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ASEANにおけるPPP：
その機会と課題
アシャースト法律事務所・外国法共同事業

はじめに

図表１に、世界経済フォーラム（WEF）国際競争
力レポートにおけるASEAN諸国の「インフラ全般の

ASEAN地域において近年の堅調な経済成長を維持

質」のランキングを示した。当レポートでは世界142カ

しようとする動きがあるなか、同地域の各国政府がイ

国を検証し、獲得スコア順にランキングしている（国

ンフラに対して数十億ドル規模の投資を行う必要があ

際基準に照らして、
「１」は著しく低開発、
「７」は広

ることが広く認識されている。

範囲かつ効率的）
。

こうした投資なしでは今後、インフラの未整備が引
き起こす電力不足、ヒト・モノの輸送における制約、
劣悪な水質や衛生環境に起因する健康リスクなどが、
長期的、持続的な経済成長の大きな障害となるだろう。
そのため、当然のことながら、同地域の多くの発展
途上国は、各国の開発計画においてインフラ開発を最

ASEANのインフラにおける政策、
目的および支援
同地域においては、インフラ投資促進のために地域
全体で多くの取り組みが実施されている。代表的な取
り組みは以下の通りである。

優先事項に位置づけている。しかし、同地域の大半の
各国政府は、公的な資金調達面で著しく制約を受けて

⃝ ASEAN連結性マスタープラン：2010年10月28日に

おり、公的部門の資金源のみでこの種の計画を実施で

ASEAN加盟国により採択されたASEAN連結性マ

きる可能性は低い。さらに、資金調達における課題に

スタープラン（“マスタープラン”）は、長期的かつ

加え、これら発展途上国政府の多くは、複雑な場合が

持続可能なペースでASEANの連結性を高めること

多いプロジェクトを効率的に策定および実施するため

を目指す広い見地に立っている。このマスタープラ

に必要な制度または仕組みを現状有していない。

ンでうたわれている目標では、国境を越えたインフ

同地域の多くの政府は、何年も前から、官民連携

ラ整備に対する幅広い需要を踏まえており、また

（PPP）モデルがインフラへの投資を促すうえで資金

（“ASEANコミュニティ”の形成に向けた）ASEAN

ギャップを埋め、かつ民間部門のスキルを利用する手

の統合および協力、世界水準での競争力、福祉と生

段をもたらすと認識してきた。しかし、多くの国にお

活、ルールとガバナンス、経済拠点との連結、各地

いて、PPP市場の活性化は、政治的な指導力の欠如や、

域の経済的および社会的発展、そして気候変動の軽

（調達またはプロジェクトの頓挫を招くような）不十分

減を推進することなどが掲げられている。

な実現性評価、および財政上ならびに規制上の制約に
より阻害されている。しかし、近年の経済発展により、

⃝ ADBインフラ基金：アジア開発銀行（ADB）は、

同地域においてPPPプロジェクトを実施する能力や態

ASEAN諸国が同地域のインフラのニーズに十分に

勢は改善されつつある。この状況が続けば、今後数年

対応するため、向こう10年にかけて年間約600億ド

で、投資家やレンダーにとって、ASEAN地域での

ルが必要となると推定している。ADBはこうした

PPPにおける好機が急速に増える可能性がある。

ニーズに対応するためにさらなる資金調達源が必要

１. インフラへの投資の必要性
各国別のインフラにおける競争力
世界各国のインフラにおける競争力を比較すると、

であると認識しており、2011年にASEANインフラ
基金（AIF）を設立した注１。AIFは、20年までに合
計40億ドルの貸付のほか、ADBからの１億5000万
ドルとASEAN ９か国からの３億3500万ドルの初
期の出資を確保しており注 ２、ASEAN主導による

ASEAN地域におけるインフラへの投資の必要性が浮

ASEAN史上最大の取り組みといえる注３。ADB以

き彫りとなる。

外では、マレーシアとインドネシアがAIFに最も出
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図表１

