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【 P r e f a c e 】

日本トルコ経済連携の
強化・拡大への期待
一般社団法人 日本経済団体連合会 日本トルコ経済委員会［委員長］
株式会社 I H I［代表取締役会長］

釡

和明
Kazuaki Kama

西洋文明とアジア文明が交錯する東西交易の十字

合同経済委員会は昨年５月にトルコ、10月に日本

路に位置するトルコはその地理的優位性を利用し、

で開催し、５月の合同経済委員会では、安倍総理よ

近年目覚ましい経済成長を続けています。過去10年

り日土官民連携の重要性に関するスピーチをいただ

間でGDPは３倍にも増加し、この先も継続的な成長

きました。続く10月の合同経済委員会では、産業技

が見込まれています。2023年の共和国成立100周年に

術協力や日土EPAなどに関し議論が交わされ、速や

は経済規模で世界トップ10入りするという Ambi-

かな交渉開始の必要性が日土双方から指摘されま

tious Plan の達成に向け疾走を続けています。若く

した。

有能な労働力と外資導入規制の緩和が進み、世界各
国の企業進出が目立っています。

昨年12月には経団連から日本政府に対し、EPA交
渉の早期開始を求める緊急提言を提出いたしました。

そんなトルコと日本の関係は古く、オスマン帝国

そして本年１月の安倍総理とエルドアン首相との首

時代の1890年、小松宮訪土の答礼に来日したトルコ

脳会談においてEPAおよび社会保障協定に関し、政

の軍艦エルトゥールル号が帰途、現在の和歌山県串

府間交渉を開始することが合意されました。

本町沖の海域で難破したとき、串本町の住民が約70

本会談において「トルコと日本はアジア太平洋地

人の乗組員の命を救った事件。それから95年後、イ

域における最重要パートナーである」と両国で確認

ラン・イラク戦争中の1985年に、戦時下テヘランに

しました。さらなる政治・経済の連携強化・拡大が

取り残された日本人200余人がトルコ航空機によって

行われると確信しております。

救出された出来事。この２つの象徴的な事件は両国
の強い絆を物語っております。

このたびはトルコ特集ということで、私の出身地
である長崎の名物料理「トルコライス」をご紹介し

こうした信頼関係で結ばれたトルコにおいて、日

ます。名称の由来には諸説ありますが、アジアと西

本企業は1970年代からODAによる各種インフラ整備

洋をつなぐ架け橋というトルコの地理的特徴を、１

事業を行ってきました。また、近年の中間所得者層

つの皿にピラフ（アジア）
、スパゲティ（西洋）
、そ

の増加を追い風に、金融、医療、電機・電子、食品

して中心に配置されたカツレツをトルコに見立てて

など幅広い分野にも取り組んでいます。今後は、ト

表現しているところからきているというのが有力な

ルコ企業と協力してトルコのみならず周辺国のビジ

説です。トルコが地政学的に重要な場所にあるとい

ネスに取り組むこともさらに多くなると期待してお

うことと、トルコと日本が良好な関係を継続してい

ります。

るという２つの側面を絶妙に表現する名物料理だと

私が委員長を務めます経団連の日本トルコ経済委

思います。

員会では2013年度は両国の首脳会談が年３回開催さ

目覚ましい経済成長を維持し、豊富な投資機会を

れたのに合わせて、年２回両国合同での経済委員会

有するトルコ。私はこれからも日本とトルコの絆の

を開催しました。両国合同経済委員会が年に２回も

さらなる強化に、少しでもお役に立てるよう努力し

開催されたのは両国の関係強化を示す歴史的な出来

て参る所存です。

事です。
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トルコ特集
Message from Ambassadors

Turkish Economy Keeps on
Growing as Turkey-Japan
Strategic Partnership
Expands
A. Bülent Meriç
Ambassador
Republic of Turkey

aving recently arrived in Tokyo as the new
Ambassador of the Republic of Turkey, it is my great
pleasure to address the readers of JOI’s “Kaigai Touyushi”
to share some of the key aspects of the Turkish economy
as well as Turkey-Japan economic relations.

H

Turkish economy has achieved an outstanding performance with its steady growth over the last 10 years.
Sound macroeconomic strategies, prudent fiscal and
monetary policies and structural reforms have resulted in
high rates of growth and increased confidence in the
Turkish economy. Based on the strengthened macroeconomic fundamentals, the economy grew with an average
annual real GDP growth rate of 5% between 2002 and
2013. Accordingly, Turkish GDP rose to 820 billion
USD at the end of 2013 from its 2002 level of 231 billion USD. Concurrently GDP per capita soared to 10,800
USD from 3,500 USD in 2002. As such, the Turkish
economy is the 16th largest in the world and the 6th
largest in Europe. Definitely, political stability and
macro-economic prudence have been essential throughout such a sustainable growth.
According to the OECD, Turkey is expected to be the
fastest growing economy among the OECD members
during 2012-2017 and 2018-2030 with 5.1% and 4.3%
respectively. Despite the fact that the economic growth
was 2.2% in 2012 due to the deteriorating economic outlook of our main trade partners especially in Europe, the
Turkish economy expanded by 4% in 2013.
The current account deficit, which still remains the most
challenging aspect of the economy with 8% of GDP in
2013, is expected to be reduced to 6.4% in 2014 and will
2
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be further lowered over the upcoming years through
macro-prudential measures taken recently. The General
Government Gross Debt to GDP contracted to 36% at
the end of 2012 from 74% in 2002. Hence, since 2004,
Turkey has been meeting the 60% threshold for public
debt stock to GDP as set out by the Maastricht criterion
for EU monetary union. Similarly, the budget deficit decreased to 1.2% of GDP, which is also lower than the
Maastricht criterion for the budget deficit of 3%.
Implementation of strict regulatory and supervisory regulations on banks and financial institutions provided a
buffer against external shocks. Turkey became the only
OECD member country which did not bail out a single
bank after the 2009 global financial crisis. Turkish economy proved resilient against the turmoil of global economic downturn.
sed on structural reforms, the investment climate in
Turkey has been improved to attract Foreign Direct
Investment (FDI). Legislation on investment was streamlined along global standards. At present Turkey has a
more foreign capital-friendly legislation and transparent
regulatory system. FDI legislation is based on the principle of equal treatment for domestic and foreign investors. Turkey grants all rights, incentives, exemptions,
and privileges available to national businesses to foreign
businesses on a most-favored-nation (MFN) basis.
Turkish law accepts binding international arbitration of
investment disputes between foreign investors and the
state. 100% foreign ownership is permitted (except in
Radio & TV Broadcasting). Foreign investors are free to
repatriate their capital and profits. Turkey's legal system
protects and facilitates acquisition and disposal of property rights, including land, buildings, and mortgages.

B
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Private persons of foreign nationality and foreign companies can buy property in Turkey.
The outcome of the investor friendly policies was significant: Turkey attracted 112 billion USD worth of investment during the 2002-2013 period. Currently more than
30,000 companies with international capital are registered in Turkey. Despite a decline in FDI inflows worldwide as a result of the global economic crisis, capital
flows to Turkey was 19.5 billion USD in 2009, 8.4 billion USD in 2010, 15.7 billion USD in 2011, 12.4 billion
USD in 2012, 12.7 billion USD in 2013. These figures
are set to increase as Turkey intends to invest 110 billion
USD in the transportation sector and 130 billion USD in
the energy sector over the next ten years.
In a bid to diversify the pattern of its foreign trade,
Turkey has also opened up to non-traditional markets
such as Africa, Latin America and East Asia. Turkish exports increased more than three times since 2002 and
reached 152 billion USD in 2013. A thorough examination of our foreign trade statistics indicates that Turkey
has successfully diversified its trade destinations all over
the world.
023 will mark the centennial of the Republic of
Turkey. 2023 vision of Turkey is based on the main
goal of making Turkey one of the top ten economies of
the world. Accordingly, per capita income is expected to
catch 25,000 USD while the total exports to exceed 500
billion USD by 2023.

2

In realization of such an ambitious vision, Turkey-Japan
economic, commercial and business relations will definitely prove instrumental and integral. These relations

will also have key importance to sustain the “Strategic
Partnership” which was announced during Prime
Minister Abe’s visit to Turkey in May 2013.
Turkey-Japan Strategic Partnership is the manifestation
of the common political will of both Governments to
deepen and diversify bilateral relations as well as international cooperation. This political will has been further
consolidated with the second visit of Prime Minister Abe
to Turkey in October 2013 and Prime Minister Erdogan's
visit to Japan in January 2014.
ver these reciprocal visits within a short period of
time, important and far-reaching decisions were
taken by the two leaders, i.e. the signing of the
Intergovernmental Agreement for the Nuclear Power
Plant Project in Sinop/Turkey; the establishment of
Turkey-Japan Science and Technology University and
the commencement of official negotiations for a comprehensive Economic Partnership Agreement within 2014.

O

Definitely, the prospective EPA between Turkey and
Japan will constitute a sound and fertile basis for our
business, investment and commercial relations to flourish in terms of volume, depth and diversity, thus bringing the whole big potential into use.
Finally, I would like re-emphasize the fact that Turkey’s
economic achievement has primarily been based on stability, confidence and predictability. These three main
elements will remain unchanged and unshakable in
Turkey.
With these thoughts, I greet the readers of “Kaigai
Touyushi” with my warmest sentiments.

