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＜オープニング＞ 

 

都梅博之・日本トルクメニスタン経済委員会会長／ 

伊藤忠商事㈱代表取締役 専務執行役員 機械カンパニープレジデント 

開会挨拶 

 

 これより第14回日本トルクメニスタン経済合同会議を開会いたします。 

 日本トルクメニスタン経済委員会会長の伊藤忠商事の都梅でございます。メレドフ・トルクメ

ニスタン副首相兼外務大臣／トルクメニスタン日本経済委員会会長と共同議長を務めさせていた

だきます。 

 尊敬するメレドフ副首相閣下、バイラモフ駐日トルクメニスタン大使閣下、トルクメニスタン

代表団の皆様、ご来賓、ご列席の皆様、本日はお忙しいなか、第14回日本トルクメニスタン経済

合同会議にご参加をいただき、まことにありがとうございます。メレドフ副首相閣下におかれま

しては、このたび、長年の貴国の外交活動への貢献と成果に対し、「トルクメニスタン・マスター・

ディプロマット」の称号を受章されましたことに、心よりお祝い申し上げます。 

 本年は、1992年４月22日に日本とトルクメニスタンが外交関係を樹立してから30周年の記念す

べき年であります。この30年間、日本・トルクメニスタン両国の経済協力関係は、ガス化学分野

を中心に、大いに拡大・発展してまいりました。この良好で相互利益をもたらす両国経済関係を

さらに発展させるべく、ここに日本とトルクメニスタン双方合わせて約100名の参加を得て、第14

回合同会議を開催できますことを、たいへん喜ばしく思っております。 

 本日の議事でございますが、私の挨拶に続いて、メレドフ副首相閣下よりご挨拶をいただき、

ご来賓よりご挨拶をいただいた後、私から基調報告を申し上げ、そしてメレドフ副首相閣下より

基調報告をいただきます。続いて、日本側・トルクメニスタン側双方の代表者より、ガス化学分

野をはじめ、電力、環境、運輸など広範囲にわたるご報告をいただくこととなっております。さ

らに、両国間のビジネス・プロジェクトに関する署名式もございます。 

 ご列席の皆様のご協力を賜りつつ、本日の合同会議が実り多いものとなるよう、精一杯努めさ

せていただく所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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メレドフ・トルクメニスタン日本経済委員会会長／ 

トルクメニスタン副首相兼外務大臣 

開会挨拶 

 

 尊敬する都梅会長、尊敬するご列席の皆様、まずは心より御礼を申し上げます。今回の会議開

催のため、温かくお迎えいただき、我々の協業ための素晴らしい場をご手配いただきましたこと

に御礼申し上げます。 

 セルダル・ベルディムハメドフ・トルクメニスタン大統領からの温かい挨拶と会議成功を祈念

するお言葉を皆様にお伝えできることを光栄に思います。今回の代表団による東京訪問を前に、

我が国の指導者は、トルクメニスタンと日本の幅広く多岐にわたる協力の重要性について特に強

調しました。そのため、我々トルクメニスタン代表団は、日本のパートナーの皆様とともに両国

の協力に新しく力強い刺激を与え、長期的で戦略的な発展を見込んだパートナーシップ関係を構

築するという明確な意志をもって、日本を訪問しています。 

 この文脈において、本年９月に行われた、尊敬するグルバングルィ・ベルディムハメドフ・ト

ルクメニスタン議会ハルク・マスラハティ（上院）議長による日本訪問の成果が、非常に大きな

意義をもっているということを申し上げたいと思います。この訪問では、日本トルクメニスタン

経済委員会の会員企業や日本のビジネス界を代表する方々との会合が行われました。我々のアル

カダグ（事務局注：ベルディムハメドフ前大統領の尊称）より、日本訪問時のトルクメニスタン

代表団への温かい歓迎に対し、感謝の言葉を預かっておりますので、お伝えさせていただきます。

この訪問において、密接な協力関係をさらに強化し、質的に新しく将来性ある協力の実現を目指

していくことが、双方の間で確認されました。 

 責任をもって申し上げたいと思いますが、我々のドアは開かれており、我々には日本企業がト

ルクメニスタンで効果的に活動するための、最も良好な環境を提供する用意がございます。トル

クメニスタンの経済機関は、民間企業も含め、日本市場への進出の意向をもっており、密接で互

恵的、長期的な関係を構築していきたいと考えております。そして私の責務は、そこで必要なサ

ポートをしていくことだと考えております。 

 この場をお借りし、日本のビジネス界の皆様に、日頃のご協力、またトルクメニスタンの発展、

多様化のためにご尽力いただいていることに感謝申し上げます。そしてもちろん、その中で積極

的なご協力をいただいている日本の政府機関、特に経済産業省の皆様、さらに国際協力銀行（JBIC）

や日本貿易保険（NEXI）、日本貿易振興機構（ジェトロ）、国際協力機構（JICA）の皆様にも御

礼申し上げます。 

 本日の会議で、二国間パートナーシップの発展を強固なものにしていきたいと思っております。

我々の間にはそのための、両国首脳の政治意志、経済的な可能性、信頼と相互理解といった、す

べての条件が揃っています。我々の友好関係やあらゆる分野における密接で互恵的な協力は、両

国民の長期的な利益にもかなうものです。そして経済・投資関係の発展に、非常に大きな影響を

与えています。トルクメニスタンには、日本と最も広範な協力関係を作る用意がございます。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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＜来賓挨拶＞ 

 

杉浦正俊・経済産業省審議官（通商戦略担当） 

来賓挨拶 

 

 本日は３年ぶり、そして外交関係樹立30周年の節目の年に開催される日本トルクメニスタン経

済合同会議にお招きいただき、ありがとうございます。第14回会議の開会にあたり、経済産業省

を代表してご挨拶を申し上げます。 

 はじめに、親愛なるラシド・メレドフ副首相兼トルクメニスタン日本経済委員会会長、都梅日

本トルクメニスタン経済委員会会長、両国の経済委員会構成機関および会員企業の皆様、ならび

に事務局のロシアNIS貿易会（ROTOBO）の皆様におかれましては、常日頃から両国間の経済交

流の深化に向けたご尽力をいただいており、深く感謝を申し上げます。 

 日本とトルクメニスタンは、1992年に外交関係を樹立して以降、着実に経済協力を進展させて

まいりました。 

 とりわけ、日本企業がプラント建設に関与し、トルクメニスタンの産業多角化、輸入代替工業

化、外貨獲得型産業の育成に貢献するなど、両国の経済・貿易分野における互恵関係の強化が図

られてきました。 

 例えば、豊富な天然ガスを活用した、マルィ、トルクメナバード、ガラボガズでの肥料製造プ

ラント、キャンルィでのポリエチレン・ポリプロピレン製造プラント、オヴァダン・デペでのGTG

製造プラントなどです。 

 2019年の前回会議以降、コロナ禍により、活発な往来が難しい期間が続きました。そのような

中であっても、関係する皆様がさまざまな形でやりとりを続けて、両国の経済協力は着実に進ん

でおります。 

 例えば、2021年７月、東京2020オリンピック・パラリンピック大会開会式へのご出席のため、

ベルディムハメドフ現大統領が来日された際には、伊藤忠商事と水利国家委員会との間でコマツ

製建設機械納入案件、また住友商事と自動車運輸庁との間でトヨタ製タクシー・バス納入案件に

関する文書が署名されました。これらに基づき、数百台の建設機械や乗用車が続々と出荷されて

いると伺っています。 

 また、昨年９月に、当時の江島経済産業副大臣は、日本企業が建設に携わったチャルジョウ・

ガスタービン火力発電所の完工式に出席いたしました。同発電所で発電される電力は、トルクメ

ニスタン国内のみならず、近隣諸国への電力供給にも大きく貢献しているものと承知しておりま

す。 

 さらに、本年10月の故安倍総理の国葬儀の際には、ベルディムハメドフ人民評議会議長（前大

統領）が日本トルクメニスタン経済委員会と面談され、今後の両国間の経済交流の発展に向け、

活発な意見交換がなされたと伺っております。 

 両国の経済面での協力は、コロナ禍を乗り越え、また、30年にわたり強靱に進展してきたとこ

ろですが、次の30年に向けてまだまだ拡大の余地は大きいと認識しております。 

 本日は、これからのエネルギーでもあります水素も含めた、世界的な気候変動問題への解決に
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向けた将来的な取り組みをはじめ、忌憚のない議論を期待しております。また、この会議の機会

を捉えて、数多くの文書が署名予定と聞いております。皆様のご活動を通じ、両国の経済関係が

よりいっそう発展することを祈念し、また、経済産業省としましても皆様を応援させていただく

ことを改めて申し上げまして、私からのご挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 
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バイラモフ駐日トルクメニスタン特命全権大使 

来賓挨拶 

 

 親愛なるラシド・メレドフ外務大臣、都梅会長、第14回合同会議にご出席の皆様、まず何より、

このような経済会議を開催していただき、日本側の皆様に心から感謝いたします。 

 セルダル・ベルディムハメドフ・トルクメニスタン大統領は、政治、外交、貿易、経済、文化、

人道の各分野において、トルクメニスタンと日本の友好関係をさらに強化することを、たいへん

重要視しています。 

 その顕著な例が、本年９月、安倍元首相の国葬儀に出席するため、グルバングルィ・ベルディ

ムハメドフ・トルクメニスタン上院議長が東京を訪れたことです。また、その訪問の際には、日

本トルクメニスタン経済委員会会員との会合が行われ、我が国の指導者より、我々の協力の主な

方向性と互恵的パートナーシップを拡大するための新しいイニシアチブが提示されました。 

 本日の会議が、皆様にとって実りあるものとなることを願っております。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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池上正喜・外務省中央アジア担当外務省特別代表・大使（欧州局参事官） 

来賓挨拶 

（代読：原 真澄・日本トルクメニスタン経済委員会事務局長） 

 

 メレドフ・トルクメニスタン日本経済委員会会長、都梅・日本トルクメニスタン経済委員会会

長、ご列席の皆様、本日、メレドフ副首相兼外相をお迎えし、第14回日本トルクメニスタン経済

合同会議が約３年半ぶりに開催されますことを心から歓迎申し上げます。 

 本年、日本とトルクメニスタンは、外交関係樹立30周年を迎えました。これを契機として、両

国関係の深化と拡大に向けた新たなモメンタムが生まれています。本年４月には、岸田総理とセ

ルダル・ベルディムハメドフ大統領との間で首脳電話会談が実現しました。また、９月に安倍元

総理の国葬儀に参列するため、グルバングルィ・ベルディムハメドフ上院議長が訪日されたこと

は記憶に新しいところです。 

 経済関係に目を向ければ、トルクメニスタンは豊富な資源を有しており、日本企業は高い技術

力を有しています。このため、二国間関係が経済分野において高い潜在力を有していることは誰

の目にも明らかです。2015年の安倍元総理によるトルクメニスタン訪問後、天然ガスの加工をは

じめとする多くの大型の経済案件が二国間で実現しました。これにより、両国のパートナーシッ

プ関係が大きく強化されたことは周知の事実です。 

 他方、コロナ禍以降は人の往来が制限され、世界的に経済が停滞したことも事実です。加えて、

最近はアフガニスタン情勢やロシアによるウクライナ侵略を受け、国際情勢は不透明さを増して

きています。 

 こうした状況のなか、どのように日本とトルクメニスタンの経済関係を元の成長軌道に戻し、

ビジネス分野における協力を拡大させていくかが、今後の課題となっています。この課題の実現

に向け、本日の合同会議において、ビジネス関係者の皆様により、具体的プロジェクトについて

活発な議論が行われることを心より期待いたします。 

 明後日12月24日には「中央アジア＋日本」対話・第９回外相会合が開催されます。同外相会合

では、激変する国際情勢の中で、中央アジアにおける持続可能な新しい発展モデルを作り上げる

との観点から、「人への投資」、「成長の質」をテーマに議論が行われます。本日の経済合同会議が、

この「中央アジア＋日本」対話・第９回外相会合のテーマにも資する議論の場となることを願っ

ています。 

 最後に、本日の合同会議のご成功と、今後の日本とトルクメニスタンの二国間経済関係の飛躍

を祈念し、私の挨拶とさせていただきます。 

 ご静聴ありがとうございました。 
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＜第１部 基調報告：日ト経済関係の現状と再起動へ向けた取り組み＞ 

