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９時５７分開会 

〔 池尾分科会長 〕 それでは、出席予定の委員の方は全員おそろいになりましたので、

定刻よりも少し前ですが、ただいまから財政制度等審議会財政投融資分科会を開催いたし

ます。 

 本日は「令和２年度財政投融資計画の編成上の論点」として、まず「国際協力銀行」に

ついて、それから後半は官民ファンドに関連しまして、「官民ファンドを巡る 近の動き」

の報告、及び「官民ファンドの投資計画に対する進捗状況等」について御審議いただきた

いと思います。 

 なお、本日は国会開会中ということで、事務局の側で欠席の方や、途中でやむを得ず退

席されたりする場合がございますので、あらかじめ御了承をお願いいたします。 

 それでは早速ですが、まず国際協力銀行につきまして、柴田計画官より、要求の概要及

び編成上の論点について御説明をお願いいたします。 

〔 柴田計画官 〕 では、よろしくお願いいたします。まず資料１を御覧ください。国

際協力銀行（ＪＢＩＣ）でございます。 

 まず 初に１ページ、目次ですけれども、機関の概要、それから令和２年度要求の概要、

それから今回編成上の論点として大きく２つ、１つ目が事業規模及び資金調達等の関係、

それから大きく２つ目に特別業務の運用改善、こういったことについて御説明を申し上げ

たいと思っております。 

 進んでいただきまして、まず３ページからでございます。機関の概要でございます。こ

れは組織でございますので、恐縮ですが、御説明は割愛させていただきます。 

 ４ページ、ＪＢＩＣ法でどう書いてあるかということでございますが、ＪＢＩＣの位置

付けとして「一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ」ということで、資

料の真ん中ほどにございますが、資源の確保、国際競争力の維持・向上、地域環境の保全、

金融秩序混乱への対応といったことをミッションとして業務を進めているということでご

ざいます。 

 それから５ページでございます。ＪＢＩＣは従来から日本企業による海外の資源・イン

フラ案件、海外Ｍ＆Ａ等への支援を行ってきておりまして、これを今「一般業務」という

ふうに呼んでおりますが、これに加えまして2016年10月から、特に海外インフラ案件につ

きましてさらなるリスク・テイクを可能とするということで「特別業務」というものを開

始しております。 



 -2- 

 ２つ目の丸にございますとおり、一般業務及び特別業務につきましては区分経理をした

上で、勘定毎には「収支相償の原則」を規定しているという一方で、特別業務につきまし

てはリスク・テイク機能を強化するという観点から、個別案件ごとには償還確実性は必ず

しも求めていないというようなたてつけになっております。 

 例えばのイメージでございますが、真ん中に２つ絵があります。例えばＪＢＩＣがこの

ような形で民間と協調して発電事業者に融資をするといった場合に、電力公社からの料金

の支払いに対して現地政府の保証があれば、これは償還確実性が確保されているというこ

とで一般業務でやっていくということになりますが、右にありますとおり、現地政府から

の保証がない場合、これはリスクが高い、償還確実性が必ずしも満たされないかもしれな

いということになるわけですが、こういった場合には例えば特別業務でやっていくという

ようなことが考えられるというような１つのすみ分けになっているということでございま

す。 

 続きまして６ページでございます。ＪＢＩＣの中期経営計画の概要を載せております。

リスク・テイク機能の拡充・強化等を図るという観点から、下に囲んでおりますような

「成長分野・新領域」以下５つの業務分野に関して集中的に取組を進めておられるという

ことでございます。 

 続きまして、８ページの要求の概要でございます。少し小さい数字が並んでいて恐縮で

ございますが、まず一番上の行の事業規模を御覧いただきますと、合計と一般業務・特別

業務の内訳が、それぞれ並んでおります。全体の事業規模が２兆1,000億円要求で、一般

業務が２兆円、特別業務が1,000億円ということになっております。一般業務は今年度計

画から横置きの規模ということで、特別業務に関しては減の要求というふうになっており

ます。 

 その財源として財政投融資の関係でございますが、この中で今回令和２年度の要求とし

て特に特徴的な部分としては産業投資の部分でございまして、要求総額としては1,100億

円で、一般業務で1,000億円、特別業務で100億円ということになっておりますが、今年度

計画との比較を御覧いただきますと、一般業務はかなりの増要求となっていると、一方で

特別業務に関しては減要求になっているということで、このあたりの要求について後ほど

触れたいと思っております。 

 続きまして９ページでございます。上の四角の箱は今の要求を簡単な文字で書いたもの

でございますので省略させていただきまして、下の「参考」でございますが、さまざまな
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閣議決定の文章などにおきまして日本企業の海外展開を支援するということで、ＪＢＩＣ

