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要約：

政府の「新成長戦略」にもある日本企業による海外インフラ事業進出への課題として、ファイナン

スが重要であり、特に、公的金融が重要な役割をもつ。公的金融の融資形態は海外インフラ事業の発

展とともに変遷している。その融資形態の概要とそこでの融資視点を挙げ、海外インフラ事業進出へ

の課題を検討してみる。公的金融のケースとして、日本の JBIC（Japan Bank for International
Cooperation）（国際協力銀行）を例として取り上げてみる。最後に、激烈な国際競争下での国際競争力
強化の課題も探る。

結論としては、海外インフラ支援する公的金融は、輸出金融から、投資金融、事業リスクを金融機

関が負うプロジェクトファイナンス（Project Finance）（PF）と発展し、さらに事業環境整備のアンタ
イド（Un-tied）の事業開発等金融、近時、事業への出資参加から、ファンドへの出資、保証機能の活
用など多様化している。 融資の視点（融資審査due diligence）としては、QCD（Quality, Cost and
Delivery）ベースから、FS（Feasibility Study）ベース、PFベース、さらに出資に伴う経営視点、特に
事業セクター動向含む事業運営能力、インフラにかかる公的便益視点も必要となってくる。国際競争

力強化には、公的金融の積極的利用、公共サービスレベル強化、事業運営能力の醸成、人材育成など

が検討課題となる。

英文要約:

Structuring Overseas Infrastructures by Japanese Business is one of the New Growth Strategy of the
Government. In finance for structuring Overseas Infrastructure, the official finance has important role. The
types of the official finance have changed in accordance with the development of the infrastructures. We
follow the cases of JBIC (Japan Bank for International Cooperation). With the study, what kind of points
are important in these finances ?

In conclusion, the official finance for overseas infrastructures have developed from Export finance,
Investment finance and Project finance (PF) which financial institutions take the business risk in the
project. Then the official finance has expanded to the Un-tied loans which prepare the circumstances of the
business for the projects, the participation of Equity for the projects and for the concerned Funds, and
extending JBIC Guarantees to co-financed banks and overseas enterprises.

From the financial viewpoint, the concerned due diligence should focus on QCD(Quality, Cost and
Delivery) base, FS (Feasibility Study)base and PF base, then the view of management with equity
participation is required. Then the views with public benefits is necessity. For strengthening Japanese
Overseas Infrastructures business, it is recommended to use official finance support aggressively, develop
operational capability in overseas infrastructures and exploit human resources.
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1．問題意識／結論

