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１．政府におけるインフラシステム海外展開 



 
 

海外経済協力会議（注）の取組や日本経済再生本部における総理ご指示を踏まえ、平成25年３月に設置
（議長：内閣官房長官） 。国土交通大臣もメンバーとして参画。同年５月には「インフラシステム輸出
戦略」をとりまとめ。また、平成26年6月に改訂版を決定。 
 

     
 
 

（注） 我が国の海外経済協力に関する重要事項を機動的かつ実質的に審議し、戦略的な海外経済協力の効率的な実施を図るため、平成18年4月の
閣議決定により設置（議長：内閣総理大臣、主たる構成議員：内閣官房長官、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣）。23年10月廃止。 

・ 世界各地の現場で働く邦人の安全を最優先で確保しつつ、我が国企業の最先端インフラシステム
の海外展開や、エネルギー・鉱物資源の権益確保を後押しする。 

・ 我が国海外経済協力に関する重要事項を審議し、戦略的・効率的な実施を図る。 

目的 

政府におけるインフラシステム海外展開の取り組み 

経協インフラ戦略会議 

第２章 具体的施策 
  １．企業のグローバル競争力強化に向けた官民連携の促進 
  ２．インフラ海外展開の担い手となる企業・自治体や人材の発掘・育成支援 
  ３．先進的な技術・知見等を活かした国際標準獲得 

  ４．新たなフロンティアとなるインフラ分野への進出支援    等                                   

●インフラシステム輸出戦略（改訂版）（平成26年6月3日経協インフラ戦略会議決定）（抜粋） 

第二 ３つのアクションプラン     
 三．国際展開戦略 
  （２）施策の主な進捗状況 
   （トップセールスなどの「インフラシステム輸出戦略」を積極的に推進） 

海外における交通事業や都市開発事業を支援する株式会社海外交通・都市開発事業支援機構の設立法案が、
本年４月に成立した。本年６月には「インフラシステム輸出戦略」改訂版を策定した。 

  （３）新たに講ずべき具体的施策 

インフラ輸出については、「インフラシステム輸出戦略」改訂版の新たな施策を迅速かつ着実に実施し、受注目
標の達成を図っていく。 

●「日本再興戦略」改訂2014 –未来への挑戦- （平成26年6月24日閣議決定）（抜粋） 

【インフラシステム受注目標】 
 

（2010年）      （2020年） 
約10兆円  →  約30兆円 
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Ⅲ．地域別取組方針

＜南アジア＞

• 電力・運輸等の基盤インフラ整備
支援

• デリー・ムンバイ間産業大動脈
（ＤＭＩＣ）構想、南部チェンナイバ
ンガロール地域開発構想への関
与推進

＜④その他（先進国等）＞

• 自然災害の脆弱性への
対応や資源権益確保に
つながるインフラ輸出の
促進

• 電力・交通等の我が国が
強みを発揮できる分野で
のインフラ輸出の促進

３．先進的な技術・知見等を活かした国際標準の獲得
（１）国際標準の獲得と認証基盤の強化

（２）先進的な低炭素技術の海外展開支援

（３）防災先進国としての経験・技術を活用した防災主流化の主導

４．新たなフロンティアとなるインフラ分野への進出支援
（１）医療分野 （２）農業分野

（３）宇宙分野 （４）その他分野

５．安定的かつ安価な資源の確保の推進
（１）天然ガス（平成25年4月26日付「燃料調達コスト引下げに向けた当面のアクションプラン」に

基づく、低廉なＬＮＧ確保に対する支援強化、国内制度改革の推進等）
（２）石油（我が国の石油権益獲得の支援）
（３）鉱物資源（戦略的に確保すべき鉱物資源を見直しつつ重点的に支援）
（４）石炭（安定的な供給源の多角化）

インフラ海外展開のターゲットとなる国については、先進国と新興国・途上国は別市場として
考えることが適当。このうち、新興国・途上国については、日本企業の進出状況等から戦略的
に３つの地域に大別して整理することが有効。

今後、経協インフラ戦略会議等の場で、ターゲットとなる国ごとに優先度の高い分野やプロ
ジェクトについての議論をより具体的に深めていくこととする。

高効率石炭火力発電や低炭素都市
づくりなど我が国の先進的な低炭素
技術の海外展開支援

我が国の優れた技術・経験を活かしたインフラシステム輸出を通じた新興国の防災機能の
向上への寄与や、本邦進出企業の操業の安全性の確保、人間の安全保障の実現

日本の医療技術と医療機器等の海外展
開支援

衛星システムと利用システム等が一体
となった宇宙システムの海外展開支援

防災、海洋インフラ、エコシティ、超電導リニア、
郵便等の分野でのインフラ海外展開支援

例：二国間オフセット・クレジット制度（ＪＣＭ）

国際機関や各国標準機関との連携 等

＜③アフリカ＞

この地域は、貿易投資でもインフラ
海外展開においても日系企業の事
業展開フィールドとしてきちんと位置
付けられていない状況である。この
ため、資源確保の観点を含め、ODA

とも連携して「一つでも多くの成功事
例」を生み出すことが必要である。
• 日本企業進出の成功事例の創出

• 我が国のアフリカ外交の基軸であ
るアフリカ開発会議（ＴＩＣＡＤ）を通
じた取り組みが重要

• 物流の骨格となる国際回廊整備
による連結性強化の支援

例：ASEAN防災ネットワーク構想

例：深海油田開発のための洋上ロジスティックスハ
ブシステム ＜②南西アジア、中東、ロシア、ＣＩＳ、中南米＞

これらの地域は大きな成長市場であるものの、地理的・文化的要因も
あり貿易投資のみならず、インフラ海外展開での日系企業の進出も相
対的に遅れている。製品市場では戦略的に「クリティカル・マスに到達
（一定のシェア・存在感の獲得）」することを目指すとともに、インフラ分
野においても競合国に先んじて重要な案件の受注を勝ち取るべく、集
中的に取り組むことが必要。
• 電力・交通等の基盤インフラ整備支援