JOI 特別会員

『トルコ大使館商務部』の ご紹介
トルコ大使館商務部は、トルコ経済省の所轄であり、最も古い海外事務所のひとつとして1960年代から東京に
オフィスを構えています。日本・トルコの経済関係の重要性を鑑み、2013年には一等商務参事官のもと、スタッ
フを 6 名に増強しました。両国の貿易・投資・経済関係のさらなる発展のため、トルコ企業および日本企業への情
報提供や、ビジネスセミナー、トレードミッション、展示会を開催しています。お気軽にお問い合わせください。

Musa DEMIR, CHIEF COMMERCIAL COUNSELLOR
TEL: 03-3470-6723 E-mail: tokyo@economy.gov.tr
URL: www.musavirlikler.gov.tr
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概 況 ―― 日 系 企 業 ビ ジ ネ ス

高所得国入りを目指すトルコ
海外投融資情報財団
調査部

1．トルコの海外投資受入れ状況

トルコは、1995年にWTO加盟、またEUとの間で
関税同盟を締結（翌年１月発効）しており、外資に対

トルコへの海外直接投資（ネット）は、2005年から

してはそれらの基準に沿い奨励・優遇措置を講じてお

の欧州連合（EU）への加盟交渉正式開始と相まって、

り、原則としてすべての業種・分野を開放、国内企業

西欧諸国からの投資が中心となり、それまでは2001年

と同様の対応をしている。

の33億ドルが最高であったのが、05年には100億ドル、
07年には220億ドルと急増した。その後リーマンショ

また、図表２でも確認されるとおり、トルコは欧州

ックの影響などで09年には前年の198億ドルから87億

と中近東の間に位置し、ブルガリア、ギリシア、グル

ドルに半減したものの、11年には160億ドルまで回復

ジア、アルメニア、アゼルバイジャン注１イラン、イラ

し、13年では127億ドルの水準となっている（図表１）
。

ク、シリアの８カ国と国境を接し、ロシア、エジプト、
バルカン諸国とも近いが、2013年末まで

図表１

に、アルメニアおよびイラクを除く隣接

トルコ 直接投資受入額

６カ国、全世界では日本を含む合計82カ

（百万ドル）
25,000

国との間で二国間投資協定を締結注２し投

22,047
20,185
19,760

20,000

資環境の整備を図っている。また、グル
16,047
13,224
12,686

15,000

9,036
8,663

10,031
10,000
5,000

ジア、シリアの隣接国のほか韓国やチリ
を含む合計16カ国およびEFTA（欧州自
注３
由貿易連合）
との間ではFTAを締結済

みである。なお、日本との間では、14年
3,352

内にEPA交渉が開始される予定である。
総じて良好な経済パフォーマンスに加

0

2000 01
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出所：UNCTADおよびトルコ中銀
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09

10
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13（年）

え、同国の地理的特徴を生かしたそれら
開放的な政策が、同国国内や同国を足が

図表２

トルコおよび周辺地図

かりとして近隣経済との取引を期待する
外資を世界各国から誘致することに成功
した結果、近年の直接投資の大きな伸び
がもたらされたといえる。
今般、関係会員企業様６社よりトルコ
におけるビジネスについてご寄稿いただ
いた機会に、読者のご参考までに、以下、
同国向け直接投資を外資系現地企業の状
況に焦点を当てて概観し、最後に2013年
７月に公表された第10次５カ年開発計画
（2014〜18）と直接投資の関係について

出所：各種資料よりJOI作成
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も若干触れることといたしたい。

トルコ特集

2. 外資系企業親会社の地域・
国籍別内訳

照）となっている。北米のうち米国だけでみると企業
数は1403社である。アフリカではエジプト、中南米で
は英領バージン諸島がいずれも各域内で最も多い。

2013年末現在、トルコで活動している外資系企業数
（会社設立、資本参加、支店設立によるもの。駐在員事
注４

ただし、
「４．日系企業の状況」で後述するように、

務所を含まない）は合計３万6950社 あり、その大部

一般にグローバル企業は海外投資をドイツやオランダ

分（81％）は会社設立によるもので、ほかに資本参加

などに設立した事業統括会社や投資会社経由で行う場

および支店設立は各17％および２％と少ない。

合が珍しくないため、特に投資受入国側の統計でみた
場合、それら第三国からの投資の中に、実質的には他

外資系企業数を親会社国の地域別に分けたのが図表

国資本による投資も含まれてしまう点は注意を要する。

３である。
およそ半数（１万8042社）がEU、次いで中近東

3．外資系企業の業種別内訳

（9019社）
、EU以外の欧州（4019社）
、アジア（2681
社）
、北米すなわち米国・カナダ（1674社）
、アフリカ
（920社）
、中南米（203社）などである。最近（たとえ

一方、外資系企業を業種別（ISICの大分類）に分け
たものが図表４である。

ば2008〜13年の６年）の進出傾向をフローでみると、
中近東が急伸し、2012年には進出企業数（1645社）が
EU（1541社）を上回るほどの勢いをみせ、13年では

図表４

外資系企業の業種別内訳

1100社台とほぼEUと同数という結果であった。ほか

（企業数）
40,000

の地域はいずれもシェアがほぼ横ばい状態であったた

35,000

不動産

30,000

金融・保険

め、EU（56％→49％）と中近東（17％→24％）の間
で７％ポイントのシェア振り替わりが生じた。

その他サービス

運輸保管

25,000

EUの中でドイツ企業は5651社と圧倒的多数（続く

20,000

英国やオランダの倍以上の規模）で、世界全体でみて

15,000

も最多である。中近東ではイラン、イラク、シリア、

宿泊・飲食
卸売・小売
建設
電気・ガス・水

10,000

製造業

またEU以外の欧州ではロシア、アゼルバイジャン、ス
イスの企業数が多い。アジアにおいては、中国が553

農林漁業
0

社と最多で、韓国、インド、続いて日本（後述４．参
図表３

外資系企業の地域別内訳

2007年末

図表５

（企業数）
40,000

鉱業・採石

5,000

2013年末

製造業構成の変化

（％）
100
その他

35,000

アジア
中近東

30,000

中南米

25,000

北米
20,000

アフリカ

15,000
10,000

70

2013年末

出所：トルコ経済省。図表６まで同じ
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非 EU 欧州

40
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30

機械器具
化学製品
紡織

50

0
2007年末

1,587

60

10

0

自動車

80

20

5,000

その他

90
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256

食料・飲料
263
446

340

594

377

497

310
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［グラフ内数値は企業数］
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内訳として、全体の約３分の１が卸売・小売（１万

ドイツの場合、製造業974社および電気・ガス・水255

2464社）で、不動産（5984社）
、製造業（5301社）
、運

社などであり、日本の実績との差は歴然としている。

輸保管（3451社）
、建設（3361社）
、宿泊・飲食（1965
社）
、その他サービス（1882社）
、電気・ガス・水（951

今般のご寄稿の内容は、金融を含めたインフラや製

社）
、鉱業（663社）
、農林漁業（557社）
、金融・保険

造業分野にかかるもので、現在のトルコのニーズに沿

（371社）となっている。上記と同様、フローで最近６

ったものである。また新しい動きとして、東洋鋼鈑の

年間のセクター構成の変化をみると、当該期間中に全

トルコ現法（トルヤル トーヨー社）がオスマニエ（前出

体で企業数は2.3倍（すなわち平均増加率14.9％p.a.）

図表２参照）で、増資などにより約４億ドルを投資し、

となったなか、シェアでみると、製造業、宿泊・飲食、

2016年から冷延鋼板および表面処理鋼板工場を稼働さ

およびわずかであるが金融・保険については各５％、

せる由である。また、三菱重工が現地ウルンドルグル

２％、および0.4％ポイント減少し、その分ほかのセク

ープの発電会社の株式過半を取得し、クルクラーレリ

ターが増加した。特に大幅にシェアを下げた製造業で

（図表２参照）で新設されるGTCC（ガスタービン・コ

は、紡織と自動車の伸びが低調であったことが全体の

ンバインドサイクル）で16年より電力自由化（マーチ

シェア減少の原因となっている（図表５）
。

ャント）市場に電力供給を開始する予定である注６ 。

4. 日系企業の状況

図表６

トルコ経済省のホームページに掲載されている2013
年末時点の外資系企業のうち、日系企業は174社注５で
ある。これを業種別に分類（大分類）したのが図表６
である。
最多は卸売・小売；自動車・オートバイ修理の57社、
次に製造業の32社などとなっている。今般ご寄稿いた
だいた各社様関連では、IHIインフラシステムが建設、
伊藤忠商事が卸売、大成建設が運輸・保管、三菱東京
UFJ銀行が金融・保険に各分類されている。ただし、
ダイキンは、ダイキンヨーロッパから、また日立建設
は日立建機中東からの直接投資であるため、トルコ側
の国別統計では各ベルギー（電気機器器具）および
UAE（卸売）に分類されており、そこには含まれてい
ない。こうした第三国の子会社経由による投資の例は
少なくなく、2012年以降だけでも、富士フイルム（ド
イツ）
、郵船ロジスティクス（オランダ）
、三菱電機（オ
ランダ）
、日立製作所（英国）
、NTTデータ（ドイツ）
などがあげられる（順不同。括弧内はトルコ統計上の
投資国）
。すなわち、投資受入国側の統計からだけで
は、日本企業による直接投資の実態が把握しにくくな
っている。
とはいえ、総じて日本からのトルコにとってプライ
オリティが高いといわれる製造業あるいは電力・エネ
ルギー関連分野への直接投資が未開拓であるのは否め
ない。ちなみに、同じトルコ経済省の統計によれば、
6
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日系企業の業種別内訳
業

