
「パッケージ型インフラ海外展開促進プログラム」

（１）相手国におけるマスタープラン策定への関与・協力
○個別事業の案件形成の段階から、我が国の技術・知見を活かした貢献ができるよう、マ

スタープランの策定に、官民連携の上、JICAなどを活用し戦略的に関与
→インドネシア・ジャカルタMPA（注１－１）、インドDMIC（注１－２）、ミャンマー・ティラワ

（注１－３）等のこれまでの取組みに加え、新規の面的プロジェクトを積極的に発掘・推進。
その際、災害に対して強靭なまちづくりや、デジタルディバイド解消のためのルーラルエ
リア開発、エコシティ・スマートコミュニティ開発、鉄道と沿線開発のパッケージ、港湾と後
背地整備とのパッケージなど有望分野に注力

（２）有望国との政策対話の強化（注１－４）
○日インド・日インドネシア間の閣僚級対話の強化、日タイ間インフラ・ワーキンググループ

や日タイ防災担当閣僚級会合立上げへの取組み等を推進

（３）面的開発構想における戦略的円借款プログラムの実施
○日本企業の立地が見込まれる地域全体の電力システム、水、交通、工業団地・商業施設

などの開発を一体的に推進
○政府系機関・地方自治体等 と連携し機動的な体制を構築
○日本企業の進出ニーズに応じ機動的かつ迅速な対応が出来るよう、政策対話を実施し

つつセクターローンやプログラムローン等を戦略的に活用

（４）長期資金の供給
○初期コストの回収に時間のかかる面的開発プロジェクト促進のため、公的金融による支

援を実施

実施事項（特記なき限り本年度実施）

１．面的支援の強化（広域開発プロジェクトの上流段階からの関与）
～１件ごとの受注競争ではなく、面的開発のマスタープランづくりの段階で関与するた
め、政府間対話等必要な施策を積極的に実施する～

総論：
〔１〕パッケージ型インフラの海外展開については、これまでの取組みにより一定の成果を
得た。しかしながら、日本は、製品や要素技術は世界トップの水準にあるが、総合的な受
注能力、体制、更にはコスト競争力等において、新興国勢力や欧米に押され、あるいは後
塵を拝する部分があることは否めない。また、円高を始めとする我が国企業を取り巻く事
業環境も大きく悪化しており、我が国のインフラ海外展開については、一部諸国に比し出
遅れている状況にある。日本企業は、このような状況を打破するためには、国内外での連
携強化を始めとして、国際競争力向上への取組みを抜本的に強化することが必須である。

〔２〕政府としても、こうした企業側での一層の取組みを積極的に後押していく必要がある。
このため、これまでの取組みに加え、以下のとおり支援に係る施策を新たに追加ないし強
化する。
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（注１－１）ジャカルタ首都圏投資促進特別地域（MPA:Metropolitan Priority Area ）構想

• 2010年12月、日インドネシア両国の関係閣僚間で協力覚書調印

• ジャカルタ首都圏において、ハード（インフラ整備）・ソフト（制度面での投資環境改善）の両面から、両
国協力のもと定期的に政策対話を進めながら投資環境整備を進めるもの。JICAの調査を活用し、
2012年半ばを目処にマスタープランを両国で策定予定

（注１－２）デリー・ムンバイ間産業大動脈（DMIC）構想

• デリー・ムンバイ間に、貨物専用鉄道を敷設し、 周辺に、工業団地、物流基地、発電所､道路､港湾､
住居､商業施設などのインフラを民間投資主体で整備し、周辺地域の産業振興を図ろうとする地域開
発構想

• 2011年12月、野田総理インド訪問時に、共同声明において、①今後5年間でDMIC関連プロジェクトに
対する45億ドル規模の資金協力の意図を表明、②DMIC開発公社への資本参加や役員、専門家の派
遣を通じた日本の関与等に合意

