
企業や関係機関からのヒアリング、在外調査の結果等を踏まえ、我が国企業の新興国
の輸出市場開拓・現地進出に関連する課題・ニーズを抽出した。また、検討の方向性を
整理した。

４．新興国市場開拓に関する課題・問題点

【調査実施状況】
� 約１００社の企業や関係機関に対し、新興国の市場開拓に係るニーズ・課題等についてのヒアリングを実施。
� 海外JETRO事務所等を通じて、新興国市場の現場における課題等を調査。

【企業等からの意見の共通点】

○先進国市場と比べた新興国市場との大きな違い
→ 先進国では一般的な「市場インフラ」※が、新興国では未整備である
ことが多い。
（※ 売り手と買い手を効率的に引き合わせ、取引させる環境）

○具体的には、
①市場情報の不足
②不透明な制度・規制環境
③不十分なハードインフラ

→ 新興国の①、②、③の改善について政府がサポートすることが必要。
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【企業や有識者からの意見】

○日系企業が既に進出した国より、輸出等に向けて「今後有望になってくる
国」について、 情報入手が難しく、市場情報収集の支援が欲しい。

○中小企業等は新興国市場における事業経験が不足。貸しオフィスの提
供、テストマーケティング支援等、経験蓄積のためのサポートが必要。

① 市場情報の不足

４．新興国市場開拓に関する課題・問題点

○各国で事業を開始する際の各種の問題（許認可、税制、労務等）に関し、
実際のどのように解決するか、まで含めた情報提供が欲しい。

○ジェトロ等の情報提供に関し、サービス業の海外展開に必要な情報を強
化して欲しい。

【検討の方向性】
�市場情報収集体制の強化
�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
�問題解決型のビジネス環境情報の提供
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【企業や有識者からの意見】

○新興国のビジネス環境整備のため、ＥＰＡ、投資協定、租税条約、社会

保障協定等の実現が重要。また米国では、国により貿易投資環境整備に
向け、貿易投資枠組みを合意している例があり、こうしたやり方を参考に
することも必要。

○EPA等に基づき、各国との間で設定されているビジネス環境整備委員会
戦略的活用をも検討すべき

② 法制の不備等のビジネス環境改善の枠組み強化

４．新興国市場開拓に関する課題・問題点

の戦略的活用をも検討すべき。

○中小・中堅企業の場合、新興国政府から理不尽な要求をされても、自力
で解決する余力はほとんど無い。新興国において、在外公館やジェトロの
ネットワークを拡充し、日系企業のサポート体制の強化が必要。

【検討の方向性】
�産業界のニーズを踏まえた高いレベルのEPAの推進
�ビジネス環境整備に向けた各種協定の整備
�ビジネス環境整備に向けた閣僚レベル等での枠組み設置の推進
�新興国における我が国政府関係機関のネットワークの強化 28



《アジア》
モンゴル〔02〕
ラオス〔08〕
カンボジア〔08〕
台湾注〔11〕
パプアニューギニア
〔11署名〕

《中南米》
チリ〔07〕
コロンビア〔11署名〕
ペルー〔09〕

投
資
協
定

《東欧・中央アジア》
ルーマニア〔78〕
ハンガリー〔80〕
★[交渉中]

(投資協定締結済)

(租税条約締結済)(租税条約未締結)

【21ヶ国】

【48ヶ国】《ヨーロッパ》
ノルウェー〔92〕
スウェーデン〔99〕★[交渉中]
フランス〔07〕★

《アジア》
ソロモン諸島
ミャンマー(交渉中)

《ヨーロッパ》

《ヨーロッパ》
オーストリア〔63〕
★[予備協議中]

デンマーク〔68〕

《アジア》
韓国〔99/03〕★
ブルネイ〔09/08〕
香港 〔11/97〕
マレーシア 〔11/06〕

《ヨーロッパ》
スイス〔11/09〕★

《中近東》
クウェート
〔10署名 ※未発効/12署名〕

《アジア》
タイ〔90/07〕
バングラデシュ〔91/99〕
ベトナム〔95/04〕
インド 〔06/11〕★[交渉中]
パキスタン〔08/02〕
フィリピン〔08/08〕
★[予備協議中]

