JBICとしてのベストな
支援に向けて
私は 2010年から2013年までの、ニュー
ヨーク駐在員事務所での勤務の中で、原
発事故後の日本のエネルギー事情を憂慮
するとともに、当時米国で注目を集めてい
たシェールガス革命を日本のために活かし
たいと考えていました。そのため帰国後、
本融資の担当となった際には、米国での
思いをぜひ成就させたいとの決意を新た
にするとともに、震災後、日本国内の電気・
ガス事業の在り方について議論が盛り上
がる中で、大阪ガス、中部電力の 2社が
LNGのビジネスモデル変革の先鞭を着け
るべく本事業に参画したことに大きな意義
を感じ、
「日本のエネルギー業界のフロン
ティア・プロジェクトを支援する」
という強い
気持ちで融資の組成に当たりました。
Freeport社は、従来の資源メジャーや
国 営 石 油 会 社などとは異なる新しいプ
レーヤーであり、且つ、本プロジェクトは、
天然ガス開発・パイプラインインフラが発達
する米国の特徴を生かした、
「アンバンドリ
（ 注2 ）
ングプロジェクト」
という、JBICにとって
も新しいビジネスモデルに対する融資となり
ました。更に、PFベースの融資組成を検

次世代に
胸を張って語れるものを
LNGプロジェクトの交渉では、様々なス
テークホルダーの利害が絡む中、プロジェ
クトを融資可能なバンカブルなものにしてい
かなくてはなりません。他方、政策金融機
関として、国の政策に沿った上で、日本企
業の事業展開・資源の確保に資する取組
みも支援する必要があります。これらを達
成するためには決まった解があるわけでも
なく、その時々で悩むことも多いのですが、
迷った時は自分の決断や行動が 10年後
20年後、次の世代に胸を張って言えるも
のであるかどうかを自問しながら前に進む
ようにしています。また、一緒に悩んでくれ
るチームメンバーがいることが何よりの支え
となっています。

この印刷物は、大豆油インキを包含した
植物油インキを使用しています。

国際協力銀行では、本誌を季刊で発行しています。
本誌に掲載されている画像、文章の無断転用・無断転載はお断りします。
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「次なる新 興 国」
へ

期待高まる中央アジア
▶ 外国審査部に聞く中央アジア経済と外国企業の進出状況
▶ 中央アジアの地政学的な意味と日本企業への期待
▶ 中央アジア注目の 3か国の動向と日本への期待

わが社のグローバル戦略

玉田工業株式会社（ 石川県金沢市 ）

ニッチトップ企業の技術を

金沢からアジアへ
ホームページ：http://www.jbic.go.jp

（注 1）
本融資は㈱三菱東京 UFJ 銀行、
㈱三井住友銀行、
㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱、三菱 UFJ 信託
銀行㈱、
アイエヌジー N.V. 東京支店との協調融資（総
額約 38 億米ドル）であり、民間金融機関融資には独
立行政法人日本貿易保険による保険が付保されます。
（注 2）従来の LNG プロジェクトは、天然ガス開発、
パイプライン、LNG ターミナルが一体となっていま
したが、本プロジェクトは、天然ガス開発、パイプ
ラインは切り離され（アンバンドルされ）
、天然ガス
の液化加工事業のみを行うという特徴を持ちます。

Facebook：http://www.facebook.com/JBIC.Japan

天然ガス液化設備を建設し、米国で産出されるシェールガス等を原料として LNG を生産する。

討する中で、これまで LNG向けファイナン
スでは馴染みのなかった「米国の金融慣
行」
も踏まえたストラクチャリングへのチャレ
ンジも期待されました。Freeport社とのファ
イナンスの交渉は、非常にタフなものとなり
ましたが、それでも、こうしたチャレンジを乗
り越えた後は、お互いが強い信頼感で結
ばれていることを実感しています。今後、
プロジェクトは約4年の建設期間を経て、
LNGを生産する操業フェーズを迎えること
になりますが、プロジェクトが順調に立ち上
がり、LNGが日本に輸出される日が早期に
来ることを強く祈念しています。

2015年5月発行

本プロジェクトは、日本の電力・ガス会社
が米国の天然ガス液化事業に出資参画
し、米国の天然ガス市場価格をベースとし
て日本向けに長期でLNGを調達する初の
プロジェクトとなります。
東日本大震災後、
エネルギー環境が厳し
さを増す日本では、電源構成の 4割を占め
る天然ガスの安定的確保と調達コストの削
減が重要な政策課題となっています。その
中で、日本の電力・ガス会社が、従来の原
油価格ベースではない新しい価格体系の
LNGを長期で確保することは、LNG供給
源の多角化や価格の多様化に大きく貢献
するものです。
また、従来、
日本の電力・ガス会社、主に、
資源メジャー・商社等が組成した事業に買
い手として参画し、LNGを調達してきました
が、本件では、大阪ガスと中部電力が自ら
事業者として出資（各25％）
し、
液化委託者
として液化設備使用権を取得の上、生産さ
れたLNGの全量を引き取ります。すなわち、
生産から加工・輸送までの天然ガスバリュー
チェーン全体に日本の電力・ガス会社が直
接関わることで、
日本の消費者に安定的か
つ安価にエネルギーを供給することが可能
となり、
その意味でも、本事業は、
日本の電力・

ガス会社の LNGのビジネスモデルを変える
画期的なプロジェクトと言えます。

JBIC Today（ジェービック トゥデイ）2015年5月号

LNGのビジネスモデルを変える
画期的なプロジェクトへの挑戦

〒100-8144 東京都千代田区大手町１丁目４番１号 Tel.03-5218-3100 株式会社国際協力銀行 企画・管理部門 経営企画部 報道課

JBICは 2014年10月、米法人FLNG Liquefaction, LLC（FLIQ社 ）との間で、融資額約26億米ドル限度（JBIC分 ）の
プロジェクトファイナンス（PF）による貸付契約（注1）を締結しました。本件は大阪ガス㈱、中部電力㈱、米法人Freeport
LNG Expansion,L.P.が出資するFLIQ社が米テキサス州に天然ガス液化設備（第1トレイン）を建設し、米国産のシェー
ルガス等を原料に液化天然ガス（LNG）を生産するもので、本融資はその設備建設資金に充てられます。
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「次なる新興国 」
へ 期待高まる中央アジア