種

農林漁業
鉱業・採石
製造業
食料、飲料
紡織
木材・木製品製造（家具を除く）
化学製品
第一次金属、金属製品
機械器具
電気機械器具
通信装置
自動車
輸送用機械器具
電気・ガス・水
建設
卸売・小売；自動車・オートバイ修理
卸売
自動車販売・修理
小売（自動車を除く）
運輸・保管
宿泊・飲食
情報通信
金融・保険
不動産
管理・支援サービス
公務・国防・強制社会保障
教育
保健衛生および社会事業
芸術、娯楽、レクリエーション
その他のサービス
旅行業
金融仲介支援
廃棄物処理
その他
合

計

企業数
5
1
32
4
4
1
5
3
3
1
1
9
1
2
9
57
39
8
10
2
13
10
2
2
1
1
5
1
1
30
9
2
1
18
174
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5．第10次 5 カ年
開発計画と直接投資

図表７

第10次５カ年計画（2014〜18）の目標（経済関係）

革新的生産、安定的高成長
2013年７月にトルコの新５カ年開発計
画（2014〜18）が発表された。建国100
周年となる23年には世界10大国入りする
などの長期ビジョンのもと、18年までの
途中５年間の中期的目標達成のための計
画と位置づけられ、約3000人の専門家や
ステークホルダーが協議し、大国民議会
（国会）の採決を経て、国家的方針として
公布されたものである。関連して、より
短期的な2014〜16年３カ年計画（毎年更
新）や、25の主要改革プログラムも策定
されている。今回の５カ年計画は、過去
のものと比べ、教育・社会保障、地域社
会・都市環境整備、国際協力という面が
バランスよくハイライトされているとい
われる。

・高所得国グループへ入る
・資本蓄積および工業化プロセスを加速させる
・国の資源を生産的分野で用いる
・経常収支赤字を合理的で永続的な水準へ引き下げる
・生産能力向上のため技術革新を統合し生産構造を変革
・GDPが年平均5.5％（2.1％。2013年は4.0％）で成長
・新規雇用400万人を創出
・イスタンブール金融センターが世界金融センター指数（GFCI）
で25位以内にランクインする
・公的部門借入需要を対GDP比0.5％にまで逓減
・政府固定資本形成を対GDP比4.8％まで引き上げ、民間投資を
同19.3％まで増加
・R&D支出を対GDP比1.8％（0.92％）に引き上げる
・ICT技術を広範・効率的に利用し情報化社会への変革を加速
・工業製品輸出を2570億ドル（1414億ドル）まで増やし、ハ
イテク部門の輸出シェアを高める

計画の大項目としては、
「個人の資質向
上・強固な社会の形成」
「革新的生産・安
定的高成長」
「住み良い場所・持続可能な
環境」そして「開発のための国際協力」
という４つがこの順にあげられ、項目ご
とに定性あるいは定量的な具体的目標が
網羅されている。
特に経済分野を対象とした「革新的生

・整理された耕地面積を800万haにほぼ倍増させる
・利用耕地面積を290万haから380万haに増加
・総発電容量を 5 万8000MWから 7 万8000MWに増設
・トルコを域内流通ハブとするため港湾設備の活用を図る
・高速道路を含む中央分離線付道路網を 3 万km（2万1000km）、
高速鉄道網を2500km（245km）まで各延長
・外国からの訪問客を4200万人（3600万人）に増やし、観光
収入を450億ドル（290億ドル）まで増やす
（

産・安定的高成長」の項目下での諸目標
は図表７のとおりである。

）内は2012年の実績値でJOIが追記。

出所：Brochure of Tenth Development Plan（2014-18）、トルコ開発省

それらを総括すれば、産業を高度化させて工業製品
輸出を拡大し、いわゆる「中所得国の罠」注７を回避して
安定的な高成長を実現させるとともに、道路、鉄道、
港湾、電力、金融などの社会インフラを整備・拡充し、
高所得国の仲間入りを果たそうというものであろう。
その点、改めて認識されるべきは、直接投資が産業
の高度化に必要な技術の提供、人材育成、非債務性資
金をパッケージでもたらし得る有効な選択肢だという
ことである。トルコによる野心的なテークオフ・チャ

注１：アゼルバイジャンの飛地であるナヒチェヴァン自治共和国と隣接し
ている。
注２：その後、シリアあるいはエジプトとのように、二国間の外交関係が
悪化しているケースもみられる。
注３：現在の加盟国：アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュ
タインの非EU欧州４カ国。
注４：出所は International Direct Investment Information Bulletin
（February 2014）
，トルコ経済省。
注５：同じ親会社が設立した同一業種の複数の現地企業もそのままカウン
トしている。
注６：いずれも各社のプレスリリースによる。
注７：１人当たりGDPが１万ドル程度の中所得国が、自国の人件費の上昇
や後発新興国の追い上げ、先進国の技術力の格差に直面し、競争力
を失い経済成長が停滞する現象。

レンジに日本企業の直接投資もぜひ貢献していくこと
を期待したい。

（山本）
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日本企業の取り組み 1

海底をわたる風
―― ボスポラス海峡横断鉄道トンネル ――
大成建設株式会社
国際支店 土木部
部長（工事担当）兼 安全・技術推進室長

今石

イスタンブールは東西文化の交差点

尚

アジアとヨーロッパを結ぶ
トルコ150年の夢

日本では、中近東の国として分類されているトルコ
ではあるが、トルコ政府はヨーロッパの国としており、

本プロジェクト（マルマライ・プロジェクト）は、

地勢的には中東（Middle East）というよりも近東

東京都とほぼ同じ人口（約1400万人）を抱えるトルコ

（Near East）に位置する。歴史的にもギリシャ、古代

共和国・イスタンブール広域市の交通渋滞緩和および

ローマ、東ローマ、オスマントルコとさまざまな民族・

これに起因する大気汚染の解消を目的とした、海峡横

文化が栄えた地であり、まさに東西文化の交差点とい

断の地下鉄建設トンネル工事である。実はこの構想、

える国でもある。

すでにトルコ人技術者が1860年に描いた設計図が現存

2005年１月に本事業のシールド工事を担当すべく、

していることから、トルコ150年の夢とも呼ばれてい

トルコ最大都市イスタンブールのアタチュルク国際空

る。当時の設計は、パイプを海峡の水面下に柱で支え

港に初めて降り立ったときの驚きは今でもよく覚えて

て据え付け、その中に蒸気機関車を走らせるというも

いる。近代的な空港ビル、空港から市街地までの立派

の。今回の設計は、沈埋トンネル、シールドトンネル、

な高速道路と交通渋滞、市街地に入ると林立する高層

NATMトンネルの土木３大トンネル工法を同時施工

ビル群――世界遺産都市イスタンブールを日本で紹介

し、世界最深の沈設作業、世界初の立坑を介さない沈

する際よく目にするミナレット（尖塔）とジャミー（寺

埋トンネルとシールドトンネルの海底下直接接合作業

院）の風景を想像していた私には、飛び交う耳慣れな

という２つの 世界初 を行うなど、技術的な難易度

いトルコ語がなかったらここはEUの都市かと見間違

の高い工事を実現させるもの。総延長13.6kmの上下線

っていただろう。

トンネル建設工事のうち、海峡部1.4kmが沈埋トンネ

ちんまい

2013年10月28日、安倍首相と大成建設山内社長の固い握手
（開業式典前日の現地レセプションにて）
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2011年２月26日、アジアからヨーロッパへ風がわたった日
（貫通式典）

トルコ特集

いトルコでの事業であり順調な進

〈アジア側〉

捗が予想されたが、ビジネスの面
では「トルコの商人」という厳し

プロジェクト路線

い一面もあり、想像をはるかに超
える労力を費やすこととなった。
2004年の着工から９年目を迎え

ボスポラス海峡

る本プロジェクトは、トルコ共和
シルケジ
地下駅

国建国90周年記念日についに１番
列車が走るという日を迎えた。開
通式は、アジア側の新駅ウスクダ
ルの駅前公園に多くの市民が集ま
り、トルコのエルドアン首相が日

〈ヨーロッパ側〉

本からの安倍首相とルーマニア首
世界遺産直下に建設された地下鉄路線

相をお迎えし、盛大に開催された
ことは、われわれ工事関係者にと

ル、残る陸上部がシールドトンネルである。また、４

って誠に感無量であった。アガサ・クリスティの『オ

つの駅舎と上下線トンネルを200mおきに結ぶ避難連

リエント急行殺人事件』で有名なヨーロッパ側終着駅

絡トンネル、上下線が行き交うための渡り線トンネル

シルケジ。その地下に新駅ができ、130年前にパリ東

がNATMトンネルで構成され、ほかに建築・設備工

駅から運行を開始したオリエント急行が海峡をわたる。

事、本設軌条工事を含むターン・キー契約の大型プロ

その利便性とともに、新しい物語が生まれる記念すべ

ジェクトである。

き日となった。

トルコ共和国建国90周年記念日に開業

思い起こせばこの開通の日を迎えることができたの
は、ひとえに日本とトルコの工事関係者が一丸となっ

本プロジェクトの当初工期は2009年４月であったが、

て技術的課題に取り組み、数多くの問題を解決してき

長期にわたる埋蔵文化財調査のため各所で着工が遅れ、

た成果であり、この場をお借りして関係者１人ひとり

４年を超える工期延長交渉が生じた。またトルコ政府

に感謝の意を表するものである。また、トルコ150年

たっての希望である13年共和国記念日営業開始に向け

の夢である海峡横断鉄道開通に当たり、トルコ国民の

た工期短縮交渉、条件変更に伴う工費交渉、老朽化の

多大なる理解と協力のうえに本プロジェクトの完遂が

進んだ一般家屋に対する安全対策など、技術以外の課

なされたことを合わせて報告するものである。

題も山積したプロジェクトでもあった。親日家で名高

施工区分図

2014.5
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トルコ・マルマラ海域での
橋梁事業展開
株式会社 I H I インフラシステム
取締役
イズミット湾横断橋 プロジェクトマネージャー

