
◆首脳宣言として、「ホノルル宣言～継ぎ目のない地域経
済を目指して～」を採択。

① イノベーション政策に関する域内の共通原則を初めて
合意。ＴＰＰを含むアジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡ
Ｐ）に向けた通商協定において、今後ルール作りを目
指す新分野（次世代貿易・投資課題）を特定するととも
に、具体的取組を促進。

② 環境物品に対する関税を２０１５年までに５％以下に削
減することや、ローカルコンテンツ要求を含む非関税
障壁の撤廃、エネルギー効率を２０３５年までに４５％改
善することなど、グリーン成長に向けた取組を強化。

③ 不必要な貿易上の障壁が発生しないよう、透明で開か
れた規制制度を構築。

◆ＴＰＰは、ＦＴＡＡＰに向けた道筋の中
で唯一交渉が開始。

◆今回、我が国から、ＴＰＰ交渉参加に向
けて、関係国との協議に入ることとした
旨及びアジア太平洋地域の貿易・投
資促進のために、日本が貢献していく
方針である旨を議場の内外で紹介。

◆これに対し、複数のエコノミーから、今
回の日本の発表を歓迎する旨発言が
あった。

◆なお、カナダとメキシコについては、
ＡＰＥＣ首脳会議において、交渉参加
について協議に入る旨の表明があっ
た。

ＡＰＥＣ２０１１年優先課題 ＴＰＰ

◆交渉を諦めず、新
たな創造的アプ
ローチで取り組む
重要性を指摘。保
護主義の再拡大
に懸念を共有し、
保護主義抑止に
向けた政治的決
意を合意。

◆２０１３年末で合意
していたスタンドス
ティル約束を、２０
１５年末まで延長。

ＷＴＯ交渉

ＡＰＥＣ首脳会議・閣僚会議が、１１月１０日から１３日にかけて米国・ホノルルにおいて開催され、
我が国からは野田内閣総理大臣、枝野経済産業大臣、玄葉外務大臣が出席。

３．地域協力①ＡＰＥＣ‐首脳会議・閣僚会議の結果（２０１１年１１月）
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 環境物品の関税削減（2012年にAPECとしての対象品目リストを作成し、2015年末までに関税を5%
以下に削減）、環境物品・サービスの貿易を歪曲する既存のローカルコンテンツ要求の撤廃等。

 環境に優しい機器等が各国・地域に普及することにより、これらの分野で強みを持つ我が国企業
のビジネスチャンスが拡大するとともに、経済成長と環境問題への対応の両立に貢献する環境物
品・サービスの貿易拡大を通じ、途上国などにも裨益。

 一部、関税削減などに対する合意に慎重なエコノミーも見られたが、閣僚会議等での精力的な議
論を経て、「各エコノミーの経済状況を考慮すること」及びEGS貿易投資自由化に関する「WTOでの
立場を予断しないこと」を条件に合意。

品目 貿易障壁の例（関税率）

燃料電池
中 国：14% ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：10%
ﾍﾟﾙｰ ： 9% 韓 国： 8%

貯蔵式湯沸器
中 国：35% ﾏﾚｰｼｱ ： 20%
ﾒｷｼｺ ：12.5% ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ：10%

光学用品
中 国：15% ﾍﾟﾙｰ：9%
韓 国： 6.3% ﾁ ﾘ： 6%

（日米豪ＮＺの共同提案を首脳宣言で合意）

環境物品の例

太陽光パネル・風力発電設備
（再生可能エネルギー）

燃料電池
（低環境負荷・資源効率化）

破砕機
（廃棄物対策）

熱交換装置
（熱・エネルギー管理）

液体流量計
（環境計測機器）

３．地域協力①ＡＰＥＣ-環境物品・サービス（ＥＧＳ）の貿易・投資自由化
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ASEAN首脳会合において、東アジアの包括的経済連携（Regional Comprehensive Economic Partnership)の
枠組みを採択。このASEAN提案も踏まえ、中国と共同で提案している、貿易・投資自由化に関する作業部
会の立ち上げについて、東アジアサミットで合意。2012年の早期に物品の作業部会が設置される見込み。