シンガポール〔10/02〕

《中南米》
メキシコ〔96/05〕

《中近東》
トルコ〔94/93〕★[予備協議中]

《アジア》
スリランカ〔68/82〕
インドネシア〔82/08〕
中国〔84/89〕★[交渉中]

《東欧・中央アジア》
ロシア〔86/00〕
ウズベキスタン〔94/09〕

《中近東》
エジプト〔69/78〕

《北米》
カナダ〔00 /交渉準備中〕★
アメリカ〔04(改正交渉中)〕★

租税条約
(※投資章を有するEPAを含む)

（参考）租税条約・投資協定※・社会保障協定の締結国及び交渉状況
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★[交渉中]
ポーランド〔82〕
キルギス〔93〕
チェコ〔94〕★
スロバキア〔94〕
★[予備協議中]

グルジア〔94〕
タジキスタン〔94〕
トルクメニスタン〔95〕
ウクライナ〔95/交渉中〕
アルメニア〔96〕
ベラルーシ〔97〕
モルドヴァ〔98〕
アゼルバイジャン〔05〕

《大洋州》
ニュージーランド〔67〕
フィジー〔70〕

《アフリカ》
ザンビア〔71〕

(投資協定未締結)

フランス〔07〕★
ルクセンブルク〔11〕★[交渉中]

《東欧・中央アジア》
ブルガリア〔91〕

《中近東・アフリカ》
イスラエル〔93〕
南アフリカ〔97〕
サウジアラビア〔11/実質合意〕

《ヨーロッパ》
リヒテンシュタイン(*)(基本合意)

《中近東》
ＵＡＥ(交渉中)
イラク(大筋合意)
カタール(交渉準備中)
ヨルダン、バーレーン

《中南米》
アルゼンチン、ベネズエラ
ボリビア、パナマ

《アフリカ》
アルジェリア(交渉中)
タンザニア、ナイジェリア
ガーナ、マダガスカル
アンゴラ(大筋合意)
モザンビーク(交渉中)

デンマ ク〔68〕
アイルランド〔74〕★
スペイン〔74〕★
イタリア〔82〕★[署名]
ドイツ〔84(改正交渉中)〕★
フィンランド〔91〕
ベルギー〔10改正署名〕★
マン島 (*)〔11〕
ジャージー (*)
〔11署名 ※未発効〕

ガーンジー (*)
〔11署名 ※未発効〕

《中南米》
ブラジル〔67〕★
バーミューダ (*)〔10〕
バハマ (*)〔11〕
ケイマン諸島 (*)〔11〕

《ヨーロッパ》
イギリス〔06〕★

オランダ〔11〕★

ポルトガル〔11署名 ※未発効〕

《東欧・中央アジア》
カザフスタン〔09/交渉中〕

《大洋州》
オーストラリア〔08/交渉中〕★

《中近東》
オマーン〔11基本合意 ※未発効〕

【色の説明】
＊：情報交換規定を主体とした租税協定
★：社会保障協定の締結国
緑字：投資協定締結状況 対応的調整：×

更正処分期間制限：×
対応的調整：○
更正処分期間制限：×

対応的調整：○
更正処分期間制限：○

（注）台湾とは民間窓口機関間の協力取り決め（日台民間投資取り決め）



米国は、相手国に応じて貿易投資環境の整備に向けた、貿易投資枠組
（Trade and Investment Framework Agreement-TIFA）を合意している例が
ある。

（参考）アメリカの貿易投資枠組み（TIFA）ネットワーク
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TIFA合意国
FTA締結国
TIFA合意国かつFTA締結国



（参考）JETROと各国貿易投資振興機関の海外ネットワーク

○JETROは海外に７３拠点のネットワークがあるが、新興国での強化が課題。
○外国の貿易投資振興機関は、新興国市場開拓のため、海外拠点数を増加
させる動き。

JETROの海外拠点配置 外国の貿易投資振興機関の状況

フランス
UBIFRANCE

韓国
KOTRA
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拠点数
（2011年12月

時点）
６６ １１１

最近の動き

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、予算規
模を倍増、海外拠
点を2012年中に
75拠点に拡充す
る予定。