 

都梅博之・日本トルクメニスタン経済委員会会長／ 

伊藤忠商事㈱代表取締役 専務執行役員 機械カンパニープレジデント 

基調報告 

 

 まず私の方より、日本トルクメニスタン経済委員会を代表し、基調報告をさせていただきます。

この中には新しい提案がいくつか盛り込まれておりますが、これは、故安倍総理の国葬議にご会

葬いただきましたグルバングルィ・ベルディムハメドフ前大統領の貴重なご提案がベースになっ

ておりますので、その点を事前に申し添えておきます。 

 

◆日本トルクメニスタン外交関係樹立30周年 

 本年は、日本とトルクメニスタンが外交関係を樹立してから30年となります。この30年間に、

両国政府首脳が何度も往来をしております。日本からは、2015年に故安倍総理がトルクメニスタ

ンを訪問したほか、数多くの大臣、議員がトルクメニスタンを訪問しています。またトルクメニ

スタンからは、グルバングルィ・ベルディムハメドフ前大統領に2009年、2013年、2015年、2019

年に大統領として訪日いただいたほか、本年９月には故安倍総理の国葬にご会葬いただきました。

セルダル・ベルディムハメドフ現大統領におかれましては、副首相時代の2021年７月に、東京オ

リンピック2020の開会式にご臨席なさるため日本をご訪問いただきました。メレドフ副首相閣下

におかれましても、2017年の第12回合同会議と本日の第14回合同会議のみならず、数多く訪日い

ただいております。 

 このような頻繁な政府首脳の相互訪問により、両国間の理解が深まり、友好関係が強化される

のみならず、両国の経済協力関係は急速に発展してまいりました。我々民間企業といたしまして

は、両国政府が親密な関係にあることを心強く感じているとともに、心より感謝申し上げるしだ

いでございます。外交関係樹立30周年を機に、日本とトルクメニスタンの国同士、国民同士の理

解、結びつきがいっそう深まることを願っております。 

 

◆トルクメニスタンで日本企業が参画するプロジェクト 

 トルクメニスタンには、開発プロジェクトの多くに日本企業と日本の技術・設備を選択いただ

いてきました。 

 具体的には、トルクメニスタンが豊富に保有する天然ガスを利用する化学分野では、三菱商事、

三菱重工業によるガラボガズにおけるアンモニア・尿素肥料プラント、東洋エンジニアリングに

よるトルクメンバシにおけるガス化学コンプレクス、双日、川崎重工業によるマルィにおけるア

ンモニア・尿素肥料プラント、川崎重工業によるオヴァダン・デペにおける天然ガスからガソリ

ンを作るGTGプラント、旧三井造船によるトルクメナバードにおける硫酸プラントなどが建設さ

れ、すでに生産を行っています。 

 電力分野では、住友商事により、レバプ州に三菱日立パワーシステムズ（現三菱パワー）製設

備によるガス火力発電所が建設され、2021年９月より稼働しております。 
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 建設・土木機械の分野では、長年、伊藤忠商事がコマツの建設機械を供給しており、輸送機械

の分野では、住友商事がトルクメニスタン自動車運輸庁との協定にもとづき、トヨタのタクシー、

バスの供給を順調に行っています。 

 

◆経済関係のさらなる発展に向けた課題 

（１）日本とトルクメニスタンの貿易の現状 

 日本とトルクメニスタンの貿易について、トルクメニスタンでの算出方法が違うので、両国の

統計値が合わないことを承知の上で申し上げますが、日本の貿易通関統計によりますと、2020年

の貿易総額は１億1,500万ドル、2021年は約3,700万ドル、そして2022年１～９月が2,500万ドルと

前年同期比76.6％で減少傾向にございます。輸出入の内訳を見ますと、いずれの年も極端な日本

の輸出超過となっております。 

 

（２）ガス化学分野におけるさらなる協力の発展 

 現在、日本トルクメニスタン経済委員会の会員各社により、化学肥料プラント、鋼管製品の納

入、第２期GTGプラント建設など、新たなプロジェクトが計画・進行されております。これらの

プロジェクトの実施はたいへん重要でございますが、先に述べた両国間の貿易均衡化を達成する

ためには、トルクメニスタンにおいて日本の技術で生産される化学肥料、ポリエチレン、ポリプ

ロピレンなどのポリマー製品等の日本への輸出を増加させることが課題と考えております。さら

には、トルクメニスタンが保有する、ガス資源だけでなくその他の天然資源も活用して、チッ素

肥料のみならず、リン酸肥料、カリ肥料、そしてヨウ素、臭素製品を開発し、海外市場への輸出

を支援していくことが今後の課題と考えております。 

 

（３）グリーンエネルギー分野の開発 

 今日、多くの国が2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギー、水素エ

ネルギーといったグリーンエネルギーへの転換を加速させています。日本においては、2030年度

に温室効果ガスを2013年度比で46％削減することを目指し、さらに50％の高みに向け挑戦するた

め、政府・民間企業をあげて取り組んでおります。 

 水素の製造に関しましては、現在、天然ガスを原料とする方法が主流でございます。副産物で

あるCO2の回収と有効利用、あるいは地中貯留をどのように確立するかが課題となっております。 

 トルクメニスタンの豊富な天然ガスを利用した水素の製造および輸出に向け、両国が協力して

研究することが非常に重要です。天然ガスをはじめとする天然資源の活用による新しい分野の開

発に、日本トルクメニスタン経済委員会会員各社は積極的に取り組んでまいります。 

 

（４）新分野開拓と中小企業支援 

 さらに経済交流を前進させるためには、農業、食品加工、軽工業といった新たなビジネス分野

の開拓と、これらの分野を担う中小企業を含む新しいプレーヤーを両国ともに増やしていくこと

が不可欠です。 
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１）新分野開拓 

 日本のロシアNIS貿易会が、長年にわたって、日本企業と中央アジア諸国企業とのビジネスマッ

チング事業を行っています。本来は、日本および中央アジア諸国の企業の相互訪問によって事業

パートナーの発掘を支援する事業ですが、コロナ・パンデミックにより相互訪問が不可能であっ

たことから、2021年と2022年は、特設ウェブサイトやバーチャル展示会での商品展示、投資プロ

ジェクトPR、オンライン企業プレゼンテーションを行い、ビジネスマッチングを図る「中央アジ

ア・バーチャルEXPO」を開催いたしました。トルクメニスタン商工会議所にご尽力いただき、ト

ルクメニスタンの食品、化学品、繊維製品、皮革製品、建材など、さまざまな分野の民間企業に

参加いただきました。 

 このオンライン展示会をきっかけとして、今後、相互訪問が可能となりましたら、両国の中小

企業の皆様にはパートナーとの関係構築、マーケティングなど活動を続けていただき、トルクメ

ニスタン製品の日本への輸出に繋げていただきたいと願っております。 

 

２）日本の中小企業誘致 

 さらに、中小企業を含む日本企業を新たにトルクメニスタンに誘致するにあたっては、外国人

投資家および外資系企業の活動を保護する外国投資法、税特典等が付与される自由経済特区の設

置が効果的だと考えております。 

 また、トルクメニスタンの輸出入製品の入札と販売の運営を行う、トルクメニスタン商品・原

料取引所（ビルジャ）において、取引のデジタル化の推進が図られていることは、時宜を得てい

ます。 

 加えて、両国政府間において投資保護協定の締結など投資環境を整備いただくことを、ぜひと

もよろしくお願い申し上げます。 

 

（５）医療分野の新たな協力 

 医療分野についても、二国間協力における有望な分野と考えております。今後、医療分野にお

いては、世界的に、院内データのデジタル化やデジタル技術を駆使したオペレーションの向上が

求められております。日本トルクメニスタン経済委員会の会員には、電子カルテなどの医療デー

タのクラウド化といった、医療機器や医療サービスの分野で豊富な経験をもつ企業もございます。

この点におきましても、二国間で協力することができると考えております。 

 

（６）資金調達の多様化 

 次に、資金調達の多様化でございますが、数多くの新たなプロジェクトの、将来の推進のため、

資金調達を多様化するべきだという前大統領の貴重なご意見をいただきました。すなわち、従来

のソブリン与信に基づく制度金融（ECAファイナンス）に加えて、日本およびグローバルな金融

機関との協業による、トルクメニスタンの資金調達の多様化への貢献が期待されています。 

 例えば、トルクメニスタンの付加価値製品を輸出するプロジェクトにおいては、製品の販売代

金を返済原資とし、トルクメニスタン国外に開設するエスクロー口座を活用するなど、プロジェ

クトファイナンスのスキームをどう作っていくか、トルクメニスタン国営対外経済関係銀行と一

緒に検討していきたいと考えております。 
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◆結び 

 以上で述べましたように、日本トルクメニスタン経済委員会および日本企業は、これからも日

本とトルクメニスタンの経済関係を強化することにより、トルクメニスタンの長期的な経済発展

に貢献してまいりたいと考えておりますので、引き続きのご支援、ご協力をお願い申し上げ、私

の基調報告とさせていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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メレドフ・トルクメニスタン日本経済委員会会長／ 

トルクメニスタン副首相兼外務大臣 

基調報告 

 

 尊敬する都梅会長、尊敬するご列席の皆様、本日は、まさにこの合同会議におきまして、エネ

ルギー、運輸、通信、産業、投資、その他の戦略的な方向性を含む、幅広い二国間協力の課題に

ついて話し合いを進めていきたいと思っております。 

 こうした具体的なテーマに入る前に、私の方からも簡単に、両国の貿易・経済関係の現状につ

いて概観をお話ししたいと思います。 

 