1．1 問題意識

発展途上国、先進国も含めて、現在、インフ

ラ需要（電力等のエネルギー、環境分野、上下

水道、通信、交通など）が拡大していることは

衆知のことである。その海外でのインフラ事業

への日本企業の参画が大いに期待されている。

かかる海外インフラ事業は多額の初期投資資金

が必要であり、また多くの事業リスクから、民

間でのファイナンスが困難な状況である。そこ

で、公的金融が重要な役割を持つ。本論では、

日本の公的金融の中で、 O D A ( O f f i c i a l

Development Assistance／政府開発援助)に属さ

ないOOF（Other Official Finance／その他政府資

金）の融資出資の大部分を担当している JBIC

（Japan Bank for International Cooperation／国際

協力銀行）を例として示す。

その上で、かかる公的融資における審査視点

（due diligence）はどうあるべきか。また激烈な

国際競争下での国際競争力強化の課題も探る。

1．2 結論

海外インフラ支援する JBICの公的金融は、伝

統的な輸出金融中心から投資金融、プロジェク

トファイナンスと発展してきて、さらにアンタ

イド（Un-tied）（日本からの輸出に結び付かない）

の事業開発等金融、近時、事業への出資参加か

ら、インフラファンド、環境ファンドへの出資、

保証機能の活用など多様化している。特に、出

資機能の拡大は、海外インフラ事業においても、

単なる輸出というビジネスから日本企業が事業

運営に参加するビジネスが中心となりつつある

ことを示している。

かかる海外インフラに対する公的金融の変遷

をもとに、融資の審査視点はどうあるべきか。

公的金融、民間金融を問わず、ファイナンスが

撤退すれば、事業遂行は破たんに追い込まれる。

したがって、事業実施主体、インフラ建設を請

負う企業などの関係者（ステークホルダーとい

う）にとっては、かかるファイナンス面での審

査視点は、事業の成否を握るファクターのひと

つである。

伝統的な輸出金融をベースにした海外インフ

ラでは、日本企業が輸出契約の正確な実行

（QCDベース）が求められる。投資金融ベースで

は、投資収益計算、リスク対応をもとにしたFS

（Feasibility Study）とおりのフォローアップが肝

要である。プロジェクトファイナンスベースで

は、FSにプラスして、リスク対応を中心とした

契約管理が重要となる。さらに、インフラにか

かる公的便益が維持確保される視点が、収益、

リスク管理などの視点に併行して重要である。

また、アンタイドベースでは、日本からの輸

出は要件にならず、対象インフラ事業そのもの

の事業性と公的便益の確保が要件となるので、

公的便益のフォローが融資の重要な視点となる。

日本企業が国際競争の中で海外インフラ事業

を獲得（事業の重要なステークホルダーとなる。

例えばインフラ設備供給者、事業運営者）する

には、公的金融利用が推奨される。また、イン

フラ事業運営能力は、日本の主なインフラ事業

が官営（地方自治体運営など）でその事業運営

能力の民間への移転が求められる。また、契約

管理、人材育成も肝要である。

2．海外インフラ事業への公的金融

以下、JBICでの海外インフラ事業への融資

（公的金融の一環）形態を紹介する（20010年4月

時点）。

2．1 公的金融の位置づけ

発展途上国への先進国からの経済支援を経済

協力という。通常、先進国は必要なインフラ設

備は自国内で資金調達できるとの前提がある。

経済協力は、支援国側の民間資金による貿易信

用、投資形態のほか、公的資金による資金協力



がある。これを公的金融と称している。公的金

