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　貧困、飢餓、感染症、気候変動、自然災害等、開発途
上国は数多くの深刻な課題に直面しています。これら
の課題を克服するためには膨大な資金が必要であり、
それをODAのみで満たすことは困難です。多様な資
金源を活用してそうした資金ニーズに応えていく必要
があり、中でも民間資金は重要な役割を果たすことが

期待されます。近年、途上国への民間資金の流れは大
きく増加しており、途上国に流れる資金の7割を占め
るといわれます。途上国に対するD

ダ ッ ク
AC諸国からの民

間資金は2011年には3,223億ドルであり、同年の
DAC諸国のODA総額1,340億ドルの2倍以上となっ
ています。

民間資金の流入と途上国の成長第1節

第2章 共に成長するODA第2章

「サイゴン東西ハイウェイ建設計画」のサイゴン川渡河トンネル内部で事業について説明する大林組の萩原正雄所長
（写真：佐藤浩治/JICA）



22　2012年版　政府開発援助（ODA）白書

第２章　共に成長するODA
第１節 民間資金の流入と途上国の成長

2012年版　政府開発援助（ODA）白書　　23

　途上国の効果的な開発にとって、民間セクターの役
割は重要です。海外からの直接民間投資は、途上国に
資金のみならず技術や知識、経験の移転をもたらし、
国内の産業の強化や雇用の増大にもつながります。ま
た、世界経済のグローバル化が進展する中、海外から
直接民間投資が増えれば、国際市場へのアクセスや国
際競争力を高めることにもなり、途上国の成長に大き
な役割を果たします。
　民間投資を呼び込むためには、安定した政治状況、
企業活動を可能とする法制度や信頼性の高い司法・裁
判制度、活動の基盤となるインフラ
等が整備されていることが不可欠で
す。従来、日本は途上国における民
間投資の促進を目指し、インフラや
貿易・投資環境の整備のための支援
に積極的に取り組んできました。特
にアジア地域では、日本のODAに
よる経済インフラ整備が呼び水と
なって民間投資が促進された結果、
高い経済成長を実現しました。
　アフリカ地域は、一部の国の政治
的不安定やインフラの不足等の制約
要因はあるものの、豊かな天然資源
や市場としての潜在性が広く認識さ
れており、民間セクターのアフリカ
地域への関心は高まっています。日
本もアフリカ開発会議（T

テ ィ カ ッ ド
ICAD）〔注15〕

の枠組みを通じて、民間セクター主
導のアフリカの経済成長を後押しし
ています。また、2012年のG8サミッ
トでは、サブサハラ・アフリカの食料
安全保障と栄養の向上のための新た
なイニシアティブとして「食料安全
保障および栄養のためのニュー・ア
ライアンス」が立ち上げられ、民間セ
クターの活力や技術革新を梃

て こ
子とし

て、アフリカの農業分野の成長を通
じて経済を発展させていくことが合
意されました。
　このように、ODAを活用してイン
フラや貿易・投資環境を整備するこ

とにより、途上国における企業活動の制約を減らし、
投資のコストやリスクを軽減することによって、民間
セクターの活動を促進させるという、ODAと民間資
金の密接な連携は、途上国、援助国、民間セクターの三
者すべてにとって有益です。ODAと民間資金が相乗
効果を発揮することによって、より効率的に途上国に
高い経済成長をもたらすことができます。また、日本
企業を含む民間企業にとっては海外での事業展開が容
易になり、新たなビジネスの可能性を広げることとな
るのです。

