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はじめに 

中国、インドなどの新興ドナー国が急成長をみせるなか、世界のインフラ市場は厳し

い競争状態にあり、日本の持つ優れた技術が必ずしも優位にビジネスを展開できる状況

にないのが昨今の現状である。日本企業が有する優れたインフラ技術を海外に展開する

ためには、政府が民間企業の取組を強力に後押しするとともに、官民連携体制で臨むこ

とが不可欠となってきている。このような社会的背景のなかで、日本政府は、2010 年 6

月に 21 世紀の日本の復活に向けた「新成長戦略」を閣議決定し、21 の政策を今後優先

的に取り組む「国家戦略プロジェクト」と位置づけた。その 1 つに、「パッケージ型イ

ンフラ（社会基盤）海外展開」が据えられており、昨今、日本の国際協力においては、

このような事業が積極的に展開される傾向にある。 

2012 年 6 月にリオ・デ・ジャネイロで開催された「国連持続可能な開発会議（リオ＋

20）」において、提唱された環境保全と経済成長の両立を図る「グリーン経済」の考え

方について明確な定義づけはなされなかったものの、持続可能な発展に向けて、ビジネ

ス活動や社会のライフスタイルを変革することの重要性、必要性が認識された。開発優

先の途上国が、先進国が歩んできた環境負荷型の発展を繰り返さないためにも「環境と

経済の好循環」を実現する社会システムの構築が最重要課題である。すなわち「ブラウ

ン経済」から「グリーン経済」への移行が必要となる。   

その実現には、経済活動のメインプレーヤーである企業の活動がキーとなる。そのよ

うな意味で、政府と企業との連携による事業展開が不可欠となる「パッケージ型インフ

ラ事業」は、従来型開発援助協力から、途上国をはじめとして国際社会全体が環境保全
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と経済成長の調和を目指す「グリーン経済」に向けたパラダイムシフトを促進する重要

な政策の一つとして位置付けられる。 

特徴としては、従来日本が行ってきた単体要素技術やハードインフラの建設だけを売

り込む従来型技術輸出でなく、「運営」や「維持管理業務」を含めたシステム技術を受

注しようという考え方で、日本の高い技術力を生かして、建設後の管理運営で長期にわ

たって収益を上げることを狙いとする。商品や技術の競争力だけでなく、建設、、、、運営・

管理、メンテナンス、ファイナンス、リスクマネジメントなど多様な要素を包含する事

業を統合的なマネージメントによって展開することで、日本の比較優位を発揮すること

を目指す。このような事業展開では、これまで以上に企業間、省庁間、ならびに官民間

の連携が重要となる。 

本研究では、多様な分野や事業形態が想定されるなかで、その事業の概念を整理する

とともに、官と民との連携体制における潜在的な課題について整理し、その解決にむけ

た方策を明らかにした。 

 

第１章 調査概要および分析方法 

１．文献調査 

本研究は、新成長戦略で重要な政策として位置づけられ、国際市場において競争力あ

るパッケージ型インフラ事業を海外展開するうえにおいて不可分となっている「官民連

携」について、その政策および課題についての分析を行った。関連政府機関における協

議文書など文献レビューを行い、パッケージ型インフラ事業の概念および動向、ならび

に官民連携の現状および潜在的な課題等を整理した。 

 

２．インタビュー調査 

パッケージ型海外インフラ事業における官と民との連携状況及び課題を同定するため、

従前の開発援助事業およびパッケージ型海外インフラ事業に関与しているアクター（表

１を参照）を対象に、表２に示した質問項目について非構造化インタビュー調査を実施

した。 

パッケージ型インフラ事業における官民連携について、一般化した議論を行うために

は、当該スキームを採用するあらゆる業種をカバーした関係アクター（政府機関および

企業）に対してインタビュー調査を実施し、質問事項に対する意見聴取することが理想

であるが、時間的、物理的な制約から、鉄道事業、上下水道事業、低炭素都市開発事業

の関係者を中心にインタビューを実施した。 
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官民の関与ならびに連携は、事業の業種によって多様性が認められるものの、事業の

形態にかかわらず、いずれにも共通して確認される重要なイシューについて、特にイン

タビュー調査を通じて確認してきた。 

 

表１ インタビュー調査の対象業種 

1 開発援助機関 

2 政府機関 

3 商社 

4 コンサルタント会社 

5 金融機関 

6 メーカー 

7 ユーティリティ 

8 建設会社 

9 エンジニアリング会社 

 

表２ インタビュー調査における調査事項の概要 

テーマ 調査事項 

パッケージ型事業 

� 事業の概念 

� 事業形態の種類 

� 従前の事業形態との差異 

� メリットおよびデメリット 

案件形成 

� 主たるアクター 

� 動向と課題 

� 国際競争力の低下理由 

� 今後展開すべき方策 

資金確保 

� アジアにおける投資状況 

� 本邦企業の投資動向 

� 資金とリスクとの関係 

リスク管理 

� リスクの種類 

� リスク削減の方策 

� リスク管理の担い手 

事業の統括的調整 

� 海外企業における事例 

� 本邦企業の実態 

� 統括的調整のメリット・デメリット 

� 調整役を担うべきアクター 

 

第 2 章 調査・分析結果 

文献調査およびインタビュー調査による分析結果を以下に取りまとめる。 

１．パッケージ型インフラ事業の特徴 

パッケージ型インフラ事業はプロジェクト・マネージメントにおけるアプローチによ

る「水平方向のパッケージ」および「上流から下流までのパッケージ」の２種類に大別

することができることが判明した。以下に当該２種類のパッケージ型事業の概念を概括
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する。 

（１）水平方向のパッケージ 

従来の開発援助が、上水道、下水道といった個別事業を請け負うのに対して、当該水

平方向のパッケージ型インフラ事業の場合は、このような複数の事業を一体的な形で移

転するアプローチである。 

具体的には、低炭素都市開発事業において見られるようなエネルギーシステム、交通

システム、上下水道システムなど多様な個別事業を含む総合的な都市計画づくりがこの

タイプにあたる。得意分野の異なる民間企業がコンソーシアムを形成して事業を展開す

るとともに、インフラ技術と社会制度システムとをパッケージとして輸出するところに、

日本の強みを打ち出すことを狙いとしている。 

 

