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LOGO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会インフラ投資の気なる傾向

ファイナンス

　　　ＡＩＩＢ：中国を中心とした政治主導

　　　シルクロード基金：一帯一路構想

　　　　　国際社会インフラビジネスの行方

Local content 

　　　インドネシアに見られる拡大 

品質の悪さへの懸念



LOGO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＡＩＩＢに対する懸念

 アジア投資銀　中国の支配力が強すぎないか    読売新聞社説2015201520152015年03030303月26262626日

 
　「アジアインフラ投資銀行（ＡＩＩＢ）」に、３０か国以上が参加する見通しとなった。先進７か

国（Ｇ７）の英独仏伊をはじめ、１０か国以上が参加を表明した。
　欧州各国には、ＡＩＩＢを通じて中国との関係を強化し、成長するアジアでの投資機会を増
やしたい思惑がある。
　ただ、ＡＩＩＢは、中国が最大の出資国となり、本部は北京、初代総裁も中国人となる方向
だ。経営陣の構成や融資案件を決める基準の指針は、示されていない。
　これでは、中国が過度の支配力を持ち、中国企業の受注を融資条件とするなど、自国に
有利な運営が行われる疑念が拭えない。参加国の拠出した資金が中国の意のままに配
分され、アジアでの影響力強化に流用されないだろうか。
　中国がアフリカなどで行ってきた開発支援には、環境保護や人権への配慮を欠いた
ケースが少なくないという指摘もある。
　　重要なのは、ＡＩＩＢが国際機関にふさわしい運営の透明性や公正性を確保することだ。
（本文一部省略して引用）



LOGO　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔｉｅｄ　Ｌｏａｎ　と　Ｕｎｔｉｅｄ Loan

 

ハード・インフラ（水道、道路、発電等）におけるローン

　　・タイドローン
　　　ローンを準備する国からのひも付き条件がついたもの
　　　中国、韓国などはこのローンが多い。調達は、条件が縛られている。

　        ・アンタイドローン
　　        ローンを準備する国からの条件は付かないもの
　　　日本のＯＤＡの内、９０％は、このローン。
　　　調達は、世界中どこからでも可能。　



LOGO　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔｉｅｄ　Ｌｏａｎ　と　Ｕｎｔｉｅｄ Loan

 経済援助の事例：タイの水道プロジェクト

General Untied



LOGO　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔｉｅｄ　Ｌｏａｎ　と　Ｕｎｔｉｅｄ Loan

 経済援助の事例：タイの橋梁プロジェクト

General Untied



LOGO　　　　　　　　　　　　　　　　Ｔｉｅｄ　Ｌｏａｎ　と　Ｕｎｔｉｅｄ Loan

 

DAC:Development Assistance Committee(開発援助委員会)は、OECDの委員会の一つ。開発途上
国への開発援助を奨励するとともに、援助の量を増やすとともに質を良くすることを目的とする国際
フォーラム。OECD加盟国34カ国のうち23カ国と欧州連合 (EU) により構成される。



LOGO なぜ援助国は援助をタイトにするのか

援助を援助国からの財やサービスの購入に限定するのは

　 マクロ経済から見ると、援助は援助国からの資金流出。

　　従って、政府が国際収支への影響を懸念すれば、援助をタ
イドにして輸出を増やし、資金流出を相殺することができる。

　　

　　企業レベルでは、タイド援助は援助国の企業にとって被援
助国向け輸出成約を勝ち取る手段となる。つまり、タイト援
助は援助国の企業への補助金を意味するのである。



LOGO アンタイド援助のメリット

  アンタイド援助の支持派は、より効率的な開発援助になると
強調。タイド援助にすると多くのモノやサービスのコストは
15151515～30303030％UPUPUPUPすると言われている。

　    タイド援助にすると、小規模の貧困層向けプログラムより、
資本集約型の輸入や援助国の技術ノウハウが必要となる
プロジェクトが選好されがちになり、被援助国の実情に合わ
ない財や技術、アドバイスを購入することになりかねない。



LOGO 中国の援助の特徴

中国による対外援助は、通常の開発援助　（ＯＤＡ）とは異なるもの。

   

  援助事業を実施する主要プレーヤーを自国の国営企業とし、

  タイドを条件。

　 
  また、内政不干渉の立場から、人権侵害やガバナンスの問題が

ある国も供与先になり得る。
 
  また、特にアフリカの資源国に対しては、援助受入国の資源との

間である種の“バーター”の形で援助を行い、自国の開発と受入
国の開発とを同時に達成しようとするアプローチは、“中国型開
発援助モデル”とも呼べる独自の特質。



LOGO 中国の一帯一路構想

• 周辺国　４４億人　GDPGDPGDPGDP　２１兆円
• ２国間　タイドローン
• シルクロード基金　４００億＄
            （ＡＩＩＢ    資本金　1000100010001000億ドル
　　　　中国　２６％出資）

