
質の高いインフラの推進 



質の高いインフラにおける国際的な意識 1 

質の高いインフラ推進のため
のＧ７伊勢志摩原則 

 
 
① ライフサイクルコストから見た経済性 

 
② 社会・環境配慮 

 

③ 現地における雇用創出，技術・ノウハウの
移転 
 

④ 受容国の経済・開発戦略との整合性 
 

⑤ 効率的な資金動員 
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黄： 実施済み 
青： 実施中 

・ハイヴァン・トンネル建設（ベトナム） 
・ダナン港改良（ベトナム） 
・第２メコン架橋建設（ラオス） 等 

・ラオス国道９号線整備（ラオス） 
・東西経済回廊整備（ミャンマー） 等 

・ネアックルン橋（つばさ橋）建設（カンボジア） 
 
 
 
 
 
 
・カイメップ・チーバイ国際港開発（ベトナム） 
・カンボジア国道１号線改修（カンボジア） 等 

・カンボジア国道５号線改修（カンボジア） 等                                   

東西経済回廊 

南部経済回廊 

ヤンゴン 

ＡＳＥＡＮ連結性 

ムンバ
イ 

安全なシーレーン確保により大陸と海洋をつなげ， 

インド太平洋地域の平和と繁栄を追求する 

コロンボ 
ハンバントー
タ 

北東州道路網連結性改善 
ベンガル湾産業成長地帯 

（ＢＩＧ－Ｂ）構想 

        港： カンボジア （シハヌークビル），インドネシア （パティンバン），ケニア （モンバサ），マダガスカル （トアマシナ），  

       モザンビーク （ナカラ），サモア （アピア），スリランカ （コロンボ，トリンコマレー），バヌアツ （ポートビラ） 

          空港： パプアニューギニア （ナザブ） 

        海洋安全保障及び海上安全： ＡＳＥＡＮ，ブルネイ，カンボジア，ジブチ，インド，インドネシア，ケニア， 

                            マレーシア，ミャンマー，タイ，フィリピン，スリランカ，ベトナム 

          対テロ対策： バングラデシュ，ケニア，モルディブ，パキスタン，フィリピン，スリランカ，タイ 

        災害リスク削減： ＡＳＥＡＮ，バングラデシュ，モルディブ，パキスタン，フィリピン，スリランカ，タイ，ベトナム 

     海賊対策： アデン湾，ＲｅＣＡＡＰ－ＩＳＣ（シンガポール） 

   地雷除去： ＡＳＥＡＮ 

   紛争処理： スリランカ 
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質の高いインフラの整備を通じた連結性の強化 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

インド洋と太平洋を結ぶ架け橋たるメコン地域開発 

カンボジア国シハヌークビル港（写真提供：JICA） 

東西経済回廊及び南部経済回廊の開発，ソフト連結性強化支援を通じた経済発展 

 道路・橋梁インフラ整備 
・東西経済回廊 
 - ミャンマー南東部2都市間の橋梁建設により，通行時間が
4.5時間→2時間に短縮 
 - ラオス中央部の橋梁改修により，通行量が倍増 
・南部経済回廊 
 - カンボジアを横断する国道5号線改修で通行量が2～3倍増  
 - ベトナム南部を縦断する高速道路建設により，通行時間が
半分に短縮 

 
 港湾整備 
・南部経済回廊 
 カンボジアのシハヌークビル港整備でコンテナ取扱量が倍増 

 ソフト連結性支援 
• ベトナム及びミャンマーにおける電子通関システ

ム導入により，処理時間が１５分→１～３秒に短
縮 

• 日本人材開発センターが，２０１５年以降，約１
７,１５０人に研修実施。メコン地域の経営・企
画・管理体制普遍化を促進。 

 
 メコン地域の連結性強化に向けた意思疎通強化 
• 日メコン物流ワークショップを実施し，東西経済

回廊及び南部経済回廊の展望と課題について情報
共有（官民併せて計１３０名参加） 

 ※ 上記は，施工中案件の結果予測値を含む。 

ベトナム国南北高速道路（写真提供：JICA） 

 日本は質の高いインフラの国際的なスタンダードを遵守・推進： 
                    開放性，透明性，経済性，受け入れ国の財政健全性 
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  約９０万TEUのコンテナ貨物取扱量を２０２５年には       

約２１７万TEUに拡大 

 港の開発に留まらず，周辺道路開発と経済特区（ＳＥ

Ｚ）開発を実施し，東アフリカ・北部回廊を総合開発 

 建設現場で約２，０００人のケニア人を雇用し技術移転 

 環境配慮型の港湾クレーンによりＣＯ２排出を大幅削減 

 埋立工事において高い技術（重防食）を用いて，維持管

理コストも削減 

質の高いインフラの整備を通じた連結性の強化 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 在来特急線で約７時間の移動時間が２時間に短縮 