日本が提唱・主導してきたERIAの功績が高く評価され、東アジアサミットにおいて、ASEAN側から資金拠出
の表明があった。

日ASEAN首脳会議で、ASEAN連結性強化

のためのフラッグシップ・プロジェクト（事
業規模は約2兆円）に関する日本の支援

が歓迎された。今後、インフラ人材の育
成（東アジアで1000人育成）、衛星を活用
した防災ネットワーク構築等を進める。

また、特にミャンマーへのインフラ整備協
力（ERIAと提携したダウェイ地域開発計画
策定等）を推進することで一致。

東アジアサミットで、アジア総合開発計画
も活用しつつ、東アジア大の連結性強化
のための「連結性マスタープラン・プラス」
の可能性を検討することに合意。

１．東アジアの経済統合の推進

２．官民一体のパッケージ型インフラ海外展開の加速

連結性マスター
プラン・プラス

ASEAN連結性
マスタープラン

「ASEAN大」から
「東アジア大」へ

３．地域協力②東アジアサミット-東アジアサミット関連会合の成果（１）

東アジア首脳会合・関連会合が、11月17日から19日にかけて、インドネシア・ジャカルタで開催さ
れ、我が国からは野田内閣総理大臣、枝野経済産業大臣他が出席。
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 日ASEAN間で共に成長する戦略的関係のビジョンを共有すべく、産業界も含めて、今後１０年の
ロードマップを策定していくことを確認。

 また、日本の震災復興の状況を各国にアピールするとともに、中小企業も含めた日本産業界と
の更なる経済関係強化を目指し、来年4月末に、ASEAN10カ国の経済大臣を東京、仙台に招聘。

４．日ASEAN経済関係の強化

３．エネルギー連携の強化

9月のエネルギー大臣会合の結果を踏まえ、ERIA
を中核とした東アジアのエネルギー連携強化の
取組を進めていくことに合意。

＜エネルギー大臣会合での合意内容＞

●既存の協力に加え、以下の５分野を取り組む。

①中長期に渡るエネルギー需要と省エネポテンシャルのアウトルッ

クの策定、

②緊急時の政策及び対応の連携、

③地域における既存の化石燃料資源利用の促進、

④原子力発電を含む電力インフラの改善、

⑤地域の効率的なエネルギー利用を目的としたクリーンエネルギー

やスマートコミュニティの開発。

●これらの分野についての研究を、日本のサポートにより ERIAが実

施する。研究のため、ERIAへの協 力を継続し、ERIAの研究成果

や政策提言を、次年度以降のエネルギー大臣会合での、政策の継

続的議論の材料とする。

世界

アジア

2035
17,479Mtoe

2008
3,754Mtoe

１．６倍

2035
7,866Mtoe

２．１倍
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Mtoe

6,510 Mtoe増加

2008
10,969Mtoe

出典：IEEJ

【一次エネルギー総需要】

３．地域協力②東アジアサミット-東アジアサミット関連会合の成果（２）
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資料：ジェトロHP（WEEKLY WISE 誌地図をRydeen 社の許可を得てジェトロ・バンコクが加工 ）。 

○洪水被害の状況 
 

今般の洪水により、バンコク北方アユタヤ周辺の工業団地7か所 

 （①サハ・ラタナナコン、②ロジャナ、③ハイテック、④バンパイン、   

 ⑤ファクトリーランド、⑥ナワナコン、⑦バンカディ）で浸水被害が 

 発生、入居企業全804社、うち日系企業449社（注）が影響。 
 

自動車産業やエレクトロニクス産業等では、タイ国外も含めた直   

   接被災していない日系企業についても、被災した企業からの部素 

 材の供給途絶等により、生産停止や減産等のサプライチェーンへ 

 の影響が発生。 
 

11月中旬に入り、洪水はようやく収まりを見せ、外務省も11月16 

 日、タイに対する渡航情報（危険情報）を引き下げ。浸水した工業 

 団地についても、昨年12月中旬までに、すべての排水が完了。 
 

 （注）タイにおける日系企業（製造業）の社数は、1,879社（「タイ日系企業 

  進出動向調査」中小機構による）。今回、冠水の被害を受けた工業団地 

  に入居する日系企業の企業数は449社であり、日系企業で冠水により 

  直接的被害を受けた企業の割合は、約2割強程度と推測される。 

  

○復旧の見通し 
 

工業団地7か所の排水は完了し、現在、被災した企業は、復旧・ 

  復興作業に着手。しかしながら、工業団地内の機械設備や建屋 

  は相当のダメージ。排水終了後も、工場の復旧には少なくとも2～ 

 3か月を要するとの見方が大勢。 

洪水被害が発生した工業団地 

 ４．タイの洪水について 
①洪水被害の状況及び今後の見通し 

 
 

 
 