（２）上流から下流までのパッケージ 

(１)で紹介したパッケージと必ずしも別の形態として形成されるわけではないが、従

前はインフラ建設のみを請け負う EPC「Engineering-Procurement-Construction（設

計・調達・建設）」契約の形態が中心であったのに対して、「案件形成」から「事業の維

持管理・運営」に至るまでの長期間にわたって包括的に請け負う事業形態である。 

本邦企業の中には、地方公共団体と「包括連携協定」を結び、地方公共団体が直面し

ている課題に対する解決策を企画の段階から関与し、政策提案・技術協力をするような

動きがみられる。具体的には、IT やエネルギーなどの各分野で、国際競争力のある企業

が連合を組み、開発途上国における政府に対して、最先端のインフラを提案し、プロジ

ェクトの川上からの受注を目指す動きがある。設計から運営・管理まで一連の事業をパ

ッケージとして輸出することで、日本企業の中長期的な収益拡大に結び付け、日本経済

の成長に繋げようとする動向も注目される。 

 

２．官民の関与および連携の実態 

パッケージ型インフラ事業は、従前の技術移転やハードインフラの建設だけでなく、

その後の運営や維持管理業務も受注しようという考え方である。本邦企業が持つ高い技

術力を生かすとともに、建設後の運営・管理を展開することによって、長期にわたって

収益を上げるのが狙いである。商品や技術の競争力だけでなく、建設、運営・管理、メ

ンテナンス、ファイナンス、リスクマネジメントなど、事業における多様な要素を「総

合的な視点からマネージメント」することが要求されることから、プロジェクト・マネ

ージメントの究極の形として位置づけることができる。 
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このパッケージ型インフラ事業展開を日本の強みとして、自治体や国際協力機構

（JICA）や国際協力銀行（JBIC）などが官民連携案件の展開を試みているものの、国

際市場においては、外国企業との競争において勝てず、日本の本格的展開にはかなり距

離がある。特に、企業はこれまで経験の少ない官民連携事業において、不確定なリスク

にどのように対処するかという点が一番の難点となっている。官側もこのような問題に

どのように対処するかといったノウハウを持ち合わせず、特に事業内容および形態がよ

り複雑になっているパッケージ型インフラ事業の海外展開には、本邦企業がかなり及び

腰になっている状況である。 

 

３．官民連携における主要な課題 

日本では様々な要因からパッケージ型インフラ事業が事業化された例は極めて限定的

である。本節では、文献調査およびインタビュー調査によって得られた情報に基づき、

同事業を展開するうえで重要なイシューである「官民連携」における主要な課題をまと

める。 

 

（１）案件形成における情報不足 

案件形成において最も重要な課題は、現地ニーズや案件に関連した情報を如何に入手

し、それを関係者間に共有して協議できるかによる。このビジネス・マッチングに不可

欠となる案件情報は、企業の経営自身に関わることもあり、実際は必ずしも十分な情報

が共有されている状況にないとの指摘があるものの、商社やコンサルタントなど現地で

活動する企業にこれまで蓄積されてきている情報やノウハウなどは、開発援助における

案件形成において有用である。 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）が展開している「BOP（Bottom of Pyramid）

ビジネス支援センター

1
」は、民間投資をより促進していくために現地におけるニーズを

適切に把握し、案件形成につなげるための有効な場となることが想定され、今後の発展

が期待される。また、途上国における駐日外国公館をベースに開催されている「拡大現

地 ODA タスクフォース

2
」は情報共有の場として注目される。そこでは、JICA および

                                                   
1
日本企業等による BOP ビジネス参入事例は、欧米と比べ相対的に少ない。このような現状に対し、単一の民間事

業者では解決が困難な BOP ビジネス参入段階における種々の課題に対応する企業、NGO/NPO 等を総合的に支援

する仕組みとして、2010 年 10 月に経済産業省によって設立された。 
2 具体的な案件の形成・選定・実施につなげていくための体制を強化する上で、被援助国と我が国の二国間関係、

被援助国の政治・経済・社会情勢を踏まえた開発ニーズや援助の実態を最も直接的に把握できる立場にある在外

公館や援助実施機関現地事務所等、現地の機能を強化することが必須であるとの認識のもと設置された「現地 ODA
タスクフォース」を拡大したもので、現地日系企業や商社などの参画を可能とし、その機能を拡大し、迅速かつ現

地ニーズに適した案件形成を目指した取組みが行われている。 
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JBIC などの援助機関に加え、最近では現地日系企業や商社などが参画し、案件形成を

目指した議論や取組みが行われており、プログラム・アプローチ

3
などの「官」を中心と

する包括的な案件形成に加えて、民間の知見・ノウハウを集約する組織・運営を視野に

入れた議論及び案件形成が重要視されてきている。 

 

（２）事業管理を困難にする複雑多岐にわたるリスク 

アジアでは先進国のみならず特に新興国から市場への資金の流入があるものの、事業

の持つ多様な潜在的リスクに対して金融機関や投資家が警戒感を持ち、結果的に資金を

呼び込めず、案件形成につながらない事態を招いている。 

パッケージ型インフラ事業は、インフラ整備・拡大に加えて、付随する運営・維持管

理に必要な資金やノウハウを民間から調達し、公共サービスの提供する価値を最大化す

るようなメカニズムとして有用であるものの、多様なステークホルダーの関与のもと実

施される事業から発生するリスクが予想以上に大きかったり、だれが分担・管理するの

かが不明確であったりするが故に、企業が資金投入に及び腰になるケースがみられる。

このようなことから、リスクをいか

にして管理・軽減するかが、円滑な

事業の形成・展開における重要な課

題の一つとなっている。 

インフラ整備事業を管理している

事業者が、専門分野の異なるソフト

分野の事業におけるリスクを考慮し

ながら一体的に管理するのは現実的

ではなく、むしろ、「統括的な指揮管

理」に基づき、内在する事業を分担

して、適正な主体が発生するリスク

を管理するほうが問題が少ないと考

えられる。（図１参照）    

 

（３）本邦企業の技術移転及び海外投資における制度的な障壁 

気候変動緩和策の一環として、本邦企業はアジアでの温室効果ガス（GHG）排出削減

                                                   
3 途上国との政策協議に基づいて開発における課題を設定し、その解決に向けて個別のプロジェクトを具体的に導

き出していく手法、有償資金協力、無償資金協力、技術協力などのそれぞれの援助手法を有機的に組み合わせ、

全体として 1 つの開発課題に取り組むプログラムを構成することを想定する。 

図１ 潜在的なリスクと官民連携（鉄道セクターの例） 
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【出所】黒石邦典（2011）「国際インフラ事業における