  （約５００キロの距離を最高速度時速３２０キロ） 
 

 併せて，人材育成による技術移転を実施 

   ①高速鉄道研修施設の建設  

   ②インド高速鉄道公社や鉄道省職員の訪日研修 

 

 鉄道網の発達や駅周辺の整備により，インドの更な

る経済発展と雇用創出，それに伴う貧困削減が期待

される 

インドの広大な大地を，新幹線が駆け抜ける 

ＣＧイメージ図（写真提供：インド高速鉄道公社） 

東アフリカの玄関港と回廊の総合開発 

インド最大の都市ムンバイと商業・金融センター
として栄えるアーメダバードを結ぶ高速鉄道整備 

アフリカの内陸国とインド洋をつなぐ，ケニアの 
モンバサ港とその周辺回廊の道路・橋の整備 

（写真提供：東洋建設） 

４ 



自由で開かれたインド太平洋戦略 

③ 平和と安定の確保 

５ 

これらの目的のために, 日本は米国，インド， 
オーストラリアやASEANを含む様々なパートナーと協力
していく。 

① 法の支配，航行の自由，自由貿易等の普及・定着 

② 経済的繁栄の追求 
 質の高いインフラ は国家及び地域間における 
        連結性を高める 
 そのため，インフラへのオープンなアクセスの 
        確立が必要 

３本の矢: 
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出典: OECD DAC, World Bank 

② ＯＤＡ以外の資金源は大きな
割合を占めている  

① アジアにおけるインフラ分野の

需要ギャップ＝ 8190億ドル   
年間（ 2016-2020） 

2016 

６ 

供給 需要 

出典: ADB 

（ＯＤＡ以外の政府資金） 



世界のインフラニーズに対して政府資金のみでは不十分 

効果的な資金動員 ７ 

 国際開発金融機関（MBDs）との協力を強化 
• 協調融資スキーム  
(例：日/ＡＤＢ  “Leading Asia's Private Sector Infrastructure Fund”) 

 民間資金動員のため，公的資金活用し民間の投資リス
クを軽減 
• 民間セクターツール (Private Sector Instruments：PSI) 
• 官民のパートナーシップ（Public Private Partnerships ：PPP)等
の活用 

 JICA が米国 のカウンターパートであるOPIC（米国海外民
間投資公社）と，民間資金動員に向けた覚書を締結 
（2018年9月） 



Corporate Finance to Maynilad Water Services, Inc. in the Philippines 

例:海外投融資と民間資金動員 ８ 

JICA PSIF mobilizes private companies into emerging markets. 

 JICA provided corporate finance to Maynilad, with Private Financial 
Institutions, which is the first-ever local currency-based loan in the 
Philippines. 

 Supporting from the planning and formulation stage through JICA PPP 
F/S proposed by Marubeni, which is a Japanese private company. 

Private Finance 



効果的な資金動員は  win-win-win 関係を創出 

資金流入の増加 

民間ノウハウを
活用した効率
性の向上 

リスク軽減  

民間部門 

ドナー国/ 
国際開発銀行 

受入国 

効果的な資金動員 ９ 



債務持続性 

債務持続性は，質の高いインフラにおいて持続可能な成長
のために重要な要素  
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① 貸し手（ドナー国やＭＤＢｓ）にとって， 債務
持続性は受入国による返済確保に寄与 

② 受入国にとって，債務持続性は債務不履
行（デフォルト）のリスクを軽減 

貸し手と受入国は，共に債務持続性に配慮すべき 
  = 持続可能な資金供給 



(専門家による講義) (東京証券取引場訪問) 

債務持続性 

我が国は，途上国の債務持続性に関する知識やスキル
の向上に積極的に関与 

 途上国の公務員に対し，政府，銀行，証券会社，学界等の
専門家による債務持続性分析や財政政策などの債務管理に
関する研修を提供。 
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質の高いインフラの推進に向けた協力 

我が国はＥＵや国連プロジェクト・サービス機関（ＵＮＯＰＳ）を始
めとする様々なパートナーと協力して，質の高いインフラに関す
る国際スタンダードの普及を図る。 
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 質の高いインフラに関するラウンド
テーブルを東京（2018年6月）及び ワ
シントンD.C.（2018年9月）にて開催 

 2019年の日本開催イベント: 
 G20 大阪 サミット  （6月28日-29日） 
 TICAD 7 （8月28日-30日） 

 これまでの取組一覧 
 2017年4月 第1回アジア国際経済フォーラム（東京） 
       9月 質の高いインフラ投資の推進に関する 
                                                        国連総会サイドイベント（ＮＹ） 
 2018年4月 質の高いインフラの推進に関するセミナー（東京） 
               9月質の高いインフラの推進に関する 
                                                         国連総会サイドイベント（ＮＹ） 
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