43 



タイ洪水による被害状況を踏まえ、我が国としても、昨年１０月２５日に日系企業への支援
策を含む「タイ洪水被害の対応策」を公表したほか、継続的にタイ政府への積極的な働き
かけを実施。

◇ＡＰＥＣホノルル会合時の枝野経済産業大臣とキティラット副首相兼商業大臣（当時）との会談（１１／１２）、
◇キティラット副首相兼商業大臣（当時）・ウィラポン洪水復興戦略委員長の来日時の会談（１１／２８）

進出日系企業等の要望を踏まえ、①抜本的な洪水対策の策定・実施、②浸水により損傷した設備の入替に伴う
輸入関税の免除、③復旧のため日本から派遣される応援要員に対する就労手続の円滑化等を要請。

◇枝野経済産業大臣のタイ出張（１／１１）
インラック首相他関係閣僚との会談において、更なるタイ政府の対応（来年の雨季に向けた抜本的な洪水対策の
早期策定・実施、既に決定済の支援策の速やかな実施等）を要請。
キティラット副首相兼商業大臣（当時）との間で、タイの経済産業復興に向け、タイ経済の信頼回復、産業競争力
の強化の支援等を通じて、二国間の協力関係を強化することを共同プレスステートメントの形で確認。

被災工業団地を視察する枝野経産大臣（１／１１タイ訪問時） 枝野経産大臣とキティラット副首相
・ウィラポン災害復興委員長との会談（１／１１タイ訪問時）

※これまで要請した事項のうち、「代替資材の輸入関税免除」（11/29）、「応援要員に対する就労手続の円滑化」（12/6）、「保険基金創設」（12/27）につ
いて、タイ政府が、洪水対策として実施することを閣議決定。

４．タイの洪水について
②タイ政府への働きかけ
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我が国の対応策（経済産業の復興対策）
１．支援体制整備
現地における相談窓口の設置（JETROバンコク事務所による相談窓口の設置・情報提供・タイ政府との協議）

国内における相談窓口の設置（JETRO, JBIC, NEXI, AOTS, JODC, 日本公庫, 商工中金, 信用保証協会, 中小企業関係団体, 中小機構, 経済産業局等）

ミッションを派遣し、日系企業の被害状況・要望を調査。また、JETROでは、タイ及び周辺国進出日系企業への影響について情報収集。

「タイの洪水被害対策本部」を設置（経済産業省）

３．具体的対応策（※平成２４年１月末時点）

◆既存制度の活用、◎タイ洪水向け対策として平成23年10月以降に新たに措置

２．タイ政府との連携・情報提供等
企業の要望を踏まえ、在タイ大使館・JETROバンコク事務所を通じて、タイ政府と密接に連携・協議（例：早期排水、各種手続き緩和、資金支援等）