注15　アフリカ開発会議 TICAD：Tokyo International Conference on African Development

収穫した新米を持つモザンビーク・ザンベジア州の地元農民たち。日本はベトナムと協力して稲作生産性向上の
ための技術改善プロジェクトを行っている（168ページのコラム参照）（写真：谷本美加/JICA）
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　昨今のグローバル化に伴う新興国・途上国の急速な経済成長、少子高齢化に伴う国内需要の伸び悩みといっ
た状況の中、日本の中小企業が生き残るためには、新興国や途上国における海外の経済成長をいかにして国内
に取り込むかが重要な課題になっています。中小企業の海外展開支援については、中小企業海外展開支援会
議の事務局となっている経済産業省とも連携し、外務省・JICAも、途上国支援と国内経済の活性化の両立に資
する新たな取組を2012年度より開始しました。具体的には、経済産業省・中小企業庁・日本貿易振興機構
（JETRO）〔注16〕とも緊密に連携しながら、ODAを活用して、途上国の開発課題の解決を図り、優れた製品・技
術を有する一方で海外事業に関する知見やノウハウの情報を必要としている日本の中小企業等の海外展開に
も貢献することを目指します。第1章第5節において、優れた技術やノウハウを持つ地方自治体との連携を紹
介しましたが、中小企業についても、ODAを活用して支援するものです。以下のような新たなスキーム（援助
手法）の立ち上げや既存スキームの活用により、ODAを通じた二国間関係の強化と経済外交の一層の推進を
同時に図る考えです。

　プロジェクト型の無償資金協力としては、中小企業
の優れた技術・製品を活用して施設などの整備を行う
ことが可能です。たとえば、再生可能エネルギー分野
で、日本の中小企業の技術に優位性がある小水力プラ
ントを利用した地方電化プロジェクトを予定してお
り、現在JICAが協力準備調査を実施しているところ
です。
　ノン・プロジェクト無償資金協力としては、途上国の

要望を踏まえて日本の中小企業の製品の購入を支援す
る「中小企業ノン・プロジェクト無償」を2012年度か
ら開始するため、その制度設計および途上国に対する
要望調査を行い、その結果を踏まえて実施します。日
本の中小企業が製造している製品のうち、被援助国に
ニーズがあり、その経済社会開発に役立つと考えられ
る品目の購入を、被援助国の要請に基づき支援するも
のです。

　2012年度から、新たに上記の委託調査事業を開始
しました。同調査事業は、①ニーズ調査、②案件化調
査、③途上国政府への普及事業の3つから成ります。
① ニーズ調査は、日本の中小企業の製品・技術の開発

課題の解決における活用ニーズを網羅的に把握し、
開発援助案件としての事業化に必要な調査を開発
コンサルタントなどに委託して行うものです。

② 案件化調査、および、③途上国政府への普及事業は、
日本の中小企業等からの提案に基づき、ODA事業
への展開を念頭に、途上国政府関係機関等と協議の
上、中小企業等の製品・技術の活用、または技術指導

等を行うもので（③については製品・技術の現地に
おけるニーズ調査や紹介、試用、適合性の検証を含
みます）、途上国の開発に資する事業計画の立案等
を支援します。なお、これら案件化調査、途上国政
府への普及事業については、2012年度の経験を元
に制度面での手直し等を加えながら継続していき
ます。

　いずれも2012年7月下旬の応募締切日までに、採
択予定数に対し3 〜 4倍の応募があり、外部専門家を
含む審査員による厳正な審査を経て、ニーズ調査8件、
案件化調査32件、途上国政府への普及事業10件を採

ODAによる途上国支援と中小企業の海外展開第2節

注16　日本貿易振興機構JETRO：Japan External Trade Organization

1.   中小企業と連携したプロジェクト型の無償資金協力および  
ノン・プロジェクト型の無償資金協力

2.  途上国支援と中小企業等の海外事業展開のマッチングに係る  
委託調査事業
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第 2 節 ODA による途上国支援と中小企業の海外展開

択しました。地域としては、ベトナム、フィリピン、イ
ンドをはじめアジアに、分野については、環境・エネル
ギー・廃棄物処理、職業訓練・産業育成、水の浄化・水処

理等に多数の提案が寄せられました。今後、ODAを活
用し、中小企業の海外展開支援に貢献する優良案件の
形成に努めていきます。

　日本の中小企業が海外展開する上で、人材の育成・
確保は重要な課題です。このため、中小企業の人材が
途上国での国際協力活動を経験することができる
JICAを通じた技術協力やボランティア派遣（「青年海
外協力隊(JOCV)」と「シニア海外ボランティア（SV）」
を活用し、中小企業の優れた人材や技術と連携した研
修生受入れや専門家派遣も強化していきます。JOCV
とSVについては、2012年度から中小企業におけるグ
ローバルな視野を持った人材育成の場としても活用
できる「民間連携ボランティア」制度を新たに実施する
こととしました。同制度では、社員派遣を希望する中
小企業との間で、事前に派遣希望国・職種・期間・時期

