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国際協力銀行の広報誌

Japan Bank for  Inter nat ional  Cooperat ion

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。

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。

インフラ・環境ファイナンス部門の部門内改編について

JBICは2015年7月、組織改編及び部署名の変更を行いました。

1. 全ての原子力関連案件及び核燃料サイクル関連案件、並びに電力・新エネルギー・省エネルギー関連
の投資案件及び出資案件等を担当する「電力・新エネルギー第１部」

2. 電力・新エネルギー・省エネルギー関連の輸出案件等及びGREEN案件（注1）を担当する「電力・新エネ
ルギー第2部」

3. 運輸・通信・水関連等の社会インフラ案件を一元的に担当する「社会インフラ部」

（注 1）地球環境保全業務の通称です。同部では分野が特定されないクレジットライン型の GREEN 案件も担当します。

今回の改編は、インフラ分野を大きく電力インフラと社会インフラに分類し、電力インフラについてはそれ
ぞれのプロジェクトの特性に鑑みて分担することにより、JBICのインフラ分野における専門性やノウハウ
を高め、より機動的、戦略的な業務遂行を図るものです。

インフラ・
環境ファイナンス

部門

インフラ・
環境ファイナンス

部門

原子力・新エネルギー部 電力・新エネルギー第1部

電力・水事業部 電力・新エネルギー第2部（注2）

運輸・通信事業部 社会インフラ部

改編後（2015年7月～）改編前

（注 2）地球環境ユニットは電力・新エネルギー第 2 部に所属します。

～深化する J B I C の役割と使命～

新 J B I C 設 立 3 周 年
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この3年間の1つの特徴だったと思います。同時に、量的

に増やすだけではなく、従来、ウエイトが高かった融資に

加えて、出資、保証などのツールの組み合わせが出来て

きた点も特徴的だと思います（図表1）。

　まず資源分野では、従来はマーケットから買い付ける、

あるいは長期契約で安定的に調達することの支援が

JBICの仕事でしたが、近年、世界的に需給が逼迫する

中で流れが変わり、開発の初期段階から鉱山や油田の

権益を取得することで、はじめて一定の資源確保が

可能になるという時代になってきました。

　そのため、日本政府は2014年4月に閣議決定された

エネルギー基本計画において「安定的な資源確保のた

めの総合的な政策の推進」に向けた取り組みの1つとして、

エネルギーコスト低減のための資源調達条件の改善等

を掲げました。

　JBICとしては、そうした政府方針を踏まえ、従来から

取り組んでいる日本企業が参画する海外での資源権益

獲得・開発プロジェクトへの支援に加え、例えば北米で

のLNGプロジェクト等、資源調達コストの低減に資する

プロジェクトを積極的に支援しました。次にインフラ分野

では、2014年6月に改訂された「インフラシステム輸出

戦略」を踏まえ、引き続き公的金融機能を発揮して日本

企業の海外展開支援の取り組みを積極的に支援しました。

　また、海外インフラプロジェクトにおいて日本企業の受注

を支援するために、公的金融の供与と共に、JBICも

　新JBIC設立から3年以上が経ちますが、この間、世界

のマーケットは不安定なままであり、民間金融機関にとっ

て困難な状況が続く中、JBICの資金や業務に対する要

請は高水準で推移しています。その結果、2012年度には

4兆円を超える出融資・保証を承諾するという、前身の旧

日本輸出入銀行時代を含め過去最大規模の仕事もさせ

て頂きました。その意味では、日本政策金融公庫から

の分離によって相応の効果を上げてきていると思います。

　また、この3年間でJBICの仕事のレベルはかなり高度

化してきていると同時に、役員レベルでの意志決定も迅

速化し、分離前の2011年7月の組織改編で、部門制、ミッ

ション・分野別の営業体制を明確にしたことで、仕事の流

れが非常に円滑になってきたと実感しています。

　出融資保証承諾額・件数は、政府の施策に沿った「円

高対応緊急ファシリティ」「海外展開支援融資ファシリ

ティ」の活用等により、高水準で推移しました（P12 上部

図表参照）。

　その中で特徴的だったことの1つが海外M&Aのオペ

レーションの増加です。従来、日本企業の海外進出は、

現地生産拠点や販売網の構築を目的としていましたが、

世界全体でグローバル化が加速している中では既存の

現地企業や販路を買収した方が早いということもあり、

海外M&Aが増えています。そうした世の中の動きにうま

く対応して、JBICも迅速に仕事を進められたという点が、

2 JBIC Today  Special Issue

Top Interview

我が国の持続的な成長に
繋がる新たなビジネス機会の
探索と創造に貢献する
株式会社国際協力銀行 代表取締役総裁

渡辺 博史

新JBIC設立後の
3年間を振り返る

重点分野の
動向と活動成果

̶ 新JBIC設立から3年以上が経過しましたが、これま
での組織運営に対する全般的な評価をお聞かせください。

̶ 2012年度から2014年度、3年間の業績ハイライト
を教えてください。

̶ 重点分野の動向、具体的な活動成果について、
お聞かせください。

To p ● I n t e r v i e w

承諾額 (単位：億円)
平成24年度 平成25年度 平成26年度

出融資 39,377 19,970 29,370
輸出金融 1,266 1,262 4,064
輸入金融 3,043 562 0
投資金融 31,385 16,710 24,510
事業開発等金融 2,937 460 467
出資 743 974 328