タイ政府に対して、日本の震災対応に係る中小企業施策等を迅速に情報提供

日本企業に対し、法務・労務・税務問題に関する専門家による情報提供の強化（JETRO）

日　本　の　支　援　策

短期運転資金の調達 ◎タイ中央銀行の日本国債を担保としたタイ・バーツ資金供給策の実施および日本銀行の協力（日銀）

資金借入に当たっての

保証・保険

◆海外投資関係保証（信用保証協会）

　・国内中小企業の外国子会社への出資・貸付に係る資金や拠点の設置・拡張に要する資金等の借入れに係る保証

◆特定信用状関連保証（信用保証協会）

　・現地金融機関からの借入に係る国内金融機関発行の信用状契約の円滑化（国内親会社が支払を約束する債務の保証）

◆現地子会社に対する資金借入への保険（NEXI）

◆投資金融（JBIC）

　・日系企業が行う民間金融機関（本邦・地場）からの借入に対する保証の付与

設備資金・長期運転資

金の調達

◎海外展開資金の資金使途追加（日本政策金融公庫）

　・転貸資金の資金使途に災害復旧費用を追加し、国内親会社を通じて現地子会社に災害復旧のための資金を供給

◎セーフティーネット貸付の資金使途追加（日本政策金融公庫）

　・資金使途に転貸資金（国内親企業を経由した資金融通）を追加し、現地の被災子会社の復旧に係る資金ニーズに対応

◎危機対応貸付による資金提供の実施（商工組合中央金庫、日本政策投資銀行）

　・日本政策金融公庫法に基づき本事案を危機認定し、日本政策金融公庫による指定金融機関（商工中金、政投銀）を通じた損害担保貸付

　　及びツーステップローンを実施

◆投資金融等（JBIC）

　・日系企業に対する直接融資、ツーステップローンの供与（日系企業の取引先であるタイ企業を含む）

輸出・海外投資・融資

に関するリスク軽減

◎民間損保会社等と協力した現地日系企業のタイ国内外向け販売代金回収リスクの低減（NEXI）

◆タイ向け輸出、投資、融資に係る貿易保険を活用したリスク低減及び迅速・適確な保険金支払い（NEXI）

◆投資金融等（JBIC）

　・地場金融機関との提携を積極的に活用した、日系企業の取引先であるタイ企業への資金供与

◆我が国の産業財産権に関する出願について、期間内に手続を行う事が困難な場合の救済措置（特許庁）

生産体制の再構築
◎操業再開までの期間を活用した日系企業のタイ人技術者の能力向上のための研修事業（研修生受入れ）（AOTS）

◎生産体制の日本への一時移管に伴うタイの日系企業に勤務するタイ従業員の就労許可（法務省、外務省、厚労省、経産省）

再稼働・再建・高度化
◎工場再稼働に向けた現地技術者の育成支援（研修生受入れ/技術者・専門家派遣）（AOTS、JODC等）

　・研修生受入れ／専門家派遣により、工場再稼働・企業再建・復興・高度化に向けた現地技術者の育成を支援

◎災害に強い東アジアの構築に関する調査（JICA等）

◆事業開発等金融（JBIC）

　・タイ政府の円建て外債（サムライ債）への保証、日系企業が進出する工業団地の再建のための資金供与

災害リスクへの対応

課　　題

資

金

調

達

の
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材

育
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等
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日本経済・企業にとっての中国経済の重要性： ①市場（輸出、現地販売）、②生産拠点（投資）、③資源獲得 等

→ 政策課題： （１）トップレベルでのビジネス支援 （２）対話・協議等を通じたビジネス上の問題解決・環境整備

下記課題につき、大臣会談、次官級協議等の対話・協議を行い、貿易投資協力、ビジネス環境整備・改善を要請。

◆ レアアースの内外価格差・輸出枠問題の解消

◆ 日本産食品等に対する輸入規制緩和

◆ 日中社会保障協定の早期締結と経過措置の導入

◆ 自動車産業規制（燃費規制、合弁企業二社制限）の見直し・検討

◆ 日中韓経済連携の推進（投資協定の早期合意、ＦＴＡの２０１２年早期の交渉開始合意）

◆ ビジネス環境整備・改善（製品安全協議（１０月）、知財ＷＧ（１０月）、物流政策対話（１１月）等の開催）

中国内陸部初の進出拠点となるジェトロ武漢事務所の開設： 海江田大臣が開所式典に出席し（７月）、湖北省トップとの
間で現地日本企業の活動支援、経済交流推進に一致。その後、ジェトロ武漢と湖北省政府との間で協力覚書締結。

日中省エネ・環境総合フォーラム（１１月）： 枝野大臣が出席。省エネ・再生可能エネルギー分野の大臣覚書などの協力
案件に合意（過去 多の５１件）。李克強副総理、張平国家発展改革委員会主任とそれぞれ会談を行い、省エネ・環境分
野の日中協力を更に発展させていくことで一致。

今後の予定（２０１２年）

・日中ハイレベル経済対話

・次官級定期協議（国家発展
改革委員会、工業信息化
部、商務部－経済産業省）

・日中経済パートナーシップ
協議（次官級会合）

・日中国交正常化４０周年

・国際サービス貿易交易会

・日中IT政策対話

・流通政策対話

・レアアース交流会議 等

省エネ・環境分野でのビジネス展開支援

広州交易会（１０月）での日中震災復興協力： 枝野大臣が出席。被災地等地域産品を展示する日本ブースを設置し、大

臣自らがトップセールスを行った。温家宝総理、陳徳銘商務部長に日本の地域産品をＰＲし、会談も行った。

震災復興協力・地域産品トップセールス

映画・テレビ週間 / アニメ・フェスティバル：６月に北京、１０月に東京で開催し、東京では野田総理、枝野大臣、松下副大
臣等が出席。日中で関連イベントも開催。日中間のコンテンツ分野における産業協力の発展、日本のソフトパワー増大
に貢献。

