
　OECDの「Infrastructure to 2030」によると、2000
～2030 年の世界のインフラ投資額は累計で約 71 兆ド
ルに上ると推計されており、今後も膨大なインフラ需
要が見込まれている。我が国は製品や要素技術では世
界トップ水準のものも多いが、厳しい国際競争にさら
されている。インフラ開発は大規模・長期であり、現
地政府の関与が強いことを踏まえると、官民一体と
なって推進していくことが必要である。
　その際、機器の輸出に加え、設計・建設、運営・維
持管理を含む「インフラシステム」の受注や「事業投
資」を推進することが重要である。また、日本企業の
進出度合いや現地のインフラニーズ、資源獲得等の政
策利益といった地域の特性を踏まえ、経済協力と一体
で戦略的に推進していくことが必要である。

（1）インフラシステム輸出の推進体制の整備
　平成 25 年 1 月の第 3回日本経済再生本部において、
インフラシステム輸出について、「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、エネルギー鉱
物資源の海外権益確保と我が国の世界最先端インフラ
システムの輸出を後押しするため、内閣官房長官は関
係大臣と協力して、関係閣僚会議の場などを通じて推
進すること」との総理指示が出された。これを受け、
平成 25 年 3 月、経協インフラ戦略会議が立ち上がり、
我が国企業によるインフラシステムの海外展開や、エ
ネルギー鉱物資源の海外権益確保を支援するととも
に、我が国の海外経済協力に関する重要事項を議論し、
戦略的かつ効率的な実施を図ることとされた。
　3月 13 日にミャンマーを議題として第 1回会議が
開催され、重点案件のティラワ経済特別区開発につい

て、共同事業体に対する JICA海外投融資による出資
の活用を検討する方針等が示された（第Ⅱ-3-3-1 図）。
また、4月 15 日に中東・北アフリカを議題として第 2
回会議が開催され、中東・北アフリカにおける地域別
戦略が示されたほか、円借款の戦略的活用のための改
善策が決定された。また、5月には、第 2回会議の戦
略を踏まえ、サウジアラビア、UAE、トルコにおいて、
総理によるトップセールスが行われた。さらに、5月
17 日の第 4回経協インフラ戦略会議においては、公
的ファイナンスの機能強化などインフラシステム輸出
を促進する上で必要となる施策が網羅的に盛り込まれ
た「インフラシステム輸出戦略」が決定された。同戦
略に示された施策を迅速かつ着実に実行に移すこと
で、現在約 10 兆円と推計される我が国企業のインフ
ラシステム受注額（事業投資による収入額を含む）を
2020 年に約 30 兆円とする目標が設定された。
　上記の経協インフラ戦略会議を通じた省庁間連携に

1．インフラシステム輸出

　アジアを中心とする新興国のインフラ需要を取り込
み、日本経済の活性化につなげることは、日本の優れ
た技術を世界に提供し、現地の人々の暮らしを豊かに
することにも資する。このような協力を通じ、世界と
ともに成長し繁栄することを目指していくことが必要
である。そのため、こうした観点から経済協力を活用

し、官民一体による海外事業展開を推進していくこと
が重要である。また、これにより、第Ⅰ部で述べた海
外市場進出に伴う効果で我が国の生産性を上昇させる
ことが期待される。こうした観点から以下では、経済
協力を活用した日本企業の海外展開の推進について述
べる。

インフラシステム輸出支援と戦略的経済協力第３節

第Ⅱ-3-3-1 図
3 月 13 日 第 1 回経協インフラ戦略会議の様子

資料　内閣広報室提供
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加え、経済産業省では、個別案件の受注促進のため、
案件発掘・組成を行う事業実施可能性調査（FS）の
段階からファイナンス段階に至るまで、一貫した支援
を実施すべく、具体的な経協ツールを有する関係機関
との連携を強化した。具体的には、JBIC、JICA、
JETRO、NEXI、NEDOとの間で、戦略輸出関係機
関連絡会を平成 24 年 11 月に立ち上げ、経済産業省が
実施するFSや実証事業を実施した案件の進捗等につ
いて、定期的に情報共有・意見交換を行い、個別案件
支援のための連携を図っている。