保証 3,032 2,091 3,123
合計 42,409 22,061 32,493
（注）数値は切り捨ての関係上一致しない場合がある。

● 図表 1
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す。その1つが現地通貨建て融資です。現地にとどまっ

て仕事をするとなると、その後の借入も現地通貨の方が

好都合なので、現地通貨でのファイナンスが出来るよう

に地場の金融機関との提携を進めています。同時に、

収入が現地通貨でしか入って来ないという特性から、最

初の機器購入段階でも現地通貨での融資を行って為替

リスクを軽減しています。こうした現地通貨建てファイ

ナンスは過去3年、確実に伸びています。

　3つめは産業分野です。ここでの最大の課題は、日本

企業がこれからどの産業で国際競争力を強化するかです。

従来は自動車、電機が中心でしたが、今後はサービス

産業や医療や農業・食糧等の分野の取込みも必要で

す。そのためJBICでは、例えば日本企業による米国の

農産物卸売り会社に対する出資支援、飲料会社の

M&A支援といった形で、従来の組立型製造業からもう

少し広げた分野まで対応していこうとしており、この3年

間で具体的な事例があがってきています。なお、日本企

業による海外M&Aでは、この3年間で約9兆円の海外

M&Aを支援しています。

　4つめは中堅・中小企業分野です。アジアや世界の活力

案件形成初期段階から積極的に関与することが重要と

認識しています。そこで、例えばミャンマー・プロジェクト

開発促進会社の設立に関する株主間契約を締結した

ほか、政府系金融機関としての相手国政府への交渉力

を活かし、日本企業が関連するインフラ関連プロジェクト

の取組課題などに関して協議する「政策対話」の枠組

みを、インドネシア、メキシコ及びベトナム各国政府との間

でそれぞれ構築しています。

　このように、案件形成段階から相手国政府や現地事

業会社の取り組みに関与することで、プロジェクトの基本

的なスキーム、プロジェクト実行・管理に対する相手国

政府の適切なサポートや、ライフサイクルコスト等プロジェ

クト全体を見渡した入札条件の採用等を実現し、ニーズ

や現実に即した実効性の高い案件形成の可能性を高

められるよう努めています。

　一方、インフラ分野では近年、ビジネスの方向が変わ

りつつあります。従来はパーツを売ることが中心で、その

後の管理・運営は現地に任せるというケースが多かった

のですが、そうした売り切り型では2つの点で問題が

出て来たためです。

　1つは現地のニーズの変化です。機器の管理・運営に

ついて、自国で人材を育成して行うことが難しい国の間

では日本に任せたいという期待が高まっており、それに

対応する必要があります。もう1つはプロジェクトコストで

す。日本の製品は高品質で価格も高いためイニシヤル

コストも膨らむのですが、ランニングコストは品質が良い

ためにそれほどかかりません。ライフタイム全体で見た

コストは決して高くないわけで、その点を積極的に売りに

していかなくてはいけません。

　そこで、こうした動きに対応した支援に取り組んでいま

　重点取組課題の設定は、新中期経営計画における

「我が国の持続的な成長に繋がる新たなビジネス機会

の探索と創造に貢献する」JBICの取組姿勢及びコミット

メントを明確にし、JBICの内外に対するメッセージとして

積極的に発信することも意図したものです。

　また、JBICが5つの業務分野において、より高い次元

で必要な機能・役割を果たすために発揮・強化すべき

能力として、「事業実現のための金融組成力」「プロジェ

クトのBankability（対象プロジェクトの事業や金融等の

リスクを考慮した資金調達の確実性）の実現力」「情報

提供・政策提言力」「民間資金の動員力」の4つを抽出

しています。

　中でも力点を置いているのは、民間金融機関との補

完関係をより強めることです。単なる量的補完ではなく、

もっと機能的に上手な分業を考えたいと思っています。

　また、世界的にインフラ、環境分野への資金供給が弱

まっている中で、この2つの分野にいかに民間資金を動

員していくかについても知恵を出したいと思います。より

多くの金融機関にシンジケーションに加わってもらうこと

で、全体のパイを大きくすることも必要ですし、一方で銀行