• デリー・ムンバイ間産業大動脈（ＤＭＩＣ）構想、チェンナイ・バンガ

ロール間経済回廊構想等の推進
• エネルギー・鉱物資源の安定供給、食料安全保障の観点からの経

済協力の推進

＜①ＡＳＥＡＮ＞

既に現地で相当程度の産業集積があり、貿易投資においても
インフラ海外展開においても日本にとって「絶対に失えない、負
けられない市場」。このため、あらゆる分野におけるインフラ輸
出の拡大のみならず、サプライチェーンの強化による本邦進出
企業の支援や「更に幅広い」産業の進出を促す等、「FULL進出」
をキーワードに行う。
• 本邦進出企業のサプライチェーン高度化につながる東西／
南部経済回廊、ＡＳＥＡＮ防災ネットワーク構想、ＡＳＥＡＮス
マートネットワーク構想等による域内の連結性強化の支援

• 面的開発プロジェクト（ジャカルタ首都圏投資促進特別地域
構想（ＭＰＡ）、ティラワ経済特別区等）の推進

• 東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）の実現による貿易円
滑化等の推進

例：

（注）ＭＲＶ：測定・報告・検証

例：我が国の技術により耐震補強工事を行った
トルコの第二ボスポラス橋

我が国認証機関の体制強化、海外認証機
関との連携 等

我が国の効率的な農業インフラシステム等の
海外展開
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• デリー・ムンバイ間産業大動脈（ＤＭＩＣ）構想、チェンナイ・バンガ

ロール間経済回廊構想等の推進
• エネルギー・鉱物資源の安定供給、食料安全保障の観点からの経

済協力の推進

＜①ＡＳＥＡＮ＞

既に現地で相当程度の産業集積があり、貿易投資においても
インフラ海外展開においても日本にとって「絶対に失えない、負
けられない市場」。このため、あらゆる分野におけるインフラ輸
出の拡大のみならず、サプライチェーンの強化による本邦進出
企業の支援や「更に幅広い」産業の進出を促す等、「FULL進出」
をキーワードに行う。
• 本邦進出企業のサプライチェーン高度化につながる東西／
南部経済回廊、ＡＳＥＡＮ防災ネットワーク構想、ＡＳＥＡＮス
マートネットワーク構想等による域内の連結性強化の支援

• 面的開発プロジェクト（ジャカルタ首都圏投資促進特別地域
構想（ＭＰＡ）、ティラワ経済特別区等）の推進

• 東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）の実現による貿易円
滑化等の推進

例：

（注）ＭＲＶ：測定・報告・検証

例：我が国の技術により耐震補強工事を行った
トルコの第二ボスポラス橋

我が国認証機関の体制強化、海外認証機
関との連携 等

我が国の効率的な農業インフラシステム等の
海外展開

＜①ASEAN＞ ＜③アフリカ＞ 



総理・閣僚によるトップセールス実施状況 

総理 閣僚 合計 

（参考）平成24年（通年） 6 19 25 

平成25年 25 42 67 

平成26年（GWまで） 7 16 23 

※１訪問国＝１件とカウント(マルチ会合等が行われた1訪問国で 
  複数国の首脳等にトップセールスを行った場合も1件でカウント) 5 
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経済協力の戦略的展開 

経済協力の多様な支援ツールを戦略的に展開 

Ｆ／Ｓ実証 
事業の充実 

技術協力・
無償資金協
力の活用 

円借款の活用 公的金融の支援強化 

◆協力準備調査（PPPインフラ 
  事業）等を通じ、我が国企業の 
  ニーズを強力に吸い上げ 

◆STEPの制度改善 

◆外貨返済型円借款の導入 

◆Equity Back Financeの活用 

◆Viability Gap Fundingの導入

◆サブ・ソブリン向け円借款 

◆海外投融資の現地通貨 
  立て融資スキーム 
 

◆JBIC海外展開支援出資・ 
  融資ファシリティの活用 
  促進 
 

◆貿易保険制度の拡充 
 

◆「海外交通・都市開発 
  事業支援機構」の創設 
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Ⅰ．理念 
 １．目的＝国際社会の平和と発展への貢献を通じて，我が国の安全と繁栄を確保 
 ２．基本方針  
  （１）開発途上国の自助努力支援 ，（２）  「人間の安全保障」 ，（３） 公平性の確保 
  （４）我が国の経験と知見の活用，（５）国際社会における協調と連携 
 ３．重点課題 
    （１）貧困削減，（２）持続的成長，（３）地球的規模の問題への取組，（４） 平和の構築 
   ４．重点地域 
    アジアは重点地域。我が国との経済連携の強化を十分に考慮。 
  ただし，経済社会状況の多様性，援助需要の変化に留意しつつ，戦略的に重点化。 
 

Ⅱ．援助実施の原則 
 以下の諸点を踏まえ，開発途上国の援助需要，二国間関係等を総合的に判断 
    （１）環境と開発の両立，（２）軍事的用途の回避，（３）軍事支出・大量破壊兵器等に十分注意， 
  （４）民主化・人権等に十分注意 

ＯＤＡ大綱 

政府の開発援助の理念や原則等を明確にするために策定した閣議決定文書。 

１９９２年 ＯＤＡ大綱 閣議決定  
 （理念の明確化や政策面での強化を進める） 
２００３年 ＯＤＡ大綱 改定（閣議決定） 
 （ ＯＤＡの戦略性，機動性，透明性，効率性を高め，国民参加を拡大，日本のＯＤＡに対する内外の理
解を深める） 

経緯 

ポイント 
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ODA大綱の見直し～進化するODAを目指して～ （１）見直しの背景  



（第１の進化：国際社会の議論をリードするＯＤＡ） 
 世界をリードする新たな開発協力の羅針盤：①包摂性,②持続可能性,③強靱性 
 我が国の重点分野：女性の支援，国際保健，気候変動対策，防災 
 
（第２の進化：開発の土台としての平和，安定，安全） 
 国家・社会の成長の源泉としての，平和で安定した社会の実現。 
 平和構築支援。国際社会の安全のための協力。普遍的価値共有のための協力。 

 
（第３の進化：様々な主体との連携の強化） 
 官民連携。自治体・ＮＧＯ・国際機関との連携強化 

１．ＯＤＡに求められる役割の多様化 
●国家安全保障戦略：積極的平和主義に基づき、普遍的価値の共有や人間の安全保障の実現、
開発課題や地球規模課題の解決、国際平和協力等のためにＯＤＡを積極的・戦略的に活用する
こと等が謳われている。 

●日本再興戦略：途上国の開発に貢献すると同時にその成長を取り込むことで日本経済の活性
化にもつなげるべく、経済分野での国際展開支援にＯＤＡを積極的・戦略的に活用すること等が謳
われている。（インフラ輸出、中小企業支援、資源確保等） 
 