について企業側の要望を聴取、調整するなど、通常の
ボランティアよりも中小企業の方が参加しやすい仕組
みとしています。
　また、経済産業省でも、日本の若手人材を対象に途
上国に派遣する海外インターンシップの取組を新たに
開始しています。そのほか、中小企業が海外に事業を
展開する上で必要となる現地の産業人材育成の取組
として、現地拠点で必要となる幹部人材などの受入研
修や専門家派遣を通じた生産管理技術の移転などの
支援を実施しているほか、日本の優れた中小企業の技
術をPRするためのセミナーや現地企業関係者と国内
中小企業との交流を促進しています。

3. 技術協力を通じた支援

4. 連携事例
　日本製の農業機械の販路を世界に拡大したいが、ビ
ジネス拡大の手がかりとなる現地の情報や人脈が不
足している、という北海道の農業経営者の声と、農業
振興による経済成長のために優れた農業技術を学び
たい、というウクライナ政府関係者・農業関係者の声
を受けて、ODAを活用し、JICAがウクライナから政
府関係者・農業関係者を招待して、小麦の品質管理技
術等の研修を実施しました。この研修を通じて、ウク
ライナ側は日本の農業技術等を学ぶとともに、日本の
農業経営者・農業機械メーカー等は人脈を形成するこ
とに成功しました。

　また、ODAを活用した中小企業等の海外展開支援
に係る委託事業「案件化調査」で採択された例として

「太陽光発電を用いた水浄化事業案件化調査」があり
ます。これは水の浄化に必要な電力インフラが整備さ
れておらず、水道が普及していないケニアの農村部に
おいて、太陽光発電式小規模分散型浄水システムの導
入・普及を図る事業の調査を行うものです。このシス
テムで安全な水を供給することにより、ケニアの衛生
環境改善とともに、日本の中小企業の水関連ビジネス
の展開への貢献が期待されます。
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　開発途上国の貧困削減のためには、人間の基礎的
ニーズ（BHN）〔注17〕への対応に加えて、持続的な経済成
長の実現と安定的な雇用の拡大が重要です。G8、G20
といった国際的なフォーラムにおいても、原材料・製
品の輸送網の構築や工場の操業に必要な電力供給など
経済活動を支えるインフラ（経済社会基盤）の整備、そ
れを通じた貿易・投資の活性化が重要であることにつ
いて幅広い意見の一致が見られます。新興国・途上国
におけるこうした旺盛なインフラ需要は日本の企業に
とって大きなビジネスチャンスをもたらすものでもあ
り、日本は官民で積極的に連携してインフラ関連産業
の国際展開に取り組んでいます。民間の資金・技術も
動員して開発途上国のインフラ整備を進めることは、
途上国経済にも多くの恩恵をもたらします。海外直接
投資の促進による新たな産業の創出、技術移転を通じ
た産業の高度化、雇用促進など多様な効果が見込まれ
ます。
　日本の経済の視点からは、開発途上国のインフラ整

備は日本企業の投資環境整備につながり、成長する海
外市場の需要を取り込むことになります。日本企業の
投資先として期待が高まる地域において、日本政府は、
道路・橋梁・鉄道・港湾・空港などの輸送網の整備に向け
た支援を実施しているほか、高効率の火力発電所等日
本の優れた技術を活用した電力の安定供給のための支
援や防災等に対応するための情報通信技術の支援等を
行っています。同時に、法制度整備支援や税関の能力
向上等も投資環境改善に極めて重要です。
　ある国同士が貿易を行う場合、地理的な距離に比例
した物流コストが発生します。一般的には、距離が離
れるほど貿易量は低減しますが、輸送インフラを整備
することによって、輸送日数の短縮・輸送量の増加を
図ることができ、貿易を盛んにすることが可能です。
物理的に離れた経済圏同士の物流量を増大させること
で、経済統合を進め、一層の貿易の活性化が期待でき
ます。また、こうした経済統合は、域内の格差是正にも
有効です。