外国審査部に聞く
中央アジア経済と
外国企業の進出状況

「次なる新 興 国」
へ
遊佐 弘美

審査・システム部門 外国審査部
第2ユニット
（欧州・CIS・中東） 調査役

期待高まる中央アジア

間、中央アジアの１つであるキルギスで
生活したことがあります。日本にいれば

外経済関係はほとんどありませんでした

図ると同時に自国製品の市場拡大を狙

1991年にソビエト連邦が解体されて、中央アジア地域ではカザフスタン、キルギス、タジキスタン、

なかなか報道でも目にすることのない地域

が、独立以降はそれぞれ貿易の拡大や外

い、その動きを活 発 化させています。

ですが、世銀の同僚に現地の家庭を紹介

国投資誘致に努力してきました。

2006年に中国の高官が同地域を訪問

のアクセスが難しいわけです。

2004年、世界銀行勤務時代に数か月

もカザフスタン、ウズベキスタン、
トルクメニ

冷戦中はソ連の一部として、独自の対

スタンの石油・天然ガス等の資源確保を

トルクメニスタン、ウズベキスタンの 5か国が独立した。

してもらい、彼らの日常生活を内側から見る

現在のところ、経済を支えているのは

した 時 は、2機 のジャンボジェット機 で

以来、各国は市場経済の導入や産業基盤構築、貿易為替管理制度の

ことになりました。たまたまホストマザーが

資源が中心で、例えば2014年の１人当たり

やってきたと言われています。１機には

米国・国際開発庁勤務、ホストファザーが

GDPでは、豊富な資源を有するカザフ

政府関係者、もう１機には 200人の企業

新疆ウイグル族のビジネスマン、
という家庭

スタンが12,183ドルとロシアの12,925ドル

関係者が乗っていて、彼らは表敬訪問

だったので、
この地域が地政学的なグレー

に迫り、
トルクメニスタンが8,270ドルで中国

にはほとんど時間を割かず、市内を飛び

トゲームの中にいるということを肌で感じる

の7,589ドルを上回っているのに対して、

回ってどんな分野で中国製品が進出で

ことができました。また、現地の友人に「こ

他の3か国はウズベキスタン2,046ドル、

きるか、足で稼ぐ市場分析を積極的に

れは三蔵法師が通った道だよ」
となにげな

キルギス1,298ドル、
タジキスタン1,113ドル

行ったと聞きました。数か月後には、街を

く言われて驚いたこともありましたが、昔は

となっています
（図表）
。中でもカザフスタン

中国製品が席巻したといいます。カザフ

シルクロードのルートでもあり、多くの国宝

は、
名目GDPで見ても5か国合計約3,390億

スタンにとって中国は輸出で第1位、輸入

級の品々も、
もしかしたらこの地域を通っ

ドルの 63％に当たる2 , 120億ドルに達し

では第2位（ 2012年 ）
を、ウズベキスタン

て奈良や京都に伝わったかもしれません。

ており、中央アジア5か国の経済リーダーと

にとっても輸出入でそれぞれ 2位（ 2013

言える存在となっています。

年）
を占めています。中国は「一帯一路」

整備などに取り組みながら国づくりを進めた。
やがて 2000年代に入りグローバル化の進展の中で、エネルギー・鉱物を始めとする資源供給国、
貿易・投資対象国として国際社会の注目を集めるようになった。
専制型の政権運営、ビジネス環境の整備の遅れなど課題も少なくないが、中央アジア諸国は今、
着実に「 次なる新興国 」と呼ばれるにふさわしい存在へと変貌しつつある。

旧ソ連の中央アジアと言えば、カザフ
スタン、ウズベキスタン、
トルクメニスタン、

特に近年、この地域に影響力を強め

政 策を唱え、アジアインフラ投 資 銀 行

キルギス、
タジキスタンの5ヵ国を指します。

ているのが中国で、2015年5月7日には習

（ AIIB ）
をその原動力にしようとしていま

内 陸 国であるため、航 空 輸 送 ができ

近平国家首席がカザフスタンを訪問しま

すが、この地域はまさに古来から中国と

ない物は、
カスピ海やロシア、中国、
アフガ

した。再選したばかりのナザルバエフ大

交易の要となってきた地域であり、
中国に

ニスタン、
イラン等を経由する必要があり

統領にとって、選挙後最初に会った外国

とっては今まで途絶えてしまっていた通路

ます。中には政情が不安定な国もあり、

首脳であり、両国の関係の強さを示した

の再構築、
くらいに思っているかもしれ

貿易を拡大したくても、世界の市場へ

と言われています。中国は、5か国の中で

ません。

■ 中央アジア 5か国とその周辺国

■ 中央アジア 5か国の経済概要
1人当たりGDP

ロシア

カザフスタン

主要貿易品目（輸出）

カザフスタン

キルギス
カスピ海

ウズベキスタン

トルクメニスタン

イラン

主要貿易品目（輸出）

機械設備、
食料品、
鉄鋼、
石油、石油製品、無機化学品、
12,183ドル
鋳鉄製管、
中空形材、
石油、
石油
有機・無機化合物
（世界187か国中60位） 貴金属、
製品、
自動車

