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第１章 パキスタンの経済概要 

1-1 マクロ経済の状況 

パキスタンは、2014 年 5 月に打ち出された中長期成長戦略「ビジョン 2025」にて、3 つ

の段階に分けて成長する方向性を打ち出している。2025年迄に経済規模で世界上位 25位以

内を実現し、2035年迄に重要なセクターで世界のリーダーとなり、建国 100周年の 2047年

には世界上位 10の経済国となり先進国の仲間入りを果たすというものである。2018 年 8月

に政権が変わったが、新たな方針は打ち出されていない。人口は 2億人を超え、その内、30

歳以下の人口が 6割を占め、パキスタンの経済成長のポテンシャルは高い。2017年、GDPは

3,049.5億米ドル、1人当たり GDPは 1,541.1米ドルとなっている。 

表 1-1 パキスタン・ビジョン 2025の主な内容 

 

2018 年度（2017 年 7 月～2018 年 6 月）の GDP 成長率は 5.8％と過去 13 年で最大の伸び

であり、インフレ率は 4年間連続ターゲットを下回り 3.9％と低水準を維持し、民間部門へ

の信用拡大が進んだ。高い経済成長率は、国内消費によりもたらされており、低金利、追加

的財政支出、実質所得の改善が背景としてある。 

一方、国内需要による輸入の急増により貿易収支の赤字は拡大傾向を示し、外貨準備の減

少を引き起こしている。2018 年 12 月末、約 73 億米ドルとなり、2017 年 12 月の 141 億米

ドルから半減している。通常、外貨準備高は月間輸入額の 3ヵ月分は必要とされるが、2ヵ

月分を切る水準となっている。政府は輸入の増大を抑制するために 2017 年 10 月に贅沢品

に対する調整税の引き上げを行い、2018 年 7 月にはパキスタン中央銀行は、外国為替通達

2018年第 6号を発出し、輸入代金の前払い送金を原則不可としている1。 

財政赤字は過去 5年間で最高水準となり、公的債務は急増している。IMFでは、新興国の

                                                 
1 http://www.sbp.org.pk/epd/2018/FEC6.htm 

１．人的資本と社会資本の開発 ４．エネルギー、水、食料の保障

・初等教育の就学率を100％を実現。 ・国内総発電量を4万5,000MWに倍増。

・高等教育の就学率を7％から12％へと拡大。 ・電化率を67％から100％へと向上。

・公衆衛生を受けられる人口の割合を48％から90％へと拡大。 ・食料にありつけない人口を60％から30％へと低減。

２．持続的、包括的な成長 ５．民間主導の成長と企業支援

・効率的、効果的な市民サービスに向けた公的部門の近代化 ・世銀Doing Businessでビジネスのしやすい国上位50カ国へ。

・経済規模で世界25位以内にランクイン。 ・海外から民間投資を400億ドルに拡大。

・輸出額を250億ドルから1,500億ドルに増加。

６．付加価値を通じた知識経済

３．公的部門の構造改革と近代化 ・生産性の向上。

・世界銀行のガバナンス指数において、政治的安定、非暴力/テロ、・世銀における知識経済指数を2.2から4.0へ上昇。

　汚職のなさという各項目を世界で上位50％のグループに向上。

７．交通と地域連結の近代化

・パキスタンを地域の貿易、商業のハブへ位置づけ。

・100㎢あたり道路を32kmから64kmへ拡大、物流における

　列車利用の割合を4％から20％へと拡大。
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公的債務は 70％以上を超過すると危険水域と考えられているが、2018年は GDP比 72.5％

と超過している2。2018年、パキスタンは、サウジアラビア、IMF、中国に対し支援を要請

し、サウジアラビアについては 2018 年 10 月、60 億ドル相当のパッケージを受けること

で合意している。なお、IMF に対しては、過去 13 回財政支援を要請しており、直近では

2013 年 9 月に、IMF より 3 年間で 66 億ドルの拡大信用ファシリティ（EFF）を受けてい

る。 

 

表 1-2 マクロ指標 

 

出所：SBP より調査チーム作成 

 

1-2 産業の状況 

パキスタンの基幹産業は繊維産業であり、2017年、繊維・衣服の輸出額は全品目輸出額

に占める割合は 59.4％となっている。その他、自動車産業の産業集積があり、自動車開発

政策（Automotive Development Policy: ADP）が打ち出され、新規外資自動車メーカーの

誘致による自動車の国内生産を進めている。サービス産業では、近年、IT産業の振興が図

られている。 

2018年度、各セクターの GDP構成比は、農業 18.9％、工業 20.9％、サービス業 60.2％と

なっている。10年前と比較すると、農業セクターは 2009年度の 22.6％から減少し、サービ

ス業は 2008年度の 56.6％から増加傾向にあるが、その間、GDPに占める工業のシェアは大

きな変化はない。サービス業の成長率は、2009 年度から安定しているが、工業、農業の変

動は比較的大きい。各セクターの GDP成長率 5.8％に対する貢献率は、農業が 0.7％、工業

が 1.2％（内、製造業は 0.84％）、サービス業が 3.9％であり、サービス業の貢献率が高い。 

2018年度、農業は目標値の 3.5％を超過し 3.8％の成長率を達成したが、これはサトウキ

ビ、コメ、綿の生産量が大きく成長したことが背景にある。工業は、鉱業や石炭、石灰、ボ

ーキサイトの生産が成長率を牽引し、製造業は、中小企業は昨年と同じ成長率を維持する一

                                                 
2 IMF「Fiscal Monitor 2018 April」 

FY15 FY16 FY17 FY18

目標値 実績

成長率（％）

実質GDP成長率 4.1 4.6 5.4 6.0 5.8

　　農業 2.1 0.2 2.1 3.5 3.8

　　工業 5.2 5.7 5.4 7.3 5.8

　　サービス 4.4 5.7 6.5 6.4 6.4

民間部門への信用供与 5.9 11.2 16.8 - 14.9

CPI 4.5 2.9 4.2 6.0 3.9

対GDP比（％）

経常収支 -1.0 -1.7 -4.1 -2.6 -5.8

財政収支 -5.3 -4.6 -5.8 -4.1 -6.6

公的債務 63.3 67.6 67.0 61.4 72.5
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方、大型製造業（LSM：Large-scale Manufacturing Sector）が前年を上回る成長を遂げた。

主に、石油関連製品は前年比 10.6％増、セメント 11.1％増、自動車産業 19.5％増、鉄鋼製

品 13.9％増、電子 38.8％増となり、成長を牽引した。 

サービス産業は、サブセクターから見ると、卸売・小売業の成長が前年比 7.5％増と、2007

年度以降、最も高い成長を遂げている。 

 

図 1-1 GDPに占める各セクターの割合 

出所：Pakistan Bureau of Statistics より調査チーム作成 

 

 

図 1-2 各セクターの成長率の変化 

出所：Pakistan Bureau of Statistics より調査チーム作成 

 

1-3 貿易の状況 

2017年、パキスタンの貿易赤字は更に拡大し、356億米ドルに達した。近年、貿易赤字が

拡大傾向にある背景には、中国との FTA による効果や、中国パキスタン経済回廊（以下、

CPEC）による資本財の輸入の可能性が考えられるが、一方で安価な資本財の輸入はパキスタ

ンの地場産業（特に、繊維産業、セメント産業）の技術向上やインフラ整備にも役立ちパキ

スタン経済を支えている3。 

                                                 
3 “Dynamic of Pakistan’s Trade Balance with China”, Junaid Kamal, Manzoor Hussain Malik, SBP Staff Notes 
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輸入額は 2016 年の 470 億米ドルから 2017 年の 574 億米ドルへと前年比 22％増と大幅に

増加している。石油、機械、金属、化学品の輸入が増大した上、特に石油と鉄鋼のコモディ

ティ価格が上昇したことが主な原因である。輸入額は輸出額の 2.6倍となっている。 

輸出額は、2011年の 253億米ドルから 2016年の 205億米ドルへと、近年、輸出額が減少

傾向にあったが、2017 年は 219 億米ドルとなり好転した。この原因としては、国内のエネ

ルギー供給の改善や、国際市場におけるコモディティ価格が上昇したためである。 

CPEC は、発電所等を中心としたインフラ整備が主となっており、機械類、輸送機器等、

資本財の輸入が増加することが考えられる。IMFは、CPECはパキスタンの石油への過度の依

存から脱却し、安定的な電力供給を実現することで、生産性を向上させ、経済成長を押し上

げる効果があるとしているが、同時に借款返済、利益の本国送金、プロジェクトに必要な燃

料の輸入により貿易収支が悪化し、2024/2025年に 350億～450億米ドルの貿易赤字のピー

クを迎えると予想している4。 

貿易相手国を国別に見ると、2017 年、輸出相手国としては、米国が第 1 位、イギリスが

第 2位、中国は第 3位である。輸入相手国としては、第 1位は中国、第 2位は UAE、第 3位

は米国となっている。日本は、輸出相手国第 22位、輸入相手国第 6位となっている。 

 

 

図 1-3 貿易額の推移（2007年～2017年） 

出所：ITC TRADEMAP より調査チーム作成 

  

                                                 
17/04, October 2017 
4 IMF Country Report No.17/212, July 2017 
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表 1-3 主な輸出相手国、輸入相手国（2017年、上位 5位） 

   
出所：世銀 WITS より調査チーム作成 

 

1-4 対内直接投資 

2018 年度の対内投資を国別で見ると、中国からの投資が 49.6％増の 18 億米ドルと、構

成比では 58.6％を占めた。中国に次ぐのはイギリスであり 3億米ドル、前年比 42.5％増で

ある。日本からの投資は 6,000万米ドルであり、前年比 3.6％増となっている。 

対内投資を業種別で見てみると、CPEC で電力開発プロジェクトが多数実施されているた

め、電力が最大の投資分野となり、前年比 42.4％増の 9.97億米ドルとなった。また、建設

が前年比 52％増の 7.1億米ドルとなった。 

その他、大型案件としては、マレーシアの通信大手アクシアタ・グループ傘下のエドトコ

がパキスタン通信大手 PMCLの子会社を 9億 4,000万ドルで買収することを発表した。消費

財では、2018 年 3 月にオランダの日用品大手ユニリーバが工場の拡張に 1 億 2,000 万ドル

を投じることを表した。2018 年 4 月に米国の飲料大手コカ・コーラのボトラーであ CCI パ

キスタンが 4,500 万米ドルを投じて新工場を設立した。非製造業では、2018 年 5 月にドイ

ツの IT 企業ロケット・インターネットが、同社が 2012 年にパキスタンで設立したネット

通信ベンチャー「ダラーズ」の全株式を中国ネット通販大手アリババに売却したと発表した。 

 
図 1-4 パキスタンの国・地域別対内直接投資（2009/10年～2017/18年） 

出所：SBP ウェブサイトより調査チーム作成 

輸出相手国 US$ billions 輸入相手国 US$ billions

米国 3.6 16.3% 中国 15.4 26.8%

イギリス 1.6 7.5% UAE 7.5 13.1%

中国 1.5 6.9% 米国 2.8 4.9%

アフガニスタン 1.4 6.4% インドネシア 2.6 4.5%

ドイツ 1.3 5.9% サウジアラビア 1.8 3.2%

世界合計 21.9 100% 世界合計 57.4 100%
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表 1-4 セクター別対内直接投資 

 

  

（単位：百万米ドル、％）

2016/17年度

金額 金額 構成比 伸び率

電力 700 997 32.2 42.4

　石炭 403 787 25.4 95.2

　水力 207 129 4.2 △ 37.9

建設 466 709 22.9 52.0

金融 296 400 12.9 35.2

石油・ガス探査 146 193 6.2 31.9

食品 526 93 3.0 △ 82.4

商業 33 143 4.6 332.0

運輸 58 57 1.8 -1.8

輸送機器（自動車） 59 66 2.1 11.5

合計（その他含む） 2,747               3,092   100.0 12.6

（注）2017/18は暫定値

（出所）SBP

対内直接投資

2017/18年度
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第 2 章 パキスタンの事業環境と課題 

2-1 政府組織 

「パキスタン・ビジョン 2025」では、第 5 の柱として、民間主導の成長と企業支援が位

置づけられている。投資、効率性、イノベーション、生産性向上を奨励する政策や規制制度

とともに民間部門にとってビジネスしやすく、安全で、透明性があり、公平な制度改革フレ

ームワークを整備するのが政府の役割である。 

貿易・投資に係わる政府組織は商業省（Ministry of Commerce：MOC）、投資に係わる組織

は投資庁（Board of Investment：BOI）がある。また、歳入庁（Federal Board of Revenue: 

FBR）は、所得税、売上税、物品税、輸出入関税等を所管し、パキスタン中央銀行（State Bank 

of Pakistan: SBP）は、外国為替規制・規則等を管轄している。 

商業省は、輸出入等の商業活動の規制を管轄しており、各国との FTAの交渉や締結を行う

組織である。商業省の傘下には、国家関税委員会（National Tariff Commission）があり、

関税の合理化、例外関税の撤廃などの機能を持つ。アンチダンピング、相殺 関税、セーフ

ガードといった関税措置にかかる権限および調査機能を保持する。また、パキスタンの輸出

者からの要請に基づき、WTO関連問題について調査・対処している。商業省傘下には、貿易

促進を行う組織として、パキスタン貿易開発庁（Trade Development Authority of 

Pakistan：TDAP）があり、海外・パキスタン国内における展示会の開催、海外市場の分析を

行う他、貿易政策の立案を行っている。 

投資庁は、投資政策の他、SEZ等の投資関連のインセンティブに係る申請・許認可を担当

している。投資促進、・駐在員事務所、支店の認可や労働ビザ等のファシリテーション、二

国間投資協定の交渉・起案、投資環境の改善、CPECの産業分野での主導機関となっている。

CPECは、パキスタン側の窓口は計画開発改革省であるが、SEZについては投資庁が管轄して

いる。また、パキスタン証券取引委員会（Securities＆Exchange Commission of Pakistan：

SECP）は、会社法や会社関連法を所管しており、現地法人設立申請の窓口となっている（表

2-1）。輸出加工区（Export Processing Zone）は、産業生産省（Ministry of Industry and 

Production: MOIP）に属する輸出加工区庁（Export Processing Zones of Authority: EPZA）

が所管しており、同区内の事業は輸入関税の免除や様々な手当てや補助を与えられ、輸出へ

の後押しを受けている。 

 

表 2-1 拠点設立 

 

形態 内容 申請機関 設立フロー

現地法人 事業活動 SECP

支店 契約ベースの活動は可能 BOI ①BOI認可・SECP登録、②結果通知

駐在員事務所 調査のみ（営業活動は不可） BOI ①BOI許可・SECP登録、②結果通知

労働ビザ 1-2年（オンライン申請可） BOI ①BOI許可、②内務省許可

出所：JETRO、JICA、BOIウェブサイト・資料より調査チーム作成

①BOI・省庁許可、②資本金振込、③SECP申請、

④中銀許可、⑤税番号登録、⑥地方行政手続き
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2-2 ビジネス関連の法令 

 投資関連の法律は以下の通り5。 

 特別経済区（SEZ 法）：2012 年公布、2016 年改定 

➢ SEZ に建設・設置される資本財に関しては、輸入関税が 1 回免除される(37 a)。 

➢ 2020 年 6 月 30 日迄に生産を開始する SEZ 入居企業に対して、10 年間所得に対する

税金が免除される (37b)。 

 

 所得税法（2001 年）第 1 付属書パート 1 の第 2 部 18A 

➢ 2014 年 7 月 1 日から 2017 年 6 月 30 日までに設立された製造業で、第 1 スケジュー

ルのパート 1 の第 2 部に指定されている税率は、事業の開始月または生産開始日のい

ずれか遅い日から 5 年間の期間、20％に引き下げられる。プロジェクト費用（運転資

金含む）の 50％以上が外国直接投資である場合が対象。 

 

 所得税法（2001 年）65B 

➢ 新設工場、設備機械などにかかった費用の 10％または 20％相当のタックスクレジット

が付与される。2～5 年間の繰越しが可能。 

➢ 条件: 2010 年 7 月 1 日～2021 年 6 月 30 日の間に事業拡大、設備交換の目的で購入・

取り付けられたプラント・機械が対象。 

 

 所得税法（2001 年）65D 

➢ 5 年間、支払った法人税額のうち、一定の割合のタックスクレジットが付与される。割

合は法人税額×（即時現金対価の新規株式発行額／総投資額）で算定される。 

➢ 2011 年 7 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日の間に会社が設立（株式登録および生産開始）

した企業で、借入金比率 30％以下で投資されている場合。 

 

 所得税法（2001 年）65E 

➢ 既存会社が拡張投資・新規事業のため、新しい株式の発行を通じて調達された新しい資

本を工場設立や、設備機械を購入設置した場合、新しいプラントまたは拡張プロジェク

トの設置日、または生産開始日から始まる 5 年間、プロジェクト費用の一定の割合の

タックスクレジットが付与される。。 

➢ 一定の割合：法人税額×（即時現金対価の新規株式発行額／総投資額）で算定される。 

➢ 新規事業と既存事業の会計が別になっていない場合は、本条例の下で支払われる最低

税、最終税を含む納税額の１つに等しい新資本金と既存資本金の割合を使い計算され

る。納税者が拡大事業又は新規事業の別々の勘定を維持する場合、納税者は、この拡大

                                                 
5 JETRO ウェブサイト参照 
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に起因する、本条例の規定の下で支払われる最低税金及び最終税金を含む納税額の 1 つ

に等しいタックスクレジットを認められる。 

➢ パキスタン国内で 2011 年 7 月 1 日以前に設立した企業が、新株発行することにより得

た資本金を使い（借入金比率 30％以下）、2011 年 7 月 1 日～2021 年 6 月 30 日の間に

拡張投資・新規事業のため、工場設立や、設備機械を購入設置した場合、タックスクレ

ジットは利用可能である。 

 

2-3 海外投資に係る許認可 

パキスタンではほぼ全てのビジネスセクターは外国直接投資に開放されているが、①兵

器・爆薬、②高性能爆薬、③放射性物質、④有価証券・通貨・貨幣印刷、⑤酒類・アルコー

ル類の製造（工業用を除く）はパキスタン政府認可が必要となる。 

農業は、企業関連法に基づいて設立された農業経営法人（Corporate Agricultural 

Farming）の場合のみ、100％外資が認められている。それ以外の農業分野では、外資の出資

上限は 60％までとなる。サービス業は、基本的に 100％外資が認められているが、金融・保

険・航空会社関連は外資の出資比率は 49％までとなる。 

最低投資額については、全てのセクターで制限はない。以前は、サービス業については、

何％の資本参加であっても、外資側は 15万米ドルを払う必要があったが、2013 年 2月に発

表された投資政策により廃止となった。 

 

表 2-2 パキスタンの外資政策 

 

 

2-4 投資施策 

2-4-1 特別経済区（SEZ）における優遇措置 

１）優遇措置 

非製造業

農業 インフラ、公共
サービス

（IT通信業含む）

政府認可の必要性
不要

※禁止産業を除く

不要

但し、管轄局のライセンスが必要

外資の出資上限
100％

（特定業種（4業種）を除く）
100% 100% 100%

最低投資額 なし なし なし なし

海外送金

（資本・利益・配当等）
可能 可能 可能 可能

国内で製造されていない

資機材に対する関税率
5% 0 5% 0-5％

機械設備の初期償却可能率 25% 25%

ロイヤリティ、技術料の送金 制限なし

出所：JETRO、BOI、JICAウェブサイトより調査チーム作成

製造業

各ガイドラインに従う。

 当初5年間は10万ドル（上限）までの一括払い。純売上高の

最大5％まで。
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SEZ法第 37条では、進出企業に対する恩典が定められている。 