◆トルクメニスタンの日本との経済分野における協力関係 

 まず指摘しなければならないのは、日本はトルクメニスタンの最も重要な貿易・投資パートナ

ーの１つであるということです。数多くの日本企業の皆様に、トルクメニスタン経済における非

常に重要な分野でご活躍いただいております。我々はこのような協力関係を歓迎しており、今後

もさらに拡大していきたいと思っております。 

 近年は、日本企業の参加により、ガス化学やエネルギー分野でいくつもの大規模プロジェクト

がトルクメニスタンで実施され、稼働しております。これらのプロジェクトについては、都梅会

長の方から基調報告でご指摘いただきましたので繰り返すことは避けますが、三菱商事、川崎重

工業、東洋エンジニアリング、住友商事などのリーディングカンパニー、その他さまざまな日本

企業の方々に実施していただいたものです。 

 この場をお借りして強調させていただきたいと思いますが、この協力の過程で日本企業の皆様

は、自身が我々の信頼できるパートナーであるということを証明されました。トルクメニスタン

側も同様に、自身の契約上の義務をしっかり履行してまいります。 

 

◆二国間貿易拡大への期待 

 このような素晴らしい協力関係の中で築かれた高レベルな相互信頼により、さらなる貿易・経

済パートナーシップ発展の展望を前向きに検討していくことが可能となっています。両国の国家

間およびビジネス界同士による定期的な交流を続けていくことが、適切かつ生産的であると考え

ています。 

 これによって第一に、両国の貿易高の拡大が促進されることになります。貿易高の現状を表す

具体的な数字を先ほどお示しいただきました。率直に申し上げますが、現状の数字は我々にとっ

て満足できるものではありません。トルクメニスタンも日本も大きなポテンシャルを有する国で

あり、もっと別の数値が出てくるべきだと考えております。 

 本日、我々はプロジェクトについて協議し、それらに関する報告が行われるわけでございます

が、これにより経済分野における我々の協力の質がより高いレベルに達し、二国間貿易高が大き

く増加することを期待しております。 

 

◆日本企業との今後の経済協力の展望 

 現在、これらの新たなプロジェクトを実施するために、さまざまな日本企業との交渉が進めら
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れております。そして、これらの交渉の結果として、本日の会議の最後には文書署名が行われる

予定です。これらの覚書等のさまざまな文書は、我々が経済協力を拡大させるための法的根拠と

なるものです。 

 概して、このプロジェクトの評価額については、本日もさまざまなお話があると思いますが、

実に70億ドルを越えるものでございます。今私がお話ししているのは、ガラボガズのアンモニア・

尿素製造プラントの第２フェーズや、GTGプラントの第２フェーズ、カリ肥料生産プラント建設、

建設機械の供給、発電所の追加部品供給といったプロジェクトについてです。 

 トルクメニスタン政府は、日本の大手企業がこれらのプロジェクトにおける互恵的な協力を継

続して拡大していく意向であることを歓迎しております。資金調達を含め、双方がこれらのプロ

ジェクトの実施に関連するすべての側面について合意に達することを期待しております。 

 

◆ファイナンスにおける協力の可能性 

 日本との協力の枠組みにおいて、財政的なものも含むすべての義務をタイムリーに履行してき

たことが、トルクメニスタンを信頼できるパートナーとして位置付ける根拠となるということを

確信しています。 

 トルクメニスタンの財政的安定性については、世界的なコロナ禍においてもマクロ経済の安定

性を維持することができたという事実によっても示されています。 

 またこのことは、国際金融機関の評価ミッションによっても証明されています。本日、合同会

議の前に都梅会長にお知らせしたところでございますが、昨日行われたJBIC総裁との会合におい

て、トルクメニスタン側は、国際通貨基金（IMF）の専門家による2021年８月および９月のトル

クメニスタン訪問の結果として取りまとめられた最新レポートをお渡しいたしました。加えて、

2023年３月および４月に予定されているIMFミッションの定期訪問をお待ちしているところであ

る旨をお伝えいたしました。レポートは来年も提供されることが見込まれますので、関心のある

日本の関係者の方々にお渡ししたいと考えております。 

 

◆外国投資家に向けたビジネス環境整備 

 関連して強調したいのは、日本のビジネスマンの皆様がともにビジネスを推進しているトルク

メニスタン機関の透明性は、信用いただけるものであるということです。トルクメニスタンにお

ける実務的なビジネス環境の整備について都梅会長からご指摘をいただきましたが、これについ

ては現在、特別な注意が払われているということを保証することができます。実際、外国のパー

トナーとの関係も含め、経済関係について定める法律の改善が進んでおります。 

 また、国内における自由経済特区の設立についても具体的な検討が進められております。さら

に、トルクメニスタンを世界的金融・経済空間に統合していくためのその他の大きなステップに

ついても検討しております。 

 

◆二国間パートナーシップの発展に向けた提案 

 尊敬するご列席の皆様、最初の挨拶でも申し上げましたが、グルバングルィ・ベルディムハメ

ドフ上院議長は、自身の日本訪問時に日本企業の皆様、ビジネス界を代表する皆様との会合を行

い、二国間パートナーシップの深化と質的な発展を目指した具体的な提案をいたしました。 
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（１）インフラ分野における協力のロードマップ 

 その１つ目が、トルクメニスタンのインフラ分野における協力ロードマップに新たな優先プロ

ジェクトを加えて更新し、この文書を第14回日本トルクメニスタン経済合同会議の過程で署名す

ることです。覚書はできあがっているので、我々と経済産業省は署名するであろうと了解してい

ます（事務局注：発言ママ）。 

 

（２）高付加価値製品の輸出 

 ２つ目として、トルクメニスタンからの高付加価値製品の輸出に日本企業を誘致することを検

討しております。これについては、先ほど都梅会長にもお話しいただきました。 

 

（３）ファイナンスの多様化 

 ３つ目が、ファイナンスの多様化です。トルクメニスタン側は、我が国で日本企業によって実

施されているプロジェクトの資金調達メカニズム改善の課題に共同で取り組むことを提案してお

ります。これは特に、決済実行のための信頼できる条件を確保できるツールを用いて、資金調達

を構造化することに関する話になります。 

 さらに、製品への支払いを伴うプロジェクトファイナンス、直接投資、その他の形を含んだ、

さまざまな形のプロジェクトファイナンスの適用についても検討する必要性が指摘されておりま

す。 

 

（４）グリーンエネルギー・水素エネルギー分野での協力 

 ４つ目として、我々は、日本のグリーンエネルギー・水素エネルギーにおける経験や、競争力

のある製品の生産に焦点をあてた近代的なハイテク生産を学ぶことに関心をもっております。合

同会議の前に都梅会長にもお伝えしたところでございますが、トルクメニスタンではこの度、大

統領令により水素エネルギー分野の国際協力戦略が承認されました。これが我々の第一歩になり

ます。 

 そして、同戦略の主な目的は、水素エネルギーへの移行に関する世界的な経験を学ぶことにあ

ります。貴国は今日、この水素エネルギー分野に積極的に取り組んでおられます。豊富な天然ガ

ス資源を有する国としてトルクメニスタンは、この近代的なエネルギー分野の将来の発展に関心

をもっています。 

 我々の国際的な義務について述べれば、トルクメニスタンはパリ協定の参加国であることも強

調したいと思います。また、国連の気候変動枠組条約、京都議定書、その他の気候変動や環境保

護分野における国家関係を規定した数々の基本的な多国間文書に参加しております。 

 セルダル・ベルディムハメドフ大統領は、昨年11月、当時は副首相の立場で、スコットランド

のグラスゴーで行われた国連気候変動枠組条約第26回締約国会議（COP26）において、気候変動

が及ぼす悪影響への対抗策に関連した、トルクメニスタンの具体的なイニシアチブについて報告

を行いました。その中には、メタン分野における世界規模のイニシアチブへの参加といった成果

がございます。 

 トルクメニスタンは、水素エネルギー分野における国際パートナーシップに参加することを具

体的に検討しております。もう一度この問題に戻ります。なぜなら、本日都梅会長とのお話でも
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私が述べたことですが、同分野は、我々の将来の世代にとって広範な協力の可能性がある分野で

す。今日、我々にはすでに同分野における技術があり、我々は日本の経験をトルクメニスタンに

適用していくことに関心をもっております。 

 

（５）共同プロジェクトへの中小企業の誘致 

 そして５つ目ですが、グルバングルィ・ベルディムハメドフ上院議長は、これまでに挙げた提

案に基づき、両国の中小企業を共同プロジェクトに引き入れることを提案されました。今回の訪

問中に、これらのテーマについても、日本の同僚の皆様と詳細に議論したいと考えております。 

 

◆輸送インフラ分野における協力の可能性 

 尊敬する皆様、両国間の相互協力は現在、顕著な成果をもたらしておりますが、本日、私がす

でに述べたように、双方の可能性をより広く活用できることは明らかです。 

 我々は日本のパートナーの皆様に、トルクメニスタンにおける近代的な輸送インフラ、特に鉄

道部門のインフラ建設プロジェクトへの参加の可能性をご検討いただくことを呼びかけたいと思

います。戦略的方向性に基づいて、アジア、欧州、中近東への出口をもつ「東西」および「南北」

を繋ぐ、地域間の輸送トランジット回廊の敷設に関連する協力が行われる予定です。 

 現在、トルクメニスタンは海上輸送のインフラを積極的に開発しています。これに関連して、

カスピ海沿岸のトルクメンバシでは、新しい近代的な国際港が建設されました。この新国際港は、

大陸における重要で最も大きな輸送拠点の１つとなる使命を担っています。中央アジアおよびカ

スピ海地域における長期的なプレゼンスの拡大と強化を目指す日本のビジネス界の皆様にとって

も、このロジスティクス機能の利用が魅力的なものとなることを確信しております。 

 

◆新分野における協力の可能性 

 パートナーシップの重点分野として、ヘルスケア分野をはじめ、水利分野、農業分野、電力分

野など、先ほど都梅会長より挙げられたすべての分野における協力をトルクメニスタン側は歓迎

しております。 

 高度技術、そして最新の管理技術を導入していくため、日本のパートナーの皆様をこれらの分

野での協力にお招きいたします。トルクメニスタンは現在、テレコム、情報、宇宙などの将来性

あるハイテク分野における活動を積極的に展開しております。ここにも、互恵的で良き成果をも

たらすことができる、幅広い協力の可能性が開かれています。 

 また、二国間対話のテーマで重要な位置を占めているのが、アジア開発銀行（ADB）やイスラ

ム開発銀行など国際金融機関の参加を得て、質の高いインフラパートナーシップの枠組みの中で

相互に作用しあっていくことです。我々にはこうした方向性での協力メカニズムを検討する用意

がございます。 

 そして、ビジネス交流を活性化させ、トルクメニスタンで開催される展示会や見本市へビジネ

ス界や企業の皆様にご参加いただき、特定のプロジェクトについて参加の可能性を探っていただ

くための視察旅行を実施していくことが重要になります。 
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◆結び 

 ご参加の皆様、最後に、トルクメニスタンは日本を優先的かつ信頼のおけるパートナーの１つ

と考えていることを強調したいと思います。我々は現在、現実的な可能性が開かれていることを

目の当たりにしています。そしてあらゆる分野での幅広く建設的な対話への用意ができておりま

す。このようなアプローチは、二国間パートナーシップの優先性と将来性、また世界的な経済発

展の傾向に関する見解において、ますます明瞭となった我々の相互理解によりもたらされたもの

です。 

 私は、第14回合同会議を、日本とトルクメニスタンのビジネス界の長期的な貿易・経済関係を

強化するための非常に重要なステップとみなしています。尊敬する友人の皆様、双方の大きな可

能性に対応した、幅広く価値のある協力に皆様をお招きしたいと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