２．国際社会の開発に関する議論の変化 
 ポスト２０１５年開発アジェンダ策定に向けた議論に代表されるように、国際社会の開発に関する
議論が変化し、従来の貧困撲滅に加え、新たな視点や課題が俎上に上っている。（例：持続可能
な開発、成長、格差是正、防災、国際保健） 
 

３．非ＯＤＡ資金との連携強化の必要性 
 途上国の開発にとって、民間資金や非ＯＤＡ公的ファイナンスが重要な役割を果たすようになり、
ＯＤＡとこれら非ＯＤＡ資金との連携強化の必要性が高まっている。 
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ODAを取り巻く環境の変化 

ODAが目指す３つの進化（岸田外務大臣のＯＤＡ政策スピーチより） 

ODA大綱の 
見直し 

（年内の閣議決定を
目指す） 

フィリピンのミンダナオで
は，同地域の平和と安定
に資する支援を実施。 

2013-2015年で，30億ドル
を超える女性支援を実施。 
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２０１４年３月：ＯＤＡ大綱見直しの発表，「ＯＤＡ大綱見直しに関する有識者懇談会」立ち上げ 
       ６月：有識者懇談会報告書提出 
   １０月頃：新大綱の政府案発表，パブリック・コメント 
     年内：新大綱閣議決定 
 

※並行して，ＮＧＯ、経済界等との意見交換やパブリック・コメント等の国民の声を聞く機会を設け、国民的議論を行う。 

プロセス 

ODA大綱の見直し （２）これまでの議論の概要  

 

 

メンバー 

 第１回会合（３月３１日（月））：大綱のスコープ，目的，基本方針 
 第２回会合（４月１８日（金））：重点地域，重点課題 
 第３回会合（５月１４日（水））：援助実施の原則，援助政策の立案・実施 
 第４回会合（６月１３日（金））：報告書取りまとめ 

薬師寺 泰蔵(座長) 慶應義塾大学名誉教授 
荒木 光弥 株式会社国際開発ジャーナル社代表取締役・主幹 
大野 泉 政策研究大学院大学教授 
大橋 正明 国際協力ＮＧＯセンター（ＪＡＮＩＣ）理事長 
佐藤 百合 日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）アジア経済研究所  

地域研究センター上席主任調査研究員 
中西 寛 京都大学大学院法学研究科教授 
松浦 晃一郎 国連教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）前事務局長 
矢野 薫 日本経済団体連合会国際協力委員会共同委員長， 

日本電気株式会社取締役会長 

有識者懇談会 

日程 



ＯＤＡ大綱見直しに関する有識者懇談会 報告書 （新大綱の方向性） 

 新大綱は，従来のＯＤＡ以外の協力にもスコープを拡大すべき。 
   （様々な主体・資金との連携の強化，新たな対象・課題への対応） 

 「ＯＤＡ大綱」という名称を変更し，「開発協力大綱」とすることを提案 
   （ただし「開発協力」を平和構築，ガバナンス，人道支援等も含む広い概念と定義） 

 全体を構成し直す必要があり，以下の構成とすることを提案 

 

総論 

Ⅰ 開発協力における理念：    （１）基本理念， （２）基本方針 

Ⅱ 開発協力における重点政策： （１）重点課題，  （２）地域別方針・アプローチ 

Ⅲ ＯＤＡ実施に関連する事項：  （１）ＯＤＡ実施上の指針，（２）ＯＤＡ実施基盤 
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●基本理念  
  我が国開発協力の目的として，「国際社会の平和，安定，繁栄の確保に積極的に貢献する」というメッセージを掲
げる。また，開発協力推進の原動力としてＯＤＡを位置づける。 

  国際益と国益は不可分。国際益への貢献は，中長期的国益に繋がっている旨明記。 
 

●基本方針 （我が国ＯＤＡ６０年の歴史の中で形成されてきた基本理念） 
  非軍事的手段による平和の希求 
  自助努力支援と対話・協働による共創 
  人間の安全保障と基本的人権の推進による人間中心のアプローチ 
  日本の経験と知見の共有 
 

 Ⅰ  開発協力における理念 

各項目の方向性 



●重点課題 
 質の高い成長（包摂性，持続可能性，強靱性）とそれを通じた貧困撲滅 
    （従来の貧困削減と持続的成長を統合。ＯＤＡを触媒とした民間資金の活用） 
 発展の前提となる基盤の強化－グッドガバナンス・法の支配の確保，平和・安定・安全の強化等－ 
    （グッドガバナンスや法の支配を明記。従来の平和の構築からスコープを拡大） 
 地球規模課題への取組を通じた持続可能で強靱な国際社会の構築 
    （ポスト２０１５年開発アジェンダ等の国際的議論も踏まえる） 
 

●地域別方針・アプローチ 
  現大綱の各地域に対する記述方式を変更。地域毎の援助の考え方を定める。 
  ＯＤＡ卒業国も含めて協力の対象国を拡大 
  国境を超える広域開発，地域横断的な連結性強化の重要性に留意。 

 Ⅱ  開発協力における重点政策 
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国民和解会議 

●ＯＤＡ実施上の指針 
  戦略性の確保 

  連携の強化（政府内，実施機関，官民連携（企業，自治体，ＮＧＯ，市民団体，大学等），ＰＫＯ，国際機関，他ドナー，
新興国等） 

  ＯＤＡ実施上の配慮事項（①民主化の定着，法の支配，基本的人権の尊重，②軍事支出，大量破壊兵器・ミサイル
の開発製造，武器の輸出入，③環境への影響，④ジェンダー，格差是正，公正性の確保，⑤不正・腐敗の防止，透明
性の確保，安全配慮） 

 

●ＯＤＡ実施基盤（持続的ＯＤＡのために） 
 ◆国民の理解促進  （◆人材育成・実施機能整備   ◆リソースの確保） 

 Ⅲ ＯＤＡ実施に関連する事項 



２．国土交通省における海外展開の取組  

１） これまでの海外展開の取組 



インフラ海外展開推進のための有識者懇談会 
    ～これからのインフラ・システム輸出戦略～  （平成25年2月15日） 

基本的考え方 

将来にわたり繁栄
し、世界で尊敬 

される国 

活力を維持するた
めのフロンティア 

新興国等の成長
の取り込み 

三つの意義 四つのポイント 
    

 

 

 

    

