される。 

累積導入量 

12,215 万 kW 

（世界計） 
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ｲ)アクションプラン 

（A）案件組成段階からの関与 

再生可能エネルギーの課題の一つには、従来型のエネルギーに比して超すとが高いもの

が多く存在するという点が挙げられることから、再生可能エネルギー価格は、化石燃料と

比較するとまだ高いことから、再生可能エネルギーの市場形成には一定の政府支援が重要

である。このため、各国の政策動向等についての情報収集機能の強化とともに、政策対話

による事業リスクを低減するような政府の支援制度（固定価格買取制度等）の導入の働き

かけを行っていく。 地熱発電のような開発リスクの高い分野においては、我が国の公的資

金を活用したファンド創設への支援を検討する。 

 

また、日本企業の上流部門、及び IPP 等のシステム全体についての提案能力を強化する

とともに、現地で実際に再生可能エネルギー発電案件の組成を担っている電力会社等の現

地企業との連携を強化し、客先に対して案件組成段階から関与、影響力を強化する。 

 

再生可能エネルギー発電の立地政策は、インドにおけるデリー・ムンバイ構想や北アフ

リカにおけるデザーテック計画等、スマートグリッド導入や都市開発の観点から策定され

る包括的な総合開発計画の一部としてなされるケースが多い。したがって、再生可能エネ

ルギーをシステムとして海外展開するにあたっては、こういったより上位の開発計画も勘

案し、相互補完的となるよう戦略を実施することが必要となる。 

 

（B)技術開発の促進と実証事業の抜本的拡大 

再生可能エネルギーは、技術・システム構築双方において今後も改善・発展の余地が大

きい分野であるため、我が国に強みのある機器についての競争力を維持するとともに、シ

ステム全体の海外展開案件を獲得していく上では、性能面及びコスト面の改善を図るため

の技術開発が重要である。 

 

また、海外における電力案件等を受託するためには、実績（受注、ファイナンス）が重

要であるが、我が国の事業者による海外の再生可能エネルギーを活用した電力プロジェク

トの受注実績は必ずしも多くない。環境・エネルギー分野で最先端技術開発を行っている

NEDO を中心に官民が連携し、各企業の先端的要素技術を糾合し、相手国のニーズに照らし

て、知的財産の管理も図った上で、有効な形での国際的な実証事業を実施していくことが

不可欠である。このようなプロジェクトを実施する際には、商業展開による広範な普及を

目指すべきであり、また、地球温暖化対策への我が国の貢献との関係についても整理する

必要がある。実証事業の抜本的な拡大を通じて、多くの実績を構築することで、日本企業

によるシステム輸出に貢献することが求められている。 

 

（C）国際標準 

我が国及び海外において再生可能エネルギーの積極的な導入を推進していく中で、国際

標準の動きを見据えていく必要がある。機器等の互換性が確保され、大きな市場が形成さ
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れることにより、価格低減が図られることに留意しつつ、再生可能エネルギーのシステム

全体としてのコスト競争力を強化していくためにも、現地生産、現地企業との連携など国

際連携を弾力的に図っていくことが必要である。 

 

（D）国際受注獲得に向けた政府支援の拡充 

JBICの先進国向け投資金融、NEXIなどファイナンスの適切な活用や、ODAによる運転・

管理人材の育成や関連インフラ整備とのパッケージ化、相手国政府等へのトップセールス

の弾力的な実施等、システム受注のために活用できる政府支援を一体的に行っていく。 

 

⑩ 情報通信 

ⅰ) 世界の市場動向 

世界の情報通信ビジネスは、2007年時点の総額約 300兆円から、2020 年には約 2倍の総

額 600兆円に拡大すると考えられている。 

 

新興国を中心に需要の急成長が予測されるが、特に中国・インド等のアジア・太平洋市

場の成長が著しく、地域的にも欧米を抜き最大市場となることが予想される。分野的には

通信のシェアが大きく、全体の約 6割を占める。 

 

図Ⅲ-1-27 世界の情報通信ビジネスの分野別・地域別成長見通し 
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図Ⅲ-1-28 情報通信関連支出の年平均伸び率予測（2009-2012年） 

 
 