（2）進出拠点整備の推進
　インフラシステム輸出は、案件の受注を通じた受注
企業の直接的利益及びインフラ開発による相手国の経
済的恩恵のほか、現地に進出する日本企業のビジネス
環境整備にも資するケースがある。そのため、日本企
業の海外展開を支援するためには、地域開発プロジェ
クトの上流段階から「面」的に開発し、日本企業の進
出拠点整備・現地市場獲得につなげることが重要であ
る。
　我が国は、総理・閣僚級の協議等を通じて、新興国
を中心に進出拠点の整備を進めている。これは、電力、
上下水、運輸といった個々のプロジェクトではなく、複
数セクターのプロジェクトを一体で開発することにつな
がり、日本企業の受注促進にも資すると考えられる。例
えば、前述のミャンマーのティラワ経済特別区における
工業団地・商業施設整備計画では、日本がパートナー
となって開発に協力しているほか、インドやインドネシ
ア等においても、地域開発を推進し、日本企業の進出を
支援している。各地域での取組は以下の通り。

① ミャンマー
　近年民主化・経済自由化が進み、経済発展が見込ま
れるミャンマーにおいて、ヤンゴン郊外に工業団地・
商業施設等の総合開発を行うティラワ経済特別区開発
（約 2,400ha）を推進している（第Ⅱ-3-3-2 図）。平
成 24 年 12 月に日本・ミャンマー政府間で協力覚書を
締結し、同地区を両政府が協力して開発すること、両
国の投資家が共同事業体を設立し、2015 年に商業的
運用を開始すること等を合意した。今後も、同地区の
電力・水・道路等の周辺インフラ整備等について、ミャ
ンマー政府と協議を継続する。
　平成 25 年 5 月、安倍総理がミャンマーを訪問（36
年振りの総理公式訪問）し、円借款に係る延滞債務を

完全に解消するとともに、新規円借款 3事業 510 億円
のほか、無償資金・技術協力 400 億円を加えた合計
910 億円のODAを年度内に供与する方針を表明した。

② インドネシア
　経済の急速な発展に伴ってインフラの未整備が顕在
化しているインドネシアにおいて、日本・インドネシ
アの両国で、ジャカルタ首都圏におけるインフラ整備
と投資環境整備の改善を目的とした首都圏投資促進特

第Ⅱ-3-3-2 図　ティラワ経済特別区開発図

ヤンゴン

ティラワ SEZ
開発該当区

ティラワ港

資料：経済産業省作成

第Ⅱ-3-3-3 図
2012 年 10 月 第 3 回MPA運営委員会で承認された
MPA戦略プラン概要
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資料：第３回MPA運営委員会で承認されたMPA戦略プランより抜粋
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別地域（MPA）構想を進めている。平成 22 年 10 月に、
両国閣僚間でMPA枠組みの立ち上げに合意し、同年
12 月に協力覚書に調印した。これまで閣僚級で議論
する運営委員会を 3回実施したが、平成 24 年 10 月の
第 3回MPA運営委員会では、2030 年のジャカルタ
首都圏を見据えたMPAマスタープランが両国で承認
された（第Ⅱ-3-3-3 図）。その中で、2020 年までの完
工を目指す 45 件のインフラプロジェクトが選出され、
そのうち 18 件が 2013 年末までに着工する早期実施事
業である。また、これら優先事業の実施のために総額
約 3.4 兆円規模の資金（うち約 1兆円は日本ODAを
含む外国援助）が必要であるとの事業試算総額を確認
し、MPA事業実現のために両国官民の資金を活用し
て協力していくことを確認した。

③ インド
　インドにおいては、デリーとムンバイとをつなぐデ
リー・ムンバイ間産業大動脈（DMIC）構想とインド
南部チェンナイ・バンガロール地域開発（CBIC）構
想の二つの地域開発を推進している。