１．相手国の風土、文化等の尊重 

２．システム思考のソリューション提案 

３．グローバル・ローカルな人材の確保・育成 

■相手国が真に必要とするものを提供するには、相手国の風土、文化等を理解し、尊重することが必要。 

■我が国の経験を伝え長期的な視点から提案することも必要。 

■現地ニーズに適い、また我が国企業の利益にも適うようなソリューションを提案する能力が必要。 

■国際標準を熟知しプロジェクトを指揮・管理する能力を持つグローバルな人材と、現地の文化等を理解し 

  尊重することができる現地に根付いたローカルな人材の双方が必要。 

■グローバル・ローカルな人材とも、経験・ノウハウが必要。とりわけ、ローカルな人材は現地との密な人的 

  ネットワークが重要。 

■現在活躍中の人材の能力向上、計画的な人材採用・養成、留学生の活用・登用が重要。 

４．産学官の連携と役割分担 

■関係省庁・関係機関が連携・協力して、相手国政府に対する働きかけや制度整備支援、公的金融等支援  

  措置を実施。公的機関に蓄積された人材・ノウハウの一層の活用等が必要。 

■政府は、プロジェクトのリスクを軽減するため、貿易保険等の制度に加え、相手国政府との間で、交渉・要 

  請を実施。 

■企業は、人材育成、体制整備等により、能力を一層強化して、プロジェクトの提案・獲得・実施にあたる。 

■官民相互の連絡を緊密にして、政府は企業のニーズを把握することが必要。 
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相手国のニーズのくみ上げ 

が不十分ではなかったか？ 

相手国とのつながりが 

まだ弱いのではないか？ 

海外展開をすすめる 

プレイヤーが十分にいるのか？ 

国内の国際化は十分か？ 

１．相手国のニーズの的確な 

   くみ上げ 

課題 今後の方向性と戦略 具体的施策 

２．人材確保と人的ネットワーク
の充実 

３．総合受注を担える体制整備：
プレイヤーの確保 

６．国内市場の国際化 

１．相手国のニーズを踏まえた案件の発掘・形成
の強化 

２．国内外におけるモデルプロジェクトの促進 

３．勝てるチームづくりのための人材育成 

４．現地における技術者・技能者の育成 

５．情報収集の強化と人的ネットワークの構築・
活用 

６．公的部門のノウハウ等の活用 

７．ジャパン・イニシアティブ 

８．ODAとの連携によるPPPプロジェクトの推進 

９．面的プロジェクトの推進 

１０．政府間対話の積極的な活用 

１１．公的制度の不断の改善 

１２．防災パッケージの海外展開 

１３．ソフトインフラの海外展開 

１４．海洋インフラ等の海外展開 

１５．国内市場の国際化 

４．競合国とのイコールフッティン
グ 

５．競争力強化のための新分野
開拓 

価格を含め競争力は 

あるのか？ 

新たなステージへの展開 戦略と具体策 

「川上」「川下」へのチャレンジ 

インフラ海外展開推進のための有識者懇談会 
    ～これからのインフラ・システム輸出戦略～  （平成25年2月15日） 



 

 

我が国の技術・システムの国際標準
化や相手国でのスタンダード獲得等
ソフトインフラの海外展開 
 

国際機関・標準化団体へ参画、我が
国提案への賛同国増加に向けた働き
かけ強化  

  

 セミナー・研修開催、専門家派遣等を
通じた日本規格のディファクトスタン
ダード化の普及・促進 

                 

 

 

インフラシステム輸出の推進 

 
 

官民一体となったトップセールスの展開や
案件形成等の推進、情報発信の強化 
 

 トップセールス等相手国政府とのハイレベ
ル協議、セミナーの開催、相手国要人・政
府行政官の招聘等を実施  

構想段階から、官民連携による案件形成、
コンソーシアム形成の支援、海外ＰＰＰ協
議会の開催等を実施  

日本のインフラの優れた点を様々な国際

会議の機会等を活用して情報発信   

 
                      

 

ソフトインフラの展開 「川上」からの参画・情報発信 

平成23年11月  
IEC（国際電気標準会議）/TC9
（鉄道用電気設備・システムに
関する技術委員会） 総会 

平成25年2月 高速鉄道セミナー 
平成26年1月 

 海外水インフラPPP協議会 

平成24年7月 
 ISO（国際標準化機構）水の

ワークショップin神戸 

 

 

我が国企業のインフラ輸出・海外進出
を多角的に支援 
 

川下(管理・運営）に進出する企業の
事業リスク軽減のための支援： 

  （株）海外交通・都市開発事業支援機
構の設立等 

 

民間企業からのトラブル相談窓口とし
て「海外建設ホットライン」の設置や、
事業監理セミナー等を実施 

 

二国間対話等を通じたビジネストラブ
ルの解決支援 

 

 
                 

 

 平成24年2月 日・カンボジア 
安全・品質管理セミナー 

平成23年10月  
合同現場見学会(ベトナム) 

インフラ輸出に取り組む企業支援 

日本再興戦略に位置づけられたインフラシステム輸出を強力に推進する。具体的には、川上（構想段階）から
の参画、トップセールスの展開、川下（管理・運営）への参入まで官民一体となって推進する。我が国規格の国
際標準化などソフトインフラも積極的に展開する。 
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国土交通大臣によるトップセールス 

○平成25年8月11日、12日にミャンマー連邦共和国を訪問し、大統領を始め関係閣僚と会談。国土交通分野に
おける協力推進の他、ミャンマーにおけるプロジェクトへの本邦企業の参画に向けたトップセールスを実施。 

○平成25年9月11日から14日にかけて、タイ王国とベトナム社会主義共和国を訪問し、両国の副首相を始めと
する関係閣僚と会談。タイでは高速鉄道等、ベトナムでは高速道路・港湾・空港等のトップセールスを実施。
また、両国との間で防災分野に関する覚書を締結し、協力関係の推進に合意。 

防災担当大臣会議 

テイン・セイン大統領との会談 

ミャンマー(H25.8.11-12) 

ベトナム国ハイ副首相との会談 

ﾍﾞﾄﾅﾑ国 ﾌｧｯﾄ農業農村開発大臣との 
防災に関する覚書締結 タイ国チャチャート運輸大臣との会談 

タイ(H25.9.11-12) ベトナム(H25.9.12-13) 

ﾀｲ国 ﾌﾟﾛｰﾄﾌﾟﾗｿｯﾌﾟ副首相との 
防災に関する覚書締結 
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国土交通大臣によるトップセールス 