コンテンツ分野での日中協力推進

日本企業の中国内陸部進出支援

（１）トップレベルでのビジネス支援

省エネ・環境総合フォーラム 大臣覚書署
名

広州交易会 日本ブース視察

２０１１年の主な取組

（２）対話・協議等を通じたビジネス上の問題解決・環境整備

５．新興国との関係強化①中国
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本年１月に枝野経産大臣がインド（チェンナイ）を訪問し、成果は以下の通り。
○急速な経済成長と中間層拡大に伴い、ビジネス機会が拡大しているインドにおいて、日系企業

進出の一大拠点となっているチェンナイのビジネス環境整備を加速。

○我が国中小企業の海外展開支援のモデルとして、チェンナイにＪＥＴＲＯのビジネスサポートセン
ターを開設するとともに、日系中小企業の進出拠点となるオメガ複合型都市開発プロジェクトにつ
いて電力や水を円滑に供給するためのMOUを締結。

○現地日系企業の支援のため、エンノール港及びその周辺の道路整備など日系企業が必要とする
インフラ整備について、州政府から早期完了に向けた取組加速の表明を得た。

○日系製造業の集積地であるチェンナイ、バンガロール周辺のインフラ整備を進めるため、チェン
ナイ・バンガロール間のインド南部回廊開発構想への協力を表明。

○2012年の販売開始を目指す約6平方キロ（東京ドーム126個分）、500億円規模の都市開発案件。

○工業団地、企業オフィス、商業施設、住宅からなる複合都市を環境に配慮して整備。入居企業に対して２４
時間の優先的な電力・水の供給を確保。

○日揮・みずほコーポレート銀行がアセンダス（シンガポール）と連携し、都市開発の上流から日本が絡んで
いくためのパイロット的事業であり、インフラ海外展開における第三国協力の象徴的な案件。

○また、許認可手続等、中小企業が安心して活動できる現地でのワンストップでのサポートをＪＥＴＲＯなどと
連携して整備するものであり、日系中小企業進出の受け皿となるべき工業団地。

○日産、トヨタ、東芝など日系企業の出荷の拠点となるエンノール港及び
周辺のアクセス道路や橋の整備が進まないため、出荷の効率が悪く、
港湾使用料も高額となっている。

○いずれのインフラ整備も日系企業の投資決定時の約束であり、早期
完了に向けてハイレベルで働きかけを継続的に実施。 枝野経産大臣とジャヤラリータ・タミルナドゥ州首

相とのバイ会談・オメガ署名式

ＯＭＥＧＡプロジェクト

エンノール港等の周辺インフラ整備

５．新興国との関係強化②インド
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○ＡＳＥＡＮは、我が国の産業にとって重要な生産拠点であると同時に成長著しい市場。中・韓等との
競争が激化する中、我が国としても、ＡＳＥＡＮの成長を取り込むため、各国との二国間関係を強化
することが重要。

○具体的には、各国との間で、インフラ、エネルギー等の各分野での協力の推進を図るとともに、日系
進出企業の投資環境整備等を実施。（※主な取組例について以下参照）

インドネシア

－インフラ・ビジネス投資環境整備の推進－

• インドネシアの６つの経済回廊を中心に、産業振興とインフラ
整備を総合的に進める「インドネシア経済回廊構想（ＩＥＤＣ）」
を推進。

• 更に、ＩＥＤＣのもと、日本企業の投資促進のため、ニーズの高
いジャカルタ首都圏におけるインフラ・投資環境整備を目指す
「首都圏投資促進特別地域構想（ＭＰＡ）」の推進に向け、両
国で協力を進めているところ。

「日インドネシア経済合同フォーラム」
（２０１１年１１月１８日、於インドネシア・バリ島）

ベトナム

• 昨年１１月、日インドネシア両国の官民ハイレベルが一同に会
する「第３回日インドネシア経済合同フォーラム」を開催。日本
側から、枝野大臣、経団連・米倉会長等が出席し、ハード・ソフ
トのインフラ整備、産業振興、ビジネス環境整備等の今後の
進め方を議論。 シンガポール

－インフラ、クリエイティブ産業協力の推進－

• ＡＳＥＡＮ地域で貿易・文化等のハブ機能を果たすシンガポール
との間では、インフラ協力（都市開発等の分野において、インド・
中国等の第三国市場での連携強化）及びクリエイティブ産業分
野での協力が進展。

• 昨年９月には、ヤーコブ情報通信・芸術大臣と枝野大臣との間
で、クリエイティブ分野における政府間の協力枠組の構築に合
意、また、同年１０月には、その具体化の第一弾として、「クール
ジャパン月間」開始式を主催し、松下副大臣が出席。