トルクメニスタン

天然ガス、
石油、
石油製品、
8,270ドル
綿繊維
（世界187か国中73位） 織物、

生産技術プラント、
電気機器、
機械装置、
原料・資材、
消費財
（非食料品）
、
輸送機器

ウズベキスタン

石油・ガス
・石油製品、
2,046ドル
サービス、
綿繊維、
食料品、
（世界187か国中136位） 鉄・非鉄金属

機械・設備、化学製品、食料品、
鉄・非鉄金属、
石油製品

貴金属・真珠・宝石、
1,299ドル
化学製品、
鉱物製品、
（世界187か国中153位） 繊維製品、
野菜・果物

鉱物製品、
機械設備、
化学製品、
運輸関連製品、
食料

非貴金属、
繊維・繊維製品、
1,113ドル
輸送機関・車両・設備、
鉱物、
（世界187か国中159位） 植物製品

鉱物、
輸送機関・車両・設備、
化学製品、
植物製品、
非貴金属、
食料加工品

中国
タジキスタン

キルギス
アフガニスタン

タジキスタン

出所：外務省HP 国・地域基礎データをもとに作成
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「次なる新興国 」
へ 期待高まる中央アジア

中央アジア注目の 3か国の動向と日本への期待
中央アジアの地政学的な意味と
日本企業への期待

Kazakhstan

中央アジアにおける中国のプレゼンスが

開放政策が開始されたばかりで競争相

資源が経済を支えている中央アジアに

大きいと申し上げましたが、実は中国にとっ

手となる外国資本もまだ少ない。治安も

とって、付加価値のあるものを製造し、

ての中央アジアも、非常に大きな意味を持

良く、政治の不安定化も見られない。人

資源以外のもので輸出競争力を付けると

ちます。特にトルクメニスタンは中国の天然・

口の少なさは、潤沢な資源を国内消費の

いうことが、悲願です。2014年10月、川

液化ガス輸入全量の半分を担っています。

みではなく輸出に回せるという優位性に

崎重工と双日がトルクメニスタン最大の肥

トルクメニスタンは、世界第4位の天然

なる。このような国だからこそ、中国は天

料製造プラントを完工しました。8月には

ガス埋蔵量を保有していますが、2007年

然ガス輸入の半分をトルクメニスタンから

三菱商事がそれを上回る規模の肥料

カザフスタン
カザフスタンエネルギー省ビル

資源依存型の産業構造からの脱却
を目指す

（世界の0.8％）
（2014年BP統計）
。ウラン、
クロムの埋蔵量は世界2位、亜鉛は世界
5位です。

中央アジアの西端に位置するカザフ

2月にトルクメニスタンに新大統領が就任

輸入するという判断を下したのです（図

プラントを受注しています。ベルディムハン

すると、07年7月に中国は天然ガス売買

表）
。トルクメニスタンから長期に渡って

メドフ大統領が出席する盛大な式典の

スタンは、面積272.5万㎢で日本の 7倍、

ギー資源や鉱物資源を活かして経済発展

契約を締結、
トルクメニスタンの天然ガス

安定的に天然ガスを輸入できることに

写真を見ると、現地で会った日本企業の

人 口1,640万 人。GDPは2,120億ドルで

を図るべく、外資導入を重視すると同時

を中国に運ぶ長距離パイプライン建設に

よって、中国は世界の天然ガス輸出者に

方々の奮闘を思い出します。
「日本の皆は

中央アジア5か 国の中では首 位、CIS

に、
イノベーションの推進による持続的発展

ついて合意したのです。一般的に資源

対し、非常に強い「トランプのカード」
を持

元気かなあと思いながら、人通りの少な

諸国の中ではロシアに次ぐ経済規模で

に向けて産業の多様化を図っています

プロジェクトに外資が参入する際は慎重

つことになります。世界の LNGプロジェク

い道路を山口百恵を聞きながら家路につ

す。政治体制は共和制ですが、1991年

が、現状ではロシア、中国への依存度が

に交渉が進められることを考えると、この

トはある程度、中国の需要を期待して進

いている」。このような人々の努力の上に、

12月の独立以来、ナザルバエフ大統領

高く、輸出先では25％以上が、また輸入

スピーディーな展開は異例でした。欧州

められていたため、中国が異例のスピー

日本経済は支えられており、
また中央アジア

の下での一党独裁体制が続いていま

では 50％以上がロシア、中国となってい

中央銀行（ECB）
の中央アジア担当者に

ドでパイプラインを建設し、輸入の5割をトル

の将来に資する投資が行われているの

す。国境の大半をロシア、中国の両大

ます。また、産業面では輸出の75％以上

ヒアリングした時も、当時を振り返って「息

クメニスタンからの天然ガスで賄うとなる

だと思います。

を呑んだ」
と言っていました。
トルクメニス

と、世界のLNG供給者にとって輸出量の

タンは公式統計や現地報道が非常に少

パイは想定より少なくなります。この結果、

ないことに加え、外国投資関連の法律も

中国は優位な立場でLNGの輸入価格

カザフスタンは、こうした豊富なエネル

0

50％以上が
ロシア・中国
からの輸入

5 10 15 20 25 30 35 40 45

貿易・経済面でのロシア・中国への依存
出所：Kazakhstan in 2010 ‒Agency on Statistics of the Republic
of Kazakhstan-をもとに作成