 進出企業が特別経済区内に据え付ける資本財などの輸入に係わる関税等が一回免除さ

れ、進出企業の所得税免除としている。 

 2020 年 6 月 30 日迄に生産開始の企業は 10 年間所得税免除、それ以降に生産開始の企

業は 5年間の所得税の免除とされる。 

 進出企業の要件は、許可日より 24 カ月以内に活動の開始をしていなければならない。 

 

２）特別経済区（SEZ）の設置状況 

パキスタン国内には、特別経済区（SEZ）は 8 つあり、総面積は 7,847 エーカーであり、

①ハイルプル SEZ、②ビンカシム SEZ、③コランギ・クリーク SEZ、④ハタール・フェーズ

VII SEZ、⑤カーイデ・アーザム、⑥M-3 インダストリアル・シティー、⑦バリュー・ア

ディッド・シティーとなっている6。SEZに入居する企業については、各種インセンティブや

ワンストップサービス等による政策により誘致が進んでいるが、ガス供給、電力供給、PTCL

（パキスタン電気通信株式会社）ネットワークの不在による DSL（高速通信）等、インフラ

の課題を抱えている。各 SEZの特徴は表 2-3の通り。 

 

表 2-3 特別経済区（SEZ）の設置状況（2018年末時点） 

 

また、既存の SEZ の他、CPEC の枠組みで 9 の SEZ を整備する計画があり、中国側から提

案のあった重点分野は鉄・鋼鉄、石油化学、テキスタイル、農業、鉱山採掘・ミネラルとな

っている。 

①ラシャカイ特別経済区、②中国 SEZ、③ボスタン工業区、④アッラーマ・イクバル工業

シティー、⑤ICTモデル工業区、⑥カシム港パキスタン・スティールミルズ工業団地、⑦ミ

ルプール SEZ、⑧ムフマンド・マーブル・シティー、⑨モクポンダス SEZとなっており、詳

細は表 2-4に示す。 

  

                                                 
6 http://www.invest.gov.pk/ViewNews.aspx?NID=2589 

SEZ 州 面積（ｴｰｶｰ） 主な産業 区画数 販売済区画数

1
ハイプルSEZ

（Khaipur SEZ）
シンド州 140 農産物加工 85 69

2
ビンカシムSEZ

（Bin Qasim SEZ）
シンド州 930

ライトエンジニアリング、自動車、鉄鋼、化学、

製薬、電器
717エーカー 541

3
コランギ・クリークSEZ

（Korangi Creek SEZ）
シンド州 240

消費財、食品、製薬、ガーメント、テキスタイル、

ライトエンジニアリング、包装・印刷、倉庫、ロジス

ティック

240

エーカー
85

4
ハタール・フェーズVII　SEZ

（Hattar Special Economic Zone, Phase VII）
KP州 424 鉱物、大理石、食品加工 318 274

5
カーイデ・アーザム

（Quaid e Azam Apparel Park）
パンジャブ州 1,536 テキスタイル・コットン 494 無

6
M-3　インダストリアル・シティー

（M-3 Industrial City ）
パンジャブ州 4,356

テキスタイル、エンジニアリング、建設、化学、製薬、

電子、食品・飲料、IT
576 476

7
バリュー・アディッド・シティー

（Value Added City ）
パンジャブ州 225 テキスタイル、化学、製薬、エンジニアリング、IT 128 128

出所：BOIウェブサイトより調査チーム作成
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表 2-4 CPECの枠組みによる特別経済区（SEZ）の設置状況（2018年末時点） 

 

2-4-2 輸出加工区（EPZ）における優遇措置 

１）優遇措置 

輸出志向企業の場合、輸出加工区内に進出した方がインセンティブ面やインフラ面で有

利となる。リース期間は 30年間となっている。 

 0％関税での輸入：EPZ入居企業は設備、機械、原材料を無税で輸入可能。 

 推定所得税（Presumptive Tax）：EPZに入居している企業は輸出額（FOB）の 1％を納税

すれば法人税を代替する。 

 EPZ入居企業は関税を支払えば、売上の 20％を上限に国内販売することが可能である。

中古機械も、関税を支払えばパキスタン国内に販売することが可能。 

 国が定める輸入規制の免除。 

 輸出加工区（EPZ）において事業を行う場合、電器、ガス料金を含む仕入れに係る売上

税の免除。 

 為替管理規制の免除。 

 

２）輸出加工区（EPZ）の設置状況 

EPZは、産業生産省（Ministry of Production）に属する輸出加工区庁（EPZA）が管理

している輸出加工区が 4箇所ある（カラチ EPZ、リサルプール EPZ、シアルコート EPZ、グ

ジュランワーラ EPZ）。サインダック銅・金鉱山開発プロジェクト等、他にも EPZと呼ばれ

るところがあるが、これらはプロジェクトであり工業用地ではない。 

ジンナ国際空港から 18km、ビンカシム港から 10kmの距離に位置するカラチ EPZは、パキ

スタンで最初の EPZであり、面積は 305ヘクタール（フェーズ 1、フェーズ 2）であり、2016

SEZ 都市
面積

（ｴｰｶｰ）
主な産業 整備状況

1
ラシャカイ経済特区

（Rashakai SEZ）
KP州 1,000 フルーツ、食品、パッケージ、テキスタイル縫製、ニッティング F/S完了、土地取得済

2

中国SEZ

（China Special Economic

Zone）

シンド州

（ダベジ）
1,000 F/Sの段階で検討 F/S準備中

3
ボスタン工業区

（Boston Economic Zones）
バロチスタン州 1,000

フルーツ加工、農業機器、製薬、バイク組立、クロミニウム、

クッキングオイル、セラミック、冷凍倉庫、電子機器、ハラル食

品

200エーカー開発済

4
アッラーマ・イクバル工業シティー

（Allama Iqbal SEZ）

パンジャブ州

（ファイサラバード） 3,000
テキスタイル、鉄、製薬、エンジニアリング、化学、食品加工、

プラスチック、農業機器等

F/S完了、土地取得済

（既存のM-3工業シティー

SEZに隣接）

5
ICTモデルSEZ

（ICT Model SEZ）

連邦政府

（イスラマバード）
200-500

鉄、食品加工、製薬、印刷・包装、ライト・エンジニアリング
未定

6

カシム港パキスタン・スティールミ

ルズ工業団地

（Industrial Park on PS land at

連邦政府

（カラチ）
1,500 製鉄、自動車、製薬、化学、印刷・包装、ガーメント等

土地取得済。パキスタン・ス

チール・ミルからNIPに移転

済

7
ミルプールSEZ

（Mirpur Industrial Zone）
AJ&K 1,078 各種産業

土地取得済。

F/S準備中。

8
ムフマンド・マーブル・シティー

（Mohmand Marble City）
FATA 350 大理石他産業

開発完了

（拡張予定あり）

9
モクポンダスSEZ

（Maqpoondas SEZ）

ギルギット・

バロチスタン
250 大理石/花崗岩、鉱石加工、フルーツ加工、製鉄、鉱物加工、皮革 F/S完了

出所：BOI、CPECウェブサイトより調査チーム作成

※AJ&K（Azad Jammu and Kashmir）：アザド・カシミール、FATA（Federally Administered Tribal Areas）連邦直轄部族地域



12 

 

年、263社（263社）が入居しており、大部分は地場企業であり繊維企業が全体の 75％を占

める（2013年）。シアルコート EPZは、潜在性が高い EPZであり、熟練労働者が豊富におり、

外科器具、スポーツ用品、皮革用品に強みがあり、同 EPZの 881区画の内、95％は企業が入

居している。リサプール EPZは、中央アジアの市場に近く、中央アジア諸国、アフガニスタ

ン、イラン等、中央アジア諸国に近く貿易や倉庫ビジネス、食品加工、カーペット・家具、

鉱物等に潜在性がある。グジュランワーラ EPZは、ライトエンジニアリング、カトラリーに

特徴がある7。 

 

表 2-5 輸出加工区（EPZ）の設置状況 

 

 

2-5 インフラストラクチャー 

2-5-1 電力 

2015/16年度には電力生産能力が 2,600万 kWを超過した。電源構成では 66％が火力発電

によるものとなっている。CPECでは、エネルギー支援プロジェクトでは 21のプロジェクト

があり、総額は 263.7億米ドルと見込まれている。これらプロジェクトには、石炭火力、水

力発電、太陽光発電、風力発電及び送電ラインへの支援が含まれるが、石炭火力プロジェク

トは 8件、支援額は 157.9億米ドル（エネルギー支援プロジェクト全体の 60％）、合計出力

は 954万 kW（出力全体の 69％）と大きく、今後、石炭火力発電の比率が増加することが見

込まれる8。 

  

                                                 
7 https://content.pk/pakistan/export-processing-zones-in-pakistan/ 
8 http://cpec.gov.pk/energy 

EPZ 設立時期
面積

（エーカー）
重点分野

カラチEPZ 1981 305 IT /精密工学 / 高付加価値のガーメント/宝石  

リサルプールEPZ 2002 92 家具、貿易、倉庫、食品加工

シアルコートEPZ 2005 238 外科器具、スポーツ用品、皮革用品

グジュラーンワーラEPZ 2013 113 ライトエンジニアリング、耐久消費財

出所：EPZAウェブサイトより調査チーム作成
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表 2-6 発電能力推移 

 

出所：IEA 

 

  

電力生産能力 電力生産量 

図 2-1 パキスタンの電源構成比（2015/2016） 

 

2-5-2 鉄道 

パキスタンにおける輸入炭の輸送は国営の Pakistan Railway が行っている。Pakistan 

Railway は連邦政府の鉄道省（Ministry of Railway）に属しており、全路線の軌道延長は、

11,881km(日本は JR,民鉄合計 27,655km)であり、火力発電所に用いる石炭の輸送のために、

CPEC の融資額から 84 億米ドルを用いて、鉄道の高速化と能力拡大を行っている9。 

 

                                                 
9「平成 29 年度質の高いエネルギーインフラの海外展開に向けた事業実施可能性調査事業（パキスタン・イスラム共和
国：国内炭活性実態及び有効利用についての基礎調査）」ファイナルレポート 経済産業省 平成 30 年 2 月 

 

1999/00 2009/10 2014/15 2015/16
2000年以降の

平均成長率

電力生産能力 火力 1244 1332 1554 1732 2.1

（万kw） 水力 483 656 703 712 2.5

その他再生可能エネルギー - - 44 81 -

原子力 14 46 75 109 13.8

合計 1741 2034 2376 2634 2.6

電力生産量 火力 4606 6437 7849 3.4

（億KWh） 水力 1929 2851 3247 3.7

その他再生可能エネルギー - - 99 15.9

原子力 40 289 421 3.7

合計 6575 9577 11616 4.3
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2-5-3 道路 

パキスタン国内の道路延長は 261,595km であり、内、高速道路を含む主要幹線道路は

12,131kmを占める。通信省傘下にあるナショナル・ハイウェー・オーソリティー（NHA）が

これら国道、自動車道路、戦略道路、高速道路を管轄しており、これら道路の建設、開発、

運用、補修及び維持管理に係わる事業の計画、促進、体系化及び実施を行う役割を担う。CPEC

では、5路線、996kmの道路が整備される計画であり、2路線は既に工事が開始されている。 

表 2-7 NHAの管轄するパキスタンの道路網 

 

なお、CPECについては、2015 年 4月、習近平・中国国家主席が訪パし、51のプロジェク

トに署名したことで開始された。CPEC は、中国の支援により、パキスタンのグワダル港か

ら中国新疆ウイグル自治区のカシュガルまでの 2,700kmを鉄道、高速道路、パイプラインで

結ぶ 460 億米ドル規模の大型プロジェクトとされるが、プロジェクト実施が決まっていな

いもの含まれ金額は変動する。 

CPECにおける協力分野は、（１）産業協力、（２）金融協力、（３）農業協力、（４）観光協

力（５）教育、（６）人材開発、（７）ヘルスケア、（８）人材交流、（９）生計の機会の増加、

（１０）地域の治安と安定の強化となっており、期限は 2030年迄となっている。 

 

表 2-8 CPECの投資セクターと投資額（見込み） 

 

出所：CPEC & Pakistani Economy: An Appraisal by Dr. Ishrat Husain (2018 年 4 月) 

  

単位：km

パキスタンの道路延長 261,595

内、NHA管轄の幹線道路 12,131

　国道 9,489

　自動車道路 2,280

　戦略道路 262

　高速道路 100

出所：JICA ITSに係る情報収集・確認調査(フェーズII)

ファイナルレポート（2015）より調査チーム作成

単位：百万米ドル

セクター プロジェクト数 推定コスト１ 推定コスト２

26,370 33000

発電能力：13,810MW 発電能力：17,045MW

インフラ（道路） 5 5,341 5,341

インフラ（鉄道） 3 8,237 8,237

インフラ（光ファイバー） 1 44 44

グワダル港 12 793 10,000-14,000

TTL 42 40,785 58,622

21エネルギー
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2-6 パキスタンの IT 産業 

 

2-6-1 IT産業の概要 

パキスタンの IT産業は成長途上にあり、将来さらに拡大する可能性がある。現在の IT産

業の状況及び規模は以下の通り： 

 

表 2-9 パキスタン IT産業の概要情報 

IT 企業数：5,000 社（推定 3,500 輸出指向+ 1,500 国内） 

IT 技術者数：IT 製品および技術に関する専門知識を持つ技術者は 30 万人以上。 

毎年 2 万人以上の IT 卒業生が参加。 

輸出収入： 

38 億ドル（零細企業およびフリーランサーが獲得した 12 億ドルを含む）100 カ国以上への輸出 

輸出送金：8 億 3,135 万ドル（過去 5 年間で 151％の増加@ CAGR 20％） 

国内収入：10 億ドル 

アウトソーシングサービスにおいて世界で 3 番目にコスト的に魅力的な国 

（A.T. Kearney の Global Services Location Index 2017） 

フリーランスで最も人気のある国第 3 位 

（Oxford Internet Institute（OII）、「Online Labor Index」2018） 

 Bentley®、Ciklum®、IBM®、MentorGraphics®、S＆PGlobal®、Symantec®、Teradata®、VMware®などのグ

ローバル企業を含む 300 以上の国際企業が、パキスタンに BPO サポート、開発およびグローバルコンサ

ルティングセンターを設立している。 

出所：パキスタンソフトウェア輸出協会（PSEB） 

 

パキスタン政府は、IT 産業振興のため、2001 年に当時の 3000 万ドルの市場規模から 30

億ドル以上に成長させるため同産業に対し 15年間の優遇税制措置を承認し産業育成に努め

た。現在同国における IT産業に対する主な優遇措置は以下の通り： 

 

表 2-10 パキスタンの IT産業向け優遇措置 

2025 年 6 月までの IT 輸出に対するゼロ所得税 

PSEB に登録された 3 年間の IT 新興企業に対して、所得税ゼロ、最低税および源泉徴収税なし 

IT 企業の最大 100％の外国所有可 

外国の IT 投資家のための利益の最大 100％の本国送金可 

2024 年までベンチャーキャピタルファンドに対してタックスホリディ供与 

輸出送金の受領のみが認められている外貨口座保有（最大 35％までを外貨で保持可能） 

コンピュータ機器の加速減価償却 30％ 

ソフトウェアテクノロジーパーク（STP）における低賃料スペースの提供 

出所：PSEB 
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2-6-2ソフトウェア開発 

ソフトウェア開発はパキスタンで急速に成長している分野で、IT 企業は、さまざまな種

類のビジネスやサービスで使用するソフトウェアの開発を始めている。地元で作られたソ

フトウェアパッケージは、学校、病院、スーパーマーケット、その他の企業において低コス

トで実装することができ、ERPなどの大規模制御システムは、織物、医薬品、食品および飲

料などを製造する大規模組織で使用するためにも開発されている。また、Androidスマート

フォン、タブレット、および Apple iPadの使用の増加は、モバイルアプリケーション開発

業界に大きな後押しを与えている。 

パキスタンソフトウェア協会（PASHA）によると、パキスタンのソフトウェア開発費はイ

ンドに比べ約 20％安価であり、価格競争力が強みであるとのこと。因みに、2018年度のパ

キスタンのソフトウェア輸出上位 5社は以下の通り： 

 

  表 2-11 パキスタンソフトウェア輸出上位 5社 

 

出所：PSEB 

 

2-6-3 Eコマース 

JETROの調査レポート「パキスタンの Eコマース市場調査（2017年 3月）」によると、パ

キスタンの Eコマース市場規模に関しては、推定値として、「現在のパキスタンの Eコマー

ス市場の規模は 1 億ドルであるが、今後 5 年間で 100 億ドル規模の産業になる」という見

方がある。また、PASHAの調べでは、人口 2億人に対して、1.5億人の携帯電話利用者、53

百万人のブロードバンド利用者、及び 36 百万人のソーシャルメデイア利用者が存在する。 

パキスタンは E コマースが成功する基本的条件を備えているものの、依然として現金ベ

ースの決済が主であることや地域に合わせたあらゆる支払方法を可能とするオンラインプ

ラットホームが不足しており、課題も多いのが現状である。 

パキスタンの都市部に住む人々の多くは、程度の差はあるものの Daraz、OLX といった大手

E コマース運営会社や他の運営会社が宣伝キャンペーンを展開していることもあり、E コマ

ースの存在を認知している。オンライン小売サイトを利用している人の大多数は、注文した

商品の支払いには代金引換（COD）を選んでおり、運営会社も支払方法として代金引換（COD）

1 NetSol Technologies Ltd Asset finance & leasing software

2

S&P Global Market Intelligence

Company Financial data analytics

3 Systems Limited IT consulting, ERP, BPO services

4 Ibex Global Solutions (Pvt) Ltd A TRG company providing BPO solutions & services

5

Teradata Global Consulting

Pakistan (Pvt) Ltd Data analytics & global consulting services

Rank

FY2018
Name of Company Main Areas of Expertise
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を提供することで消費者の利用を促進している。 

 主な Eコマース企業としては、近年中国の Alibabaに買収された Darazをはじめとして、

Kaymu、Foodpanda、Lumdi、Shophive、Homeshopping、Symbios、Rozee、Yayvo、Careem、Pakwheels、 

Olx、Tradekey、Tohfay等がある。 

 

2-6-4スタートアップ支援 

パキスタンでは IT分野におけるスタートアップ企業支援のために、パキスタン情報通信

省傘下の非営利団体 Ignite（旧 National ICT R&D Fund）を 2007年に設立した。Igniteで

は、スタートアップへの助成金やプロジェクトの革新、民間セクターのパートナーを通じた

インキュベーターやデジタルスキルのトレーニングプログラムの運営、公共セクター政策

への情報提供とイノベーション普及のためのコミッション調査等の活動を行っている。

Ignite は政府の委任により、パキスタンの携帯電話事業者、固定電話事業者、インターネ

ットサービスプロバイダー(ISP)から資金提供を受けている。Ignite では、既に 29 億ルピ

ーの投資資金を使って、141社以上のスタートアップ企業に対しインキュベーション支援を

実施し、890人以上の雇用を創出しているとのこと。 

また、パキスタンの IT 企業に投資を行っている企業も増えてきており、PASHA によると

過去 4年間に積極的な投資を行った国内外の主な投資家は以下の通り：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 

 

図 2-2 パキスタン IT企業向けの主な投資家  

 出所：PASHA 
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第 3 章 経済関係強化のためのパキスタン側の要望及び提案 

昨年、パキスタン商業省より二国間の貿易投資を中心とする経済関係についていくつか

の要望や提案が日本側に示された。経済関係強化に関するパキスタン側の主な要望及び提

案は以下の通り： 

 

3-1 貿易関係 

2017年の二国間の貿易については、パキスタンの対日輸出額が 2.16億ドルで 2010年の

1.23億ドルから比較するとわずか 1億ドル程度の増加であるのに対して、対日輸入につい

ては、2017年が 22.93億ドルで 2010年の 15.94億ドルからの比較で 7億ドル以上増加し

ており、結果として対日貿易赤字は 20億ドル以上拡大したことがパキスタン商業省から

指摘されている。 

 