川上

完成を目指すイズミット湾横断橋

剛司

37カ月という短工期で完成させる予定で、昼夜休むこ
しんちょく

となく鋭意工事が進捗している。
IHIインフラシステム（以下IIS）では現在、トルコ

契約金額は約11億ドルでIISはイズミット湾横断橋

の北西部に位置するマルマラ海の東にあるイズミット

のつり橋部の上下部工の設計、下部工の施工、上部工

湾で、完成すれば全長2907ｍ、中央径間1550mの世界

製作、架設一式をデザインビルト、フルターンキーで

第４位のスパンを誇るつり橋となるイズミット湾横断

請け負っている。

橋プロジェクトに取り組んでいる。

現在、架橋現場では海底40m、海上252mの塔基礎、

このプロジェクトは、トルコ最大都市であるイスタ

ケーブルを定着する両端のアンカレッジの施工を進め

ンブール市とトルコ第３位の都市イズミル市を結ぶ約

ており、工場では塔、桁、ケーブルの製作が進められ

420kmの高速道路のBOTプロジェクトの一部で、イ

ている。

ズミット湾を南北に横断するつり橋を建設するプロジ

トルコでの橋梁建設の歩み

ェクトである。
2011年９月にトルコの有力地場ゼネコンであるNurol
社をはじめとするトルコとイタリアの建設業者６社か

IHIグループのトルコでの橋梁建設の歴史は古く、今

ら構成される事業体NOMAYG JVとIIS・伊藤忠商事

から42年前の1971年11月、ボスポラス海峡に架かる第

のコンソーシアムとの間で「イズミット湾横断橋建設

１ボスポラス橋と同じ幹線道路上に、金角湾を渡る片

工事」のEPC契約に調印し、設計および準備工事をス

側３車線の鋼製橋梁、ゴールデン・ホーン橋の製作、

タートした。12年末までに設計と現地埋め立てなどの

架設をIHIが請負ったことに始まる。その後85年には

準備工事を終え、13年１月１日に正式着工し、わずか

中央径間1090ｍの第２ボスポラス橋をIHI・MHI・
NKK（現JFE）で受注し、88年に完成した。
またゴールデン・ホーン橋の完成（74年５月）
から20年を経た94年５月には、同橋の拡幅工
事を受注し、98年６月に完成している。
その翌年1999年にはトルコ・コジャエリ大
地震（M7.4）が発生し、１万7000人もの死
者を出した。この大規模地震の後、将来のマ
ルマラ海沖の大規模地震に備え、日本の阪神
淡路大震災後の耐震基準を参考にして、第１
ボスポラス橋、第２ボスポラス橋、ゴールデ
ン・ホーン橋とこれらのアプローチ橋などイ
スタンブール市内の主要15橋の耐震補強工事

海中に沈設中のイズミット橋ケーソン（2014年３月）
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を2006年３月から実施した。

トルコ特集

さらに2013年12月には初の海外補修工事となる第１

次なるプロジェクトを目指して

ボスポラス橋・第２ボスポラス橋の大規模補修工事を
受注した。現在、イスタンブール市のヨーロッパ側と

トルコ・マルマラ海域ではさらに新たな橋梁の建設

アジア側を結ぶ要所で、渋滞の名所となっているこの

計画がある。マルマラ海からエーゲ海に抜けるチャナ

両橋において、交通遮断を行わず、かつ第１ボスポラ

ッカレ海峡をまたぐ橋として計画されている、ダーダ

ス橋の斜めハンガーケーブルを鉛直ハンガーケーブル

ネルス海峡大橋である。この新しい橋梁は、イスタン

に架け替えるという難易度の高い工事をイズミット湾

ブール市の欧州側から、マルマラ海を環状に取り巻く

横断橋と並行して施工中である。

新しい自動車道建設プロジェクトの一環であり、IISは

IHIグループが今こうしてトルコで橋梁事業を展開

このプロジェクトへの参画を次のターゲットとしてい

できているのは、われわれの先輩方々が40年以上にわ

る。ダーダネルス海峡大橋はトルコ建国100周年の記

たって、トルコでのプロジェクトに携わり、それらを

念年となる2023年を完成目標としており、イズミット

成功裏に終えてきた結果である。実際に、イズミット

と並ぶ世界最大規模のつり橋建設プロジェクトとなる

湾横断橋プロジェクトの入札時には、トルコで積み重

予定である。

ねたつり橋建設工事や耐震技術がトルコ道路庁や

イズミット湾横断橋が完成し、高速道路が開通すれ

NOMAYG JVから高い評価を得られたこと、さらに

ば、トルコ北西〜西部地域の経済・産業の発展ととも

官民の協力により競合の中韓企業連合に競り勝つこと

に雇用の促進が期待され、マルマラ海周辺を結ぶ道路

ができた。

のインフラ整備や、ダーダネルス海峡大橋建設の進展

イズミット湾横断橋は、IHIグループの橋梁事業に

も予想される。その結果、マルマラ海域の高速道路網

おいて初のBOTプロジェクトであり、これだけの大規

が充 され、新たなビジネスの機会が生まれることは

模海洋基礎工事を１社単独で施工することも過去に経

確実とみられ、この地域の経済的な位置づけはさらに

験がない。

重要となる。そしてこの地域と首都アンカラ、またト

じゅういつ

われわれは、このイズミット湾横断橋プロジェクト

ルコ南部、東部との道路交通網の充実が求められ、ト

を工期内に完成させ、このプロジェクトで培った経験

ルコ国内の安定した経済が継続することで、インフラ

を活かし、トルコ、欧州の建設会社をはじめ、ファブ

事業はますます拡大されていくであろう。

リケータ、機材・輸送関連のパートナー、そしてIHI

そのための重要な一歩として、これからいっそう本

グループ内や国内のゼネコンパートナーとともにさら

格化するイズミット湾横断橋の工事完成に向けて全力

なる事業展開を繰り広げていくことを目指し、チーム

をあげて取り組む所存である。

一体となって工事を進めている。
最後に、イズミッ
メジディエキョイ高架橋

第2ボスポラス橋

ト湾横断橋プロジェ
クトのコンソーシア
ムパートナーとして

第１ボスポラス橋

支援いただいている
伊藤忠商事㈱をはじ
め、経験豊かな技術
者の現場への派遣に

オルタキョイ高架橋

より、技術的なバッ
クアップをいただい
ている㈱大林組と㈱

新・旧ゴールデンホーン橋

熊谷組の方々には深
く感謝を申し上げる
次第である。

イスタンブール市内の主な橋梁位置図
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新興国トルコでの事業拡大と
中東・アフリカ・CIS諸国
への活動強化

ダイキン工業株式会社
ダイキントルコ取締役副社長

西村

ダイキン工業は2011年７月に、ヨーロッパ事業統括

英記

都市」であることを肌で感じることができる。そのほ

拠点であるダイキンヨーロッパ社によるトルコ国内２

かの都市においても、首都アンカラの政府系案件や、

位の地場空調暖房メーカーのエアフェル社買収契約を

リゾート地として人気のアンタリヤではホテルなどの

締結、同社を礎にダイキン100%資本の生産・販売子

建設、空調機器更新案件ラッシュなど、それぞれの地

会社を設立し、同年10月よりダイキントルコ社として、

域を支える基幹産業関連の建設が日々発生している。

同国における新たな歴史をスタートさせた。ダイキン

今回ダイキン工業が買収したエアフェル社は1999年

工業のトルコ事業は1975年にさかのぼり、これまでは

に設立され、買収時には同国空調シェア２位にまで事

代理店を通じた同国での業務用空調機や家庭用高級機

業を拡大させていた非常に勢いのある新興空調メーカ

（インバーター機）の販売がその中心だったが、ダイキ

ーであった。その勢いの源泉はスピード感ある経営に

ントルコ社の設立を機に、多岐にわたる事業拡大の可

あり、意思決定も早く、組織構造も非常にフラットな

能性を手中に収めることができたといえよう。

単層構造になっている。時には日本人的には熟慮が足
りないと思われるケースでも、
「まずは行動」を優先さ

トルコ市場の魅力とダイキントルコ社の
これまでの歩み

せることでエアフェル社のダイナミズムを生み出し、
市場からの信頼を獲得したことが強固な販売ネットワ
ーク構築を可能なものにした。このダイナミズムはダ

近年、日本のマスコミ報道でも盛んに取り上げられ
るトルコはリーマンショック後の低迷からいち早く抜

イキンとしても学ぶべき点であり、ダイキントルコ社
に移行した今でも、強みとして大切にしている。

け出し、力強い経済発展を成し遂げた。1500万人の人
口を抱えた同国最大都市イスタンブールでは、街を東
西に分けるボスポラス海峡横断鉄道トンネル建設にお

行動力がもたらした
短期間でのダイキンの知名度向上

ける日本企業の活躍の例にみられるとおり、昼夜を問
わず、道路や鉄道の延伸などのインフラ整備が行われ、
その沿線では、建設現場のクレーンが立ち並ぶ「成長

スピード感のある意思決定と同様、若くて勤勉な従
業員の行動力も、相乗効果として事業拡大に大きく貢
献している。前述のとおりダイキントルコ社設立前は
代理店を通じた業務用機器を中心に販売を行っていた
ため、一部の空調設備のプロにはダイキン・ブランド
が浸透していたものの、一般の消費者には認知されて
いなかった。この課題に気づいた従業員は即座に独自
のキャラクターを自ら立ち上げ、テレビや公共交通網
での広告や、トラックを改造した移動式宣伝・展示車
両を矢継ぎ早に導入。さらにトルコで最も人気のある