インフラ輸出を通じた成長への貢献第3節

注17　人間の基礎的ニーズBHN：Basic Human Needs

　開発途上国の貧困削減のためには、人間の基礎的
ニーズ（BHN）〔注17〕への対応に加えて、持続的な経済成
長の実現と安定的な雇用の拡大が重要です。G8、G20
といった国際的なフォーラムにおいても、原材料・製
品の輸送網の構築や工場の操業に必要な電力供給など
経済活動を支えるインフラ（経済社会基盤）の整備、そ
れを通じた貿易・投資の活性化が重要であることにつ
いて幅広い意見の一致が見られます。新興国・途上国
におけるこうした旺盛なインフラ需要は日本の企業に
とって大きなビジネスチャンスをもたらすものでもあ
り、日本は官民で積極的に連携してインフラ関連産業
の国際展開に取り組んでいます。民間の資金・技術も
動員して開発途上国のインフラ整備を進めることは、
途上国経済にも多くの恩恵をもたらします。海外直接
投資の促進による新たな産業の創出、技術移転を通じ
た産業の高度化、雇用促進など多様な効果が見込まれ
ます。
　日本の経済の視点からは、開発途上国のインフラ整

備は日本企業の投資環境整備につながり、成長する海
外市場の需要を取り込むことになります。日本企業の
投資先として期待が高まる地域において、日本政府は、
道路・橋

きょうりょう
梁・鉄道・港湾・空港などの輸送網の整備に向け

た支援を実施しているほか、高効率の火力発電所等日
本の優れた技術を活用した電力の安定供給のための支
援や防災等に対応するための情報通信技術の支援等を
行っています。同時に、法制度整備支援や税関の能力
向上等も投資環境改善に極めて重要です。
　ある国同士が貿易を行う場合、地理的な距離に比例
した物流コストが発生します。一般的には、距離が離
れるほど貿易量は低減しますが、輸送インフラを整備
することによって、輸送日数の短縮・輸送量の増加を
図ることができ、貿易を盛んにすることが可能です。
物理的に離れた経済圏同士の物流量を増大させること
で、経済統合を進め、一層の貿易の活性化が期待でき
ます。また、こうした経済統合は、域内の格差是正にも
有効です。

岸田文雄外務大臣は訪問先のフィリピンでデル・ロサリオ外務大臣と会談し、ビジネス環境整備等を通じた貿易・投資の拡大、インフラ整備などの協力を進めることで一致した
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第 3 節 インフラ輸出を通じた成長への貢献

　日本は、世界各地で経済回廊＊などの広域インフラ
整備の支援を行っており、域内貿易活性化を通じた開
発途上国の経済成長実現に取り組んでいます。2011
年11月の日・ASEAN首脳会議では、事業規模として
約2兆円と見積もられる地域内の連結性強化に役立つ
主要案件リスト「フラッグシップ・プロジェクト」の実
施のために、ODAも含めて活用していく必要性に言
及しました。また2012年の第4回アフリカ開発会議

（T
テ ィ カ ッ ド
ICAD IV）フォローアップ会合においても、アフリ

カの成長加速化のためのインフラ整備の重要性を指摘
し、引き続き支援に取り組んでいくことを表明してい
ます。開発途上国でのインフラ整備を支援するために、
日本は今後もODAを様々な形で活用していきます。
　開発途上国のインフラ整備を進めるためには民間と
の連携が重要であり、日本のODAは、そうした新たな
政策ニーズに対応するため既存の制度改善や新制度の
導入を進めています。JICAは、民間企業の知識・経験、
資金、技術等を活用するとともに、民間企業の海外展
開を後押しするため、官民連携（PPP）＊インフラの事業
化調査の提案を民間より公募し、提案した企業に調査
を委託する制度を2010年度より開始しました。これ
までに26件の案件が採択され（2012年12月現在）、
多くの企業がインフラODA案件の形成に取り組んで
います。
　途上国の開発に貢献する民間事業へ直接の出資・融
資を行うJICA海外投融資制度＊についても、インフラ
分野を含む案件の審査等を試験的に実施した上で、実

施体制の検証を完了し、2012年10月に本格再開を
実現しました。海外投融資本格再開後の第１号案件と
して、2013年1月30日には、「ベトナム国ロンアン
省環境配慮型工業団地関連事業」の融資契約の調印が
行われました。
　この事業は、急速な工業化が進むベトナムにおい
て、ロンアン省内の工業団地に対して、日本企業がそ
の技術・ノウハウを活用し、工業団地内で排出される
排水の処理、および給電関連の整備・運営維持管理の
サービス提供を実施し、環境配慮を行った工業団地の
整備を推進するものです。この事業が今後の官民連携