　　　　　　　東アジア・太平洋地域::::２０１０～２０年
　　　　　　　　　　電力、道路、水道など必要な資金は８兆ドル

中国重化学工業の生産能力過剰
　　→タイドローンによる安値受注

　　中国電力設備生産能力　１８６４万KWKWKWKW
　　　　（原子力発電　１５基分）
                        石炭火力・水力中心：対応環境補機不十分

　
　注：中国発電設備容量　１２３０百万KWKWKWKW
                                        （人口　１３６８百万人）
　　　　日本発電設備容量　　２８１百万KWKWKWKW
　　　　　　　（人口　１２７百万人）



LOGO タービンの国際取引



LOGO Local Content

   Regulation 48/2010 requires locally produced goods and 
services(domestic　products) to bused in the construction of all 
electric power　infrastructures for the public interest, and the　
obligation to use domestic products in the construction of 
electric power infrastructure must　be stated in 

　　(i) the electric power infrastructure construction bid/offer 
documents; and 

　　(ii) all　electric power infrastructure construction contracts.

   Winners of tenders for electric power infrastructure construction 
projects must achieve the　level of domestic components (Tingkat 
Komponen Dalam Negeri - "TKDN") required for　goods/services under 
the Regulation.

global Indonesia business guide より引用

インドネシア発電プラントでの規定



LOGO Local Content

インドネシア発電プラントの例

global Indonesia business guide より引用



LOGO インドネシアでの発電プラントの設置計画

発電所増強　1 0兆円投資、５年間で4200万キロワット

　2 0 15年から1 9年までの間に発電能力を4200万キ
ロワット増強する。発電所建設などにかかる総費用
は約1100兆ルピア（約１０兆１００億円）となる見通し。

　　（注）石炭火力発電が中心

　　

  　国営電力庁PLN社長は中国企業の技術力を｢最低
限クリアしていれば良い｣と公言し､安く買うことに固
執。　日本や欧州よりも3割も安価な落札額を容認。

　　　　　　（注）集塵装置など環境対応補機技術は不十分



LOGO プラント・大型機器契約

機器+指導員派遣

　 配管・小型補機はスコープ外

　商社がFOB以降担当の場合あり

ターンキー（セミ・ターンキー）

　　turn-key：据え付け、運転渡し

フルターンキー（ＥＰＣ　コントラクト）

　　E:　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 　P:　調達　 　C:　建設

（注）ターンキー契約、フルターンキー契約では、現地での特殊な要因のコストインパクト
が強いので、事前の見積作成に多くコストが必要。



LOGO 大型契約の特殊条件

納期ペナルティー、稼働率保証、性能保証

免税条件（Tax exemption）

Counter purchase

Local content



LOGO 各種保証：納期ペナルティー

Liquidated Liquidated Liquidated Liquidated 
Damages Damages Damages Damages 

Delays in CommissioningDelays in CommissioningDelays in CommissioningDelays in Commissioning

Shortfalls in CommissionedShortfalls in CommissionedShortfalls in CommissionedShortfalls in Commissioned

Dependable CapacityDependable CapacityDependable CapacityDependable Capacity

On-Going DependableOn-Going DependableOn-Going DependableOn-Going Dependable

Capacity ShortfallsCapacity ShortfallsCapacity ShortfallsCapacity Shortfalls

Dispatch LevelsDispatch LevelsDispatch LevelsDispatch Levels



LOGO 各種保証：納期ペナルティー

補機納入メーカーへの要求



LOGO 稼働率保証

稼働率計算



LOGO 免税条件（Tax exemption）

通常、ハードインフラの様な社会的な基礎をなす設備は、免税

で通関される。　しかし実務的には下記のつらさがある。

・プラント全体の通関価格があらかじめ提出されていること。

・個々の設備、部品、材料は、すべて個別の通関価格の付与が
必要。

・当然のことながら、通関時には、通関価格の妥当性のチェック
を受ける。

・short-ship,トラブルなどで、追加の持ち込みが出て来た場合
には、免税の総額あるいは項目別合計額を超える為、関税
の支払いが発生する。



LOGO Counter purchase

円借款に伴うプラント発注には、往々にして

かなりの金額の日本への販売：調達が義務づ

けられる。

しかし、金額が大きくて、これの対応に苦慮する。

また、直接に関連しない分野での技術移転の

要求も出てくるケースあり。



LOGO 最後に

（社）大阪府産業支援型ＮＰＯ協議会海外専門部会（ＯＳＫ）

          ０ＳＫ海外展開サポート　　  　部会長　米谷政勝

ご静聴　ありがとうございました。