ダイキントルコ社の工場全景
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スポーツのひとつであるバレーボールで、日本代表の

トルコ特集

木村沙織選手が所属する強豪ガラタサライのメインス
ポンサーとなり、スポーツ振興を通じた知名度向上へ
の取り組み、そのほかにもCSR活動としてさまざまな
活動に参画するなど「まずは行動」に基づき活動を展
開。これらが今日の販売店開発などを通じた売上拡大
の一助となっている。
これらエアフェル社のもつ強み・特色を大切にする
ことを意識して今日まで事業を行っており、新会社移
行後も社長、幹部ともに同じ役職を継続していただく
ことでトルコ人によるトルコ事業を尊重。ダイキンお
よびその駐在者は、彼らの目標達成のためにダイキン
のもつ技術やノウハウ、ネットワーク、日本企業の活
室外機の組み立て工程

用すべきよき習慣を導入、サポートすることで、相互
理解を育んでいる。たとえば「まずは行動（PLANと
DO）
」に重きをおいた現地流のやり方に「SEE」と

る。またCIS諸国を中心にトルコ語に近似した言語を

「CHECK」の要素を付加することで、活動に対する対

使う国が多いこともあり、多くのトルコ建設業者が周

投資効果にまで見方を広げた。また、彼らにとって一

辺国に進出。それらの国にも強い経済成長を達成して

見、異文化に映る企業理念の理解においても、勤勉で

いる国があることから、トルコ・ネットワークを活用

向上心の強いトルコ人の気質を活かした継続的なコミ

しながらのCIS向け販売を拡大。今後はダイキンのも

ュニケーションにより、相互理解を深めることができ

つ周辺国の既存ネットワークを活用し、CIS諸国のみ

ている。最近では社員力向上の観点から、欧州ではあ

ならず、将来的にはダイキングループの一員として、

まりみられない、横断的な配置転換なども導入して

中東・北アフリカにおける事業拡大にも貢献できる体

いる。

制を構築したいと考えている。

地政学的に見るトルコの魅力

急速な経済成長の追い風を背に受け、地場に根づい
たエアフェル社の販売ネットワークと行動力に加え、

トルコの市場としての魅力とは別に、周辺国へのビ

ダイキンの世界各国のネットワークやノウハウの融合

ジネス拡大の拠点としての優位性も、トルコの魅力の

によるシナジー効果で、ダイキントルコ社はトルコ国

ひとつにあげられる。経済・貿易協定では中東や北ア

内外において、設立当初の計画を上回るスピードで事

フリカの多くの国とFTAを締結しており、EUとの関

業を拡大している。

税同盟により西欧諸国への輸出も関税ゼロで供給でき

合宿研修

2014.5
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Hitachi Construction
Machinery - TURKEY
Hitachi Construction Machinery Middle East Corporation FZE
Istanbul Branch
General Manager

Aycan Akalin

Outline of Hitachi Turkey

Business Structure

Hitachi Construction Machinery business has started in 1982 in Turkey with the current long time
partner Enka Pazarlama. Turkey, being a developing country, located in a very strategic geography,
with full of natural resources have provided a
promising environment to Hitachi. Crawler excavator market is one of the biggest in European
market with almost 4000 units/year. Hitachi has
15% market share, and contributing to 50% of the
dealer’s annual turnover.

The below graph summarizes the machinery structure in Turkey. General construction including hydro-power, building, bridge, industrial facility has
the majority in machine distribution.

How the business started
ENKA Construction, the mother company of the
dealer “Enka Pazarlama”, being No.1 Construction
company in Turkey and listed in the top 100 ranking in the world, operated 2 units Hitachi UH171
(40 ton class excavator) in Jubail Industrial City
Project in Saudi Arabia in 1980. Mr. Sarik Tara,
the founder of the company, had been extremely
pleased with the performance of these machines,
and decided to communicate with Hitachi
Construction Machinery in 1982. Since then Enka
Pazarlama Ihracat Ithalat AS. has been successfully distributing Hitachi Excavators as one of the top
brands in Turkey. In 1986 Hitachi established a
Liaison Office in Istanbul. To be close to own
product and end-users, to feedback all problems,
working conditions, applications to the factory and
having a factory who seriously consider all such
information is one of the major point to improve
the product. In 2013, Liaison office status was
changed to Branch of Hitachi Construction
Machinery Middle East FZE, U.A.E.
14
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Mining together with marble is the second
largest business sector. Coal, Marble, Chromium,
Boron and Gold are some of important minerals of
Turkey. 72% of the world’s total Boron, and 33%
of the world’s marble are in Turkey. And, Hitachi
Construction is one of the major equipment supplier to those sectors. In 2013 Hitachi delivered 9
units EH4000AC-3 rigid dump truck and 1 unit of
EX5600E-6LD to the biggest gold mine in Turkey
“TUPRAG” which is 100% subsidiary of Eldorado
Gold-Canada. This mine is one of the lowest cost
gold producing mine in the world. The rigid dump
trucks are trolley ready which means they are able
to be run under power line with very cheap cost
comparing diesel fuel.

トルコ特集

EX5600E-6LD is loading EH4000AC-3 in the gold mine

Trolley Truck

The loading equipment, EX5600E-6LD is pure
electric drive, operated by 6600 Volt. The operating cost comparing to a diesel driven one is almost
3-5 times cheaper.

ready proven its power in after sales support,
which is awarded by the market with always very
high market shares. For this purpose, Hitachi
trained the dealer and customers continuously, and
supported the dealer activity of product support
with own local and Japanese engineers. The training is not only technical but also about product
support management. As the result of such efforts,
today Enka keeps a very good spare parts stock as
well as well-trained technical engineers. Visits to
the jobsites frequently by local and Japanese engineers are appreciated very much by the dealer and
end-users which returns as new sales. Very quick
and correct response to the dealer’s technical problems increased the thrust to Hitachi.
It is for sure that construction machinery industry will continue developing and will bring more
and more demands. We believe the country potential and future. Therefore, we, Hitachi, will continue to be in this market, and continue serving our
end-users.

CONCLUSION
Having such potential in Turkey, is expected to
have a steadily growing market especially in mining and infrastructure sectors. Electric driven
equipment in mining business will be more common since the diesel fuel cost is one the most expensive of the world in Turkey. We can roughly
say that the energy consumption of a rigid AC drive dump truck under trolley crusing on 10% slope
mine road, loaded, could be around 60 – 65% less
than the consumption of the same truck with diesel
drive. Moreover, the truck speed may be doubled
under the trolley which brings faster cycle time,
means less number of truck but more load to carry,
and results as to reduce the investment for the
equipment in the mine. Thus, electric shovels, trolley trucks will come more into the picture in the
coming near future. The advantage of Hitachi in
this particular equipment is to use own electric drive system, drive control systems technology (by
Hitachi Group Companies). Including this, all
group companies synergy is used in Hitachi
Construction Machinery Equipment which may be
considered as more reliable.
Supporting the equipment in a best possible
manner is the key for success, besides the equipment quality. Turkey is very much price oriented
market however the proven after sales support adds
big value. Hitachi, having more than 30 years of
experience in Turkey, has such mind and has al-

Mr. Sukru Eltutar of ENKA, business travelers from Hitachi
Construction Machinery, and the author at the dinner after their
meeting in Istanbul in 1988
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伊藤忠商事のトルコにおける
ビジネス展開
―― インフラ・プラント分野を中心に ――
伊藤忠商事株式会社
機械カンパニー プラント・プロジェクト部 部長