ではない所、例えば生保や年金基金に長期の資金が

あるわけで、これをいかにして長期のファイナンスに活か

していくかについても考えたいと思っています。

　日本経済を確実に成長軌道に乗せるためには、経済

全体の生産性を向上させ、「稼ぐ力」を強化していくこと

が不可欠です。その際、重要なのは「どこに儲けがある

か」という目を持つことです。インフラ輸出で海水の淡水

化用浸透膜だけ売るのでは利益率はそれほど高くありま

せんが、様々なパーツを集めて水会社にして事業化する

とはるかに高いので、そういう目で見て変わっていくこと

が必要です。

　ただ、そうした変化は自然に待っていても起きません。

ある程度きっかけを作る、あるいはいい事例を作ることが

必要です。そのためにバンカブルなプロジェクトを見つけ

て立ち上がらせる。その後、うまく収益化出来たら資金

を回収するためにプロジェクトの債権を幅広い機関投資

家に売っていく。そういう形でいろいろな貢献が出来ると

思うので、その第一歩のところをJBICが担っていければ

と思っています。

を日本経済に取り込むうえでは、中堅・中小企業の海外

展開が不可欠となっています。そこで、JBIC分離に伴い、

本店および西日本オフィス（大阪）に中堅・中小企業対応

の専担ユニットを設置し、サポート体制を強化しました。

　具体的には、例えば地銀等と連携し、中堅・中小企業

向け転貸スキームを6行（横浜、千葉、広島、池田泉州、

りそな、SMBC）との間に設定、中堅・中小企業向け与信

の充実（現地通貨建て融資や無担保与信等）も図りな

がら、中堅・中小企業による海外投資事業を積極的に支

援した結果、承諾件数はこの3年間で大きく増加しました

（図表2）。

　5つめの環境分野については、世界全体のCO2排出

削減に向けて、引続き日本の積極的な貢献が求められ

る中、JBICは専門性を活かしたプロジェクトファイナンス

の供与により、太陽光、洋上風力、地熱などの再生可能

エネルギー・プロジェクトを支援しました。また、地球環境

保全業務（GREEN）を積極的に推進し、途上国の再生

可能エネルギー・エネルギー効率化事業を支援するた

め、トルコ、メキシコ、ブラジル、南アフリカ向けにクレジット

ラインを設定しています。

　第2期中期経営計画では、日本経済の持続的な成長

に対し、より一層能動的に貢献すべく、基本目標として

『JBICならではの金融仲介機能の発揮により、我が国

企業の国際事業展開及び資源獲得への支援を深化し、

我が国の持続的な成長に繋がる新たなビジネス機会の

探索と創造に貢献する』ことを掲げました。また、この基

本目標に対するJBICの取組姿勢及びコミットメントを明

確にし、それをメッセージとして発信するために、JBICと

して取り組むべき5つの業務分野(資源、インフラ、産業、

中堅中小、環境)及び、それらの業務分野においてより

高い次元での支援・貢献を果たすためのJBIC独自の組

織能力の発揮、という2つの切り口で6つの重点取組課

題を設定しました（P14～15参照）。

 ̶ 平成27～29年度の新中期経営計画のポイントに
ついて、お聞かせください。

̶ 最後に、長期ビジョンについてお聞かせください。

新中期経営計画の
概要と長期ビジョン

承諾件数

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度
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120109

54
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1614

● 図表 2

To p ● I n t e r v i e w
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Special Interview
Special Interview

民間ベースでは困難な案件の
実現可能性を高める支援を
期待する
一般社団法人 日本電機工業会 会長
株式会社 安川電機 代表取締役会長兼社長

津田  純嗣 氏

̶ 日本の製造業企業の近年の動向を振り返り、
新 JBIC 設立後 3 年間の活動実績についての全般的
なご評価、ご感想をお聞かせください。
　この3年間は、アベノミクスの成長戦略が鮮明に打ち