【都梅会長コメント】 

 メレドフ副首相ありがとうございました。貴重なご意見、ご報告をいただき、たいへん感銘を受け

ました。今回の議定書の中でも、できる限り多く非常に重要なことを述べ、二国間で合意することを

考えております。副首相がおっしゃった、世界の気候変動の解決方法の１つである水素生産、水素開

発については、トルクメニスタン国内で設立された水素ワーキンググループがあると聞いております。

我々日本トルクメニスタン経済委員会の会員企業の中にも、ぜひそちらに参加したいという企業がお

りますので、その可能性に関しても、今回の議定書の中でクリアに述べたいと考えております。 
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＜第２部 報告：経済関係発展に向けた取り組みの実例とプロジェクト提案＞ 

 

竹峰晋太郎・伊藤忠商事㈱アシカバット事務所長 

報告「伊藤忠商事のトルクメニスタンにおける活動」 

 

 伊藤忠商事アシカバット事務所の竹峰と申します。伊藤忠商事のトルクメニスタンにおける取

り組みを説明させていただきます。 

 伊藤忠商事は、1994年にアシカバットに支店登録を行って、トルクメニスタンでの業務を開始

した日本で最初の会社です。それ以降、伊藤忠商事はトルクメニスタンの主要なパートナーとし

て役割を果たしております。 

 1993年にトルクメニスタン大統領令によりトルクメニスタン日本経済委員会が設立されたこと

にあわせて、日本側でも同様の会議体が設立され、伊藤忠商事は日本側の会長会社に任命され、

日本側の会議体をリードしてまいりました。2019年からは、伊藤忠商事の代表取締役 専務執行役

員 機械カンパニープレジデントの都梅博之が日本側の議長を務めており、今回の合同会議でも日

本側の会長会社として取りまとめを行っております。 

 伊藤忠商事は、1996年に日本政府の無償資金援助によって医療機材の納入を行ったことを皮切

りに、様々なビジネスを推進してまいりました。 

 「鉄道輸送近代化事業」は、アシカバット機関車修理工場の改修および鉄道管理システムの改

善を行うことにより、トルクメニスタン国内での機関車検修能力の向上および鉄道輸送システム

の安全で効率的な運用による鉄道輸送力の増強を通じて、経済発展に寄与することを目的として、

1997年に交換公文・借款契約を締結したプロジェクトです。本件において伊藤忠商事は、大日本

土木株式会社と共同でプロジェクトを受注して履行推進しました。 

 「トルクメンバシ・リファイナリー・ポリプロピレン工場」では、JBICの資金支援のもと、伊

藤忠商事は、JGCホールディング株式会社等と一緒にポリプロピレン工場の建設を行うとともに、

製品オフテイクも行いました。 

 伊藤忠商事は、1996年にコマツ製建設機械をトルクメニスタンに供給してから、これまでにト

ルクメニスタンの原油・ガス、農業、エネルギー、産業・輸送等のさまざまな分野向けに合計1,500

台以上のコマツ製建設機械を納入してまいりました。 

 そして現在、伊藤忠商事は、トルクメニスタン水利国家委員会が推進している灌漑プロジェク

ト用に、コマツ製建設機械および補修用部品の供給を進めております。コマツ製建設機械の本体

は、2021年に水利国家委員会との間で200台のコマツ製建設機械の供給契約を締結し、本年12月15

日までの間に61台の建設機械を日本から出荷し、合計20台の建設機械を水利国家委員会に現地で

引き渡しました。また、補修用部品に関しては、2020年に契約締結を行い、本年９月にLetter of 

Credit (L/C)を受領して、現在コマツ様とともに生産・出荷に向けた取り組みを進めております。 

 先ほどもお伝えした通り、これまで合計1,500台以上のコマツ製建設機械を供給してきた間、

2009年には当時のグルバングルィ・ベルディムハメドフ大統領にコマツ大阪工場を訪問いただき、

翌2010年には、当時の野路・コマツ社長とアシカバットで面談いただき、コマツ製品の品質とサ

ービスを高く評価いただきました。 
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 その後、2019年に合計1,923台に相当するコマツ製建設機械の供給に関する包括契約を締結し、

2021年にフェーズ１として200台の供給契約を締結しております。 

 また、本年９月、安倍元総理の国葬に参列するためベルディムハメドフ上院議長が訪日された

際の面談では、トルクメニスタンで重要な課題である「水資源」のため、長期的なコマツ製建設

機械の供給継続と今後の関係強化に対して、ベルディムハメドフ上院議長から力強い後押しを行

っていただきました。 

 このほか、文化交流においては、トルクメニスタンにおける柔道の取り組み協力を行っており、

柔道着の寄贈や柔道クラス、実技サポートを行っております。 

 伊藤忠商事は、今回の合同会議でもトルクメンヒミヤとのGTGフェーズ２プロジェクト、カラ

ビル・カリウム塩開発、トルクメンガスとのGTLプロジェクト、トルクメニスタン水利国家委員

会とのコマツ製建設機械の供給案件等、さまざまな分野における取り組み協力に関して協議させ

ていただくことを予定しています。こらからも、トルクメニスタンの主要パートナーとして役割

を果たしてまいります。 

 

【メレドフ副首相コメント】 

 都梅様そして伊藤忠の皆様方に感謝申し上げます。伊藤忠商事は、トルクメニスタンで1994年から

実に約30年にもわたって活動をしてくださっており、トルクメニスタンにとって信頼のおけるパート

ナーです。ご報告では、伊藤忠商事の参加でこれまでに実現されたさまざまな重要プロジェクト、そ

して現在進行中のプロジェクトについてお話しいただきました。これは長年にわたる、成果ある共同

作業の結果であると思っています。 

 伊藤忠商事は、トルクメニスタンで最初に登録された日本企業です。当時、伊藤忠商事が日本のビ

ジネス全体を代表していました。当時のトルクメニスタンは、独立後の困難な時期にありましたが、

日本は我が国の独立を世界に先駆けて認めてくださり、外交関係を樹立した国の１つでした。当時、

伊藤忠商事の尽力で、日本がトルクメニスタン市場に参入しました。私は当時のことをよく覚えてお

りまして、竹峰様のご発言に付け加えて申し上げたいのは、当時、我々は伊藤忠商事を日本政府のフ

ァイナンスの仲介企業として頼りにしてきたということです。私は初めの頃、大統領府で法務局長を

務め、大統領令や文書の作成に従事し、伊藤忠商事のトルクメニスタンでの会社登記手続きにも携わ

りました。 

 伊藤忠商事は、数々のプロジェクトの実現に、とても堅実に責任をもって取り組んでこられました。

今後もこうした協力が続いていくことを願っています。 

 また、柔道についても忘れてはなりません。柔道も我々の良き協力の方向性であると思います。コ

マツが日本の女子柔道チームのスポンサーをされていた際に、伊藤忠商事を通じて協力が始まりまし

た。トルクメニスタンの柔道発展のため、柔道着を寄付していただきました。 
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ニヤズリエフ・国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」総裁 

報告「国営コンツェルン・トルクメンヒミヤの活動について」 

 

 皆様、まず、このような重要かつ有意義な会議で、発言の機会をいただいたことに感謝の意を

表したいと思います。本合同会議はすでに14回目を数えております。この間に両経済委員会によ

り行われてきた実りある建設的な活動は、化学産業を含むさまざまな経済分野における多くの共

同プロジェクトの成功に貢献してきました。本日は国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」を代

表して、我々と日本のリーディングカンパニーとの協力についてお伝えし、今後の協力発展・拡

大についてもお話ししていきたいと思います。 

 国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」は、トルクメニスタン化学産業の発展分野において、

他の組織に先がけて日本企業との協力を始めた組織の１つです。さかのぼること2009年12月、我々

は、双日および川崎重工業のコンソーシアムとの間で、マルィのアンモニア・尿素製造プラント

建設のための設計・機器納入・技術コンサルティングサービスに関する契約を締結しました。 

 その後、旧三井造船、三菱商事、三菱重工業の参加を得て、硫酸プラント（旧三井造船）をト

ルクメナバードに、アンモニア・尿素製造プラント（三菱商事、三菱重工業）をガラボガズに建

設いたしました。さらに、川崎重工業や東洋エンジニアリングの参加を得て、天然ガスからガソ

リンを製造するアハル州のGTGプラント（川崎重工業）、キャンルィのポリマー製造プラント（東

洋エンジニアリング）が加わりました。また、これらのプロジェクトは、JBICやNEXI等、日本の

主要な金融・保険機関の支援を受けて実施されたものです。 

 尊敬する皆様、我々は、日本のパートナーとの協力を高く評価しています。この協力を今後も

継続・拡大したいと心から願っています。そのために必要な条件も整っており、双方の関心もあ

ると考えています。 

 トルクメンヒミヤは、自身の計画に沿って近い将来、以下に挙げる一連の有望な新規投資プロ

ジェクトの実施を予定しています。その資金調達は、化学産業への大規模な投資誘致によって確

保していきたいと考えています。 

- バルカン州において年間66万ｔのアンモニアおよび年間115万5,000ｔの尿素を生産する

プラントの設計・建設 

- アハル州において天然ガスから年間60万ｔのガソリンを生産するプラントの設計・建設 

- カラビル・カリ鉱床において塩化カリウムを生産する鉱山コンプレクスの設計・建設 

 

 三菱商事、川崎重工業、伊藤忠商事などの日本企業が、すでにこれらのプロジェクトへの参加

に関心を示しています。本合同会議の枠内では、三菱商事との間で、既存の枠組み協定に加えて

MOUに署名をする予定です。本MOUは、トルクメニスタンにおけるアンモニア・尿素生産のため

の新プラント建設プロジェクト開発において、エネルギー転換および生産効率向上に関連するイ

ノベーション技術を導入するためのものです。 

 このほか、カラビル・カリ鉱床の開発プロジェクトについて、伊藤忠商事との間で秘密保持契

約と協力に関するMOUを結ぶ予定です。 

 尊敬する皆様、化学分野だけでなく、その他のいくつかの分野においても協力の重要な方向性

の１つとなっているのが、日本企業がトルクメニスタン企業に納入した技術機器の修理・保守を
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行うサービスセンターをトルクメニスタンに開設することです。現在、トルクメニスタンのさま

ざまな企業で数多くの日本の機械設備が導入され、運用されています。そのため、トルクメニス

タン国内に専門のサービスセンターを開設することが適切だと考えており、これについて可能性

ある日本のパートナーの皆様に、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

 尊敬する皆様、最後に、日本側のすべての関係者の皆様に、トルクメニスタンの化学産業発展

のための積極的な投資や新規プロジェクトへの参加を呼びかけたいと思います。そして今後も、

互恵的かつ対等な協力に基づいて、我々のビジネス関係を拡大させていきたいと思っています。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