ベトナム

－インフラ、エネルギー分野等の協力の推進－

• ２０１０年１０月の日越首脳会談で、原子力発電所の建設に我が
国をパートナーとすることで合意。

• また、レアアース資源開発協力も合意する等、多分野で協力が
進展。

• 更に、インフラ整備案件（ラックフェン港、ロンタイン国際空港等）
が進展している他、我が国としてベトナムの工業化戦略策定支
援を実施。

• 昨年１０月、再び日越首脳会談を実施し首脳間で「レアアースの
共同開発」、「原子力発電所建設に係る協力」に関する政府文書
に署名。

５．新興国との関係強化③ＡＳＥＡＮ
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－ 民主化の進展に伴う関係強化の機会が到来 －

民主化と改革の進展に伴い、ＡＳＥＡＮはミャンマーの２０１４年
議長国就任を決定するなど、ミャンマーを取り巻く環境は急速に
改善。

こうした動きを踏まえ、本年１月、枝野大臣が経済関係の独立
行政法人及びインフラ、エネルギー部門等の日本企業、総勢
４５名とともにミャンマーを訪問。

（経済産業大臣の訪問は１１年８カ月ぶり。)

テイン・セイン大統領や関係閣僚との会談を実施するとともに、
日ミャンマー閣僚級経済産業対話（ミャンマー側議長：ティン・
ナイン・テイン国家計画・経済開発大臣）を開催。

特に、インフラ開発支援、ビジネス環境整備、資源・エネルギー
利用の三分野において、政府、関係機関、産業界が一体となっ
て支援を進めることを表明。官民一体となった対ミャンマー協力
を進め、今後のミャンマーへの民間投資の基盤を整備。

５．新興国との関係強化④ミャンマー（１）
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５．新興国との関係強化④ミャンマー（２）

50

同国の改革の動きを一層前進させるためにも、我が国は関与を強化する方針。
○ ４分野の協力（人的交流、経済協力（ODA）、経済分野（貿易・投資促進）、文化交流）。
○ 昨年6月の経協方針見直し：民主化及び人権状況の改善を見守りつつ、民衆が直接恩恵を受ける

基礎生活分野の案件を中心にケース・バイ・ケースで検討の上、実施。
○ 首脳会合（11月11日）、外務大臣（11年12月）・経産大臣（12年1月）の訪緬。
○ NEXIの対ミャンマー貿易保険を拡充（2年間で5億ドルのクレジットライン等）。
○ ヤンゴンにJETROのビジネスサポートセンターを立ち上げ予定。

民主化に向けた動向と我が国の対応

インフラ分野
○日・ASEAN統合基金を活用したERIA（東アジア・ASEAN経済研究センター）によるミャンマーの総合

開発調査及び別途ティラワの調査。
○ 水力は積んで所補修計画・人材開発センター建設計画にかかる調査（過去に約束済みの無償資金

協力の再開に向けた調査）。
○ ヤンゴンの上下水道、変電設備補修等にF/S調査並びにICTインフラに関する調査。
資源・エネルギー分野
○ JOGMEGを通じた石油・天然ガス分野の投資及び人材育成の促進。
○ JOGMEGとミャンマー鉱山省の鉱物資源分野における共同地質調査。

主な調査等具体的な協力案件

（参考）ミャンマーと他国・地域との関係

・ 米国のクリントン国務長官がミャンマーを訪問（11年12月）。米・ミャンマー大使交換のためのプロセスを開始（12年1月）
金融制裁の一部緩和措置を決定（12年2月）

・EUがミャンマー制裁の一部緩和を決定（12年1月）
・ASEANは2014年のミャンマーの議長国就任を承認（11年11月）

第12回パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合資料（ミャンマー）より
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12月10日 第12回パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合（ミャンマーについて）における議論



●官民協力のもと、トップ外交を推進
例） 日アラブ経済フォーラム、政務三役の中東訪問

●政府間の継続的な政策対話
例） 相手国における産業政策の形成や人材育成支援

●リスクの高い地域における企業活動を支援
例） バグダッド事務所を今春設置予定（(財)JCCME）

○中東・アフリカ地域は、我が国の資源供給源であり、インフラ需要の増加など魅力的な新興国市場
 震災後、エネルギー需給構造が変化する中で、資源外交を一層強化する必要あり
 中東諸国の政変等によるリスクも懸念される中、政府による企業進出支援が重要