　DMIC は、平成 18 年 12 月に、当時安倍総理とシン
首相との間で発足し、デリー・ムンバイ間に貨物専用
鉄道を敷設（円借款で支援）し、その周辺に工業団地、
発電所、港湾、商業施設等のインフラを民間投資主体
で整備する日印共同の地域開発構想である。既に開発
公社（DMICDC）が設立され、JBIC が出資し、JBIC
からの役員及び JICA専門家を派遣。平成 23 年、日
印両国で 90 億ドルのDMIC 資金ファシリティを創設
し、そのうち 45 億ドルは日本から JICA（円借款）
及び JBIC（民間協調融資含む）により支援する。
　一方、CBIC は、南部地域全体のインフラ整備を一
体的に進め、輸出港（エンノール港）周辺アクセス道
路の改善や中小企業進出のための工業団地の整備、電
力の安定供給の確保等を行う構想である。道路整備等
の短期の個別課題をタミル・ナド州政府と協議すると
同時に、中長期的な広域開発について、中央政府によ
るマスタープラン策定への協力を通じた働きかけを
行っている。首脳・閣僚級の交流の機会等を捉え、開
発促進に向けた協議を行い、拠点整備及び個別事業を
推進していく。

（1）ファイナンス支援の強化
　近年、インフラプロジェクトの大型化による事業資
金の巨額化や返済期間の長期化に伴い、民間金融機関
だけでは必要資金をカバーできない案件が増加してお
り、これを補完する公的ファイナンスの拡充が求めら
れている。
　このような中、JBIC は、平成 25 年 2 月、日本企業
の海外M&A案件やインフラ分野等の海外展開へリ
スクマネーを供給するため、海外展開支援出資ファシ
リティを創設した。また、3月末で期限を迎えた円高
対応緊急ファシリティについて、日本企業の海外展開
を一層推進するため、支援対象を拡大し、海外展開支
援融資ファシリティを 4月から開始している。さらに、
日本企業の海外拠点から同国内または第三国への取引
を支援するため、海外現地法人等による設備や技術の
輸出・販売に必要な資金を、当該現地法人等の取引先
に対して融資するスキームを 2月に新設した。
　開発途上国等に対して長期の資金援助を実施する
JICAは、平成 24 年 10 月、開発途上地域において民
間企業等が実施する事業へ出資・融資による支援をす

る海外投融資機能を約 10 年ぶりに再開した。民間企
業の活力による開発プロジェクトの進展が期待され
る。また、円借款が開発途上国と本邦企業の双方にとっ
てより魅力的な制度となるよう、平成 25 年 4 月には、
以下の制度改善が行われ、同年 4月 1日以降の事前通
報案件から適用されることとなった。まず、日本の優
れた技術・ノウハウを提供できる重点分野を整理・統
廃合し、譲許性（融資条件）を高めることを通じて円
借款の活用を促進する。また、本邦技術活用条件
（STEP）について、本邦企業の海外子会社も新たに
適格とするほか、本邦調達比率の計算ルールを改善し
た。さらに、中進国等向けへの変動金利の導入や、未
貸付残高に課してきたコミットメント・チャージの廃
止など、円借款の魅力を高める制度改善を行うことと
した。これらにより、円借款が戦略的に活用され、新
興国の成長の取り込み、我が国経済の活性化に繋がる
ことが期待される。
　また、海外取引へのファイナンス支援では、必要資
金の出融資だけでなく、資金は民間企業が提供する一
方で非常リスクを公的機関が負うことにより、官民が

2．経済協力の戦略的活用等
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協調・役割分担することも重要であり、NEXI の貿易
保険はインフラシステム輸出を推進する上で重要な機
能を果たしている。近年、取引形態や資金調達形態の
多様化が進む中、貿易保険の付保対象の柔軟化・多様
化の必要性が高まっている。具体的には、前述の通り、
日本企業の海外拠点から同国内または第三国への取引
が増加していることを背景として海外現地法人による
取引への付保や、インフラプロジェクトの事業資金が
ますます巨額化することを背景として外国金融機関か
らも外貨建てでの資金調達の途を開くことなどが重要
である。さらに、平成 25 年 1 月に発生したアルジェ
リアにおける LNGプラントへのテロ事件を契機とし
て、海外展開企業のリスク管理の重要性が改めて認識
されている。海外のインフラ受注においては、テロ等
の非常リスクが発生した際の経済的損失は受注者が負
担するケースが多く、この損失を貿易保険制度を活用
してカバーする制度の創設が、日本企業の受注拡大の
ために有益と考えられる。