主な品目別の対日輸出低迷の理由は以下のように示されている。 

表 3-1セクター別対日輸出低迷の理由 

 
出所：パキスタン商業省プレゼンテーション資料 

 

いずれの品目も日本の総輸入金額に比べ極めて小さい割合に過ぎない状況であるが、主

要品目での主な低迷理由は、日本の輸入関税について競合国との間で不利な扱いを受けて

いるという考えが背景にあり、高関税、ビザ問題、証明書問題、日本基準を満たすための

技術向上支援の必要性、規格準拠の難しさ等が挙げられている。 

 

Pak exp to Jap

(USD mns)

Japan Imp from World

(USD mns)

High tariffs

Visa issues

Articles of Apparel 38.1  High tariffs

Visa issues

Base Metals 20.2 31,520.30  Visa problems

 High tariffs

Certification issue

 Visa Problems

Constant demand

Visa issues

Support needed in upgrading

skills to meet enhanced

Japanese Standards

Animal Prods(Fish, meat, Dairy)
8.0 15,968.90

Support needed in reaching

Standards

Visa issues

Support needed in upgrading

their skills to meet enhanced

Japanese Standards

Mis. Manufactured Articles 5.8 15,239.00 Standards compliance

Prepared Foodstuffs 2.1 23,670.70 Standards Compliance

Sectors

2013-17

Survey results

Textiles
65.8 5,257.40

31,702.60

Leather
15.6 6,063.40

Mineral Products
12.5 210,039.80

Vegetable Products

10.8 20,425.40

Surgical Instruments

7.7 28,105.40
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一方、対日輸入についての内訳や他国との比較は以下の通り： 

 

表 3-2パキスタンの主な対日輸入品目（2017年）と関税及び他国との対比 

 

出所：パキスタン商業省プレゼンターション資料 

注：MFN：Most Favorable Nation Treatment=最恵国待遇（上記の MFN Rate は最恵国待遇の関税率を示

す。 

上記の表では、日本からの主要輸入品目のパキスタン輸入総額における割合を、関税率

を示しながら中国及びマレーシアと対比して説明しており、この中で中国及びマレーシア

はパキスタンと FTAを締結しているので、日本は、機械、電気機器、鉄鋼、化学薬品、医

療用および手術用器具、織物およびプラスチック等においての関税差の問題に直面してい

るということが主張されている。 

 

3-2 投資促進 

 パキスタンの外国直接投資（FDI）に関し FDI総額と日本からの FDIの対比と推移につ

いて、パキスタン側から以下のように示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1パキスタン向け外国直接投資の推移 

出所：パキスタン商業省プレゼンターション資料 

Sectors

 MFN rate 

(avg)

Pak imps 

from 

Japan avg 

13-17

Pak imps 

average

%age 

share of 

Japanese 

imports

China FTA 

rate

Imports 

from 

China

Maly FTA 

rate

Imports 

from 

Malaysia

Vehicles 34.3 887.26 2,254.50 39.40% MFN 399.69 MFN 50.6

Machinery 9.8 322.74 4,347.30 7.40% 2.2 1,206.07 2.8 60.7

Iron and steel, Articles of iron 

and steel 13.9 239.67 3,101.90 7.70% 8.8 944.78 8.2 12.1

Misc manufactured articles 15.5 213.61 1,992.00 10.70% 7.5 259.3 7.6 8.8

Electrical equipment 15.3 60.6 3,784.70 1.60% 5.9 2,149.73 6.3 25.2

Chemicals 11.7 60.43 5,268.50 1.10% 3.1 1,379.18 3.5 90.2

Medical or surgical instruments, 9.1 46.84 559.9 8.40% 2.2 126.57 2.1 6.2

Textiles 13.7 33.86 2,744.10 1.20% 9.2 1,058.95 5.3 44.5

Plastics, Articles of plastic 15.4 32.9 1,995.70 1.60% 5.2 303.24 13.3 34.3

Important sectors for Japan USD millions

7.1％ 1.5％ 2.1％ 1.9％ 
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全体的に日本からの FDI金額は極めて小さく、2014年以降日本の対パキスタン FDIのパ

キスタン FDIシェアは、2015年の 7.1％をピークに 2018年では前年の 2.1％から更に

1.9％に減少していると指摘されている。また、日本からの FDIの内訳が以下の通り示さ

れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2日本からのパキスタン向け外国直接投資の内訳 

出所：パキスタン商業省プレゼンターション資料 

 

日本からの FDI全体は電力、貿易および化学品の減少により 2015年から 2018年にかけ

て約 16％減少し、金融ビジネス、自動車分野においてわずかな上昇がみられる。全体とし

ては減少傾向が進んでおり、主力となる自動車分野での投資はさほど増加していないこと

が指摘されており、パキスタン側としては、自動車分野での日本からの更なる投資増強に

伴う日本からの自動車関連輸入の減少と将来的なパキスタンからの輸出を期待している。 

 

また、海外企業の進出誘致のために、パキスタンでは SEZを設置し以下のような優遇措

置を提供しており、日本企業に対して SEZへの入居とパキスタン投資の促進を要望してい

る。 

➢ 入居企業の 10年間所得に対する税金免除 

➢ SEZ内に建設、設置する資本財の輸入関税免除 

➢ ガス、電気、水等の供給 

➢ BOIによる連絡・円滑化のためのワンストップショップとしての機能 

➢ CPECの下で優先順位の高い以下の 9つの SEZに付与される追加インセンティブには、

割賦ベースでの敷地提供（50％の頭金と 4分割払）、マークアップ率の低いローン、

貨物補助金（プラントや機械の内陸輸送で 50％）等がある。（CPECの枠組みによる

SEZについては表 2-4参照。） 
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しかし、現在ビンカシムの SEZに入居する日本企業からは様々な問題指摘が行われてお

り、現状ではパキスタン側が説明するような状況にはなっていない。（第 4章、第 5章参

照） 
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第 4 章 日本企業から見たパキスタンの事業環境 

4-1 調査方法 

本件に関する調査は、JETRO、JICA、及びカラチ日本商工会等で作成されたパキスタン

の事業状況や日本企業の要望等に関する文献情報を参考にするとともに、今回、パキスタ

ンに関連する日本企業を対象にアンケート調査を行い、同国の事業環境に関する考えや現

在直面する問題等に関する回答を通して、出来るだけ現状における企業の生の声を集約し

て分析に役立てることにした。本章の調査事項をもとに 2018年 12月 10日に開催した官

民対話で発表を行った。 

 

アンケート調査の主な調査項目は以下の通り： 

➢ パキスタンの魅力と優位性 

➢ パキスタンの投資有望分野 

➢ パキスタンの投資決定要因 

➢ パキスタンとの貿易機会 

➢ パキスタンの事業環境に関する認識ギャップの特定と要因 

 

アンケート調査項目における主な評価方法は以下の通り： 

➢ パーセプション（主観）による評価（1～5段階評価） 

➢ 実態に基づく客観的評価（輸出入等） 

➢ 記述形式による情報の補完 

 

アンケート調査 2018年 8月中旬に実施し、合計で 50社からの回答を得た。回答企業の

主な内訳は以下の通りである。 

パキスタン進出企業・非進出企業の内訳      回答企業の業種別内訳 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 アンケート回答企業の内訳 

合わせて、掘り下げた情報を得るために、必要に応じてアンケート回答企業や現地進出

企業へのヒアリングも適宜行った。これらの情報に基づき、日本企業から見たパキスタン

の事業環境について以下の分析を行った。 

  

商社

18%
四輪・二

輪

14%繊維・皮

革

14%

スポーツ

用品

8%

食品

8%

機械

12%

化学

6%

その他

20%進出企

業 21社

42％

非進出

企業29

社

58％
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4-2 調査分析 

4-2-1 魅力及び競争優位性の分析 

パキスタンの魅力や競争優位性について、調査から得られた情報に基づいて以下の考

察・分析を行った。 

 

1) パキスタンの魅力 

アンケート調査において、パキスタンの魅力に関し市場、企業等の集積、労働力、イン

フラ、手続き・制度、政治・社会の項目について、1～5段階評価（１：最低～５：最高）

を行ってもらったところ、結果は以下の通りとなった。 

 

  （ １：最低～５：最高。 各項目の数字は集計後の平均値 ） 

図 4-2 パキスタンの魅力に関する集計結果 

 

上記集計結果に基づき、パキスタンの魅力としてトップ５の項目は以下の通り： 

トップ 5    評価ポイント 

1. 経済成長性   3.62 

2. 親日的な国民感情  3.50 

3. 市場規模   3.42 

4. 人件費の安さ  3.40 

5. 従業員の定着率  3.05 

 

逆に、魅力を感じないという意味でのワースト５の項目は以下の通り： 

 ワースト 5    評価ポイント 

1. 治安   1.86 

2. 駐在員の生活環境  1.95 
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3. 政治安定性   1.98 

4. 電力・水運・通信の充実 2.073 

5. 税制   2.071 

 

各項目別に見ると、「経済成長性」、「市場規模」、「人件費の安さ」、「親日的な国民感

情」の評価が高く、近年の安定的な成長と約 2億人の人口が潜在的マーケットとして魅力

的であることが分かる。 

逆に評価が低い項目は、「治安」、「駐在員の生活環境」、「政治的安定」等、治安や政治

に起因する問題がパキスタンに対するイメージを低下させている。 

政治・社会面を除くワースト 5は、①「電力・水・運輸・通信の充実」、②「税制」、③

「各種手続の迅速さ」、④「現地調達の容易さ」、⑤「裾野産業」となっており、インフラ

の未整備、行政の非効率性、未熟な裾野産業の問題が窺える。 

 

2) パキスタンの優位性 

優位性については、アンケート調査で以下の項目について該当すると思われるものを複

数回答してもらった。 

➢ 市場規模・経済成長性 

➢ 経済成長によりビジネス拡大を期待できる 

➢ 事業の確立しやすさ 

➢ 生産コストで他国より優位性がある 

➢ 裾野産業の充実により調達面で優位性がある 

➢ 物流や電力インフラが比較的整備されている 

➢ 優秀な人材を確保しやすい 

その結果は以下の通り： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（日系企業 50社による複数回答の集計値。） 

図 4-3 パキスタンの優位性に関する集計結果 
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パキスタンの優位性に関するトップ 3は以下の通り： 

      トップ 3   回答社数 

1. 市場規模・経済成長性   30社 

2. ビジネス拡大期待  22社 

3. 生産コストの優位性  16社 

 

日本企業にとって、「市場規模・経済成長性」がパキスタンの魅力であると同様に、最

大の優位性としても捉える企業が最多（全体の 61％）であった。また、「ビジネス拡大期

待」は全体の 45％、「生産コストの優位性」は全体の 33％を占め、パキスタン市場が有望

な市場であり且つ安価な労働力が強みであると捉える傾向がある。この 3項目が他の項目

に比べ圧倒的に回答社数が多く、逆に他の項目については、「優秀な人材確保」、「事業の

確立しやすさ」の回答はほとんどなく、「裾野作業の充実」、｢インフラ整備」に対する回

答は皆無という状況で、これらは優位性とは考えられていないと理解できる。 

 

4-2-2 投資に有望な産業、投資決定要因及び阻害要因の分析    

日本企業の主な投資業種である自動車産業や今後の成長が期待できる消費財関連分野、

及び同国 GDPにおける主な産業にフォーカスして対象主要産業を抽出し、各々の事業環境

分析を行う。アンケート調査の結果やヒアリング等の情報に基づき有望産業の抽出を行

い、投資決定要因や阻害要因の分析を行った。 

 

１） パキスタンの投資有望産業 

アンケート調査に基づくパキスタンの投資有望産業のトップ 10は以下の通り： 

トップ 10 

1. 自動車 

2. 自動車部品 

3. 日用品 

4. 加工食品 

5. 素材 

6. 医薬品 

7. 物流 

8. 流通 

9. IT関連 

10. E コマース 

                図 4-4 パキスタンの投資有望産業に関する集計結果 
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自動車産業が最も有望と考えられており、「自動車」、「自動車部品」との回答は、それ

ぞれ全体の 38％、32％を占める。自動車産業に次ぐのは｢日用品」（回答全体の 28％）

で、パキスタン国内における 2億人の人口規模、若年層の占める割合（人口の 6割が 30

歳以下）の高さが関係していると思われる。それに続く、「加工食品」、「素材」、「医薬

品」、「物流」の回答は、全体の約 20％を占め、今後の投資有望分野として注目されてい

る。加えて、IT産業や Eコマースが将来有望と考える意見もある。 

 

２） 主要産業の SWOT分析 

アンケート調査や企業面談を通して、パキスタン産業に関する強みや弱みに関する情報

を収集し、これらの情報を集約して、パキスタン産業全体に関し SWOT分析を行った。 

表 4-1パキスタン産業全体の SWOT分析 

 

強み 

・賃金の安さ 

・価格競争力 

・人材の豊富さ 

・供給を上回る旺盛な購買需要に支えられた、成長性の高い国内市場 

・将来需要が期待できる 

・旺盛な消費意欲。中間層の拡大 

・綿花からの垂直一貫生産により綿繊維製品を安価で生産出来る体制がある 

・日本車のシェアが高い 

・革に鞣し加工する量が世界でもトップクラス 

・パキスタン国での競合他社が不在 

弱み 

・治安問題 

・日本との地理的距離、輸入コストと運搬時間 

・日本との関税優遇が得られない。インド、バングラデシュ、東南アジアと比較し関税面で不利 

・インフラ整備状況が悪い 

・ビジネス対応のレベルが低い（小ロット対応が出来ない、品質が不安定、安定供給出来ない等） 

・日本市場で必要とされる品質レベルを理解できない 

・日本人との意思疎通が距離・言葉・文化の壁に阻まれて難しい 

・部品メーカーの基盤がぜい弱で現調率引き上げが困難 

・原材料は輸入しているため国内製といえども為替に影響されるコスト構造 

・環境規制が他国に比べ著しく遅れており結果として国外輸出展開への限界がある 

・製品の幅が狭く他アイテムに多様化できない 

機会 
・人口 2 億人を抱えた将来成長性の高い市場 

・経済成長と人口増加に伴い、市場成長が期待できる 
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・人口の増加・治安の安定と所得の増加により、付加価値のある上級モデルへの需要シフトを

期待 

・関税撤廃によるビジネス拡大 

・同業他社の進出が少ない 

・日本と比較して、出生数が多い 

・新自動車政策による新規進出自動車メーカーへのビジネス拡大 

・金属・輸送機・機械・インフラ・プラント・資源・化学品・食料・農業・各種生活関連産業、エネル

ギー、都市開発に商機がある 

・パキスタンのみでは無く、イスラム文化圏への横展開が可能と期待できる 

脅威 

・政治が不安定 

・不安定な為替変動 

・近隣諸国の安価な競合品の存在 

・金利及び人件費の上昇、外準の低下によるドル送金の規制 

・国としての成長戦略の欠如 

・不安定な国内経済運営 

・場当たり的な税制 

・一貫性のない政策と脆弱な財務状況の弱みが極度に顕在化しカントリーリスクにつながること  

・競合社の市場参入に伴う競争激化 

・生産と販売は経済/政治動向や地政学リスクにより伸び悩む可能性あり 

 

3) 投資決定要因・阻害要因 

アンケート調査に基づく投資決定要因に関し上位トップ 5の項目は以下の通り： 

（1：最低～5：最高の 5段階評価。各項目の平均値を表示） 

1. 市場規模成長性  3.9 

2. 賃金水準   3.2 

3. 外貨規制   2.8 

4. 貿易通関制度  2.5 

5. 進出手続き   2.5 

逆に、阻害要因と思われるワースト 5は以下の通り： 

1. 治安安全事情  1.6 

2. 政治安定度   1.9 

3. インフラ整備  2.0 

4. 税制徴税   2.1        

5. 政策の一貫性  2.3       図 4-5 パキスタンの投資決定要因 

に関する集計結果 
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投資決定要因上位項目の主な評価は以下の通り： 

1.「市場規模成長」3.9点 ⇒市場規模が大きく経済成長を遂げていることが最大の要

因。 

2. 「賃金水準」 3.2点 ⇒経済成長ともに賃金の安さが投資決定の重要な判断材料。 

3. 「外資規制」2.9点 ⇒外資規制が他国に比べ緩やかな点が評価されている。 

 

最低評価は「治安安全事情」の 1.6点、次に「政治安定度」の 1.9点が続き、政治面は

投資決定判断の最大の阻害要因となっている。 

 

4-2-3 貿易機会の分析        

１）パキスタンからの対日輸出入について 

パキスタンでは貿易収支の改善が緊急の課題であり、貿易収支の改善には、約 5割以上

を占める繊維製品の輸出強化、新規輸出市場の開拓、あるいは新規輸出品目の開発が急務

である。対日輸出においてもこの数年輸出は減少傾向にあり対日輸入の拡大に伴い貿易赤

字は拡大傾向が続いている。 

 

図 4-6パキスタンの対日輸出入及び貿易収支の推移 

出所：ITC 

２）パキスタンの対日輸出について 

パキスタンの対日輸出品目の内訳は以下の通り： 

 

 

 

表 4-2 対日輸出品目別内訳 2017年 （単位：百万 USドル） 
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i) 繊維製品 

パキスタンの主要輸出品目として繊維製品、農産物・農産加工品、皮革製品、手術器

具、スポーツ用品の戦略 5品目があるが、対日輸出において繊維製品が全体の 50％を占

め、最大の輸出品目となっている。 

しかし、その内訳の半分以上は綿糸や綿布等付加価値の低い川上分野の製品で占められ

ており、市況に左右されやすいので市況価格が下がると輸出金額も低減する状況にある。

今後付加価値の高いアパレルやホームテキスタイル製品の割合を高めていく必要性がある

が、これらの製品は、中国、バングラデシュ、ベトナム等の競合国との比較で、今後更な

る競争優位性や差別化を高めていかないと日本市場への参入は難しい。 

パキスタンの場合、東南アジア各国やインド等が FTAによる免税措置が得られているの

に対し、対日輸出において輸入関税が課されており、価格面で不利ということで FTAや

PTAの締結を求める意見も根強くあるが、一方で現在同国通貨が既に輸入関税の税率を大

幅に上回る比率で下落しており、価格競争力の問題が緩和されつつある状況の中で、どの

程度の輸出増加が可能かという点は注目に値する。 

一方で、以下のような日本の繊維輸入業者の意見もある。 

➢ 輸入関税がインド、バングラデシュ、ベトナムと同レベルになったとしても、価格・

品質・納期の点で明確に優位でないと輸入を開始する動機付けにはならない。 

➢ 綿製品に片寄りすぎており、化繊製品等の幅を広げないとコンテナを埋めていくこと

が難しい。 

今後このような買い手のニーズに対応出来るような産業体質の強化が必要と思われる。 

 

品目 金額 %

総額 217 100

繊維製品 107 50

    - 綿糸＆綿布 60 28

    - アパレルー既製服 18 8

    - アパレルーニットウェア 17 8

    - ホームテキスタイル 9 4

    - その他 3 1

金属 42 19

    - 鉄鋼 29 13

    - 銅 12 6

    - その他 1 0

鉱物性燃料他 16 7

     - 鉱物性燃料 8 3

    - 鉄鉱他金属鉱 4 2

    - その他 4 2

皮革 14 6

     - 皮革製品 9 4

     - 毛皮・毛皮製品 5 2

食品及び動物性製品 12 5

     - 魚介類 9 4

     - その他 3 1

その他 26 13

1

2

3

4

5
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ii) 農水産加工食品 

 農水産物及び加工食品については対日輸出の約 12％を占めており、その中では魚介類の

輸出が一番多く輸出総額では対日輸出全体の 4.1％を占める。農水産関連の加工食品につ

いては、日本企業からは以下のようなコメントがあり今後の成長が期待されている。 

➢ 繊維に代わる有望輸出品目として加工食品あるいは水産食品が挙げられる。豊富な農

水産物資源を同国ではまだ十分に輸出製品として生かし切れていない部分があり、今

後コールドチェーン等の物流や加工技術の支援を行うことにより、この分野大きく成

長する可能性がある。 

➢ 豊富な海産物は、加工技術・施設があれば、輸出拡大できる可能性が高い。フルー

ツ、野菜、コメもやり方を工夫すれば、輸出拡大が出来る。 

 現地関係者の話では、パキスタンでは、まだ物流が十分発達していないことも関係し、

農産物の約 4割が廃棄されていると言われており、また水産物においても同国ではあまり

魚介類や甲殻類が食用に利用されていないので水産資源は豊富であり、今後物流や加工技

術が向上すれば輸出製品として今後の成長が期待できる。 

 

