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インドネシア政府との
財務政策対話の取り組み
――国際協力銀行（JBIC）の金融支援実績と
今後の取り組み方針――
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善行
ー分野や製造業投資を中心に日本との経済交流のつ

1. はじめに

ながりが従来から強く、今後もその発展が期待され
るなかで、2009年の経済成長率（実質GDP成長率）

世界的金融危機へと波及したリーマン・ショック

が4.5％、2010年第２四半期の経済成長率は輸出、投

から２年が過ぎてなお、先進国は経済回復への道筋

資および国内の堅調な個人消費に支えられ前年同期

を確固たるものにするため、試行錯誤を続けている。

比6.2％増を達成するなど高い経済成長を持続してい

一方で、アジアの開発途上国はいち早く経済回復を

る。JBICは、このようなインドネシアにおいて政府

遂げ、今や世界経済の牽引役として期待されている。

との関係を強化し、制度設計も含めて案件形成の上

このアジアに対し、世界の企業が収益機会を求めて

流段階から関与していくことにより日本企業の事業

熱い視線を注いでいる。日本政府も、アジアでの収

実施を円滑にするべく、財務政策対話を発展させて

益機会獲得に向けた日本企業の取り組みを支援する

いく方針である。

ため、本年６月に閣議決定した新成長戦略において、

本稿では、インドネシアと日本の経済交流の歴史

「アジア戦略」を重要戦略として掲げた。そのなかで、

およびJBICの実績に触れつつ、JBICが現在取り組ん

特に期待されるインフラ需要に対して、官民一体と

でいる財務政策対話およびその成果を紹介する。

なって技術、運営ノウハウ、ファイナンス等をパッ
ケージとして付加価値をつけたうえで競争優位性を
発揮していく取り組みを強化している。

2. インドネシアと日本の経済交流と
JBICの取り組み実績

国際協力銀行（JBIC）は、インドネシア政府との

課題や具体的なプロジェクト推進の方向性について、

（1）1980年代後半〜1998年：資源確保と
経済成長に伴うインドネシア向け投
資拡大

インドネシア政府関係省庁および政府機関と議論を

インドネシアは日本にとって重要な資源供給国で

重ね、本年８月にはジャカルタにて第１回ハイレベ

ある。1960年代より、日本企業は、インドネシアの

ル年次会合を実施した。インドネシアは、エネルギ

北スマトラ油田開発、北スマトラ・アルンLNG開発

間で本年２月に財務政策対話を発足し、電力プロジ
ェクトを含めたインフラ案件を中心に案件組成上の
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等の主要エネルギー開発案件やアサハンアルミニウ