枝野大臣と
マンスール副首相との会談

日イラク産業協力会議

例）・ 石油精製施設等の建設（サウジアラビア等）

・ 都市化に伴う水資源需要に応じた造水プラントの建設

（松下副大臣(当時)のサウジアラビア訪問時に、両国間で

水分野での協力に関する覚書を締結。(2011年9月））

・ 太陽光・太陽熱エネルギー事業（チュニジア、モロッコ等）

・ 鉄道、医療、教育、衛星、原子力 他

●インフラ輸出に向け、企業進出を支援

●産業育成・雇用促進のため、労働力育成を支援
例） 電子機器・家電製品研修所（サウジアラビア）の設立

官民一体での働きかけ

インフラ輸出

人材育成協力

例① ＵＡＥ
・2011年10月、枝野大臣がＵＡＥを訪問。マン

スール副首相等と油田権益延長や二国間関係強
化に向け協議。

・2012年1月、柳澤政務官（当時）がＵＡＥを訪問。
スウェイディ・アブダビ国営石油会社総裁等と
油田権益延長や投資促進等について意見交換。

・同年2月、スウェイディ経済開発庁長官が来日し、
枝野大臣とエネルギーや投資等に関する意見交
換を行うとともに、柳澤政務官の出席の下、第
二回アブダビ投資フォーラムを開催し、エネル
ギー、インフラ、金融等の協力につき議論。

例① ＵＡＥ
・2011年10月、枝野大臣がＵＡＥを訪問。マン

スール副首相等と油田権益延長や二国間関係強
化に向け協議。

・2012年1月、柳澤政務官（当時）がＵＡＥを訪問。
スウェイディ・アブダビ国営石油会社総裁等と
油田権益延長や投資促進等について意見交換。

・同年2月、スウェイディ経済開発庁長官が来日し、
枝野大臣とエネルギーや投資等に関する意見交
換を行うとともに、柳澤政務官の出席の下、第
二回アブダビ投資フォーラムを開催し、エネル
ギー、インフラ、金融等の協力につき議論。

＜中東諸国への具体的なアプローチ＞

例② サウジアラビア
・2011年10月、枝野大臣がサウジを訪問。我が国

への長期的原油供給や両国間の産業協力の拡大
に向け合意。

・2012年1月、柳澤政務官（当時）がサウジを訪問。
アブドルアジズ石油鉱物資源副大臣等とエネル
ギー分野及び両国間の産業協力について意見交換。

・同年2月、タウフィーク商工大臣等が来日。枝野
大臣及び松下副大臣（当時）の同席の下、日サウ
ジ産業協力フォーラムを開催し、中小企業政策支
援、水、再生可能エネルギー等の協力につき議論。

例② サウジアラビア
・2011年10月、枝野大臣がサウジを訪問。我が国

への長期的原油供給や両国間の産業協力の拡大
に向け合意。

・2012年1月、柳澤政務官（当時）がサウジを訪問。
アブドルアジズ石油鉱物資源副大臣等とエネル
ギー分野及び両国間の産業協力について意見交換。

・同年2月、タウフィーク商工大臣等が来日。枝野
大臣及び松下副大臣（当時）の同席の下、日サウ
ジ産業協力フォーラムを開催し、中小企業政策支
援、水、再生可能エネルギー等の協力につき議論。

例③ イラク
・2011年11月、枝野大臣が来日したマーリキー首相
と会談し、イラクにおけるビジネス環境整備やエ
ネルギー分野での両国間の協力強化に向け協議。
また、マーリキー首相及び枝野大臣、松下副大臣
（当時）の出席のもと、両国産業界トップによる
日イラク産業協力会議を初めて開催し、今後の具
体的なビジネス参入の可能性等につき議論。

例③ イラク
・2011年11月、枝野大臣が来日したマーリキー首相
と会談し、イラクにおけるビジネス環境整備やエ
ネルギー分野での両国間の協力強化に向け協議。
また、マーリキー首相及び枝野大臣、松下副大臣
（当時）の出席のもと、両国産業界トップによる
日イラク産業協力会議を初めて開催し、今後の具
体的なビジネス参入の可能性等につき議論。

枝野大臣と
タウフィーク商工相との会談

５．新興国との関係強化⑤中東・アフリカ地域
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今後期待される市場