（PPP）案件のモデルケースとなり、インフラ分野での
官民連携が進展していくことが期待されます。
　また、公的ファイナンス支援の強化の一環として、
上述の海外投融資の本格再開に加え、円借款の戦略的
活用も重要であり、円借款手続きの迅速化や中進国お
よび中進国を超える所得水準の途上国への柔軟な活用
などに取り組んでいるところです。
　加えて、経済産業省においては技術協力に関し、現
地の企業人材等に対する日本のインフラ技術の理解の
促進に向けた研修事業や、日本企業がインフラ案件を
受注する上で不可欠なコスト競争力の確保に向けた現
地拠点人材の育成、日本の若手人材の政府系インフラ
機関等に対する派遣を通じた、現地におけるネット
ワーク強化とグローバル人材育成の支援に取り組んで
います。

プノンペン市内に架かるチュルイ・チョンバー橋。通称は「日本橋」。日本のODAで
修復した（写真：佐藤浩治/JICA）

発展するホーチミン市。サイゴン東西ハイウェイとトンネルを眼下に望む
（写真：永武ひかる/JICA）
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経済回廊
道路や橋といったハードインフラ整備に加え、通関手続きの簡素化等
のソフトインフラも整備し、開発の恩恵が回廊沿いの産業発展や人々
の生活改善にも及ぶように計画されたプロジェクト群を意味する。こ
のように物流インフラを総合的に整備し、地域間の輸送量を増やすこ
とで、経済の活性化を目指す。具体的な例では、メコンの各地域を結
ぶ、ミャンマーからタイを経由し、ラオス、ベトナムを結ぶルートの東西
経済回廊、タイ・バンコクからカンボジアを経てベトナム・ホーチミンに
至る南部経済回廊などがある。

ODAを活用した官民連携
（PPP： Public-Private Partnership）
官によるODA事業と民による投資事業などが連携して行う新しい官
民協力の方法。民間企業の意見をODAの案件形成の段階から取り
入れて、たとえば、基礎インフラはODAで整備し、投資や運営・維持
管理は民間で行うといったように、官民で役割分担し、民間の技術や
知識・経験、資金を活用し、開発効率の向上とともにより効率的・効果
的な事業の実施を目指す。
PPPの分野事例：上下水道、空港建設、高速道路、鉄道など。

JICA海外投融資
JICAが行う有償資金協力で、日本の民間企業が途上国で実施する開
発事業に対し、必要な資金を出資・融資するもの。民間企業の開発途
上国での事業は、雇用を創出し経済の活性化につながるが、様々なリ
スクがあり高い収益が望めないことも多いため、民間の金融機関から
十分な資金が得られないことがある。海外投融資は、そのような事業
に出資・融資することにより、開発途上地域の開発を支援するもの。支
援対象分野は①MDGs・貧困削減、②インフラ・成長加速化、③気候変
動対策。円借款は途上国政府に行う経済協力であるのに対して、海外
投融資は、日本の民間企業が途上国の政府以外の民間企業と行う活
動に対し支援を行うことを通じて開発に貢献するもの。

＊用語解説

タジキスタンの首都とアフガニスタン国境を結ぶ国道の建設現場
（写真：久野真一/JICA）

国道の改修工事。橋梁工事の現場で進捗状況をチェックする日本とガーナの技術者
（写真：飯塚明夫/JICA）
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第 4 節 豊かな潜在力を持つメコン・インド・アフリカ

　厳しさを増しつつある国内のビジネス環境の中で、新たな事業展開のため、また、市場を求めて、海外に進
出を図る日本企業が増えています。そうした企業の事業拡大の受け皿としてメコン地域は改めて重要性を増
しつつあります。巨大な人口と高い経済成長を遂げているインドとの経済関係も今後さらなる発展の可能性
を持っています。インドを国内市場中心にではなく、輸出拠点として見る企業も出始めてきています。また、
一部に成長の兆

きざ
しを見せ始めたアフリカは豊かな資源の供給元のみならず、将来の市場としての可能性も秘

めています。豊かな潜在力を持つこうした国や地域において、援助を受ける側、援助を行う側の双方が共に成
長を加速させるための支援を、日本としても積極的に行っていきます。