ブディオノ副大統領との会談 

インドネシア 
(H25.12.27-28) 
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 本邦企業による各種プロジェクトの受注を目指して、相手国政府とのハイレベル協議等による働きか
けなどのトップセールスを積極的に実施。 

ブディオノ副大統領及び５
閣僚と会談し、インフラ整
備の推進と防災協働対話の
実施、観光交流の促進等に
ついて意見交換を実施した。
また、各担当閣僚に対し、
下水道、高速鉄道、港湾、
空港等のトップセールスを
実施するとともに、産学官
によるインフラ整備の継続
的な協力体制について閣僚
間で確認した。 

モンゴル 
(H26.4.26-29) 

アルタンホヤグ首相及び４
閣僚と会談し、それぞれイ
ンフラ・観光分野について
意見交換を行った。また、
担当閣僚に対し、空港分野
における官民トップセール
スを実施したほか、インフ
ラ整備の推進体制を強化す
るための覚書を、道路運輸
省、建設都市計画省と締結
した。 

アルタンホヤグ首相との会談 

マレーシア
(H26.8.13-14) 

カンボジア
(H26.8.15) 

３閣僚と会談し、高速鉄道
について、担当閣僚に対し、
官民が一体となって取り組
んでいる姿勢を示すととも
に、我が国としての支援の
意向を伝達した。また、道
路分野について、担当閣僚
と意見交換し、ETC導入、老
朽化が進むインフラの維持
管理などについて協力関係
を促進することで一致した。 

フン・セン首相及び３閣僚
と会談し、道路、港湾、防
災等の幅広いインフラ分野
について、首相及び各担当
閣僚との間で意見交換を行
い、それぞれ協力関係を強
化していくことを確認した。
また、観光分野、航空分野
においても各担当閣僚との
間で、継続的に意見交換を
実施すること等を確認した。 フン・セン首相とのとの会談 ワヒド首相府大臣とのとの会談 



 道路、都市交通、下水道、水資源等の分野別の官民ワークショップ等を通じ、相手国政府のニーズを官
民で共有するとともに、課題に応じた技術的ソリューションを提供し、相手国の課題解決に向けた提案を
行う。 

２０１３年９月３日 
インド（ニューデリー） 

 大都市における渋滞等交通問題の解
決方法として、モノレール、ＬＲＴ等公共
交通機関の導入が期待されているイン
ドにおいて、双方政府や民間企業等に
より、モノレールとＬＲＴの技術紹介や
意見交換を実施。 

２０１３年９月９日 
インドネシア（ジャカルタ） 

２０１３年１２月５日 
ベトナム（ハノイ） 

２０１３年１０月１５日 
日本（東京） 

２０１４年１月３０日 
ミャンマー（ネピドー） 

 ミャンマー建設省との協力関係を一
層強化すべく、全体会議のほか、道路、
建築・住宅、建設業に関する法制度に
ついて各分科会を開催することにより、
両省の社会資本整備に関する課題や
取組について情報・意見交換を実施。 
 

 インド都市開発省との都市開発分野
に関する協力覚書に基づき、更なる都
市の経済的、社会的な成長、発展に貢
献することを目的として、毎年開催。双
方の政府及び民間企業により、都市交
通、都市開発、水環境分野における情
報・意見交換を実施。 

 ベトナムで現在整備が進められている
南北高速道路等の建設・運営・維持管理
の円滑かつ効率的な実施のため、日本の
制度・経験をベトナム政府関係者に紹介
するとともに、南北高速道路等の整備状
況・課題等の最新情報を把握。今後の日
本からの支援に係る意見交換を実施。 

 インドネシア公共事業省と社会資本整
備分野に係る協力覚書を締結し、覚書に
基づく最初の取組として次官級会合を開
催。全体会議では地下開発・維持管理・
防災について意見交換を実施するととも
に、道路、砂防、水資源、下水道、建築物
の分科会を開催し、両国における取組や
課題、技術等に関する意見交換を実施。 

官民ワークショップ等の開催 
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２０１２年７月１９日 
カンボジア（プノンペン） 

 我が国の公共工事の品質確保の取
組を紹介し、日本及びカンボジアの建
設企業から安全・品質管理技術等につ
いて情報交換を実施するとともに、カン
ボジアにおける安全性、品質向上の取
組の今後の協力について意見交換を
実施。 



官民連携協議会等の取組状況 

○海外水インフラＰＰＰ協議会 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○海外道路ＰＰＰ協議会 
 
 
 
 

 

○海外鉄道推進協議会 

＜＜取り組み事例＞＞ 

○海外港湾物流プロジェクト協議会 

○海外エコシティプロジェクト協議会 
 

 アジア等の新興国において高まる環境共生型都
市開発へのニーズに一元的に応えるため、幅広い
業界にわたる国内企業が“ジャパンチーム”を形
成し、構想・企画の川上段階から官民一体となっ
て環境共生型都市開発事業の推進に貢献。 
 

参加企業数：５１ 
 
平成２３年１０月２７日 
 第１回協議会開催 
平成２４年１０月３１日 
 第２回協議会開催 
平成２５年１０月１７日 
 第３回協議会開催 
 

 
 

 金融、商社、ゼネコン、高速道路会社等の民間企
業及びＪＩＣＡ、ＪＥＴＲＯ、関係機関等、官民が
広く参加し、海外道路ＰＰＰプロジェクトを推進。
具体的な案件の推進に向け、国別ＷＧで議論。 

平成２２年５月１９日   
 第１回協議会開催 
平成２３年２月１４日 
 第２回協議会開催 
平成２４年２月１６日 
 第３回協議会開催 
平成２５年２月２６日 
 第４回協議会開催 
平成２６年３月１４日 
 第５回協議会開催 
 

 水源確保から上下水道事業までの水管理をパッケージとして捉
え、国土交通省、厚生労働省、経済産業省など６省、関係機関、
民間企業等とともに官民連携による海外展開を積極的に推進。 

平成２２年７月６日  
 第１回協議会開催 
平成２３年２月１４日 
 第２回協議会開催 
平成２４年２月１６日 
 第３回協議会開催 
平成２５年２月１日 
 第４回協議会開催 
平成２６年１月３０日 
 第５回協議会開催 