上記品目以外では、皮革製品の品質の良さを評価する声も多く、スポーツ用品について

も今後 2020年の東京オリンピックに向けてパキスタン側で輸出強化を行いたい意向だっ

た。また、パキスタン側では、今後 IT産業を新しい輸出業種として強化していきたい意

向であり、今後日本側からの支援を要望しており IT分野のビジネス交流の強化を推進し

ていきたい考えである。 

 

３） パキスタンの対日輸入（日本からの輸出）について 

2017年の対日輸入金額（日本からの輸出金額）は、対日輸出金額（2.17億ドル）の 10

倍以上となる 22.94億ドルとなっており、大幅な貿易赤字の状態が続いている。 

パキスタンの対日輸入品目の内訳は以下の通り： 
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表 4-3 対日輸入品目別内訳 2017年 （単位：百万 USドル）

 

 

 

i)輸送機器 

輸入内訳の中では輸送機器が 53％を占め、その内訳は車両（66％）、トラック（15％）、

トラクター（8％）となっている。次に続く機械は全体の 19％のシェアを占め、主な内訳

は、ブルドーザーとシャベル（16％）、エンジン（9％）、紡績繊維の準備機械（9％）、織

機（6％）、および遠心分離機（4％）である。 

輸送機器については、中古車輸入がその大きな部分を占めていると思われ、また自動車

部品輸入も同国の対日輸入において大きな要因となっている。その意味では、今後中古車

輸入の規制や自動車部品の現地調達率を上げて国内での自動車生産を高めていくことが必

要であり、それが同国の輸入削減に貢献する方策となるという意見が日本企業からも上が

っていた。 

ii)国内消費市場 

一方で、国内消費市場については日本企業からも今後の成長を期待する声も多く、同国

への消費財等の輸出に関しの以下のような意見があった。 

➢ 人口が多く（2億人）、人口構成がピラミッド型、地政学的に重要な位置にあるという

点に優位性がある。 

➢ 市場が拡大している。人口を考えると、市場のポテンシャルは高い。 

➢ 2.1億人の人口を抱え、人口成長率も 2％/年と高く消費関連産業に有望。 

➢ 拡大する市場規模に合わせ、自動車、加工食品、日用品、医薬等の分野の伸びが期待

される。即席麺、粉末飲料、オムツ、生理用品等の消費財が有望。 

品目 金額 %

TOTAL 2,294 100

輸送機器 1,208 53

    - 自動車・バイク・自動車部品他 1,206 53

    - その他 2 0

2 機械 426 19

    - 機械、器具 361 16

    - 電気機器 65 13

3 鉄鋼 346 15

    -　鉄鋼 281 12

    - 鉄鋼製品 48 2

    - 銅及び銅製品 6 0

    - その他 11 1

4 光学製品他 94 4

    - 医療器具 94 4

化学製品 61 3

     - 有機化学品 25 1

     - なめし及び染色抽出物 9 0.4

     - その他 27 1.3

その他 159 7

1

5
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一方で、食品等の消費財輸入については、品目によって高税率の調整税が課され、初期

のマーケティング段階においてもこのような高税率が課されると、今後の現地生産にもつ

ながらないので、こうした行政面での改善が必要との声もある。 

 

上記以外では、IT や EC分野に期待する意見も見受けられた。 

➢ IT技術者による先進国からの下請けの可能性には発展性がある。英語力あり。 

➢ 高級品志向故の日本ブランドの Eコマースが有望 

 

4-2-4 事業環境に関する認識ギャップの特定と要因分析    

１）進出理由 

アンケート調査から得られたパキスタン進出企業の主な進出理由は以下の通り： 

➢ 市場規模と市場成長性 

➢ 繊維ビジネスをきっかけに進出 

➢ 経済協力案件を含めて他ビジネス展開のポテンシャル 

➢ 親日国で、ビジネスに関し誠実さが見られる。 

➢ 競合他社が参入していない事をメリットと判断 

➢ インドからのハンドリング可能な為 

➢ 日本車のシェアが高い 

➢ 新規参入恩典の獲得と経済特別区のメリット。 

 

２）進出しなかった理由 

一方で、進出しなかった企業の主な非進出理由は以下の通り： 

➢ 治安・安全事情(安全管理体制) 

➢ 顧客である企業等が進出できる環境にないため 

➢ 現地で生産するにあたって、インフラ、部品の調達、賃率に課題がある。 

➢ 生活感での安全衛生面。また、同国政情安定性。 

➢ 南西アジアという位置づけで、インドと同じ枠組みで事業をしたいが、政治面での対

立からインドを優先している。 

➢ 現地オペレーションのノウハウがない。 

➢ 現時点での必要性がないため 

➢ 市場調査が不十分 

➢ 自社で投資するには回収リスクが高い 

 

３）投資決定要因・阻害要因 

進出企業と日進出企業の投資決定要因について、アンケート調査の結果から比較した内

容は以下の通り： 
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進出企業     非進出企業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-7 投資決定要因の集計結果（進出企業、非進出企業別） 

 

進出企業、非進出企業の投資決定要因のトップ 3は共通しており以下の通り： 

1. 市場規模成長率 

2. 賃金水準 

3. 外資規制 

市場規模成長性に対する投資決定要因は進出企業の方が非進出偉業に比べて高い。 

一方で、ワースト 3（阻害要因）は、進出企業及び非進出企業各々以下の通り： 

＜進出企業＞       ＜非進出企業＞ 

1. 治安安全事情   1. 治安安全事情 

2. 電力等のインフラ整備状況  2. 政治安定度 

3. 税制徴税    3. 電力等のインフラ整備状況 

「治安安全事情」はいずれもワースト１で共通しているが、進出企業のワースト 2位、

3 位が各々「インフラ整備状況」と「税制徴税」となっており、現地でのこれらの問題に

関する深刻さが伺える。 

 

４）パキスタン進出を促進するための事項 

今後パキスタン進出を促進するために必要な事項として、進出企業及び非進出企業の双

方から得られた主な内容は以下の通り： 

➢ 治安の改善 （近年、治安が大幅に回復しており先入観を払拭する必要がある） 

➢ インフラの改善 

➢ 政策・方針の明瞭化と安定化 

➢ 税制面の改善 （税務申告業務の簡素化、源泉税減免手続きの簡素化等） 

➢ 就労ビザ申請手続の簡素化（審査・手続の簡素化） 

➢ 外貨送金手続の改善（輸入代金、配当、ロイヤルティ、送金許可の迅速化） 

➢ 為替の安定 
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➢ 日パ間の企業のビジネスを仲介する優秀なエージェントの存在 

➢ 顧客企業等の継続的な進出、高品質な製品の需要が必要とされる経済環境の変化。 

 

4-3 パキスタンの事業環境に関する比較事例 

4-3-1 世界銀行のビジネス環境ランキング（Ease of Doing Business2019）  

世界銀行では、毎年各国のビジネス環境ランキングを「Ease of Doing Business」により

掲載している。「Ease of Doing Business 」では、は、世界の約 190 カ国についてビジネス

活動における制度的環境を比較評価し、各国のビジネスのしやすさをランキング化したも

のであり、10 分野における各種指標において、トップの国を 100%として各国のトップか

らの差をスコア化している。総合スコアは各種指標のスコア合計を単純平均して評価して

いる。 

パキスタンの過去 5 年における総合順位ランキングの推移は以下の通りである。 

  

表 4-4 Ease of Doing Businessにおけるパキスタンの順位 

 

過去 5年においてパキスタンは年々順位を下げていたが、前年の 147位で下げ止まり、

2019年の順位は 136位で順位を上げて改善傾向にある。しかし、全体的にはまだ低い水準

に低迷しており、同じ南アジアの国との比較では、2019年はインドが 77位となり大きく

差がついている。一方バングラデシュは 176位であり、同国に比べるとまだ上位に位置し

ている。因みに、2019年で改革により最も改善が見られた上位 10カ国のうち、南アジア

からは初めてインドとアフガニスタンの 2カ国がランクインし、インドはこの 1年間に 6

件の改革を実施した結果、総合ランキングを 23位上げて 77位につけ、今や域内で最高位

のランキングである。 

 

2019年において 10項目の中でのワースト 3は以下の通り： 

納税  173位 

電力事情 167位 

建設許可 166位 

 

ワースト 1となった納税については、日本企業のアンケートでも税制が投資の阻害要因

や課題として上位に位置し多くの指摘があり、その意味では税制度に関する改善は共通の

年度 総合順位 法人設立 建設許可 電力事情 不動産登記 信用供与
少数投資家
保護

納税 輸出入 契約執行 破綻処理

2014/15 128 116 125 146 114 131 21 172 108 161 78

2015/16 138 122 61 157 137 133 25 171 169 151 94

2016/17 144 141 150 170 169 82 27 156 172 157 85

2017/18 147 142 141 167 170 105 20 172 171 156 82

2018/19 136 130 166 167 161 112 26 173 142 156 53

(出所:世界銀行）
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課題認識でありパキスタンにとって早急に対応すべき点である。また、ワースト２の電力

事情についても日本企業からインフラ整備の改善ということで多くの指摘があり、これも

共通認識された課題である。 

 

 2018年との比較で順位の改善があった項目は以下の通り： 

法人設立 142位―＞130位 

不動産登記 170位―＞161位 

輸出入  171位―＞142位 

破綻処理 82位 ―＞ 53位 

この中で輸出入状況について順位が大幅改善されていることは着目に値する。商品の輸

出または輸入の全体的なプロセスの中で、文書遵守、国内輸送の手順に関連する時間とコ

スト（関税を除く）について改善があったということであり、今後の輸出入の拡大につな

がる要因になると期待している。 

 

4-3-2 世界ビジネスフォーラムの世界競争力指数ランキング  

世界経済フォーラムによって出版される世界競争力報告（英：Global Competitiveness 

Report、略して GCR）において、世界競争力指数（英：Global Competitiveness Index）

に基づき諸国をランク付けされている。世界競争力指数は制度、政治、そして持続可能な

経済的繁栄の現在および中期的な水準を定めるところの要因の組み合わせを計測すると定

義され、以下の図表に示す競争力の 12の柱に基づき、順位付けされる。 

2018年におけるパキスタンの順位は 107位であり、南アジア地域においては 103位のバ

ングラデシュとほぼ同水準であるが、58位のインドには大きく離されている。 
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図 4-8世界競争力指数（Global Competitiveness Index)2018 (単位: 順位) 

出所：World Economic Forum 

 

インドとの比較の中では、市場規模で大きく引き離されており、続いて社会制度、イン

フラ、マクロ経済の安定性、労働市場、金融システム等の分野でも大きく差がついてい

る。バングラデシュとの比較では、全体的に大きな差異はないものの、ビジネスダイナミ

ズムやイノベーション能力においてはパキスタンの方が優位で大きく順位を引き離してい

る。一方マクロ経済の安定性、ICT適応等においてはバングラデシュの方の順位が高い。 

パキスタンの競争力の 12の柱におけるインデックスポイントの内訳は以下の通り： 

 

（単位：インデックスポイント、0：最低―100：最高） 

 

図 4-9パキスタンの GCI2018 インデックスポイント 

出所：World Economic Forum 

パキスタンに関して、70ポイント以上で比較的評価の高い項目としては、市場規模

（71）及びマクロ経済の安定性（70）の 2項目がある。一方評価の低いものとしては、

ICT適応（24）、イノベーション能力（35）の 2項目がある。 

 市場規模については、パキスタンの魅力や優位性において多くの日本企業が高く評価す

る項目であり、共通で高く評価されている。一方、マクロ経済の安定性については、日本

企業の方で特に認識されておらず、経済成長性という切り口で評価されていた。ICTやイ

ノベーションについては今後成長が期待される分野であるものの、競争力という意味では

まだこれからという状況であることが示されている。  

国名 総合順位 社会制度 インフラ ICT適応
マクロ経済の

安定性
公衆衛生

職業訓練（ス

キル）
製品市場 労働市場 金融システム 市場規模

ビジネスダイ

ナミズム

イノベーショ

ン能力

パキスタン 107 109 93 127 103 109 125 122 121 89 31 67 75

バングラデシュ 103 108 109 102 88 96 116 123 115 103 36 120 102

インド 58 47 63 117 49 108 96 110 75 35 3 58 31

(出所：World Economic Forum)
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国名 総合ポイント 社会制度 インフラ ICT適応
マクロ経済の

安定性
公衆衛生

職業訓練（ス

キル）
製品市場 労働市場 金融システム 市場規模

ビジネスダイ

ナミズム

イノベーショ

ン能力

Pakistan 51 46 59 24 70 58 40 48 50 54 71 59 35

(出所:World Economic Forum)
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第 5 章 二国間経済関係強化のための方策      

5-1 投資環境の改善 

5-1-1 投資環境概況  

パキスタンでは、経常収支赤字の抑制及び貿易収支の改善が緊急の課題であり、経常収

支・貿易収支の改善には、繊維・食品加工等輸出の過半を占める既存産業の高付加価値化

及び新たな産業の育成が必要である。また、今後の持続的な経済成長を維持するために

は、繊維製品等の輸出に依存する現状の経済構造から脱却し、外国投資促進を通じて産業

多角化を実現するとともに、輸出競争力のある産業を育成する必要がある。 

日本からの投資は治安懸念の問題等もあり、まだ極めて少ない水準で推移している。し

かし近年、ヤマハ、味の素、森永のような国内市場向けの企業進出もあり、進出企業件数

的には若干ながら増加傾向にある。 

世界銀行の「Ease of Doing Business」における同国の順位は、本年度は 136位と前年度

の 147位から改善が見られたものの、指標 10項目のうち Getting Credit（資金調達関

連）を除く 9項目で横ばいまたは下回る結果となり、ビジネス環境の改善には電子行政等

の更なる改革を要する。 

一般的には、政府は積極的な外国投資誘致を明言しているものの、外国企業の同国への

投資意欲は依然低調である。2010年代に入り、投資国として中国が台頭している傾向には

あるが、経済規模や将来的な潜在性に比して外国投資の規模は少なく、日本企業の直接投

資に至っては、自動車メーカーなど一部の大手企業に限られている。 

FDIが進まない要因としては、治安問題、電力不足の課題、税の支払い手続き簡素化等

の投資環境上の課題解決が必要不可欠であるが、一方で投資誘致の方法にも課題がある。

例えば、パキスタン情報が少ない上、東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国のようなワンス

トップサービスが受けられない。また、BOIがあるものの、投資優遇税制を管轄するのは

FBR、会社設立はパキスタン証券取引委員会（SECP）、BOIと縦割りになっている。また、

各種の投資奨励制度を用意しているが、理解しづらく運用も不透明のため十分な PRがで

きていない等の問題がある。 

同国の投資環境整備を促進することで、外国直接投資の拡大や日系企業を含めた外国企

業のビジネス環境の向上を図る必要がある。 

 

5-1-2 課題の抽出 

アンケート調査及び企業面談を通して得られたパキスタンの投資環境に関する課題のコ

メントを抽出し、「１）投資環境整備」、及び対パ投資の重要対象分野である「２）自動車

産業」、「３）国内消費市場」の 3つの項目における主な課題についてまとめた内容を以下

の通り示す： 
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1）投資環境整備 

A.治安問題 

主な課題内容 企業からのコメント 

治安への懸念 

・治安の懸念と財政基盤の脆弱さが足を引っ張っている。もっ

と外資が参入しやすい基盤整備を行わないと 20 年後も同じ姿と

なる。 

・外務省の渡航制限区域であるため、出張調査の実施が難し

い。 

治安改善に伴う先入観の払拭が必要 

・治安悪化懸念が払拭されておらず、安全確保が課題という考

えがある一方で、治安はここ数年で大きく改善されており、“危

険／危ない国”の先入観を払拭することが必要という見方もあ

る。 

 

B.行政の問題 

主な課題内容 企業のコメント 

不安定で不公平な税制度 

・輸入税（調整税）が急に上がる事がありビジネスに大きな阻害要

因である。税制度を安定させるべき。 

・還付金未払いの問題がある。 

・関税が既存自動車製造業に不利である。 

・外資企業の進出に際し、輸入販売を阻害するような高率関税を改

めるべき。 

海外送金問題の改善 

・ロイヤリティ等の日本への送金手続きが、パキスタン中央銀行に

おいて滞る問題がある。 

・原材料が全て自国でまかなえないので、海外からの材料持込は必

至だが、その状況下で自由な決済、送金ができなければビジネスは

伸びない。 

・海外送金にかかる不確実性の排除が必要。（送金許可審査の迅速

化、規制緩和、租税条約に基づく源泉税減免手続きの簡素化） 

不安定な為替 ・為替の安定が必要。 

税制簡素化 ・税制の簡素化（税務申告業務の簡素化）が必要。 

査証手続き簡素化 ・労働ビザ申請手続きの簡素化、審査/手続きの簡素化が必要。 

汚職の排除 ・汚職の排除が必要。 

不安定な SEZ の手続き ・一貫性がなく規定と異なる SEZ での手続き 

不安定な法整備 

・国家間での友好な関係性。確固とした行政制度（特に食品関連）

の確立。（食品に関する法整備（不明瞭且つ不確定なことが多

い）、ハラルに対する対応、高関税など） 

政府への事業環境整備の要請 
・パキスタン国政府に対しては、事業環境の整備を間断なく訴えて

行くことが必要。 

行政と民間企業との認識ギャップ 

・投資庁（BOI）では、ワンストップサービス、SEZ 運営、手続き

のオンライン化、ホームページ改訂等で改善を進めている一方で、

まだ日本企業関係者からはその実感はなく認識の乖離がある。 
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２）自動車産業 

A.部品メーカーの問題 

主な課題内容 企業のコメント 

海外メーカー進出と地場企業育成が必要 

・自動車政策により、新規完成車メーカーが数多く誘致された

が、今後自動車産業が根底から発展するには、海外部品メーカ

ーの進出による地場部品メーカーの育成が不可欠。 

日本の部品メーカー進出の要望 

・韓国の自動車部品メーカー20 社が来パし現地企業と進出に向

けて話し合いを行う一方、日本の自動車部品企業のパキスタン

進出はいまだに慎重なので現地でいら立ちの声がある。 

現地調達率引き上げ ・部品製造企業の基盤がぜい弱で現調率引き上げが困難 

部品品質の問題 ・当地部品メーカーの製造品質の低さ 

新規技術導入意欲の欠如 ・新規技術導入意欲の低さ。 

 

B.行政の問題 

主な課題内容 企業のコメント 

制度面での公正な対応が必要 
・現地生産事業を地道に行っている企業に対し、制度面で公正

な対応がされているか疑問。 

環境規制の問題 
・環境規制が他国に比べ著しく遅れており結果として国外輸出

展開への限界がある 

中古車輸入規制が必要 
・平行輸入車両への規制は必要。中古車の車令規制があるが、

厳格に適用して欲しい（既進出企業の発展阻害要因となる）。 

部品への高輸入関税 
・現調が可能と思われる品目についてかなり高い関税がかけら

れる。輸入関税等の税率引き下げを要望。 

既存企業に不利な関税 ・関税に差異があり既存自動車製造業に不利である。 

 