豊かな潜在力を持つメコン・インド・アフリカ第4節

　メコン川流域のメコン地域諸国（カンボジア、ラオ
ス、ミャンマー、タイ、ベトナム）の多くは、長らく戦争、
紛争の中にありました。1975年まで30年以上も続
いたベトナムでの戦争後もカンボジアでのポルポト政
権による虐殺などの悲劇が続きました。ようやく
1991年のカンボジアの和平合意により、地域全体に
平和が確立されたのは、今からわずか20年前のこと
です。日本政府はこの間、一貫してメコン地域の安定・
発展をアジア外交の柱とし、地域の安定と発展に大き
く貢献してきました。メコン地域諸国はいずれも伝統
的な親日国で、豊富な天然資源と労働力を有し、日本
企業の関心が特に高い地域です。メコン地域諸国は他
のASEAN諸国とは違い、陸続きで国土が隣接してお
り、未開発の広大な内陸部が存在しています。つまり、
発展のためには、インフラ整備、資源開発など地域内
での協力が不可欠なのです。日本政府は、この点を踏
まえ、メコン地域で活動を行っている産業界の具体的
なニーズも把握しながら、メコン地域のインフラ開発・
産業発展に向けた協力を進めています。また、地域開
発に向けた域内協力に対しても日本として積極的に取
り組んでいます。
　日本とメコン諸国との関係は緊密です。2008年か
らは日メコン外相会議を、さらに2009年からは日メ
コン首脳会議をいずれも毎年開催しています。2012
年4月に東京で開催された第4回日メコン首脳会議で
は、2015年までの日メコン協力の新たなビジョンを

示す「東京戦略2012」を採択しました。この中で「メコ
ン連結性を強化する」（域内の連結性支援）、「共に発展
する」（投資・貿易の促進）、「人間の安全保障・環境の持
続性を確保する」（災害対策、母子保健等への支援）と
いう新たな協力の柱が示されています。また、日本は、
この実現に向けた具体的手段として、ODAについて、
2013年度以降3年間で、約6,000億円の支援を実施
することを表明したほか、ラオスにおける国道9号線

（メコン地域東西経済回廊）整備計画や南部地域電力系
統整備事業計画、カンボジアにおけるネアックルン橋

きょう

梁
りょう

建設事業（メコン地域南北経済回廊）やミャンマーに
おけるティラワ経済特別開発事業を含む事業総額約2
兆3,000億円と見積もられる主要インフラ案件（57案
件）のリストを各国に対して提示しました。さらに
2012年7月にカンボジア・プノンペンで開催された
第5回日メコン外相会議では、「東京戦略2012の実
現のための日メコン行動計画」を採択しています。
　また、官民が協力してインフラの建設や運営を行う
ことが増えてきたことも踏まえ、ODAにおいても、日
本企業からの提案に基づき、円借款等の事業実施を前
提とした案件を進めることとしています。具体的には、
ベトナムのラックフェン国際港建設計画の実施、海外
投融資を活用したロンアン省環境配慮型工業団地関連
事業の実施やロンタイン新国際空港建設事業などにつ
いての案件形成に向けた調査が行われています。

1. メコン
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タ　イ

ミャンマー

バングラデシュ 中　国

メコン川

ラオス

ベトナム

ハノイ市都市鉄道１号線
建設計画

ノイバイ国際空港
第二旅客ターミナル建設計画

ラックフェン国際港建設計画

南北高速道路建設計画

国道９号線整備計画

国道１号線改修計画

南部地域電力系統整備計画

ビエンチャン
国際空港拡張計画

ホーチミン都市鉄道１号線
建設計画

シェムリアップ上水道拡張計画

ネアックルン橋梁建設計画

シハヌークビル港多目的ターミナル
整備計画

都市鉄道（バンコク）

ティラワ地区開発計画

カンボジア

マレーシア

衛星情報の活用
による災害・気候
変動対策計画
（ベトナム）

宇宙空間

メコン地域東西経済回廊

南北経済回廊

南部経済回廊

空港
港
鉄道
道路
橋
電力
上水道
宇宙空間

メコン地域における日本のODAによる協力（主要インフラ）

カンボジア「国道1号線改修計画」
改修済みの歩道では、子どもたちは、安全に通学できるようになっている。ネアックル
ンまでこのような道が続く（写真：高橋智史/JICA）