ⅱ) 我が国企業の強みと課題 

情報通信ビジネスは、ハードウェア、ソフトウェア、ITサービス、通信等幅広い分野に

わたる国家の基幹産業である。日本の技術は信頼性が高く、高機能・高品質が求められる

サーバ・ストレージやソフトウェア、プラントや車両運行の制御システム、生態認証シス

テムなど、特定の分野については強みを有するものの、世界生産額における日本企業のシ

ェアは限定的であり、海外市場に十分展開しているとは言えない。 

 

新興国市場の成長（注１）や技術プラットフォームの共通化（注 2）が進むなかで、今

後の我が国情報通信産業の発展を図るためには、国内市場のみならず海外市場を対象とし

た事業展開を推進することが重要である。加えて、OSや音楽配信と同様、今後次々と押し

寄せる海外からの技術革新や新しい商品・サービスといったグローバル化・デジタル化の

波は、i-Pod や電気自動車のようにこれまで我が国が築いてきた技術優位を大きく覆す可

能性があることを踏まえ、こうした環境の変化に適応するだけでなく、自らイノベーショ

ンを創造し、国内で蓄積した技術やシステムを現地のニーズを踏まえた形で海外展開につ

なげていくことが重要である。 

 

注１：世界市場における日本市場の地位は低下しており、仮に中国市場が今後毎年 8％の

経済成長を遂げ、5年間で人民元が米ドルに対し 3割上昇すると、2015 年には GDP規模で

中国市場は日本市場の約 2 倍となると予想される（尚、GDP については 2030 年には世界

における中国シェア 24％、日本 4％という予想も）。携帯電話の販売台数では、2009年の

世界合計出荷台数は約 11.8 億台であり、ノキア（4.4 億台）、サムスン電子（2.3 億台）、

LG電子(1.2億台)、モトローラ（0.6億台）、ソニーエリクソン（0.5億台）と上位 5社で

世界の約 4分の 3のシェアを占める。日本は国内販売台数トップのシャープでも 0.1億台

日本市場の伸びは低迷 
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である。（出典：Gartner 他） 

 

注２：パソコンの OS や携帯電話の通信規格等、様々な情報通信技術の互換性が高まり世界

的に共通化していくと予想される。 

 

図Ⅲ-1-29 世界市場における日系企業シェア（2009 年見込み） 
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出所：社団法人 電子情報技術産業協会資料 

 

ⅲ）具体的政策 

ｱ) 目標 

我が国情報通信産業の成長には海外展開が不可避であり、各社トップの意思による明確

な世界市場における目標設定が求められる。また、ハードウェア、ソフトウェア、ITサー

ビス、通信の各分野において、2020年までに海外売上高比率が 50％以上となることが望ま

れる。 

 

個別分野としては、以下の(A)～(C)が求められる。 

(A)技術革新等により今後大きな市場となることが予想される分野（クラウド、スマートグ   

リッド、３D等）においては、実証事業や先行導入（デファクト）、国際標準作成への参

画（デジュール）等により国際標準を確保して日本の技術が内部に組み込まれ、市場の

成長とともに日本に利益が環流するようにする。（ジャパニーズ・テクノロジー・インサ

イド） 

 

(B)現在日本が高い世界シェアを有している分野（基地局間無線通信システム、生体認証技

術、機械稼働管理システム等）については、官民一体となってプロモーションを行うこ

とにより、トップブランド化と新興国市場への普及を図るとともに、上下流や他分野も

含めたパッケージとしての展開を目指す。（ジャパン・アズ・No.1・アゲイン） 
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(C)日本が高い技術を有しており各国の経済成長に伴い今後ニーズが顕在化する分野（シス

テム制御技術、センサーネットワーク技術、グリーン IT、ITS、防災システム等）につ

いては、日本の技術を現地の水準に合わせてカスタマイズ・ローカライズすることによ

り、現地の社会問題を解決するとともに、現地企業と日本企業との win-win の実現を図

る。（ジャパン・ソリューション・フランチャイズ） 

 

ｲ)アクションプラン 

(A)計画策定・推進のための体制構築  

政府窓口を明確化し、関係省庁及び関係機関による情報収集・共有・検討体制を構築す

る。また、民間企業や大学等研究機関と長期目標を検討・共有し、各主体の実施計画を連

携させる。 

 