請し、計３回の債務繰り延べ措置（リスケジュール）

ム精錬事業、ソロアコ・ニッケル鉱山・ニッケルマ

が実施された。

ット生産事業等の開発投資を積極的に進めた。また、

国際協調の取り組みにより通貨危機を乗り切った

80年以降は、北スマトラのアルンや東カリマンタン

ものの、実体経済においてアジア諸国が困難な状況

島のボンタン等の主要LNG案件のほか、北スマトラ

にあるなか、1999年２月、日本は２国間ベースの支

やジャワ島での石油・ガス田開発等を推進、また鉱

援（新宮沢構想）を表明。この構想のもとで、JBIC

物資源分野においても、バツヒジャウ銅・銀鉱山開

は、99年３月にIMFとのパラレル融資（1500億円）

発、グレシック銅精錬事業等の権益取得・開発・精

およびADBとの協調融資（600億円）
、2000年１月に

錬・引取事業を進めてきた。こうした日本企業の取

世銀との協調融資（115億円）を実施した。この間、

り組みに対し、JBICは、日本の資源確保を推進する

アジア通貨危機の影響を受けた日本企業支援や資金

立場から金融支援を行ってきた。

協力計画のもとでのアジア支援策に基づくJBICのイ

また、1990年以降のインドネシアの経済成長に伴
って、電機・電子や自動車産業分野を中心に、日本

ンドネシア向け支援実績は6477億円にのぼった
（2000年３月末時点）
。

企業の投資や貿易取引が増大したことから、JBICは
ラ事業における民活導入が進められ、パイトン石炭

（3）2002〜08年：アジア危機後の成長期
における対応

火力発電プロジェクトのような日本企業が事業参画

この時期、アジア通貨危機の影響から脱したイン

投資金融や輸出金融を通じて支援。さらに、インフ

する大型発電事業も出てきた。
こういった日本企業の個別事業に対する金融支援

ドネシア政府は、持続的経済成長を達成するための
インフラ整備を重点分野とした。なかでも電力イン

に加え、膨大な貿易黒字を背景として、日本政府が

フラ整備が喫緊の課題のひとつとされたことから、

国際経済への貢献策として打ち出した資金還流措置

JBICは、日本からの発電機器輸出に対応するインド

（1987〜92年：総額650億ドル）および資金協力計画

ネシア政府向けバイヤーズ・クレジット（B/C）の

（1993〜98年：総額1200億ドル）のもと、JBICは、

資金枠（クレジットライン）を設定した。また本邦

インドネシアに対し、世界銀行（世銀）やアジア開

企業が参画するIPP（Independent Power Produc-

発銀行（ADB）との協調融資（1987〜95年：11件、

er：独立発電事業）を促進するに当たってのインド

計3777億円）およびインドネシア政府経由のツー・

ネシア政府支援を確認するため、2006年９月、IPP

ステップ・ローン（1988〜98年：７件、計3760億円）

にかかる包括覚書（Umbrella Note of Mutual

等を通じて同国の経済開発プロジェクト推進に協力

Understanding）を締結した。これらの取り組みは、

した。

その後の輸出案件促進や、タンジュンジャチB石炭火
力発電所拡張（総発電容量1320MW、協調融資総額

（2）1998〜2002年：アジア通貨危機への
対応

1600億円限度）をはじめとする日本企業が投資する

1997年７月のタイの通貨危機勃発を契機にアジア

野では、JBICは、2006年にインドネシア第３のLNG

周辺国へ通貨信用不安が広がるなか、97年11月、イ

プロジェクトであるタングーLNG開発向け融資を実

ンドネシアに関して、国際機関の支援（IMF、世銀、

施した。

IPP事業の促進につながっている。なお、資源開発分

ADBで総額180億ドル）と、２国間支援（日本、シ
みが決定された。日本政府は上記枠組みにおいて50

（4）2008年〜：金融危機に対する国際協
調下での対処

億ドルの支援を表明するとともに、98年には日本独

2008年９月のリーマン・ブラザーズ破綻を契機と

自に構造調整支援の円借款（1700億円）や生活必需

した世界的な金融危機の広がりの中で、インドネシ

物資確保のための援助を実施。一方で、インドネシ

アも、通貨の下落、株式市場の取引停止および国債

ア政府はパリクラブに対して公的債務のリスケを要

発行の停止など大きな影響を被った。かかる金融市

ンガポール、米国等８カ国で総額182億ドル）の枠組
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場混乱の中で財政資金を安定的に調達するために、

