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（１）多様性を高めイノベーションを創出することが必要。 

女性、若者、高齢者、障害者、外国人等一人一人が、置かれた環境と 

能力に応じて価値創造に参画できる環境を整備する「ダイバーシティ・ 

マネジメント」が重要となる。 

 

（２）価値創造をリードする人材が育つ環境を整備することが必要。 

価値を生み出す新事業を白地から描く「イノベーション人材」、新興国 

市場を開拓する「グローバル人材」を育てていく必要がある。 

 

（３）産業構造、企業戦略の転換が進む中で、円滑な労働移動が必要。 

今後 10年間で、新産業で 1000万人規模の就業者が必要となり、さら 

に 200万人規模で、生産現場から技術職等への職種転換が必要となる。 

このため、女性、高齢者、若年層の就業者を確保していく。さらに、社 

会人の「学び直し」機会やセカンドキャリアを創出していく。このよう 

な「多様な人的資本の活用」を民間の力で進めようという新しい動きも 

ある。こうした課題対応型サービス産業を新たな産業の柱として育成し 

ていく。 
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Ⅳ．取り組むべき具体的施策 

１．施策の重点分野 

新興国の台頭の下で、従来の先進国中心の通商ルール作りがより困難になる

と共に、保護主義的措置の多発も懸念される状況が出現している。こうした中、

我が国企業のレベル・プレイングフィールド確保の観点から、二国間、地域レ

ベル、マルチレベルの貿易自由化やルール作りが重要となるとともに、ルール

の履行を確保する措置を適切に実施していく必要がある。 

また、新興国市場には基本的なハード・ソフトのインフラが不十分であるこ

とから、我が国企業の製品・サービスの輸出、現地生産・販売の拡大に向けて

政府が積極的な後押しを行っていくことが必要である。 

こうした観点から、以下の 3 つの柱に重点を置いて、施策を推進していく  

ことが適切である。 

なお、重点分野の実施にあたっては、既に実施されている施策が現場で効果

を挙げているか等を確認し、機能していない場合にはその原因を十分に検証し

ていくことが必要である。 

 

１）高いレベルの経済連携の推進（EPA、投資協定等） 

○戦略的・多角的な経済連携を進め、新興国を含めた新たな貿易・投資のルー 

ル作りを主導する。 

 

２）WTOに基づく自由貿易体制の維持・推進  

○WTOの下、貿易自由化を推進するとともに、ITA（情報技術協定）の対象   

品目拡大交渉等新たな市場アクセスの取組を推進していく。 

○保護主義的措置等の WTOルール違反に対しては、WTO紛争解決手続きを適切に 

活用する。 

 

３）市場開拓・海外展開に向けた支援 

○海外展開企業の拡大、現地のインフラ・制度の整備等のために積極的な支援 

を行う。 

○制度の不備、不透明な運用等、EPA等の協定だけでは解決しないビジネス環境 

の問題について、相手国政府（中央・地方）へ改善を働きかける。 
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２．具体的な施策の方向性 

１）高いレベルの経済連携の推進 

 

１． 現状と課題 

（１）我が国のＥＰＡの取組状況と課題 

これまで我が国は、下図の 12か国 1地域とＥＰＡを締結してきている。 

 

しかし、貿易に占める署名・発効済みＦＴＡ/ＥＰＡのカバー率は、米国が

39.0%、韓国が 33.9%、ＥＵが 28.6%（域内貿易含まず）であるのに対して、我

が国は 18.6%に過ぎず、その取組は遅れている。 

 

 加えて、既に締結してきたＥＰＡにおいて、例えばベトナムとのＥＰＡで乗

用車、バス、トラック等が関税撤廃の除外とされている、ベトナム、マレーシ

アとのＥＰＡで「政府調達」が規律されていない等、我が国の関心品目・分野

で十分な自由化・ルールづくりができていない点がある。 

 

これらの大きな原因となっていると考えられるのが、世界の標準からみた、

我が国ＥＰＡの自由化水準の低さである。我が国は自由化の例外を多く設けて

きたため、相手国からも十分な自由化、高いルールを引き出せないできた。結

果として、我が国がこれまで結んできたＥＰＡの自由化率は、貿易額ベースで

見れば 90%以上を達成しているものの、品目数ベースでみると、およそ 86～87%

となっている。 
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日本と米・ＥＵ等のＥＰＡ／ＦＴＡの自由化率比較 

 

備考：本表は、品目ベースの自由化率（10年以内に関税撤廃を行う品目が全品目に占める割合）を示した

もの。但し、我が国のＥＰＡについて、貿易額ベースの自由化率（１０年以内に関税撤廃を行う品目が輸

入額に占める割合）を見ると概ね 90%以上を達成。日ブルネイ及び日スイスとのＥＰＡでは 99%以上、日シ

ンガポール、日マレーシア、日ベトナムとのＥＰＡでは約 95%。 

（出所）「ＴＰＰをともに考える 地域シンポジウム」における内閣官房配布資料。 

 

