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１．日本を取り巻く海外インフラビジネス環境

3



ASEANを含むアジア地域のインフラ需要

＜各国プロジェクト＞

アジアインフラ需要（2010-2020）

アジア域内では10年間（2010－2020）で8兆米ドルのインフラ需要が見込まれている

国としてのインフラ開発検討に加え、広域
開発及び地域のConnectivityを考慮した上で、
地域としての開発相乗効果を踏まえた優先
順位付け実施にも重点が置かれる。

＜広域開発＞

アジアインフラ協力の枠組み

(出所）ADB「Infrastructure for a Seamless Asia」（2009年）

(単位:10億米ドル）
セクター 投資額

エネルギー(注） 82
運輸 205
合計 287
(注）送電線、パイプライン等

(単位：10億米ドル）

セクター 新規投資 更新 合計

電力 3,176 912 4,089

通信 325 730 1,056

運輸 1,762 704 2,466

水関連 155 226 381

合計 5,419 2,573 7,992

１．日本を取り巻く海外インフラビジネス環境
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日本のインフラ受注は海外競合に劣勢

今後、100万人以上の都市は新興国を中心に増大し、旺盛なインフラ需要が発生する見込みだが、イ
ンフラ受注において日本は各地域で海外勢との競合に劣勢な状況。

出所：経済産業省 通商白書

１．日本を取り巻く海外インフラビジネス環境
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日本のインフラ受注は海外競合に劣勢（続き）

出所：ENR「Top 225 International Contractor 2011」

分野別の海外インフラ受注においても日本は海外勢と比べて劣勢な状況。

１．日本を取り巻く海外インフラビジネス環境
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海外インフラ関連案件の商機

１．日本を取り巻く海外インフラビジネス環境
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JBICが実施している、我が国製造業企業の海外事業展開に関するアンケート結果
（2014年度）より
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インフラビジネスのバリューチェーンとプレーヤー

投資IPP
支援

輸出
（バイクレ）

支援

１．日本を取り巻く海外インフラビジネス環境



２．インフラ海外展開に関する日本政府の戦略
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インフラシステム輸出戦略

2013年5月、第4回経協インフラ戦略会議において、「インフラシステム輸出戦略」を取
りまとめ、同年6月に策定した「日本再興戦略」では、インフラシステム輸出を海外市
場獲得のための戦略的取組みと位置付けてている。

インフラシステム輸出戦略

新興国を中心にとした世界のインフラ需要は膨大であるが、国際競争は熾烈を極めており、欧米や中
国・韓国等の競合企業に大きく水をあけられている状況。
官民連携のもと、インフラシステム輸出戦略の5本柱に掲げる施策を協力に推進して、日本企業が
2020年に約30兆円（現状約10兆円）のインフラシステム輸出を受注することを目指す。

Ⅱ．具体的施策（5本柱）
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
・多彩で強力なトップセールスの推進
・経済協力の戦略的展開
・官民連携体制の強化
・インフラ海外展開のための法制度等ビジネス環境整備等
②インフラ海外展開の担い手となる企業・地方自治体や人
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の獲得
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
⑤安定的かつ安価な資源確保の推進

Ⅰ．総論

Ⅲ．地域別取組方針

今後の地域戦略を考える上で、「新興国3分類＋先進
国」の4分類方式を採用。
①ASEAN
「絶対に失えない、負けられない市場」。「FULL進
出」をキーワードに取り組む。
②南西アジア、中東、ロシア・CIS、中南米
進出が相対的に遅れている地域。「クリティカル・マ
スに到達」を目指す。
③アフリカ
進出が進んでおらず「不戦敗」状態。「一つでも多く
の成功事例」を生み出す。
④その他（先進国等）

２．インフラ海外展開に関する日本政府の戦略
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日本再興戦略におけるJBICの活用