浅田

伊藤忠にとっての重要市場 ――トルコ

裕彦

石炭火力発電所のEPC（設計・機器調達・建設）契約
を韓国企業と受注、2017年の稼働を予定している。本

当社は1963年にアンカラ、81年にイスタンブールで

発電所は、日本同様天然資源に恵まれないトルコにと

事務所を開設以来、トルコを重要市場と位置付けて、

って、数少ない豊富なエネルギー資源である褐炭（リ

自動車組立事業への出資や繊維品などの輸入、インフ

グナイト）を燃料とする発電所であり、同国の資源有

ラ・プラント関連プロジェクトなど、多岐にわたる分

効活用に大きく貢献すると期待されている。

野で積極的に営業活動を展開している。本稿では、当

2011年には、イスタンブール・イズミール間高速道

社の取り組みのなかでも、同国の社会・経済発展に直

路の建設・運営BOT事業の一部分として、イズミット

結するインフラ・プラント分野に的を絞って、近年の

湾横断橋建設のEPC契約をIHIインフラシステムと受

当社のトルコ市場における主な取り組みについてご紹

注した。現在建設が進んでおり、16年初の完成後には

介したい。

全長３km、長さ世界第４位のつり橋となる。これま
う かい

でフェリーか沿岸迂回路で１時間前後を要していたの

経済成長とともに高まる
インフラ需要と伊藤忠の取り組み

が、約６分で湾を横断できるようになり、同国経済を
図 伊藤忠のトルコにおける主なインフラ・プラント案件

トルコが抱える課題のひとつに、経済の急成長、人
口増加、それに伴う急激な都市化やモータリゼーショ
ン、経済構造の変化などにインフラ整備が追いついて
いない点がある。政府は2023年までに世界10位の経済
大国になるという大目標を掲げているが、この目標達
成には、さらなる生産性向上につながる道路や港湾、
空港、鉄道、電力、石油・ガス関連といった各種のイ
ンフラ整備が不可欠となっている。
当社は、トルコがまだ飛躍的な経済成長を遂げる前
から同国のインフラ分野で積極的に活動しており、1970
年代後半から、IHIと共同でゴールデン・ホーン橋、フ
ァティフ・スルタン・メフメト橋（通称、第２ボスポ
きょう

ラス橋）といったイスタンブールの交通の要となる橋
りょう

梁や、三菱重工とは、自動車産業の中心地である北西
部ブルサにて複合ガス火力発電所の建設プロジェクト
に参加した。
近年においても、同国南東部にてトゥファンベイリ
16
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トルコ特集

けん引するトルコ西部地域の経済発展に大きく寄与す

国際協力銀行および日本貿易保険への期待が大きいこ

るものと見込まれている。

とから、これをてこに、より多くの機器を日本のメー

また、当社は、トルコと民族的にも近く同国と経済的

カーから供給できるよう協議を続けている。

結びつきも強い資源国、アゼルバイジャンのカスピ海海
域にてACG鉱区の権益を保有しており、ここから生産
される原油は、当社が一部出資するBTCパイプライン

トルコと日本の
よりいっそうの友好を願って

を通じて、トルコ南東部で地中海に面するジェイハン港
より、欧州のみならず世界各地に輸出されている。

今年のトルコは３月の地方選挙、夏場の大統領選と
選挙の年を迎えており、政治展望の予見は難しい状況

STAR製油所プロジェクトの意義

にある。しかし、中長期的にみて、人口増加、特に消
費・労働意欲の高い若年層の増加が見込まれ、かつ、

トルコは目覚ましい経済発展と人口成長を背景に、

地理的優位性も高いトルコの世界市場における地位は、

エネルギー消費量を増大させてきた。特に過去５〜10

引き続き高まっていくものと確信している。トルコ政

年の間のエネルギー需要の大幅な伸びと資源価格高騰

府は、建国100周年となる2023年に照準を合わせ、今

は、同国の経常赤字増大の原因となっている。このよ

後さらに大型インフラ整備に力を入れていく方針であ

うななか、2013年５月、当社は、同国の石油製品輸入

り、当社としても、引き続きトルコを重要市場と位置

代替を目的としたSTAR製油所プロジェクトを国際コ

付けビジネスを拡大していくとともに、同国の社会・

ンソーシアムのメンバーとして受注した。

産業インフラの発展に貢献していく所存である。

EPC契約金額は約35億ドルで、稼働開始は2018年

最後に、当社は1990年より日本・トルコ協会（1926

を予定している。事業主体は、上述のACG鉱区の出資

年設立）の事務局運営を行いながら、世界でも有数の

メンバーでもあるアゼルバイジャン国営石油会社

親日国トルコとの交流のお手伝いをさせていただいて

SOCARが中心となって設立した会社である。SOCAR

いる。同協会は名誉総裁に三笠宮殿下、2013年６月よ

は2008年にイズミール近郊にあるトルコ唯一の石化コ

り前総裁・故

ンプレックスPETKIMを買収しており、今回のSTAR

女王殿下に総裁となっていただき、名誉会長には歴代

製油所はこのPETKIMに隣接して建てられるため、石

駐日トルコ大使に就任いただくなど、両国の要人にも

油精製と石油化学の融合により、原料やユーティリテ

支えられている。特に皇族方のご尽力は両国関係の重

ィの融通、設備の共有化などによるシナジーが期待で

要性を示しているといえよう。

きる。
STARの原油精製能力は年間1000万トンであり、ト
ルコ全体の原油精製能力は３割以上増えることになる。

仁親王殿下の第一女子であられる彬子

今後とも当社としては、ビジネスのみならず、両国
の文化・人的交流のさらなる発展を目指して、トルコ
との関わりを深化させていきたい。

同製油所で生産される石油製品のうち、ナフサなど、
200万トンがPETKIMでの石化原料として使われる予
定であり、また、現在年間800万トン以上にのぼる輸
入ディーゼルの大部分は、STARの生産するディーゼ
ルによって置き換えられることになる。これにより、
トルコにおける石油製品の輸入依存度の低下と、恒常
的な経常赤字の低減につながることから、同国経済に
とって大きなメリットがある。
欧州企業と組むEPCコンソーシアムでの当社の役割
は、日本からの機器調達と競争力のあるファイナンス
の手配である。STAR製油所は、プロジェクトファイ
ナンスでの資金調達を計画しており、各国輸出信用機
関、市中銀行などとの協議を進めている。なかでも、

彬子女王殿下の日本・トルコ協会総裁推戴式にて。
右は同協会副会長の小林栄三当社会長

2014.5
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トルコ三菱東京UFJ銀行
設立までの歩み
―― 日本とトルコの金融の
架け橋を目指して――

トルコ三菱東京UFJ銀行
頭取

山口

はじめに

透

GDP成長率9.2％、11年同8.8％）
、若く人口の多い消費
地としての将来性が認識されたこと、質の高い労働力

弊行は旧東京銀行イスタンブール駐在員事務所とし

が安いコストで得られる生産地としての魅力、またト

て1986年に当地に進出した。進出当時は駐在員１名と

ルコがもつ地政学上のユニークさといった背景があっ

現地スタッフ３名の計４名という小さな所帯だった。

たのではないかと思われる。

以来27年間、主にトルコのビジネス環境にかかわる情
報収集と発信をミッションとして当地で業務を続けて

トルコでの開業に向けて

いる。
これまで何度か、現地法人設立を含めた当地への進

弊行は、2012年の６月に当地進出を決定し、13年11

出を検討した時期もあったが、日系企業進出数が限ら

月に開業の運びとなった。当地で銀行を開業するため

れていたこと、2001年以降当地における新銀行の開業

には、本邦金融庁の認可取得に加え、銀行の設立と営

許可が認められなかったこともあり、見送ってきた経

業の２つの許可を受けることが必要となる。弊行の場

緯がある。

合、銀行設立申請が12年８月、設立許可が12年12月、

また今でこそ、新興国のフロントランナーとして注

営業許可取得が13年９月と比較的スムーズな開業プロ

目を浴びているトルコだが、2005年以前は海外企業に

セスであったと思われる。日本の銀行が進出してくる

とって、さほど注目されるマーケットではなかった。

というニュースは金融業界の中でも大きく取り上げら

トルコは2001年に深刻な経済危機を経験し、国際通貨

れたので、いろいろな意味で注目の的となった。その

基金（IMF）の管理下で金融セクターを中心に構造改

おかげもあって現地行員の採用もスムーズだった。弁

革を行った。80数行あった銀行のうち30行近くを閉鎖

護士や会計士といったプロフェッショナルを通じ、ま

し、銀行セクターの強化を行い、その後10年以上もの

たこれまで駐在員事務所と関係のあった方々を通じて

間、新銀行の開業は認められなかった。

本当にたくさんの履歴書が送られてきた。また、トル

こうした構造改革を経て投資環境を整備してきたト

コ国外からも当行在欧州拠点で働いているトルコの人

ルコが、外国企業から投資対象国として注目を浴びる

たちが、
「トルコに三菱東京UFJ銀行ができるのであ

ようになったのは、2005年にトルコが正式に欧州連合

れば帰って働きたい」と手をあげてくれた。銀行セク

（EU）加盟候補国となったことである。その後は順調

ターで働いているトルコ人は大多数が英語の能力が高

に海外からの投資が増え、2002年に5000社程度だった

く、コミュニケーションもスムーズにとれ、私はその

外資系企業数は、2013年には３万6000社を超えた。そ

クオリティの高さに驚いた。

の多くは欧州系企業だったが、ここ数年は日本企業の
進出も加速するようになった。

銀行業務は当地の監督庁BRSAにより厳格に組織や
経営陣の要件が定められている。社長、副社長、役員、

特にリーマンショック後、日本企業がトルコに熱い

非常勤役員、監査委員会の役職には大学での専攻内容、

視線を送るようになった。これはリーマンショック後、

実務経験年数も決められているし、審査、主計、リス

トルコが速やかに景気の回復を果たしたこと（2010年

ク管理、内部監査、内部統制といった部門はレポート
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ラインの独立性まで定められている。これも2001年以