(B)過去の失敗事例と成功事例の研究 

「技術で勝って標準で負ける」、「標準で勝って事業で負ける」、（「新製品を世界に先駆け

て出すが世界シェアを奪われる」「要素技術は高いが下請け化して利潤がない」等、情報通

信分野は我が国製造業が直面するデジタル化の波（匠の技がデジタル化され、未熟練工で

も生産設備を入れればボタンを押すだけで生産できるようになる）による課題の多くに直

面してきた。 

 

こうした経験を生かすべく、世界の情報通信インフラ分野で成功している海外企業の歴

史と海外政府の関与、日本企業がいかにして世界シェアを失ったか等を関係者間で共同研

究し、共有する。 

 

(C)個別案件形成・受注支援（特に「一号案件」の形成支援） 

各国の日本大使館、JETRO、JBIC、JICA、NEXI、NEDO 等との連携等により世界各国の大

型案件情報の収集体制を確立し、企業への情報提供や案件形成支援を行う。 

 

また、現地における情報通信インフラ・システムの研究開発や実証実験を支援するとと

もに、トップセールスやセミナー開催等により一号案件の受注と日本ブランドの確立を図

る。 

 

さらに、オリンピック（2012 年ロンドン、2014 年ソチ、2016 年リオデジャネイロ）、

ワールドカップ（2010 年南ア、2014 年ブラジル）、国際博覧会（2010 年上海、2015 年ミ

ラノ）、APEC（2010 年横浜、2011 年ハワイ、2012 年ウラジオストック）等の大規模イベ

ントにおいて、信頼性の高い我が国の情報通信技術関連システムの受注を図るとともに、

その後の当該国・地域における受注の横展開を図る。 

 

(D)海外展開施策・支援ツールの拡充・強化  

公的支援ツールの拡充・強化を図り、海外企業との公平な競争環境を整備する。また、
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支援メニューを相手国の要望（人材育成、パイロット事業、投資の組み合わせ等）に応じ

てパッケージ化して運用する。各国の公共調達市場の透明性を確保し相互参入の拡大を図

ることにより、我が国企業による海外の公共調達市場への参入を促進する。海外展開重点

分野に係る標準化施策の強化を図る。 

 

さらには、アジア太平洋域内を知識経済化し、我が国と一体となった成長を実現するた

め、域内の情報通信基盤の整備、電子商取引推進のための基盤整備、情報通信技術に係る

我が国の人材育成・評価ツールの域内への展開・普及支援等を推進するととともに、我が

国が強みを有する情報通信技術の開発、標準化等をアジア諸国と連携して推進する。 

 

（E）我が国が強みを持つ情報通信技術関連の研究開発等の推進 

我が国が強みを持つ情報通信技術関連の研究開発を重点的に推進し、早期の市場投入を

目指す。 

 

具体的には、今後、世界的な成長が期待され、我が国が強みを有する技術分野（新世代・

光ネットワーク、次世代ワイヤレス、クラウドコンピューティング、次世代コンピュータ、

スマートグリッド、ロボット、次世代半導体・ディスプレイ等の革新的デバイス、組込み

システム、三次元映像、音声翻訳、ソフトウェアエンジニアリング等）を特定して集中的

に研究開発を行うとともに、国際的なパートナーシップの下で国際標準（デジュール及び

デファクト）の獲得や知的財産の活用につながる知的財産マネジメントを推進する。 

 

さらに、多様なユーザーニーズに応える革新的なコンピューティング環境の開発・整備

を推進するとともに、情報通信技術に係る最先端の研究を行い、海外から有能な教員等を

呼び込める高等教育機関を強化する。 

 

(F) 高度情報通信技術人材・グローバルインフラ人材の育成  

これからの高度情報通信技術人材等が備えるべき資質・能力、確保すべき人材の数につ

いて、経済界、大学、専修学校等の関係者及び関係府省が認識を共有した上で、初等中等

教育段階の子供たちへの取組を含め、2010 年中に高度情報通信技術人材の育成・登用に向

けた具体的なロードマップを策定する。また、ベンチャー起業家や企業経営者について、

情報通信技術を活用した経営等の普及を促進する。 

 

また、海外インフラ案件の構想・立案・コンサルティング・プロジェクトマネジメント

スキルを備えたグローバルインフラ人材の育成を図る。  
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⑪ 都市開発 

ⅰ）世界の市場動向 

近年、新興国では急激な経済成長を背景に、都市部への人口流入と交通量の増大等によ

る都市機能麻痺の深刻化や産業構造の複雑化などの課題に対し、既存の都市構造では対応

できなくなっており、都市機能の抜本的強化や都市の拡張・再開発といった需要が増加し

てきている。 

 