【都梅会長コメント】 

 いくつかのプロジェクト、その中でも新規のアンモニア・尿素プロジェクトについて言及いただき

ましたけれども、非常に品質の高い製品を生産されていると伺っております。弊社伊藤忠商事の化学

品部隊もさっそくサンプルを輸入いたしまして、どのような価格、どのような方面で販売ができるか

ということを真剣に検討しております。高付加価値製品の輸出については、私が言うことではないか

もしれませんが、日本政府としても、肥料は戦略的価値のある製品だということで、海外での肥料の

開発・生産・輸入に力を入れていることから、非常に期待されていると思っております。 
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坂本恭典・三菱商事㈱トルコ、中央アジア・コーカサス総代表 

報告「トルクメニスタンにおける主な活動内容と今後のビジネスの可能性」 

 

 三菱商事の坂本でございます。本日は貴重な機会をいただきましてありがとうございます。本

日は「トルクメニスタンにおける三菱商事の主な活動と将来のビジネスの可能性」との題目で報

告をさせていただきます。 

 最初に、弊社の簡単な紹介をいたします。三菱商事は、1954年に設立された日本の総合商社で

す。東京の本社においては、産業インフラ、天然ガス、金属資源、食品産業等の計10の営業グル

ープによってビジネスを展開中です。日本国外では約90カ所の国・地域に拠点をもち、傘下約1,700

社のグループ企業と連携してビジネスに取り組んでおります。 

 トルクメニスタンにおいては、独立直後よりトレーディング分野でのビジネス開発を開始しま

した。1990年代後半より、トルコ・チャルックグループ傘下の建設会社Gap Insaat社との繊維プラ

ント受注・完工を契機に、繊維、セメント等産業プラント案件の実現に参画してまいりました。

2011年にアシガバット事務所を開設し、現在ナショナルスタッフ７名とともに、インフラ、ガス

化学分野での活動を中心に積極的に取り組んでおります。 

 2019年には、トルクメンヒミヤがお客様である肥料生産工場を、コンソーシアムパートナーで

あるトルコGAP Insaat社、そして三菱重工業様と３社で協力してガラボガズに完成させることがで

きました。ファイナンス組成では本邦JBIC様、NEXI様のご協力を得ることができました。 

 同プラントは、肥料生産規模としてはトルクメニスタン最大のプラントとなり、国内需要への

対応はもとより、生産される肥料は海外へも西側企業経由で輸出されています。国際的にその重

要性が注目されている肥料生産でございますが、今回トルクメニスタンでこのようなプラントを

実現するお手伝いができたことをたいへんうれしく思っております。 

 ガラボガズ肥料プラントは、カスピ海を望む北部ガラボガズ市の南側３㎞に位置しており、製

品はガラボガズ市の積み出し設備まで運ばれます。今回のプロジェクトでは、プラントから製品

の積み出し用Jetty
ジェティ

（突堤）への輸送設備の建設、それからJetty
ジェティ

（突堤）での積み出し設備も納入

させていただきました。すでにプラント引き渡しおよび最終完工済ではございますが、現地では

現在も三菱重工業様のエンジニアがGAP Insaat社の協力で現地操業支援・協力を実施中であり、ト

ルクメンヒミヤとも緊密に相互協力を継続させていただいております。 

 先般、ベルディムハメドフ上院議長様訪日の機会にも、トルクメンヒミヤと本肥料プラント建

設の第２フェーズの実現について、締結済Framework Agreementをふまえた協議を継続していくこ

とを再度確認させていただきました。また、同議論の枠内で、エネルギー変革や効率向上に関わ

る技術についても広く情報交換し、案件実現に資する取り組みを加速させていくべく、MOUを締

結させていただく予定としております。トルクメンヒミヤ様、それから関係するトルクメニスタ

ン政府関係者の皆様のご支援に深くお礼申し上げます。 

 トルクメニスタンが天然ガス資源を多く有することは、もはや言うまでもございませんが、ト

ルクメニスタンが新たに取り組んでいる水素活用のロードマップにも則った新規プロジェクト計

画や、エネルギー変革、さらなる効率化を目指した新技術の適用に向けた意見交換には、非常に

大きな関心をもっております。トルクメニスタン政府をあげて推進しているデジタル化にも関係

することでございますが、こういった取り組みを通して新たなDX（デジタル変革）分野での協力
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の可能性も出てくるものと期待しております。 

 最後にアシガバット駐在事務所をご紹介いたします。市内中心部Berkarar Business Centerにて活

動をしております。 

 日本・トルクメニスタン両国の良好な経済関係は、我々にとってたいへんありがたいビジネス

機会の支えとなっており、あらためて両国政府関係者の皆様にお礼申し上げます。また、我々と

しても、プロジェクト・案件を通じ、苦しい時も嬉しい時もともに協力し課題を乗り越えてきた

相互信頼関係をふまえ、新たな次世代のプロジェクト、ビジネスに取り組んでいきたいと思って

おります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

【メレドフ副首相コメント】 

 三菱商事に対し、我が国にとって戦略的に重要なプロジェクトを実施するため、トルクメニスタン

において長年にわたって効果的なビジネスをしてくださっていることに御礼申し上げます。ご報告い

ただいたとおり、トルクメニスタンでは今日、繊維分野や化学分野を含め、工業、建材生産など、多

くの分野で重要なプロジェクトが実施されています。 

 パートナーとしてトルコ企業GAP Insaat社について触れられましたが、トルクメニスタンにとっても

同社は長年の信頼のおけるパートナーでございます。トルクメニスタン政府を代表して、三菱商事の

皆様そして本日も参加いただいているGAP Insaat社の代表に改めて深く御礼申し上げます。 
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ジェプバロフ・トルクメニスタン国営対外経済関係銀行総裁 

報告「トルクメニスタン国営対外経済関係銀行：発展のためのパートナーシップ」 

 

 ご列席の皆様、合同会議ご参加の皆様にご挨拶申し上げます。トルクメニスタンにおける投資

機会や有望な協力の方向性についてお話しさせていただきます。 

 独立後、トルクメニスタンは社会政治および経済のあらゆる分野で根本的な変化を遂げてまい

りました。そして国は、ビジネス環境改善や法的枠組み整備のための体系的な取り組みを続けて

います。こうした投資環境改善のための施策により、国民経済への外国直接投資の誘致が拡大し

ております。特に、権威ある国際金融機関や経済先進国、また先進的な経験やイノベーション技

術を有する世界的企業との協力の発展に関心をもっています。 

 計画的かつ効果的に設定された目標を達成すべく、トルクメニスタン発展のための新たなアプ

ローチと現代的ビジョンに基づいた発展プログラムが採択されました。トルクメニスタンで運用

されている主な中期・長期プログラムとしては、次のようなものがございます。 

- 『強国の新時代の復興：2022～2052年のトルクメニスタン社会・経済発展国家プログラム』 

- 『2019～2025年の国家社会・経済発展に関する大統領プログラム』 

- 『2019～2025年のトルクメニスタン・デジタル経済発展構想』 

- 『2018～2024年の中小企業支援に関する国家プログラム』 

- 『2020～2025年のトルクメニスタン対外経済活動発展国家プログラム』 

 

 これらの発展プログラムの主な目的・目標は、「持続可能な開発目標の達成」、「産業・サービス

分野の構造改革」、「産業・サービス分野における先端技術の導入」、「民間資本の活用機会の拡大」、

「官民パートナーシップの発展」などです。 

 採択された発展プログラムと政府の努力の結果、トルクメニスタン経済は新たな課題にも適切

に対応し、2022年１～９月の国内総生産は6.2％の成長を示しています。対外貿易高は146億3,100

万ドルで、そのうち輸出は93億200万ドル、輸入は53億2,900万ドルとなっています。貿易黒字は

39億7,300万ドルに達しました。このように、我が国の経済はとても順調に発展しております。 

 皆様、市場改革のさらなる推進、国家経済複合体の構造転換、そしてその革新要素の強化のた

めには、トルクメニスタン経済への外国資本誘致が非常に重要となります。そして、投資の誘致

に有利な条件の整備とは、官民パートナーシップメカニズムの適用や、特別な法的ステータスを

もつ地域、特に経済特区の創設を意味しています。今日、国は外国投資保護の保証を含めて、関

連する法規制の枠組み整備に取り組み、継続的な改善を行っています。 

 外国投資の誘致と待遇を保証する法的メカニズムの基礎となっているのは、トルクメニスタン

の外国投資法に定められた保証と特典です。外国投資法の規定では、外国投資分野における国家

政策の立案およびその実施のための方向性が定義されています。外国からの物質的・財政的資源、

高度な機械・技術、経営経験、これらをトルクメニスタン経済に誘致し有効に活用することを目

的として、外国投資家の活動への安定した条件と法制度の遵守を保証しています。 

 また、2017年９月には自由経済特区法が採択され、税制や土地の賃貸等を含め、大きなメリッ

トがもたらされました。中小企業向けには、簡略化された税制度が導入されています。民間セク

ターの発展を促すことを目的に、国は低金利での融資を行っています。 
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 トルクメニスタン経済への外国投資誘致の主な形態となるのは、「契約」、「生産物分与契約

（PSA）」、「サービス契約」、「国際融資」、「合弁事業の設立」などです。PSA制度では、ロイヤル

ティの比率、開発コスト上限額、利益生産物分配割合の最適な比率を選定し、これらを変更可能

とすることで、その後の生産でも長年にわたって、プロジェクト経営に柔軟性と予測可能性を与

えています。 

 さらに、新しいトルクメニスタン炭化水素資源法では、「石油事業」の概念が拡張され、「石油

事業とは、契約および関連ライセンスに従って行われるすべての探鉱、生産、精製作業である」

と定義されました。定義に「精製」という概念を追加したことにより、石油、石油化学製品、ガ

ス化学製品、液化ガスおよびその他の製品を得るためのあらゆる段階での炭化水素資源の処理、

またその処理のための設備建設に関する、外国投資家が出資するすべての作業を含めることにな

りました。この法律によれば、石油事業の実施には、①PSA、②ロイヤルティおよび税条件に関

するコンセッション契約、③合弁事業契約、④リスクを伴うサービス契約といった種類の契約が

適用されます。 

 このように、外国人投資家はトルクメニスタンでの投資活動のための新たな機会を得ることが

できるようになりました。 

 2022年12月１日時点のトルクメニスタンにおけるさまざまな経済分野のクレジット・ポートフ

ォリオ構成を見ると、石油・ガス分野が最大で全体の41％を占め、化学分野18％、電力分野17％、

交通・通信分野12％、農業８％、その他の経済分野が４％となっています。外国からの借り入れ

で得た資金の80％以上は、国民経済において、高付加価値製品を生産するプロジェクトに向けら

れています。 

 トルクメニスタン政府は、対外債務の分野でバランスの取れた政策を追求しています。これに

より新たな融資を引き入れ、以前に受け取った分をタイムリーに処理することが可能となってい

ます。これに関連して、格付け機関のフィッチ・レーティングス社は、2022年のトルクメニスタ

ンの対外債務の対GDP比を7.4％と予測しており、これはトルクメニスタンの高い信用を示してい

ます。 

 この合同会議の機会に、当行が近年、日本の同僚の皆様と数多くの主要な投資契約を締結し、

協力を積極的に発展させてきたことについても述べたいと思います。トルクメニスタンと日本の

ビジネスパートナーシップの有望な方向性として、再生可能エネルギー分野、水素エネルギー開

発、高付加価値製品のための新たなハイテク生産施設の建設を挙げることができます。 

 このほか、経済協力開発機構（OECD）の規則に基づいた、共同融資メカニズムの改善にも取

り組んでいます。 

 ご列席の皆様、融資と直接投資の両方の形で、外国資本をトルクメニスタン経済に呼び込むこ

とが、我々の投資政策遂行のために非常に重要になります。我々は、投資分野において、両国の

安定と繁栄に貢献するため、皆様との互恵的な協力を行う用意ができています。 

 最後に、参加者の皆様、主催者の皆様、実りあるお仕事を期待したいと思います。そして良好

な成果、互恵的な協力の成功を祈念したいと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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【都梅会長コメント】 