■海外M&A・海外展開の促進
・グローバルニッチトップを目指す中堅・中小企業等に対し、海外市場に乗り出す際に必要となる資本性資金や長期資金を、
政府系金融機関等のノウハウを活用して重点的に供給。

・ 日本企業による海外M&A等の海外展開を幅広く支援することを目的としてJBICの「海外展開支援出資ファシリティ」及び「
海外展開支援融資ファシリティ」の活用を推進。

■公的ファイナンススキームの充実
・海外に進出する日本企業の現地通貨調達の円滑化を推進するため、JBIC・NEXI による現地通貨建てファイナンス支援を強化。

民間
（本邦投資家・
邦銀等）

出資(※)

JBIC

日本企業による
海外M&A案件等

海外

※JBICの出資比率は原則とし
て50％未満

日本政府

出資

出資

日本

日本再興戦略（JBIC関連部分）

資源・エネルギーの確保・開発の促進

海外M&Aの支援（※）

海外事業安定化（※）

日本企業の海外展開に資するその他の案件

海
外
展
開
支
援
融
資
フ
ァ
シ

リ
テ
ィ
実
施
対
象

（※）本邦金融機関向けクレジットライ

ンを含む。

海外展開出資ファシリティ（2013年2月創設）
出資により、JBICがリスクマネーを供給することで、中堅・中小企業を
含む日本企業の海外M&A案件やインフラ分野等への海外展開を推進。
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海外展開融資ファシリティ（2013年4月創設）
海外M&Aやインフラ、資源案件等への長期資金供給を通じて、日本企業
の海外展開を積極的に支援。

2013年
制定時

２．インフラ海外展開に関する日本政府の戦略



日本再興戦略におけるJBICの活用（続き）

■企業の収益力向上のための海外展開支援
・JBICの「海外展開支援融資ファシリティ」の対象を本邦企業の収益力向上に資する案件に重点化するとともに、民間の取組
を補完する新たな融資手段として、①劣後ローン、②LBO（Leveraged Buyout）ファイナンスを導入。

日本再興戦略（JBIC関連部分）
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2014年
改訂時

■最近の事例
2014年7月に「海外展開支援融資ファシリティ」を改編し、サントリーホールディングス(株)による米国法人Beam Inc.買収を、
ハイブリッドファイナンス（※）の一形態である劣後特約付融資により支援。

（※）会計上は負債だが、格付会社が借入人の財務状況を判断する際には、融資額の一部について資本と認定されるもの。

■「質の高いインフラパートナーシップ」の展開
・ADBと連携し、今後５年間で従来の約３割増となる約1,100億ドルの「質の高いインフラ投資」をアジア地域で行う。JBICの
機能強化を図り、リスクマネーを供給する新制度を創設し、リスクが高いとみなされるプロジェクトへの積極的な投融資を
実施。

日本再興戦略（JBIC関連部分）
2015年
改訂時

２．インフラ海外展開に関する日本政府の戦略



３．JBICの業務メニュー
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日本国内で生産された設備等の開発途上地域への輸出、または日本から開発
途上地域への技術の提供（調査、設計、監理等コンサルティング、海外土木建
設工事）に必要な資金にかかる融資。

再生可能エネルギー源発電、原子力発電、変電・送配電、高効率石炭発電、
石炭ガス化、二酸化炭素の回収・貯蔵（CSS）、高効率ガス発電、スマートグ
リッドについては、先進国への輸出も対象。

輸出金融

バンクローン

バイヤーズクレジット

14

３．JBICの業務メニュー
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Project

Company

日本の法人等が出資する開発途上地域の現地法人が行う事業に、直接又は間
接に充てられる資金を融資。

再生可能エネルギー源発電、原子力発電、変電・送配電、高効率石炭発電、
石炭ガス化、二酸化炭素の回収・貯蔵（CSS）、スマートグリッド、高効率ガ
ス発電については、先進国への投資も対象。