ＥＰＡへの取組で遅れを取ることによって、我が国の貿易・投資環境が他国

に劣後してしまうと、立地競争力・輸出競争力が損なわれ、雇用機会を喪失す

るおそれがある。グローバルな市場において、企業（特に製造業）が厳しいコ

スト意識を持って熾烈な競争をしている中で、関税格差が数%～数十%もあるこ

とのハンデは大きい。また、今後企業が海外にビジネスを益々展開していく中

で、高いレベルのルール整備が必要となっている。 

 

国内市場の縮小が見込まれている中でも持続的な成長を遂げるためには、市

場としての成長が期待できる新興国をはじめ、アジア諸国や欧米諸国、資源国

等との経済関係をより深化させることで成長を取り込み、我が国の将来に向け

た成長・発展基盤を再構築していくことが必要である。 

 

（２）我が国の投資協定の取組状況と課題 

投資協定は、投資先国における差別的扱いや収用（国有化も含む）などのリ

スクから自国の投資家とその投資財産を保護するルールを定めており、近年、

世界の投資協定数は大きく増加している。ドイツ、中国、英国、フランスとい
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った国々が 100 件前後の投資協定を締結しているが、我が国は 28 件 3

 

にとどま

る。 

世界の投資協定数の推移 
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資料：「Recent developments in international investment agreements(2008-June.2009)」「World 

Investment Report 2011」から作成。 

我が国の投資関連協定締結状況 

締結相手国（地域を含む） 署名 発効

エジプト 1977年1月28日 1978年1月14日

スリランカ 1982年3月1日 1982年8月7日

中国 1988年8月2日 1989年5月14日

トルコ 1992年2月12日 1993年3月12日

香港 1997年5月15日 1997年6月18日

パキスタン 1998年3月10日 2002年5月29日

バングラデシュ 1998年11月10日 1999年8月25日

ロシア 1998年11月13日 2000年5月27日

モンゴル 2001年2月15日 2002年3月24日

シンガポール（経済連携協定） 2002年1月13日 2002年11月30日

韓国 2002年3月22日 2003年1月1日

ベトナム 2003年11月14日 2004年12月19日

メキシコ（経済連携協定） 2004年9月14日 2005年9月17日

マレーシア（経済連携協定） 2005年12月13日 2006年7月13日

フィリピン（経済連携協定） 2006年9月9日 2008年12月11日

チリ（経済連携協定） 2007年3月27日 2007年9月3日

タイ(経済連携協定） 2007年4月3日 2007年11月1日

カンボジア 2007年6月14日 2008年7月31日

ブルネイ（経済連携協定） 2007年6月18日 2008年7月31日

インドネシア（経済連携協定） 2007年8月20日 2008年7月1日

ラオス 2008年1月16日 2008年8月3日

ウズベキスタン 2008年8月15日 2009年9月24日

ペルー 2008年11月21日 2009年12月10日

ベトナム（経済連携協定）※1 2008年12月25日 2009年10月1日

スイス（経済連携協定） 2009年2月19日 2009年9月1日

インド（経済連携協定） 2011年2月16日 2011年8月1日

ペルー（経済連携協定）※2 2011年5月31日 2012年3月1日

パプアニューギニア 2011年4月26日 未定

コロンビア 2011年9月12日 未定

クウェート 2012年3月22日 未定

日中韓 2012年5月13日 未定

イラク 2012年6月7日 未定  

備考 1：2004年 12 月 19日に発効した日ベトナム投資協定の内容が組み込まれている。 

備考 2：2009年 12 月 10日に発効した日ペルー投資協定の内容が組み込まれている 

備考 3：この他、台湾とは民間窓口機関の取り決めが 2011年 9月 22日に署名されており、2012

年 1月 20日に手続きが完了している。 

                                                   
3 2012 年 3 月現在（署名済数）。 
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備考 4：2012年 5月現在の情報を元に作成。 資料：経済産業省作成。 

投資協定には、「投資保護協定」と「投資保護・自由化協定」の 2つの類型が

ある。「投資保護協定」では、投資設立後の内国民待遇や最恵国待遇、収用の要

件と補償額の算定方法、自由な送金、締約国間の紛争処理手続、投資受入国と

投資家との間の紛争処理等を主要な内容とする。「投資保護・自由化協定」では、

「投資保護協定」の内容に加えて、投資設立段階の内国民待遇や最恵国待遇、

パフォーマンス要求 4の禁止、外資規制強化の禁止や漸進的な自由化の努力義務、

透明性確保（法令の公表、相手国からの照会への回答義務等）等が規定される 5

 

。 

我が国企業による新興国に対する対外投資を保護し、促進するとの観点から、

投資協定を拡充すべく、資源国など重点国を特定し、各国との交渉を戦略的に

加速していくことが必要である。 

 