出される中で、日本経済が20年以上にわたる長い停滞

期から抜け出し、日本企業が海外に向けて打って出る力

を手に入れた時期でもありました。そうした時期に、日本

電機工業会（JEMA）として積極的に取り組むべきと考え

ていた海外展開の方向性と、JBICが後押しする方向性は

見事に一致していたと思っています。

P r o f i l e

　私が注目したのは3年間の実績です。出融資保証承諾

額の累計が約9.7兆円で、特に2012年度は過去最大の

約4.2兆円となったこと。また、累計約21.4兆円（JBIC推

計）の民間資金を動員したと聞いて、まさに3年間の活躍

ぶりが数字に表れているなと感じました。

　国の政策と民間企業の動向を的確に捉えながら、機動

的に必要な機能を提供していくのがJBICの活動だと思う

のです。資源開発・取得、インフラシステム輸出、海外

M&Aなどにおいて、JBICの「円高対応緊急ファシリティ」

「海外展開支援融資ファシリティ」「海外展開支援出資

ファシリティ」などによる支援が功を奏した結果が、日本

企業の海外事業展開の実績につながったのだと思います。

　今回、私も改めて3年間の具体的な実績を拝見しまし

たが、プロジェクトファイナンスによる鉄道インフラ事業

支援、広域型総合水事業や洋上風力事業等の海外M&A

へのリスクマネー供給、発電プロジェクト支援などにおい

て、それぞれのファシリティがうまく活用されているなと

いう印象を持ちました。

 ̶ 3 年間の具体的な取り組みで印象に残るものが
ございますか。
　電機産業分野では、日立製作所の英国高速鉄道事業

への参画を支援したプロジェクトファイナンス案件は

印象的でした。日立製作所が英国現地で鉄道車両調達・

保守のための車両基地を整備した上で、約30年間に亘り

車両のリースと保守サービスを請け負うという本事業は、

日本の技術や「もの」が英国で活かされるだけでなく、

日本の新たなインフラ事業のきっかけにもなるものです。

加えて、先進国の政策テーマで常に最上位にある雇用創

出にも大きく貢献するもので、先進国向けに活用出来る

インフラビジネスモデルと言えます。

　JBICは本案件の組成段階から日本政府と共同して英

国政府に対する働きかけを行い、日本として本件を支援

する姿勢を強く打ち出したと聞いています。海外インフラ

事業においては、まず相手国政府との信頼関係を構築す

るところから始めることが重要であり、そうした役割を果

たしうる唯一の存在がJBICだと思います。

　他にも、再生可能エネルギー分野や日本がリードして

いる火力発電分野などへの融資案件では、JEMA会員企

業の様々なシステムが納入されることで、日本の「ものづ

くり」を評価する体制が海外でも出来ることにつながるな

ど、JBICのサポートによって、いろいろな分野で日本と

海外との関係が広がり、深まっていくことは非常に嬉しい

ことです。

 ̶国際的な社会インフラビジネス環境を踏まえ、今後
の JBIC へのご期待、ご要望などをお聞かせください。
　JEMAを含めて製造業においては「もの」と「輸出」が

中心となる時代が長く続きましたが、海外事業のウエ

イトが高くなるのに伴って、ビジネスの競争力も「もの」

単体ではなく、マーケティング、製造、販売、管理・運営・

メンテナンスなどすべてまとまった形でお客さまと向かい

合うパッケージ型へと変わってきました。技術面でも単独

の技術開発から多様な技術を融合した形で日本勢として

一体化したり、オープンイノベーション的な製品開発が

進んでいます。製造業のグローバル競争においては、そう

した補完的な関係をうまく作りながら高いアウトプットを

出していくというスタイルが定着して来ており、この流れを

さらに加速させていかなければならないと感じています。

　そうした中でJBICに期待したいのは、公的機関として

の独自のサポートです。旺盛なインフラ需要が期待され

る新興国において、民間企業がプロジェクトの多様かつ

長期間に亘るリスクを検証し判断することは非常に難し

いことから、JBICには民間とは異なるベースからプロジェ

クトの経済性やリスクを判断して頂きたい。特に民間

事業者だけでは実行するのが難しい案件に対して実現

可能性を高める支援を期待しています。

　日本企業がすでに競争力を持つインフラ整備の総合

力に加え、今後はプロジェクト受注競争の最終局面でファ

イナンス面が大きな比重を占めることになるでしょう。

日本企業の持ち味をいかす方法をどう打ち出していける

のか、明確な戦略が必要です。新興国での融資のやり方

において、JBICのもう一次元高いステージでのより一層

迅速なご活躍を期待しています。

つだ じゅんじ／1951年生まれ。東京工業大学工学部機械工学科卒業後、株式会社安川電機製作所

（現株式会社安川電機）入社。2006年取締役インバータ事業部長、2009年常務取締役ロボット事

業部長兼ロボット事業部産業用ロボット事業統括部長兼営業統括本部営業担当などを経て、2010年

3月に取締役社長（代表取締役）に就任。2015年5月29日に日本電機工業会（JEMA）会長に就任。
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̶ 商社とJBIC は手を携えて日本経済を支えて来た
と言えますが、商社の活動に対する JBIC の支援を
どう評価されていますか。
　70年代後半から80年代前半にかけて「商社不要論」

が叫ばれていた時代に、各商社が立てた経営計画の

内容は定量部分を除くと似たようなものばかりでした。

商社は生まれついてのB to B取引、いわゆる「川中」を

得意として皆同じような機能を提供していたからです。

　そこで各社は発想を変え、「川上」の生産、供給、技術

から「川下」の顧客、市場に至るまでビジネスを一貫して

行うことで、自社の個性を出し始めました。やがて各社は、

それぞれが作り上げたバリューチェーンの中で一番強い

所に経営資源を投入するようになり、経営の独自性を明

確にしてきています。そうした各社の戦略や方向性に

合わせてJBICには多様な支援をお願いしており、業界全

体としても非常にお世話になっていると認識しています。

̶ この間、リスクも多様化・大型化し、JBIC への
期待レベルも高まっていると思います。
　近年、開発途上国向けを中心にインフラ投資が非常

に増えています。それらの事業規模は巨額化し、期間も

長期にわたるので、いろいろな所にリスクが内在してい

ます。また再生可能エネルギーや水・食糧資源案件も増

えており、今後はこれらの分野で日本の技術力を活かし、

国際貢献を果たしていくことが期待されています。しかし、

ビジネス環境の大きな変化で見ると、20世紀の競合先の

ほとんどは先進国企業でしたが、21世紀は案件規模が

巨大化すると共に、中国や韓国などアジアの国々の企業

も競合先に加わりました。また、ビジネスのスピードはま

すます加速しており、例えば、中国では今日交渉して明日

には決めるというほど速く、我々がじっくり検討している

間に案件自体が終わってしまうこともあるほどです。

　このように日本企業にとっては、適切なリスク回避と迅

速な意思決定を両立させることが不可欠となっており、

そのためにもJBICを始め様々な政府関連機関との高度

な連携がますます重要となっています。

 ̶そうした中での事業リスクシェア機能、機動力、
成長分野への取り組みなどにおいて、JBIC はその役割
を十分に果たしているとお考えでしょうか。
　そう確信しています。JBICは国際社会の中で日本が