■ 産業別固定資産投資
ガス、水、電気等の
配線の製造
16.11％
製造
17.00％

70％以上が
鉱業

鋼業
66.89％

産業別固定資産投資でも70％近くが鉱

石油・ガスをはじめとする鉱業への依存

5か国を訪問すると報道されています。

臨むことから、地政学的にカザフスタンの

業で占められるなど、産業構造は依然と

日本の首相の中央アジア訪問は、06年

安定、経済発展は周辺地域の安定上、

出所：Kazakhstan in 2009 ‒Agency on Statistics of the Republic
of Kazakhstan-をもとに作成

して石油ガスをはじめとする資源分野

重要となっています。

に大きく偏っています。

交渉を進めていると言われています。この

の小泉首相以来9年ぶりですが、これか
らも日本企業による様々な中央アジア向け

石油、天然ガス、石炭などのエネル

にとっては厳しい条 件ばかりで、欧 米

アの立ち位置を見ることも必要です。

プロジェクトが控えています。今回のトップ

ギー資源、鉄、銅、マンガン、
クロム、
ウラン

して、資金面での支援等を通じたロシア・

外交によって中央アジアと日本の経済

などの鉱物資源に恵まれた資源大国で

中国への依存の緩和や、
日本の技術を活

このため、
カザフスタン政府は日本に対

はこうした厳しい条件を好都合と考えた

ネスは困難なことが多いと思います。けれ

関 係 が 更に強まることを願うと共 に、

あり、石油埋蔵量は300億バレル
（世界

かし、鉱業に過度に依存しないよう産業

とみられるのです。

ども、現地で奮闘している日本企業の存在

本行もその一助となるべく、企業の皆様

の 1.8％）、天然ガス埋蔵量は 1.5兆㎥

多角化を支援することを期待しています。

は各国の政府にも評価されています。

と共に努力していきたいと思っています。

■ 中国のパイプライン経由の輸入（ 2013年 ）

5.9
5.1
4.4
4.3
2.3
2.0
1.8

は鉱産資源であり、経済の牽引役となる

ような地政学的な視点を持って、中央アジ

トップダウンですべてが決定する、門戸

39.1
12.9

国と接するとともに、南部では政情等の

未整備な国です。人口が少ないため市場

日本企業にとって中央アジアでのビジ

ロシア
中国
ドイツ
イタリア
ウクライナ
アメリカ
イギリス
トルコ
日本

点で課題のあるイラン、アフガニスタンを

安倍首相が今年8月下旬に中央アジア

としてもあまり期待出来ません。外国企業
メジャーも参入していません。でも、中国

■ カザフスタン相手国別輸入順位
（2010 年）

■ トルクメニスタン〜ウズベキスタン〜カザフスタン〜中国のガスパイプライン

JBIC の
取り組み事例

カザフスタンの想定されるアプローチ
資源供給源の多角化

経済開発のドライバー
金融・技術面での支援の必要

日本企業による環境配慮型のプラント機器輸出を支援

10億㎥
カザフスタン

旧ソ連諸国
（トルクメニスタン
を除く）

総輸入量

24.4

2.9

27.4

0.1

カザフスタン

0.1

0.1

9.2

イエメン

1.5

モンゴル
独山子
ウルムチ
コル
コルガス
ウズベキスタン
ウズ
キスタン
キ
タ
トルファン 2,400km
アル
アルマテ
ィ
タラス
525km
輪南
ウズベキスタン・
トルクメニスタン
カザフスタン国境
靖辺
トルクメニスタン・
中衛
ウズベキスタン国境
中国
洛陽
洛
アフガニスタン
イラン

アルジェリア アンゴラ

0.1

0.1

0.6

赤道ギニア

ナイジェリア

0.5

0.5

オーストラリア インドネシア

4.8

3.3

マレーシア

3.6

4

May 2015 JBIC Today

ネパール

インド

24.5

カザフスタンの国営石油・ガス公社の子会社で、石油精製や石油製品の製造・販売事業を行う LLP Atyrau reﬁnery
の貸付契約を締結しました。
本件は、アティラウ社が、カザフスタンのアティラウ市で運営・管理を行なっているアティラウ製油所について、製造
徐州
上海
南昌

広州

バングラディシュ
ミャンマー

南䑳
海口

アティラウ製油所近代化プロジェクト向けバイヤーズ・クレジット

（アティラウ社）との間で、融資金額 1 億 7850 万米ドル（JBIC 分）を限度とするバイヤーズ・クレジット（輸出金融）

湘潭
湘

輸入総量

※再輸入も含む
出所：BP統計（ 2014 ）
をもとに作成

2012年8月

2,400km

パキスタン
エジプト

1,000
km

337km

■ 中国の液体化ガス
（ LNG ）の輸入（ 2013年 ）
カタール

360km

596km

10億㎥
トリニダー その他
ド・トゴバ ※欧州

0

ロシア

トルクメニ
スタン

深圳

湛江 香港

プロセスの環境負荷低減を企図した近代化プロジェクトとの一環として、丸紅株式会社を通じ、流動接触分解装置（Fluid
Catalytic Cracker）を主体としたプラント設備を購入するために必要な資金を融資するものです。カザフスタンは豊富な
石油・天然ガス資源開発を軸に経済成長を続けてきましたが、同国政府は 2010 年からの 5 ヵ年計画において、産業の
近代化及び多角化を目標に掲げており、本事業においても設備近代化を行なうことにより、環境面に配慮しながら、
増大しつつある国内の石油製品需要に対応することが期待されています。