• 2012年4月、日本から45億ドル資金を活用したプロジェクトリストの作成、インフラ整備と両輪となるイ

ンド製造業の育成支援のための包括的人材育成パッケージ等を「日インド閣僚級官民政策対話」で
合意

（注１－３）ティラワ地域開発構想

• ヤンゴン中心市街地から約23kmに位置する経済特別区内の工業団地・港湾等開発プロジェクト

• 2012年4月、日ミャンマー両国政府は、ティラワ後背地のティラワ・プロジェクト地域（2400ha）のマス
タープラン策定（2012年末完成目標）に協力する意図表明文書に署名

（注１－４）有望国との政策対話の強化

• 日インド閣僚級経済対話

「日インド戦略的グローバル・パートナーシップ」を経済面でも強化するため、2010年10月のシン首相訪

日時に設置に合意。2012年4月に第１回対話（於：ニューデリー）を開催

• 日インドネシア閣僚級戦略対話

日インドネシアの戦略的パートナーシップ強化を狙いとし、両国の外務大臣により実施。これまで3回開

催。2011年6月に行われた日・インドネシア首脳会談において、定期化することで合意

• 日インドネシア閣僚級経済協議

日インドネシアの経済協力関係の強化を狙いとして、両国の経済閣僚（我が国は外務大臣を含む）に

より2010年10月に東京で実施。2011年6月に行われた日インドネシア首脳会談において定期化すること

で合意

• 日タイ間インフラ・ワーキンググループ

2012年3月の日・タイ首脳会談において、タイのインフラ整備に関しインラック首相から提案があり、野

田総理もこれを歓迎したもの。現在、タイとの間で双方の体制について調整中

• 日タイ防災担当閣僚級会合

2011年発生のタイ洪水被害を踏まえ、タイの防災能力向上のため現地のニーズをくみ上げる目的で、

2012年3月の日・タイ首脳会談において防災に関する閣僚級会合の立ち上げに首相間で合意。現在、タ

イとの間で双方の体制、実施時期等について調整中
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２．インフラ案件の発掘・形成力の強化
～相手国のニーズを早期に把握し、我が国の優れた技術を組み合わせたインフラ案件
の発掘・形成を促すことによって受注機会の拡大を図る～

（１）我が国人材のグローバル競争力強化
○相手国の政府系インフラ機関・現地企業等における我が国若手人材のインターンシップ

の本格的実施（注２－１）、我が国企業のグローバル人材育成のための研修支援の強化
（注２－２）、高等教育の国際展開の推進やグローバル化に対応した職業教育・訓練等
の充実（注２－３）

○二国間取極に基づき、途上国の政府、自治体、公的機関等に派遣する青年海外協力
隊を強化し、また、グローバル展開を目指す企業と帰国隊員の採用・就職マッチング支
援を強化

（２）案件実現に向けた事業実施可能性調査（F/S）の実施
○国際コンソーシアム形成支援F/Sの創設（注２－４）
○F/Sの採択・実施に際し、公的支援機関による関与を強化し、有望プロジェクトを初期

段階から支援するとともにF/S前の構想段階における案件形成を強化（注２－５）

（３）国内外におけるモデルプロジェクトの促進（注２－６）
○ショーケースとなる先導的なモデルプロジェクト・デモプロジェクトの認定、支援の強化

等による促進

（４）現地事情に精通した外部人材の活用
○案件発掘・形成や情報収集機能強化のため、インフラコーディネーターの拡充・有効

活用（JETRO）（注２－７）や海外の研究機関などを含め、現地事情、現地ニーズに精

通した外部人材を積極的に活用し、情報を関係者間で共有・活用

（５）技術協力の戦略的活用
○PPPプロジェクトを含め個別プロジェクトの発掘・形成を促すために、専門家派遣、機

材供与、各種研修等を組み合わせた技術協力を戦略的に活用

（６）ソリューション提示型アプローチ（注２－８）
○防災や省エネなどの諸課題を解決する社会インフラ構築の一環として、衛星や関連

の地上設備、送信機、データセンター、ワンセグ等の情報通信技術（ＩＣＴ）インフラ、
データ利用システム、防災インフラ、 省エネ・新エネ交通システムなどハード・ソフトを
含むパッケージ展開を強化