日本企業の経験と成果及び鉄道セクターでの PPP 組成

にむけた課題」をもとに筆者が作成した。 
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を目指したクリーン開発メカニズム（CDM）プロジェクトを各国で展開してきており、

その意味ではアジア地域は低炭素開発における投資ポテンシャルは高いということが

できる。 

しかしながら、CDM スキームにおける制度的問題などから、低炭素都市事業に関連し

た知見・ノウハウの蓄積は乏しく、事業化にむけた取組もまだ十分でないことから、国

によっては CDM を補完する制度として「二国間オフセット・クレジット
4
」を進めるべ

きとの方向性も打ち出されている。 

このように、事業化に伴うリスクを軽減するとともに、民間からの投資を促進のため

の関連制度の整備が不可欠であるとの意見があった。 

 

（４）多様なアクターの調整役の不在 

途上国におけるニーズ変化に迅速に対応し、競争力のある案件を形成・展開するため

には、関係アクター間における事前の情報交換および協議が極めて重要である。このよ

うな視点から様々な「場（あるいはプラットフォーム）」が形成されてきているが、必

ずしも有効に機能していないとの指摘もある。 

政府は、「パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合

5
」を設置し、その下部組織とし

て位置づけられる幹事会において、各省の審議官や局長クラスが集まり、平場で案件を

協議・調整することが可能な場を設けている。また、計画内容を各関係省庁が調整する

目的で設置した「海外水インフラ官民連携パートナーシップ協議会

6
」などの省庁間にお

ける連絡協議会も設置されている。しかしながら、これらの会合は必ずしも各省庁の計

画を調整・協議するような場になっておらず、案件の調整能力については疑問視する意

見が多い

7
。 

海外事業展開において官民連携が促進される一方で、一般的にメーカー、エンジニア

リング企業、商社などの本邦企業は事業の上流から下流までのプロセスの中で分散的に

関与する傾向にあり（図２及び３参照）、海外企業、特に欧米企業との競争関係におい

て不利な状況が生じているといっても過言でない。換言すると、本邦企業グループはど

                                                   
4
日本は、世界的な排出削減・吸収に貢献するため、途上国の状況に柔軟かつ迅速に対応した技術移転や対策実施

の仕組みを構築するべく、当該制度を提案している。 CDM に比べ、より広範なセクター/プロジェクトを対象と

することができる。 
5 「新成長戦略実現会議の開催について」（平成 22 年 9 月 7 日閣議決定）に基づき、アジアを中心とする旺盛なイ

ンフラ需要に対応して、インフラ分野の民間企業の取組を支援し、国家横断的かつ政治主導で機動的な判断を行

うために設置されたもの。 
6 上下水道など海外の水インフラプロジェクトに関して、官民による情報の共有・交換を行うための場として設置

された。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、官民共同セミナーを開催するなど、

官民連携による海外展開に向けた取り組みを積極的に推進することを目的とする。 
7 環境省、国土交通省、経済産業省の関係者、および当該委員会委員に対するヒアリングによる。 
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ちらかといえば、国内企業からなるコンソーシアムやジョイント・ベンチャーによる事

業形成を好み、このようななかで国際受注競争に敗退するような傾向が見られる。この

ような状況に鑑み、コンソーシアム形成を回避するような取り組みが必要であるほか、

海外企業とのスムーズな連携体制の構築のなかで、事業展開を模索するような方策が必

要となっている。 

 

 

案件形成 ファイナンス 維持管理

日日日日

本本本本

商社

（国内展開）

地方自治体

明電舎、メタウォーター

政府

商社

エンジニアリン

グ会社

コンサルタント

政府

（借款等）

政府系

金融機関

運営設計・調達 建設

エンジニアリング

会社

市中

金融機関

ヴェオリア、スエズ（仏）

シーメンス（独）、GEウォーター（米）

ITT（米）など

テムズウォーター（豪）、ベフェッサ（西）、ハイラックス（星）

海海海海

外外外外

政府

商社/

コンサルタント

政府

（借款等）

政府系

金融機関

市中

金融機関

部材・

部品・機器

製造

商社

メーカー

ケッペル（星）、ドウ サン（韓）

図３ 水ビジネスにおける企業の関与形態（本邦企業と海外企業との比較） 

 

【出所】文献調査およびインタビュー調査をもとに筆者が作成した。 

本邦企業がコンソーシアムを形成して

いる状況を示す

図２ 事業における本邦企業の参画形態 

【出所】内閣府国家戦略室（2011）『パッケージ型インフラ海外展開推進

実務担当者会議 中間とりまとめ～日本の環境、安全・安心の技術で地球

環境に貢献～』をもとに筆者が作成した。 
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図３は水ビジネスにおける関係アクターのかかわり方を示すが、本邦企業と欧米企業

とでは、その関わり方および役割において大きな差異が見られる。その特徴としては、

日本の場合、「部材・部品・機器製造」以降のプロセスにおいて本邦企業の関与が極め

て限定的である一方、海外企業はより広範囲の事業範囲に関与する傾向がみられ、特に

フランスのヴェオリアやスエズなどは、統括的に関与する傾向がみられる。 

このような本邦企業と欧米企業の事業へのかかわり方の差異は、水ビジネス分野だけ

でなく、他の分野においても見られることが明らかになるとともに、このような事業へ

の関与の仕方が、国際競争力にもつながっているとの指摘があった。 

本邦企業が、国際市場での競争力をつけ、案件形成を展開していくことが可能となる

ためには、事業全体をコーディネートし、指令塔的な役割をになう、「調整役」の存在

が極めて重要であることが確認された。また、このような役割を担うアクターが存在し

ない場合、事業のリスク管理や効率的な運営において大きな支障をきたすばかりか、資

金調達ができず案件形成に支障をきたすことも明らかとなった。 

今後、パッケージ型インフラ事業にみられるような複雑な事業を形成し、なおかつ、

円滑に展開するためには、プロジェクト・マネージメントに関する能力をより強化・改

善することが不可欠となっている。 

 