投資協定締結のメリット 
１．投資財産の保護＆投資家に対する公正な待遇

　①一度受けた事業許可を後で撤回されない

　②事業資産を収用・国有化されない

　③規制が強化されたことによって事業が継続できなくなる事態を防ぐ（間接収用”indirect expropriation”）

　④相手国政府と締結した投資契約・コンセッション契約が遵守される（アンブレラ条項）

　⑤日本への送金の自由が確保される

２．現地資本以外の企業（外国企業）との間で差別的な待遇を禁止（最恵国待遇（MFN））

３．現地資本企業との間で差別的な待遇を禁止（内国民待遇（NT））

４．投資家及び投資財産に対して、公正かつ衡平な待遇(FET: Fair and Equitable Treatment)を与える義務

５．協定によっては、次のような投資許可要件を禁止しているものもある。（パフォーマンス要求（ＰＲ）の禁止）

　①一定割合・水準の物品・サービスを輸出するよう要求すること

　②一定割合・水準の現地調達を達成するよう要求すること

　③現地の物品・サービスを購入、利用又は優先するよう要求すること

　④輸入量・輸入額を、輸出量・輸出額又は外貨の獲得量と関係づけるよう要求すること

　⑤生産した物品・サービスの国内販売量・販売額を、輸出量・輸出額又は外貨獲得量と関係づけるよう要求すること

　⑥輸出又は輸出のための販売を制限するよう要求すること

　⑦取締役、経営者等が一定の国籍であることを要求すること

　⑧現地資本のパートナーに技術移転するよう要求すること

　⑨一定地域の管理拠点(headquarter)を現地に置くよう要求すること

　⑩一定割合・一定人数の現地人を雇用するよう要求すること

　⑪現地で一定程度の研究開発予算を投じるよう要求すること

  ⑫一定地域に対して、排他的に産品を供給するよう要求すること（他国に別の供給拠点を設立しないこと）

※相手国がこれらの義務に違反した場合、投資家は国家を相手に国際仲裁に訴えることができる。  

資料：経済産業省作成。 

 

                                                   
4 例えば、一定の現地部材（ローカルコンテンツ）比率を満たすことや、製造したものの

一定の比率を輸出すること等、投資の条件として課される特定の要件。 
5 代表的なものとして NAFTA の投資章があり、我が国の場合、二国間 EPA の投資章や、

日韓、日ベトナム、日カンボジア、日ラオス、日ウズベキスタン、日ペルー投資協定がこ

のタイプにあたる。 
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２．施策の方向性 

（１）我が国の経済連携の取り組み方針 

ア）「包括的経済連携に関する基本方針」に基づく取組 

上述のような認識の下、我が国としては、2010年 11月に「包括的経済連携に

関する基本方針」（以下「基本方針」とする）を決定し、「我が国が率先して高

いレベルの経済連携を進め、新たな貿易・投資ルールの形成を主導していくこ

とが重要」であるとして、「我が国として主要な貿易相手を始めとする幅広い

国々と戦略的かつ多角的に経済連携を進める」ことを決定した。 

 

「基本方針」に沿って、我が国は、類似の閣議決定や総理の記者会見もふま

え、アジア太平洋自由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）の実現に向け、日韓・日豪交渉を

推進し、日中韓、ＲＣＥＰといった広域経済連携の早期交渉開始等を目指して

いる。ＴＰＰについては、交渉参加に向けた関係国との協議を進めることとし、

また、日ＥＵ・ＧＣＣ 等のアジア太平洋地域以外の主要国・地域に対する取組

と、新興国・資源国を中心にその他の地域との取組を推進することとしている。 

 

その一方、「高いレベルの経済連携に必要となる競争力強化等の抜本的な国内

改革」が必要であり、とりわけ我が国の農業は、「農業従事者の高齢化、後継者

難、低収益性等を踏まえれば、将来に向けてその持続的な存続が危ぶまれる状

況」にある。「基本方針」では、高いレベルの経済連携の追求と同時に、「国を

開く」という観点から、農業分野をはじめ、人の移動分野及び規制制度改革分

野においても、適切な国内改革を先行的に推進することを決定した。 

 

2011年 10月には「食と農林漁業の再生推進本部」において「我が国の食と農

林漁業の再生のための基本方針・行動計画」が決定された。この中で、「競争力・

体質強化、地域振興を 5年間で集中展開し、食と農林漁業の再生を早急に図る」

とされた。また、「高いレベルの経済連携と両立しうる持続可能な農林漁業を実

現するためには、本基本方針にある諸課題をクリアし、なおかつ、国民の理解

と安定した財源が必要である」とされた。 

 

イ）主な個別の経済連携の取組 

ＴＰＰ 

・ＴＰＰは、ＡＰＥＣ地域に拡大することが目指されており、アジア太平洋自

由貿易圏（ＦＴＡＡＰ）に向けた地域的取組の一つとして重要。アジア太平

洋地域における貿易・投資ルールを定めることにもつながっていくものと考

えられる。そうしたルール作りに日本が参加することは意義が大きい。 
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・2011年 11月に野田総理が「ＴＰＰ交渉参加に向けて関係国との協議に入る」

ことを表明。これまでに交渉参加 9か国との協議を一巡。各国との協議では、

我が国の交渉参加に対して概ね前向き。いくつかの国とは引き続き協議を継

続。 

 

日中韓ＦＴＡ 

・日中韓ＦＴＡは、産官学共同研究の報告書で、三国間の貿易投資を促進、幅

広い三国間協力の発展、アジア太平洋地域における経済統合プロセスの進展

に寄与と結論。 

・2012 年 5 月の日中韓サミットにおいて、年内のＦＴＡ交渉開始につき一致。

年内の交渉開始に向けて準備を進めていく。 

 