３）国内消費市場関連分野 

主な課題内容 企業のコメント 

拡大する市場規模への対応 
・拡大する市場規模に合わせ、自動車、加工食品、日用品、医

薬等の分野の伸びが期待される点に着目すべき。 

物流ハブの可能性 
・アジア/ユーラシア・欧州を繋ぐ物流ハブとしての可能性を認

識すべき。 

輸入販売を阻害する高率関税 
・外資企業の新規進出に際し、輸入販売を阻害するような高率

関税を改めて欲しい。 

食品分野における不明瞭な法整備 

・確固とした行政制度（特に食品関連）の確立が必要。（食品

に関する法整備（不明瞭且つ不確定なことが多い）、ハラルに

対する対応、高関税など） 
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5-1-3 改善すべき事項の特定と改善策の提案 

5-1-2において抽出した日本企業が考えるパキスタンの事業環境に関する課題の情報に

基づき、投資環境整備の分野において特に重要と思われる改善事項の特定を行った。主な

改善項目は、「１）税制の問題」、「２）海外送金の問題」、「３）特別経済区（SEZ）の問

題」、「４）治安懸念の問題」、及び「５）自動車及び自動車部品産業の強化」の 5項目で

あり、詳細は以下の通り： 

 

1) 税制の問題 

＜改善すべき事項＞ 

多くの日本企業から、輸入税、還付金、税務申告手続き等に関して、不安定な税制や手

続きの問題が指摘され、税務手続きの簡素化が求められている。税制の問題は、世界銀行

の「Ease of Doing Business」においてもパキスタンの納税項目は 173位にランクされ投

資の阻害要因として大きな問題と認識されている。 

輸入税については、パキスタンの場合、通常の輸入関税とは別に調整税（Regulatory 

Duty）が特定物品の輸入に関し課されることがあり、その税率が突然上がることが多く、

企業にとってビジネスの存続に関わる問題となりかねない。ある日系企業の場合、製品輸

入に関し輸入関税（20％）とは別に調整税が当初 10％課されたが 3年間で 50％まで跳ね

上がったという話だった。調整税の改善もしくは廃止が今後の事業環境を改善する上で重

要である。 

還付金が未払いで放置されているという話も多く、特に現地で法人税の免税措置が得ら

れている企業が Final Tax Regime（FTR）を適用され売上総額に課税されて原材料輸入時

に法人税を源泉徴収されその金額が還付されない状況が数年も続いているケースがある。 

また、現行の自動車開発政策（ADP）において、既存自動車製造業に対する税制優遇措

置が新規参入企業と比べて高税率を課され不公平であるとの意見や、現地進出を前提とし

たマーケティング段階で輸入製品に高関税を課されるのは結果的に今後の進出を阻害する

との声もある。更には、赤字であっても売り上げに対し 1.26％の税金を課される最低税

（Minimum Tax）についても阻害要因と指摘する意見もある。 

合わせて、租税条約に基づく源泉税減免手続きや税務申告手続きが煩雑なので簡素化が

必要との意見もあり、この問題は世界銀行の納税項目とも呼応し、早期の改善が望まれ

る。 

 

＜改善策の提案＞ 

◼ 調整税、還付金問題への政府対応 

調整税については、パキスタン政府側は見直しに向けて取り組むとしており、引き続き

対応状況について定期的に進捗を確認することが望ましい。還付金未払い問題についても
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同様に先方政府側で改善に向けて対処してもらうよう要請し、進捗確認することがするこ

とが望ましい。 

 

2) 海外送金の問題 

＜改善すべき事項＞ 

不安定な外貨規制や外貨送金手続きの遅延や不確実性についての問題の指摘も多く、自

由な決済や送金が出来なければ、ビジネスへの阻害や経済成長への影響に繋がることが懸

念されている。 

輸入代金の送金については、これまで船積み前の前払い送金が 1 万米ドルを上限に認め

られてきたが、2018 年 7月の通達（FE Circular No.06&07 of 2018）により輸入決済方法

の規制が強化され、前払い送金は原則不可となった。これにより、信用力の低い取引先との

ビジネスは厳しい状況になっている。 

配当、ロイヤルティ、技術支援料等の外貨送金手続きは全て中央銀行の許可が必要である

が、中央銀行の審査が長期間にわたり滞ることが指摘されており、本社や役務提供先への支

払い遅延等の問題によりビジネス上多くの不都合が生じている。海外送金にかかる不確実

性の排除、送金許可審査の迅速化、規制緩和等が求められる。また、原材料等は海外からの

材料持込は必至であり、そのうえで自由な決済、送金ができなければ経済は伸びないと懸念

されている。 

これらの問題は、最近の外貨準備減少に伴いより外貨流出を防ぐために行われている措

置と思われるが、このような外貨規制や送金遅延問題を早急に解決しないと更なる経済悪

化よる悪循環をもたらすことになる。 

 

＜改善策の提案＞ 

◼ 政府への改善要望と進捗確認 

本件については、外貨準備不足という状況が背景にあり、外貨流出を抑えるために取られ

ている措置だという理解はあるものの、一方でこの状況が続いて海外送金に支障が続くと、

ビジネス活動全体に負の影響を与えることになり、投資減少、貿易減退という悪循環を導く

ことになる。日本企業にとっても既に本社や技術供与先への送金が出来ず問題が発生して

いる。パキスタン政府側は見直しに向けて取り組むとしており、引き続き緩和・改善措置の

対応状況について定期的に進捗を確認することが望ましい。 

 

3) 特別経済区（SEZ）の問題 

＜改善すべき事項＞ 

日本企業が入居するカラチの SEZ では、一貫性がなく規定と異なる手続きが多くストレ

スを感じるという意見が多く、また、電力、水、ガス等のインフラが未整備であり、法人税

の免税措置が規定通り行われていない等の問題指摘が多く、このままの状況では今後の日
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本企業誘致に大きな阻害要因となりうる。 

パキスタンの SEZでは入居企業は 10年間所得に対する税金免除や SEZ内に建設・設置す

る資本財の一回の輸入免除が規定されており、カラチ近郊にあるビンカシム工業団地は日

本企業誘致を目的とした SEZ であり、既に日本企業が 2 社（二輪製造、鋼板）入居してい

る。しかし、入居企業に聞くと問題が続出しており、工業団地の運営を行う NIP、工業団地

を管轄するシンド州 BOI、及び連邦政府 BOI、更には優遇税制を担当する FBR等の関係機関

内で十分な情報共有や意思統一が出来ていないことがその一因と思われる。 

例えば、①法人税の免税措置があるにもかかわらず FTR の適用で源泉徴収され全く還付

が行われない、②関係機関への提出書類を頻繁に要請され膨大な量になる、③NIPと元の地

主である国営企業との間で土地所有権の問題が解決されておらずリース契約が結べない、

④電力、水道、ガス等の供給が提供されていないので入居企業が独自で対応せざるを得ない、

等の問題があるが、これらの問題は依然放置されたままとのことだった。 

SEZに関連する全機関が当事者意識をもって早急に問題解決に取り組む必要があり、さも

なければ、日本企業の進出の阻害要因として日本からの投資に大きな悪影響を及ぼすこと

は避けられない。 

 

＜改善策の提案＞ 

◼ SEZ管理体制の改革 

日本企業が入居している SEZ のビンカシム工業団地の管理運営団体は National 

Industrial Park Development and Management Company（NIP）という国営企業である。NIP

は、生産省によって設立され、パキスタンで全国的に工業団地を開発し集中的な産業成長発

展を促進するための組織である。しかし、ビンカシム工業団地の場合、NIP以外にも、シン

ド州投資庁（BOI）、連邦政府 BOI、あるいは優遇税制に関連する歳入庁（FBR）と他の政府機

関も関与しており、各々の意思統一や情報共有があまり行われないため、各種の混乱が生じ

ているという意見が多い。その意味では、タイ工業団地公社（IEAT）などを参考にして、NIP

の権限強化と窓口一本化によるワンストップサービス対応が出来る体制に改革した方がよ

い。現状では連邦政府の BOI がワンストップサービスを行うような話になっているが実態

を見る限り全く機能していない。 

◼ タイでの参考事例 

因みにタイの IEATでは、ワンストップ・サービス・センターを設置しており、公社に関

係する土地の購入や賃貸、工場建設場所に関する相談、工場設立の許可・認可申請、工業団

地の共同開発などワンストップ・サービス・センターを通じて行うことができる。また、公

社の工業団地に工場用地の他、道路、排水路、廃水処理施設、洪水防止システム、電気、水

道、電話などのインフラを整備し、工場運営に必要な郵便局、銀行、ショッピングセンター、

ガソリンスタンド、そして労働者の宿舎も提供できるようにしている。 
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4) 治安懸念の問題 

＜改善すべき事項＞ 

 パキスタンへの治安懸念はまだ払拭されていないものの、同国の治安はここ数年で大き

く改善されており、多くの日本企業からパキスタンの治安状況に関する認識を是正するこ

とが必要との意見があった。 

 グローバルテロ指数（GTI）によると、パキスタンは世界で 4番目にテロに危険が高い国

であり、2015 年までの累計では 1 万 5 千人以上がテロの犠牲者になった。テロの経済的コ

ストは、警察・軍事予算の増加のみならず外国投資の減少や貿易への取り組みにも悪影響を

及ぼしている。しかし、近年パキスタンの治安は改善してきており、2014 年以降テロ対策

に力を入れはじめ軍の掃討作戦開始後は、テロや犯罪件数も大きく減少した。その結果、

2012 年には年間 2,000 件を超えていたテロ発生件数は 2016 年には 800 件まで減少してい

る。 

 このような状況を踏まえて、パキスタンがいまだに「危険な国」であるということが過剰

認識されているという意見が多く、日本に蔓延するパキスタンの治安状況に関する誤った

認識を是正することが必要ということが求められている。国のイメージを改善することに

より、投資貿易促進への好影響が期待できる。 

 

＜改善策の提案＞ 

◼ 治安状況改善に関する広報強化 

パキスタンはいまだテロ危険度の高い国として認識されているものの、その治安状況は

近年大幅に改善されつつある。しかし、日本を含め国外ではまだそのことについて十分な情

報が行きわたっていないので、少なくとも治安状況がこの数年で大幅に改善されていると

いう事実を伝えることは重要であり、政府の対外的な広報活動の一環としてアピールすべ

きである。出来ればパキスタンの魅力も合わせて織り込んで国のイメージを改善するよう

なプロモーションビデオ等を作成してインターネット等で対外的に伝えていく努力をすべ

きである。 

 

5) 自動車及び自動車部品産業の強化 

＜改善すべき事項＞ 

 パキスタンの製造業の中でも特に裾野産業分野が広く付加価値の高い自動車産業の振興

は重要であり、今後日本からの投資促進を考える上でも重要な産業であり、同産業への日

本からの投資促進を強化すべきである。同国における自動車の国内生産台数は 2016/17 年

度で 27万台と近年伸びているものの、同国の人口規模に比すると未だ低い台数に留まっ

ている。 

パキスタン政府は 2016年に自動車開発政策（ADP）を策定し、2016年から 2021年の 5

か年計画の中で、2021年までに自動車の国内生産台数を 35万台に拡大することを目標と
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している。また、ADPでは税制上の優遇措置が設けられ、新規進出メーカー（カテゴリー

A）及び既進出メーカー（カテゴリーB）に対して優遇措置が付与されるが、既進出メーカ

ーには優遇税率や期間で差が付けられ恩恵が少ないことから、日系自動車メーカーにとっ

て不公平な内容との意見が強く、優遇措置の見直しが求められている。 

現地自動車生産の阻害要因となる中古車輸入については、原則禁止されており、個人貨

物、転居、贈与制度を利用して輸入する場合でも、車齢 3年未満の中古車に限定されてい

る。しかし、実際には不透明な形で輸入が急増しており、2017年には前年比 52％増の 8

万 7千台の中古車輸入が行われた。中古車輸入規制が緩いことについては、裾野産業や雇

用の創出する自動車産業の発展につながらず、輸入規制の厳格な適用が必要である。 

また、今後自動車産業が根底から発展するには、裾野産業の育成強化が重要であるが、

地場部品メーカーの技術力、品質管理、新規技術導入意欲の低さなどの問題指摘があり、

今後自動車産業が発展するためには、海外部品メーカーの進出による地場部品メーカーの

育成が不可欠という意見がある。現状では自動車部品メーカーに対する投資優遇や奨励措

置は特にない状況であるが、今後日本の部品メーカー進出を促進するために何らかの優遇

措置が必要である。また、パキスタンでは環境規制が他国に比べ著しく遅れており結果と

して、環境面で優位性を持つ日本製品の参入がしにくいことや国外輸出展開への限界につ

いて指摘があり、その改善が必要である。 

 

＜改善策の提案＞ 

◼ 自動車部品産業育成強化のための優遇措置 

自動車産業は、日本とも密接な関連を持ちパキスタンの今後の産業振興においても重要

な対象である。特に裾野産業である自動車部品分の育成強化は自動車産業発展のために必

要不可欠であり、日本から自動車部品企業を誘致することにより、日本からの投資増加、

現地調達率の向上、日本からの部品輸入低減、更には現地での技術力向上や新たな雇用創

出につながる。従って、自動車部品企業を誘致するための投資優遇措置を今後政府で検討

し実現することで、投資促進強化につながり、更には輸入低減や技術向上に伴う輸出への

可能性等多くの波及効果が期待できる。 

◼ ADPの優遇措置見直し 

 ADPの自動車メーカーへの税制上の優遇措置は新規進出メーカー向けに優遇特典が多く

与えられ、既進出の自動車メーカーにとって不公平感を抱かせるものになっている。しか

し現状で自動車産業成長の直接的な推進力になっているのは既進出メーカーであり、彼ら

にとっても積極的な追加投資が出来るような事業環境にしていくことが望ましい。従っ

て、ADPにおいて既進出メーカーにとっても新規進出メーカーと同様の優遇措置を与えら

れるよう見直しをすべきである。 

◼ 自動車産業における官民対話の推進 
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上記の提案事項に加えて、中古車輸入規制厳格化や環境規制強化等の問題について、今

後の自動車産業発展のために政府と民間企業による情報共有や意見交換をより積極的に行

い、問題把握や解決のための取り組みを具体的な形で進めていくこと、及びそのために同

産業において官民の対話による意見交換を今後行うようにすることが望ましい。 

 

5-2 貿易関係強化に関する改善  

5-2-1 二国間貿易の概況  

パキスタンでは貿易収支の改善が緊急の課題であり、貿易収支の改善には約 6割を占め

る繊維・食品加工製品の開発及び新規輸出市場の拡大が急務である。 

対日輸出は全体的に低迷しているが、主要輸出品である繊維製品については、チャイナ

プラスワンの流れから中国以外の供給先を確保するという動きの中で、同国についても目

を向けられる傾向にある。世界第 3位の貿易市場規模である日本市場を考慮すると、同国

が日本への輸出を拡大する余地はまだ十分あるはずであり、輸出促進支援もさることなが

ら、同国企業が日本市場研究を深め、製品の品質、デザイン、価格、更には納期等に関す

る企業対応の改善を行うことにより、更なる輸出増加は可能であると思われる。 

同国政府は 2013年の「戦略的貿易政策フレームワーク（STPF）」において、輸出促進に

よる貿易赤字解消を最重要課題にしているが、①域内貿易への重点的取り組み、②輸出促

進の組織強化、③関係官庁の手続き効率化、④輸出発展のための新たな取り組み、⑤同国

内発展途上地域からの輸出拡大、⑥国際競争力強化、⑦検証・評価機構の強化の 7分野を

掲げている。しかし、これらの内容は十分に機能しているとは言えず、今後の輸出拡大の

ためには更なる取組みの強化が必要である。 

日本からの対パ輸出に関しては、これまで輸送機器が全体の 50％以上を占めているが、

これらは今後現地で中古車輸入の抑制や自動車部品の現地調達率増加による現地での自動

車生産が拡大すれば輸出額が減少していくと思われる。一方で、パキスタンの国内消費市

場自体は 2億人の人口を抱えて今後更なる拡大が見込めるので、消費財等を中心に日本ブ

ランド製品の更なる輸出拡大が期待できるので、これらの国内消費市場向け製品輸出の促

進が望まれる。 

 

5-2-2 課題の抽出  

アンケート調査及び企業面談を通して得られたパキスタンの貿易関係に関する課題のコ

メントを抽出し、１）貿易促進、及び２）対日輸出品目の２つの項目における主な課題に

ついてまとめた内容を以下の通り示す： 

１） 貿易促進に関する課題 

A.優位性の強化 

主な課題内容 企業のコメント 
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他国と比較しての優位性が必要 
・日本の輸入関税がインド、バングラ、ベトナムと同レベ
ルになったとしても、価格・品質・納期の点で明確に優位
でないと輸入を開始する動機付けにはならない。 

地理的距離の問題 ・日本との地理的距離、輸入コストと運搬時間 

 

B.企業の顧客対応 

主な課題内容 企業のコメント 

納期改善が必要 ・パキスタン側の納期改善が必要。 

小ロット対応出来ない ・大量生産型のビジネス中心で小ロット対応が出来ない。 

品質・供給が安定しない 
・品質が不安定で、・安定供給できない。 

・日本市場で必要とされる品質レベルを理解できない。 

言語障壁の問題 
・日本人との意思疎通が距離・言葉・文化の壁に阻まれて
難しい。 

 

 

C.行政の問題 

主な課題内容 企業のコメント 

輸出奨励策が機能しない 
・パ側の輸出奨励策はあるものの実際に実施されてないケ
ースも多くあまり機能していない。 

情報提供能力の改善が必要 

・パ国政府側で輸出相手国の市場情報等を提供する努力が
必要。一方で日本側にパキスタンの情報が十分に伝わって
いないという指摘もある。 
・情報提供能力等の改善も含め TDAP が JETRO と技術提携
を行うことも一案。 

外貨規制の改善 
・原材料輸入の決済に問題がある。パキスタンの外貨規制
による送金制限があり、銀行側にも問題がある。 

税制の改善 
・税制に問題がある。輸入において調整関税が急に上がる
ことがある。 

不安定な法制度 ・頻繁に変わる法制度に問題がある。 

関税撤廃の要望 
・対日貿易の関税撤廃が必要。日本の輸入関税により仕入
れコストが高くなる。 

高関税、手続きが不安定 
・パキスタン側の関税が高いし、輸入の際に免税が許可さ
れている場合でも手続きが規定通りに行われない場合があ
る。 

物流改善が必要 
・パキスタンの物流を改善する必要がある。安定供給に影
響する。 

 

D.その他（IT関連他） 

主な課題内容 企業のコメント 

IT 人材育成への期待 

・IT 技術者による先進国からの下請けの可能性には発展性
がある。英語力があり、IT リテラシーの向上による PC・ソ
フトウェア産業は有望。一方で、職業訓練校での教育レベ
ルは高いとはいえず卒業証明書は国家認定がない等制度上
の問題がある。日本に対して IT 企業のパキスタン進出や IT
人材育成などが期待されている。 
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EC の進出を行うべき 
・高級品志向故の日本品 E コマース。経済成長に伴う消費
の高度化による EC サイトは有望。 

ジャパンブランドのプロモーショ
ンを行うべき 

・日本製品の紹介や今後の貿易・投資促進を目的として、
パキスタンでジャパン・ブランドフェアのようなイベント
を開催することが有意義と思われるが、治安等の理由で現
状行われていない。 

 

 

２）対日輸出品目に関する課題 

 

A.繊維製品 

主な課題内容 企業のコメント 

他アイテムへの多様化出来ない 
・繊維製品は太番手のみゆえ デニム、タオル、ニット製
品のみ。他アイテムに多様化できない 

化繊製品の幅がない 
・綿製品限定とだと、化繊製品の幅がなく魅力が薄れてし
まう 

繊維製品の差別化や優位性の確立
が必要 

・繊維製品は比較的他国に比べて安価なものがあるが、価
格以外にも、品質、納期、安定供給等において改善の必要
がある。また、差別化や優位性について取り組む必要があ
る。 

 