世界経済フォーラムのインフラ競争力ランキング（ASEAN 地域）

ミャンマー

カンボジア

人口：6,620 万人
GDP：603 億米ドル
世界ランク：138 位
スコア 2.3

人口：1,560 万人
GDP：169 億米ドル
世界ランク：109 位
スコア 3.4

タイ
人口：6,860 万人
GDP：3,736 億米ドル
世界ランク：76 位
スコア 4.1

ベトナム
人口：9,060 万人
GDP：1,878 億米ドル
世界ランク：112 位
スコア 3.3

フィリピン
人口：9,940 万人
GDP：2,918 億米ドル
世界ランク：95 位
スコア 3.7

マレーシア
人口：3,010 万人
GDP：3,430 億米ドル
世界ランク：20 位
スコア 5.6

シンガポール

インドネシア

人口：550 万人
GDP：3,041 億米ドル
世界ランク：5 位
スコア 6.3

人口：2 億 5,150 万人
GDP：8,593 億米ドル
世界ランク：72 位
スコア 4.2

出所：人口および GDP：国際通貨基金（IMF）の世界経済見通しデータベース 2014 年
世界ランクおよびスコア：世界経済フォーラムの国際競争力レポート 2014 ～ 15 年 ;
428 ページ（http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf）
注記：ラオスおよびブルネイは、市場規模が比較的小規模であるため、本記事では省略している。

資しており、それぞれ、1億5000万ドルと1億2000万

政策のトレンド

ドルを出資している。その他の大半の国はそれぞれ

インフラの整備に向けてPPPの活用を促進するため

1500万ドル出資している 。ADBは、2020年まで

に、多くのASEAN各国政府は近年、同セクターに対

にインフラのための資金調達として130億ドル超を

する政策およびガイドラインを策定し、広めることに注

確保するためにAIFと連携して追加の共同出資を行

力している。たとえば、PPPに関する政策の枠組みの

う意向である。

一環として、ほとんどの国がパイロットプロジェクトや

注４

注１：http://www.adb.org/printpdf/projects/45076-001/main
注２：ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリ
ピン、シンガポール、タイおよびベトナム。
注３：h ttp://www.adb.org/features/fast-facts-asean-infrastructurefund
注４：http://www2.adb.org/Documents/RRPs/REG/45097/45097-001reg-rrp.pdf

２. PPP 市場の発展：地域のトレンド

優先プロジェクトを実施して、プロジェクト形成の道
筋をつけようとしている。これはまさに進行中のプロセ
スであり、そして国ごとにその進捗状況も異なる。一
部の事例においては、当初の政策をより現実的または
詳細にするために改定が必要な場合も出てきている。

法律および規制の枠組み
多くの政府は近年、インフラ・プロジェクトにおけ
る民間投資に関する規制上および法律上の枠組みを改

上述の同地域全般での取り組みに加えて、各国政府

善するために大いに尽力してきた（フィリピン、イン

もPPP市場を活性化させるために重要な措置をとって

ドネシア、ベトナムなど）
。特に焦点となっている分野

いる。各国政府はPPPモデルを利用したインフラへの

は、PPPモデルの活用を可能とする新たな法律の導入

投資の促進に注力しており、以下の共通のテーマを確

または法改正や、競争力のある調達プロセスを促進す

認することができる。

る調達ルールの更新、そして土地買収に関するルール
およびプロセスの見直し・改正などである（特に輸送
＜交通＞インフラ・プロジェクトにとって重要）
。
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政府機関と専門能力をもつ人材
多くの国でこれまでのところ大きな制約となってい

