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はしがき 
 

平成 26 年度のエマージング市場委員会では、近年高い経済成長を続けるバングラデシュの投資・市場環

境、および日系企業による南アジア地域協力連合（South Asian Association for Regional Cooperation：

SAARC）の利用可能性について検討を行うため、株式会社 大和総研に調査を委託し、本報告書に取りまと

めた。 

 

近年、バングラデシュは、実質 GDP 成長率で年間 6％台の経済成長を続けており、海外からの直接投資

が増加する中、今後も繊維産業等を中心に自動車・機械製品など製造業の発展が見込まれる。また、同国

は約 1億 6千万人の人口を擁することから、経済発展とともに国内消費市場の拡大が期待される。さらに、

同国はミャンマー、インドと国境を接していることから、広域アジアの経済発展とともに、ミャンマーか

らインドをまたぐサプライチェーン構築の可能性が注目される。そして同国は、南アジアの多国間協力の

枠組みである南アジア地域協力連合（SAARC）の原加盟国であり、SAARC の経済統合の見通しとともに域内

自由貿易圏の形成動向を踏まえながら、日系企業にとって SAARC の利用可能性を検討することは有意義と

思われる。 

 

そこで、この度の調査では、バングラデシュの政府投資機関や商業施設、現地日系企業、日本政府関係

機関等を訪問してヒアリングを行い、同国の政治体制、社会情勢、経済状況等をはじめ、日系企業が同国

に進出するにあたっての投資・市場環境、インフラ・物流事情とインフラ関連事業、白物家電・テレビ市

場と日系企業の事業戦略、日系企業にとっての SAARC の利用可能性について考察した。 

 

本報告書では、バングラデシュの投資・市場環境および SAARC の利用可能性について、以下の視点から

調査・分析を行った。 

 

（1）バングラデシュの投資・市場環境 

政治・社会情勢、経済概況、産業・貿易動向、投資環境、日系企業の進出動向等 

（2）インフラ整備プロジェクト 

インフラ整備計画、PPP の現状、日本からの支援 

（3）白物家電・テレビ市場 

市場の概要、製品の特性、優良地場企業 Walton 社、日系企業の事業戦略 

（4）南アジア地域協力連合（SAARC）の利用可能性 

SAARC の枠組み・現況・経済統合の見通し、関税・準関税障壁、ベンガル湾多分野技術経済協力構

想（BIMSTEC）、SAARC の現状を踏まえた企業展開可能性 

（5）当調査を踏まえた提言 

インフラ整備プロジェクト、白物家電・テレビ市場、SAARC の利用可能性 

 

本報告書が、組合員各位の業務の一助となれば幸甚である。 

 

平成 27 年 3 月 

日本機械輸出組合 

エマージング市場委員会 

委員長 奥住 直明 
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