出所：JOGMEC HP資料をもとに作成
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特集

「次なる新興国 」
へ 期待高まる中央アジア

Turkmenistan

Uzbekistan

トルクメニスタン

ウズベキスタン
トルクメニスタンのマーケット

トルクメニスタンはガスの輸出先の多角

2013年9月にはベルディムハンメドフ

化だけではなく、天然ガスを化学製品や

大統領が4年ぶりに公式訪日し、
安倍首相

肥料などの製造に利用し、輸入製品代

と会談を行いました。公式訪問中には、

替や輸出製品多様化の形でも、外貨獲

化学プラントの建設など総額1兆円にの

中央アジア南西部、カスピ海の東に

に面する面積48.8万㎢で日本の 1.3倍、

得を目指しています。日本企業は近年、

ぼる契約や枠組み協定が締結され、今

位置し、面積は44万7400㎢で日本の約

人口530万人の国です。建国以来、独裁

精製、石油・ガス化学、肥料等プラント輸

後、両国の経済関係は深化していくこと

1.2倍、中央アジアで最大の人口2,890万

体制が維持されており、ニヤゾフ前大統

出を通じて商機に結びつけようと活発な

が期待されています。

人を持つ国。人口の約60％が 25歳以下

豊富な天然ガスを輸出、国内産業
育成に活かす
中央アジア南西部に位置し、カスピ海

領への個人崇拝を中心とした専制制度
ハンメドフ現体制になって孤立主義から

ら建国以来、カリモフ大統領の独裁体制
■ トルクメニスタンの主要なガスパイプライン

門戸開放政策に転換し、外国企業も受け

3 4 5

カザフスタン

の下で「漸進主義 」(市場経済への段階
❶❷

イラン東部ルート
イラン西部ルート

❸❹❺

中国Aルート
中国Bルート
中国Cルート

❻

中国Dライン

❼

TAPIルート

入れつつ経済発展を享受しています。
トルクメニスタンの経済を支えるのは
トルクメニスタン

獲得し、
国の近代化を図ろうとしています。

1 2

アフガニスタン

イラン

中国

パキスタン

7

インド

2009年4月に起きたロシア向けパイプ

250,000

ラインの爆発事故によって供給量が急減

200,000

したものの、これを補填する形で中国向

150,000

けの供給が最も大きくなっています。近年

100,000

ではカスピ海を通って欧州にもガス輸出

50,000

ゴム
その他
製品
8％
8％ 鉄鋼
9％
電気機器
22％

主に肥料プラント
建設関連など
による輸入増加

一般機械
53％

0

単位：千ドル

2009

2010

2011

的移行)による改革路線を採っています。

出所：財務省貿易統計、ROTOBO資料をもとに作成

国営化学公社向け化学肥料プラント設備一式の輸出を支援

■ ウズベキスタン経済の概況

変動による影響を受けにくく、
また政府主

品目別輸出（2013 年）
化学品・
プラスチック
その他
製品
エネルギー
19％
4％
31％

国別輸入（2013 年）
日本 2％
ブラジル 2％

その他
19％

米国 2％

ロシア
23％

トルコ 3％
ウクライナ 4％

韓国
15％

ドイツ 4％

機械・設備
6％
鉄鋼・
非鉄金属
6％
綿繊維 8％

中国
18％

カザフスタン 8％

サービス
16％

食料品 10％

出所：JETRO HP輸入統計（ 国・地域別 ）
をもとに作成

ウズベキスタンの想定されるアプローチ
地方インフラ・住宅整備、職業訓練、
地方企業育成、マイクロファイナンスの育成

こうした漸進的な経済運営は世界経済の

高い技術・高性能製品の輸出による日本企業の
国際競争率の維持・向上

導の内需刺激策によってGDP成長率は
2007年から8.0％以上を達成しています。
中央アジア域内ではトルクメニスタンに

し易さという魅力がある一方で、多重為

等への評価も非常に高くなっています。

替制度
（公定・商業・闇レートの3重為替）
、

独立以来、
カリモフ大統領が政治・経済

次ぐ天然ガス産出国。開発には欧米系

海外への外貨送金規制（例えば外資系

の両 面にわたって国 家の指 導 体 制を

企業は参画しておらず、ロシア資本、韓

企業が海外送金するには大臣決済が必

維持していますが、77歳の高齢を迎えて

国、マレーシア、中国等が中心となって開

要になり、手続きに長い時間を要する）
、

後継問題が焦点化しています。従来、長女

発が進められています。ウラン・金・銅など

これは他の中央アジア諸国も同じですが、

が後継者と目されていましたが、現内閣

の鉱物資源も豊富で、特に金の生産量

内陸国で輸送コストがかさむ等、厳しい

閣僚との政争問題も絡んで今後の政治

は世界第9位となっています。政府は資

ビジネス環境にあります。日本企業の進出

体制の変化は不透明な状況です。また、

源依存型の経済からの脱却を目指して

も、総合商社を中心に16社（2014年11月

国境はアフガニスタンに接することからIS

現在、ジェトロ）
とまだ少ないのが現状で

の侵入も懸念されるなど政治リスクへの

すが、ウズベキスタン自体は親日的であり、

配慮も必要です。

産業構造改革へ取り組んでいます。
外国企業にとっては、市場の大きさ、

2012

供給先の多角化を図っています。

2014年10月

計画中の天然ガス・パイプライン

日本からの輸入品目構成（2012 年）

■ 対日貿易（日本→トルクメニスタン）
300,000

JBIC の
取り組み事例

天然ガス・パイプライン

出所：Gas Mattersをもとに作成

かつてはロシアが最大の供給先でしたが、

ルートを検 討 するなど、中国 以 外にも

6
タジキスタン

天然ガス確認埋蔵量は17.5兆㎥（BP
ています。同国政府はその輸出で外貨を

キルギス

ウズベキスタン

豊富な天然ガスで、2013年末時点での
統計）
で、世界全体の 9.4％・第4位となっ

日本の技術・文化を高く評価する
親日国

と若者が多いのも特徴です。共和制なが

活動がみられます。

をとっていましたが、2007年にベルディム

政治的安定、優遇税制、原材料調達の

JBIC の
取り組み事例

日本の高品質な技術・高性能な製品、文化

日本企業による地上デジタル放送関連機器の輸出を支援

トルクメニスタン政府向けバイヤーズ・クレジット

トルクメニスタン政府との間で、融資金額約 6 億 9600 万米ドル（JBIC 分）を限度とするバイヤーズ・クレジット
（輸出金融）の貸付契約を締結しました。
本融資は、同国国営化学公社トルクメンヒミヤが、同国西部に位置するバルカン州ガラボガス市近郊において天然ガス
を原料にアンモニア及び尿素肥料を生産するための化学肥料プラントを新設するにあたって、三菱商事株式会社等から
プラント設備一式を購入するための資金に充てられるものです。