 非常に包括的なご説明をいただきました。外国投資の誘致、そのための国内法の整備、それから海

外金融機関との折衝、具体的な借り入れの窓口等、たいへんなお仕事をされているわけですけれども、

この度、フィッチ・レーティングスより高い信用格付けを獲得されたことは、我々としても非常に喜

ばしいことだと思っております。今後とも、我々経済委員会との綿密な協力関係をお願いしたいと思

っております。 
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德田 憲・日本トルクメニスタン経済委員会副会長／住友商事㈱理事・グローバル業務部長 

報告「住友商事のトルクメニスタンにおけるビジネスのご紹介」 

 

 住友商事の德田と申します。日本トルクメニスタン経済委員会では副会長を務めております。

この度はメレドフ副首相、バイラモフ大使ならびに皆様の来日を心から歓迎するとともに、日本

トルクメニスタン経済合同会議が３年半ぶりに開催されたことに改めて感謝いたします。また、

二国間の重要な場において、発表の機会をいただきましてまことにありがとうございます。本日

は、住友商事の紹介とトルクメニスタンにおける事業活動についてご報告させていただきます。 

 まず、当社の紹介をさせていただきます。住友商事は、1919年に創立した100年以上の歴史をも

つ日本の総合商社です。世界に100カ所以上の拠点をもち、この全世界に展開するグローバルネッ

トワークとさまざまな産業分野における顧客・パートナーとの信頼関係をベースに、多様な商品・

サービスの販売、輸出入および三国間取引、さらには国内外における事業投資など、総合力を生

かした多角的な事業活動を展開しています。 

 さまざまな産業分野で事業活動をしていると申しましたが、住友商事グループは、６つの事業

部門、１つのイニシアチブを擁し、それぞれの強固なビジネス基盤と多様で高度な機能を戦略的・

有機的に統合することで、変化を先取りし、既存の枠組みを超えて社会課題を解決し、新たな価

値を創造することを目指しています。 

 それでは、当社のトルクメニスタンにおける事業活動を３つご紹介させていただきます。 

 １つ目は、ゼルゲル発電所プロジェクトです。本件は、グルバングルィ・ベルディムハメドフ

前大統領に対し、安倍元首相から「日本製の質の高いガスタービン火力発電案件」として紹介し、

2015年10月、安倍元首相のトルクメニスタン訪問時に、両首脳立ち会いの下で、当社と貴国エネ

ルギー省との間で契約締結していただいた案件です。トルクメニスタンにおいて日本企業として

初受注となった大型火力発電所建設案件でもあり、当社としても総力をあげて取り組んでまいり

ましたが、COVID-19の世界的な流行もあり物流が混乱、取り進めは簡単なものではございません

でした。しかしながら、トルクメニスタン政府の皆様のご理解、ご協力のおかげで、当初の計画

通り、昨年８月に無事完工を迎えることができました。改めて、ご尽力いただきました皆様に御

礼申し上げます。 

 この案件は、レバプ州にてプラント総出力432MWを誇る発電所であり、トルクメニスタン国内

の電力安定供給のみならず、周辺国への電力輸出、アフガニスタン民生支援にも貢献するもので

す。おかげさまでこの１年も事故なく、電力を安定的に供給できております。引き続き安定的な

電力供給に資するために、今回エネルギー省と追加の部品供給を含むメンテナンスサービスにつ

いてMOUを締結する運びとなりました。 

 また現在、トルクメニスタン・エネルギー省には、廃熱回収ボイラーなどの追加設備投資によ

るゼルゲル発電所の複合化を検討いただいております。これは、プラント総出力が640MWと約1.5

倍となる一方、CO2等の排出量は変わらず環境負荷をかけないものであり、トルクメニスタン脱

炭素化の環境目標達成に貢献する案件と言えます。ぜひ前向きにご検討いただきたくよろしくお

願いいたします。 

 ２つ目は、日本からトルクメニスタンへの鋼管の輸出販売です。当社は、2012年よりガルキニ

シュガス田向けに鋼管類を販売しております。同ガス田から生産される天然ガスは、二酸化炭素・
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硫化水素含有量が非常に高く、厳しい環境にあることから、日本製の高品質な鋼管を納入してお

ります。まさに日本の技術を通じて、トルクメニスタンのエネルギー分野の発展に貢献している

ビジネスと言えると思います。 

 最後に、トヨタ製の自動車の輸入販売です。当社は、事業会社のToyota Central Asia社のアシガ

バッド支店を通じて、トヨタ製自動車およびスペアパーツの輸入販売、アフターセールスサービ

スを展開しております。 

 そのような中で、昨年７月にセルダル・ベルディムハメドフ現大統領が来日した際に、トヨタ

製タクシー・バス合計860台の納入に関する売買契約を締結させていただきました。現在（2022

年12月19日時点）までに469台が納入済、2023年３月末までに全車両の納入を完了させる予定です。

トルクメニスタンではトヨタ車が輸入車市場の50％以上を占め、国民の中でも最も親しまれてい

る車の１つと伺っており、公共交通機関の発展・整備にも貢献できるものと期待しております。

すでに、追加後継案件であるトヨタ製タクシー・バス1,250台の納入についても、運輸・通信庁付

属自動車運輸庁との契約確認が完了しており、皆様のご支援に改めて感謝申し上げます。 

 これらのトルクメニスタンに販売された多くのトヨタ車が良質なアフターサービスを受けるこ

とができるよう、現地のディーラーと協力しながら、引き続き良質なトヨタ販売サービス網作り

を継続していきます。 

 以上、本日はこの３つの案件を紹介させていただきましたが、住友商事グループは、今後とも

トルクメニスタン国民の皆様の快適な暮らしに貢献できるよう、様々な提案をしていきたいと思

いますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 

【メレドフ副首相コメント】 

 トルクメニスタン側を代表し、住友商事の皆様には、長年にわたるトルクメニスタン政府との協力

関係に御礼申し上げます。すでにトルクメニスタンで実現された多数のプロジェクトについてお話し

いただきました。 

 特にトルクメニスタンの電力産業への大きな貢献となったのが、レバプ州の発電所建設プロジェク

トです。同プロジェクトについては、2015年３月に仙台市で開催された国連防災世界会議に当時のベ

ルディムハメドフ大統領が出席された際、安倍元総理との首脳会談において初めて日本側から提案さ

れたものでした。本件は住友商事にお引き受けいただき、パンデミックの困難があったにもかかわら

ず、プロジェクトを期日通りに実現いただきました。現在、発電所は完全に稼働しており、国内だけ

でなく、隣国に対しても電力を供給するという素晴らしい貢献をしてくださっています。 

 鋼管の納入についても感謝しております。鋼管はトルクメニスタンのガス輸送インフラの非常に重

要な要素です。高品質な鋼管であるとご説明いただきましたが、本当にその通りだと思っております。 

 また自動車の納入についても、協力を発展させていくことができると信じております。 
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ジョラエフ・トルクメニスタン財務・経済省次官 

報告「トルクメニスタンと日本の協力について」 

 

 両議長そしてご列席の皆様、まずは日本側に対して、このような素晴らしい第14回合同会議の

開催を実現してくださったことに感謝の言葉を申し上げたいと思います。参加者の皆様のご成功

とご活躍をお祈りいたします。 

 トルクメニスタンと日本の経済協力における最も重要な分野の１つが、貿易・投資の分野です。

トルクメニスタンには、日本企業が参画する38件のプロジェクトが登録されており、その総投資

額は120億ドルを超えています。トルクメニスタンではこれまでに、５つの経済主体が日本の資本

参加を得て経済活動を行っています。そして、我々の間にはさらなる協力の大きな可能性がござ

います。2016、2017年のトルクメニスタンと日本の貿易高は、年間10億ドルを超えておりました。 

 トルクメニスタンの経済は、安定して着実に発展しています。豊かな自然、経済、投資、人材

などのポテンシャルに基づいた各産業の多様化が、段階的に実現されております。また、生産分

野では、科学技術の最新の成果やハイテクが積極的に導入され、デジタル経済への移行が進んで

います。 

 本年の初め、２つの『トルクメニスタン社会・経済発展国家プログラム』が採択されました。

長期プログラムが2052年までのもの、中期プログラムは2028年までのものとなります。これらの

国家プログラムは、国の戦略的ガイドラインを反映したもので、現在の経済状況や外的課題、地

政学的リスクを踏まえ、経済発展の優先事項が考慮されたものとなっています。発展のガイドラ

インと優先事項を明確にしたことで、トルクメニスタンは現在、自身の戦略的目標の達成に向け

た実際の歩みを進めています。 

 また、我が国の最も重要な優先事項の１つとなっているのが、国民経済における民間セクター

の調和ある発展です。企業家の活動に対する国の支援が、経済のさまざまな分野で行われていま

す。非政府セクターの割合は拡大しており、本年末の結果では、燃料・エネルギー産業を除くと、

GDPの71.1％になっております。 

 本年１～10月の経済成長率については、6.2％の水準を維持しております。トルクメニスタンの

金融システムは着実に発展しています。国家予算は十分な黒字運営がなされており、これにより

すべての社会プログラムを確実に実施することが可能です。また、対外債務は非常に低い水準と

なっております。 

 さらに、既存の財政制度によって、積極的な投資活動が促進されています。税制面では、経済

発展の優先分野に対して大きな優遇措置を設けています。税法では、トルクメニスタンには税率

が変わらない税が主に６種類あり、その他の税や強制義務支払い等もございますが、大きな税負

担にはならないものです。 

 通常、投資協力の優れた法的根拠となるのは国家間の投資協定でございますが、これにかかる

作業については、我々の経済管轄機関が懸命に取り組んでおります。日本とはすでに７回の交渉

を行っており、近いうちに合意・署名できることを期待しております。これは、我々二国間の互

恵的な投資協力の大きな推進力になるものです。 

 最後に、トルクメニスタンは日本との互恵的な協力に関心をもっていることを申し上げたいと

思います。ご清聴ありがとうございました。 
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フダイベルディエフ・トルクメニスタン産業家・企業家同盟総裁 

報告 

 