投資金融

投資IPPの支援スキーム

ホスト国政府燃料供給者

電力購入者

（電力会社等）
EPC コントラク
ター

出資

EPC契約

燃料供給契約

電力供給

レンダー（JBIC/民間金融機関）

政府サポート

買電契約

融資

保守・操業契約者

保守・操業契約

返済

スポンサー（日本企業）

(PPA)

３．JBICの業務メニュー
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* ⽇系品の⽐率は現地法⼈に対する本邦親会社の出
資⽐率を勘案して算定。
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輸出金融、投資金融の応用

３．JBICの業務メニュー

 グローバル化の進展を背景とした⽇本企業の製造拠点の現地化進⾏に伴い、⽇本企業の第三国か
らの調達が増加し、日系現地法人等による第三国への輸出や進出先国内での販売が拡大。

 2013年2月より以下の対応を開始。
① 日系企業による生産品を考慮した輸出⾦融の運用(3割ルール)の柔軟化
② 海外現地法人等による第三国輸出や進出先国での販売支援のための投資⾦融(ローカル・バイ
ヤーズ・クレジット)



Kudgiサイト

インド・超臨界⽯炭⽕⼒発電所建設プロジェクト向けローカルバイクレ及び輸出⾦融の供与
• インド国営⽕⼒発電公社（NTPC Limited)がKarnataka州Kudgiサイトにおいて⾏う超臨界圧⽯炭⽕⼒発電プ
ロジェクト（800MW×3機）について、㈱東芝のインド現地法人である東芝ジェイエスダブリュー・パワーシステム社、東
芝及び荏原製作所から、蒸気タービン、発電機等を納⼊予定であるところ、ローカルバイヤーズクレジット及び輸出⾦融
を活用しサポート。

NTPC
（Buyer）

東芝JSW
東芝とJSWの
インドJV

・ローカルバイヤーズクレジット
・バイヤーズクレジット

60%

40% 貸付保険

出資

機器・サービス
の販売

NEXI

JBIC

市中銀⾏

インド国内

インドKudgi案件融資スキーム図

機器・サービス
の輸出

荏原製作所
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ローカル・バイクレの実例

３．JBICの業務メニュー



出資

出資
日本企業

JBIC

海外現地法人
/外国法人

海外M&Aやインフラ、資源分野等において、
JBICの出資機能をより一層活用し、日本企業の海外展開を支援

18

出資

３．JBICの業務メニュー



JBIC ⺠間⾦融機関 海外被買収企業

①国内TSL

②海外現法へのシニアローン

日本企業
融資 融資

出資

JBIC
（原則6割上限）

⺠間⾦融機関
（原則4割以上） 海外被買収企業

日本企業

融資

融資

出資

海外現地法人

出資

M&Aファイナンス

３．JBICの業務メニュー
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M&Aファイナンス（続き）

３．JBICの業務メニュー
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買収価額

資本⾦

資本性劣後融資

シニアローン

時価総額 資産

出資⾦

借⼊⾦

③劣後ローン
（イメージ図）

④LBOファイナンス（イメージ図）

海外（被買収企業）

⺠間⾦融機関／JBIC

⺠間⾦融機関／JBIC

⺠間⾦融機関／JBIC

資産

出資⾦

借⼊⾦

海外企業

日本企業

買収SPC

買収

 格付機関より融資⾦額の⼀部が
資本性認定される融資であり、
企業は格付維持を⽬的に利⽤。

 買収対象企業の資産及び将来
キャッシュフローに着目した融資を
提供し、日本企業の投資リスクを
軽減しながら、大規模な事業投
資・M&A等を支援。

ノンリコースローン*

*⺠間⾦融機関／JBICの融資は、合併
会社の資産・キャッシュフローから返済され、
日本企業が返済を遡及されることはない。

合併

出資

資産

買収

借⼊⾦

我が国企業



お取扱い可能な現地通貨

・加ドル
（カナダ）
・ペソ
（メキシコ）
・ルピー
（インド）

現地通貨ニーズへの対応

３．JBICの業務メニュー
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・ランド
（南アフリカ）
・ポンド
（イギリス）
・豪ドル
（オーストラリア）