による電源整備では不十分であるとの認識から、IPP

インドネシア政府は日本、世銀、ADB等に対して総

を活用する方針をとっており、この分野に対しては、

額55億ドル相当の金融支援策を要請。これに対して、

海外展開を強化する電力会社や海外インフラ事業に

日本政府は、JBICによるサムライ債保証を含む総額

力を入れる商社等の日本企業が積極的に投資機会を

15億ドル相当円の金融支援（Market Access Sup-

うかがっている。JBICとしても、こうした日本企業

port Facility：MASF）で応じ、このプログラムの

の取り組みを支援しており、最近ではタンジュンジ

もと、インドネシア政府は2009年７月、JBIC保証付

ャチB石炭火力発電拡張プロジェクト、パイトンⅠ石

きのサムライ債（発行総額350億円）を成功裏に発行

炭火力発電所増設プロジェクトおよびチレボン石炭

した。

火力発電プロジェクトに協力したことはすでに述
べた。

上記にて概観したとおり、インドネシアと日本は

一方、このような案件形成の経験を通じて、今後

長期間にわたって経済交流を深めるなかで信頼関係

のインドネシアのインフラ整備促進に向けた課題も

を築いてきた。JBICも、長年の支援実績や直近の金

明らかになってきた。すなわち、これらのIPP案件に

融危機への迅速な対処、大型IPP案件の融資実現（パ

おいては、案件組成の段階での日本側・インドネシ

イトンⅠ石炭火力発電所増設プロジェクト（総発電

ア側間の認識共有不足や、インドネシア政府のコミ

容量815MW、協調融資総額約1215百万ドル相当限

ット内容について個別案件ごとに合意形成をすると

度）
、チレボン石炭火力発電プロジェクト（総発電容

いった煩雑な手続きにより、多大な調整コストが発

量660MW、協調融資総額595百万ドル相当限度）
）等

生し、検討期間が長期化した。さらに、インドネシ

により関係をいっそう強固なものとしている。一方、

アの省庁間および国営電力会社との意見調整・意思

こうした金融支援の経験を通じて、投資環境の問題

決定に多くの時間を要し、また、相互の情報共有が

や案件組成に当たっての課題も浮き彫りになってき

うまく行われていないケースも見受けられた。こう

た。次章以降においては、それら課題を概観し、そ

した点について、日本側・インドネシア側双方の関

の解決に向けた対話の枠組みについて言及する。

係者が、改善の必要性を痛感するに至った。
今後インドネシアにおいては、PPP（Public-Pri-

3. インフラ整備の必要性と課題認識

vate Partnership）スキームを活用したインフラ整
備が進められようとしており、インドネシア政府の

インドネシアの経済成長に合わせて、本邦企業の

推計によれば、2014年までに概算で13兆円ものイン

投資意欲も高まってきているが、インドネシアへの

フラ需要が見込まれている。これら推進に必要な内

投資には課題も多くあげられており、なかでもイン

外からのファイナンス確保が喫緊の課題であり、イ

フラ不足の指摘は根強い。JBICが毎年実施している

ンドネシア政府としても事業者やレンダーにとって

海外事業展開調査によれば、インドネシアを有望投

受け入れ可能なPPP枠組み整備の重要性について認

資先とする企業の約４割がインフラの未整備を課題

識を強めている。また、JBICとしても、案件形成の

として掲げており、特に運輸（交通網）や電力の整

上流段階への参画により、増大するインフラプロジ

備を求めている。また、2008年にはジャカルタ日本

ェクト需要への本邦企業の円滑な参画を支援するた

クラブ（JJC）からインドネシア政府に対して電力供

め、インドネシアにおいて、①適切なPPP枠組み整

給安定化についての要望書が出されるなど、電力不

備の観点からの提言実施、②省庁横断的な対話・意

足は深刻な問題であり、早急な整備が求められて

見調整の実施、③案件形成の初期段階から政府コミ

いる。

ットの必要性も含めた重要事項に対する認識共有化、

インドネシア政府もこの課題を意識し、電力供給

の必要性に対して認識を新たにしている。このよう

計画において今後10年間で平均9.2％の伸びを想定し

な相互の課題認識を踏まえた対処策として、インド

た供給増強計画を策定している。その実現に当たり、

ネシア政府とJBICは財務政策対話の枠組みを設ける

インドネシア政府は、政府および国営電力会社のみ

ことを本年２月に合意した。
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図表１

財務政策対話の枠組み

4. 財務政策対話の発足と成果
上記３章で述べたような背景および課題認識のも
と、インドネシア政府とJBICは、本年２月15日にジ
ャカルタにおいて財務政策対話（Financial Policy
Dialogue）の準備会合を実施し、分科会（Working
Team：WT）の設置を含む対話の枠組みについて合
意した（枠組みの概要は図表１参照）
。３月以降、各
WTにおいて具体的協議を重ね、本年８月３日には
インドネシア政府よりアニー財務副大臣、ルキタ国
家開発企画庁（BAPPENAS）副長官およびJBICよ
り渡辺CEOの出席のもと、これまでの成果を確認し、
また今後の協力方針について協議するため第１回年
次会合が実施された。本章においては、今年度の成
果および来年度に向けた方向性につき述べることと