（７）ソフトインフラの海外展開（注２－９）
○港湾ＥＤＩ（Electronic Data Interchange）などの物流システム、航空管制システム等、関

連ハードインフラの展開につながるソフトインフラの海外展開の強化

（注２－５）F/Sの採択実施に際しての公的支援機関による関与の強化、F/S前の構想段階における案件形成
の強化
• ファイナンス局面でのスムーズな展開を図り、案件形成からファイナンスまで一貫した提案を行うため、F/S

調査初期段階から公的支援機関（JBIC、JICA、NEXI、JETRO等）との緊密な連携を図るとともに、実施に際
しても、随時、F/S進捗報告会の実施等を通じた連携を図る

• また、案件形成調査の強化や相手国とのより踏み込んだ政策対話の実施等により、早期の構想段階から
の参画を含めた案件発掘の取組みを強化するとともに案件組成手法を多様化する

（注２－６）国内外におけるモデルプロジェクトの促進
• 我が国の低炭素、省エネ、電気自動車（EV） 、免震、高度道路交通システム（ITS）、膜処理技術等のインフ

ラ関連の技術・システムやＩＣＴを活用した新たな街づくりの取組みをショーケース化し、発信することにより、
我が国の技術・実績等に対する相手国の理解を深め、案件形成・受注獲得を図る

• 例えば、先導的な国内外のモデルプロジェクトについて、政府が認定・支援し積極的に促進
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＜モデルプロジェクトの例＞
柏の葉国際キャンパスタウン（千葉県柏市）

・駅前の中心街区において、太陽光発電、生ごみバ
イオ発電、ガス発電、太陽熱利用などの導入、屋上
緑化などの取り込みで、CO2排出量を40％削減予定

・「柏ITS推進協議会」を設置し、次世代交通システム
のあり方を検討

（出典：経済産業省資料）

（注２－１）我が国若手人材のインターンシップの本格
的実施
我が国の若手人材の海外インターンシップ制度につ
いて、企業による将来のビジネス展開に有益な相手
国関係者とのネットワーク構築等を支援し、企業の国
際競争力を強化するため、新興国等における適切な
受け入れ先の開拓を強化する

（注２－４）国際コンソーシアム形成支援F/Sの創設
• インフラ案件形成のためのF/S支援事業について、

競争力のあるコンソーシアムの形成を促進し受注
率を高めていくため、 第三国企業、現地企業と
F/S実施段階から連携

（注２－７）インフラコーディネーターの拡充・有効活用
• JETROにおけるインフラコーディネーター（注）の雇用等により、インフラプロジェクトの推進のための現地

情報の収集、適切な提供を重点的に実施する
（注）2011年度はタイとインドへ1名ずつ設置。2012年度はインドへ1名設置済みで、他地域においても現在

検討中

（注２－２）我が国企業のグローバル人材育成のための研修支援の強化

• 我が国企業からアジアの大学への留学生派遣研修制度や地方・中小企業から実績・ノウハウを有する企
業への研修制度の構築等、業界団体等による人材育成のための研修等への取組みが継続的に実施され
るよう支援を強化

（注２－３）高等教育の国際展開の推進やグローバル化に対応した職業教育・訓練等の充実
• 大学院や専門系学部におけるグローバルに活躍できる高度人材の育成、各企業や労働者が行う職業能力

開発の促進及び公共職業訓練の実施等を通じたグローバル人材の育成等

（出典：経済産業省資料）

（出典：国土交通省資料、柏市ＨＰ）
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（出典：総務省資料）

（注２－８）ソリューション提示型アプローチ（例：防災分野） （注２－８）ソリューション提示型アプローチ（例：省エネ交通インフラの構築による温暖化・エネルギー問題の解
決）

（出典：国土交通省資料、総務省資料をもとに内閣官房作成）
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（注２－９）ソフトインフラの海外展開（例：港湾ＥＤＩ、航空管制システム）

（出典：国土交通省資料）

（出典：国土交通省資料）

（出典：国土交通省資料）
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（１）海外企業との協働等（注３－１）
○日本イニシアティブを確保しつつ、海外企業との協働等によるコンソーシアム形成