・バーツ
（タイ）
・ルピア
（インドネシア）
・⼈⺠元
（中国）

・リンギット
（マレーシア）
・ルーブル
（ロシア）

直接融資 地場銀行TSL

現地通貨建
社債保証

現地通貨建
融資保証スワップ保証



４．プロジェクトファイナンスの活用
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プロジェクトファイナンスとは

◎ プロジェクトの単一の資産や資産ポートフォリオを裏づけとしたノンリコース型（リミテッ
ドリコース型）ファイナンス

◎ 資金の貸し手は、債務の回収（主に元本返済と金利支払い）に必要なキャッシュフ
ローを創出する特定の裏づけ資産だけに依存している

◎ 資金の貸し手の保全、担保の対象となるのは通常、プロジェクトの契約と有形資産に
限られる

◎ 資金の貸し手はプロジェクトの所有者（スポンサー）への遡及権がないのが一般的

◎ プロジェクトの法的な枠組みによって、スポンサーの信用リスクからも通常は隔離され
ている。

４．プロジェクトファイナンスの活用

【スポンサー（事業者）のメリット】
・リスクの限定、ファイナンスのレバレッジ実現、調達のオフバランス化

【スポンサー（事業者）のデメリット】
・ファイナンスコスト（金利・手数料）、検討コスト（費用・時間）、
事業計画の自由度の限定
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安定した資金供給
金融環境の変化を問わず長期ファイナンス組成の核として、
民間金融機関の呼び水となる

カントリーリスクテイク

ポリティカルリスク保証により民間資金を動員
・収用・国有化 ・政治的騒乱 ・外貨送金・交換リスクコントロール

インフラ事業実施国との密接な関係に基づく対話
日本企業や外国企業（EPCコントラクター、スポンサー）と
の関係を通じたレバレッジ

４．プロジェクトファイナンスの活用

プロジェクトファイナンスにおけるJBICの強み

事業会社

プロジェクトファイナンスを活用した電力（IPP）支援スキーム

ホスト国政府燃料供給者

電力購入者

（電力会社等）
EPC コントラク
ター

出資

EPC契約

燃料供給契約

電力供給

レンダー（JBIC/民間金融機関）

政府サポート

買電契約

融資

保守・操業契約者

保守・操業契約

返済

スポンサー（日本企業）

(PPA)
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 スポンサー

 建設（EPC)

 操業保守

 電力引取・販売

 燃料供給

 関連インフラストラクチャー

 自然災害

 ポリティカルリスク

 環境社会

 キャッシュフロー

４．プロジェクトファイナンスの活用

プロジェクトファイナンス（電力）のリスクコントロール

すべてのリスクが優位性を持つ関係当事者によって適切に引き受けられ、
プロジェクト全体として適切にコントロールされていることが肝要
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５．インフラ海外展開へのJBICの取り組み

26



プロジェクトの特色

相手国の事情

最高レベルの政治判断による受注決定
民間活力導入・財政負担極小化を志向
事業の上流（計画）から下流（運転・
維持管理）までの幅広い支援ニーズ

人材育成、燃料支援、雇用創出等総合
的な支援ニーズ

他国との熾烈な競争

巨額かつ長期の事業規模
事業の不確実性、リスク量の大きさ
ファイナンスも含めた支援が不可欠
支援国に求められる政治的ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ

有望事業は他国との競争が熾烈
技術の標準化・規格競争
低価格を武器にした競合国（中、韓）
国際ルールの存在とそれに拘束さ
れないプレイヤーとの関係

インフラシステム輸出案件の特色

27

５．インフラ海外展開へのJBICの取り組み



推進 開発

個別
プロジェクト

推進主体

実⾏

個別プロジェクト
に対する
リスクテーク

出資等を通
じてプロジェ
クト推進段
階から影響
⼒を⾏使

日本企業の
事業機会を
創出しつつ、
相手国政府
と共同でプロ
ジェクトを開
発 －

案件のライフサイクルとJBICの試み

出融資

資⾦拠出

個別プロジェクトのリスクか
ら切り離された形でプロジェ
クト形成を能動的に促進

⺠間企業のみでの対応困
難

途上国の広域インフラ開発案件の難しさは、
①カントリーリスクの高さ
②⺠間企業のみでのフィージブルな案件形成の困難さ
③多数のプロジェクトのリスクを⼀度に取ることの困難さ
の3点

JBICの取組・対応
 インフラ開発のためのマスタープランの作成やF/Sを実施す
る推進主体(開発公社)に出資し、案件形成の初期段
階からフィージブルな案件形成に協⼒。

上記モデルはインドで実施中で他地域にも応用可能。
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事業機会創出に向けた取り組み

５．インフラ海外展開へのJBICの取り組み

足元の課題



○2010年10月のASEAN首脳会議において、物理面、制度面、人的交流面での連結性強化を柱とし、
「ASEAN連結性マスタープラン」を採択 → 連結性強化を通じた共同体構築に着手
○ASEAN連結性をインドに延伸させる「ASEAN連結性プラス」の検討

第一東西回廊

南
北
回
廊

ダナン

ダウェイ港

昆明

インド洋への物流経路
（マラッカ海峡通行の回
避）

「ASEAN連結性プラス」へ
南部中核拠点開発構想
（CBIC）

デリー・ムンバイ間産業大動脈（DMIC）構想

【視点】
○東アジア・ASEAN経済研究センター（ERIA）（注1）によるASEAN連結性研究の活用等（注2）ERIAと協働
○ ASEANインフラファンド（AIF）との連携（注3）

（注1）ERIAは、東アジア経済統合の推進
を目的として、政策研究・政策提言を行う
国際的機関。2007年の第三回東アジアサ
ミットの議長声明等を受け、2008年に
ASEAN事務局において設立総会が開催され、
正式に設立された。本部はジャカルタにあ
り、参加国はASEAN10カ国と日本、中国、
韓国、インド、豪州、ニージーランドの計
16カ国。

（注2）「アジア総合開発計画」（2010年
10月東アジア首脳会議にて採択）にて、東
西回廊の南北回廊に対する経済効果面での
優位性を明らかにした。

（注3）ASEAN域内のインフラ・プロジェ
クトに融資するファンド（域内の連結性強
化に資するインフラ・プロジェクト（主に
運輸・エネルギー・水）が対象）。出資者
は、ミャンマーを除くASEAN9カ国とADB。

広域的なインフラ案件への取り組み（ASEAN）

第一東西回廊
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 実施主体
– ERIA (東アジア・アセアン経済研究センター)と当⾏による共同調査【2014年8⽉完了】

 背景
– 各国が自国のインフラ整備やPPP制度整備に注⼒している⼀⽅、複数国に跨るクロスボーダーインフラ整備
(ASEAN連結性、アジア総合開発計画等)の進捗は芳しくない。

– 各種国際会議や国際機関にて知⾒共有や案件組成のための枠組みが協議されているものの、具体的なプロジェ
クトの問題に⽴脚しない⼀般論が多く、また、相互連携が⽋如。

 調査内容
– ASEANのうち累計8カ国・4セクターに跨る6つのクロスボーダーインフラ案件に関するケーススタディー(具体的論点
の洗い出しと、対応策の検討)。

– 対象8カ国のPPP関連制度の概況確認と、当事者国間での制度の相互⽐較・差異の検証。
プロジェクト 関係国 セクター

実施済
み案件

1 NamTheun2HydropowerProject タイ、ラオス 電⼒
2 MalaysiatoSingaporeSecondLink シンガポール、マレーシア 道路・橋
3 TelecommunicationbackboneprojectPhaseII タイ、ミャンマー、ラオス、ベトナム 通信