（2）制度整備支援の強化
　新興国に対し、環境・安全規制等の制度整備支援を
行うことは、我が国の高品質な製品・サービスに対す
る現地での需要を高め、貿易投資環境の向上、ひいて
は我が国企業の海外事業展開の推進に資する。
　特にインフラシステム輸出に関して、我が国企業は、
価格面での競争力で他国に劣後する傾向にあるが、他
方で高い環境性能や信頼性、長期間運用した場合のコ
スト等において高い競争力を有している。しかし、我
が国企業が強みとする要素の重要性が、相手国の関係
者に十分には理解されていないケースが多く、入札の
過程において適正な評価を得られていない。このよう
な状況を改善するため、入札を実施する相手国の関係
者に対し、我が国の有する技術やその重要性等につい
て理解を促すことや、相手国の制度整備に対する支援
を通じ我が国の製品が適正な評価を得て受注を獲得し
やすくする環境を構築することが必要である。

（3）人材育成支援
　インフラシステムの獲得や日系企業の現地進出にあ
たっては、相手国関係機関より、インフラ関連製品の
現地での生産が求められるケースも存在する。また、
我が国企業のコスト競争力強化の観点からも、現地で
の生産が必要となっており、そのための日系企業の現
地拠点における“社長の右腕・実務のトップ”となる

人材の育成が重要となっている。これらの状況を踏ま
え、我が国企業のコスト競争力および受注機会の確保
を支援するため、現地での生産等の事業活動に必要と
なる産業人材の育成支援を実施している。平成 24 年
度は合計 2,202 名の途上国の産業人材に対する日本国
内への受入研修と現地への 127 名の専門家派遣を実施
した。また、インフラシステムの輸出にあたっては、
我が国が有する技術や運営・維持管理面で競合国より
優れている点を相手国関係者に十分に理解してもらう
ことや現地のキーパーソンとのネットワークを強化す
ることで、我が国の製品・技術の活用を促していくこ
とも重要となっている。このため、案件形成の前段階
において、インフラシステムの発注者側となる相手国
の関係者を日本に招き、日本の信頼性の高い運転・維
持管理技術や優れた環境性能等の技術面での優位性に
対する理解を促進するため、日本国内においてインフ
ラが導入されている現場への視察等も含めた研修によ
る人材育成を実施している。
　また、インフラシステムをはじめとする海外でのビ
ジネス案件の獲得が我が国企業にとって重要な課題と
なる中で、これまで述べたような現地の人材育成に加
え、海外でのビジネスに対応できる我が国の若手人材
を育成することが必要である。
　このため、我が国企業においてグローバル人材が不
足している現状に対応し、インフラビジネスの促進や
中小企業の海外展開支援に向けたネットワークの構築
を推進するため、我が国の若手人材を途上国の企業や
政府系インフラ機関に派遣する海外インターンシップ
事業を平成 24 年度より開始した。派遣に際した受入
先の確保にあたっては経済産業省と JETROのネット
ワークに加え、日本での研修経験者が帰国後に各国で
組織しているAOTS同窓会や民間企業の協力を得た。
平成 24 年度は我が国の若手人材 86 名を 10 か国に派
遣し、派遣者は現地において様々なインターン活動に
従事しながら、国際的なビジネス経験や将来のビジネ
スにつながる人的ネットワークの構築、現地の商慣行
や文化への習熟、コミュニケーション能力の向上等に
努めた。当該の取組については 25 年度以降の実施に
ついても企業等から高い関心が寄せられている。これ
らの国内外の人材育成の取組を活用しインフラシステ
ムの獲得を推進している。

（4）BOP ビジネスの推進
　アジアやアフリカの新興国においては、経済成長を
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背景に中間層人口が拡大している。生活水準の向上に
応じて、家電製品やサービス産業に対する需要も増加
する傾向にあり、日本企業にとって無視することの出
来ない市場を形成している（第Ⅱ-3-3-4 図）。このよ
うな新興国における中間層を将来的に形成する低所得
者層を対象としたBOP（Base of the Economic Pyra-
mid）ビジネスに対する注目が集まっており、早期に
ブランドイメージを浸透させることにより、将来の中
間層の獲得につなげていくことが重要である。一方で、
低所得者層は低い所得水準に起因する社会課題（BOP
ペナルティ）を抱えている場合が多く、ビジネスを通
じて低所得者層の課題を解決する新しいビジネスモデ
ルが求められている。
　新興国の低所得者層市場は将来有望であるものの、