出所：JBIC（以下同）

したい。

（1）今年度の成果
①IPPにおける適切なリスクシェアリング
インドネシア政府は、先にも述べたとおり今後の
インフラ開発促進についてPPPスキームを活用しつ
つタイムリーに進めていく方針であり、当該PPP事
業の選定や政府サポートを透明性高く実施していく
ための制度整備を行っている。そのひとつの柱が、
政府サポートについて、インフラ保証基金（Penjaminan Infrastruktur Indonesia、通称Indonesia Infra-

第１回ハイレベル年次会合の様子

structure Guarantee Fund：IIGF）を通じた保証
を行っていく制度であり、すでに同基金は設立され
ている。これまでJBICは、前述の包括覚書のもとで

論を行い、リスクシェアの方向性について大筋の合

インドネシア政府と個別の取り極めを結んで政府サ

意を得た。今後の詳細設計においてさらなる個別議

ポートを確保してきており、この確保に相当の時間

論を要するものの、案件形成の段階で方向性につい

を要してきたが、新たな制度により政府サポートが

ての相互の合意が得られたことは、本邦企業の円滑

迅速に決定されるのであれば歓迎すべき方向である。

なIPP案件への参画を支援するうえで、大きな前進と

ただし、インフラ保証基金から十分なサポートが得

とらえている。

られるか、PPP事業として選定されなかった本邦企
業投資インフラ案件への政府サポートのあり方等、
今後注視すべき点も多い。

②地熱発電促進
インドネシアには約２万8000MWの地熱源がある

JBICはまた、WTでの協議を通じて、インフラ保

といわれているが、実際の地熱発電容量は合計で約

証基金が供与する保証の内容やIPP案件組成に際して

1200MWにとどまっている。地熱発電はインドネシ

の重要な契約であるPPA（Power Purchase Agree-

アにとって資源の有効活用や地球温暖化対策の観点

ment）のあり方について、インドネシア政府等と議

からもきわめて有力な電源と位置づけられ、実際、
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図表２

地熱開発促進特別勘定スキーム図案

ートアプローチ」について紹介し、意
見交換を行った。こうしたJBICなら
ではの知見・ノウハウについても、イ
ンドネシア政府のニーズも踏まえなが
ら積極的に情報提供し、多角的な協力
関係を深めていきたいと考えている。

（2）今後の協力についての方
向性
インドネシアとJBICとの今後の協
力の方向性として、
「経済成長と環境
保全の両立」をテーマとして協議を実
施した。これは、インドネシアが今後
の喫緊の課題である電源開発を進める
に当たって、新たな制約要因としてク
ローズアップされつつある温室効果ガ
ス排出抑制や適切な燃料確保といった
政府の電源開発計画の中で、2014年までの１万MW