豊富な資源 原油（世界産出量約12.1％）や、鉄鉱石、銀、銅、リチウムなど鉱物資源の宝庫とし
て関係強化が必要な地域。

メキシココロンビア

ペルー

ブラジル

☆ 牧野副大臣の訪問（2012年1月）
☆ 投資協定の早期発効

・2009年4月交渉開始、 2011年9月署名
☆ 経済連携協定締結に向けた検討の開始

・2011年2月から7月まで日本コロンビアＥＰＡ研究会（ジェトロ主催）
を計４回開催。

・9月、首脳会談において、共同研究会立ち上げに合意。
・11月、第一回日コロンビアEPA共同研究会を開催。（於：ボゴタ）
次回は2012年2月下旬東京で開催。

・入札予定案件の日本企業の優位性を共有。EPAに向けた双方の
協力に合意。

☆ 2012年3月1日 経済連携協定発効
・2009年5月交渉開始、2010年11月交渉完了

2011年5月署名、2012年1月公文交換

☆ 改正経済連携協定の早期発効
・2005年4月EPA発効、2008年9月から再協議開始、

2011年 9月署名、2012年4月発効見込み

☆ 経済連携協定の活用
・2011年2月、第6回合同委員会及び第5回ビジネス環境整備委員会開催
・次回ビジ環は2012年3月予定

☆日伯貿易投資促進合同委員会（次官級）の活用

◎主な論点： 移転価格税制・技術移転契約・ビザ等といった日本企業
が求める問題解決に向け改善要求を行うとともに、半導体・中小企業・
人材交流等の個別分野の協力強化に向け意見交換。

2011年8月、バイーア州サルバドール市にて第５回
会合を開催。次回は2012年、東京開催を予定。

●具体的な取組みと課題

・2012年3月1日 第一回合同委員会開催予定（於：リマ）

GDP規模はまだ大きくない（世界の約6.2%）が、今後、堅調な人口増加が見込まれ、
生産基地・消費市場として有望。

５．新興国との関係強化⑥中南米

コスタリカ ☆牧野副大臣が訪問。再生可能エネルギー、環境分野での

情報交換及び投資セミナー開催に合意。（2012年1月）
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■経済近代化分野の協力に関する覚書締結
ロシアの経済近代化に焦点を当てた日露間の貿易投資の拡大
のための覚書を締結。
（2011年11月 枝野経済産業大臣とナビウリナ経済発展大臣による締結）

※近代化優先分野：①ｴﾈﾙｷﾞｰ効率、②医療、③宇宙・通信、④ＩＴ、⑤核ｴﾈﾙｷﾞｰ

■2012年ロシアAPEC
アジア重視の政策。2011年11月東アジアサミット初参加。2012年
APEC主催。

■日露投資フォーラムの開催
日露間の産業協力、日本企業のロシアへの投資促進等が目的。
次回、2012年ロシアAPEC貿易大臣会合との併催を予定。

■ＷＴＯ加盟
ロシアWTO加盟が正式決定。
日露の貿易・投資拡大への追い風。

【カザフスタン】
■投資協定の早期締結
2010年3月、投資協定交渉開始。2011年10月、第3回交渉会合を
実施。締結に向け作業中。

■日本カザフスタン経済官民合同協議会の開催
両国間の経済協力強化を目的に官民一体で開催。資源を中心
に、幅広い分野での産業協力の可能性等を議論。

【ウズベキスタン】
■貿易投資拡大のための協力に関する覚書締結

両国間のビジネス諸問題解決のためのWG設置等、貿易投資拡
大に向けた協力の覚書を締結（2011年2月 海江田大臣とサイドヴァ対
外経済・投資・貿易大臣による締結）

■日ウズベキスタンビジネス環境WGの開催
上記覚書に基づき、2011年7月ビジネス諸問題解決に係るWGを
開催（2011年7月於タシケント）。日本企業の投資阻害要因等を協
議。

【その他諸国】
■対キルギス、タジキスタン、
トルクメニスタン

ビジネス情報の交流、貿易・投資
環境整備を着実に実施。

ロシア 中央アジア

石油・天然ガス等豊富な資源／成長市場のポテンシャル

ロシアの経済近代化政策を踏まえ、貿易・投資環境の整備、資源
エネルギー分野を中心とした日露産業協力を推進。

カザフスタンウズベキスタン タジキスタンキルギス トルクメニスタン

経済近代化分野に関する覚書締結
（2011年11月 於ホノルルAPEC）

第３回日本カザフスタン経済官民合同協
議会署名式（2011年10月 於アスタナ）

レアアース、ウラン等豊富な資源／著しい経済成長

資源外交と産業協力を両輪とした経済外交を展開。投資協定等
の締結、経済会議の開催等により二国間関係を緊密化。

５．新興国との関係強化⑦ロシア・中央アジア
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