中南米、アフリカ
を中心に2012年
中に８ヵ所増設す
る予定。



【企業や有識者からの意見】

○新興国において、現地在外公館、ジェトロ、商工会議所が一体となって、
ビジネス環境改善を働きかける体制が望ましい。各種の問題点を継続的
に把握し、政府当局への改善申し入れを粘り強く続けていくことが重要。

○ベトナムで実施されている「日越共同イニシャティブ」は、ビジネス環境

③現地での相手国政府等への働きかけ

４．新興国市場開拓に関する課題・問題点

改善要請と相手国の産業政策が噛み合っており効果的。他国にも広げ
られないか。

○進出した企業にとって、州等の地方政府の規制の影響が大きい。州政府
等への働きかけを強化してもらえれば有り難い。

【検討の方向性】
�現地の大使館、ジェトロ、商工会議所等の連携体制の強化
�相手国の中央・地方政府の産業誘致策等を踏まえたビジネス環境改善
の働きかけ
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（参考）日－ベトナム共同投資イニシアティブ

�2003年4月、小泉首相とファン・ヴァン・カイ首相の合意により設置。官民合同で、ベトナム
の投資環境の改善に向けた行動計画を策定し、フォローアップを行う取組みを開始。

�これまで、同イニシアティブにより、「知財侵害の取締（罰則）強化」、「税関審査受付時間
の延長」、 「短期滞在時（15日以下）の商用ビザ免除」等の成果を得ている。

� 12のWGを設置。それぞれのWGのヘッドを日本企業
が勤め、ベトナム側の各省庁と議論を実施。

�日本大使館及びベトナム外国投資庁がとりまとめを行
い、ベトナム首相に対して投資環境の改善策を報告。

日－越共同投資イニシアティブの体制 議論の進め方

�各WGごとにチェックリストを作成し、実施状況を四段
階で評価・フォロー（◎○△×で評価）。

�各WGは月１回程度開催され、評価委員会は半年に１
度のペースで開催されており、実効性は高い。

改善項目 ◎ ○ △ ×

＜例：流通分野におけるチェックリストの一部＞

�電力WG
�労働WG
�マクロ経済WG
�税制WG
�卸小売WG
�インフラWG
他、12のWG

計画投資大臣
在越日本大使

経団連日越経済委員長
ＪＥＴＲＯ事務所

�公安省
�商工省
�労働・社会問題
�交通運輸省
�農業農村開発
�情報通信省
他、関係省庁

改善項目 ◎ ○

小売・流通業における外資基準の明確化 ○

WTO前後における制度・運用変更に係る意見交換 △

食品安全法の徹底遵守 △

これまでの実績と今後の予定

●03年12月～05年11月：第1フェーズ
125項目からなる行動計画を策定し議論。「短期滞在時の商用ビザ
免除」等の成果。（達成率84％）
●06年7月～07年11月：第2フェーズ
80項目からなる行動計画を策定し議論。「知的財産権の法廷審査
期限の遵守」等の成果。 （達成率93％）
●08年11月～10年12月：第3フェーズ
62項目からなる行動計画を策定し議論。「税関審査受付時間の延
長」等の成果。 （達成率80％）
●11年7月～12年12月：第4フェーズ
70項目からなる行動計画を策定し議論中。 33



【企業や有識者からの意見】

○新興国では、送金規制（ロイヤリティ規制等）、恣意的な課税制度の運用、
移転価格税制の問題等、現地事業であげた利益の還流の障害が多い。

○進出先国を検討する際、租税条約等の有無は重要な判断要素。政府の
取り組みを強く期待

④我が国への資金還流に関する問題

４．新興国市場開拓に関する課題・問題点

取り組みを強く期待。

○相手国政府と我が国官民との間で、利益送金、租税等を含めたビジネス
環境整備のための協議を粘り強く実施して欲しい。

【検討の方向性】
�投資協定、租税条約の締結等による障害除去
�ビジネス環境改善のための官民対話の戦略的実施
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○日伯貿易投資促進合同委員会とは
：日伯両国でＷｉｎ－Ｗｉｎの戦略的経済関係を構築すべく、 ２００８年７月、甘利経済産業大臣訪伯時
に、日本経済産業省と伯開発商工省との間で、設置に合意。