ＲＣＥＰ（東アジア地域包括的経済連携） 

・ＲＣＥＰは、中国、インド、インドネシア等の新興国を含み、日本企業を中

心とする東アジア生産ネットワークの拡大・深化に寄与。ＦＴＡＡＰの実現

に向けた取組の一つとして、従来検討されてきたＡＳＥＡＮ＋３、ＡＳＥＡ

Ｎ＋６の構想をふまえ、2011年 11月の東アジアサミットで参加国の数を限定

しないＲＣＥＰという考え方がＡＳＥＡＮ側より提示され、貿易・投資自由

化に関する作業部会の立ち上げに合意。 

・2012 年 4 月には、ＡＳＥＡＮ首脳の間で、2012 年 11 月の首脳会合でのＲＣ

ＥＰ交渉の立ち上げへの期待を表明。我が国とＡＳＥＡＮの経済大臣間でも、

年末までのＲＣＥＰ交渉開始に向けて取組を強化していくことに合意。 

 

日ＥＵ・ＥＰＡ 

・ＥＵはアジア太平洋地域以外では最大の貿易相手。ＥＰＡを通じた日ＥＵ  

経済関係の更なる強化は、双方の経済成長にプラス。相互依存や信頼関係の

強化による包括的な関係強化に繋がるもの。 

・ＥＵ韓国ＦＴＡの発効により、我が国企業が欧州市場で競争上不利になって

いる。 

・昨年 5 月の日ＥＵ定期首脳協議での合意をうけ、交渉の範囲等を定める作業

（「スコーピング」）を実施。早期交渉入りを目指す。ＥＵ側における加盟国

との調整が速やかに進むことが期待される。 
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日カナダＥＰＡ 

・カナダは、石油、ウラン、ニッケル、亜鉛等のエネルギー・鉱物資源が豊富。

これら資源の安定確保の観点から、カナダとの経済関係深化には大きな意義。 

・2012 年 3 月の日カナダ首脳会談において、両国の実質的な経済的利益に道を

開く二国間ＥＰＡの交渉開始に一致。我が国としては、交渉を迅速かつ精力

的に進めていく。 

 

日モンゴルＥＰＡ 

・ＥＰＡによるエネルギー・鉱物資源等に関する投資環境の改善が見込まれ、

両国の更なる貿易、投資の拡大による両国経済関係の強化に期待。 

・2012 年 3 月の首脳会談において、互恵的かつ相互補完的な経済関係の構築に

向けて、日・モンゴル経済連携協定（ＥＰＡ）交渉を開始することで一致し、

6月に第１回交渉会合をモンゴルで開催した。我が国としては、交渉を迅速か

つ精力的に進めていきたい。 

 

日豪ＥＰＡ 

・日豪ＥＰＡは、両国の「包括的な戦略的関係」の強化に資するとともに、関

税撤廃等による貿易・投資の拡大に期待。我が国にとって、資源・エネルギ

ーや食料の安定供給に資するといったメリットも期待。 

・2012年 4月の第 15回交渉会合では、物品・サービス貿易、投資、原産地規則、

食料供給等の幅広い分野で有益な議論。我が国としては、引き続き、妥結に

向けて交渉を推進していく。 

 

日韓ＥＰＡ 

・日韓ＥＰＡは、両国民間企業の連携を後押しし、地域における基本的なルー

ル作りを日韓で主導していく等の多面的な意義を持つ。 

・2004年 11月以降交渉が事実上中断していたが、2011年 10月の日韓首脳会談

において、交渉再開に必要な実務作業の本格実施で合意するなど、交渉再開

に向けた動きが見られる。 

 

（２）我が国が経済連携協定・投資協定を通じて実現すべき主なルール 

今後、経済連携協定・投資協定の交渉に際しては、「Ⅲ．３．新興国市場開拓

に向けた重要な視点」もふまえ、新興国・大市場国において、我が国として以

下に例示する諸点をルール化していくことが必要。 
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ア）外国産品への差別の防止 

 外国政府が自国産部品の使用を義務づけたり、保護主義的な輸入制限を行っ

たりすることを防ぐため、政府調達市場や投資許可における自国製品優遇措置

の禁止や、恣意的な貿易救済措置の抑制を定める。 

 

イ）投資・サービス分野における規制の緩和・撤廃 

 サービス分野において、小売業や運送業、広告業等について外国資本の出資

制限を設けたり、現地人の雇用義務を課したりしている国がある。我が国のサ

ービス業進出時にハンデとなるこれらの規制を緩和・撤廃し、円滑に現地での

事業展開ができる環境を整備する。 

 

ウ）技術対価の確保／模倣品対策など知的財産の保護強化 

 外国政府が技術ライセンス契約に介入し、技術ライセンスの対価（ロイヤリ

ティー料率）や契約期間に関する上限を規制することを禁止し、日本企業の利

益を海外から環流させる。また、海賊版取締の徹底等、知的財産に対する保護

の強化を外国政府に対して求めていく。 

 