B,加工食品 

主な課題内容 企業のコメント 

農水産資源を活用すべき 
・豊富な農水産資源を生かして、加工食品を輸出製品とし
て手掛けることへの可能性と期待がある。 

物流や加工技術の支援が必要 
・加工食品や水産食品のビジネスを伸ばすには、コールド
チェーン等の物流や加工技術の支援等を行う必要がある。 

加工食品による輸出拡大 
・フルーツ、野菜、米もやり方を工夫すれば、輸出拡大に
繋がる。 

 

 

5-2-3 改善すべき事項の特定と改善策の提案 

5-2-2において抽出した日本企業が考えるパキスタンの事業環境に関する課題の情報に

基づき、二国間貿易促進の分野において特に重要と思われる改善事項の特定を行った。主

な改善項目は１）優位性や差別化の強化、２）貿易促進のための行政能力強化、３）繊維

産業の輸出競争力強化、４）加工食品分野の輸出強化、及び５）IT関連産業の強化の 5項

目であり、詳細は以下の通り： 

 

1) 優位性や差別化の強化 

＜改善すべき事項＞ 

パキスタンの場合、南アジア諸国においてインドやバングラデシュと比較されることが

多く、多くの日本企業は貿易に関してもこれらの国との比較でパキスタンについて考える

ことが多い。 
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対日輸出に関しては、インドやバングラデシュは日本との貿易において FTAや LDC優遇

税制により輸入関税の免税措置が得られており、パキスタンと比べて既に価格面で有利な

立場にある。しかしながら、パキスタンが同様に免税措置を得られたとしても、品質・納

期、安定供給等の点で明確な優位性や製品での差別化要因がないと輸入を開始する動機付

けにはならないという意見もある。その意味で、パキスタンが今後価格以外の部分でも日

本市場のニーズに合うような製品提供が出来るように産業全体で更なる改善努力を推し進

め競争力を高めて優位性を強化していく必要がある。また、他国との比較の中でパキスタ

ン独自の強みを発揮できるような製品開発や抽出を行い、差別化を強化していく努力も必

要である。 

対パ輸出については、日本企業の国際展開の中でパキスタンへの優先順位はまだ高いと

はいえず、南アジアではインドのような市場規模の大きい既進出地域にマンパワーが優先

され、治安等の問題もありなかなか新規輸出先の選択肢に入りにくい問題がある。また、

インドと同じ枠組みで考えると、同地域内での対比でパキスタンの優位性や差別化ポイン

トが不明なので、市場規模でインドを優先しているということが指摘されている。一方

で、パキスタンの市場規模や経済成長に着目して、主に国内消費市場向けに今後ビジネス

を拡大していきたいと考える企業も多いので、パキスタンの魅力や優位性を更にアピール

していく努力が必要である。 

 

＜改善策の提案＞ 

◼ 優位性や差別化に関するアピール活動強化 

パキスタンは市場規模や経済成長を考慮すると将来期待できる国である反面、南アジア

の中では常にインドの陰に隠れる存在であり、日本企業にとっては、市場規模、治安等を

勘案すると、常にインドを優先して対応するケースが多い。今後インドのみならずパキス

タンにも目を向けてもらうためには、パキスタンの優位性や差別化要因を官民一体になっ

て確認した上で、広報活動を通じて対外的にアピールしていく必要がある。BOIや TDAP等

の政府機関が一体となって、パキスタンの魅力や優位性について必要な広報資料を作成

し、対外的なプロモーション活動の中に織り込んで広報強化していくことが望ましい。 

 

2) 貿易促進のための行政能力強化 

＜改善すべき事項＞ 

パキスタン政府では、パキスタン貿易開発庁（TDAP）を中心に貿易促進活動を実施して

おり、その活動は主に展示会の主催や海外展示会への派遣等のプロモーション活動に重点

が置かれているが、この数年の輸出の低迷を見る限り、十分な効果を発揮しているとは言

えない。 

政府は輸出奨励策を発表しており輸出額の増加が目標水準を上回った場合奨励金が払わ

れる内容であるものの、パキスタンの輸出業者や業界団体の話では、ほとんど奨励金の支
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払いが実行されていないのが実態とのことで、実質的に機能していないので輸出業者は失

望感や不信感を抱いている。今後輸出業者の輸出拡大意欲を高めていくためには、このよ

うな奨励制度を機能させるよう努力すべきである。 

また、パキスタンの輸出業者は、輸出相手国の市場情報を必要としているが、これまで

TDAPではプロモーション活動に重点が置かれ十分な情報提供がほとんど行われていないの

が実情である。貿易関係者にとって有用な海外市場の情報収集分析や情報提供能力の強化

が今後必要である。同様の話は日本の輸入業者からもあり、彼らもパキスタンの輸出業者

や市場情報が不足しているとの指摘があり、国外向けの情報提供や広報活動も強化してい

く必要がある。 

加えて、投資促進の問題同様、パキスタンにおける海外送金規制や高輸入関税及び突然

税率が上がる調整税等不安定な税制度に対する問題指摘が日本の輸出業者からあり、こう

した問題改善が必要である。 

 

＜改善策の提案＞ 

◼ 政府機関のファシリテーション能力強化 

貿易促進を担う TDAPは、主に EXPOパキスタンをはじめとする展示会の開催や各種海外

派遣ミッションのアレンジを中心に行っている印象が強く、JETRO等海外の貿易促進機関

の活動と比べると、組織が大きい割には比較的幅の狭い領域でしか活動を行っていない印

象がある。更なる輸出増加に貢献するためには、TDAP自体の活動内容をレベルアップさせ

る必要がある。特に、日本を含めた海外市場情報やその分析及び情報提供は重要であり、

既に TDAP内でこうした活動を開始していると聞いているが、今後更に、JETRO等の海外貿

易促進機関との情報交換や協力関係構築等を含め、能力強化していく必要がある。また、

ビジネスマッチング能力の強化も重要であり、商談の機会をより積極的に創出する必要が

あり、展示会や商談会のみならず今後 IT技術を使ってインターネット上でのマッチング

のような取り組みも検討すべきである。因みに、インターネットによるマッチングの取り

組みは既にタイの貿易促進機関 DITPが行っている。また、現状の輸出奨励策は実質的に

機能していないようなので、パキスタン政府は今後実効性を伴う輸出奨励策を新たに発表

して、輸出業者の士気を高めていくことも必要である。 

 

3) 繊維産業の輸出競争力強化 

＜改善すべき事項＞ 

 繊維製品はパキスタンの総輸出額の 50％以上を占める重要な輸出品目であるものの、こ

の数年輸出は減少傾向にある。繊維の輸出品目の多くは綿糸や布帛等の川上品目でありこ

れらの製品は付加価値が低く相場の価格に影響を受けやすいので、近年の綿糸価格下落も

輸出額減少に影響していると思われる。 
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 その意味では、今後ホームテキスタイルやアパレル製品等付加価値の高い川下製品の輸

出を強化していく必要があり、日本は世界第 3位の巨大な繊維市場であるので、これまで

欧米市場への輸出に大きく偏っていたパキスタンの繊維輸出にとって、日本への川下製品

輸出強化は重要なカギとなりうる。 

 一方日本の繊維輸入業者からはパキスタンのホームテキスタイルやアパレル製品に関し

ていくつかの課題が示されており、以下の 2点が大きな課題としてある。 

➢ 綿製品やデニム、タオル、ニット製品等太番手の綿糸で製造する製品に限定されるの

で、化繊製品の幅がなく他アイテムに多様化できないので、魅力が薄れコンテナを十

分に埋められない。 

➢ 繊維製品は比較的他国に比べて安価なものがあるが、価格以外にも品質、納期、安定

供給等において改善の必要があり、差別化や優位性について取り組む必要がある。 

従って、今後仮に免税措置が取られたとしても、上記の課題を解決していく努力を行わ

ないと単純に対日輸出増加につながるとは限らない。日本市場のニーズや対応を十分理

解・認識した上で、官民一体となって繊維産業の競争力強化や体質改善に取り組んで行く

必要がある。 

 

＜改善策の提案＞ 

◼ 日本市場への戦略的アプローチと差別化 

日本では「チャイナプラスワン」の流れで中国以外の輸入先の分散化が進んでおり、そ

の意味で、パキスタンにとって日本市場参入拡大を行うチャンスであり、パキスタンの強

みを生かせる分野に注力して輸出促進活動を継続するべきである。今後、日本市場に対し

てどのような戦略的アプローチや輸出促進活動を行うべきか、業界関係者とも連携して対

応を行うべきと考える。また、アジアの競争国に対しての比較優位性を十分吟味して、パ

キスタンの強みや差別化要因を更に突き詰めて、日本市場でもアピールしていけるような

体制を構築していくことが望ましい。 

◼ 企業の国際競争力強化 

日本企業は一般的に品質、検品、及び納期について非常に厳しい基準を持ち、この点は

パキスタン企業との取引においてよく問題として取り上げられる。特に納期については、

日本の繊維業界は季節によるファッションシーズンの変動が多くかつ早いので、納期を遅

らせることは致命的な問題となる。また繊維企業では生産管理、品質管理、検品等におい

てまだ改善の余地が多いので、パキスタン側で官民一体となって本格的な企業体質改善や

国際競争力強化に関する取り組みを行うべきである。例えば、改善のためのセミナー等よ

る教育活動や専門家による技術支援の実施、あるいは企業経営に関して経営者や中間管理

職に対する啓発活動や研修等が検討されることが望ましい。 

 

4) 加工食品分野の輸出強化 
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＜改善事項＞ 

農水産物や加工食品は繊維製品に次ぐパキスタンの輸出品目であるが、パキスタンの農

水産資源を十分に生かし切れておらず、農産物に至っては全体の 4割が廃棄されている状

況と言われている。従って、豊富な農水産資源を生かして、加工食品を輸出製品として手

掛けることへの可能性と期待が日パ双方から指摘されている。 

特にフルーツ、野菜、コメ等の農産物については加工食品として製品化していくことで

今後の輸出拡大につながるとの声がある。また、水産品については、従来パキスタンでは

あまり食用として利用されておらず、エビ・カニあるいはイカ・タコなどは、宗教上の理

由であまり食されていない事情もあり、水産資源があまり手つかずの状態で豊富にあると

言われており、今後輸出用に活用することが期待されている。 

一方で、加工食品や水産食品のビジネスを輸出用に伸ばすには、コールドチェーン等の

物流や加工技術の更なるレベルアップが必要であり、これらの分野において日本からの支

援も検討に値する。 

 

＜改善案の提案＞ 

◼ 加工食品産業の強化 

パキスタンはこれまで、対日輸出用に生鮮マンゴーのような生鮮農産物にフォーカスし

ているが、例えばフルーツについては、生鮮品のみならず、ジュース、ピューレ、パル

プ、ドライフルーツ等の加工食品についても市場参入の可能性はあるので、これら加工食

品の輸出促進活動も行っていくべきである。最近ではマンゴー関連飲料やデザート類が日

本では多く見られるようになり、確実に需要は増加している筈なので、参入チャンスは多

いはずである。また、マンゴー以外の果実やナッツ類についても参入余地はあると考えら

れる。例えば、ドライデーツはソースの原料として商社を通して日本に輸出されている。 

 また、水産加工品については、既にエビなどが商社経由で中国でフリーズドライに加工

されて日本に入ってきているが、今後加工技術やコールドチェーン等の物流において水産

資源の有効活用と付加価値化による加工食品の輸出拡大を検討することが望まれる。 

 

◼ ハラル食品の輸出促進 

パキスタンはインドネシアに次ぐ世界第 2のイスラム人口を有し、加えてイスラム教徒

が口にするいわゆる「ハラル食品」の有数の生産国である。現在、世界人口の 20％以上に

相当する約 16億人がイスラム教徒であり、今後更なる増加が見込まれる。日本にも約 20

万人のイスラム教徒が在住していると言われ、また近年インドネシアやマレーシア等アジ

アのイスラム国からの日本向け観光人口も増加しているので、今後日本企業がパキスタン

と提携して様々なハラル食品を開発し、ハラル認証を得た上で、日本への輸出のみなら

ず、世界のイスラム市場向けにも輸出していくスキームを構築して市場開拓を行うことは

検討に値する。 
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5) IT関連産業の強化 

＜改善すべき事項＞ 

 パキスタンの IT産業は近年成長傾向にあり将来さらに拡大する可能性があると見做さ

れている。 2016〜17年の IT輸出は 33億ドルであり、今後数年間で 60億ドルまで成長す

ると予想されている。主な内訳としては、企業向けソフトウェア 17％、マーケティング技

術 15％、金融サービス 13％、消費財 9％、小売／電子商取引 8％となっている。また、

Amazon等大手 IT企業は、パキスタンのスタートアップ企業に大きな期待を寄せており、

パキスタン政府は政府系ファンド Igniteを通してスタートアップの促進支援を開始して

いる。 

 日パ双方からは、IT技術者による先進国からの下請けの可能性には発展性があるとの指

摘があり、今後の輸出分野での成長が期待されている。一方で、職業訓練校での教育レベ

ルは高いとはいえないとの指摘があり、また、現地で日本向けにソフトウェア開発を行う

企業によると、日本語を介さないと業務上スムーズなやり取りが行いにくい事情もあり、

日本語人材の育成も必要との見方がある。日本に対しては IT企業のパキスタン進出や IT

人材育成などが期待されている。また、経済成長に伴う消費の高度化による Eコマースは

有望であり、この分野でも日本企業が参入することで、今後日本製品の国内販売等を含め

貿易促進につながる可能性があり、日本側にパキスタン IT分野について更なる情報提供

を行い新たな認識を持ってもらうことが必要である。 

 

＜改善案の提案＞ 

◼ IT分野におけるビジネスマッチング強化 

PSEB（パキスタンソフトウェア輸出協会）によると、パキスタンには約５千社の IT企

業、約 30万人の IT技術者が存在し、毎年約２万人の新卒者が IT業界に新たな労働力と

して供給され、ソフトウェア開発コストはインドに比べると約 20％程度安価である。また

IT企業誘致のために政府では各種の優遇措置を提供している。パキスタン側から、今後パ

キスタン IT産業について日本側に対してセミナーやピッチイベント等を通して、十分な

理解を得られるようプロモーション活動を展開することが望ましい。合わせて日本側の

JETROや IT業界団体との協力関係を構築し、両国間でのビジネスマッチングを強化し、新

規の取引やビジネス創出が可能となるような活動が望まれる。 

 

◼ IT人材育成支援 

パキスタン側では IT人材育成支援を日本側に求めており、今後パキスタンの IT技術者

が日本からの仕事も行えることを希望している。具体的には、JICAがバングラデシュに対

して実施しているような取り組みが求められており、参考となりうる。 
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5-3 FTAの可能性 

5-3-1 日本と他国の FTA  

日本は、2018年末時点、18の経済連携協定（EPA）を発効済、署名済となっている（表

5-1）。発効済・署名済 EPA 相手国との貿易が貿易総額に占める割合は 51.6％である（※米

国を除く TPP11 の場合は 36.5％）。「未来投資戦略 2018」では、2018 年迄に EPA/FTA比

率を 70％に引き上げることを政策目標として掲げているが、発効済・署名済に加え、交渉

中の EPA 相手国との貿易を含めると、貿易総額に占める EPA/FTA 比率は 85.8％となる

（図 5-1）。 

なお、交渉中の国・地域は、カナダ、コロンビア、日中韓、東アジア地域包括的経済連携、

トルコ、GCC（アラブ首長国連邦，バーレーン，サウジアラビア，オマーン，カタール，ク

ウェート）、韓国となっている。 

 

表 5-1 日本の EPA・FTAの現状（発効済、署名済） 

 

出所：外務省ウェブサイトより作成 

 

 

図 5-1 日本の貿易総額に占める国・地域の貿易額の割合 

発行年 国 発行年 国

2002 シンガポール 2009 スイス

2005 メキシコ 2009 ベトナム

2006 マレーシア 2011 インド

2007 チリ 2012 ペルー

2007 タイ 2015 オーストラリア

2008 インドネシア 2016 モンゴル

2008 ブルネイ 2018 TPP11

2008 ASEAN 2018 TPP12（署名済）

2008 フィリピン 2019 日EU・EPA

発行済＋署名済 ： 計51.6％

交渉中 ： 計34.2％

発行済＋署名済＋交渉妥結＋交渉中 ： 計85.8％
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出所：外務省ウェブサイトより調査チーム作成 

 

GATT 第 24 条によると、モノの貿易において、FTAが最恵国待遇原則の例外として正当

化されるのは、構成国間の実質上全ての貿易を巡り関税が廃止されるなどの要件が満たさ

れる場合に限られる。この場合の実質上全ての貿易については、一般的には、貿易額ベース

で 90％以上の関税撤廃が 10 年以内に行われるといった基準があると考えられている10。 

途上国同士が締結する FTAの場合は、GATT 第 24 条の要件を必ずしも満たさなくてもよ

いとされる授権条項を適用することが可能である。しかし、先進国と途上国の間では、授権

条項の適用が認められていない。日本が途上国と FTA交渉を行う場合、相手国も日本と同様

に、GATT 第 24 条の義務を果たさねばなければならない11。 

 

5-3-2 パキスタンと他国の FTA 

（１）パキスタンと FTA・PTA 締結国・交渉国 

パキスタンは、慢性的な貿易赤字が続いており、「ビジョン 2025」では輸出額を 2014 年

の 250 億米ドルから 2025 年の 1,500 億米ドルへと増加させる目標を設定している。これ

までも商業省は、戦略的貿易政策フレームワーク（Strategic Trade Policy Framework: 

STPF 2015～2018）12を打ち出し、2018 年 6 月末迄に輸出を 350 億米ドルに増加させるた

めの取り組みを行ってきた。 

パキスタンは、6 カ国及び SAARC（南アジア地域協力連合）と FTA、PTA（特恵関税協

定）を締結している。PTAは部分的な品目に対する関税の低減であるのに対し、FTAは全

ての品目で関税の撤廃を試みるものである。パキスタンは、中国、マレーシアと FTAを締

結、インドネシア、イラン、モーリシャス、インドネシアと PTAを締結している。パキス

タンの既存の FTA 及び PTA 締結国との貿易額は、中国、インドネシアを除いて規模が小

さい。パキスタンの FTA・PTA 締結相手国は全て途上国であり、GATT 第 24 条の要件を

必ずしも満たさなくてもよいとされる授権条項が適用でき、PTAの締結が可能となる。 

交渉中・共同研究を行っている国は表 5-2 で示す通りであるが、2013 年にインドネシア

との FTA 締結を最後に、FTAは締結されていない。最近では、パキスタンとインドネシア

は PTA の見直しを進めており、エンガルティアスト・ルキタ・インドネシア商業相は、PTA

から FTA へと移行する可能性があることを示唆している13。 

 

表 5-2 パキスタンの FTA交渉の動向 

                                                 
10 安井正「我が国の経済連携協定交渉の現状について」『ファイナンス』42 巻 5 号, 2006.8, P.31 
11 馬場啓一「重層的通商政策の意義と問題点」『日本の新通商戦略』文眞堂, 2005, p.5 
12 https://www.tdap.gov.pk/pdf/trade_policy_18.pdf 
13 https://tribune.com.pk/story/1840613/2-pakistan-indonesia-pta-upgraded-fta/ 
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出所：JETRO ウェブサイトより調査チーム作成 

 

（２）パキスタンと FTA 締結国間の貿易動向 

⚫ 中国 

パキスタンにとって中国は米国、英国に次ぐ第 3 の輸出先国、第 1 位の輸入先国である

（2017 年）。対中国輸出の品目は、綿布・綿糸が輸出額全体の約 6 割を占め、その他、クロ

ミウム鉱石、コメ、魚類・甲殻類、医療器具等があるが、HS6 桁では上位 10 品目で約 7 割

を占める。 

中国との FTA は、フェーズ 1 とフェーズ 2 に分かれる。フェーズ１は 2007 年～2012 年

（2006 年 1 月に署名、2007 年 7 月に発効）であり、フェーズ１では、パキスタン側では

6,711 品目、中国側では 6,418 品目の関税低減が行われた14。フェーズ 2 は 2012 年より開

始の予定であったが依然交渉中であり、2019 年 1 月現在、未だ合意に至っていない。 

FTA により関税引き下げの対象となった品目の内、パキスタンでは僅か 4％の品目しか輸

出されていないのに対し、中国は 60％以上の品目がパキスタンに輸出されており、パキス

タンの輸出品目の多様化が限定的であることを示唆している。 

  

                                                 
14 http://www.commerce.gov.pk/about-us/trade-agreements/pak-china-free-trade-agreement-in-goods-investment/ 

国 主な内容

バングラデシュ 2003年11月、FTA締結へ向けた交渉が開始。

タイ 2015年8月、FTA締結へ向けた交渉が10年以上ぶりに開始。現在までに9回のFTA交渉が行われている。

シンガポール 2005年8月、貿易・投資・サービスを含む包括的FTAに関する交渉が開始され、第3回交渉まで終了している。

ヨルダン 2006年6月、第8回パキスタン・ヨルダン合同閣僚委員会において、FTA締結交渉を開始することで合意した。

ブルネイ 2008年8月、FTA締結に向けた第3回会合がイスラマバードで開催された。

モロッコ 2009年12月、特恵関税協定の交渉が開始された。

トルコ 2015年9月、特恵貿易協定の交渉が開始された。現在までに6回のFTA交渉が行われている。

サウジアラビア 2018年10月、FTA交渉入りで合意。
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表 5-3 対中国輸出・輸入上位 10品目（HS6桁）（2007年、2017年） 

 

出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

 

 

出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

輸出 (2007年) 千米ドル 輸出 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸出額 ％ HS 品目名 輸出額 ％

'520512

Single cotton yarn, of uncombed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

123,802 20% '520512

Single cotton yarn, of uncombed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

623,960 41%

'261000 Chromium ores and concentrates 86,606 14% '261000 Chromium ores and concentrates 94,097 6%

'520532

Multiple "folded" or cabled cotton yarn, of

uncombed fibres, containing >= 85% cotton

by weight ...