（５） ソフト分野の人材・経験不足 

パッケージ型インフラ事業の概念を導入することにより、ソフト分野支援の比重が高

くなり、これまで日本が公害克服経験や ODA を通じて培ってきた知見やノウハウが活

用されることが、本来ならば期待されている。しかしながら、途上国における廃棄物、

上・下水道やエネルギーなどの環境改善分野における本邦自治体及び企業のビジネス展

開の事例を見てみると、得意とする「先端技術」を強みとして世界市場に参入しても、

コストの点で競争力を持たないばかりか、維持管理や運営においても付加価値の差別化

が難しく、この分野において豊富な実績を持つ外国企業に勝つことが難しい状況にある

ことが確認された

8
。 

事業の獲得およびその持続性を担保するうえで、制度や維持管理・運営といったソフ

ト分野における人材の能力強化は不可欠である。このようなことから、相手国の現地政

府や企業の人材の能力強化は重要であるが、これに限らず、現地の現状に合った知見や

ノウハウを伝えるために日本側の人材の能力強化をどのように図っていくかも重要な

課題となっているとの指摘があった。 

                                                   
8
東京都、横浜市、国土交通省、経済産業省の関係者に対するヒアリングによる。 
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第 4 章 考察 

上記分析結果によると、調査項目の多くが官民双方に関係しており、単独で解決をな

しうるものではないことが明らかになった。このような認識に立ち、今後官と民との連

携関係を改善するとともに、事業をより効率的に形成・展開するうえで重要となる主要

な政策を以下にとりまとめた。 

 

１．情報共有メカニズムの形成・活用 

日本の企業がビジネス市場において、競争力があり、良質な案件形成を効率的に展開

していくためには、関係アクターがもっている先行事例や潜在ニーズなどの情報を共有

するのに適した「プラットフォーム」が整備されることが不可欠となっている。このよ

うな「プラットフォーム」は、単に様々なステークホルダーが持っている情報を共有す

ることが可能になるだけでなく、情報共有を通じてそれぞれのステークホルダーのもつ

強みを明確にすることによって、競争力のある、効果的な案件形成が可能となるのに加

え、関係アクターの連携形成に活用されることが期待される。 

発展途上国のニーズの的確な把握とともに、各国の環境情報についてデータや施策・

技術情報等をデータベース化し、これまで日本が培ってきた知識や経験・ノウハウ等を

「知恵」として集約することも重要である。すなわち、これは、日本及び発展途上国の

それぞれにおいて、どのような制度の下で、どのような技術が役に立ったか、といった

情報の集約と体系化がより重要となることを意味している。 

リオ＋２０においても、グリーン成長の実現のための「ツールボックス」や「ベスト・

プラクティス」を他国と共有することの重要性が確認されたところである。そのような

視点から、今後構築すべき知的支援システムとして、以下の取り組みを提案する。 

 

（ナレッジハブの構築） 

政府、援助機関、研究者、コンサルタント、NGO、さらには高い関心を持つ学生など

と緩やかなネットワーク等のさまざまなステークホルダーによる総合的な知的支援体

制をベースとして、タイムリーに、かつ、効果的に情報を発信・共有できる「総合的な

知的支援システム（いわゆるナレッジハブ）」の構築が有効であろう。 

 

（中小企業支援の向けの情報共有ウェブサイトの構築） 

世界に目をむけるとウェブサイトを通じた情報共有システムの運用形態は多様である。

そのなかでも注目すべきは米国における官民連携促進にむけた情報システムである。オ
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バマ政権になって、「オープン・ガバメント

9
」が長期的な経済競争力を形成していくた

め重要な要素であるとの認識のもと、連邦政府、州政府、地方自治体の情報へのアクセ

スを提供する「中小企業支援の向けの情報共有ウェブサイト」を設置し、事業主が法律

や規制に準拠しつつ起業し、事業運営するための支援を展開している（表４参照）。 

日本では ODA 活動に関する情報公開が外務省の「政府開発援助白書」などを通じて行

われているものの、政府がどのような協力を展開しているのか不透明との意見を取りま

とめた内閣府の世論調査結果もある（内閣府大臣官房政府広報室、2010）。企業が効果

的な案件形成をするためにも、政府が途上国で計画・実行している事業や企業に対する

資金支援に関連する情報にアクセスしやすくするような努力が必要であると考える。 

 

                                                   
9 オバマ大統領は就任直後の 2009 年 1 月に大統領メモにおいて「透明でオープンな政府」を公表し、Transparency
（透明性）、Participation（国民参加）、Collaboration（政府間及び官民の連携・協業）の３つを原則とし、透明

で、市民に開かれ、協調的な政府となるよう各政府機関に要請したもの。このほかにオーストラリア、カナダで

も同様な取り組みが行われている。 

表４ 米国連邦政府によるオープン・ガバメントの取組例 

サイト名 担当省庁 概要 

Development 2.0 Challenge USAID 発展途上国におけるモバイル技術の革新的な利用方

法に関するアイディアを募集するというもので、優

れたアイディア・計画の提出者には、プロジェクト

実行のためのグラントを提供。 

Collaborate  
（2009 年 3 月） 

NARA 教育に関するベスト・プラクティスや革新的なアイデ

ィアを交換し、レッスンプランや資料を提供するた

め、国立公文書館の教育チームや全米の学校関係者、

学術研究機関の教育関係者がバーチャル空間に集ま

ることができるサイト。 

Business.gov 
（2004年、2009年 2月改訂） 

SBA 
（中小企業

庁）等 

米国政府による中小企業支援サイト／ポータル。政府

委託事業契約の締結の方法から、登録、ライセンス、

許可書等の取得案内、ローンや資金調達の方法、連

邦・州・地方政府規制、税金に関する情報、成功例な

どが紹介され、また、窓口も一元化している。 

GovLoop 
（2008 年） 
 

 政府内部での連携に向けた取り組み。主に、アメリカ

政府（連邦、州、市町村）職員、公共政策分野の学生・

教授、政府機関、政府に関するコンサルタントや業者

が参加することを想定したサイト。 

誰でも参加することが可能で、参加者は世界中に広が

り、2009 年 10 月 28 日時点で 21、000 人以上が登録し

ている。 

サイト上ではブログ（3、000 以上）、テーマごとにグ

ループを形成し、メンバーが意見を交換するグループ

のページ（500 以上）、テーマごとに自由にディスカッ

ションするフォーラムのページ（1、000 以上）、イベ

ントの案内のページ、ウィキの技術を活用して参加者

間で情報の更新ができるページなどがある。 

【出所】経済産業省ウェブサイト『海外におけるオープン・ガバメントの取組』 
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/e-meti/opengov/opengovreport.html#_Toc249760609（2011 年 7 月 25
日閲覧）。 
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２．案件形成への支援 