果たすべき役割、商社の業態や個社の課題・方向性を

きちんと理解したうえで、様々な意思決定を迅速に行わ

れており、柔軟性も一段と高まっていると感じています。

組織として色々な経験をされる中で、企業文化も変わら

れたように思います。また、民間金融機関とのコラボレー

ションについても的確な調整力を発揮されており、大変

有難いと感じています。

 ̶新 JBIC 設立後の商社関連案件の中で評価出来
る例をいくつか教えて下さい。
　まず、住友商事がボリビアで行った世界最大級のサン

クリストバル亜鉛・鉛・銀鉱山の追加開発事業への融資

です。最大の課題となったポリティカルリスクのカバーに

向けて、JBICには機動的に動いてもらったと聞いています。

　次に、三菱商事による中東の水事業大手Metito 

Holdings Limited（MHL）への出資です。MHLは、アラブ

首長国連邦を拠点に中東・アフリカ・アジアと広域的に

総合水事業を行う企業ですが、世界の人口が増え続ける

中で水の確保は大きな課題であり、そうした課題解決に

対する貢献度の高さが光る案件です。

　伊藤忠商事においては、食料ビジネスを世界的に展開

する米国法人Dole Food Company, Inc.からの、食品加

工事業及びアジアにおける青果物事業の買収案件です。

伊藤忠商事にとって過去最大規模の買収案件のひとつ

であり、その所要資金をJBICと民間金融機関との協調融

資で賄って頂きましたが、その際、JBICの参加が民間金

融機関への呼び水効果を発揮したと思います。

　また、インドネシアでのサルーラ地熱発電事業では、

新規地熱発電所向けとしては世界的にも最大規模のプロ

ジェクトファイナンスでサポートして頂きました。途中、

インドネシア政府との交渉で難しい局面もありましたが、

JBICの強力な支援で無事に乗り切ることが出来ました。

̶ 商社を取り巻くビジネス環境を踏まえ、今後の
JBIC への期待をお聞かせください。
　これからの商社はバリューチェーン全体への関与をま

すます強めていきますので、今後は以前にも増して海外

での事業投資が増えていくと思います。そこでJBICに期

待したいのは情報連携とリスクシェア機能の強化です。

各商社も様々なチャネルを通じて日々情報を集めていま

すが、正直先が読めないというのが共通の思いだと思い

ます。また、川下に比べて川上はリスクも見えにくく、

その大きさやレベルも半端ではありません。そうした

中でリスクを広範囲にわたって分析し、仕事を進めて

いくためには、JBICとの的確な情報連携とリスクシェアが

不可欠です。

　このようにJBICによる金融支援は日本企業の海外

事業展開において極めて重要であり、日本の成長戦略を

着実に推進していくためにも、今後もその機能の強化に

大いに期待しています。

一般社団法人 日本貿易会 会長
伊藤忠商事株式会社 取締役会長 

小林  栄三 氏

P r o f i l e
こばやし えいぞう／1949年生まれ。大阪大学基礎工学部卒業後、伊藤忠商事株式会社入社。香港・

米国駐在の後、1999年情報産業部門長兼情報産業ビジネス部長、2000年執行役員、2002年常務

執行役員、2003年常務取締役、2004年4月専務取締役、同年6月取締役社長を経て、2010年4月

に取締役会長に就任。2014年5月に日本貿易会会長に就任。

新たな投資が増える中、
的確な情報連携、
リスクシェアが不可欠
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 ̶新 JBIC の 3 年間の活動に対する全体的な評価
をお聞かせください。
　新JBIC発足後の活動は、民間金融機関にとって非常