64,398 10% '100630
Semi-milled or wholly milled rice, whether or

not polished or glazed
79,456 5%

'520522

Single cotton yarn, of combed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

45,997 7% '520511

Single cotton yarn, of uncombed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

74,744 5%

'520511

Single cotton yarn, of uncombed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

36,391 6% '520912

Woven fabrics of cotton, containing >= 85%

cotton by weight and weighing > 200 g/m², in

three-thread ...

41,524 3%

'520531

Multiple "folded" or cabled cotton yarn, of

uncombed fibres, containing >= 85% cotton

by weight ...

14,011 2% '520532

Multiple "folded" or cabled cotton yarn, of

uncombed fibres, containing >= 85% cotton

by weight ...

33,975 2%

'410449

Hides and skins of bovine "incl. buffalo" or

equine animals, in the dry state "crust",

without ...

13,121 2% '520522

Single cotton yarn, of combed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

30,964 2%

'030379

Frozen freshwater and saltwater fish

(excluding salmonidae, flat fish, tunas,

skipjack or stripe-bellied ...

12,005 2% '520812

Plain woven fabrics of cotton, containing >=

85% cotton by weight and weighing > 100 g to

200 ...

28,771 2%

'521211

Woven fabrics of cotton, containing

predominantly, but < 85% cotton by weight,

other than those ...

11,277 2% '901580

Instruments and appliances used in geodesy,

topography, hydrography, oceanography,

hydrology, ...

23,652 2%

'520819

Woven fabrics of cotton, containing >= 85%

cotton by weight and weighing <= 200 g/m²,

unbleached ...

11,175 2% '251512

Marble and travertine, merely cut, by sawing

or otherwise, into blocks or slabs of a square

...

20,959 1%

194,976 32% 455,978 30%

613,759 100% 1,508,080 100%

Others

Total

Others

Total

輸入 (2007年) 千米ドル 輸入 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸入額 ％ HS 品目名 輸入額 ％

'852520

Transmission apparatus incorporating

reception apparatus, for radio-telephony,

radio-telegraphy, ...

392,506 9% '854140

Photosensitive semiconductor devices, incl.

photovoltaic cells whether or not assembled

in ...

627,009 4%

'852510

Transmission apparatus for radio-telephony,

radio-telegraphy, radio-broadcasting or

television

221,551 5% '851712
Telephones for cellular networks "mobile

telephones" or for other wireless networks
513,253 3%

'999999 Commodities not elsewhere specified 126,277 3% '310530

Diammonium hydrogenorthophosphate

"diammonium phosphate" (excluding that in

tablets or similar ...

450,289 3%

'310530

Diammonium hydrogenorthophosphate

"diammonium phosphate" (excluding that in

tablets or similar ...

115,100 3% '840211
Watertube boilers with a steam production >

45 t/hour
430,161 3%

'270400

Coke and semi-coke of coal, of lignite or of

peat, whether or not agglomerated; retort

carbon

101,528 2% '722530

Flat-rolled products of alloy steel other than

stainless, of a width of >= 600 mm, not

further ...

401,977 3%

'550320
Staple fibres of polyesters, not carded,

combed or otherwise processed for spinning
58,913 1% '850231 Generating sets, wind-powered 319,029 2%

'310430

Potassium sulphate (excluding that in tablets

or similar forms, or in packages with a gross

...

58,517 1% '851762

Machines for the reception, conversion and

transmission or regeneration of voice, images

or ...

257,144 2%

'070320 Garlic, fresh or chilled 58,154 1% '401120

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind

used for buses and lorries (excluding typres

with ...

168,723 1%

'310540

Ammonium dihydrogenorthophosphate

"monoammonium phosphate", whether or not

mixed with diammonium ...

51,153 1% '841430 Compressors for refrigerating equipment 148,750 1%

'401120

New pneumatic tyres, of rubber, of a kind

used for buses and lorries (excluding typres

with ...

50,952 1% '850239

Generating sets (excluding wind-powered and

powered by spark-ignition internal

combustion piston ...

124,519 1%

2,929,579 70% 11,942,544 78%

4,164,230 100% 15,383,398 100%

Others

Total

Others

Total
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⚫ インドネシア 

2003年 8月に PTA（特恵関税協定）の交渉が始まり、パキスタン側はオレンジ（kinnow）、

インドネシア側はパームオイルの関税率が争点となってきたが、8 回の交渉を経て、両国は

2012 年 2 月に PTA（特恵関税協定）に合意し、2013 年 9 月に PTA発効となった。これに

より、インドネシアは 216 品目について、パキスタンは 287 品目について、関税撤廃また

は関税率低減措置がとられることとなった。 

 

表 5-4 対インドネシア輸出・輸入上位 10品目（HS6桁）（2013年、2017年） 

 

出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

輸出 (2013年) 千米ドル 輸出 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸出額 ％ HS 品目名 輸出額 ％

'520100 Cotton, neither carded nor combed 39,864 28% '520100 Cotton, neither carded nor combed 28,051 17%

'100640 Broken rice 19,921 14% '100640 Broken rice 18,950 11%

'520932

Woven fabrics of cotton, containing >= 85%

cotton by weight and weighing > 200 g/m², in

three-thread ...

14,143 10% '481159

Paper and paperboard, surface-coloured,

surface-decorated or printed, coated,

impregnated or ...

17,641 11%

'100630
Semi-milled or wholly milled rice, whether or

not polished or glazed
7,095 5% '080529

Fresh or dried wilkings and similar citrus

hybrids
17,235 10%

'100590 Maize (excluding seed for sowing) 5,043 3% '100630
Semi-milled or wholly milled rice, whether or

not polished or glazed
11,418 7%

'740500

Master alloys of copper (excluding

phosphorus-copper compounds copper

phosphide" containing ...

4,482 3% '731029
Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar

containers, of iron or steel, for any material, ...
10,759 6%

'030339

Frozen flat fish "Pleuronectidae, Bothidae,

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and

Citharidae" ...

4,327 3% '520932

Woven fabrics of cotton, containing >= 85%

cotton by weight and weighing > 200 g/m², in

three-thread ...

9,440 6%

'740400

Waste and scrap, of copper (excluding ingots

or other similar unwrought shapes, of

remelted ...

3,943 3% '080521
Fresh or dried mandarins incl. tangerines and

satsumas (excl. clementines)
3,616 2%

'230120

Flours, meals and pellets of fish or

crustaceans, molluscs or other aquatic

invertebrates, ...

3,549 2% '410712

Grain splits leather "incl. parchment-dressed

leather", of the whole hides and skins of

bovine ...

3,498 2%

'520839

Woven fabrics of cotton, containing >= 85%

cotton by weight and weighing <= 200 g/m²,

dyed ...

2,933 2% '030339

Frozen flat fish "Pleuronectidae, Bothidae,

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and

Citharidae" ...

3,222 2%

39,080 27% 41,758 25%

144,380 100% 165,588 100%

Others

Total

Others

Total
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出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

 

⚫ マレーシア 

2006 年 1 月 1 日からアーリー・ハーベスト・プログラム（EHP）が実施され、マレーシ

ア側は 114 品目について、パキスタン側は 125 品目について関税を撤廃した15。2007 年 11

月、包括的自由貿易協定（FTA）が締結され、2008 年 1 月に発効となった。パキスタン側

は、2012 年までに全品目の 43.2％について、マレーシア側は 78％について関税を撤廃す

ることとした16。対マレーシア FTA は、パキスタンにとって物品貿易のほか、サービス貿

易、投資、経済協力を含む、初めての包括的な FTA となっており、両国は 5 年ごとに協定

を見直すことで合意している。 

対マレーシア輸出品目上位 5 位（HS6 桁）は、コメが輸出額全体の 13％を占め、魚類は

7％、ベッドリネンは 6％、アパレル 5%、軽量船舶 5％が続く。パキスタンの輸出品目の

内、最も輸出額が大きいのはコメであるが、特恵関税は適用されていない。 

 

表 5-5 対マレーシア輸出・輸入上位 10品目（HS6桁）（2008年、2017年） 

                                                 
15 http://www.commerce.gov.pk/about-us/trade-agreements/pak-malaysia-early-harvest-programme/ 
16 http://www.commerce.gov.pk/about-us/trade-agreements/pak-malaysia-trade-agreements/ 

輸入 (2013年) 千米ドル 輸入 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸入額 ％ HS 品目名 輸入額 ％

'151190

Palm oil and its fractions, whether or not

refined (excluding chemically modified and

crude)

953,605 50% '151190

Palm oil and its fractions, whether or not

refined (excluding chemically modified and

crude)

392,500 36%

'271019

Medium oils and preparations, of petroleum

or bituminous minerals, not containing

biodiesel, ...

385,463 20% '151110 Crude palm oil 84,341 8%

'151110 Crude palm oil 191,804 10% '271019

Medium oils and preparations, of petroleum

or bituminous minerals, not containing

biodiesel, ...

40,833 4%

'890800
Vessels and other floating structures for

breaking up
29,939 2% '230660

Oilcake and other solid residues, whether or

not ground or in the form of pellets, resulting

...

34,986 3%

'540247
Filament yarn of polyester, incl. monofilament

of < 67 decitex, single, untwisted or with a ...
14,446 1% '540247

Filament yarn of polyester, incl. monofilament

of < 67 decitex, single, untwisted or with a ...
26,253 2%

'841430 Compressors for refrigerating equipment 13,912 1% '890800
Vessels and other floating structures for

breaking up
18,794 2%

'382319

Fatty acids, industrial, monocarboxylic; acid

oils from refining (excluding stearic acid,

oleic ...

13,581 1% '151620

Vegetable fats and oils and their fractions,

partly or wholly hydrogenated, inter-

esterified, ...

16,954 2%

'540233
Textured filament yarn of polyester

(excluding that put up for retail sale)
10,511 1% '847130

Data-processing machines, automatic,

portable, weighing <= 10 kg, consisting of at

least a ...

13,609 1%

'390230 Propylene copolymers, in primary forms 9,892 1% '293040 Methionine 13,465 1%

'841510
Window or wall air conditioning machines,

self-contained or "split-system"
9,531 0% '441193

Fibreboard of wood or other ligneous

materials, whether or not agglomerated with

resins or ...

12,840 1%

287,053 15% 446,430 41%

1,919,737 100% 1,101,005 100%

Others

Total Total

Others
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出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

 

 

出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

  

輸出 (2008年) 千米ドル 輸出 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸出額 ％ HS 品目名 輸出額 ％

'100630
Semi-milled or wholly milled rice, whether or

not polished or glazed
23,721 17% '100630

Semi-milled or wholly milled rice, whether or

not polished or glazed
16,294 13%

'100590 Maize (excluding seed for sowing) 11,581 8% '030339

Frozen flat fish "Pleuronectidae, Bothidae,

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and

Citharidae" ...

9,417 7%

'030374
Frozen mackerel (Scomber scombrus,

Scomber australasicus, Scomber japonicus)
6,479 5% '630239

Bedlinen of textile materials (excluding of

cotton and man-made fibres, printed, knitted

or ...

7,311 6%

'420310

Articles of apparel, of leather or composition

leather (excluding clothing accessories,

footware ...

4,881 4% '620322

Men's or boys' ensembles of cotton

(excluding knitted or crocheted, ski

ensembles and swimwear)

6,554 5%

'630231
Bedlinen of cotton (excluding printed, knitted

or crocheted)
4,401 3% '890590

Light-vessels, fire-floats, floating cranes and

other vessels, the navigability of which is ...
6,481 5%

'630260

Toilet linen and kitchen linen, of terry

towelling or similar terry fabrics of cotton

(excluding ...

4,304 3% '310229

Double salts and mixtures of ammonium

sulphate and ammonium nitrate (excluding

goods of this ...

5,394 4%

'110423

Hulled, pearled, sliced, kibbled or otherwise

worked maize grains (excluding rolled, flaked,

...

4,054 3% '070310 Fresh or chilled onions and shallots 5,083 4%

'100640 Broken rice 3,669 3% '630260

Toilet linen and kitchen linen, of terry

towelling or similar terry fabrics of cotton

(excluding ...

4,318 3%

'520532

Multiple "folded" or cabled cotton yarn, of

uncombed fibres, containing >= 85% cotton

by weight ...

3,135 2% '350300

Gelatin, whether or not in square or

rectangular sheets, whether or not surface-

worked or coloured, ...

4,049 3%

'030379

Frozen freshwater and saltwater fish

(excluding salmonidae, flat fish, tunas,

skipjack or stripe-bellied ...

3,112 2% '070190 Fresh or chilled potatoes (excluding seed) 3,905 3%

68,731 50% 60,260 47%

138,068 100% 129,066 100%Total Total

Others Others

輸入 (2008年) 千米ドル 輸入 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸入額 ％ HS 品目名 輸入額 ％

'151190

Palm oil and its fractions, whether or not

refined (excluding chemically modified and

crude)

901,924 9% '151190

Palm oil and its fractions, whether or not

refined (excluding chemically modified and

crude)

392,500 4%

'151110 Crude palm oil 314,615 5% '151110 Crude palm oil 84,341 3%

'847130

Data-processing machines, automatic,

portable, weighing <= 10 kg, consisting of at

least a ...

24,392 3% '271019

Medium oils and preparations, of petroleum

or bituminous minerals, not containing

biodiesel, ...

40,833 3%

'390110
Polyethylene with a specific gravity of < 0,94,

in primary forms
19,088 3% '230660

Oilcake and other solid residues, whether or

not ground or in the form of pellets, resulting

...

34,986 3%

'400110
Natural rubber latex, whether or not

prevulcanised
18,234 2% '540247

Filament yarn of polyester, incl. monofilament

of < 67 decitex, single, untwisted or with a ...
26,253 3%

'540247
Filament yarn of polyester, incl. monofilament

of < 67 decitex, single, untwisted or with a ...
16,165 1% '890800

Vessels and other floating structures for

breaking up
18,794 2%

'390120
Polyethylene with a specific gravity of >=

0,94, in primary forms
14,685 1% '151620

Vegetable fats and oils and their fractions,

partly or wholly hydrogenated, inter-

esterified, ...

16,954 2%

'841430 Compressors for refrigerating equipment 13,681 1% '847130

Data-processing machines, automatic,

portable, weighing <= 10 kg, consisting of at

least a ...

13,609 1%

'291521 Acetic acid 12,992 1% '293040 Methionine 13,465 1%

'291612 Esters of acrylic acid 11,948 1% '441193

Fibreboard of wood or other ligneous

materials, whether or not agglomerated with

resins or ...

12,840 1%

1,693,664 70% 446,430 78%

4,164,230 100% 1,101,005 100%

Others Others

Total Total
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⚫ スリランカ 

パキスタンとスリランカの FTA は 2002 年 8 月に締結され、2005 年 7 月より発効となっ

た。FTA 発効後即時、パキスタンは HS6 桁の 206 品目、スリランカは 102 品目に対し関

税の即時撤廃が行われた。関税引き下げ対象外の品目（HS6 桁）は、パキスタンの 540 品

目に対し、スリランカは 607 品目であり、これ以外の品目に対する関税については、パキ

スタン側では 2008 年、スリランカ側では 2010 年を目標に完全撤廃が図られてきた17。 

2017 年、対スリランカ輸出の上位 10 位は、セメント、綿布、薬品、塩、コメ、エチルアル

コール等であり、対スリランカ輸出全体の 50％以上を占める。 

 

表 5-6 対スリランカ輸出・輸入上位 10品目（HS6桁）（2005年、2017年） 

 

出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

 

                                                 
17 http://www.commerce.gov.pk/about-us/trade-agreements/pak-srilanka-free-trade-agreement/ 

輸出 (2005年) 千米ドル 輸出 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸出額 ％ HS 品目名 輸出額 ％

'520819

Woven fabrics of cotton, containing >= 85%

cotton by weight and weighing <= 200 g/m²,

unbleached ...

22,645 15% '252329
Portland cement (excluding white, whether or

not artificially coloured)
24,988 9%

'521213

Woven fabrics of cotton, containing

predominantly, but < 85% cotton by weight,

other than those ...

20,980 14% '520932

Woven fabrics of cotton, containing >= 85%

cotton by weight and weighing > 200 g/m², in

three-thread ...

24,147 9%

'100630
Semi-milled or wholly milled rice, whether or

not polished or glazed
6,613 4% '100630

Semi-milled or wholly milled rice, whether or

not polished or glazed
15,883 6%

'730610

Line pipe of a kind used for oil or gas

pipelines, of iron or steel, of an external

diameter ...

6,527 4% '310229

Double salts and mixtures of ammonium

sulphate and ammonium nitrate (excluding

goods of this ...

15,309 6%

'520512

Single cotton yarn, of uncombed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

5,079 3% '300490

Medicaments consisting of mixed or unmixed

products for therapeutic or prophylactic

purposes, ...

13,134 5%

'300490

Medicaments consisting of mixed or unmixed

products for therapeutic or prophylactic

purposes, ...

4,672 3% '730690
Tubes, pipes and hollow profiles "e.g., open

seam, riveted or similarly closed", of iron or ...
10,954 4%

'630621 Tents of cotton (excluding fly sheets) 4,374 3% '520942

Denim, containing >= 85% cotton by weight

and weighing > 200 g/m², made of yarn of

different ...

10,638 4%

'030559
Dried fish, even salted but not smoked

(excluding fillets, offal and cod)
3,923 3% '070190 Fresh or chilled potatoes (excluding seed) 7,527 3%

'390410
Poly"vinyl chloride", in primary forms, not

mixed with any other substances
3,858 3% '300439

Medicaments containing hormones or

steroids used as hormones but not

antibiotics, put up in ...

7,268 3%

'521223

Woven fabrics of cotton, containing

predominantly, but < 85% cotton by weight,

other than those ...

