
東アジアサミットをめぐる動き：東アジアサミットにおける成果 

 
 
 
 

－アセアンと東アジアの貿易・投資の自由化・ 

円滑化を推進 

－ハード・ソフトのインフラ開発を通じてアセアンと
東アジアの連結性を強化 

－エネルギー・環境等の成長の制約要因を克服 

－産業高度化・中間層拡大を推進 

経済連携 

連結性の強化 

成長の質の向上 

－東アジア地域包括的経済連携＇RCEP（の交渉 

立ち上げ。基本指針に基づき、2013年早期の交渉を
開始し、2015年に妥結することを目指す。 

－ＡＪＣＥＰ投資・サービス交渉の進展を歓迎。 

－ASEAN連結性マスタープラン、アジア総合開発計画の
実施。 

－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の進展。 

東アジア経済統合の 

３本柱の課題  
２０１２年東アジアサミットにおける成果 

ＦＴＡ／ＥＰＡ 

広域インフラ開発の推進 

エネルギー・環境、産業高度化等の協力 

２０１５年のアセアン経済共同体
構築のプロセスを加速化 

－企業の生産・販売ネットワークは東アジア大に拡大 

－ 東アジアの新興市場に成長機会あり 

－エネルギー・環境など地域全体で取り組む共通課題あり 

アセアン中心性を確保した 

東アジア経済統合のビジョン 

を提示 

背景 
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●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（ 中東協力センターがバグダッド事務所を今年4月に設置 

○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 

●経営・品質管理に関する研修を支援 
 例（ アフリカの経営者１００名の研修を実施。 

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、第二
回アブダビ投資フォーラムを開催。 

・同年11月、本多政務官がＵＡＥを訪問。原油安定供
給、産業協力多角化に向けた協力につき議論。 

＜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③ イラク 
・2011年11月、マーリキー首相が訪日、枝野大臣と会談
し、ビジネス環境整備やエネルギー分野での協力強化
に向け協議。また、日イラク産業協力会議を初めて開
催。 

・2012年11月、官民ミッションがバグダッドを訪問、国
際見本市に参加し、政府関係者、出展企業幹部との意
見交換を行った。 

枝野大臣と 
タウフィーク商工相との会談 

新興国等との関係強化⑤中東・アフリカ地域 
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新興国等との関係強化⑤中東・アフリカ地域＇トルコ（ 

 
●人口約7,400万人を抱え、一人あたりＧＤＰは約１万ドル＇ロシア、

ブラジルと同水準（。若年層も多く、労働人口も豊富。 
●2023年＇建国100周年（までに、世界で上位１０位以内の経済大国

になる目標。大型のインフラプロジェクトも目白押し。 
●関税同盟を締結した欧州、同じイスラム圏である中東・北アフリ

カ、言語的に近い中央アジアに囲まれる地域の要衝。 

 
●欧州諸国に比べ、日本企業の進出数はかなり低いレベル。 
  ＇ドイツ3,000社、英2,000社に比べ、日本は100社程度（ 
●トルコという有望な新興国市場の開拓・成長の取り込み。 

 
①経済分野における協力枞組みの設立 
 - ３閣僚＇枝野経済産業大臣、玄葉外務大臣、チャーラヤン経済大臣（による覚書

署名 
 - 第一回閣僚級会合の開催＇平成２４年７月（ 

②日トルコＥＰＡ 
 - 産官学による共同研究第１回会合の開催＇平成２４年１１月（ 

③日本企業によるインフラ等のプロジェクト支援 
 - 橋梁建設、宇宙協力、ＦＡＴＩＨ＇教育のＩＴ化（等 

④トルコの投資・ビジネス環境の改善 
 - 通関・製品認証手続きの透明化 
 - 知的財産権の保護 
 - 投資インセンティブ措置の改善＇チューナー税等（ 
  - 経営管理に関するトルコ企業経営者向け研修を実施＇平成２４年１１月（ 28 

トルコのポテンシャル 

我が国の課題 

経済関係における協力枞組み 



３．新興国等との関係強化⑤中東・アフリカ地域＇南部アフリカ（ 

 
●プラチナ、クロム、マンガンの世界最大産出地域。モザンビークは、 
    鉄鋼生産に要する原料炭、天然ガスの開発が急ピッチで進展。 
●旺盛なインフラ需要。南ア政府は、２０年間で８．５兆円を手当て。 

●中間層＇「ブラックダイアモンド」（が伸長。消費市場として魅力。 

 
●日本企業の進出数＇南ア１０８社、モザンビーク８社、ボツワナ３社（は 
  不十分。自動車や重機では健闘するも、工作機械、計測機器など  
  B-to-B ビジネスはドイツに大きく水をあけられ、日本の「不戦敗」が続く。 

●近年、Ｍ＆Ａによる進出が増加＇ＮＴＴ、関西ペイント、日本たばこ（。 
アフリカ市場全体を見据えて取り込んでいくことが重要。 

 
①経済分野における協力枞組みの設置 
 -  「日南ア・パートナーシップ」＇外相級（のもと、当省と貿易産業省との間 で 
   「合同貿易委員会＇Joint Trade Committee（を設置。年１回のペースで政策協議。 