にサポーティブなものでした。特にこの3年間は資源エ

ネルギー分野のプロジェクトが多く、またアベノミクスの

開始後、日本企業による海外M&Aが活発になる中で、

JBICからこれらを支援する「円高対応緊急ファシリティ」

「海外展開支援融資ファシリティ」など、日本経済の構造

問題に対して直接的に対応出来るような新しい枠組みを

作って頂いたことは、民間金融機関にとっても日本経済

にとっても非常に意義深いことだっ

たと感じています。

P r o f i l e

̶̶ 特に大きなサポートになっていると感じる点はど
こでしょうか。
　まず融資期間です。資源エネルギーやインフラプロ

ジェクトでは、10年を超える長期案件が多いのですが、

民間金融機関では調達上の制約から10年超のファイナ

ンスは相応にハードルが高いです。そうした中、JBICに

一定のポーションを取っていただく事で、民間金融機関

を補完し、全体として競争力ある金利を実現することが

出来るのです。

　また、近年、開発途上国でのインフラプロジェクトを

中心に増加している現地通貨（円・米ドル・ユーロ以外

の通貨）建て案件においても、JBICの現地通貨ニーズ

への対応は、現地通貨の調達が必ずしも容易でない民

間金融機関にとって今後ますます大きなサポートになっ

ていくと考えています。

　こうしたJBICの存在感は世界でも非常に高く、私自身、

お取引先から「海外で最も有名な日本の金融機関はJBIC

だ」という声を何度も聞いたことがあります。その意味で

JBICは非常に強力なビジネスパートナーだと感じています。

 ̶この3年間で印象に残るJBICとの協調案件をお
聞かせください。
　資源分野では、まず豪州イクシスLNGプロジェクトです。

日本企業として初めて国際石油開発帝石が、ガス田の

開発からLNGの生産までを一貫して行うオペレーター

を務めるとともに、権益の約7割を日本が保有し、生産

されるLNGの約7割を日本企業が引き取るという、本邦

エネルギー政策上の意義が大きい案件であること。

また、国際金融市場では過去最大規模（協調融資総額

160億米ドル）のプロジェクトファイナンス案件であり、

協調融資には国内外の民間金融機関24行と輸出信用

機関8行と多くの参加者が協働したプロジェクトであった

ということで、意義の大きな案件でした。弊行もフィ

ナンシャルアドバイザーとして総額200億米ドル（スポ

ンサーからの融資40億米ドルを含む）のファイナンス

の組成を行うなど、非常に印象に残っています。

　次に豪州ウィートストーンLNGプロジェクトです。こ

れは、もともと東京電力が中心的な役割を担うことに

なっていたプロジェクトですが、東日本大震災を受け

て資金制約等から単独での参画が困難になったという

事態を受け、官民一体となって資金を拠出しました。こ

の際に、JBICは貸出だけではなく、「円高対応緊急ファ

シリティ」の下での初の優先株出資を行うなど、スキー

ム上も記憶に残る案件です。

　海外M&Aではソフトバンクによる米国スプリント社

買収案件が印象的です。買収規模が非常に大きく、

JBICは2200億円を拠出しました。日本企業による海外

M&Aにおいて、JBICがこの規模の資金を出すという

ケースは珍しく、案件成立への重要な要素となりました。

 ̶今後、JBIC にはどのようなことを期待されますか。
　今後の金融環境を考えるうえで、2つの要素に注目す

ることが必要です。まず1つめの要素は、国際金融市場

の動向です。過去の動きを見ると1987年のブラックマン

デー、1997～98のアジア通貨危機とその後のITバブル、

2008年のリーマンショックと10年置きに大きなマーケッ

トの混乱が起きています。私は特に運命論者という訳で

はありませんが、これは資本主義がその成長過程で同時

に負のエネルギーを蓄えるため、定期的にそれを発散し

なくてはならないという事なのかもしれません。そうする

と、リーマンショックから7年を経て、今後数年以内に次

の大きな混乱が起きる可能性というのは否定できないよ

うに思います。そこで重要なのは、ユーロ圏の動向、中国

経済の減速、米国の金利引上げなど、どこに一番の混乱

の芽があるのかを注視して見逃さないことです。

　２つめの要素は、新しい国際的金融規制改革の動き

です。現在進められている議論の前提は、too big to fail

問題への対応として、民間の金融機関のリスクの取り方

を縮小しようとするものが多く見受けられます。

　こうした2つの要素を考えると、この先、民間金融機関

の活躍が外部環境から制約を受けていく可能性もありま

す。そうしたケースにおいては、JBICへの期待は更に高

まるだろうとも考えています。

　みずほ総研では今後10年でアジアのインフラ需要が

14兆ドルと試算していますが、この大きな需要への対応

に加え、資源分野では従来のLNG開発に加えて、太陽光・

熱・洋上風力・地熱発電など自然エネルギー開発の増加

などが見込まれており、こうした観点からもJBICとの協調

案件は今以上に増えてくるのではないかと思います。さ

らに言えば、お取引先の活動の更なるグローバル化に伴

い、クロスボーダーM&Aでも業種を超えた多様な事例

が増えるでしょう。JBICには一層のフレキシビリティで、

こうした動きへの支援を強化して頂きたいと思います。

さとう やすひろ／1952年生まれ。東京大学経済学部卒業後、株式会社日本興業銀行（現株式会社
みずほ銀行）入行。2003年株式会社みずほコーポレート銀行執行役員、2009年4月同行取締役頭取、
同年6月株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役、2011年6月にみずほフィナンシャルグループ
取締役社長（グループCEO）兼株式会社みずほ銀行取締役などを経て、2014年6月にみずほフィナン
シャルグループ取締役兼執行役社長（グループCEO）に就任。

世界で高く評価されるJBICは、
強力なビジネスパートナー

株式会社 みずほフィナンシャルグループ
取締役 執行役社長 グループCEO

佐藤  康博 氏
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平成24-26年度で累計約9.7兆円の
出融資保証承諾。
当該期間に亘って累計約21.4兆円(※)の
民間資金動員を実現（※JBIC推計）
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現地通貨建て出融資保証

新JBIC発足から
3年間の歩み

平成24年4月の新JBIC設立から約3年間、政府施策
に沿った「円高対応緊急ファシリティ」「海外展開支
援融資ファシリティ」の活用等により出融資保証承諾
金額・件数ともに高水準で推移しております。