情報不足や市場へのアクセスが難しいという問題も多
く、実際にビジネスを実施することは容易ではない。
BOPビジネス参入へのハードルを下げ、日本の優れ
た商品やサービスの普及を図るため、ジェトロを通じ
てビジネス段階に応じた支援を提供している。基礎的
情報の提供から現地での活動サポートに至るまで、企
業ニーズに基づいた支援を行うことにより、具体的ビ
ジネス案件の組成を促進している（第Ⅱ-3-3-5 図）。

〈中小企業若手社員の政府関連機関でのインターンシップ〉
派 遣 者：25 才 女性
所　　属：中小企業（滋賀県：各種分析・測定、施設管理等）
派 遣 先：ベトナム天然資源環境省 環境観測センター
派遣期間：約 3か月

　自社のベトナムへの事業展開検討に先立ち、現地市場の調査、人的ネットワークの構築、コミュニケー
ション能力の向上等を目的として、新入社員を派遣。派遣先の政府関係機関においては、自身の有する
知見を活用し技術指導を通じて現地の業務に参加・貢献し、受け入れ先からも高い評価を得るとともに、
現地のスタッフとも信頼関係を構築。派遣者自身も現地でのコミュニケーション能力が大きく向上。帰
国後は、インターンシップを通じて構築した人的ネットワークや、現地で収集したベトナムの規制関連

コラム

１ 企業の若手人材の海外インターンシップ参加事例
コラム

１
コラム

９

第Ⅱ-3-3-4 図　BOP 層の拡大 第Ⅱ-3-3-5 図　BOP ビジネス支援センター
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※中国、インド、インドネシア、エジプト、パキスタン、タイ、
フィリピン、アルジェリア、南アフリカ、モロッコ、ナイジェ
リア、マレーシア、ベトナム、チュニジア、ケニアの 15ヶ国に
て推計。
　下位中間層：家計所得 5,000 ドル以上～15,000 ドル未満
　上位中間層：家計所得 15,000 ドル以上～35,000 ドル未満

インドネシアタンザニア
ケニア
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ポータルサイトを利用した情報提供

◆BOP・ボリュームゾーンビジネス相談窓口

◆ミッション派遣・展示会 ◆セミナー開催

インドネシアタンザニア
ケニア

ガーナ

民間企業だけでは訪問が難し
い視察をコーディネートし、
現地の実態把握をサポート

様々な機会を捉え、セミナー
を開催。あわせてマッチング
イベントも実施し、パートナー
発掘を支援

ジェトロ現地事務所や９カ所に配置した現地事情に通じたコー
ディネーターを通じて、市場調査・グループ面談設定・パート
ナー発掘を実施
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の情報等をビジネスに活用することが期待されている（コラム第 9-1 図、コラム第 9-2 図）。

〈インフラ関連企業でのインターンシップ〉
派 遣 者：30 才 男性
所　　属：インフラ関連企業（本社 東京　インフラ関連機器の製造・販売）
派 遣 先：インドネシア アダロエナジー
派遣期間：約 6か月

　インドネシアでのインフラビジネス事業の展開に関連し、現地での情報収集、インドネシア人の生活
習慣の理解、インドネシアの電力業界の理解等を目的として若手社員を海外インターンとしてアダロエ
ナジー社に派遣。派遣先企業においては、中核ビジネスである石炭採掘現場等の訪問を通じたレポート
作成や、個人研究課題についてのプレゼンテーション等を実施。また、自社の製品に関する知識も活用
し派遣先の企業への提案を行うなど積極的に活動。現地の文化や習慣にも慣れ、スタッフとも信頼関係
を構築し、派遣先企業からも高い評価を得た。帰国後は、現地で培った人的ネットワークのほか、現地
の商慣行に関する知識を活用し、今後のビジネスに活用することが期待されている（コラム第 9-3 図、
コラム第 9-4 図）。

コラム第 9-1 図　打ち合わせの様子

コラム第 9-3 図
カリマンタンの石炭採掘現場訪問

コラム第 9-2 図　技術指導の様子

コラム第 9-4 図
フィールドワークでの発電所訪問
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