○航空インフラ国際展開協議会 
  

事務局：国土交通省海外プロジェクト推進課 
          道路局企画課 
参加企業数：６２ 

事務局：国土交通省海外プロジェクト推進課 
    厚生労働省水道課、経済産業省国際プラント・ 
    インフラシステム・水ビジネス推進室 
 

参加企業数：１７１、 参加地方自治体：１２ 

 今後も大きな需要が見込まれる海外港湾物流プロジェ
クトにおいて、官民連携による海外展開に向けた取組み
を積極的に行うための場として平成22年11月に設置。ま
た、国別WGの設置、官民共同セミナーの開催等、海外プ
ロジェクトの獲得に向けた取組を推進。  

事務局：国土交通省港湾局産業港湾課 
参加企業数：８３ 

平成２２年１１月５日 
  第１回協議会開催 
平成２３年６月１４日 
  第２回協議会開催 
平成２４年７月２５日 
 第３回協議会開催 
平成２５年７月１７日 
 第４回協議会開催 
平成２６年３月２５日 
 第５回協議会開催 
 

 我が国鉄道システムの海外への普及促進を図っていくための民
間の母体として鉄道事業者、メーカー、商社等の鉄道関係者が幅
広く参加して平成２２年４月に発足。国土交通省等の関係省庁・
関係機関と協議会の共催により高速鉄道セミナーを開催する等、
官民の連携体制を強化。 

参加企業数：５４ 

 海外における航空インフラプロジェクトは今後も大きな需要
が見込まれているなか、国土交通省、外務省、財務省など３
省、関係機関、民間企業とともに官民連携による海外展開を
積極的に推進。 

平成２５年４月２５日 
  第１回協議会開催 
平成２６年６月２日 
  第２回協議会開催 
 

事務局：国土交通省航空局航空戦略課国際企画室 
参加企業数：７６ 

平成２５年２月１１日 
 ｲﾝﾄﾞ高速鉄道ｾﾐﾅｰ開催 
平成２５年６月１８日 
 ﾐｬﾝﾏｰ鉄道運輸大臣来日ｾﾐﾅｰ開催 
平成２５年９月４日～６日 
 APEC交通大臣会合への参加 
平成２５年９月２４日 
 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ高速鉄道ｾﾐﾅｰへの参加 
平成２５年１０月１０日 
 日英鉄道協力ｾﾐﾅｰ開催 

○官民連携による海外プロジェクトを「ジャパン・パッケージ」として推進するため、官民が広く参加し、海外ＰＰＰ（パブリック・プライベート・
パートナーシップ）案件等について、情報共有・意見交換を行う協議会を設置するとともに、トップセールスやセミナーを実施。  
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○ 国土交通省では、海外建設プロジェクトにおける各種トラブルの相談窓口として、H21.5から、「海外建設

ホットライン」を開設（H26.9現在で計６８件の相談を受理） 

○ 案件に応じ、トップクレーム（閣僚等から相手政府高官への直接の働きかけ）を含む働きかけ・専門家派遣等を実施 

（参考）工事段階ごとのトラブル例 
（実際の相談案件より） 

海外インフラプロジェクトに関するトラブル相談 

海 外 建 設 ホ ッ ト ラ イ ン 
公告 

入札・ 
契約 

着手 

施工 

竣工・ 
引渡し 

支払 

・ 入札手続が不透明 
・契約書が入札条件と異なる 
・契約が片務的（受注者が一方的
にリスクを負担する構造） 

・ 用地買収が完了していない 
・ 支障物件（水道管・電線等）の移
転が完了していない 
・ 関連する他工事の遅れ 

・ 大幅な設計変更 
・ 外部条件（天災・内戦等）による
物価の急騰 
・ 地元住民とのトラブル 

・ 引渡し手続が煩雑 
・ 変更契約（精算）の未実施 

・ 支払の遅れ、拒否 
・ 過払いの税金未還付 

※契約上の秘密の保持等のため、個別の契約は特定できないような表現としています。 

（H21.5運用開始） 

大学・土木学会 
国総研・土研等研究機関 
高速道路会社等関連機関 
本邦研修・留学経験者 等 

相手国政府・発注機関 

海
建
協 

国
建
協 

依
頼 

依
頼 

政
策
対
話
・
個
別
技
術
協
力
等 

問
題
解
決
へ
の
働
き
か
け 

技
術
的
ア
ド
バ
イ
ス 

相手国政府・ 
発注機関への 
働きかけ 

専門家の 
紹介 

本邦企業 
（建設会社・コンサルタント） 

トラブル・課題 

国土交通省 
問題事象の精査 

（原因分析等）国内発注機関とし
てノウハウ活用 

外務本省 
JICA 

大使館 
現地JICA 

延６件 

延１８件 

延３６件 

延８件 

延３２件 

延２２件 

※件数は重複有り 20 
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防災技術の海外展開に向けた「防災協働対話」の展開 
 

○ 我が国の防災技術の海外展開に関しては、防災先進国としての経験・技術を活用した防災主流化の主導を図ることとしてお

り、過去の災害経験で培った我が国の防災に関する優れた技術や知見を活かし、相手国の防災機能の向上に寄与するとと

もに、相手国のインフラ需要の取り込みを図る。 

○ このため、防災面での課題を抱えた新興国等を対象に、関係機関とも連携し、両国の産学官で連携し、平常時から防災分野

の二国間協力関係を強化する「防災協働対話」の取組を国別に展開 
 （H26.9現在でベトナム、タイ、ミャンマー、インドネシア、トルコ、南アフリカの６ヶ国との間で枠組みを構築） 

○ 防災技術の幅は広く、異なる分野（土木・機械・電気・通信等）の

業界や学会の間での交流・連携は不足している現状。 

○ 加えて、防災分野には官側のノウハウ抜きに総合的なソリュー

ションを構築できないという特性が存在。 

⇒ 「防災」に関する業界や分野を越えた産学官のプレイヤーによる

効率的な検討のためのプラットフォームを構築。 

・ 継続性の高い取組による人脈や相互間の技術的知見の維持 

・ 産学官の連携を通じた、相手方のニーズ・課題に対する官民の技術・ソリューションの適切なマッチング 

・ 平常時からの協力体制を通じた、災害発生等の際の相手側ニーズへのタイムリーかつ適切な対応 

【期待される効果】 

○ 平常時からの対話を通じて防災上の課題を発掘・共有し、解決策を見いだすことを指向した「防災協働対話」を、両国の産

学官の参画により実施。  

○ 併せて、この活動を支える産学官の国内の連携・調整活動の強化のため、産学官が参画した検討の「場」を効率的に提供

するため、「日本防災プラットフォーム」を設立(H26.6.4)。 

【枠組みの概要】 

【運営イメージ】 

例えば・・・ 
官：相手国政府からのニーズ収集 

産：ビジネス化、ソリューション提供 

学：学術的知見のインプット、人脈 等 

防災協働対話 
産学官の得意分野を活かし、 

相手国ニーズに合った解決策を提供 

官 産 

学 

官 産 

学 

Ｘ 国 
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防災協働対話に係る国別状況（H26.9時点） 

ベトナム 

インドネシア 

タイ 

ミャンマー 

トルコ 

H26.1.7に太田大臣とアタライ副首
相の間で防災協働対話の枠組み
に関する協力意図表明文書を締結、
H26.4に東京で、H26.7にアンカラで
それぞれワークショップを開催 