に向けた支援を強化

（２）公的部門のノウハウ等の活用（注３－２）
○国内で蓄積した知見や独自のノウハウを有する公的機関（鉄道・運輸機構、下水道事

業団、水資源機構等）を、全体計画策定、施工監理、技術支援、研修受託、技術評価
などの分野で民間企業のインフラ海外展開を支援するため積極的に活用

（３）政府間対話の積極的な活用による支援の強化（注３－３）
○受注段階からその後の施工、管理・運営段階において計画変更等の問題が発生した

場合、政府としても必要に応じて政府間あるいは官民の対話等を通じて問題解決に積

極的に関与

（４）情報収集の強化と人的ネットワークの構築・活用
○協議・推進組織の設置を通じた進出企業間の連携強化（注３－４）
○現地事情に精通した外部人材の活用（再掲）
○データベースの構築等による現地情報、トラブル情報、競合企業の動向等の情報収

集の強化（注３－５）

（５）我が国人材のグローバル競争力強化（再掲）
○相手国の政府・政府系インフラ機関等における我が国若手人材のインターンシップの

本格的実施、我が国企業のグローバル人材育成のための研修支援の強化、高等教
育の国際展開の推進やグローバル化に対応した職業教育・訓練等の充実

○二国間取極に基づき、途上国の政府、自治体、公的機関等に派遣する青年海外協力
隊を強化し、また、グローバル展開を目指す企業と帰国隊員の採用・就職マッチング
支援を強化

３．「川上から川下まで」の受注に向けた体制の強化・プレイヤーの競争力
強化
～プロジェクトの構想段階及び施工後の管理・運営段階に至るまで一貫してプロ
デュースできるプレイヤーの育成を通じ、「川上」から「川下」までトータルで受注を目指
す～

（注３－５）データベースの構築等による情報収集の強化（例：建設業）

• 海外市場に関する各種情報（主要進出国の建設市場の動向、ビジネス環境、建設業許可制度、税制、入
札制度等）を継続的に調査・収集し、それらを一元的に提供するデータベースを構築する。

（注３－１）海外企業との協働等

• セミナーにおけるビジネス・マッチング等により他国企業とのコンソーシアム形成支援を実施。また、今
年度から、第三国での共同受注に向けた連携強化をテーマに二国間建設会議を開催予定（2012年度）

（注３－２）公的部門のノウハウ等の活用

•鉄道・運輸機構は、日本国内における新幹線の建設主体であるとともに在来線の整備も幅広く行ってお
り、同機構には高速鉄道を含め大規模な鉄道インフラ整備におけるルート選定や土木・建設関係のノウ
ハウが広く蓄積されている。海外の高速鉄道を含む鉄道プロジェクトにおいて、特に川上部分からの受注
を目指すため、同機構のノウハウを積極的に活かす

•下水道事業団の、膜処理技術やエネルギー化技術等の 先端技術の開発・実用化、数多くの事業計画
策定・特許取得実績等により培われた高度な技術力・マネジメント力を活かしていく

•水資源機構の、水資源の開発や用水路の整備からその運用管理までをカバーする総合水資源管理のノ
ウハウの蓄積や、NARBO（アジア河川流域機関ネットワーク）の事務局としてアジア各国が抱える水分野
に関する課題の調査等を行ってきた実績を活かしていく

（注３－３）政府間対話の積極的な活用による支援の強化
• 様々な二国間の政府間対話において、個別のインフラプロジェクト海外展開に関し、企業が困難を抱え

ている具体的事項の解決にむけた議題を積極的にとりあげる。また、従来の政府間対話のセッションに
加え、積極的に関係企業トップが参加するセッションを設ける

（注３－４）協議・推進組織の設置を通じた進出企業間の連携強化
• 主要進出国において、官民一体となった協議・推進組織を立ち上げ、進出国のインフラに係る 新の

ニーズについて情報交換を行うとともに、国に支援を求める事項等について意見交換を実施



（１）国際連携の促進によるコスト競争力等の強化
○国際コンソーシアム形成支援F/Sの創設（再掲）
○低コスト化等海外での開発製造拠点活用を進めるための人材育成支援（我が国企