ADBのような 地 域 の開 発 銀 行 や、国 際 協 力 銀 行
（JBIC）や韓国輸出入銀行（K-EXIM）などの輸出信

るのは、複雑になりがちなインフラ・プロジェクトを実

用 機 関（ECA）からの資 金 調 達 の 可 能 性 である。

施する際の政府機関の不備と、それら機関における専

PPP案件の初期段階においては、JICAなどの機関が

門知識の欠如である。多くの政府は、この点に対処す

提供するような（通常は政府＜官＞レベルの）
「ひも付

るために、インフラ・プロジェクトの実施にかかわるさ

き」資金の活用も、キャパシティ・ビルディングとい

まざまな公的部門の事業体の役割と責任を一段と明確

う側面からみれば有用だろう。こうした資金は資金提

にしている（たとえば、タイではPPPのスケジュール

供国（たとえばJICAの場合は日本）の投資家／請負

を策定するために省庁をまたいだタスク・フォースを

業者を一定の水準でプロジェクトに参加させることが

設立している）
。また多くの国がPPP専門の担当部署を

条件という意味での「ひも付き」だが、他国の投資家

設立しており（たとえば、フィリピンのPPPセンターや

を関与させられないわけではなく、重要な案件を進展

ベトナムのPPPタスク・フォースなど）
、今後はこれら

させることが可能である（たとえばJICAはこれまで

の政府機関が複雑なPPPプログラムを効率的に履行で

フィリピンの道路網整備・改修に関して多額の資金協

きるような専門知識を得ていくことが期待されている。

力を行っている）
。

プロジェクト評価とリスク配分

外国投資の奨励

政府機関の質が一段と洗練されてきたことで、プロ

歴史的に、数多くのASEAN諸国では現地の企業が

ジェクトを適切に評価する能力と適切なリスク配分を

インフラ市場を独占しているが（フィリピンなど）
、各

提案する能力が向上している。過去、域内の調達機関

国政府は外国投資の拡大を、特に大型プロジェクトに

が多くのプロジェクトに対して、不適切なリスク配分

おいて奨励する傾向を強めている。これは金銭上の

を提案した結果（たとえば、現実的でない水準の需要

ニーズからのことだけでなく、世界的な多国籍企業が

リスクの移転を主張するなど）
、入札希望者が撤退し

プロジェクトにもたらし得る“国際的なベストプラク

たり、プロジェクト自体が頓挫したケースもある。

ティス”を現地の企業に学んでもらいたいという期待か

PPP市場を活気づけるために、また投資家や資金提供

らもきている。また現地の観点からみると、現地の投

者の信頼を勝ち取るために重要なのは、提案するプロ

資家と労働者がこの種の “ベストプラクティス” から

ジェクトの規模ではなく質であるとの認識が高まって

重要なポイントを学んでいけば、一定の期間の後に“知

いる。先述したPPP専門部署の多くはキャパシティ・

識移転”がもたらされることにもなる。外国人投資家に

ビルディング（能力構築）促進のため、ADB、世界

とっては、現地の知識とコネクションがアジアでPPP

銀行および国際協力機構（JICA）などの機関から財

プロジェクトを成功させるうえで重要な要素であるこ

政的・技術的支援を受けている。

とを考慮すると、適切な現地のパートナーを選択する
ことが鍵であるといえる。

中央政府による支援
中央政府レベルではなく地方レベルで調達されるプ

資本投資

ロジェクトにおいて投資家が主に懸念するのは、中央

欧州のPPP市場と比較すると、負債自己資本比率は

政府による支援の不足である。一部の国においては、

低い傾向にあり、７対３以下が一般的である。さらに、

政府は近年、この種の懸念に対処するために“保証”の

法的管轄区域やセクターにもよるが、内部利益率は、

取り決めを導入している。たとえば、インドネシアで

一段と成熟したPPP市場と比較して、より高いリスク

は、政府の契約機関によるPPPプロジェクトの実施を

を反映するため比較的高い水準にある（10 ～15％以

促すために保証基金が設立されている。この種の金融

上）
。ASEAN市場へ特化したインフラ資金は、同地

支援が、民間部門と資金提供者の信用不安に対する真

域の資本投資の要件を満たすうえで重要な役割を担う

の緩和策となるかは今後明らかになるだろう。

可能性が高い。一部の国においては（フィリピンなど）
、
特定のタイプの公的インフラにおける外資持分に制限

地域の開発銀行および輸出信用機関（ECA）
ASEAN地域の多くの国にとって、プロジェクトの
実行可能性を検討するうえで重要な要因となるのは、
42
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があるため、外国人投資家は現地のパートナーと提携
する必要がある。
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図表２