融は、ODAとOOFに分かれる。ODAは経済発展

を支援、政府間の資金援助、供与条件が譲許的

（返済条件が緩い）の3条件を具備したものを指

す。OOFは、その他の政府資金による経済支援

を指す。本論でのJBICの融資はOOFである。

最近は、この経済協力でパラダイムシフトが

起きている。第一には、先進国でも大型インフ

ラ、例えば原子力発電、高速鉄道などには、先

進国間で資金協力を可能にする場合がでてきて

いる。第二に、発展途上国の中でも、経済成長

の著しい新興国の発展により、新興国からの資

金人材技術を期待する先進国が新興国とのパー

トナー関係を醸成する場合がでてきている。し

たがって、従来の経済協力概念が変わりつつあ

るが本論では触れない。

2．2 JBIC概要

JBICは、政府の制度金融担当機関である（株）

日本政策金融公庫の国際事業部門である。組織

略称は JBIC（国際協力銀行）を使用することが

認められている。もともとは、1950年設立の日

本輸出銀行（後の日本輸出入銀行）が母体であ

る。いくたびかの行政改革などを経て2008年10

月現在の組織になり、日本のOOFの主たる担当

政府機関となっている。一方、政府のODA業務

は主として JICA（国際協力機構）が担当してい

る。

JBIC業務の基本的柱は、日本の資源確保、日

本の国際競争力支援、国際金融安定化であるが、

近時（2010年3月末）の法律改正により、地球環

境保全が追加され、以上の4目的達成のための金

融業務を担当している。上記目的に資する民間

ベースの海外ビジネス、特に発展途上国でのビ

ジネスを主として支援するものである。

2．3 輸出金融

日本で生産された設備等の発展途上国への輸

出などに必要な資金を融資するものである。頭

金、金利・返済期間などの延払い条件は、OECD

公的輸出信用ガイドラインという国際的な紳士

協定で規定されており、先進国間では条件が統

一されている。先進国向け輸出金融は条件面で

供与が困難である。融資先は、過去には、輸出

者向け延払い融資も可能であったが、現在は外

国輸入者、当該国政府金融機関などのバイヤー

ズクレジットの形態となっている。対象輸出契

約は、設備の単体輸出契約から設備の建設稼働

までのEPC（Engineering, Procurement and

Construction）契約も含む。輸出契約と言えるに

は、主要部分とか一定割合の日本原産が要件と

なる。

海外インフラ事業では、日本企業による輸出

形態が伝統的に多かった。JBICは、輸出契約、

輸出者の輸出能力、輸入者の支払能力、担保な

どを審査する。

2．4 投資金融

日本企業が出資する発展途上国での事業への

長期資金融資（ドル建て中心、一部現地通貨を

含む）である。1985年のプラザ合意を契機とし

て円高状況下、発展途上国中心にした日本企業

の海外進出を支援する公的金融として利用が拡

大した。融資条件は JBICの資金調達条件を基礎

にし、商業条件よりはソフトである。JBICは、

事業FSを審査し収益力チェックの上、さらに借

入人ないし事業主体、スポンサーの信用力を

ベースに融資することが多い。

主として製造業進出を支援してきたが、最近

では、海外インフラ事業に出資を行う事案も出

てきて、海外インフラ事業への投資金融の利用

が期待される。JBICは、事前の審査と共に、事

業遂行をフォローしていく。

2．5 プロジェクトファイナンス

プロジェクトファイナンスは、プロジェクト

のキャッシュフローを主たる返済資源とする融

資である。資源開発事業で使用され始めてから、
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90年代には、発電案件中心に海外インフラへプ