②資源分野の取組 
 - ２０１３年５月に「日アフリカ資源大臣会合」を開催予定。 
 - ２０１２年１０月に、第１回「日モザンビーク資源政策対話」を開催。 
  -  南アで開催される毎年２月の「Mining Indaba 鉱山会合」に政務レベルで参加。 

③日本企業によるインフラ等のプロジェクト支援 
 - 電力＇石炭火力、再生可能エネルギー、送電線（、鉄道＇貨物機関車（で日本企業の 
   受注実績あり。上記に加えて、原子力や水ビジネス＇鉱山廃水処理（、通信インフラ、 
   天然ガスの下流＇モザンビーク（に可能性。 
  -モザンビークでは、メタノール製造関連、石炭開発の受入研修を展開。 

南部アフリカのポテンシャル 

 我が国の課題 

 経済関係における協力枞組み 

0  20,000  40,000  60,000  80,000  100,000  120,000  

India 

Saudi Arabia 

Japan 

USA 

Germany 

China 

(百万ランド) 

対南ア輸出額＇２０１１年（ 

日本の輸出額は、
ドイツの半分。 

主な日本企業の活動 
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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１回日コロンビアEPA共同研究会を開催。＇於：ボゴタ（     
     ）2012年2月 第2回共同研究会、5月 第3回共同研究会 
  ・2012年7月、日コロンビアEPA共同研究会報告書発表 
☆ 経済連携協定の交渉開始の合意＇2012年9月（ 

☆ 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 
☆ 経済連携協定の活用 
 ・2012年4月、第6回ビジネス環境整備委員会開催 

☆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、技術系人材の留学受入・
新エネルギー・エコラベル相互認証協力、現在実施中の半導体分野の 
専門家派遣による技術協力等の個別分野の協力強化に向け意見交換。 

 ・2012年11月、東京にて第６回会合を開催。 
 ・次回は2013年、ミナス州ベロオリゾンテ市開催を予定。 

●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＇於：リマ（ 
・2012年11月 日ペルーEPAビジネス環境整備小委員会 
   

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。 

新興国等との関係強化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（ 

30 



 
■日露投資フォーラム ⇒ 経済交流促進 
2012年6月、第5回フォーラムに枝野大臣が 
  初参加。日露経済協力が互恵的かつ重要 
  との強いメッセージを発信。 
日露経済協力の覚書等「署名式」立会。 
   

■バイ会談 ⇒ 貿易投資環境整備 
2012年6月、枝野大臣がベロウソフ経済 
  発展大臣と会談。貿易投資環境整備の 
  重要性を指摘。 
2012年9月、枝野大臣がシュヴァロフ第一 
  副首相と会談。廃車税への懸念を伝えた 
  他、投資協定改正への期待を表明。 
    

■TOP外交 ⇒ 大型案件支援 
2012年9月、枝野大臣がプーチン大統領と、 
  ウラジオストクにおけるマツダ・ソラーズ社の 
  設立記念式典に参加。 
2012年9月、日露首脳会合の立ち会いの下、 
 ウラジオストクＬＮＧプロジェクトの覚書に署名。   

    

■貿易経済日露政府間委員会 
2012年11月開催＇玄葉外務大臣×シュヴァ 
  ロフ第一副首相（。個別プロジェクト投資環境 
  整備等を全般的に議論。 
 ※片瀬審議官が経済産業省を代表。 

ロシア 中央アジア 

  成長著しい新興国/日本ブランド高評価/豊富な資源  
 

ロシア政府の ①アジア太平洋シフト ＇ＡＰＥＣ開催 ・極東開発（、 
②経済近代化政策推進＇ＷＴＯ加盟等（は日露通商拡大の機会。  

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 

著しい経済成長/レアアース、ウラン等豊富な資源 
     

資源外交、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。 

新興国等との関係強化⑦ロシア・中央アジア 
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【カザフスタン】 

■投資協定の早期締結⇒ 投資環境整備   
日本カザフスタン投資協定の早期締結に向け、交渉作業を加速。 
       

■日本カザフスタン経済官民合同協議会⇒経済交流促進 
経済関係強化に向け、両国官民一体となり、エネルギーをはじめ、 
   幅広い分野での経済交流、産業協力等に ついて協議。 
  2013年2月に第４回経済官民合同協議会を開催予定＇於：東京（ 
    

■経済・投資促進ロードマップ⇒個別プロジェクトの推進 
両国の貿易・投資拡大に向け、上記 
    協議会を活用し、 「経済・投資促進 
    ロードマップ」に掲載されている、個別 
    プロジェクトを推進。   
    

■ＴＯＰ外交⇒ 経済関係強化 
2012年5月、枝野大臣がマシモフ首相 
 ＇当時（等政府要人と会談、更なる資源 
 協力、産業協力を約束。 
2012年11月、近藤副大臣が、日本とカザフスタンの合弁企業による 
 レアアース精錬加工工場開所式に出席。今後の支援を約束。 
       

【他４ヵ国】＇ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン（ 】 

両国のビジネス交流の枞組みを創設 し、貿易・投資を促進。 
バイ会談等を通じた、相手国のビジネス環境改善等を要請。   
ビジネス交流事業＇セミナー、フォーラム等（の積極的な展開。 
人材育成支援事業＇2012年、ウズベキスタン経営管理研修（を実施。 

 

 日本・カザフスタン経済関係強化に   
 関する署名式＇2012年5月 @アスタナ（ 
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