今後中期的に注目される輸送（交通）、水事業セクターのプロジェクト

空 港

・ミャンマー

：Hanthawaddy国際空港（15億ドル）

・フィリピン

：Mactan-Cebu国際空港乗客ターミナルビル（３億8000万ドル）

・ベトナム

：LongThanh国際空港（30億米ドル）

・インドネシア ：Tanjung Enim－Bagansiapiapi鉄道PPPプロジェクト
鉄 道

・フィリピン

：マニラ・ライトレール（LRT）１号線（15億ドル）

・シンガポール／マレーシア：シンガポール～クアラルンプール高速鉄道（120億ドル）
・インドネシア ： Western Semarang水事業プロジェクト、
水事業

Pandok Gede水事業プロジェクト、Pakanbaru水事業プロジェクト
・フィリピン

： Bulacan Bulk給水プロジェクト（５億4000万ドル）
、
New Centennial給水プロジェクト（４億ドル）

出所：Ashurst

３. ASEAN 地域におけるPPP の見通し

くの “偽りの夜明け（あてにならない期待）
” があり、

注目すべきセクター
―― 輸送（交通）および水事業

の経済情勢においてプロジェクトを実施する余裕はあ

そして今も数多くの大きな課題が残っている――現在
るのか？ 政情の安定性やプロジェクトのリスク予想、

各国政府が策定中のプロジェクト計画やわれわれの

各国政府の信用力に対する懸念を考慮すると、投資家

クライアントが注力しているセクターを検証すると、

は新しい市場に投資をする意思はあるのか？ 当該市

中期的にみて同地域で最も活発になるPPPセクターは

場で投資家が長期の展望をもてるような、現実味ある、

輸送（交通）――特に鉄道および空港――そして水事

実現可能なプロジェクト計画を、各国政府は策定でき

業である可能性が高いように思われる 。というのは、

るのか？

注５

堅調な経済状況下であればこうしたセクターへの投資

こうした問題にもかかわらず、ASEAN地域におけ

が優先して実施されるからである。この種のプロジェ

る大規模なインフラに対して切迫したニーズがあるこ

クトでの実績が積み重なれば、各国政府は今後、PPP

とは明白である。ASEAN諸国政府はすでにPPP推進

の新興市場で実施するのはより困難とみられている社

に必要な各種の対策を講じている。規制や制度の枠組

会インフラ（医療や教育など）のセクターに対しても

み整備がさらに進み、投資家やレンダーにとって魅力

視野を広げていく可能性がある。

的なプロジェクト構築がなされ得るような進歩がいく

ASEAN地域の輸送（交通）および水事業セクター
において今後注目されているプロジェクトは図表２の

つもの法域でみられている。
こうした好ましい動きが今後ASEAN地域のPPP市
場で真の関心をもたらすかどうかは、時を経て明らか

とおりである。
注５：本稿ではPPPセクターに電力プロジェクトを含めていないが、当地域
での大規模な電力セクター投資は今後も継続すると予測している。

４. 結論 ―― 慎重になりつつも楽観論
ASEAN地域のPPP市場においては、これまで数多

になるだろう。もちろん、すべての国が同じペースで
発展するわけではない。しかし、こうした傾向が持続
し、現実的かつ魅力的なプロジェクトの発展につなが
ると想定すると、ASEAN地域におけるPPPの機会に
ついて楽観的にみる根拠は十分ある。
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