H25.12.27に太田大臣とシャムスル国
家防災庁長官の間で防災協働対話の
枠組みに関する協議議事録に署名、
第１回ワークショップを開催準備中 

太田大臣と防災関係３大臣による防
災協働対話の枠組みに関する覚書を
締結、H26.2.17にネーピードーにおい
て第１回ワークショップを開催 

H25.9.13に太田大臣とカオ・ドゥッ
ク・ファット農業農村開発大臣の間
で防災協働対話の枠組みに関す
る覚書を締結、H26.3.5にハノイに
おいて第１回ワークショップ開催 

H25.9.12に太田大臣と水・洪水管理委員
会委員長であるプロートプラソップ副首相
の間で水防災分野に関する防災協働対
話の枠組みに関する覚書を締結 

南アフリカ 

H25.9.18に松下政務官と南アフリカマ
ブダファシ水・環境副大臣との間で防
災協働対話の実施を含む共同決議に
署名（同日、ワークショップ開催） 
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・平成26年8月28日現在、国土交通省等からJICA専門家を20カ国へ52名派遣中。 
・これらの専門家は、派遣国への技術協力はもちろんのこと、案件の形成、トップセールスやセミナー開催
における相手国との調整、プロジェクト受注後の日本企業への支援など、海外インフラプロジェクト推進
の各段階において重要な役割を果たしている。 

国土交通省等からのＪＩＣＡ専門家の派遣・活用 

国土交通省および関係機関による長期専門家の派遣国（人数） （平成２６年８月２８日現在） 
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モンゴル（２名） 

キルギス（１名） 
エジプト（１名） 

モザンビーク（１名） 

フィリピン（６名） 

バングラデシュ（３名） 

ミャンマー（２名） インド（２名） 

タイ（１名） 

マレーシア（１名） 

ラオス（２名） 

ケニア（２名） 

インドネシア（９名） 

ベトナム（１0名） 

東ティモール（２名） 

チリ（１名） 

ブラジル（２名） 

カンボジア（２名） 

ネパール（１名） 

イラン（１名） 



ＪＩＣＡと連携した研修の実施 

• 相手国のニーズや課題に応じて、JICAと連携・協議しながら、研修（国別、課題別）を実施。 
• 課題別研修21コース（平成26年度実施予定分）については、国土交通省が研修内容を提案し、内容

の策定に深く関与。 
• 課題別研修、国別研修合わせて、年間約930人（平成25年度実績）の研修員を受け入れ、職員の講

師派遣や現場視察等のアレンジを実施。 
• 今後は、ＪＩＣＡ研修を日本のインフラプロジェクトをＰＲする絶好の機会として、またインフラ

輸出のための人的ネットワークとして最大限活用。 
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■JICA課題別研修 

 テーマ ：下水処理技術・都市排水 

 研修生：インドネシア、ミャンマー、ブラジル等 １６ヵ国１７名 

 概  要  ：下水処理、汚泥処理、浸水対策等に関する計画、設計、施工、 

               維持管理等に関して、講義、実習、現場視察などの豊富な 

               研修メニューを実施 

 

• これまでは日本で一般的な下水処理法（標準活性汚泥法）に関する講義や現

場視察のみであったが、本年度より、研修相手国のニーズや状況に応じた下水

処理法として、小規模な下水処理場（OD法等）を対象とした講義や現場視察を

追加。 

• また、東北地方での現場視察をカリキュラムに組み込み、被災時における対

応や施設の復旧等について学習する機会を設定。 

• さらに、管路の補修・更新に使用する管材について、民間工場の視察を組み

入れることで、我が国企業のPRの機会とする。 

＜昨年度の研修の様子＞ 



２．国土交通省における海外展開の取組  

 ２）(株)海外交通・都市開発事業支援機構 



 

 交通事業・都市開発事業の海外市場への我が国事業者の参入促進を図るため、需要
リスクに対応した「出資」と「事業参画」を一体的に行う。 

・新興国等の旺盛な交通インフラ整備需要（世界で年60兆円）及び都市開発需要（世界で年11兆円）を
内需化。 

・2020年に30兆円（現状10兆円）のインフラシステムの本邦企業受注を実現。（「日本再興戦略」改訂
2014（H26.6.24 閣議決定）） 
・うち、交通分野は7兆円、都市開発分野は2兆円*を目指す。 （インフラシステム輸出戦略改訂版
（H26.6.3 経協インフラ戦略会議決定）） 

                           ＊輸出戦略における基盤整備分野の推計値2兆円の内数 

骨太方針2014 2.2(3) 
 
日本再興戦略改訂2014 2.3. 
 
インフラシステム輸出戦略改訂
版第2章1(5) 

 （株）海外交通・都市開発事業支援機構による支援 

 

《背景》 

 各国のインフラ事業で、民間の資金とノウ
ハウを期待する民間活用型が増加。 

 交通や都市開発のプロジェクトは､次の 特
性があるため､民間だけでは参入が困難｡ 

  ・長期にわたる整備 

  ・運営段階の需要リスク 

  ・現地政府の影響力 

 

 

《機構の設立》 

 機構は、国土交通大臣の認可により設立。
（株式総数の１／２以上を政府が保有。） 

 

《機構の主な業務》 

 海外で交通事業・都市開発事業を行う現
地事業体に対し､支援を実施｡ 

  ●出資（民間との共同出資） 
  ●事業参画 

    ・役員・技術者等の人材派遣 

    ・相手国側との交渉  

 

《機構の管理》 

 株式会社として会社法を適用する｡加えて、
国土交通大臣による監督を実施｡ 

  ・支援基準の策定 

  ・支援決定の認可 

  ・監督命令 等 

一
体
的
に
実
施 

 