 尊敬する共同議長、親愛なるご列席の皆様、トルクメニスタン産業家・企業家同盟を代表し、

ご挨拶申し上げます。本日の会議の成功をお祈りいたします。 

 トルクメニスタン産業家・企業家同盟は、尊敬する大統領のイニシアチブによって2008年に設

立されました。現在は最大の非政府系組織となり、我が国のすべての経済分野で活動する２万

8,000名以上の民間セクターの会員を有しております。 

 企業家に対する国の定期的な支援により、短期間で、経済のさまざまな分野において、実りあ

る活動をすることができました。好適なビジネス環境が整備され、トルクメニスタン企業家の活

動分野は継続的に拡大しています。 

 トルクメニスタン経済の発展において、尊敬する大統領は民間セクターを非常に重視されてお

り、全面的な支援をいただいております。大統領の指示のもと、産業家・企業家同盟の会員は、

地域的にも重要な、数十億規模の大型プロジェクトを推進しているところです。また、数千万ド

ル規模の工場建設も行っております。さらに、国の民営化プログラムの一環で、我々の会員が大

規模な工場の所有者になっております。 

 我々の会員が遂行している大規模プロジェクトの一例として、アシガバードとトルクメナバー

ドを結ぶ全長600㎞の高速道路建設プロジェクトを挙げたいと思います。同プロジェクトの投資額

は23億ドルでした。このような数十億ドル規模の民間高速道路プロジェクトは、今のところ、地

域の他国にはないものであるということを強調したいと思います。 

 また、我々の会員たちはすでに、著名な日本企業との協力を行っております。トルクメニスタ

ン企業は、日本企業からエレベーターやチラー・冷却システム、その他の機器を購入しています。

アハル州の近代的な行政センターの建設だけでも1,000基を超えるエレベーターが設置されまし

たが、そのうち30％以上が三菱商事から購入したエレベーターでした。この他の協力例は、三菱、

ダイキン、日立といった日本企業のチラー・冷却システムの納入ですが、すでに挙げた大規模プ

ロジェクトの施設と同様に、すでに数百基の日本のチラー・冷却システムが使われています。 

 トルクメニスタンでは現在、国家プロジェクトに従って、地元の原材料の使用に重きを置いた、

輸出志向、輸入代替製品の大規模生産施設の建設が進められています。 

 さらに、産業家・企業家同盟の会員の参加により、次の段階として、アシガバード近郊に新た

な1,000haのインダストリアル・ゾーンが設立される予定です。同インダストリアル・ゾーンの建

設には、最新技術の導入が望まれています。これを踏まえて、さまざまな製造分野の企業にご協

力をいただきたいと思っております。日本のパートナーの皆様におかれましては、経験交流やハ

イテク設備の導入等でご協力をいただけることを、私は信じております。我々には協力の用意が

あるということを皆様にお伝えいたします。 

 また、大規模なものだけでなく、生産およびその他の分野の中小プロジェクトの実施において

も、トルクメニスタン企業には協力の用意があるということを強調させていただきます。 

 本合同会議の枠内で、我々、産業家・企業家同盟は、川崎重工業および伊藤忠商事とMOUに署

名する予定です。これは、バルカン州のアンモニア・尿素生産プラント建設のための設計・調達

に関するものです。このMOUの締結により、日本企業との協力がさらに推進されることを期待し
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ております。 

 産業家・企業家同盟には、双方のビジネス界の貿易・経済関係拡大への用意があります。これ

に関連して、ビジネス界における二国間関係の拡大のため、日本の同僚の皆様とのさまざまなビ

ジネスフォーラムや展示会、ビジネストレーニング、オンラインまたはオフライン会合の開催を

提案したいと思います。そして、このような協力が我々のビジネス関係を新たなレベルに引き上

げ、互恵的な協力が拡大していくことを期待しております。 

 最後に、我々産業家・企業家同盟およびその会員は、トルクメニスタンでさまざまな産業を確

立し共同事業を実施するため、常にオープンであることをお伝えいたします。ビジネスのための

すべての環境が整っておりますので、日本の同僚の皆様に、ぜひご協力をお願いしたいと思いま

す。改めまして、温かい歓迎に感謝申し上げます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

【都梅会長コメント】 

 ジョラエフ財務・経済省次官、それからフダイベルディエフ産業家・企業家同盟総裁、どうもあり

がとうございました。非常に幅広い内容の産業活動のご紹介をいただきました。やはり経済委員会と

しては、幅広いトルクメニスタン企業との関係構築を目指していかなければならないという気持ちを

新たにいたしました。 
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野村 圭・川崎重工業㈱産業プラント総括部総括部長 

報告「GTGプラントの過程、現在、将来」 

 

 川崎重工業の野村です。本日は、弊社が2019年にトルクメニスタンに完工いたしました「Gas To 

Gasoline、GTGプラントのこれまでの過程、現在、将来」というテーマで発表させていただきます。 

 本日の発表内容は、①GTGプロジェクトの概要、②世界初であるGTGプラントの特徴、③GTG

プロジェクトの過程と完工式、④GTGプラントがトルクメニスタン経済に貢献している現在の状

況、そして⑤GTGプラントの将来、となります。 

 トルクメニスタンの首都アシガバード市の北部約40㎞に位置する土漠内に、本プラントは建設

されました。見渡す限り土獏が続く、何もないところにゼロからプロジェクトを立ち上げました。 

 本プラントは、天然ガスを原料として年間60万ｔもの高品質なガソリンを製造する設備です。

ガソリンを製造するプラント心臓部のほか、付帯設備として水処理設備、ボイラー・空気分離設

備、ガソリン貯蔵出荷設備があります。 

 今回のプラントの特徴と意義について説明いたします。GTGプラントは、天然ガスからメタノ

ールを合成し、その後ガソリンを合成するプロセスで、商用機としては世界初のプラントとなり

ます。本プラントはギネス世界記録にも登録されました。 

 天然ガスから合成した高品質なガソリンは、重金属・硫黄などの不純物を含まず、先進国の厳

しい環境基準にも対応したものとなります。従来の原油から精製したガソリンとは異なり、天然

ガスの改質によりガソリンを製造するため、副生物や廃棄物がなく、環境にやさしい設備となっ

ています。 

 続きまして、プロジェクトスケジュールについて簡単にご説明いたします。本件は、2014年８

月26日に契約調印をいたしました。2015年１月に契約が発効され、総工期４年半を経て、無事2019

年６月に完工式を執り行いました。 

 また、現地建設工事において、ピーク時には１日約6,000人が従事しました。ガソリンなど爆発

を伴う流体を扱う現場にて、当社およびコンソーシアムからも１件の重大災害もなく完工できた

ことは、非常に重要な意義があるものと思っております。 

 プラント完工式は、2019年の６月28日に行われました。トルクメニスタン政府がトルクメニス

タン航空による直行便を手配してくださり、そのおかげで当時のベルディムハメドフ大統領、日

本から国会議員、政府・企業関係者など多数の参加があり、盛大に開催されました。当時の磯﨑

経済産業副大臣には、安倍元総理からの完工式開催の祝辞を代読いただき、両国の経済協力強化

への期待の言葉をいただきました。本プロジェクトは、日本政府からも、質の高いインフラ輸出

の支援案件と位置づけられ、皆様に多大なサポートをいただきました。 

 GTGプラントの現在ですが、豊富な天然ガス埋蔵量をもつトルクメニスタンの輸出多様化を可

能にし、プラント製品であるガソリンは、周辺国であるウズベキスタン、ジョージアなどに多く

輸出され、トルクメニスタンの外貨獲得に大きく貢献しています。また、トルクメニスタンは国

内用ガソリンを輸入していましたが、GTGプラントのおかげでエネルギー自給率を改善しており

ます。 

 また、GTGプラントはトルクメニスタンに多くの雇用を創出し、トルクメニスタンの技術者の

育成にも貢献しています。建設時に従事した方の８割が現地の方でした。建設と並行して、プラ
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ントの各セクションの運転教育も各国で行い、試運転から現地の技術者とともに実施をいたしま

した。プラント引き渡し後も弊社の技術者を派遣する契約を締結し、GTGプラントの安定稼働、

技術者の育成に協力しています。この点については、トルクメニスタン側からも高い評価をいた

だいております。 

 最後に、GTGプラントの将来についてですが、世界情勢が大きく変わっている今日、安定した

永世中立の資源国であるトルクメニスタンの役割は非常に大きくなっており、世界の注目をより

集めております。これまで述べてきましたように、GTGプラントは、輸出の多様化により、トル

クメニスタンの経済に大きく貢献しています。 

 トルクメニスタン側と弊社は、ルネッサンス社、伊藤忠商事殿の協力を得て、GTGプラントの

第２弾、「GTG-2」を実施したいということを確認してきました。GTG-1プラントと同様に「GTG-2」

は、日本・トルクメニスタンの首脳によって築かれた二国間の強固な協力関係のシンボルになる

と確信しております。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

【メレドフ副首相コメント】 

 川崎重工業に対して、長年トルクメニスタンでご活動いただいていることに御礼申し上げます。マ

ルィのアンモニア・尿素製造プラントでは、高度技術による生産が行われ、年間64万ｔの尿素、40万

ｔの液体アンモニアが生産されています。ただいまご説明いただいたオヴァダン・デペのGTGプラン

トでは、年間60万ｔの高品質で環境にやさしいガソリンが生産されており、生産されるガソリンは、

今日では国内だけでなく、諸外国においても高い需要があります。これはガソリンだけの話ではなく、

ナフサやディーゼル燃料等、その他の液体燃料製品についても同様です。また、ご紹介いただいたGTG

プラントでは、副産物として液化ガスも少量ながら世界市場に向けて生産されています。 

 川崎重工業とのこの協力については、第２プラント建設に関する大きな可能性があり、昨日もその

見通しについて具体的な協議を行うことができました。ご報告の中で野村様も強調されておられまし

たが、同社のパートナーとしてトルコ企業のルネッサンス社にも本プロジェクトにご参加いただいて

います。本日もルネッサンス社の代表の方がこの場にいらっしゃいますが、トルコのパートナーの皆

様にも、建設分野やその他の分野における、長年のトルクメニスタンでの協力関係に御礼申し上げま

す。経済プロジェクトの実施においては、このように川崎重工業とルネッサンス社の密接なタンデム

形式による協業が続いていくと思います。 
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アクマムメドフ・トルクメニスタン閣僚会議付属 

運輸・通信庁付属庁「トルクメンアフトオラグラル」長官 

報告 

 

 共同議長そしてご列席の皆様、まずは日本側を代表する皆様にご挨拶申し上げるとともに、心

のこもった温かい歓迎に感謝申し上げます。また、輸送分野における日本の我が国との積極的な

協力に感謝の意を表します。 

 トルクメニスタンと日本の協力は、相互理解と建設的なアプローチに満ちた雰囲気の中で行わ

れています。双方が広範かつ多面的な協力の用意があることを示しています。 

 公共交通分野における二国間協力の発展は、トルクメニスタンにおける旅客輸送の効率性に良

い影響をもたらしています。また、質の高い輸送サービスを提供し、好条件を生み出すため、ト

ルクメニスタンの輸送分野ではデジタル技術が広く活用されています。 

 国内自動車の更新ならびに国民への高品質な輸送サービスの提供を目的として、2021年７月に

住友商事との間でトヨタ車の供給契約が締結されました。本契約に基づく納入、そしてこれら日

本のトヨタ製自動車により、我々はトルクメニスタン国民に対するサービスの質を大幅に向上さ

せることができました。 

 また、この住友商事との協力の継続として、2022年11月には、2023～2024年の小型バス250台お

よび中型バス1,000台の納入契約が結ばれました。本契約に基づく自動車供給により、我が国の郊

外地域および農村地域に住む国民に提供するサービスの改善が可能となります。 

 最後に、我々には新たな関係性を構築するための用意があること、そして我々はオープンであ

ることを、日本のパートナーの皆様にお伝えしたいと思います。関心のある企業との互恵的な協

力がさらに発展することを願っています。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

【メレドフ副首相コメント】 

 都梅会長、ご参加の皆様、このトルクメンアフトオラグラルは現在、トヨタ製自動車の納入に関連

して、住友商事とともに積極的に活動を行っております。ただいまの同庁長官からの報告でも強調さ

れましたが、我々はこの協力を今後も発展させていきたいと強く願っています。 
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アタエフ・トルクメニスタン水利国家委員会副議長 