問題にどう取り組むかという議論である。JBICは、

の電源増強プラン（第２次クラッシュプログラム）

解決の方向性として、国内資源の有効活用、制度設

では、その４割は地熱発電で構成される計画となっ

計・資源開発・燃料輸送・発電・送電までのサプラ

ている。しかしながらその実現に向けては、①地熱

イチェーン全体としてのアプローチ、日本の低環境

特有の探鉱リスク、②開発権・土地利用権・森林権

負荷技術の導入、を基本コンセプトとして、今後、

および地方政府の関与等の複雑な許認可、③タリフ

①クリーンコール、②再生可能エネルギー、③国内

水準、と対処すべき課題も多く、投資参入障壁が高

天然ガス有効活用を通じた電源開発を、着実に進め

いため、開発の進捗は順調とはいえない。これにつ

ていくとの提言を行い、今後両者でWTを通じてさ

いて、インドネシア政府も対策の必要性を認識して

らに議論を深めていくことにつき合意した。これに

おり、財務政策対話においてWTでの議論を通じ、

伴い、今後WTにおいてクリーンコール、再生可能

投資家フレンドリーな制度設計に向けて、インドネ

エネルギー（特に、地熱・太陽光エネルギー）およ

シア財務省のほか、地熱開発分野の監督省庁である

び天然ガスの３つのテーマを議論していくこととな

エネルギー鉱物資源省（MEMR）が出席のもと、議

った。サプライチェーンコンセプト概要は図表３の

論が進展した。その成果として、年次会合の場では、

とおりであるが、今後、①クリーンコールについて

地熱開発を進めていくうえでの大きな課題のひとつ

は、高効率石炭火力発電導入に当たっての良質な石

である探鉱リスクへのアプローチとして、地熱開発

炭の確保、②再生可能エネルギーについては、上述

促進特別勘定（図表２参照）の創設につきアイデア

の地熱開発促進特別勘定も含めた投資促進制度の整

が示され、今後検討を進めていくこととなった。

備や離島におけるディーゼル発電から太陽光へのシ
フトの検討および買電にかかるフィードインタリフ

③マクロ経済分析

の水準見直しを含む検討、③天然ガス関連では中小

インドネシアのマクロ経済分析については、イン

ガス田開発促進やCBM（Coal Bed Methane）開発

ドネシア政府自身がその高度化をめざしている一方、

促進に向けた必要な制度設計や技術導入等が議論の

JBICもリスクモニタリングの観点からさまざまな分

俎上に上る予定である。

析を実施してきている。財務政策対話では、JBICか

また、本会合において、JBICは、インドネシア財

らマクロ分析の新たな分析手法である「バランスシ

務省傘下のインフラ金融公社（PT Serana Multi
2010.11
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図表３

石炭サプライチェーンコンセプト案

Infrastruktur：SMI）との間で、インドネシアの温

熱開発促進やサプライチェーン全体に目を向けた低

室効果ガス削減推進に資するプロジェクトのための

環境負荷開発に向けた課題設定について合意に達し

資金供給メカニズムの検討協力に関する覚書を締結

たことなどである。JBICとしては財務政策対話を通

した。今後のインフラ整備の促進に当たっては、長

じた案件の具体化を通じて、特に低環境負荷の開発

期資金供給主体の裾野を拡大することも大きな課題

分野において日本企業のビジネス参画機会の拡大を

とされている一方、インドネシア年金資金なども従

めざしている。また、インドネシアもJBICをよきパ

来型の債券投資から投資先を多角化しようとしてお

ートナーとして案件形成の妨げとなる課題を財務政

り、こういった需要サイドと供給サイドの適切なマ

策対話の枠組みを活用してひとつずつ解決していく

ッチングを念頭に、今後、本覚書に基づき、ファン

ことが、結局は開発リードタイムおよび調整コスト

ド組成も含む具体的な資金供給メカニズムの検討を

の縮減というかたちで自国の利益になるということ

進めていくこととなる。

をいっそう理解するものと期待している。また、こ
の取り組みの実施に当たっては、何よりも実際の投

5. 結びにかえて

資を行う企業の声をタイムリーに集約することが重
要であり、インドネシア政府に対しては日本の投資

財務政策対話が発足して半年、すでにいくつかの

家の声を届けることがJBICの重要な役割と認識して

重要な成果があがってきている。将来のIPP案件につ

いる。その観点からは、JBICとして日本国内での官

いて案件組成前段階でリスクシェアリングについて

民連携のネットワークを強化し、効果的にインドネ

大筋の合意に達したこと、今後の電源開発促進に向

シア政府との対話に望めるよう、いっそう努力した

けて「経済成長と環境保全の両立」をテーマに、地

いと考えている。
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