業OBの活用等）（注４－１）
○海外企業買収、国内企業間の連携促進等コスト競争力の強化（注４－２）
○海外現地法人による取引を支援するための公的ファイナンスの整備【一部2013年

度実施】

（２）日本のインフラ・システムの優位性の適切な理解促進

○研修受入、要人招聘、専門家派遣（新興国の政府系企業等の実務者等に対する研
修、専門家派遣）（注４－３）

○実証事業（各省庁やNEDO等を活用した事業化を意識した実証事業の積極活用、
事業化支援強化、国際機関（UNIDO）との連携）（注４－４）

○日本の強みの明確化（ライフサイクルコスト調査普及事業の実施、新興国における
適正な入札評価環境の整備支援）（注４－５）

○日本留学・日本研修経験者との連携、日本式の施工を理解した現地技能労働者の

育成促進 （注４－６）
○施工実績証明、建設業許可の英文証明の発行による企業の入札資格取得支援

（注４－７）

（３）技術・産業基盤の維持強化
○競争優位を確保するために必要な国内の技術・産業基盤の維持・強化を支援（注４

－８）

（４）二国間オフセット・クレジット制度の導入【早期実現】（注４－９）

４．コスト競争力および他国との差別化強化等の受注支援
～海外生産拠点の活用や現地企業・外国企業との連携促進により価格競争力を強化す
るとともに、他国との差別化を図るべく我が国インフラ・システムの優位性の理解促進や
技術開発を支援する～

（注４－１）海外での開発製造拠点活用を進めるための人材育成支援
• 開発・設計・製造過程の低コスト化、現地スペックへの適合化（ダウングレード等）、現地での適切なメン

テナンス実施体制の構築等を進めるための人材育成を支援（我が国企業OBの組織化と有効活用、海
外開発製造拠点（非ODA対象国の拠点を含む）の人材育成）

（注４－２）海外企業買収、国内企業間の連携促進等コスト競争力の強化
• JBIC円高対応緊急ファシリティ等を活用し、インフラ関連企業に対するM&Aを支援することで、企業の成

長産業への参入、事業・市場拡大、そしてノウハウ取得を促進

（注４－３）研修受入、要人招聘、専門家派遣
• 具体的な案件形成より早い段階から、相手国の要人や政府系企業等の実務者等を日本に招聘し視察

や研修を行ったり、我が国から専門家やシニア海外ボランティア（注）を派遣することにより、相手国にお
ける我が国技術の優位性、信頼性の高い運転・保守管理等への理解を促進

（注）ODA事業の一環として、海外でのボ ランティア活動を支援する制度。現在520名が62ヶ国で活動して
いる（2012年5月末現在）。「土木建築」分野（都市計画，建築等）に49名（派遣中人数の9％）を派遣中。

（注４－４）実証事業
• 各省庁やNEDO等の支援によって数多くの実証事業が行われているが、すべての案件が、実証からビ

ジネスへ直接繋がったわけではない。したがって、実証事業の案件採択に際しては、事業終了後にビジ
ネス展開へ結び付く可能性が高い案件を優先するといった、事業化を意識した支援を強化。 あわせて、
国際連合工業開発機関（UNIDO）と連携した実証を実施するとともに他の国際機関のネットワークを活
用することにより面的拡充を促す

（注４－５）ライフサイクルコスト調査普及事業の実施、新興国における適正な入札評価環境の整備支援
• 長期的品質管理の水準、納期遅延の有無、予定性能の実現、ランニングコスト、不都合による停止の

多寡、メンテナンスコスト等を明確化するとともに、オペレーションノウハウやメンテナンス能力など、我
が国インフラ・システムの優位性を分野ごとに明確化し、その結果が適切に評価されるよう、新興国の
入札評価環境等の整備支援を実施