報告 

 

 まず、日本の首都・東京において合同会議を開催していただいた主催者の皆様、そして温かく

お迎えくださった日本の皆様に対し御礼申し上げます。 

 トルクメニスタンの水利分野の発展は、尊敬するトルクメニスタン大統領の国家政策における

優先課題の１つになっているものです。 

 現在、トルクメニスタンでは、農業、産業、家庭および経済のあらゆる部門における水資源需

要は満たされておりますが、人口増加と経済の集中的な発展に伴い、水資源の必要性はさらに高

まってきております。トルクメニスタンにおける水資源消費の中心は農業であるため、同経済部

門では今日、水資源の保全にかかる問題が最重要となっています。 

 トルクメニスタン水利国家委員会と伊藤忠商事との協力枠組みの中で、2019年10月23日、コマ

ツ製浚渫機械の売買に関する包括契約が締結されました。本契約は、トルクメニスタン水利国家

委員会が1,923台のコマツ製浚渫機械を購入するというものです。本包括契約の枠内で、さらに、

200台のコマツ製浚渫機械およびその部品を総額4,000万ドルで購入する契約が結ばれました。現

在、契約に基づいて購入された機械が、段階的に我が国に輸入されております。 

 また、第２フェーズとなる、総額１億ドルの、コマツ製機械約40台およびその部品の販売・購

入契約を加速させるための交渉が現在、進行中です。 

 トルクメニスタン水利国家委員会にとって、伊藤忠商事は非常に信頼をおけるパートナーであ

り、今後もコマツ製機械・部品の供給に関する互恵的な提案に協力していきたいと思っておりま

す。我々はまた、水資源分野において他の日本企業とも同様に協力していく用意がございます。

最後に、皆様の今後の実り多き活動をご祈念申し上げます。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

【メレドフ副首相コメント】 

 都梅会長、再度強調させていただきますが、トルクメニスタンはコマツ製建設機械の納入にかかる

長年の協力を今後もさらに発展させていく用意があります。本日もすでに指摘されたように、この協

力関係はずいぶん前に始まったものですが、今日も発展をし続けています。また、コマツとの新たな

協力の第１フェーズとして現在実施されている機械の納入が、このようなパートナーシップを継続し

ていくという両者の意向を明確にしています。 
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＜クロージング：議長総評＞ 

 

都梅博之・日本トルクメニスタン経済委員会会長／ 

伊藤忠商事㈱代表取締役 専務執行役員 機械カンパニープレジデント 

議長総評 

 

 メレドフ副首相閣下、ご列席の皆様、第14回合同会議の閉会にあたり、日本側議長としてご挨

拶申し上げます。 

 本日の会議では、ガス化学、電力、グリーンネルギー、通信、運輸等、幅広い産業分野におけ

る日本とトルクメニスタンの協力、そして、トルクメニスタンで生産される高付加価値製品の輸

出、ファイナンスの多様化、中小企業の参画について、両国の企業、政府機関より有意義な報告

と活発な意見交換が行われたと感じております。日本とトルクメニスタンの経済関係が多岐にわ

たり緊密化していることを実感させるものでありました。 

 本日提案されたプロジェクトの実現には、日本とトルクメニスタン双方の努力が必要です。こ

の点において、両国の経済委員会は重要な役割を果たしていると考えております。本日のような

合同会議を定期的に開催することが重要であります。つきましては、次回の第15回合同会議を双

方にとり都合のよい時期にアシガバードで開催することを提案いたします。 

 今回の合同会議の開催に関しご尽力いただきました、トルクメニスタン側、日本側の関係者の

皆様に感謝を申し上げます。また報告者の皆様、通訳の皆様に対して、心よりお礼を申し上げま

す。 

 トルクメニスタンのさらなる発展、日本とトルクメニスタンの経済協力関係の強化、そして両

国の友好関係の深化を祈念いたしまして、第14回合同会議の閉会のご挨拶とさせていただきます。 
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メレドフ・トルクメニスタン日本経済委員会会長／ 

トルクメニスタン副首相兼外務大臣 

議長総評 

 

 尊敬する都梅会長、参加者の皆様、友人の皆様、トルクメニスタン側を代表し、今一度深く感

謝の意を表したいと思います。また、経済産業省をはじめとする政府関係者の皆様、ご報告をい

ただいた日本企業を代表する皆様、トルクメニスタンと日本の協力の可能性を高く評価してくだ

さっている皆様、我々は、今後もこの協力、密接なパートナーシップ関係をより深化させ、皆様

にトルクメニスタン市場において長期にわたって堅実に活動していただいきたいと考えておりま

す。 

 ここで特に指摘したいことは、このプロセスを拡大する上で、両経済委員会の構成機関、会員

企業の役割が非常に重要であるということです。本日の皆様からのご報告で、トルクメニスタン

との協力関係を続けていきたいという日本のパートナーの皆様の真剣な思いをお聞きし、非常に

うれしく思いました。まさにそれこそが、トルクメニスタンの戦略的発展計画の実現のために重

要となります。 

 日本企業の皆様にとってのトルクメニスタンへの投資の魅力は、天然資源基盤や地理的優位性

だけでなく、近代的な法的条件、快適なビジネス環境、安定した国家機関といったところにもご

ざいます。我々は、トルクメニスタンと日本との間の重要で可能性のあるあらゆる分野における

今後の協力計画について、詳細に議論をいたしました。相当数の文書の用意が整っております。

これらが今後、両国の長期的なパートナーシップの強固な基盤となり、協力を新たな方向へ進展

させると信じています。 

 日本の同僚の皆様、これまでの素晴らしい取り組みと建設的なアプローチ、そして皆様からの

今後も協力をしていきたいというそのお気持ちに御礼申し上げます。我々も同じ気持ちでござい

ます。二国間関係を着実に拡大させていきたいと思っております。 

 尊敬する参加者の皆様、すでに多くの方が言及されましたが、本年はトルクメニスタンと日本

の外交関係樹立30周年という、二国間関係の歴史において非常に重要な年となります。この間、

我々の国民そして政府は、友好関係を築き、平等で互恵的な関係を拡大するため、多くのことに

取り組んできました。その時間が証明してきたのは、密接なパートナーシップ関係は長期的に双

方の国益にかなうものであり、国際的な安全保障や安定性の強化、経済、人道関係の発展に真剣

で前向きな影響を与えるということです。 

 トルクメニスタンは、今後も日本と多岐にわたる長期的な互恵的関係を続けていきたいと思っ

ております。第15回合同会議へのご参加の際には、皆様をアシガバードでお待ちしております。 

 最後に、通訳の皆様にもお礼を申し上げます。皆様のサポートにより我々は本日、滞りなく会

議を実施することができました。 

 ご清聴ありがとうございました。 
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＜署名式＞ 

 

第14回日本トルクメニスタン経済合同会議にて署名された文書一覧 

（当日署名順） 

 

１．トルクメニスタンにおけるアンモニア・尿素製造プラントの新設プロジェクトについての相

互協議に関する覚書 

 署名者： 藤本毅一郎  三菱商事株式会社 インフラソリューション部長 

  A.オメール  ギャップインシャート カントリーダイレクター 

  N.ニヤズリエフ 国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」総裁 

 

２．国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」と川崎重工業株式会社、ルネッサンス社、伊藤忠商

事株式会社のあいだのGTGプラントのターンキー方式による第２トレイン建設プロジェクト

に関する相互理解覚書 

 署名者： 眞田健司 川崎重工業株式会社 エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 

   プラントディビジョン長 執行役員 

  吉川直彦 伊藤忠商事株式会社 執行役員 プラント・船舶・航空機部門長 

   O.ボズクルト ルネッサンス社 副社長 

 N.ニヤズリエフ 国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」総裁 

 

３．トルクメニスタン産業家・企業家同盟と川崎重工業株式会社および伊藤忠商事株式会社とのあい

だのバルカン州におけるアンモニア・尿素プラント設計・調達・建設に関する相互理解覚書 

 署名者： 眞田健司  川崎重工業株式会社 エネルギーソリューション＆マリンカンパニー 

    プラントディビジョン長 執行役員 

  吉川直彦  伊藤忠商事株式会社 執行役員 プラント・船舶・航空機部門長 

  D.フダイベルディエフ トルクメニスタン産業家・企業家同盟総裁 

 

４．トルクメニスタン水利委員会と伊藤忠商事の間のコマツ建設機械の供給に関する覚書 

 署名者： 吉川正彦  伊藤忠商事株式会社 建機・産機部長 

  S.アタエフ トルクメニスタン水利国家委員会副議長 

 

５．トルクメンヒミヤと伊藤忠商事の間の「Karabilカリ鉱山の開発案件」での協力に関する覚書 

 署名者： 福田善久   伊藤忠商事株式会社 工業原料化学品部長代行 

  N.ニヤズリエフ 国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」総裁 

 

６. トルクメンヒミヤと伊藤忠商事の間の「Karabilカリ鉱山の開発案件」での秘密保持契約書 

 署名者： 福田善久   伊藤忠商事株式会社 工業原料化学品部長代行 

  N.ニヤズリエフ 国営コンツェルン「トルクメンヒミヤ」総裁 
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７．トルクメンアフトオラグラルと住友商事株式会社との間の覚書 

  署名者： 藤元信輔   住友商事株式会社 自動車流通事業第二部長 

   G.アクマメドフ トルクメニスタン閣僚会議付属 

運輸・通信庁付属庁「トルクメンアフトオラグラル」長官 

 

８．トルクメニスタン・エネルギー省と住友商事株式会社との間の覚書（レバプ州チャルジョウ

地区にある出力432MWの発電所への追加部品供給及び点検サービス供給プロジェクト） 

  署名者： 中村功  住友商事株式会社 電力インフラ第五部 部長代理 

   S.サパロフ トルクメニスタン・エネルギー省次官 

 

９．（一社）ロシアNIS貿易会とトルクメニスタン財務・経済省付属経済リスク予防庁の間の協力

覚書 

  署名者： 明石和彦  一般社団法人ロシアNIS貿易会 専務理事 

   S.ジョラエフ トルクメニスタン財務・経済省次官 

 

10．第14回日本トルクメニスタン経済合同会議議定書 

 署名者： 都梅博之 日本トルクメニスタン経済委員会会長、伊藤忠商事株式会社 

    代表取締役 専務執行役員 機械カンパニープレジデント 

  R.メレドフ トルクメニスタン日本経済委員会会長、 

    トルクメニスタン副首相 兼 外務大臣 

 

 

 

 

 

 

 

 