カンボジア「ネアックルン橋梁建設計画」
ネアックルン橋梁建設予定地にて測量作業中のベトナム人技術者

（写真：佐藤浩治/JICA）

カンボジア
首都：プノンペン
人口：1,431万人
１人当たりGDP：
　900ドル

ラオス
首都：ビエンチャン
人口：629万人
１人当たりGDP：
　1,320ドル

ミャンマー
首都：ネーピードー
人口：6,242万人
１人当たりGDP：
　804ドル

タイ
首都：バンコク
人口：6,952万人
１人当たりGDP：
　4,971ドル

ベトナム
首都：ハノイ
人口：8,784万人
１人当たりGDP：
　1,412ドル

（出典）世銀統計（2011年値） ミャンマーのみIMF統計（2011年推定値）
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　インド進出を目指す日本企業はますます増えていま
す。少子高齢化により国内市場が縮小する中で、イン
ドを中国に次ぐ巨大市場ととらえる企業は多く、近年
の高い経済成長率（2006-2011年の平均GDP〔注18〕成
長率は8.5%）も相まって2012年10月時点で進出日
系企業は 926 社に上りました。日インド貿易額も
2002年の4,958億円から2011年の1兆4,253億円
へ、直接投資も2002年の187億円から2012年2,215
億円（暫定値）へと大幅に拡大しています。
　インド政府側も規制緩和を行うなど外国資本の受入
れに前向きになったこともあり、多くの日系企業が高い
潜在成長性を持つインドに注目しているのです。2011
年度の日本企業に対する国際協力銀行（JBIC）〔注19〕調査
によれば、インドは事業展開先として長期的に有望な
国の中で、中国を抑え第1位となっています。
　2011年8月に発効した日インド包括的経済連携協
定（CEPA）〔注20〕も追い風となっています。この協定の
下で両国は今後10年間で貿易額の約94％の関税を撤
廃することとなり、二国間貿易は大幅に増えることが
期待されます。インドを輸出拠点としてとらえる日本
企業も増えており、欧州・アフリカ向け輸出のための
グローバル拠点に位置付けている企業もあります。
　ただし、企業進出にも問題がない訳ではありません。
企業が投資先としてのインドの課題として第一に挙げ

るのは、インフラの未整備によるコストの問題です。
たとえば、物流に関して、鉄道輸送では旅客優先のた
めに運行スケジュールが乱れやすい上、貨物運賃は旅
客に対して高めに設定されている、幹線道路未整備の
ために遅延や貨物の棄損が頻繁に起こる、などの問題
があります。これに対して、日本の技術を活用し、デ
リー・ムンバイ間（西回廊）貨物専用鉄道建設事業を円
借款により支援しています。これにより今後見込まれ
る貨物輸送需要に対応し、物流ネットワークの効率化
を図ることができます。デリー、ムンバイを含む西回
廊の周辺には多くの日系企業の拠点があるため、現在
そうした企業の行う事業の障害となっている運輸イン
フラも改善されることになります。
　インドでは、また、恒常的な電力不足と停電の頻発
が深刻で、工場では自家発電設備が不可欠となってい
ます。こうした状況に対し、日本は、タミル・ナド州送
電網整備計画を支援することで、チェンナイ周辺をは
じめとする州内全域の電力の安定供給を行い、州内の
生活環境の改善、進出日本企業のビジネス環境の改善、
投資促進に貢献しています。さらに、日本企業の進出
が著しいインド南部における、運輸・電力セクターな
どをはじめとする地域の総合開発を目的としたマス
タープランづくりについても協力しています。

　2000年以降のアフリカの平均経済成長率は5％を
超えています。2001年からの10年間で名目GDPは
約2.8倍（1兆6,200億ドル）、貿易量は約3.6倍（9,700
億ドル）になりました。また、アフリカへの直接投資額
はこの10年で約5倍（550億ドル）に上り、2007年に
は、アフリカへの直接投資額がアフリカへのODA額
を超えています。アフリカは、アジアに次ぐ新たな経
済フロンティアとして世界の注目を集めています。
　アフリカ経済の好調を支えている大きな要因は、豊
富な天然資源と高い人口成長率です。白金族（世界全
体の埋蔵量の約95％）、ダイヤモンド（同約59％）、コ
バルト（同約49％）、クロム（同約42％）といった鉱物