6

タシケント TVタワー展望台からのウズベキスタンの風景

2015年1月

ウズベキスタン共和国対外経済活動銀行向け輸出バンクローン

「第 12 回日本ウズベキスタン経済合同会議」のため来日したアジモフ・ウズベキスタン共和国第一副首相兼財務大臣
出席の下、ウズベキスタンの国営銀行であるウズベキスタン対外経済活動銀行（NBU）との間で、融資金額約 44 億
6300 万円（JBIC 分）を限度とする輸出バンクローン（輸出金融）の貸付契約を締結しました。
ウズベキスタン政府が 2017 年までに国内放送を地上デジタル放送へと移行する施策を進める中、本件は、ウズベキ

本件プラントから生産された製品は主に、海外向けに輸出・販売される予定であり、同国化学セクターの発展に貢献

スタンの情報通信政策を担うウズベキスタン国家情報通信技術委員会が、同国タシケント、サマルカンド、ブハラ等主

することが期待されます。エネルギーセクターの多様化を促進しつつ高い経済成長率を維持しているトルクメニスタン

要都市において地上デジタル放送網を整備するにあたって、オガワ精機株式会社から地上デジタル放送網関連設備一式

では、今後も石油・ガス産業分野におけるプラント新設の需要が見込まれています。

を購入するための資金を、NBU を通じて融資するものです。
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わが社の

グローバル戦略

玉田工業株式会社（石川県金沢市）

ニッチトップ企業の技術を

金沢からアジアへ

合弁事業に取り組んだ。
ただ、海外展開は決して順調に進んだ

第2の脱皮 で
新たな飛躍を期す

̶日本の地下から、世界の地下へ

わけではない。
「技術供与は5年契約な
ので、技術移転した後には何も残りませ

ベトナムで日本企業が製油所を建設中で

玉田工業株式会社（ 以下、玉田工業 ）は、各種地下タンクの製造・販売を手がける専門メーカーだ。

ん。その教訓も踏まえて始めた合弁事業

将来、
リテール展開する計画があります。

中でもガソリンスタンドの地下埋設用SF二重殻タンクの販売シェアでは国内トップの 75％を持つ。

も、中国政府の政策でSF二重殻タンクの

実現すれば当社のビジネスチャンスは一

1950年の創業以来、常に業界で一歩先を行く 攻めの経営 を実践しながら、その存在価値を高めてきた。

市場が拡大しなかったため、結局、解消

気に拡大しますが、実現してから動いても

にじゅうかく

そして今、65年の社業の中で 第2の脱皮 と位置付ける海外事業に取り組んでいる。
今年4月24日には、その拠点となるベトナム新工場が竣工した。

■ 玉田工業の SF二重殻タンク
国内シェア No.1、累計設置実績22,000基（14年9月現在 ）を数える
玉田工業の SF二重殻タンク。漏洩検知装置により、土壌汚染を起こす
ことなく、漏洩の検知が可能。高い安全性への信頼から、耐震性防火
貯水槽は福島第１原発の汚染水貯蔵用タンクとしても使用されている。