（案件形成プラットフォームの活用） 

上記に示した情報共有に加えて、相手国のニーズにマッチした案件を形成するには、

初期の段階から相手国関係者と各分野のエキスパート（コンサルタント、メーカー、エ

ンジニアリング会社、学識経験者、金融専門家、産業政策アドバイザー等）で構成する

「協議の場」が重要となると考えられる。 

現地大使館で形成される「拡大タスクフォース会議」では、JICA や JBIC に加えて、

商社、コンサルタント、NGO/NPO などが参画することにより、多面的・中長期的な視

点から案件形成を協議することが可能となっている。今後、このような場をより活用・

発展させていくことが期待される。 

現在、案件形成に向けた省庁横断的な調整を目的として「PPP 協議会」が開催されて

いる。これまでは形式的な協議にとどまっており、その意義に異論を唱える指摘もある

10
。企業が持つ案件情報をこのような場で共有し、官民連携の案件形成にむけた具体的

な議論を想定することは難しい状況に鑑み、企業からの有効な提案を促進するような各

省庁の官民事業の計画や途上国のニーズに関する情報を参加企業や関係省庁に対して

積極的に共有するような「場」として活用し、「民間企業による官民連携案件の提案の

受付」制度につなげることが期待される。 

当該「民間企業による官民連携案件の提案の受付」制度は、官民連携の効果をより高

めるには、民間からの主体的な提案が不可欠であるとの認識から「民間提案による官民

連携案件づくり」を制度化したものである。企業から有望な官民連携事業の提案を積極

的に受け入れるとともに、相手国政府との協議のなかで効率的な案件形成が期待される。

民間事業の提案部分は提案企業が実施することになるが、ODA の部分は従来と同様に

国際ルールに基づき透明性を確保した公募方式での事業者の決定を行うことになって

いる。従来型 ODA 案件形成プロセスと異なり、対象国の政府や企業のニーズを積極的

に把握するようなアプローチは、これまで国際競争市場において出遅れ感があった官民

連携事業の展開において、スピード感をつけるとともに、相手国ニーズに合った事業展

開を可能とすると考えられる。 

また、先にあげた JETRO が展開する BOP オフィスによる情報共有およびビジネス・

マッチングのプロセスは、JICA との連携強化が行われているなかで、今後一層重要な

案件形成の場となると考えられるほか、米国で展開されている「オープン・ガバメント」

といわれる企業のもつ技術やノウハウなどに関する情報をウェブベースで共有するシ

                                                   
10

 同協議会に参加している企業関係者に対して実施したインタビューを通じて得られた情報。 
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ステムは、日本ではまだ強い抵抗感があるようだが、ビジネス・マッチングには有用な

アプローチであると考えられる。 

 

（トップセールスの積極的な展開） 

インフラ案件は、事業の性格上、発注者が一つの国の政府であることが多いため、受

注する側の国の首脳が「トップセールス」を行うことには、国際競争力を高めるために

も非常に大きな意味がある。すなわち、民間企業の市場展開を促進できるよう、日本政

府としてもセールスを積極的に取り組んでいくことが、民間企業に対する後方支援とな

ることには異論がない。 

今後、積極的なアプローチとして注目されるのが、韓国のハイレベル高官が援助対象

国に乗り込み、「トップセールス」を行うような能動的なアプローチである。このよう

なアプローチは効率的な案件形成につながり、民間企業のビジネス活動の後押しにもな

る。このようなセールスも積極的に展開し、確実なプロジェクトを案件として作り上げ、

提案型 PPP 事業に持ち込むような努力も必要であると考える。 

 

（民間提案型 PPP における F/S スキームの改善・強化） 

また、案件形成をより確実なものするための措置として、JICA の案件形成の在り方の

見直しも必要であると考える。JICA が他国に先んじて導入、実施している民間提案型

PPP 事業の F/S スキームに対する財源強化を図るとともに、同様の観点から、経済産業

省が実施するプレ F/S スキーム（JETRO F/S）の利用向上を図るべきであると考える。 

事業開発権入札が想定される場合は、提案企業グループの F/S の終了後直ちに JICA

が契約するコンサルタントが技術協力の枠組みで入札書類や評価基準を作成し、F/S 提

案企業グループが事業開発権を取得できるような案件形成の手続き環境を整えること

も今後より一層重要となると考える。 

 

３．事業展開のための土壌強化 

（パイロットプロジェクトによる競争力強化） 

本邦企業が世界市場においてビジネスを展開する際に、官による市場拡大にむけた「地

盤づくり」は極めて重要である。相手国における官民連携に関連した状況に鑑みながら、

事業の初期段階において日本と相手国とが協働で今後のモデルとなるような「パイロッ

トプロジェクト」を形成・実施することによって、パッケージ型インフラ事業の分野に

おける我が国の競争力を高めるとともに、事業の実施に伴うリスクの軽減および円滑な
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事業の実施に有効な手段となる。 

 

（事業対象国の PPP 関連法制度の整備） 

このパイロット事業では、その実施を通じて事業計画および事業実施上の課題を同定

するとともに、既存の PPP 関連法制度を把握することが重要である（表５はアジア諸

国における整備状況を示す）。パキスタン、バングラデシュ、カザフスタン、タイ、イ

ンドネシア、フィリピンで関連法などでは法整備が進んでいるもののベトナム、モンゴ

ル、パプアニューギニアは、経験不足や体制の未整備などの原因により制度整備が遅滞

していることが明らかとなった。 

今後、事業を展開していくうえで、必要な制度的な枠組みの構築や既存制度の改正を

通じて事業を効率的に展開していくために必要な社会システムの基盤作りが重要であ

り、相手国における行財政改革や国営企業改革の一層の推進を促すなど、中央および地

方の行政レベルにおける政策・制度改革に対する中長期的な支援計画を強化するような

取り組みも重要であると考える。 

 