：次官レベルの合同委員会と、４つのＷＧ（貿易投資促進、ビジネス円滑化、度量衡、知的財産権）を
設置し、ブラジルにおけるビジネス上の改善要望事項、今後の貿易投資促進のための協力事項を
網羅的に議論。これまで、２００９年２月、２００９年９月、２０１０年４月、２０１０年１１月、２０１１年８
月と、５回開催。

（参考）ブラジルに対する取組状況

日伯貿易投資促進合同委員会での申入れと改善の状況

○日伯貿易投資促進合同委員会における議論の状況
技術移転 ：以下３つの問題が存在。①契約期間、②秘密保持期間、③ロイヤリティの上限。②に関

しては、１０年以上の期間も認められるとブラジル政府との間で文書で確認済み。①、
③については、引き続き、ＩＮＰＩ（ブラジル特許庁）にて検討中。

移転価格税制 ：改正法案について、今後の予定及び内容を確認(※)。また、APA（事前確認制度）
の導入、租税条約の改正、国内での税還付制度の整備等についても要請。

※ ２０１２年４月に制度改正。業種一律の高いみなし利益率から業種ごとに異なる利益率が
認められる等の改善が図られた。

ビザ発給 ：日系企業関係者から要望が強かった短期商用査証の有効期間が今年１月から変更。
変更前：３ヶ月間有効の数次査証
変更後：１年間に最長１８０日まで滞在可能な、３年間有効の数次査証
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【企業や有識者からの意見】

○大企業でも、新興国で更地を探して購入し、工場を建設することは大きなリスク。
日系企業がある程度集積できるような、適切な工業団地の候補があることが
望ましい。

○インドでは、日本政府が地元州政府と対話していることが、現地で事業展開する
上で極めて役立っている。現地工業団地に関し、こうした協力関係が構築されて
いると、安心して進出を検討することが可能。

○中堅・中小企業がいきなり現地に工場 オフィスを持つことのリスクは大きい

⑤ 中堅・中小企業進出のための工業団地等の環境整備

４．新興国市場開拓に関する課題・問題点

○中堅 中小企業がいきなり現地に工場、オフィスを持つことのリスクは大きい。
レンタル工場といったものへの強い需要がある。

○工業団地単体ではなく、周辺の産業インフラまで面的に開発されることが望ま
しい。

○中小企業においても、数百人規模のローカル人材が必要。そのレベルアップに
苦労している。

【検討の方向性】
�相手国政府（中央・地方）との協力関係強化を通じた工業団地等の整備推進
�成長拠点開発プロジェクトによるインフラ整備との連携強化
�工業団地等における日本式の生産・品質管理研修の実施
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ムンバイ

ニムラナニムラナ
ニューデリー

（参考）ニムラナ工業団地（インド・ラジャスタン州）

インド現地の工業用地が不足する中で、JETROが現地州政府と覚書を結ぶことにより、
初めて日系企業の専用工業団地となった。
さらに、JETROからの州政府への働きかけにより、ニムラナ進出日系企業に対して、特別
な税優遇措置が認められた。

立 地
�恵まれた立地条件

・自動車部品などの日
系企業の集中する
デリー南部の新興都
市グルガオン地域か
ら車で1時間程度。

・土地の価格の上昇が

経 緯

ラジャスタン州政府が打ち出した「対日投資誘致キャンペーン」を
ふまえ、JETROは工業団地建設を働きかけ。

�2006年7月
JETRO、ラジャスタン州政府、現地公社が、日本企業専用団地（ニム
ラナ工業団地）設立及び日系企業の誘致に関する覚書を締結。

バンガロール チェンナイ

�中堅・中小企業にとって良好な進出環境の確保

JETROの現地アドバイザーによるサポート、日本企業の集積等によ
り、特に中堅・中小企業にとっては現地に進出しやすい。日本企業
のニムラナ工業団地への投資額は、約500億円。
※2010年度日本からインドへの直接投資額は約2200億円