■ 出融資保証承諾額・件数

エネルギー資源の開発・取得

海外インフラ事業展開

中堅・中小企業の海外事業展開 環境関連分野

海外M&A

機動性・専門性を活かした、資源開発・権益取得資金の供給

プロジェクトファイナンス供与によるJBIC初の鉄道インフラ・プロジェクト支援

インフラ分野の海外M&A等へのリスクマネー供給

顧客ニーズを踏まえたリスクマネー供給と柔軟な業務運営

豪州・イクシスLNGプロジェクトへの融資
～日本企業が主導するLNGプロジェクトの支援～

英国・都市間高速鉄道計画向けプロジェクトファイナンス
～英国 鉄道事業への参画を英ポンド建て融資により支援～

UAE・Metito Holdingsに対する出資
～我が国初の広域型総合水事業会社向け出資支援～

中堅・中小企業向けの
出融資保証等 197件承諾

日本企業による世界有数の規模の
地熱発電事業を支援
～サルーラ地熱発電プロジェクトに対するプロ
ジェクトファイナンス及びポリティカル・リスク保証～

サントリーによる米国Beam Inc.の買収
～「日本再興戦略改訂2014」と顧客ニーズを踏まえた新商品（資本性劣後融資）の導入～

■  日本スポンサー（INPEX、大阪ガス、東京ガス、東邦ガス、中部電力、関西電力）が権益
の約7割を取得。また、生産するLNG（840万トン/年）の約7割を日本企業が引取り。

■ 日本企業として初めて、INPEXがオペレーター（操業主体）として事業を推進。
■  JBICは平成24年12月に契約締結したプロジェクトファイナンスによる大型融資等、プロ
ジェクト実施に必要な資金を、プロジェクト評価の専門性を活かしつつ、機動的に供与。

■  英国において、日立の鉄道事業への参画をポンド建て長期資金により支援することを通じて、
日本の産業の国際競争力の維持・向上に貢献すると共に、日本企業にとってのビジネス機会の
創出に貢献するもの。

■ 日立が出資する事業会社が車両のリース及び保守サービスを約30年間に亘り提供。
■  フェーズ1案件としてGreat Western Main Lineプロジェクトに対して、約10億ポンド限度の貸付
契約を締結（平成24年7月、JBIC初の鉄道PPP案件）。フェーズ２案件としてEast Coast Main 
Lineプロジェクトに対して、約8.6億ポンド限度の貸付契約を締結（平成26年4月）。

■  Metitoは、中東・アフリカ・アジア地域で水事業を展開する総合水事業会社。
日本からは、三菱商事・三菱重工業が、同社の既存株式の38.4%を取得して経営参画、グロー
バルな水事業展開を加速。

■  JBICはMetitoの増資引受（種類株式）（92百万米ドル）（平成26年6月契約締結）を通じ
両社の経営参画を後押し。

■  JBIC分離に伴い中堅・中小企業対応の専担体制を充実化。
■  地銀等と連携し、中堅・中小企業向け転貸スキームを6行と
の間に設定（横浜、千葉、
広島、池田泉州、りそな、
SMBC）。

■  JBICの出融資保証通貨は従来、円、米ドル、
ユーロといった主要先進国通貨が基本でした
が、近年、その他の現地通貨（開発途上国通
貨を含む）建てファイナンスのニーズの高まり
を受け、積極的に対応。
■  英国ポンド、カナダ・ドル建て融資の柔軟性を
高めるとともに、インド・ルピー、中国人民元、
メキシコ・ペソについて新規に取扱を開始。

■  出資者として日本企業が事業参画、日本
の技術を用いて長期に亘る運営・管理す
るプロジェクトへの融資（平成26年3月
契約締結）。

■  「攻めの地球温暖化外交戦略」（2013
年11月15日発表）においても、日本の
技術の海外展開等を規定。

■ 「日本再興戦略 改訂2014」では、企業の競争力強化に向けたJBICの新たな取り組みとして
「劣後ローン」等を規定。
■ サントリーは、スピリッツ事業のグローバル展開を強化するとの方針の下、米国Beam Inc.の
買収を通じ、グローバル銘柄を多数有するBeam社の経営権を取得し、Beam社の持つ販売
流通網の取り込み等により、世界のスピリッツ市場においてブランド力を強化し、グローバルな
成長を実現することを企図。

■ JBICは、ハイブリッドファイナンスである資本性劣後融資（注）を制度導入、平成26年7月、米
Beam社の買収に要した資金（買収総額：約160億米ドル）の一部について融資金額500億
円及び15億米ドル（夫 J々BIC分）の劣後特約付融資契約を締結、同社のグローバルな成長
戦略の実施を支援。
（注）会計上は負債であるが、格付会社が借入人の財務状況を判断する際に、融資額の一部
について資本と認定されるもの

■ 資本性劣後融資の導入にあたっては、分離後に新設したリスクアドバイザリー委員会からの
助言をタイムリーに得つつ、新制度を導入。（平成26年7月契約締結）

支援実績通貨

英国・ポンド
（2015 年 7 月末時点）

カナダ・ドルインド・ルピー

中国・人民元 メキシコ・ペソタイ・バーツ インドネシア
・ルピア

シンガポール
・ドル

オーストラリア
・ドル

マレーシア
・リンギット

南アフリカ
・ランド
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新中期経営計画について ● 重点取組課題の内容 ●