のだろう。日本人のおじぎのスタイルもスタッフの皆

たまもの

降の金融改革の賜物であるが、その結果としてリーマ

に自然と浸透し、片言の日本語とトルコ語が飛び交う

ンショック時にも銀行セクターはほぼ無傷で乗り切る

オフィスの風景は多忙を極めるなかにも温かな雰囲気

ことができ、その後の外資系企業の進出ラッシュをも

が感じられた。

たらしたのだから、トルコの金融セクターの運営はき
わめて高く評価されるべきだろう。

現地採用スタッフとの協働

トルコへの「われわれの思い」
こうして、2013年11月に無事開業を迎え、本年２月
には、シムシェク財務大臣、アイジュISPAT（首相府

このように各ポジションに求められているスペック

投資促進機関）長官、横井大使をはじめ大変多くの方々

が決まっているおかげで、われわれとしても、それぞ

にお越しいただき、開業パーティを盛況に開催するこ

れのポジションに必要な人材が明確となり、採用活動

とができた。

がスムーズにいったのだと思う。私は面接のたびごと
に「なぜあなたは有名な外資系銀行のこのポストを捨

パーティの中での頭取の平野の挨拶とその「われわ
れの思い」を、最後にご紹介させていただきたい。

てて、ゼロからスタートする銀行に応募したのですか」

「トルコと日本の間には長い友好の歴史があります

と聞いた。多くの場合その答えは、日本に対する信頼

が、昨年来その歴史はさらに深まりました。日本の安

と、新しい銀行をつくっていくプロジェクトに参加す

倍首相とトルコのエルドアン首相は１年の間に４回も

る高揚感だ、というものだった。私にとって、その答

会い、両国の強いつながりを世界に示しました。昨年

えは非常に新鮮なものだった。

10月のマルマライ・プロジェクト（大成建設様が参画

私は、彼らの答えの中に、この銀行設立にかかわっ

するボスポラス海峡海底トンネルプロジェクト）の開

たことでさらに自分のバリューを増やし、次の階段を

通は、この両国間の強いつながりのシンボルとなりま

上っていくんだという、健全な野心を感じることもあ

した。私はこの開通式に参加し、非常に多くのトルコ

った。国が発展していく途上では、このように、より

企業が日本の企業と協働したいと強く期待しているこ

チャレンジングな場に自分をおいて、さらに上を目指

とを感じました。当地で活動されている日本企業の数

していこうという向上心がみられ、それがまた国を発

もここ数年で２倍となり190社に及びます。さらに多

展させていくという好循環が生まれるのだと思われた。

くの日本企業がくることも確信しております。このよ

開業が近くなってくると、同じプロジェクトを推進

うなトルコ市場の成長ポテンシャル、当地で活躍され

してきた仲間としての一体感も段々と醸成され、１年

る日本企業やそのパートナーでとなるトルコ企業をサ

前まで全く縁のなかったトルコの人たちが日本の銀行

ポートすること、言い換えれば、日本・アジアとトル

を設立するという１つの目標へ強い結束力を示したこ

コの間の金融の架け橋となることこそ、われわれのミ

とは、不思議な出来事だった。開業祈念のダルマの目

ッションであると考えるに至りました。われわれはト

入れは大変盛り上がった。ダルマの形状と人形に込め

ルコ経済のさらなる発展と両国の強い絆に貢献したい

られた意味がトルコ人の気持ちのどこかをくすぐった

と思っています」
。

オープニング・セレモニーの様子（2013年11月28日）
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新興国マクロ経済 WATCH

建国100周年に向けた
さらなる躍進を目指して
為季

あずさ

国際協力銀行 外国審査部
第 2 ユニット（トルコ担当）

トルコの担当エコノミストとしてこの２年、トルコ

2013年を起点にトルコの過去10年を振り返れば、

をみてきた筆者は、2013年５月を境としたトルコを

そこには目覚ましい経済発展の物語がある。02年に誕

めぐる状況の変化に驚いている。2000年代初の経済

生した公正発展党（AKP）単独政権は、03年にはエ

危機を乗り越えて経済発展を遂げ、トルコ政府は自信

ルドアン氏を首相に迎えた。AKPは首相の強いリー

を深めるとともに、トルコに対する市場の評価と期待

ダーシップのもと、世俗派の軍部や司法の政治干渉を

も高まっていたが、米国の量的金融緩和策の縮小と国

弱める施策を打ち、政治の安定をもたらすとともに、

内政治社会情勢の不安定化によって状況は一変するこ

国際通貨基金（IMF）プログラムを水先案内人にし

ととなった。

て構造改革を実施してきた。

ここでは、トルコの現状を正しく理解するために、
過去10年の経済発展を簡単に振り返り、2023年の建

これら構造改革の成果は、はっきりと数字に表れて

国100周年に向けたトルコのさらなる躍進に必要と考

いる。トルコの過去10年の年平均成長率は５％という

えられる構造改革のポイントを提示したい。

高水準を記録。１人当たりGDPは１万ドル超と、
2003年から２倍強増加し、中所得国の仲間入りを果

「トルコの奇跡」

たしている。70％を超えていたインフレ率は、現在で
は10％を下回る水準まで低下。外貨準備高も６倍近く

「Turkish Miracle」――アメリカのクリントン国
務長官（当時）は2011年11月、トルコの過去10年の

増加しており、月間輸入比５〜６カ月分はカバーでき
る厚みを保っている。

経済発展をこう表現した。クリントン女史の発言は、
2000年代初に２度にわたり経済危機を経験しながら
も、世界第17位の経済大国に躍進したトルコをたたえ
るものであり、13年５月までの世界のトルコに対する
肯定的な見方を代表したものであった。

エルドアン首相（出所：AKPウェブサイト）
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商業都市イスタンブール市内では、新興住宅地の開発が進む

トルコ特集

そして何より特筆すべきは、銀行セク
ターと財政の健全化だろう。通貨危機発
生の一因ともなった銀行セクターは、金
融規制監督局による厳格な監督を背景に
健全性を高めており、リーマンショック
の際にも目立った状況の悪化はみられな
かった。2001年にGDP比10％を超える
水準で推移していた財政赤字は、政府の
積極的な財政緊縮策に支えられ、２％程
度まで大幅に縮小。公的債務残高も、01
年のGDP比74％から40％を下回る水準
まで低下した。

地方選挙用のPR旗がはためくイスタンブール市内（2014年３月）

さらに、過去10年は、先進国が金融緩和政策をと

たことも、忘れてはならない。2000年代初の経済危

った結果として生じた新興国への資金流入の増加な

機後の改革に取り組んだ時期が、こうした外部環境が

ど、トルコを取り巻く外部環境が好転した時期であっ

好転した時期に重なったことが、トルコにとってよい
意味で「奇跡」だったといえるかもしれない。
さらに、
「アラブの春」の影響を受けていない
政治的に安定したイスラム教国として、相対的
な地位が高まった。

2013年は選挙の前の年
2013年は、エルドアン氏が首相に就任して
10年、トルコ建国100周年に当たる23年まで10
年という節目ともいえる年であった。建国100
周年に当たる23年までに世界第10位の経済大
国となる――過去10年の経済発展の実績に外部
中間層の台頭に合わせ、大型ショッピングモールも増加。
六本木ヒルズのような構造で、昼間からにぎわいをみせている

環境の好転も加わって、トルコ政府は自信を深
め、トルコに対する評価と期待が高まった。し
かし、楽観的なムードは突如として終わりを迎
える。13年５月以降、トルコを取り巻く環境は
大きく変わってしまった。そして興味深いこと
に、環境の変化は、政治と経済の両面でほぼ同
時に発生した。
第１波は、2013年５月。米連邦準備制度理
事会（FRB）のバーナンキ議長が議会証言で
量的金融緩和策の縮小開始を示唆したことか
ら、投資家はこれまで新興国に向けていた投資
資金を引き上げはじめ、トルコでは通貨リラお
よび株価が大幅に下落、国債流通利回りも上昇

けいけん

敬 虔なイスラム教徒市民の祈りの場、ブルーモスク

した。これとほぼ同じタイミングで、イスタン
2014.5
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図表