玉田社長はさらに先を見据える。
「今、

遅いのです。人口減少が進む国内市場

したのです」
（ 玉田社長）
そうした中で、次の一手としたのがベト

だけでは需要に限界がある中、中長期的

ナム進出だ。きっかけは、2013年から政

な観点から、投資するなら今しかないと判

府開発援助（ODA）のプログラムを通じ

断しました」

て行った、同国石油元売り最大手企業グ

ベトナム進出は、同社にとって 第2の

ループへの SF二重殻タンクの製造・埋設

脱皮 だともいう。
「22年前、
脱皮しなかっ

の技術協力だ。そのプログラムを進める

たら今の当社はないし、今、次への脱皮を

中で、玉田社長は同国での事業に将来

しなければ 10年後の成長はないでしょう。

性を感じ、14年2月に100％出資子会社

進出に伴う投資額は大きかったのです

「TAMADA VIETNAM COMPANY

が、
このタイミングでJBICから長期資金を

LIMITED」
を設立 (注)。首都ハノイ近郊に

有利な条件で調達出来て本当に助かりま

新工場の建設を進めた。

した」

「進出の狙いは主に2つ。1つは今後

新工場は今年4月24日に竣工した。今

の事業の柱と位置付ける耐水性貯水槽

後の年商目標は初年度3億円、5年後8

の製造で、これまでの外注分の内製化を

〜10億円だ。
「中小企業は一瞬たりとも気

ベトナムで進め、日本へ輸出します。もう１

を抜くことは出来ません。特に今の時代は

つは東南アジアへ進出する日系企業向

意思決定が遅れると競争に負けるので

けにタンクや金属部品などを製造・販売す

す」
と語る玉田社長。その素早い決断力

ることです」

と実行力で、新たな飛躍を期す。
（注）
なお 2015 年 3 月にカワテックス㈱の増資を受け、
現在の出資構成は玉田工業 70%、カワテックス 30%。

攻めの経営で社業の
発展を支える

投資を行って全国へ供給した結果、わず

次々と開発、市場に送り出し、地下タンク

か数年でトップシェアを獲得した。

の専門メーカーとしての地位を不動のもの
とした。

「当社はSF二重殻タンク分野で75％

同社の看板商品となったSF二重殻タ

の販 売シェアを持つニッチトップのメー

ンクとは、内殻に鉄の鋼板（STEEL）
、外

「3代目として、チャンスがあればイノ

カーです」。玉田社長は自社の 顔 をそ

殻に繊維強化プラスチック
（FRP）
を使用

ベーションを起こそうと考えていました。就

う紹介する。

した二重殻のタンク。93年の消防法改正

任間もない時期の一連の挑戦は、当社の

同社の成長の原動力は、攻めの経営

で、従来の鉄製に変わり、軽くて耐久性

飛躍に向けた 第1の脱皮 と言えるもの

に徹する玉田社長の手腕だ。1991年、

に優れたSF二重殻タンクの製造が認可

です」
（ 玉田社長）

43歳で3代目社長に就任した直後から、

されると、玉田社長は米国へ飛び、その

その決断力と実行力で社業の発展を支

製法を学んで帰国。社運をかけて製品

えてきた。営業面では93年に東京に営

開発を進め、試行錯誤の末に完成にこぎ

業所を設置し、販売エリアを北陸3県から

着けた。やがてそのコア技術を武器に耐

海外展開でも玉田社長は手腕を発揮

全国に拡大。技術面では94年にSF二

震性防火貯水槽（95年 ）
、地下収納庫

した。98年以降、タイやマレーシア、中国

重殻タンクの開発に成功、大規模な設備

（05年 ）
、貯水機能付き給水管（09年 ）
を

で技術供与を行い、2010年からは中国で

玉田工業株式会社

玉田 善明 代表取締役

社

名

玉田工業株式会社

創

業

1950年4月

設

立

1957年7月

資

本

金

5,250万円

代

表

者

代表取締役 玉田 善明

事業内容

各種地下タンク、防火水槽の
設計・製造・販売、ガソリンス
タンドの設計・施工

本社所在地

〒920-0332 石川県金沢市
無量寺町ハ 61- 1

工

本社・北陸工場、関東工場（栃
木県鹿沼市）
、九州工場（熊本
県菊池市）

ベトナムでの竣工式の様子

海外展開の次の一手を打つ

場

2014年10月、JBIC は株式会社三菱東京 UFJ 銀行および株式会社北國銀行との協調融資により、玉田工業
との間で融資金額630万米ドル（JBIC分 ）の貸付契約を締結した（ 協調融資総額は 900万米ドル）。本融資は、

JBICの関わり

玉田工業が 100％出資子会社であるベトナム法人 TAMADA VIETNAM COMPANY LIMITEDを設立し、
石油備蓄用地下タンク等の製造・販売事業を行うための資金を提供するものであり、日本の中堅・中小企業等
の海外事業活動を支援する「 海外展開支援融資ファシリティ」の一環だ。
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ニュースを読む