エ）日本での環境・労働コストの相対的な上昇の抑制 

 新興国・途上国をはじめ外国政府が、環境・労働規制を緩和してまで企業を

誘致することを防止するため、国際環境・労働ルールの遵守を義務づけ、投資

誘致を目的とした環境・労働規制の緩和禁止等を定める。 

 

オ）資源等の安定的な確保 

 外国政府によるレアアース等の鉱物資源に対する輸出規制や輸出税の賦課が

される事例が発生している。資源等の輸出制限を抑制し、日本の産業の生命線

である希少資源等の安定的な確保を図る。 

 

カ）中小企業の輸出入促進 

 大企業に比べて人的・資金的リソースが限られる中小企業にとって、税関文

書・手続きの負担や物流サービス・インフラの不足が円滑な海外進出を阻んで

いる。通関に係る事前教示体制を構築し、シングル・ウィンドウを実現する等、

中小企業にとって効率的な物流や簡単な輸出入手続きを可能にしていく。 
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３．今後のスケジュール 

ＴＰＰ 日中韓ＦＴＡ ＲＣＥＰ 二国間ＥＰＡ等
2011年

2月第2回交渉会合 2月【日豪】第12回交渉会合

3月第6回交渉会合

5月【日ＥＵ】定期首脳協議

6月第7回交渉会合

8月東アジア非公式経済大臣会合

9月第8回交渉会合

10月第9回交渉会合

11月ＡＰＥＣ首脳会議
　　　ＴＰＰ首脳会合

11月東アジアサミット 11月【日ＥＵ】首脳協議

12月第10回交渉会合 12月共同研究終了 12月【日豪】第13回交渉会合

2012年 1月交渉参加に向けた
　　関係国との協議
　　（越・文・智・秘）

2月交渉参加に向けた
　　関係国との協議
　　（米・星・馬・豪・ＮＺ）

2月【日豪】第13回交渉会合

3月第11回交渉会合
3月【日モンゴル】首脳会談
　　（交渉開始につき一致）

3月【日カナダ】首脳会談
　　（交渉開始につき一致）

4月ＡＳＥＡＮ首脳会合
　　日ASEAN非公式経済大臣会合

4月【日豪】第15回交渉会合

5月第12回交渉会合
5月日中韓サミット
　　（年内の交渉開始
　　　につき一致）

6月ＡＰＥＣ貿易大臣会合
　　ＴＰＰ閣僚会合

6月【日モンゴル】第1回交渉会合

7月第13回交渉会合 6月【日豪】第16回交渉会合

8月東アジア非公式経済大臣会合

9月ＡＰＥＣ首脳会議

11月東アジアサミット

※2012年には上記3回を含め最

低5回の会合が必要であるとされ

ている。
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２）WTOに基づく自由貿易体制の維持・推進 

（１）現状と課題 

2008 年のリーマンショック後、各国において産業保護・雇用維持目的の保護

主義措置が増加した。その後、一時沈静化したが、2010年末頃から再び増加し、

世界的に拡散の兆しがある。特に近年の傾向として、①太陽光パネル等、先端

産業の育成を目的とした措置が多く見られ、②関税引上げ等の水際措置のみな

らず、規制、基準・規格、補助金などの国内措置が急増し、手法が多様化して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各国が内向きの傾向を強めている他、新興国の台頭等を背景として、多国間

の意思決定は困難さを増しており、WTO ドーハ・ラウンド交渉は難航している。

他方、保護主義の台頭で WTO の紛争解決機能の役割が増しているが、その信頼

を維持するためには、WTOが立法機関としても健全に機能していることが重要で

ある。WTOは自由貿易体制の維持・強化を担う唯一の国際機関である。この下で、

加盟国による市場アクセス交渉やルールに基づく紛争解決に引き続き取り組ん

でいくことが重要である。 

また新興国を含む G20 の枠組では、本年 4 月に初めて貿易大臣会合が開催さ

れ、グローバルバリューチェーン（GVC）という新たな貿易の捉え方についての

認識が広まった。モノの物理的な移動ではなく、モノの生産前後の工程も含め

て加えられる付加価値に着目した概念であり、これに基づけば保護主義は意味

がなく、開かれた GVC に参加することの重要性が明らかになる。このような議

論を WT0における議論にも繋げていく必要がある。  

※GVC とは、国境を越えてサプライチェーンが展開し、生産前後を含めたモ
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ノ・サービスの生産・流通過程で付加価値が生まれる世界経済の現状を踏まえ、

保護主義的措置をとるよりも、競争力のある財を輸入し、付加価値をつけるこ

とを重要視する考え。 

 

 