ロジェクトファイナンスが適用されている。融

資形態そのものは、輸出金融や投資金融となる

が、JBICは、担保、事業FS、契約などの審査な

どを通して、キャッシュフロー管理、リスク管

理、ステークホルダー間の契約などの審査を行

う。

インフラ事業は一般的に需要が確実にあると

されるが、海外のインフラ事業では需要の的確

な把握が困難でプロジェクトファイナンスの成

立が難しいケースが多い。

2．6 事業開発等金融

外国政府等に当該国で行われる海外事業、設

備等受入れ資金の融資で、調達先を限定しない

アンタイド（Untied）資金融資である。日本との

貿易投資促進、エネルギー等資源確保、日本企

業の事業活動支援などの環境整備などが資金使

途となる。近時の法律改正で、地球環境保全事

業への融資も対象となり、日本企業からの輸出

や投資関与がなく、純粋に地球環境保全事業に

融資することが可能になった。

海外インフラ事業では、日本の輸出部分が少

なくても、日本企業が重要なステークホルダー

となるケースがある。例えば、技術供与、事業

運営関与などの場合に、JBICが本融資手段で支

援することが可能である。

2．7 出資機能

海外プロジェクト・事業に日本企業等と共同

出資する機能である。海外インフラ案件などで、

日本企業が出資を求められるケースが増加し、

日本企業の交渉力などを支援する目的で出資す

る。さらに、ファンド形態での資本参加が拡大

しつつある現状を勘案して、日本企業と共にイ

ンフラファンドや環境ファンドに共同出資する

ケースも増加しつつある。その他、国際機関等

への出資も可能である。

海外インフラ案件では、単なる輸出から、日

本企業の出資、経営参加が求められる事案への

JBICの支援の有力な手段となりつつある。ただ

し、JBICの経営関与は限定的であり（あくまで

日本企業支援が中心）、出資比率も20％程度が限

度である。

2．8 保証機能

JBIC融資は民間銀行との協調融資が原則であ

るが、民間銀行が取れないリスクがある場合に、

JBICが協調融資する民間銀行に対し、そのリス

クを保証する。民間資金への公的支援といえる。

ほか、現地日系企業が発行する社債の保証、外

国政府債券（サムライ債）への保証もあり、外

国政府の資金調達支援もある。

日本企業が関係する海外インフラ案件への直

接の支援ではないが、間接の公的支援といえる。

2．9 地球環境保全を含む海外インフラ事業へ

の支援スキーム

近時、日本政府の重点政策として、海外イン

フラ、特にアジア、さらに環境事業へ重点的に

公的金融支援を行うとして、いくつかのパッ

ケージが発表され、該当案件には優先的配慮が

される。

2．9．1 JBICアジア・環境ファシリティー

FACE（JBIC Facility for Asia Cooperation and

Environment）といわれるもので、JBICの出資お

よび保証機能を積極的に利用する。省エネ、新

エネ事業分野、アジアにおけるインフラ開発事

業等を対象にしたファンドへの出資、同分野へ

の個別事業への出資および民間金融機関からの

融資に対する保証などを行うパッケージとして、

2008年4月創設された。

対象事業へのプロジェクトファイナンス、事

業開発等融資と組み合わされることもある。ま

た次項LIFE対象案件とも重なることもある。

2．9．2 環境投資支援イニシアティブ

LIFE（Leading Investment to Future Environment）

Initiativeといわれるもので、アジアを中心とした

－ 210 －



発展途上国における環境投資への支援を目的と

し、発展途上国政府、民間セクターを融資・出

資で支援する。FACEも活用し、国際開発金融機

関とも連携する。2009年3月創設された。2年程

度で資金規模50億ドルを目標とする。

2．9．3 地球環境保全業務

GREEN（Global action for Reconciling Economic

growth and Environment conservation）といわれ

るものである。従来から JBICは環境案件には積

極的に支援してきたが、日本企業関与が前提で

あった。今般、純粋に地球環境保全事業（日本

企業関与なしでも）に融資可能となるよう、

2010年3月末の法律改正で可能にした。対象事業

は、温暖化防止等地球環境保全事業であり、事

業開発等金融、出資機能などを活用するし、民

間金融、国際機関、ファンド等との協調も視野

にいれる。環境保全効果（政策、技術、効果評

価など）が確認される必要がある。

本パッケージは、日本企業関与以前から JBIC

が案件形成に関与できるルートを確保したとも

いえ、JBIC先導の案件形成も可能となり、日本

企業にとって海外インフラビジネスの窓口にも

なる。

2．10 その他機能

JBICの機能として本来の出融資のほか、期待

される機能として、日本政府機関としての交渉

能力、インフラ審査能力、PFなどの金融ノウハ

ウ、日本政府・ JICAなどとの連携、世界銀行な

ど国際機関との連携、発展途上国等政府機関と

の連携（ホスト国政府等との関係）、民間資金誘

因の触媒機能が挙げられる。

3 公的金融支援受ける事業となるための
融資審査（due diligence）視点

事業は資金提供者が離脱すれば通常事業は消

滅する。したがって、事業のステークホルダー

にとっては、融資審査に合格する事業仕組み実

施が肝要となる。それは、資金提供の関与の仕

方によって変わってくる。以下、金融形態によ

る審査視点の違いを述べる。

3．1 輸出金融でのQCD(Quality, Cost and

Delivery)視点

輸出金融を受ける輸出契約の請負企業（通常

日本の輸出者）の融資審査視点はどうあるべき

か。輸出金融がバイヤーズクレジットベースで

あれば、輸出者は通常引渡（輸入者の検収）を

受ければ、JBICからの輸出資金を受領でき、輸

出契約が決済され責任も終わる。輸出者にとっ

ては、請け負う輸出契約の精査後、QCD面での

契約通りの遂行が重要となる。すなわち、

Q/Qualityは、契約仕様通りに製造建設する。

C/Costは予定コスト内で遂行する。D/Delivery

は納期内に引渡をすることが求められる。輸入

者にとっては、与信を受ける契約金額の支払い

能力が重要となり、必要に応じ、銀行や政府保

証が求められる。

3．2 投資金融でのFS(Feasibility Study)視点

投資金融の融資を受ける場合、事業の実施状

況が問題である。事業実施者としては、対象事

業のFSにおいて、技術面と財務面での実現可能

性を調査し、感度分析によるリスク耐性の

チェックが必要である。事業がスタートすれば、

建設過程（QCD）のフォロー、チェック、引渡

を受ければ、事業の稼働状況の段階となり、事

業資金の流れをフォローし（FSとの乖離など）、

JBIC等資金提供者への返済などをチェックする

必要がでてくる。

融資の返済自体については、通常、投資金融

では、事業のスポンサーから保証を取り付ける

ケースが多いので、融資返済の最終責任はスポ

ンサーの財務能力に依存することとなる。
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3．3 プロジェクトファイナンスでのQCDとFS