Earth
通称﹁ ACE ﹂︶
において︑

気候変動分野における開発途上国支援

再生可能エネルギーの
活用進む中東で日本企業の
事業参画支援を強化

調融資︵ 協調融資総額129百万米ド

を表明しており︑
本件はこうした我が国

ヨルダン・ハシェミット王国における太陽光発電
事業に対するプロジェクトファイナンス

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行︵ JBIC ︑総

融 資に対しては︑独 立 行 政 法 人日 本 貿

ル︶によるものであ り︑民 間 金 融 機 関の

ヨルダンは︑経済成長を背景に電力需

政府の施策にも合致するものです︒

要が年 平 均7 %で伸びており︑対 応 す

る発電容量の増強が喫緊の課題となって

実現するべく︑太陽光を含む再生可能エ

います︒また︑同国では電源の多様化を

2010年 には︑2020年 までに 約

ネ ル ギーの 開 発 を 推 進 し て お り︑

160万 キロワットの 再 生 可 能エネル

可能エネルギー法を制定しました︒本件

ギーを導 入 することを目 標とした再 生

致するものであり︑同国において重要な

は︑こうしたヨルダン政 府の施 策にも 合

再 生 可 能エネルギー由 来の電 力 供 給 源

となることが期待されています︒

海 外 展 開 支 援 融 資ファシリティの一環として︑日本 企 業
による太陽光発電事業への参画を支援

博 史 ︶は︑18日︑﹁ 海 外 展

渡辺

裁

易保険︵ NEXI ︶
による保険が付保さ

開 支 援 融 資ファシリティ﹂の一環 として︑

安倍内閣総理大臣の中東歴訪の機会を

れます︒

n が ︑ヨルダン

捉えて︑安倍内閣総理大臣及びアブドッ

Ma

Shams

本 事 業 は︑三 菱 商 事 が 出 資 す る

臨席の下︑三菱商事株式会社︵ 以下﹁三

'a

ラー・アル＝ヌスール首 相 兼 国 防 大 臣ご

電 力 公 社 に 対 し て 売 電 す る も ので︑

運 営 し︑今 後20年 間に亘ってヨルダン

JBICが本融資を通じて本プロジェク

のマアーン県にて︑太陽光発電所を建設・

ハシェミット 王 国︵ 以 下﹁ ヨルダン ﹂︶

トを支援することは︑
日本企業の国際競

菱商事﹂
︶
︑
カタール国法人 Nebras

法人 Kawar Investment

'a

Power Q.S.C.及びヨルダン・

Company LLCが出 資 する

我が国政府は︑2014年6月に改

争力の維持・向上に貢献するものです︒

訂した﹁インフラシステム輸出戦略︵ 平成

n

Power Generation PSC

ヨ ル ダ ン 法 人 Shams Ma

n ﹂︶との間

26年度改訂版 ︶
﹂において︑
公的金融に

︵ 以下﹁ Shams Ma

で︑ヨルダンにおける太 陽 光 発 電 事 業を

を︑また︑2013年11月に発表され

含 むシステムの受 注や事 業 支 援の強 化

た﹁ 攻 め の 地 球 温 暖 化 外 交 戦 略 ﹂

よるインフラの設計・建設・運営・管理を

ファイナンスによる貸付契約を締結しま

︵ Actions for Cool

対 象 と し て︑融 資 金 額77百 万 ドル

した︒本融資は︑
株式会社みずほ銀行及

︵JBIC 分 ︶
を限度とするプロジェクト

びスタンダードチャータード 銀 行 との協

'a

ニュースを読む

再生可能エネルギーの活用進む中東で日本企業の事業参画支援を強化

̶̶ 本件の背景と意義について教えてください。

▶ 青柳 そこで私は同国のソブリンリスク（ 注1 ）、具体的には政府の

▶ 藤井 ヨルダンは非産油国であり、従来エジプトから安価なガ

債務履行能力について検証しました。難しかったのは本件の融資

スを輸入・発電して電力を賄っていました。ところが「アラブの春 」

期間が 18年という長期であること。周辺国の政情も不安定な中、

以降の混乱の中でガスの供給が途絶。自国産のエネルギー開発

国内には多くの難民を抱え、石油資源もない小国。
「アラブの春 」

が課題となっていました。現状では海外から割高な重油・軽油を

以降は財政赤字も拡大し、公的債務の数字もかなり高止まりして

輸入し、南部の港から北部の首都まで車両輸送していますが、輸

います。最終的なリスクが、NEPCOに保証を出している政府のリ

送費を含めた発電コストが高騰しています。しかもその高騰分を

スクに帰着するという中で、政府が長期にわたって買電料金を支

エンドユーザーに価格転嫁出来ていないため、現在、ヨルダン電

払うだけの外貨を確保出来るのか、NEPCOにコミットしていく意

力公社（ NEPCO ）に赤字が蓄積されていく構造となっています。

思があるのか等について慎重に検証しました。その過程では IMF

こうした中で注目されたのが燃料の輸入が不要な太陽光発電

やヨルダンの米国大使館にもヒアリングに行ったり、NEPCOを所

で、同国政府は 2020年までに総発電量の 10％を再生可能エネ

管するエネルギー・鉱物資源省に出向き政策対話を行ったりして

ルギー由来とする目標を掲げています。

案件形成につなげていきました。

また、本プロジェクトが実行されるマアーン県は同国の中でも
となっています。その意味でも、同国政府はこのプロジェクトの波

̶̶ 今 後、中 東での 再 生 可 能エネルギー案 件 は 増えて
いくのでしょうか。

及効果にも期待しています。

▶ 藤井 周辺国ではドバイ、アブダビ、サウジアラビアなどで太陽

最貧困地区の１つで、雇用の創出や地域の活性化が大きな課題

一方、わが国にとっても、
「インフラシステム輸出戦略 」、
「 攻め

光・太陽熱発電案件が次々と計画されています。中東の中でも地

の地球温暖化外交戦略」
という2つの施策に合致していること、
ま

政学リスク（ 注2 ）やポリティカルリスクが高いと目される国では JBIC

た三菱商事も海外の再生可能エネルギー分野で今後アセットを

の役割が期待されますし、また、中東は国が違えば電力セクター

積み増していく方針なので、その支援にもつながっています。

の様相もまったく変わるので、そうした違いを乗り越えながら、

̶̶PFを組成するうえでは、
どんな難しさがありましたか。

していきたいと考えています。

JBICとして今後の日本企業による事業機会の獲得を強力に支援

▶ 藤井 2つあったと思います。1つは太陽光発電ゆえのリスク検

（注1）
ソブリンリスク: 外国の政府や中央銀行、外国地方公共団体といった事実上の
外国国家に対する投融資におけるリスク。
（注2）地政学リスク: ある特定の地域が抱える政治的・軍事的な緊張の高まりが、地
理的な位置関係により、その特定地域の経済や世界経済全体の先行きを不透
明にするリスク。

証です。通常の火力発電の場合は、実際の発電量に関わらず発
電能力に対して買電料金が支払われるのに対して、太陽光発電
では実際の発電量分しか買い取ってもらえません。太陽光発電で
は日照 量の 変 化で発 電 量 が 変 わるので、事 業 会 社（ Shams

インフラ・環境ファイナンス部門
原子力・新エネルギー部
第2ユニット 副調査役

Ma'an Power Generation PSC）の収入も上下します。
そうした
リスクについて検証を重ねました。
もう１つはヨルダンという国そのものの分析です。本件は PF

●

ベースの融資なので返済原資はプロジェクトが生みだすキャッ
シュフローに依拠しますが、その源は買電者であるNEPCOの支
払い能力にあります。NEPCOはほぼ政府と一体の機関である

インフラ・環境ファイナンス部門
原子力・新エネルギー部 第2ユニット

他、NEPCOの支払い義務はヨルダン政府によって保証されてい
るので、ヨルダンの財政赤字、マクロ経済への対処が適切に行わ

※2015年1月19日
※
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※201
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5年
年1
年1月
1月
月19日
19
9日 国
9日
国際協力
国際
国際協力銀行プレス
際協力
際
協力
力銀行プレ
銀行プ
行プレ
行
プレスリリース
プレ
リー
リ
ース

太陽光発電、風力発電をはじめとする再生可能エネルギーの開発が世界的に進む中で、中東においても、急増する

ヨルダン川

イスラエル

※本案件に関する記事は、2015年1月19日 日本経済新聞朝刊に掲載されました

Gaza
Strip

エジプト

光発電事業であり、JBICにとっても中東での太陽光発電事業向けプロジェクトファイナンス（ PF ）としては初となる。

Golan Heights
（Israel occupied）

West
Bank

太陽光エネルギーを活用する太陽光発電だ。今回紹介するヨルダンでの太陽光発電事業もその 1つで、三菱商事㈱

シリア

イルビド
シリア砂漠
ザルカー
アンマン

死海

4000

Industrial Sector
Diesel（軽油）

3500

Heavy Fuel（重油）
Electricity Sector
Diesel（軽油）

3000
2500

Heavy Fuel（重油）
Natural Gas（天然ガス）

1500

プロジェクト
予定地

アカバ
アカバ湾

Thousand TOE

2000

カラク
マアーン

青柳 俊久

■ ヨルダンの種類別発電用燃料消費量について
イラク

LEB.

地中海

再生可能エネルギー事業への取り組みを積極化させている。中でも大きな可能性を秘めているのが中東の豊富な

が事業パートナーとして出資参画する。本事業の総発電容量52.5MWは、融資承諾時点で中東最大規模の太陽

●

れているかについて検証する必要がありました。

■ ヨルダン南部マアーン開発地区

電力需要を再生可能エネルギーによって賄おうとする動きが活発化している。これに対し、日本企業も中東における

藤井 彬史

サウジアラビア

1000
500
0
2010

2011

2012

2013

出所：NEPCO Annual Report 2013をもとに作成

10

May 2015 JBIC Today

May 2015 JBIC Today

11