• 我が国企業が競争力を発揮できるよう、入札契約制度等の整備が十分になされていない国に対して、
総合評価制度の導入を含めた制度の整備について働きかけを実施

（注４－６）日本留学・日本研修経験者との連携、日本式の施工を理解した現地技能労働者の育成促進
• 日本に留学ないし研修により長期滞在した日本通の人々と連携して、日本の良質なインフラの売り込み

を支援
• 日本式施工を理解した技能労働者を育成するため、技能実習前に事前教育する仕組みを検討するとと

もに、帰国した実習生のデータベース化を実施。ベトナムを対象にして準備委員会を設立（2012年4月に
第一回開催）

（注４－７）施工実績証明、建設業許可の英文証明の発行による企業の入札資格取得支援
• 企業が海外拠点を設ける際の実績ＰＲや、企業が海外プロジェクトに参加する場合の参画要件となる施

工実績の英文証明書の発行を港湾分野で試行（2012年4月）、2012年度中に実施。建設業許可につい
ても英文証明書の発行について制度化を検討

（注４－８）技術・産業基盤の維持強化支援
• 競争優位を確保するために必要な国内の技術・産業基盤の維持・強化を支援
（例）クリーンコールテクノロジー（IGCC（石炭ガス化複合発電）、A-USC（先進的超々臨界圧石炭火力発

電）等の開発）
宇宙（衛星の国際競争力確保に資する開発、打上げサービスのコスト競争力確保に必要な政策の検
討、夜間・天候に左右されず観測が可能となる高性能レーダー開発 等）

海水淡水化（環境適合性が高く高効率な海水淡水化システムの開発）
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（注４－９）二国間オフセット・クレジット制度について
• 途上国への温室効果ガス削減技術・製品・システム・サービス・インフラ等の普及や対策実施

を加速し、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、日本の
削減目標の達成に活用する制度

（出典：外務省、経済産業省、環境省資料）

（出典：外務省資料をもとに内閣官房作成）

（出典：外務省資料）

（１）専門性の強化
○関係省庁・機関によるインフラに関する技術事項、ファイナンス等の専門的知

識やグッド・プラクティス等をまとめたインフラプロジェクト専門官のための基礎資
料集の作成

○同一地域の在外公館のインフラプロジェクト専門官が参加する専門官会議の開
催（情報の共有、地域内での横の連携の確保等） 等

（２）現地体制の強化
○在外公館と日本商工会、政府関係機関（JICA、JETRO、JBIC、JOGMEC、NEXI、
NEDO等）等の連絡体制の強化（現地事情を踏まえての情報共有・意見交換のた
めの会合の開催、インフラプロジェクト専門官の任国内出張等）

○在外公館へのインフラアドバイザー（現地コンサルタント等。インフラプロジェクト
専門官と緊密に協力）の採用【早期実現】

５．インフラプロジェクト専門官の活用強化（注５）

～インフラ海外展開における在外公館の体制強化を図るため、「インフラプロジェクト
専門官」制度を強化する～



（１）JICA海外投融資の本格再開（注６－１）
○インフラ分野のパイロットアプローチ案件を本年度中に実施し、実施体制の検証と

案件選択ルールの詰めを完了した上で、早期に本格再開を実現

（２）円借款の戦略的活用（注６－２）
①迅速化：政府部内の検討プロセスの更なる迅速化などの方策を検討し実施
②中進国・中進国を超える所得水準の途上国への柔軟な活用：具体的な案件の発

掘・形成を行うとともに、制度を柔軟に運用
③STEP（本邦技術活用条件）の積極的活用：国際ルールを踏まえつつ、STEPの更な

る積極的な活用が図られるよう、必要に応じSTEPの仕組みを見直すとともに、国別
の援助の方針の策定を通じて、我が国の優れた技術を活用するSTEPのメリットにつ
いて相手国の理解が深まるよう努める