（２）施策の方向性 

ドーハ・ラウンド交渉については、昨年 12月の定期閣僚会議で、近い将来の

一括受諾の見通しがないことを認め、新たなアプローチを見出す必要性が共有

された。これにより、進展が可能な分野で議論を進めることとなった。 

貿易円滑化による税関等の貿易手続の円滑化は、新興国、途上国も含めた世

界のビジネス環境整備に繋がる互恵的な取組であるとともに、前述の GVC の観

点でも重要な取組である。本年 6月の APEC貿易担当大臣会合でも、技術的議論

の継続が確認され、先行合意が期待される。またサービス貿易については、WT0

の有志国間で複数国間協定を検討しており、より多くの参加国による自由化度

の高い協定とするべく議論中。 

その他、WTOの下で行われている市場アクセス交渉の一つに ITA（Information 

Technology Agreement，情報技術協定）がある。ITAは、1996年 12月のシンガ

ポール WTO 閣僚会議で、29 か国・地域が情報技術（IT）製品の関税撤廃を合意

したもの。2012 年 5 月現在で、中国・インド・インドネシア等の新興国を多く

含む 74か国・地域が参加し、世界貿易の 97％以上を占め、ＩＴ製品の貿易拡大

や各国の経済成長に貢献している。現在、産業界からの強い要望を受け、過去

15 年間の技術発展による新製品等を踏まえ、品目拡大及び参加国・地域の拡大

を目指し取り組んでいる。  

また、紛争解決については、WTO ルールに基づき、二国間協議や WTO 委員会、

紛争処理手続等を活用し取り組んでいる。最近の具体的事例としては、中国政

府が多くの原材料品目について行っている輸出規制（①輸出税の賦課、②輸出

数量の制限、③最低輸出価格の設定）への対処が挙げられる。これまで、各国

は、中国の輸出規制措置が、GATT（関税と貿易に関する一般協定）及び中国の

WTO加盟議定書に整合的でないとして、WTOの委員会や二国間協議の場で累次の

改善を求めてきたが、進展が見られなかった。このため、2012年 3月、日本は、

米国及び EUとともに、中国のレアアース、タングステン及びモリブデンに対す

る輸出規制措置について、WT0協定に基づく政府間の協議を要請。4月下旬には

中国との間で協議を行った。しかしながら、当該協議において満足すべき解決

に至らなかったため、6 月 27 日、我が国は、米国及び EU と共に、WT0 に対し、

中国による輸出税の賦課及び輸出数量の制限措置について、パネル（第１審）

での審理を要請した。政府としては、本問題が WT0 のルールに従って適切に解
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決されるよう、パネルの場で我が国の立場を主張していく。 

  

 

（３）今後のスケジュール 

① G20や APEC等、国際会議のフォーラムにおける、WTOを通じた多角的貿易 

体制の強化に向けた取り組み 

今後半年の主なスケジュールは以下のとおり。 

・6月 18-19日  G20サミット 

・9月 5-6日／8-9日 APEC閣僚／首脳会議 

・2013年 1月  ダボス会議 

 

② WTO/ITA対象品目拡大交渉 

 

これまでの進展と今後のスケジュールは以下の通り。 

・2011年 11月、ホノルル APEC首脳宣言において「APECエコノミーが、WTO 

での交渉開始に向け主導的役割を果たす」ことに合意。 

・2012年 5月、ジュネーブで開催された ITA委員会公式会合において、日、      

米、韓、シンガポール、マレーシア等から拡大交渉開始の提案を行い、イ 

ンド等消極的な国はいるものの、多数の国が ITA拡大及び具体的な作業の  

開始を支持し、拡大交渉が実質的に開始されることとなった。 

・2012年 6月、カザン APEC貿易大臣会合では、ITA拡大交渉の早期妥結を 

目指し、各エコノミーが国内外の調整を加速することが呼び掛けられた。 

・我が国を含め、各国産業界の強い要望を受け、早期の交渉妥結を目指し、 

積極的に推進していく。 
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３）市場開拓・海外展開に向けた支援 

 

<１>ハイレベルの政策対話の推進 

（１）現状と課題 

１）新興国の間でも貿易投資をめぐる競争が激しくなる中、多くの新興国 

では、産業の競争力強化、省エネ、人材育成等に取り組む必要性を認識 

してきている。こうした中、多くの新興国からは、我が国の経済発展の 

経験（高い技術力、環境にやさしい経済構造、勤勉な人材の育成等）を 

学びたいとの要望が示されている。 

 

（参考） 

インド 

本年 4 月、枝野経産大臣はシャルマ商工大臣との閣僚級官民政策対話

において、産業人材の育成で合意した他、国家製造業政策等に関する

ワーキンググループの設置を表明。  

  カザフスタン 

    本年 5月、枝野経産大臣とイセケシェフ産業・新技術省大臣は、産業 

高度化に向けた継続的な経済対話の実施について、合意。 

南アフリカ 

    本年 5月、枝野経産大臣とデービス貿易産業大臣は、南アのビジネス 

環境の改善と産業育成に向けて、日南ア合同貿易委員会で共同研究を 

行うことを合意。  

 

（２）施策の方向性 

こうした新興国の要望は、いわば「国づくり・人づくり」について我が国の

協力を求めてきているもの。これを踏まえ、ハイレベルの政策対話を実施する

ことは、市場開拓の推進の為に有効な場を提供することになる。 

このような場で、相手国が産業高度化のために関心を有する分野について、

成長拠点開発プロジェクト等を含めた協力パッケージを提示するとともに、ビ

ジネス環境改善、制度改革、省エネ等の評価基準の導入等の働きかけを行うこ

とにより、我が国の企業の強みを活かせる市場の創造につなげていくことが重

要。 

また、政府レベルでの積極的な後押しを通じて、我が国企業がインフラ等の

プロジェクトに参加する際に公正な手続きが担保されるよう、相手国政府へ働

きかけるとともに、問題が発生した場合には、政府レベルでの申し入れ等によ

り問題解決を図ることが必要。 
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  さらに、相手国が産業高度化等に向けた政策的分析・提言を我が国に求め 