４．調整役の醸成 

パッケージ型インフラ事業には多様なアクターが関与するため、効率的で、競争力の

ある事業展開を確保するためには、事業全体を統括・調整する「調整役」の存在が不可

欠である。低炭素都市事業のように、事業内容が多様なインフラ事業により構成される

ような場合は、案件形成において、その役割は重要となる。 

また、事業内容が運営・維持管理までを含んでいるようなケースは、1）運営リスク、

カントリーリスク

11
などを管理・軽減するためのリスク管理、2）効率的な事業運営を目

指すアセット・マネジメント

12
、及び 3）長期的な事業運営に係る財政力確保、などに

ついて十分に配慮して、ドナー国だけでなく、被援助国側の政府と関連する企業等との

連携体制を構築することが重要である（図７参照）。特に、事業が「維持管理＋消耗品」

を内容とするような場合は、事業をいかに低コストで運営できるかが、付加価値および

競争力の強化の源泉となる。そのため、高効率なプロセスの設計に加えて、運営・維持

管理における人材の稼働率を高める拠点形成、ならびに、それらを実現するための「エ

リア戦略」形成といったマネージメントが不可欠となる。 

 

                                                   
11
相手国の政策変更、政治社会経済環境の変化により債務の返済、投融資の回収が不能となるようなリスクのこと

をいう。 
12
投資用不動産を投資家に代行して管理・運用する業務を指す。 
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表５ アジア諸国における PPP 関連法制度等の整備状況 

国 PPP への取組状況 主な法令等名称 

韓国 1）政府を中心に PPP を積極的に推進している。 
2）企画財務部が所管する研究機関に 100 名近い

PPP 分野の専門家チームを組成し、自治体や海

外向けの PPP 普及・啓発支援を一元的に実施し

ている（福田隆之、2010）。 
3）案件形成段階から国営企業が海外展開を牽引、

事業運営も実施するなど包括的な受注体制を構

築している。 
4）国営企業が中心となり、民間企業ではリスク

テイクが困難な案件に対応している。 

Act on Private Participation in 
Infrastructure （PPI 法）「社会資

本における民間参加に関する法律

（PPI 法）」 

中国 

1）PPP スキームを形成しつつあるものの、欧米

やアジアで一般的に行われているインフラ案件

のコンセッション型 PPP の公開競争入札事例は

ない。 
2）中国におけるインフラ案件では、個々のイン

フラ事業を運営する特別目的会社が存在せず、そ

のエクイティに投資するというパターンも不可

能である。 

PPP 関連の法制度が整備されてい

ない 

インドネシ

ア  

1）2005 年以降、PPP 関連体制の強化している。 
（リスクマネジメントガイドライン、PPP 形成

の手順書、各分野の個別法の対応などを作成） 
2）2010～2014 年のインフラ需要額の７割不足 

大統領令（PERPRES）2005 年 67
号「インフラストラクチャーの供

給に係る政府と事業体との協力に

ついて」 

タイ  

1）近く PPP 法を施行予定。 
インフラ整備需要が急速に高まる時期を過ぎて

おり、PPP への取り組みが弱い。 
2）一方、BMA は市レベルの取組として、都市

交通、上下水道などで、PPP 実施を検討。 
（PPP の定義明確化、PPP タスクフォース・ユ

ニットの設置、PPP 事業の評価指標の設定、リ

スク分担モデルの提示等） 
3）新 PPP 法にて Unsolicited Project に関する

手続き規定が整備されるだろうとの見通しがあ

る。 

The Act on Private Participation 
in State Undertaking B.E. 2535 
(1992)  
2012 年 12 月 7 日 NNA Asia より 

ベトナム  

1）国際的なプレイヤーが参画する BOT 案件が

動いており、PPP を促進する市場を形成しつつ

ある。 
2）PPP 首相令 71 号に基づき、3－5 年間におけ

るパイロットプロジェクトの実施し、詳細を詰め

ていくとともに、施行された PPP 関連法律を見

直す予定となっている。 
3）「外資の投資者（民間）が公開入札で選定され

る」など、民間事業主に対する制約が多く、課題

が多い。 

「9 分野での PPP 投資パイロット

プロジェクト推進に関する首相決

定」（71/2010/QĐ-TTg）Draft 
 
「Regulation on Public-Private 
Partnership Investment Piloting
（新しく制定された法律）」（ 2011
年 1 月 15 日 施行） 

フィリピン 

1）継続的な PPP をめぐる需要がある。 
PPP センター設置（旧 BOT センター） 
PPI Committee の設置。構成員は、大統領、

NEDA 長官、BOT 当局長官（議長および取り纏

め）、事務次官、地方行政官、行政機関および金

融機関の代表、民間企業の代表。 
BOT 以外にコンセッション、合弁会社、管理・

サービス、リース・アフェルマージュ等の内容を

契約にて取り決める。 
プロジェクトの所管 
2）BOT 当局が、政府が優先度を高いとしている

Republic Act No.7718：フィリピ

ン BOT 法（民間事業者によるイン

フラ事業の金融、建設、運営、維

持に関する Republic Act No.6957
の改正法） 
 
Republic Act No.8974：国家政府

によるインフラ整備事業のための

土地利用権や用地買収を促進する

法令 
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インフラプロジェクトに対し、単独での承認権限

をもつ。なお、大統領管轄下の長官により取り行

われる。 
【国家プロジェクト】  
3 億ペソ以上「国家経済開発庁（NEDA）」  
3 億ペソ未満「Investment Coordination 
Committee（ICC）」  
【地方プロジェクト】  
プロジェクトの規模に応じ、自治体、州、地域の

開発委員会 ただし、2 億ペソ以上は NEDA-ICC
が所管 
 
 

Republic Act No.8975：下級裁判

所による、違反行為その他への罰

則を伴う、一時的停止命令、仮差

止命令の発令を禁止することによ

り、政府によるインフラ整備事業

を迅速に実行・完工することを目

的とした法令 
 
Executive Order No.8： BOT セ

ンターから PPP センターへの改

組、及び貿易産業省より国家経済

開発庁への所属移転に関する大統

領令 
 
The Omnibus Investments Code 
of 1987、 Executive Order 
No.226：包括的投資法/大統領令第

226 号 
※民間投資、外国投資に対するイ

ンセンティブについて規定 
 
Philippine Constitution：フィリ

ピン憲法 
※土地所有に関する制限について

規定 

インド  

1）国内で相当数の案件が PPP スキームで動いて

いる（以下参照）。 
PPP India （PPP 承認委員会） 
Assam: PPP Unit 
Andhra Pradesh: PPP Cell    
Karnaraka: PPP Cell 
Madhya Pradesh: PPP Unit 
Orissa: PPP Unit 
Rajasthan: PPP Unit 
Uttarakuhand: PPP Cell 
2）しかしながら、国際的なプレイヤーの参画は