2005年時点における世界の建設投資額は約 230 兆円だったところ、2020 年には約 360兆

円まで拡大すると予測され、特に、都市化が急速に進む中国、インド、ベトナムをはじめ

としたアジア地域の需要拡大が著しい。例えば、インドには 2008年時点で人口 100万人以

上の大都市が 42 カ所あるが、2030 年には人口 1000 万人以上の「メガシティ」6 カ所を含

む、100万人都市が 68カ所建設されると予想されている。今後、こうした新興国を中心と

した都市開発は需要が急速に拡大していくことが見込まれる有望な市場である。 

 

都市開発関連分野は、社会システム構築の最上流部に当たることから、構想の策定、設

計、施工運用等を通じて、水道、鉄道をはじめとする公共輸送網、電力・ガス供給といっ

た各種インフラ産業に波及して大きな利益をもたらす分野であり、さらに、都市そのもの

の価値を高めるための都市機能の保守管理や大規模修繕といったメンテナンス、生活支援

サービス等の各種サービス産業にも大きな影響を与えるものである。我が国事業者がこう

した都市開発の最上流段階から参画することは、対個人向けサービスを提供する事業者が

海外市場に新たに展開しようとする際に現地での出店可能性をも飛躍的に促進するもので

あり、その効果は非常に大きい。 

 

図Ⅲ-1-30 都市化の進展状況 
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出所：各種資料より経済産業省作成 
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図Ⅲ-1-31 世界の建設投資額予測（2008→2020 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：各種資料より経済産業省作成 

 

ⅱ）国内外の企業の動向 

(ｱ) 競合国の取組状況 

世界規模での都市開発分野への急速な需要増を背景に、シンガポール（ケッペル     

社、アセンダス社等）、韓国（GS建設等）、欧米（アラップ社、ゲール・インターナショナ

ル社等）等の事業者は、特に需要が伸びている中国、インド、ベトナムなどにおいて多く

の都市開発関連事業を請け負うなど積極的な展開を見せている。 

 

例えば、シンガポールでは、国を挙げた人的・組織的な官民一体体制により、トップセ

ールスをはじめ MOU 等締結など、様々な手段・手法を駆使し海外案件の獲得に向け全力で

取り組んでいる。 

 

図Ⅲ-1-32 世界の競合国企業の主な取組状況 

 
出所：各種資料より経済産業省作成 
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(ｲ)我が国企業の強みと課題 

我が国は、戦後の高度経済成長過程において、人口及び産業が急速に都市部へ集中して

いく中、計画的な都市開発手法を高度化させてきた歴史がある。道路、公園といった公共

施設と宅地の総合的整備を行うことで、土地の利用価値を高める新都心開発や、沿線人口

増加による都市への人口集中回避及び鉄道収益の安定化を両立させる鉄道沿線開発がこれ

にあたり、それぞれさいたま新都心や横浜みなとみらい 21地区、東急線沿線や阪急線沿線

等が代表的な例である。 

 

これらの市街化手法を取る際、課題となる土地買収問題を解決するのに大きく役立った

のが土地区画整理法（昭和 29年）をはじめとする各種制度であり、地価の急激な上昇、複

雑な地権者関係といった、当時の日本と同じ問題を抱える新興国は、我が国が高度成長期

から蓄積してきた、こうした都市整備手法・ノウハウに強い関心を示している。 

さらに、中国をはじめアジア諸国における都市開発事業において、環境への配慮は重要

な課題になっている。BEMS、ヒートポンプ、スマートグリッド、排水処理や廃棄物リサイ

クル等、我が国の環境技術等を活かした都市開発に対する関心も高まっているところであ

る。 

 

日本のディベロッパー等が計画策定、施工、運営を行っている海外の工業団地は、既に

現地に展開している我が国企業とのサプライチェーンの存在や教育を始めとする生活環境

等、日本企業の利便性を念頭において立地場所が選択されているケースが多く、我が国企

業にとって安心感があり、中小企業を始めとして、今後海外展開を進めていくことを考え

ている我が国企業の誘致が有利になることが予想される。新興国の多くは自国工業の発展

に向けて、中小企業をはじめ優れた技術を有する我が国企業の誘致を熱心に行っており、

日本のディベロッパー等が海外で都市開発を展開していくに当たって、日本の企業を誘致

する力があることをアピールすることは案件獲得上大きなメリットになる。 

 