資源の埋蔵量はアフリカに集中しており、また、石油
埋蔵量トップ20のうち4か国、天然ガス資源埋蔵量
トップ20のうち3か国もアフリカが占めています。
こうした天然資源の開発を進め、強固で持続可能な経
済成長にも役立つインフラ整備はアフリカにとって差
し迫った課題であり、現在、様々なレベルで、主要な港
湾都市や内陸都市、さらに資源産出地を結ぶために、
道路、鉄道、港湾、国境施設といったインフラ整備を目
的とする回廊計画（南北回廊、ナカラ回廊など）などの
インフラ開発計画が進行中です（世界銀行の試算によ
れば、アフリカのインフラ需要見込みは年間当たり
930億ドルです）。

2. インド

3. アフリカ

注18　国内総生産 GDP：Gross Domestic Product
注19　国際協力銀行 JBIC：Japan Bank for International Cooperation
注20　包括的経済連携協定 CEPA：Comprehensive Economic Partnership Agreement

第 4 節 豊かな潜在力を持つメコン・インド・アフリカ
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　アフリカの平均人口成長率は2.3％と六大陸中最も
高く、10年ごとに3億人増加する見込みです（2010
年の総人口は約10億人）。2010年のアフリカの1人
当たりGNI〔注21〕は1,570ドルで、同様の人口規模を
有するインドの約1.2倍であり、将来の消費市場とし
ての潜在性の大きさがうかがい知れます。現在、アフ
リカでは経済統合の動きが進んでおり、大陸レベルで
は2017年までの自由貿易地域（FTA）〔注22〕の創設、地
域レベルでも2014年までのFTA創設を目指してい
ます。
　アフリカは、同時に社会的課題（貧困削減、基礎的
サービスの提供等）を抱えており、これら課題の解決
とビジネスの両立を目指すBOPビジネス＊が拡大し
つつあります。日本企業のアフリカでのBOPビジネ
スに対する支援手段としては、JETROによる、パート
ナー発掘や現地ニーズ・市場調査のための個別相談対

応、JICAによるBOP層の開発課題の解決に役立つビ
ジネスモデルとの連携のための調査や関連事業への投
融資等が整備されています。
　2013年6月、横浜で開催されるT

テ ィ カ ッ ド
ICAD Vでは、質

の高い成長を目指し、より強固で持続可能な経済を実
現するため、官民連携の下、インフラ開発等へ民間セ
クターの関与を促進させる具体的な取組が議論されま
す。アフリカ経済の潜在性の大きさと、アジアに次ぐ
経済フロンティアとしてのビジネスチャンスに世界の
注目が集まる今、アフリカ各国から日本企業の投資増
が期待されていることを踏まえ、TICAD Vが日本企
業のアフリカでのビジネス展開を拡大する重要な契機
となるよう、日本政府は、オールジャパンでアフリカ
の投資環境整備支援に取り組み、様々な施策を実施し
ていく考えです。

注21　国民総所得 GNI：Gross National Income
注22　自由貿易地域 FTA：Free Trade Area

BOPビジネス（BOP：Base Of the economic Pyramid 開発途上国・地域の低所得階層）
途上国の低所得層※を対象にした社会的な課題解決に役立つことが期待されるビジネス。低所得層は、世界人口の約7割、約40億人を占めるとも
いわれ、潜在的な成長市場として注目されている。低所得者層を消費者、生産者、販売者とすることで、持続可能な、現地における様々な社会的課
題の解決に役立つことが期待される。
事例：�洗剤やシャンプーなどの衛生商品、水質浄化剤、栄養食品、防虫剤を練り込んだ蚊帳、浄水装置、太陽光発電など。

※低所得層：�１人当たりの年間所得が購買力平価で3,000ドル以下の層。購買力平価とは物価水準の差を除去することによって、異なる通貨の購
　買力を等しくしたもの。

＊用語解説

エチオピア水技術センターを視察する松山政司外務副大臣。水技術センターに対して日本は長年技術指導を行っている
（写真：在エチオピア日本大使館）