　平成27～29年度の中期経営計画では、『JBICならではの金融仲介機能の発揮により、我が国企業の国

際事業展開及び資源獲得への支援を深化し、我が国の持続的な成長に繋がる新たなビジネス機会の探索

と創造に貢献する』ことを基本目標に掲げました。

　この基本目標の下、6つの重点取組課題を設定しています。これらの重点取組課題は、当行として取り組

むべきと考える5つの業務分野（資源、インフラ、産業、中堅中小、環境）において、より高い次元での機能・

役割を果たすために、4つの組織能力（事業実現のための金融組成力、プロジェクトのBankabilityの実現力、

情報提供・政策提言力、民間資金の動員力）を発揮・強化し、もって「我が国の持続的な成長に繋がる新たな

ビジネス機会（国・地域、セクター等）の探索と創造に貢献する」ことを目指すJBICの取組姿勢及びコミットメ

ントを明確にすべく設定したものです。JBICは、これまで民業補完の徹底に努めてきており、国内外の民間

資金を幅広く動員するJBIC独自の機能の更なる発揮・強化についても、重点取組課題の一つとしています。

基本目標

重点取組課題

JBICならではの金融仲介機能の発揮により、
我が国企業の国際事業展開及び資源獲得への支援を深化し、

我が国の持続的な成長に繋がる新たなビジネス機会の探索と創造に貢献する

業務分野 組織能力

事業実現のための
金融組成力

我が国企業の
資源ビジネスの
支援推進

気候変動対策を含む地球環境保全への積極的貢献

民間金融機関等との連携強化を通じた民間資金動員の拡充

中堅･中小企業の
海外展開支援

我が国企業の
インフラ海外展開の
多様化・高度化への

支援推進

世界市場における
我が国産業の
優位性強化・
成長機会の
拡大に向けた
支援推進

プロジェクトの
Bankabilityの実現力

情報提供･政策提言力

民間資金の動員力

資源分野1

インフラ分野2

産業分野3

中堅中小分野4

環境分野5

我が国企業の資源ビジネスの
支援推進

世界市場における我が国産業の
優位性強化・成長機会の拡大に
向けた支援推進

気候変動対策を含む地球環境保全
への積極的貢献

民間金融機関等との連携強化を
通じた民間資金動員の拡充

我が国企業のインフラ海外展開の
多様化・高度化への支援推進

中堅・中小企業の海外展開支援

● 資源の調達先の分散や安定確保に資する
　案件の推進

●  我が国の経済基盤を支える各種産業の
 海外事業展開に対する支援の強化

● 気候変動対策を含む地球環境保全に資する
 　プロジェクトへの取組強化

● 我が国の競争優位にある技術・ビジネスモデル等の
 　海外展開支援を通じた成長産業化への貢献

●  社会インフラ案件（鉄道、水、情報通信等）への
 取組強化

●  中堅・中小企業の海外展開に対するJBICの特徴を
 活かした支援

● 民間資金動員の更なる拡充

● 電力案件の円滑な実現への取り組み強化
● LNG調達コスト低減に資する案件の推進

ホスト国政府・国営石油ガス会社・資源メジャー等との交渉力や
リスク・コントロール／アロケーションの知見を活用し、資源国の
カントリーリスク・テイクを行いつつ、案件形成・実現を支援。
また、先端技術を活かした資源開発や、関連インフラと併せた
総合的な資源開発を支援。

企業の戦略策定段階からのコミュニケーションや、海外リスクテ
イクの強化等を通じ、我が国の経済基盤を支える各種産業の
海外事業投資を通じた収益機会の更なる獲得を支援。

国際的な議論や、我が国やホスト国政府等の当該分野の政
策を踏まえ、ホスト国政府に対する影響力やリスク・コントロー
ル／アロケーションの知見を活かしつつ、地球環境保全業務
（GREEN）その他様々な金融種類を活用することにより、気候
変動対策を含む地球環境保全分野における我が国企業や
ホスト国政府等の取り組みを支援。

我が国企業が有する技術、ブランド、ビジネスモデル等の強みを
活かして、海外市場における商業化や市場獲得等を通じて成長
産業へと発展する成長シナリオの実現を支援。

社会インフラセクターにおいて、ホスト国政府等との密接な関係
や海外キープレーヤーとの交渉力を活かし、初期段階からの
事業参画の枠組み整備･案件形成への関与を進めるとともに、
リスク･コントロール／アロケーションの知見や様 な々金融ツール
を活用することにより、我が国企業によるインフラシステム展開
等を支援。

民間金融機関とも協調しつつ、中堅・中小企業のニーズ(現地
通貨建融資等)を踏まえ、中堅・中小企業の海外事業展開を通
じた収益機会獲得をJBICの特徴を活かして支援(出融資保証
等承諾の他、融資相談・情報提供を含む) 。

● 債権流動化施策推進に向けた取り組みの拡充。
●  出資・劣後ローン・LBOファイナンス等によるリスクマネー
供給等を通じた民間資金動員の推進。

● 外部金融環境の変化や個別案件の特性に応じた適切な
協調融資組成の更なる推進。

ホスト国政府や海外キープレーヤー等に対する影響力やリスク･
コントロール／アロケーションの知見、様々な金融ツールを活用
し、高効率発電や再生可能エネルギー発電分野等において、
従来の国・地域、手法の枠を超えて、我が国企業の先端技術の
海外展開や個別プロジェクト参画を支援。

LNGについては、上記の具体的取り組みに加え、長期的なLNG
調達価格低減に資する案件の形成･実現を支援。
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（平成27年度～平成29年度）