日本の街自体の評価についても、東京が“最も住みやすい都市”第 3 位に選定（MONOCLE

誌）、東京ミッドタウンが世界最優秀賞を受賞する（ULI Award Winning(2009)）など、日

本人独自の感性を活かした都市設計デザインは世界的にも高い評価を受けており、我が国

企業の都市開発関連分野におけるポテンシャルは高い。 

 

一方、我が国企業は都市の設計、個別インフラの整備など都市開発に関連する個別分野

での海外展開実績はあるものの、都市開発事業そのものの海外展開の動きは限定的である。

その課題として、以下のようなことが挙げられる。 

 

(A)都市開発事業全体についてグランドデザインを描き、関係事業者を組織化して、プロジ

ェクトの設計から実施段階まで一貫して取り組むオーガナイザーが存在しない。 
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(B)個別事業者についても、都市開発において不可欠な相手国政府等との交渉を直接行った

経験に乏しい。 

 

(C)都市開発にあたっては莫大な資金が必要となるが、我が国企業にはそのような大規模な

ファイナンスや、長期に渡る事業運営のリスクをヘッジするためノウハウや経験が不足

している。 

 

このため、都市開発関連事業者をインテグレートし、総合的にグローバル展開を促進す

る体制を早急に整備するとともに、政府機関等の投融資制度や保険制度の活用、金融機関

との連携によるファイナンス力を強化することが課題である。 

 

図Ⅲ-1-33 我が国の主な都市開発関連制度の概要 

 

出所：経済産業省作成 
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ⅲ）具体的施策 

(ｱ) 目標 

我が国企業群は、都市構想・デザイン段階から密接にプロジェクトに関与していくこと

により、都市開発に係る連続的工程において中心的な役割を果たすとともに、高度な都市

機能を支えるサービスを提供する主体として、我が国サービス事業者のグローバル展開を

促進する。 

 

(ｲ)アクションプラン 

(A)我が国の人的・組織的資源を有機的に編成した総合的事業体制の構築 

海外の都市開発事業に関する情報共有と各個別案件に対して迅速にコンソーシアムを形

成することを目的とした、設計会社、ディベロッパー、鉄道事業者、商社等の都市開発関

連事業者と中央省庁、自治体等による官民連携協議会（プラットフォーム）を設立し、ト

ップセールスの活用促進も含めた、官民連携による展開を図る。 

 

都市プランナー、大規模都市開発・海外プロジェクト経験者等の力をフルに活用したコ

ンサルティング機能を協議会内に備え、JETRO 等とも連携しながら海外案件の早期発掘、

プロジェクトの主導権確保等に向けた先駆的役割（土地収用等に係る制度・体制整備のた

めのキャパビル支援、FS 調査、アーキテクチャー設計等）を果たし、上流工程からの案件

獲得を狙う。 

 

(B)海外有力事業者、第三国政府等との連携体制の強化 

都市開発分野で実績の尐ない我が国が、ゼロベースで案件を発掘し受注に漕ぎ着けるこ

とは困難である。このため、これまで積極的に事業展開を行ってきたシンガポール等の海

外有力事業者や第三国政府等との win-win による連携体制を構築し、都市開発分野におけ

る積極的展開と現地市場におけるネットワーク形成の強化を図る。 

 

(C)JBIC、JICA、NEXIなどの公的金融支援の強化による日本企業の海外展開支援 

 

(D)ODA等の活用による周辺インフラ開発 

円借款をはじめとする公的ファイナンスツールを、日本企業が主導する都市開発計画と

有機的に連携させて当該地域の周辺インフラ（橋梁、港湾、道路等）開発を一体的に進め

ることにより、これらのインフラ開発案件獲得に向けた支援を行う。 

 

(E)都市開発と連動した日本企業の海外進出支援 

進出先国が最も強く求める我が国企業の進出について、案件組成段階から具体的なイメ

ージを持てるようにするため、中小企業関連団体と積極的に連携することで日本企業の海

外進出を支援し、我が国の総合力を発揮できる体制とする。 
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図Ⅲ-1-34 都市開発総合的推進体制 

 

出所：経済産業省作成 