計画中
の案件

4 Singapore– KualaLumpurHighSpeedRailway シンガポール、マレーシア 鉄道
5 Melaka-PekanBaruInterconnection インドネシア、マレーシア 電⼒
6 ASEANHighwayNetworkMissingLinks タイ、ミャンマー 道路・橋

今後、本調査結果を元に、ASEAN各国の法令整備(含む⼊管等の制度整備)に際しての相互連
携の重要性、またそれを支援する国際会議・機関等の間での連携の重要性等を発信。
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クロスボーダーインフラ案件促進に向けた支援

５．インフラ海外展開へのJBICの取り組み



ベトナム計画投資省との間で、ベトナムにおける⺠活型案件の形成と推進を⽀援するため、
制度のあり⽅などに関する具体的な協議を実施。案件形成の初期段階からの取り組みを
通じ、関連制度の整備等も含めたベトナムでの⺠活型案件への⽇本企業の参画を支援。

第2回ワーキングレベル会合時の様子(2013年10月開催)

ベトナム

メキシコ

インドネシア
インドネシアの関係省庁・国営企業等との間で、同国のインフラ及び資源開発推進に協⼒
するとともに、インフラ及び資源事業への⽇本企業の円滑な参画を後押しすべく、具体的な
プロジェクトの形成・推進に向けた協⼒・協議を進める。

メキシコの経済状況及び経済政策、並びに国家インフラ開発計画に基づく電⼒、エネル
ギー、環境といった重要分野における取り組み課題等に関する協議を実施すると共に、イン
フラプロジェクトへの⽇本企業の参画に資する⾦融⾯からの⽀援、今後の⽇本企業の更な
るメキシコ向け投資などのビジネス機会促進に向けた協議を⾏う。

第3回の年次会合時の様子(2013年12月開催)

第4回年次会合時の様子(2013年9月開催)

外国政府との定期的な対話・協議を通じて、双方の信頼関係を構築し、日本企業の
ビジネス環境の整備やビジネス支援、諸問題解決に取り組む。
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フィージブルな案件形成に向けた各国との対話
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プロジェクト概要
発電容量： 290MW(ダム式⽔⼒発電所)

(高さ148m、堤頂⻑530m)
サイト： ラオス⼈⺠⺠主共和国 ナムニアップ川

(ビエンチャン北東145㎞)
スポンサー： 関⻄電⼒(45％)

EGATi(タイ)(30％)
LHSE(ラオス)(25％)

売電先： タイ電⼒公社(EGAT)(93％)
ラオス電⼒公社(EDL)(7％)
27年間の売電契約に基づき売電

ファイナンス： JBIC、アジア開発銀⾏、⽇タイ⾦融機関
スケジュール： 2014年着⼯。 2019年完⼯。

安倍総理大臣 ラオス訪問
(2013年11月)
日本・ラオス共同声明
「インフラ，農業，教育，保
健，⼥性等の分野を含め，
ラオスの経済・社会発展に向
けた取組を引き続き支援して
いく」

茂木経済産業大臣
ラオス訪問
(2014年4月)
「⽇本企業が参画する⽔⼒
発電所等のインフラ整備、救
命救急センターの設⽴等の幅
広い分野で協⼒していくことで
一致。」

プロジェクト総額約10億ドル。
貯⽔量は⿊部ダムの11倍。
コンクリートダムとしてはラオス最大。

プロジェクト実現に向けた日本政府の働きかけ

タイ・ラオス両国政府による電⼒輸出協定
に基づくクロスボーダー案件
(双方Win-Winの関係構築)
(タイ)EGAT引取による電⼒供給
(ラオス)外貨獲得手段の創出

建設は⽇本を代表する⼀流コントラクターによる協⼒体制。
操業保守は実績豊富な関⻄電⼒が主導。 32

ラオス・ナムニアップ水力発電IPPプロジェクト
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