限定的となっている。 

Procedure for approval of Public 
Private Partnership projects in 
the central sector-setting up of 
PPPAC 

シンガポー

ル  

1）企業コンソーシアムによる包括的な受注体制

を構築している。 

2）政府系投資会社がプロジェクトに出資し、民

間だけで困難な長期的リスクへの対応をしてい

る。 

3）政府系デベロッパー（アセンダス、ケッペル、

セムコープ、メイプルツリー等）が中心となって

海外インフラ事業を展開している。 

Public Private Partnership 
Handbook (Ver. 1) （2006 年） 

【出所】文献調査に基づき筆者が作成した。 
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さまざまな関係アクターに対して実施したインタビュー調査の結果によると（表６参

照）、「官」に事業全体を統括・調整する役割を期待するのは難しく、情報量および経験

の上で優位に立っている商社やコンサルタントなどがその役割を担うほうが、スムーズ

に事業展開できるような状況にあることが示唆された。このような点に鑑み、政府機関

はこのような民間企業の行う事業活動を支援するような体制が望ましいと考える。 

図７先進国と途上国との官民連携のイメージ 

政府

企業

NGO 他

政府

日本日本日本日本

企業

NGO 他

途上国途上国途上国途上国

「調整役」による連携・調整「調整役」による連携・調整「調整役」による連携・調整「調整役」による連携・調整

 

【出所】筆者が作成した。 

 

すなわち、ODA 事業の場合、官主導のもとでの分業体制の中で、これらのアクターは

それなりの重要な役割を担っているものの、外国企業が実施しているような、強いイニ

シアティブを持って事業を牽引するような状況にない。また、このような中で、これら

のアクターが主導権を発揮するような経験を得にくい状況にあったことが原因と推定

される。一方、官民連携案件では、官民のデマケならびに、本邦企業がもつノウハウを

活用し、より機動的に事業展開できる環境を作ることができるのではないかと考える。 

事業の調整役は、事業の初期段階から現地政府、自治体、地元産業関係者にアプロー

チし、関係するアクターを取りまとめ、効率的に事業を展開することが必要になる。こ

のような調整業務において、最低限求められる能力としては、１）案件形成の初期段階

から相手国政府をはじめ、関係自治体や企業にアプローチすることができるチャネル、

および２）低コストの施工・維持管理を提供できる現地コンサルタントなどとのネット

ワーク、などが想定される。しかし、ノウハウの少ない本邦企業は、現地デベロッパー

や国際コンサルタントなどを上手く利用することによって、高度なノウハウを蓄積して

いくような取り組みも必要になろう。 

 



国際競争力のあるパッケージ型インフラ事業の展開を目指して 

97 

表６ 開発援助事業における主要企業の関与・動向 

業種 主な役割 最近の動向 

商社 

・所有するネットワークや情報を駆使し

て多様な分野において先駆的に案件形成

に取組んできている。 
・電力分野では、発電を中心した多様な

分野でのインフラ事業投資に豊富な実績

を持つ。1990年代以降、電力事業投資事

業（スポンサー）として IPP事業へ参画

している。 
・車輌のリース事業へ参入。2000年代後

半からは鉄道事業への投資案件（事業運

営）も出てきている。 
・貿易・EPCビジネスは、事業投資品、

商社自身のビジネスモデルの動向を踏ま

えた動きを展開している。 

・当初は海外のオペレーターと取組

む動きがあったが、最近では日本の

事業者との共同投資が拡大する傾向

にある。 
・途上国における政府や企業との調

整だけでなく、日本政府との連携を

確保することについても他のプレー

ヤーに比して、優位な状況にある。 
・スポンサーとしての役割はもとよ

り、事業の関係者間の調整役、ある

いは、EPC.E&Mやシステムのまと

め役として、より重要な役割を果た

しつつある。 

コンサルタント会社 

・JICAや JBICなどが実施する開発援助

関連事業の調査業務を中心に活動してい

る。 
 

・PPP関連事業の現地政府サイドの

実施体制整備や個別事業の F/Sなど

に関与するケースが増えている。 
・途上国における政府や企業との広

いネットワークを有する本邦企業

は、日本政府との連携を確保するよ

うな役割を強化しつつある。 

金融機関 

・プロジェクト・ファイナンスの提供者

として関与していることが多く、組成す

るファンドを通じてプロジェクトに資金

提供している。 
・金融機関の多くは、既に自前で案件情

報を得ることができる各国政府とのチャ

ネルを持っている。 

・機関投資家にとっては、格付と為

替リスクが投資促進への制約要因と

なっている。 

メーカー 

・これまで、一部の例を除き、PPP事業

においては EPC.E&Mのサプライヤーに

とどまっていた。 
 

・現地や第三国での調達や生産ルー

トの拡大により、競争力を維持する

とともに、技術とソフトのシステム

をパッケージ化して供給するための

能力を強化しつつある。 

ユーティリティ 

・電力会社など各分野における日本国内

での事業者が多い。 
 

・海外での事業投資や O&M に比較

的早くから取組み、実績もあるが、

その他の分野における事業参加は限

定的である。 

建設会社 

・工事受注活動の一環として、比較的初

期にアジアなどの有料道路事業に出資・

参画してきた。 

・アジア危機を経て、近年は事業投

資に対して比較的慎重である。 
・コンサルタントと同様、途上国に

おける政府や企業との広いネットワ

ークを有する本邦企業は、日本政府

との連携を確保するような役割を強

化しつつある。 

エンジニアリング会

社 

・エネルギー関連のエンジニアリング事

業が中心で、従来型の経済開発インフラ

分野における実績は多くない。 
・途上国で発電、造水発電、上下水道分

野などにおけるインフラ事業を展開して

いる。その多くが各国政府との間に案件

情報を入手できる人的・組織的なチャネ

ルを持っている。 

・事業収益を安定化させるために、

発電、水事業など分野への事業投資

の動きあり。 

【出所】文献調査および聞き取り調査に基づき筆者が作成した。 
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５．投資環境の整備 