3,435 2% '220710
Undenatured ethyl alcohol, of actual alcoholic

strength of >= 80%
6,576 2%

71,556 47% 132,494 49%

153,662 100% 268,918 100%Total Total

Others Others
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出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

  

輸入 (2005年) 千米ドル 輸入 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸入額 ％ HS 品目名 輸入額 ％

'120300 Copra 15,088 9% '890800
Vessels and other floating structures for

breaking up
30,518 4%

'090240

Black fermented tea and partly fermented tea,

whether or not flavoured, in immediate

packings ...

7,035 5% '140490 Vegetable products n.e.s 23,200 3%

'400121 Smoked sheets of natural rubber 6,396 3% '441114
Medium density fibreboard "MDF" of wood, of

a thickness > 9 mm
6,521 3%

'140490 Vegetable products n.e.s 5,221 3% '120300 Copra 4,792 3%

'880240

Aeroplanes and other powered aircraft of an

of an unladen weight > 15000 kg (excluding

helicopters ...

2,842 2% '845180
Machinery for dressing, finishing, coating or

impregnating textile yarns, fabrics or other ...
4,411 3%

'080119

Fresh coconuts, whether or not shelled or

peeled (excluding in the inner shell

"endocarp")

2,696 1% '400121 Smoked sheets of natural rubber 3,988 2%

'400129

Natural rubber in primary forms or in plates,

sheets or strip (excluding smoked sheets,

technically ...

2,617 1% '080111 Desiccated coconuts 3,175 2%

'441121

Fibreboard of wood or other ligneous

materials, whether or not agglomerated with

resins or ...

2,173 1% '080119

Fresh coconuts, whether or not shelled or

peeled (excluding in the inner shell

"endocarp")

1,993 1%

'890800
Vessels and other floating structures for

breaking up
1,709 1% '441112

Medium density fibreboard "MDF" of wood, of

a thickness <= 5 mm
1,840 1%

'400122 Technically specified natural rubber "TSNR" 1,174 1% '400129

Natural rubber in primary forms or in plates,

sheets or strip (excluding smoked sheets,

technically ...

1,834 1%

12,226 70% 21,080 78%

59,177 100% 103,352 100%

Others Others

Total Total
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⚫ イラン 

パキスタンは 2004 年にイランと PTA に署名し、2006 年に発効となった。パキスタンは

338 品目（HS6 桁）、イランは 309 品目につき関税引き下げを行った。対イラン輸入は急速

に拡大したが、対イラン国連制裁による影響等を受け、その後、貿易量は縮小した18。 

2017 年、パキスタンの対イラン輸出は、上位 10 品目（HS6 桁）が全輸出額の 96％近く

を占めており、内訳は、紙・ボール紙が 68％と大部分を占め、その次にコメが 10％となっ

ている。他方、対イラン輸入は石油が全体の 57％を占め、その他、フルーツが 10％、陶磁

製品が 7％を占めている 

 

表 5-7 対イラン輸出・輸入上位 10品目（HS6桁）（2006年、2017年） 

 

出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

                                                 
18 http://www.commerce.gov.pk/about-us/trade-agreements/pak-iran-preferential-trade-agreement/ 

輸出 (2006年) 千米ドル 輸出 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸出額 ％ HS 品目名 輸出額 ％

'100630
Semi-milled or wholly milled rice, whether or

not polished or glazed
109,954 62% '481159

Paper and paperboard, surface-coloured,

surface-decorated or printed, coated,

impregnated or ...

18,170 68%

'420310

Articles of apparel, of leather or composition

leather (excluding clothing accessories,

footware ...

12,570 7% '100630
Semi-milled or wholly milled rice, whether or

not polished or glazed
2,720 10%

'721420

Bars and rods, of iron or non-alloy steel, with

indentations, ribs, groves or other

deformations ...

6,229 3% '392350
Stoppers, lids, caps and other closures, of

plastics
1,043 4%

'550330

Acrylic or modacrylic staple fibres, not

carded, combed or otherwise processed for

spinning

5,930 3% '392010

Plates, sheets, film, foil and strip, of non-

cellular polymers of ethylene, not reinforced,

...

1,037 4%

'080520

Fresh or dried mandarins incl. tangerines and

satsumas, clementines, wilkings and similar

citrus ...

4,917 3% '630140

Blankets and travelling rugs of synthetic

fibres (excluding electric, table covers,

bedspreads ...

680 3%

'190110
Food preparations for infant use, put up for

retail sale, of flour, groats, meal, starch or ...
3,881 2% '901890

Instruments and appliances used in medical,

surgical or veterinary sciences, n.e.s.
675 3%

'531090

Woven fabrics of jute or of other textile bast

fibres of heading 5303, bleached, dyed, made

...

3,109 2% '890190

Vessels for the transport of goods and

vessels for the transport of both persons and

goods ...

552 2%

'550690

Synthetic staple fibres carded, combed or

otherwise processed for spinning (excluding

acrylic, ...

1,895 1% '050790

Tortoiseshell, whalebone and whalebone hair,

horns, antlers, hooves, nails, claws and

beaks, ...

317 1%

'521213

Woven fabrics of cotton, containing

predominantly, but < 85% cotton by weight,

other than those ...

1,757 1% '841480

Air pumps, air or other gas compressors and

ventilating or recycling hoods incorporating a

...

238 1%

'100640 Broken rice 1,262 1% '120740 Sesamum seeds, whether or not broken 124 0%

27,278 15% 978 4%

178,782 100% 26,534 100%Total Total

Others Others
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出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

  

輸入 (2006年) 千米ドル 輸入 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸入額 ％ HS 品目名 輸入額 ％

'270900
Petroleum oils and oils obtained from

bituminous minerals, crude
151,913 34% '271119

Gaseous hydrocarbons, liquefied, n.e.s.

(excluding natural gas, propane, butane,

ethylene, ...

55,816 17%

'720449

Waste and scrap of iron or steel (excluding

slag, scale and other waste of the production

of ...

80,146 18% '271012

Light oils and preparations, of petroleum or

bituminous minerals which >= 90% by

volume "incl. ...

44,685 14%

'290243 P-Xylene 26,073 6% '271320 Petroleum bitumen 37,864 12%

'260111
Non-agglomerated iron ores and concentrates

(excluding roasted iron pyrites)
19,332 4% '271600 Electrical energy 33,099 10%

'720810
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,

of a width of >= 600 mm, in coils, simply ...
10,382 2% '690723

Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles,

of a water absorption coefficient by weight ...
24,268 7%

'790112
Unwrought zinc, not alloyed, containing by

weight < 99,99% of zinc
8,367 2% '890800

Vessels and other floating structures for

breaking up
15,408 5%

'390120
Polyethylene with a specific gravity of >=

0,94, in primary forms
7,202 2% '271019

Medium oils and preparations, of petroleum

or bituminous minerals, not containing

biodiesel, ...

13,947 4%

'721420

Bars and rods, of iron or non-alloy steel, with

indentations, ribs, groves or other

deformations ...

5,962 1% '080810 Fresh apples 13,921 4%

'410510

Skins of sheep or lambs, in the wet state

"incl. wet-blue", tanned, without wool on,

whether ...

5,838 1% '720449

Waste and scrap of iron or steel (excluding

slag, scale and other waste of the production

of ...

7,121 2%

'843049

Boring or sinking machinery for boring earth

or extracting minerals or ores, not self-

propelled ...

5,466 1% '252329
Portland cement (excluding white, whether or

not artificially coloured)
5,948 2%

122,496 28% 75,103 23%

443,177 100% 327,180 100%

Others Others

Total Total
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⚫ モーリシャス 

2007 年 7 月、パキスタンはモーリシャスと PTA を締結し、2007 年 11 月に発効となっ

た。パキスタンは、130 品目（タリフラインの全体の 1.9％）の関税の引き下げを行い、

モーリシャスは 102 品目（タリフライン全体 1.64％の）の関税の引き下げを行っている

19。 

表 5-8 対モーリシャス輸出・輸入上位 10品目（HS6桁）（2007年、2017年） 

 

出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

 

                                                 
19 http://www.commerce.gov.pk/about-us/trade-agreements/pak-mauritius-preferential-trade-agreement/ 

輸出 (2007年) 千米ドル 輸出 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸出額 ％ HS 品目名 輸出額 ％

'100630
Semi-milled or wholly milled rice, whether or

not polished or glazed
22,663 64% '100630

Semi-milled or wholly milled rice, whether or

not polished or glazed
5,515 28%

'520512

Single cotton yarn, of uncombed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

2,777 8% '520512

Single cotton yarn, of uncombed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

2,658 14%

'520532

Multiple "folded" or cabled cotton yarn, of

uncombed fibres, containing >= 85% cotton

by weight ...

1,277 4% '520522

Single cotton yarn, of combed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

1,673 9%

'520511

Single cotton yarn, of uncombed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

880 2% '411310

Leather further prepared after tanning or

crusting "incl. parchment-dressed leather", of

goats ...

875 4%

'521031

Plain woven fabrics of cotton, containing

predominantly, but < 85% cotton by weight,

mixed ...

680 2% '630260

Toilet linen and kitchen linen, of terry

towelling or similar terry fabrics of cotton

(excluding ...

868 4%

'190531 Sweet biscuits 478 1% '190531 Sweet biscuits 814 4%

'520819

Woven fabrics of cotton, containing >= 85%

cotton by weight and weighing <= 200 g/m²,

unbleached ...

411 1% '520612

Single cotton yarn containing predominantly,

but < 85% cotton by weight, of uncombed

fibres ...

772 4%

'520531

Multiple "folded" or cabled cotton yarn, of

uncombed fibres, containing >= 85% cotton

by weight ...

409 1% '520942

Denim, containing >= 85% cotton by weight

and weighing > 200 g/m², made of yarn of

different ...

403 2%

'520522

Single cotton yarn, of combed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

349 1% '080529
Fresh or dried wilkings and similar citrus

hybrids
323 2%

'521051

Plain woven fabrics of cotton, containing

predominantly, but < 85% cotton by weight,

mixed ...

305 1% '300420

Medicaments containing antibiotics, put up

in measured doses "incl. those in the form of

transdermal ...

265 1%

5,314 15% 5,294 27%

35,543 100% 19,460 100%Total Total

Others Others
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出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（パキスタン側統計） 

  

輸入 (2007年) 千米ドル 輸入 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸出額 ％ HS 品目名 輸出額 ％

720449

Waste and scrap of iron or steel (excluding

slag, scale and other waste of the production

of ...

94 0% '890800
Vessels and other floating structures for

breaking up
2,411 12%

'400219

Styrene-butadiene rubber "SBR";

carboxylated styrene-butadiene rubber

"XSBR", in primary forms ...

74 0% '340111

Soap and organic surface-active products and

preparations, in the form of bars, cakes,

moulded ...

810 4%

'292429

Cyclic amides, incl. cyclic carbamates, and

their derivatives; salts thereof (excluding

ureines ...

52 0% '290513 Butan-1-ol "n-butyl alcohol" 218 1%

'999999 Commodities not elsewhere specified 37 0% '290512
Propan-1-ol "propyl alcohol" and propan-2-ol

"isopropyl alcohol"
170 1%

'400220
Butadiene rubber "BR", in primary forms or in

plates, sheets or strip
36 0% '261900

Slag, dross, scalings and other waste from

the manufacture of iron or steel (excluding

granulated ...

118 1%

'521051

Plain woven fabrics of cotton, containing

predominantly, but < 85% cotton by weight,

mixed ...

35 0% '720441

Turnings, shavings, chips, milling waste,

sawdust, filings, trimmings and stampings of

iron ...

71 0%

'720430

Waste and scrap of tinned iron or steel

(excluding radioactive, and waste and scrap

of batteries ...

33 0% '340119

Soap and organic surface-active products and

preparations, in the form of bars, cakes,

moulded ...

66 0%

'720441

Turnings, shavings, chips, milling waste,

sawdust, filings, trimmings and stampings of

iron ...

29 0% '470790

Recovered "waste and scrap" paper or

paperboard, incl. unsorted waste and scrap

(excluding ...

59 0%

'400231
Isobutylene isoprene rubber "IIR", in primary

forms or in plates, sheets or strip
28 0% '720430

Waste and scrap of tinned iron or steel

(excluding radioactive, and waste and scrap

of batteries ...

48 0%

'470790

Recovered "waste and scrap" paper or

paperboard, incl. unsorted waste and scrap

(excluding ...

27 0% '720449

Waste and scrap of iron or steel (excluding

slag, scale and other waste of the production

of ...

20 0%

95 0% 42 0%

540 2% 4,033 21%

Others Others

Total Total



66 

 

5-3-3 FTAがそれぞれに与える影響 

（１）日本に対する影響 

日本の対パキスタン輸入品目は、綿糸・綿布、ガーメントが主である。第 4 章の本邦企業

に対するアンケート調査結果のとおり、本邦及びパキスタンの繊維関係の企業からは FTA

締結を望む声もあった。表 5-13の上位 10品目で見ると、綿糸（HS520512）、綿布（HS520812、

HS520912）、アパレル（HS620342、HS620462）が対パキスタン輸入額の内、13％を占め

ている。 

また、繊維以外では、日本の対パキスタン輸入の内、エチルアルコール（HS227010）が

全体の 35.3％を占め、過去 5 年間で年率 5％増となっており増加傾向にある。表 5-14 は対

パキスタン輸入の主要農産物であり、エチルアルコールを除き、輸入額全体に占めるシェア

は小さいものの全体的に増加傾向が顕著である。 

 

表 5-9 日本の対パキスタン輸出・輸入上位 10品目（HS6桁）（2017年） 

 

出所：ITC TRADE MAPより調査チーム作成（日本側統計） 

  

輸出 （2017年） 千米ドル 輸入 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸出額 ％ HS 品目名 輸入額 ％

'870321

Motor cars and other motor vehicles

principally designed for the transport of

persons, incl. ...

274,615 12% '220710
Undenatured ethyl alcohol, of actual alcoholic

strength of >= 80%
152,354 35%

'870340
Motor cars and other motor vehicles

principally designed for the transport of ...
179,785 8% '271012

Light oils and preparations, of petroleum or

bituminous minerals which >= 90% by

volume "incl. ...

67,054 16%

'720839
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,

of a width of >= 600 mm, in coils, simply ...
173,220 7% '520512

Single cotton yarn, of uncombed fibres,

containing >= 85% cotton by weight and with

a linear ...

20,101 5%

'870422

Motor vehicles for the transport of goods,

with compression-ignition internal

combustion piston ...

152,915 7% '740400

Waste and scrap, of copper (excluding ingots

or other similar unwrought shapes, of

remelted ...

15,383 4%

'840991

Parts suitable for use solely or principally

with spark-ignition internal combustion

piston ...

95,285 4% '520812

Plain woven fabrics of cotton, containing >=

85% cotton by weight and weighing > 100 g to

200 ...

13,483 3%

'870840

Gear boxes and parts thereof, for tractors,

motor vehicles for the transport of ten or

more ...

87,756 4% '620342

Men's or boys' trousers, bib and brace

overalls, breeches and shorts, of cotton

(excluding ...

9,005 2%

'870324

Motor cars and other motor vehicles

principally designed for the transport of

persons, incl. ...

74,813 3% '740200
Copper, unrefined; copper anodes for

electrolytic refining
8,808 2%

'870323

Motor cars and other motor vehicles

principally designed for the transport of

persons, incl. ...

62,556 3% '620462

Women's or girls' trousers, bib and brace

overalls, breeches and shorts of cotton

(excluding ...

8,347 2%

'720838
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,

of a width of >= 600 mm, in coils, simply ...
61,436 3% '520912

Woven fabrics of cotton, containing >= 85%

cotton by weight and weighing > 200 g/m², in

three-thread ...

6,461 1%

'870423

Motor vehicles for the transport of goods,

with compression-ignition internal

combustion piston ...

54,869 2% '030617

Frozen shrimps and prawns, even smoked,

whether in shell or not, incl. shrimps and

prawns in ...

6,368 1%

1,107,679 48% 124,600 29%

2,324,929 100% 431,964 100%

OthersOthers

Total Total
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表 5-10 日本の農産物主要輸入品目（HS6桁）（2017年：日本側統計） 

 
出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（日本側統計） 

 

（２）パキスタンに対する影響 

パキスタンの対日輸入は、自動車車輛が主となっている。上位 10 品目の内、8 品目は車

輌、残りはショベル、エクスカベーター（HS8429）、圧延フラットロール製品（HS720839）

となっている。これら品目は、パキスタンの対日輸入全体の 57％を占めている。パキスタ

ンの経済成長に伴う国内の自動車需要に伴い、これら品目の過去 5 年の輸出額の伸びは顕

著である 

その他、自動車部品、医療用機器、精密機器等、高付加価値の製品やパキスタンの繊維産

業を支える織機等の資本財が多い。例えば、対日輸入の 11 位以下では、エンジンに使用す

る部品（HS840991）32 百万米ドル、織機（HS844630）22 百万米ドル、再生繊維・半合

成繊維の長繊維（550200）28 百万米ドル、測量機器（HS901580）12 百万米ドル、X 線機

器（HS902214）11 百万米ドル等、X 線機器・コンピュータ断層撮影装置（HS902212）等、

品目は多岐に及ぶ。 

  

単位：千米ドル

HSコード 主要品目 金額
対パキスタン輸入額

全体に占める割合

対パキスタン輸入額

が日本の世界からの

輸入に占める割合

年平均成長率

（2013-3017）

1 220710
Undenatured ethyl alcohol, of actual

alcoholic strength of >= 80%
152,354 35.3% 33% 5%

2 030617

Frozen shrimps and prawns, even

smoked, whether in shell or not, incl.

shrimps and prawns in . . .

6368 1.5% 0.4% 43%

3 050610 Ossein and bones treated with acid 4,952 1.1% 24% 77%

4 030499
Frozen fish meat n.e.s. (excluding

fillets)
3313 0.8% 1% -15%

5 120740
Sesamum seeds, whether or not

broken
2,974 0.7% 2% 9%

6 252610

Natural steatite, whether or not

roughly trimmed or merely cut, by

sawing or otherwise, into . . .

2700 0.6% 8% 4%

7 250100

Salts, incl. table salt and denatured

salt, and pure sodium chloride,

whether or not in aqueous . . .

2,556 0.6% 1% 26%

8 252620
Natural steatite and talc, crushed or

powdered
1414 0.3% 2% 14%

9 030389 Frozen fish, n.e.s. 743 0.2% 0.1% 6%

10 100630
Semi-milled or wholly milled rice,

whether or not polished or glazed
731 0.2% 0.04% 10%

431,964 100% - -4%全輸入品目合計
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表 5-11 パキスタンの対日輸入上位 10品目（HS6桁）（2017年） 

 

出所：ITC TRADE MAP より調査チーム作成（日本側統計） 

 

輸出 （2017年） 千米ドル

HS 品目名 輸出額 ％
CAGR

（2013-3017）

'870321

Motor cars and other motor vehicles

principally designed for the transport of

persons, incl. ...

385,105 17% 19

'720839
Flat-rolled products of iron or non-alloy steel,

of a width of >= 600 mm, in coils, simply ...
221,928 10% 26

'870322

Motor cars and other motor vehicles

principally designed for the transport of

persons, incl. ...

179,303 8% 17

'870323

Motor cars and other motor vehicles

principally designed for the transport of

persons, incl. ...

143,182 6% 19

'870422

Motor vehicles for the transport of goods,

with compression-ignition internal

combustion piston ...

98,347 4% 59

'870120 Road tractors for semi-trailers 90,988 4% 62

'870390

Motor cars and other vehicles principally

designed for the transport of persons, incl.

station ...

47,345 2% 69

'870210

Motor vehicles for the transport of >= 10

persons, incl. driver, with compression-

ignition ...

45,564 2% 22

'842959

Self-propelled mechanical shovels,

excavators and shovel loaders (excluding

self-propelled ...

44,895 2% 87

'870324

Motor cars and other motor vehicles

principally designed for the transport of

persons, incl. ...

42,693 2% 13

994,601 43% -

2,293,951 100% 4

Others

Total