�税制上の優遇措置
州政府・JETRO間での交渉により、ニムラナ工業団地のみ、州外販
売時に課税されるCentral Sales Taxが減免（製品価格の2%→0.25%）
※2010年度の減税額は約6億円（生産開始11社合計）

土地の価格の上昇が
続くグルガオン地域と
比較すると極めて高
い価格競争力。

�2011年11月時点
32社が入居。用地の約8割が販売済。
→ニムラナ団地の成功をふまえ、現地公社が「第２ニムラナ工業団地」

（ギロット工業団地）の建設を決定。

メリット
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■オールジャパンでの支援体制の強化
《新たな参加者・・・国際協力機構（JICA）、日本弁護士連合会、海外貿易開発協会（JODC）、海外技術者研修協会（AOTS）》

・海外展開総合情報メールマガジンの発行、ワンストップ相談支援の強化（ナビダイヤル新設）【経産省】
・JICAの各地域会議への参加
・ジェトロと中小機構の地方事務所の機能的統合
・支援機関連絡会議を定例化（２ヶ月に１回程度）

【具体的取組】【新たな取組のポイント】

（参考）中小企業海外展開支援大綱の改訂について

○中小企業の更なる海外展開支援ニーズの高まりを受け、昨年6月に策定した現行支援大綱を改訂。

・クール・ジャパンを体現するクリエイティブシティの組成を通じた地域資源の発掘・国際的発信【経産省】
・卸・小売、生活関連サービス等のサービス産業の海外展開について現地パートナー発掘等一貫した現地支
援【経産省・ジェトロ】
・環境等のODA分野で、中小企業の優れた製品・技術の採用（平成24年度予算：116億円の内数）【外務省】

・在外の日本食レストランを活用した日本食文化の普及強化、農水産物・食品輸出を促進するための体制整
備【外務省、農水省、経産省、ジェトロ】

■クール・ジャパンを活かした
サービス、食品、環境など、日
本の知恵・技・感性を通じた業
種別・分野別のマーケティング

■オールジャパンでの支援体制の強化
《新たな参加者・・・日本弁護士連合会、国際協力機構（JICA）、海外貿易開発協会（JODC）、海外技術者研修協会（AOTS）》

支援施策を活用する中小企業の立場にたったワンストップ支援体制の充実により、きめ細やかな
支援を行う。「“ちいさな企業”未来会議」を通じて現場の声を幅広く取り入れる。

備【外務省、農水省、経産省、ジェトロ】
・海外展開のための様々な分野でのフィージビリティ調査を支援（24年度末までに合計110社を支援）【経産省・中小機
構、外務省・JICA】

・技術流出対策を考慮した試作品開発・販路開拓の支援（23年度3次補正：44億円の内数、24年度予算：6億円）【経産省】

・青年海外協力隊事業で活躍した人材の活用、同事業への中小企業社員の派遣【外務省・JICA】

・途上国進出企業への派遣により我が国若手人材の交渉能力強化等を支援（24年度予算：7億円の内数）【経産省】

・中小企業の海外子会社の現地での資金調達の多様化（今国会に中小企業経営力強化支援法案を提出）【経産省】
・海外展開を行う中小企業の資本増強の支援（23年度3次補正：25億円、24年度予算：24億円）【経産省・中小機構】

・保険料率引下げ、契約金額上限額引上げ等中小企業向け貿易保険商品の抜本的改善【経産省・NEXI】

・国際展開に関するアドバイス支援や在外日本人商工会議所とのネットワークを活用した支援【日商】
・中小企業の海外展開業務の法的支援【日弁連】、タイ洪水対策への対応【関係機関】
・新興国におけるビジネスサポート機能の充実（23年度：チェンナイ（インド）、24年度：ヤンゴン（ミャンマー）にビジネスサポー
トセンターを新たに設置）【ジェトロ】

・二国間政策対話、ODAによるインフラ整備等を活用した事業環境の整備【関係機関】

種別 分野別のマ ケティング
支援強化

■我が国若手人材を始めとする
海外展開人材の育成強化

■海外展開に要する資金調達

の多様化・資本の充実化

■ハード・ソフト両面におけるODA
の活用も含めた現地事業環境
の整備
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