（日本政府によるバックアップ） 

パッケージ型インフラ事業は民間サイドからみた場合、事業によってはコスト回収水

準と公共料金政策等から設定された料金とのバイアビリティギャップ（Viability Gap）

が発生し、事業収益性を十分に確保できないことにより、本邦企業が投資に踏み切れず、

参画を大きく妨げている。リスクなどの要因から、企業が投資に踏み切れない状況に鑑

み、日本政府は投資環境を改善するための支援を促進することが必要であり、１）本邦

企業の参画を誘導・強化するために、初期イニシアティブとして二国間政府合意に基づ

く環境協力の実施者及び関係者の役割などを明記したプログラムを作成したり、２）本

邦企業の参入に対して両政府が支援したりすることなどが有効であると考える。 

また、日本企業が投資しにくい社会経済基盤整備事業に対して、その事業性を高める

ための市場強化措置（Viability Gap Funding: VGF）を講じたり、日本政府が ODA の

枠組みを利用した投資を行うことによって、企業側の投資リスクを軽減することにより、

事業の予見性と実現可能性を高めるなどのアプローチは、企業の海外投資を促進させる

効果的な手段となる。そのような意味では、JICA が「海外投融資事業」を再開したこ

とは朗報であるものの、それに伴う為替リスクを保証するための仕組みは依然として不

可欠である。 

 

（事業の見える化） 

さらに、事業の全体像や進め方を早い段階で「見える化」することによって、企業、

投資家や金融機関が安心して事業に参加、投資できるような環境整備をすることも重要

であると考える。銀行にとっても、プロジェクト・ファイナンスは、事業が持つリスク

（端的には事業からキャッシュフローが上がらなくなり、返済が滞るリスク）を取って

行う融資は、投資としての性格があるということができる。 

本邦企業がパッケージ型インフラの輸出に乗り出す際にも、長期にわたるリスクを取

って資金を投じるという、投資としての性格が求められることには違いはない。投資家

の目線でみると、投資は外国政府が認める地域独占などに繋がるうまみがあり、安定的

なキャッシュフローが将来的に期待できるインフラは、「そこに投資できる」というだ

けでかなりの特権となることは疑う余地がない。しかしながら、それを将来、収益性が

ある事業として育てていけるどうかは、経営のレベルで初めて判断可能となる。 

このような状況に鑑み、日本からのパッケージ型インフラ事業の海外展開が、今後よ

り健全な形で発展を遂げるためには、リスクを取って長期間のインフラ事業を手がける
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企業群と、外国企業に競争入札で勝てる価格性能と低維持費構造を持つ製品を納入する

企業群とが、その役割を棲み分けする一方で、より緊密に連携するような体制を形成す

ることが不可欠であろうと考える。 

 

（投資促進資金メカニズム） 

多様な事業を包含したパッケージ型事業である低炭素都市事業は新たな市場として注

目を集めているが、その複雑さゆえに道路や鉄道といった従来型インフラ事業と比較し

て、リスク等が大きな障壁となっているほか、資金調達に対しても、これまでとは異な

る工夫が必要になっている。すなわち、リスクを軽減し、投資を促進するための公的資

金と有効な資金メカニズムの活用が不可欠であるということを意味する。公的資金を呼

び水に民間資金の流入を促すように官民が連携して「成長マネー」の供給を拡大するよ

うな取り組みがそれである。 

民間投資を呼び込みにくい状況のなかで、図８に示すように金融機関による公共投資

およびセカンダリー市場での投資などをうまく活用した「パッケージ投資」を展開して

いくような取り組みを模索することも、今後必要となってくることが推察される。その

ようなことから、投資家のポテンシャルとニーズを把握するとともに、資金調達に必要

な資金メカニズムの提案を行うことが重要な課題となっている。 

 

図８ 低炭素都市事業におけるパッケージ投資 

 
【出所】筆者および脇山尚子が作成した。 
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６．途上国における法・制度整備 

途上国の多くは、先進国からの支援を通じて、先進国に引けを取らない法・制度を整

備しているものの、それが適正に執行および遵守されていないのはよく知られている点

である。これに対して、日本がこれまで経験してきた公害克服経験やノウハウ、制度的

な仕組み等を「ローカライズ」あるいは「カスタマイズ」して、途上国の実情にあった

形で社会システムとして提供することは途上国にとって有効な支援であるということ

ができる。特に、日本の地方自治体は、実務の最前線における経験やノウハウに加えて、

自然共生、資源循環、低炭素社会の実現を目指した多種多様な取り組み事例を有してお

り、そのようなノウハウを「社会システムのパッケージ」として移転することは、途上

国にとって有用であるのはもちろんのこと、日本と途上国とのパートナーシップや信頼

関係の形成においても寄与することが期待される。 

欧米諸国が先進的な法制度を直接導入するトップダウンアプローチによる支援を行っ

ている一方で、日本の ODA を通じた法制度整備支援は、ボトムアップアプローチであ

るため、現地の実情に合った、きめ細やかな支援を実施してきているとの評価もある

13
。

関係省庁および JICA との連携を強化しつつ、特に地方自治体のノウハウを活かしたソ

フト型技術協力を強化・拡大することが不可欠であると考える。 

 

おわりに 

本研究では、文献調査やインタビュー調査を通じて得られたさまざまな情報をベース

に、日本政府が展開しているパッケージ型インフラ事業に関連した政策動向、取り組み

及びその課題を分析し、新興国がプレゼンスを増す開発援助をめぐる世界市場において、

日本政府および本邦企業がより競争力をもって事業展開するために必要な戦略を取り

まとめた。 

上記の戦略のうち、既に認識され、実施されつつあるものもある。しかし、新興国の

躍進が著しい国際市場において日本がその競争力を強化していくためには、国内だけで

はなく相手国における官民連携体制を確保していくことが重要であるほか、民側での強

いイニシアティブおよび有用な提案が不可欠である一方、それを支援する官側のタイム

リーで、有効な政策・仕組みづくりが重要であることが明らかになった。本検討が今後

の開発援助政策の検討における基礎になれば幸いである。 

 

                                                   
13 JICA および IGES 前理事長森島昭夫とのヒアリングによる。 
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