（３）JBICによる出融資の積極化等（注６－３）
○投資金融を活用した海外子会社による第三国輸出・国内販売へのファイナンスの

強化や輸出金融の運用の弾力化
○外貨建て（特に現地通貨建て）ファイナンスの強化
○円高対応緊急ファシリティを活用したインフラ関連M&A等への支援

（４）貿易保険の仕組みおよび機能の見直し【2013年に関連法の改正を目標】（注６－
４）

○仕組みの見直し：我が国企業の国際競争力強化や保険利用者の利便性を確保し
つつ、政府による貿易再保険制度の廃止（貿易再保険特会の廃止）とNEXIの全額
政府出資の特殊会社化

○機能の見直し：主に付保対象を次のとおり拡大
①海外子会社による取引等、②国内の技術・役務提供、③プロジェクトボンド等の
債券発行など新たな資金調達手法、④外国金融機関による資金供給、⑤短期融資

６．公的ファイナンス支援の強化
～我が国の公的ファイナンスツールを一層拡充・強化し、インフラの海外展開を支援
する～

（注６－１）ＪＩＣＡ海外投融資の本格再開
• 2011年の再開後、新実施体制の検証・改善と案件選択ルールの詰めを行うパイロットアプローチを実施

中。インフラプロジェクトとしてロンアン省環境配慮型工業団地関連事業をパイロットアプローチ対象とする
ことに決定（インフラ分野のパイロットアプローチ案件としてハノイ上水事業を審査してきたところ投資家間
の協議が順調に進まなかったことから、ロンアン省環境配慮型工業団地関連事業をパイロットアプローチ
対象とするもの）

（参考）ロンアン省環境配慮型工業団地関連事業概要
• ベトナム・ロンアン省において、産業発展及び環境保全の両立を目的として、日ベトナム両国の企業が合

弁で事業会社を設立、工業団地向け廃水処理施設等のユーティリティ・サービス、表流水（河川）を利用し
た上水施設の建設及び運営を行うもの

（注６－２）円借款の戦略的活用
①迅速化
• 円借款の迅速化については、これまで三度の迅速化策（注１）を公表し着実な実施に取り組んでいるが、

産業界や途上国の要望を踏まえ、官民連携案件を中心に、政府部内の検討プロセスの更なる迅速化な
どの方策を検討し実施（注２）

（注１）直近の迅速化策は2010年7月に公表（2007年6月および2009年7月にも公表）
（注２）これまでの実績例：要請から借款契約調印までに要する「標準処理期間」の達成率：2007年度42.4％

→2011年度54.5％
今後の目標設定例：官民連携案件について、標準処理期間の達成率を更に改善するための方策を検
討し実施

②中進国・中進国を超える所得水準の途上国への柔軟な活用
• 具体的なパッケージ型インフラ案件の受注や資源獲得等のために直接的に有効であると確認できる場合

には、ケース・バイ・ケースで戦略的かつ例外的に円借款を活用するとの外務省・財務省・経済産業省の
合意（2011年8月公表）をより柔軟に運用し、具体的な案件の発掘・形成に取り組む

③STEP
• STEPについては、主契約者は本邦企業（借入国との共同企業体（JV）を認めるが、本邦企業が当該JVの

リーディング・パートナーとなることが条件）とし、また円借款融資対象となる本体契約総額の30％以上を

日本原産とするなどの条件が設定されている。国際ルールを踏まえつつ、日本企業の海外展開の実態及
び相手国の開発ニーズにより適切に対応するため、必要な見直しを検討し実施する。また、国別の援助
の方針の策定を通じて、我が国の優れた技術を活用するSTEPのメリットについて、相手国の理解が深まる
ように努める

（注６－３）JBICによる出融資の積極化等
○投資金融（注）を活用した海外子会社による第三国輸出・国内販売へのファイナンスの強化

○円高対応緊急ファシリティ
• 急激な円高の進行に対応し、民間円資金の外貨への転換促進により為替相場の安定に資するべく、外為

特会のドル資金を原資として、ＪＢＩＣが
①M&Aの促進
②資源・エネルギーの確保・開発の促進 等

に資する案件に対し融資等を行うファシリティ（現在までの実績：14件、約7,000億円）

（出典：財務省資料をもとに内閣官房作成）
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（出典：経済産業省資料）

（注６－４）貿易保険の機能の見直し