（株）海外交通・都市開発
事業支援機構 

 
 
 

現地事業体（対象事業者） 

相手国側 

企業連合 

機構の業務・管理 事業スキーム 機構の設立 

出
資 

出
資 

事
業
参
画 

融
資 

民間銀行等 

出
資
等 

政府（産業投資）等 

出
資 

［平成26年度財投計画］ 
政府出資 585億円 
政府保証 510億円 
民間出資   40億円 

① 海外市場への参入により世界の成長を取り込む 
② 事業運営への参画により関連産業の受注機会も拡大する 
③ インフラ整備により日本企業の海外事業環境も改善する 

我が国経済の持続的な成長に寄与 
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0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

出典：世界銀行 

アジア 

中南米 

（年） 

その他 

全世界 230兆円／年 
出典：OECD (2006, 2011) 

アジア 80兆円／年 
出典：ADB（2009） 

（兆円） 

民間の資金・ノウハウを活用する民間活用型が増加 

民間活用型インフラ事業の増加 

世界のインフラ事業  民間活用型インフラ事業 
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電力 

（契約） 
パイプ 

ライン 
鉄道 空港・港湾 有料道路 通信 商業電力 

リターン 
（平均  

Cash Yield） 

4-7% 5-8% 8-12% 4-7% 3-5% 4-7% 4-12% 

リターン 
（平均  

Leveraged IRR） 

10-13% 10-15% 14-18% 14-18% 12-20% 15-20% 15-25% 

リスク 低～中 低～中 中 中 中～高 中～高 高 

*1 毎年の平均配当率 

*2 配当と売却益を年率に換算したもの（借入金比率は、50％～85％と想定している） 

交通・都市開発プロジェクトの特性 

交通事業は中リスク・中リターン 

*1 

*2 

出典：J.P. Morgan Asset Management (2010) 
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長期にわたる整備 様々なリスクも存在 

政治 
リスク 

政治暴力リスク ・暴動、内乱、革命、テロ、ストライキ等 

収用リスク ・資産が正当な補償なく国有化される 

相手国政府の義務違
反リスク 

・契約相手であるホスト国政府・政府 
 機関が契約に違反する 

制度（変更）リスク 
・法制度が未整備か十分に機能しない  
・事業の途中で法制度が変更される 

商業 
リスク 

資金調達リスク 
・予定した金額・条件で必要なときに 
 資金の調達ができない 

完工リスク 
・施設が予定した期間、予算、性能で完成
しない 

操業リスク ・事業会社の経営能力・技術が不十分 

需要リスク 
・予定した価格で十分な需要が確保 
 できない 

自然災害 
リスク 

地震、台風、火災等 ・自然災害の影響を受ける 

今のままでは民間参入が困難 

これまでの課題 

需要 

資金収支 

時間 単年度 

黒字 
開業 累積収支 

黒字化 

整備期間 
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(株)海外交通・都市開発事業支援機構とは 

（1） 海外市場へ参入     → 世界の成長を取り込む 

（2） 事業運営へ参画     → 関連産業の受注機会も拡大 

（3） 海外インフラを整備 → 日本企業の事業環境も改善 

交通や都市開発といった   

 分野で、海外市場に飛び 

 込む事業者を支援し、 

 官民一体となって成約に 

 つなげます。 
  （総理施政方針演説 H26.1.24） 
 

２０２０年に約３０兆円 

 （２０１０年約１０兆円）の  

  インフラシステムを受注 

  することを目指す。 
  （「インフラシステム輸出戦略」 H26.6.3改訂） 

 

設立趣旨 主な業務 管理 

株式会社として会社法を  

 適用。 
 

加えて、国土交通大臣に 

 よる監督を実施。 
支援基準の策定 

支援決定の認可 

監督命令 等 

  

出資（民間との共同出資） 

 

事業参画（役員・技術者等の人材派遣） 

 

相手国側との交渉 
 
 （支援対象） 
 海外で交通事業・都市開発事業を行う 
 現地事業体 
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現地事業体 

（対象事業者） 

企業連合 

出資 

（株）海外交通・ 
都市開発事業 

支援機構 

 

 

 

出資 

民間銀行等 

融資 

政府等 

出資等 
出資 

事業参画 

 

［平成26年度財投計画］ 
政府出資 585億円 

政府保証 510億円 

民間出資   40億円 

相手国側 

新たな政府出資機関として2014年内に設立予定 

事業スキーム 
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海外プロジェクトの 

事業化を促進 

相手国への 

交渉力を強化 

1 

3 

 現地事業体への役員・技術者等の人材派遣を
行うことで、商業リスクを軽減。 

 共同出資によってリスクを分担するとともに、 

  

 政府出資機関としてプロジェクトに参画するこ
とで、政治リスクを軽減。 

機構活用のメリット 

我が国企業の事業機会を拡大 

日本方式の 

事業運営を支援 

2 

事業性向上によってファイナンス組成を円滑化。 
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ひとたび動き出せば早い …「パリ・メトロ」の１０年  

2002年 パリ域外都市交通
運営子会社(RATP Dev)設立 

2012年 
世界12ヶ国で事業展開中 
 （営業収益の15％はパリ以外から） 

1949年 パリ・メトロ（RATP）設立 
パリでメトロ、トラム、バス、郊外鉄道を
運営する公益企業 

地方都市の公共交通の運営を 
入札により受託  「海外に派遣する人材の育成が課題である」 

パリ・メトロ  

6,600億円  

うち域外が970億円（15％） 

2012年営業収益 

東京メトロ＋都交通局 
5,500億円  

パリ・メトロ

6,600億円 

2012 

 

東京ﾒﾄﾛ 
&都交通局   

5,500億円 

2012 

 

12か国で50事業に参画中 

Johannesburg 
Rail 

Casablanca 
Tram 

Fullington 
Bus 

Tucson 
Tram 

Texas 
Bus 

São Paulo 
Metro 

Mumbai 
Metro 

Hong Kong 
Tram 

Seoul 
Metro 

Nanjing 
Bus 

Manchester 
Tram London 

Bus 
Geneva 
Bus Paris 

Bus, Rail, Metro, 
Tram Oran 

Tram 

Algiers 
Tram, Metro 

Constanti
ne 
Tram Washington 

Tram 

Italy(3cities) 
Bus, Rail, Tram 

Marrakec
h 

Bus 
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