てくるケースも増えていることから、アジア経済研究所における新興国研究 

の強化、産学官の有識者のネットワークの構築等を通じ、適切な政策提言を 

行うための基盤を整備していくことが必要。 

 

 

<２>市場開拓の窓口となる成長拠点開発プロジェクト 

（１） 現状と課題   

新興国、特に面積や人口の大きい国においてはマーケットの拡大が著しく、

日本企業の市場、および製造拠点としての魅力が高まっている。こうした地域

に対して企業の市場開拓や現地展開を促進し、インフラ・ビジネスや、BOP・ボ

リュームゾーンを対象とするマーケットの日本企業のシェア拡大を進めること

が必要である。そのための有効な施策としては、まず企業の現地展開、市場獲

得の観点から重点国を選定し、当該国の中で経済や産業の中心となっている地

域を成長拠点として特定することが重要である。その上で、相手国と協力して

そのような成長拠点を日本企業の進出拠点として整備し、企業の海外展開促進

による新興国の成長の取り込みと、成長拠点整備に係るインフラ整備ニーズの

解決を端緒とするインフラ・ビジネスの受注、両面を併せて追求する必要があ

る。 

これまでの取組としては、例えば、インドのデリー・ムンバイ産業大動脈

構想において、インド北西部のデリーからムンバイに至る地域を重点開発地域

とし、日印首脳間での合意や閣僚級対話等を重ねつつ工業団地等のインフラ整

備を進めており、また日本企業の投資促進の観点からビジネス環境の改善に取

り組んでいる。また、インド南部のチェンナイ・バンガロール地域においては

既に成長拠点として設定のうえ地域開発の包括マスタープランの検討を両国で

進めている。さらに、インドネシアでのジャカルタ首都圏投資促進特別地域構

想に基づく MPA マスタープランの両国での検討、ミャンマーにおけるインフラ

整備、ティラワ経済特区開発協力など、政府間対話等に基づく拠点・インフラ

整備に向けた取組が進んでいる。 
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さらに既に進んでいる我が国の取組に加えて、新興国の中間層が集まる都市

圏において、新たな成長拠点開発プロジェクト構想が複数存在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新興国における中核拠点の地域開発・面的開発を進める際には、様々なイン

フラ整備、投資環境整備を実施する必要がある。 

 

 

 

新興国における中核拠点の地域開発・面的開発を進める際には、様々なイン

フラ整備、投資環境整備を実施する必要がある。また、我が国の優れた技術を

活用した、エネルギー、水、交通等が一体となったスマートコミュニティ開発

となるプロジェクトを盛り込んでいくことが重要。 

 

例えば、個々の企業の生産拠点の現地展開の視点に立てば、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を伴うところ、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

 
 

 

インドの拠点開発 インドネシアの拠点開発 

 

 
 

 

アジア地域の 

成長拠点開発プロジェクトの例  

中東北アフリカ地域の 

成長拠点開発プロジェクトの例 
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ド・ラジャスタン州のニムラナ工業団地は、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。 

このように、新興国の、マーケット拡大が見込まれる成長拠点において、我

が国と相手国政府が共同で推進できる成長拠点開発プロジェクトを設定するこ

とにより、製造業やサービス業の輸出・現地進出を効率的に後押しすることが

できる。 

また、成長拠点開発におけるスマートコミュニティの海外展開は、我が国で

は必ずしも容易でない面的な地域開発のグランドデザイン段階から関与するこ

とにより、我が国の優れた新エネ・省エネ技術、水処理技術、物流技術等を総

合的に活用した街づくりに繋げていくことが可能となる。これにより、「日本の

技術を活用したスマートシティのショーケース」を世界に示すことにより、他

国でのプロジェクト組成とともに、我が国国内における新産業創出・展開も加

速していく効果が期待できる。 

（参考： 2010 年から、経済産業省は、インドのデリームンバイ産業大動脈

構想の下、6地域でスマートコミュニティに関する FS調査を支援。2012年 3月

には、グジャラート州ダヘジにおけるアジア最大の海水淡水化事業について、

日立、伊藤忠等の日本コンソーシアムとダヘジ SEZ 運営会社が水供給の基本合

意について調印。） 

 

（２） 施策の方向性 

①既存プロジェクトの着実な推進 

   ⅰ） デリー・ムンバイ産業大動脈構想（DMIC） 

・2011 年 12 月の日印首脳会談において、日印で 90 億ドルの DMIC 地域 

の基幹インフラ整備のための資金ファシリティを立ち上げ、インド 

DMIC開発公社への日本からの出資及び人の派遣を通じて、日本政府が 

構想の推進に積極的に関与することを確認。 

・同首脳会談において、DMIC 地域における日系企業の現地進出を促進す

るため、邦銀の現地展開のボトルネックとなっている金融規制につい

てインド側で緩和に向けた検討を進めることで合意。 

   ・4月の第 2回閣僚級日印官民政策対話における議論を踏まえ、本年秋頃

に予定される日印首脳会談に向けて、90 億ドルの資金ファシリティを

活用して両国で取り組むプロジェクトリストを作成。 

   ・インドの国家製造業政策について、産業人材育成を含む日本からの包

括的な協力を議論する場として、速やかにワーキンググループを設置
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し、DMIC 地域を中心に、製造業を中心とする日本企業の投資環境整備