の併行視点

プロジェクトファイアンスを受ける場合は、

対象プロジェクト・事業の生み出すキャッシュ

フローのみを返済資源とするから、事業のスポ

ンサーとしては、まず、事業FSの精査、リスク

分担を定める契約関係の精査が必要である。次

に、事業の前提となる設備の完成のチェック

（QCD）と事業運営段階でのチェックである。リ

スクマネジメントでは、ステークホルダー間の

リスク分担、契約管理が必要である。事業の

キャッシュフローをフォローし、JBIC等への返

済状況、担保にかかる契約約款（例えば資産処

分禁止など）の履行状況チェックも大事である。

3．4 海外インフラにさらに求められる審査視

点

海外インフラ事業の実施者側は、QCDとFSに

追加して、インフラ事業による公的便益（電力

供給、交通サービス、水供給、CO2削減など）

の向上、維持の検証は必須事項である。インフ

ラにかかる公共サービスの向上維持強化のため

に、通常、地方自治体などの公共サービス担当

当局とSLA（Service Level Agreement）が事業実

施者との間に締結される。これが、提供される

公共サービスの水準の基準となる。提供サービ

スの検証にあたっては、サービス担当当局（い

わばオーナーといえる）だけではなく、インフ

ラに基づくサービス便益の最終ユーザーまでの

視点も求められる。事業運営の長期的視点が必

要で、当該事業環境視点、ホスト国でのセク

ター政策、実情などをフォローし、JBIC等関係

当局・受益者・事業から影響受ける住民等ス

テークホルダーへの説明責任がある。さらに、

アンタイド資金である事業開発等金融を受ける

場合には、日本からの輸出という日本にとって

の直接的な便益がないだけに、当該事業の公的

便益の一層の検証が求められる。

JBICの出資を得ている場合は、出資リターン

状況など事業運営能力に基づく事業者視点、い

わば資本家視点、企業価値向上、退出政策など

事業政策が必要となる。ファンドに参加する場

合には、ファンド目的との整合も常にフォロー

される。

4．国際競争力強化のための試案

海外インフラ事業への公的金融は多様化し、

利用メニューは幅広い。課題は、海外インフラ

事業に関与する日本企業の国際競争力強化であ

る。海外インフラ事業への日本企業関与という

ビジネス機会増加のための国際競争力強化につ

いての試案をいくつか以下に示す。

（1）本論で紹介したように、海外インフラ事業

への公的金融のメニューは多様化して、その金

融にかかる条件も国際的にも競争力がある。か

かる公的金融の積極的利用が推奨される。輸出

ベースではOECDガイドラインのような一定の

制約があるが、輸出だけではなく、出資しての

経営参加や調達にあたっての競争力ある他国の

資機材、ノウハウ、ホスト国での資源人材資金

も活用すれば、輸出金融以外の、投資金融、プ

ロジェクトファイナンスや事業開発等金融、出

資などの公的金融の利用が可能である。

（2）インフラ事業では、公共サービスの維持向

上が求められる。その点で、公共サービス担当

当局とのSLA（Service Level Agreement)（公共

サービス基準契約）関係が重要である。SLAなど

の契約、その管理、運営ノウハウなどの全般的

強化が必要で、日本 PFI（ Private Finance

Initiative)（民間活力を利用する社会資本整備事業）

事業では、インフラ事業がハコモノ建設レベル

と事業運営が官民分かれているので、官民連携

で契約のモデル化、運営ノウハウ共有化などの

共同検討が求められる。

（3）日本では、インフラ事業の運営責任が公的

機関に属し、民間では事業運営ノウハウが不足

して国際競争力不足の一因となっている。日本
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のPFI事業では、ハコモノは民間にするが運営全

般の民間への委託が欠如している（参考文献・

安間論文はこれを指摘している）。最近、「PFI事

業での事業運営」の民間委託が検討されている

ようだが、ハコモノも含めた全般的な事業運営

の民間委託（事業運営会社の育成）を拡大する

ことは、日本企業での海外インフラ事業運営の

国際競争力を強化することとなる。

（4）その他、日本、ホスト国サイドでの人材育

成も大事である。第一に、ホスト国や他国の資

源人材資金の活用があれば競争力が強化される。

そのためのグローバルに通用する人材育成が求

められる。次に、公共サービス事業の公的便益

を評価・検証できる人材の養成が必要である。

日本ではインフラ事業運営が地方自治体などの

公的機関に属しているため、民間での公共サー

ビスを評価するノウハウ人材が不足している。

育成のための訓練スキームなどの創設が求めら

れる。（大学教育もかかる人材育成への一環ない

し主導となるべきである）

（謝辞）ご多忙にもかかわらずインタビューに応

じてくれた JBIC国際業務戦略部次長堀口宗尚氏

に感謝申し上げる。また、資料提供いただいた

JBIC西日本国際営業部長安間匡明氏（福井県立

大学客員教授）（両氏役職は2010年4月時点）に

感謝申し上げる。

（あとがき）本論は、筆者が国際プロジェクト･

プログラムマネジメント学会（現「国際P2M学

会」会長吉田邦夫東京大学名誉教授、筆者は同

学会監事）の2010年春季研究発表大会でのパ

ワーポイントベースの口頭発表「海外インフラ

支援する公的金融形態の多様化」をベースに金

融審査的視点を加えて論文化したものである。

プロジェクト成功のための管理するツールをプ

ロジェクトマネジメントというが、これにプロ

ジェクトの上位概念であるプログラム、金融的

視点が必要であるとするのが2001年、当時の通

商産業省のバックをえて発表されたプロジェク

ト＆プログラムマネジメント（P2M）である。

最後に、本論の JBICに関わる点は、筆者が旧

日本輸出入銀行（現 JBIC国際協力銀行）出身で

あるものの、あくまで筆者個人の意見であるこ

とをおことわり申し上げる。
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