為替、株価、国債利回りの推移（2013/1/1＝100）

出所： Bloomberg

ブール市内の再開発に反対する環境団体等の座り込み

は貯蓄率が投資率より低いために、経常収支が赤字で

に対するエルドアン政権の行き過ぎた対応を批判する

あり、そのファイナンスを海外資本の流入に頼らざる

反政府デモが発生。予見しがたい政治リスクの発現に、

を得ない。さらに困ったことに、安定的な資本である

資本の流出が加速した。

直接投資の流入では、経常収支赤字を十分にカバーで

第２波は2013年12月。米国の量的金融緩和策の縮

きていない。その結果、経常収支赤字のファイナンス

小が開始され、この直後、現職閣僚や首相を巻き込む

を、債券投資や短期借入に依存する状態が続いている

汚職疑惑が相次いで浮上し、トルコの金融市場のトリ

のである。債券投資や短期借入は逃げ足の速い資本と

プル安に拍車がかかった。

されており、内外のショックが発生した場合に資本が

選挙の年を翌年に控え、景気の減速を嫌う政治的な

流出し、経常収支赤字のファイナンスに支障が生じる

圧力もあり、トルコ中央銀行が機動性と大胆さを欠い

可能性が出てくる。外部環境の変化に伴う影響が注目

たことも、市場の不安を高める原因となったといえる。

を浴び、結果としてトルコが抱える対外面の構造的な

トルコ人は「蜂の大群に刺された」と形容していたが、

脆弱性に改めてスポットライトが当たったのが2013

まさに泣きっ面に蜂である。

年であった。

こうした状況下、投資家のトルコに対する見方は一

逆境か？

チャンスか？

変した。トルコは、米国の量的金融緩和策の縮小に対
して影響を受けやすい５カ国「フラジャイル・ファイ

2013年12月に筆者が行った現地調査での国際機関

ぜいじゃく

ブ（Fragile５）
」に数えられ、その中でも特に脆弱な

や民間銀行などのエコノミストとの面談では、トルコ

国としてみられるようになった。資金の引き上げは、

について思っていたよりポジティブな話が聞けたとい

程度の差こそあれ、多くの新興国でもみられたが、な

う印象が強い。
「短期的には、為替や株価の下落が経

ぜトルコが特に注目されたのだろうか。

済に与える影響が懸念されるが、過去10年の間にトル
コのマクロ経済ファンダメンタルズは格段に強くなっ

改めて浮き彫りになったトルコの課題

ているため、景気の減速はあっても、経済危機の再来
には発展しない」
。機関によってトーンに違いはあっ

トルコは過去５年平均でGDP比約６％という大幅

たものの、2013年に発生した内外環境の変化を踏ま

な経常収支赤字を抱えているが、これは貯蓄以上に投

えたうえで、13年を一つの転機としてとらえていると

資を行っていることになる。困ったことに、トルコで

解釈できる発言も聞かれた。
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筆者も、2014年はトルコに訪れた「チ
ャンスの年」ではないかと考えている。ト
ルコの中央銀行は14年１月、臨時の金融政
策決定会合で、ついに下落を続ける通貨リ
ラの防衛に乗り出し、政策金利の大幅な引
き上げを実施した。これを境にトルコの金
融市場は落ち着きを取り戻しつつあるが、
この影響により14年のトルコの成長率は13
年の４％から低下するとみられている。た
だし、より緩やかな経済成長のもと、経常
収支赤字は縮小する。その間に、対外面の
脆弱性の解消に向けた施策を着実に実行す
る時間を与えられたという意味ではチャン
スなのではないだろうか。景気の減速は、
産業界にとってはあまり喜ばしい事態では
ないかもしれないが、
「景気の悪化は改革

ファストフード店のレジにも数種類のクレジット用の機械が
常備されている

の呼び水」ともいわれるとおり、中期的な
安定性に向けた取り組みを推進する契機と
なり得るのだ。

構造改革のポイント
それでは、トルコ経済の対外面の脆弱性
の解消に向けた取り組みが進展しているか
を確認するためには、今後どういった点に
注視していけばよいだろうか。筆者は、以
下の点がポイントになると考えている。

①民間貯蓄率は上昇しているか

街中のATMの数が印象的

トルコでは民間貯蓄率が低下傾向にある
が、これにはトルコの高い消費性向（米国
よりも高い）がかかわっているとみられる。
現地エコノミストからは、高い消費性向の
背景に、消費意欲が旺盛とされる若年人口
の多さがあるとの見解が聞かれた。クレジ
ットカードの広範な普及、過去の高インフ
レの記憶による貯蓄の敬遠などが複雑に絡
んでいるようだ。いずれにせよ、トルコ経
済のけん引役を担っていた旺盛な民間消費
そ

を削ぎすぎることなく、民間貯蓄率を現在
の13％程度から引き上げることができれ
ば、対外面の脆弱性の解消は進むだろう。
スーパーマーケットが増加する一方で、昔ながらの市場を利用する住民も多い

2014.5
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生の学習到達度調査で、ト
ルコは64カ国中44位にと
どまり、World Economic
Forumが13年に発表した
Global Competitiveness
Reportでも、人的資源の
育成が他国に比べ不十分と
されている。また、法制が
頻繁に変更になることを問
題視する向きもあり、中期
的に、こうした投資環境の
改善が目に見えるかたちで
現れることが重要だろう。

中東、欧州、アフリカ、CIS諸国と多地域に近い地理を活かし、
積極的に経済関係強化に乗り出している（出所：各種資料よりJBIC作成）

④エネルギー自給率は
上昇しているか
トルコは天然資源に恵
まれていないため、国内で

②高付加価値品を生産できる産業が
育成されているか

消費するエネルギーの約７割を輸入に依存しており、
これが慢性的な経常収支赤字を計上する要因となって

その地理的な位置づけから、輸出拠点として非常に

いる。経済発展に伴い拡大する電力需要を、対外バラ

魅力的なトルコだが、主要な部品を輸入に依存してお

ンスを悪化させずに賄えるかどうかが今後の課題であ

り、トルコでは高付加価値品を生産する能力が依然と

る。この点、政府はすでに、シノップ、アックユに次

して低いといわれている。このため、生産や輸出が増

ぐ原子力発電所第３号機の建設を検討中であるほか、

えても、それに伴い輸入も増えるため、経常収支が慢

風力、太陽光、地熱等の再生可能エネルギーの導入に

性的に赤字となっている。主要な部品を国内で生産す

も積極的な姿勢を示している。発電以外にも、省エネ

ることができれば、経常収支赤字の縮小に寄与すると

ルギー・システムを組み込んだビルの導入等、エネル

みられ、R&D（研究・開発）のいっそうの推進や中

ギー使用の効率化にも意欲をみせている。

小企業支援などの対策により、高付加価値品を生産で
きる産業を育成できるかが、中長期的なトルコの安定

建国100周年に向けて

性向上の鍵となる。
勇気づけられるのは、以上の課題について、トルコ

③直接投資の流入は増えているか
直接投資の流入が増加すれば、経常収支赤字を短期

政府も適切に把握していることである。政府が2013
年10月に発表した「中期プログラム（2014〜16年）
」

借入などの逃げ足の速い資本に依存する割合を減らす

では、対外部門の優先的な政策課題として、①民間貯

ことができる。

蓄の増加、②エネルギーの輸入依存の低減、③競争力

現地で面談したエコノミストからは、トルコの労働

および多様化の推進、が掲げられており、それぞれの

力について、賃金が周辺国に比べてそれほど安くなく、

政策課題に対応するかたちで、民間年金制度における

語学や技術といったスキルが不足しているなど、企業

政府負担の導入、原子力エネルギーの割合の拡大、投

側のニーズとのギャップが生じているとの意見が聞か

資環境のさらなる改善など、対応策が示されている。

れた。トルコの労働人口の６割強は高卒未満の学歴し

これらの施策が適切に実行されれば、中長期的にトル

か保有しておらず、労働者のスキルの向上が課題とな

コ経済の対外的な脆弱性は低下していくと思われる。

っているようだ。2012年に行われたOECDによる学

ただし、すでに着手されている政策も含め、効果が出
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るには相当程度の時間がかかるとともに、
トルコ政府の政策実行能力が試される。
だからこそ、政治の安定がこれまで以上
に重要となってくる。2014年３月30日に実
施された統一地方選挙では、大規模な反政
府デモの発生や首相を巻き込む汚職疑惑の
浮上など、逆風が吹くなかで与党AKPが
50％近くの得票を得て勝利し、政権基盤の
頑強さを示した。金融市場も、この結果を
好感し、翌31日にトルコ・リラは２カ月ぶ
りの高値をつけている。政策の継続性は確
保されたかたちだが、14年８月には大統領
選挙が予定されており、統一地方選挙の結
果を受けたエルドアン首相の今後など、政
治の動きがこれまで以上に注目される。

以上みてきたとおり、トルコを取り巻く
環境は、2013年を挟んで大きく変わろうと
している。トルコは、建国100周年を迎え
る23年までに世界第10位の経済大国になる
というさらなる躍進に向けて、再び「奇跡」

トルコ首相府作成資料。2023年までに
世界経済大国トップ10入りを目指す

を起こすチャンスを手にしている。
2011年、トルコ商工会議所の所長（当
時）は、トルコの目覚ましい経済発展の原
動力は、トルコに根づく「Can-do（やれ
ばできる）
」文化だと語ったそうだ注。机を
離れて、トルコの街を歩きながら、筆者も
その言葉に共感を抱くこととなった。歴史
的建築物が多く並ぶイスタンブール市の西
側を歩けば、古きよき街並みと近代化が進
む市民の生活との共生がみてとれる。また、
西側を背に町のアジア側を俯瞰すれば、真
新しいビルや行き交う車の明かりの絶え間
ないきらめきが望め、未来に向かってたく
ましく躍動するトルコ経済の姿を感じ、期
待せずにはいられなくなる。今後10年で世
界第10位の経済大国を目指すという、トル
コ政府の野望に向けて、着実な一歩を踏み
出してくれるのではないか、と。
注：Financial Times, Special Report Can-do culture
drives growth miracle

イスタンブール市中心街。一時はデモ隊と警官隊の衝突の場となったが、
筆者が訪れた際には落ち着きを取り戻していた

（撮影協力：田中博子）
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