を目指す。 

  

  ⅱ インド南部中核拠点開発構想（チェンナイ・バンガロール） 

   ・本年秋頃に予定される日印首脳会談に向けて、日本企業の進出が加速

するチェンナイ・バンガロール間の包括的マスタープランの骨子の合

意に向けて議論を加速。 

・ 大臣自らの訪問により、今後の日本企業の現地進出可能性を高めそれ

をレバレッジとし、現地日系企業の求めるインフラ整備をインド側に

働きかけた。更に、日系中小企業向け工業団地開発が日本企業とシン

ガポールとの協力で進みつつあり、その周辺インフラ整備も政府がサ

ポートする方針。 

 

 

   ⅲ ジャカルタ首都圏投資促進特別地域（MPA）構想 

   ・本年秋頃までに第 3 回運営委員会を開催し、インフラ整備を総合的に

進める MPA マスタープラン及び優先・早期実施事業を承認し、インフ

ラ・ビジネスの受注につなげる。 

・ またインドネシアの投資環境改善に向けた投資促進ハイレベル協議の

最終報告書をとりまとめ日系企業の現地展開を促進する。 

 

   ⅳ ミャンマーにおけるインフラ整備、ティラワ経済特区開発 

   ・ 本年 4月、延滞債務の解消に向けた全体的な筋道に首脳間で合意。今 

後、円借款が再開した際には、日系企業の現地展開促進のためのイン 

フラ整備の協力を行う予定。 

      ・ 円借款再開に先立ち、①協力プロジェクトの FS調査、②現地産業人 

材育成等の技術協力、③貿易保険の活用等を実施し、インフラ受注に 

つなげる。 

   ・4月に締結した協力覚書に基づき、両国政府は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 月末に完成し、マスタープラン

とそれを踏まえた F/S を本年末までに完成させ、日系企業の進出を進

める。 

 

② 各国で検討されている新たな成長拠点開発プロジェクト構想を踏まえ、 

我が国が協力して開発出来るプロジェクトを積極的に検討する。その際に

は、我が国企業の効率的なサプライチェーン構築の観点から、ＰＰＰプロ
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ジェクトを含めたインフラ整備の推進についても検討することが必要。 

③ トップ外交も含めた二国間政策対話の創設 

      成長拠点開発は、相手国のニーズを踏まえつつ、必要なインフラや制

度の整備を 相手国政府と協力して行っていくもので、ハイレベルでの相

手国政府との対話・信頼関係構築がかかせない。トップ外交も含めた二

国間政策対話の創設であり、積極的な推進が必要である。 

そのうえで、日本企業の立地が見込まれる地域全体の開発を一体的に

推進し、企業の進出ニーズに応じて機動的かつ迅速な対応が出来るよう、

政策対話を実施しつつ円借款（セクターローンやプログラムローン）を

戦略的に活用する。 

 

④ 事業実施可能性調査、要人招聘、現地でのセミナーとの有機的連携 

   相手国政府に日本のインフラや制度の優秀性を理解してもらうことが、  

日本のインフラ受注や、日本企業にも裨益する制度整備のために不可欠で 

あり、そのために、上記の政策対話とも密接に連動させつつ、事業実施可 

能性調査、要人招聘、現地でのセミナー等を行うことが必要と考えられる。 

 

  ⑤スマートコミュニティプロジェクトの推進 

    成長拠点開発において、相手国との協議の下、我が国の技術を活用し、 

スマートコミュニティの実現を推進することが重要であり、日本企業 

が行う FS調査への支援等を行うことが必要である。 

 

⑥ 現地の JETRO事務所のワンストップ機能の強化、工業団地との橋わたし 

      成長拠点において、売り込みや情報収集といった相手国政府との交渉 

や、日本企業や関係機関との連携を行うことが、実りある事業実施可能 

性調査のためには必要不可欠である。また、インフラ・システムの売り 

込みと合わせて、我が国企業の進出・誘致をワンストップで戦略的に  

実施する窓口が必要である。こうした機能を JETRO事務所が果たすこと 

が極めて重要であり、JETROの現地機能の強化に取り組む必要がある。例 

えば、インフラ案件の発掘・形成や情報収集機能の強化に向けて、①JETR0 

と相手国州政府・開発公社との協力枠組みの構築、②インフラコーディ 

ネーターの拡充・有効活用等を積極的に進めることが必要。 

また、JETROは、ニムラナ工業団地の整備と合わせた我が国企業の誘致 

により、成長著しいインドのデリー近郊に日系企業の集積を形成すること

に成功した経験を踏まえ、「ニムラナモデル」の各成長拠点への横展開に

取り組むことが必要である。 
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