などの機関にも頑張っていただきながら、こういったことを進めていきましょうというよ

うなことが縷々書かれているということでございます。 

 続きまして、論点のほうにまいります。11ページをお願いいたします。まず論点①「事

業規模及び資金調達等について」でございますが、事業規模につきまして、まず 初の丸、

今申し上げたような成長戦略等に基づきまして、官民一体となって日本企業の海外展開を

促進していくという上で、今回のＪＢＩＣの要求の規模をどう考えるかということが１点

目でございます。 

 それから２点目、資金調達の関係ですが、ＪＢＩＣの資金調達について、調達コストの

抑制、ＡＬＭ管理等の観点を踏まえたものとなっているかと。特に先ほど申し上げた産業

投資の関係でございますが、ＪＢＩＣが融資業務等を実施する上での与信集中管理や一定

の自己資本比率を維持するといった観点からリスクバッファとしての自己資本（産業投資）

の規模についてどう考えるかと。それから 後の３つ目でございますが、民間資金のさら

なる誘発ということで、呼び水としてのリスクマネー供給の観点から、出資の取組状況は

どうであろうかと。また協調融資先の裾野を拡大する観点から既往融資の債権流動化など

の取組はどうなっていますかといったところあたりを確認してみたいということでござい

ます。 

 12ページ以下が背景となる参考資料ということでございます。まず12ページでございま

すが、「ＪＢＩＣを取り巻く国際情勢」ということで、日本企業の海外進出がどうなって

いるかということですが、左上にあります海外インフラ受注実績、あるいは右上にありま

すクロスボーダーＭ＆Ａ金額、このどちらを見ても日本が諸外国に比べて若干出遅れてい

るような状況になっているというようなことでございます。 

 そうした中でＪＢＩＣの立ち位置ということですが、右下にありますとおり、各国の公

的金融機関の中で欧州投資銀行（ＥＩＢ）とか、中国の国家開発銀行などと並んで世界の

枢要な地位を占めていると、大きな規模になっているということかと思っております。 

 次の13ページでございます。ＪＢＩＣの出融資規模、事業規模が 近どうなってきてい

るかということでございますが、これは2012年以降の推移を載せておりますが、下の棒グ

ラフにありますとおり、全体としては減少傾向となっておりまして、１つの大きな要因と

して、上に折れ線グラフを２つ載せておりますが、2012年秋以降の為替のドル高傾向、あ

るいは2014年以降の原油価格の下落傾向と、こういったものを背景としてそういったこと
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になっているとお聞きしております。今後、為替や原油価格の動向も踏まえながら、引き

続きＪＢＩＣには企業の海外展開を積極的に支援していくということが期待されると思っ

ております。 

 それから14ページ、資金調達のほうでございます。ＪＢＩＣは御案内のとおり、出融資

業務の大半を米ドルを中心とする外貨で実施しております。調達手段としては大きく２つ

ございまして、政府保証外債の形でマーケットから調達していくというやり方と、あとは

財政融資、私どものほうから円貨で調達をして、それを通貨スワップをかけて外貨にかえ

ていくという、大きく２つあるわけでございますが、そのコストを見てみますと、右上の

グラフにありますとおり、５年から10年あたりの比較的短いほうに関しては政府保証外債

で取ったほうがコストが安く取れていると、それより長くなると財政融資プラス通過スワ

ップのほうが安く取れているということでございますので、こういったところを組み合わ

せながらできるだけ調達コストを抑制していくということで取り組んでいるということで

ございます。 

 それから右下にありますとおり、ＪＢＩＣのデュレーションギャップでございますが、

一時期、何年か前は少し開いていたわけですが、調達年限の調整などを行うことによりま

して、 近ではほぼギャップが埋まってきているということでございますので、引き続き

合理的な資金調達を行っていくことが重要であろうと考えております。 

 続きまして、15ページが自己資本の関係でございます。左の真ん中の表にありますとお

り、一般業務におきましては近年、ここに書いてあるような幾つかの大型案件を実施して

きているということでございます。他方で、その下にあります特別業務につきましてはま

だ実績が３件にとどまっているということでございます。ただし、右上にありますとおり、

特別業務におきましては今後1,000億円以上の融資が見込まれる案件を、今ここには３つ

ほど分野を書いておりますが、こういった分野で現在組成中であるというふうに聞いてお

ります。 

 こうした状況の中で、ＪＢＩＣの自己資本をどう考えるかということでございますが、

右下にございますＪＢＩＣの与信集中管理ということで大口エクスポージャー管理という

ものがございまして、いわゆるバーゼル規制に基づく一般的な国際的なルールというもの

をＪＢＩＣも踏まえて対応してきているということでございまして、その中身は何かと申

しますと、１債務者当たりのエクスポージャーは自己資本の25％以下に抑えなさいという

一般的なルールがあるということでございます。 
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 これに適用させますと、一般業務であれば、今は自己資本が約2.5兆円ございますので、

その25％以下ということであれば6,000億円余りくらいの規模以下であれば大丈夫という

ことでございますので、左側の一般業務の大型案件、こういったものもクリアできている

ということになるわけですが、特別業務につきましては、今自己資本が2,500億円という

ことでございますので、その25％以下ということであれば600億円程度以下の案件という

ことになります。 

 左下にありますような、今の実績であれば全く問題なく行けているということですが、

右上にあるような今後1,000億円規模の融資を仮にやっていこうということであれば、こ

のバーゼル規制に基づくエクスポージャーの観点からは自己資本が必ずしも十分ではない

というような状況になっているということでございます。 

 続きまして16ページが自己資本比率の国際比較の表でございます。基本的には、上にあ

るところは、ヨーロッパの国の公的な金融機関は比較的高いということです。それで中国

とか、韓国とかの銀行は低めの下のほうにあると、それでＪＢＩＣはちょうどその真ん中

にあるというような今の位置付けとなっているということでございます。 

 こうした状況も踏まえながら、引き続きリスクバッファとしての産投出資を通じて一定

水準の自己資本は維持していく必要があるだろうというふうに考えているところでござい

ます。 

 続きまして17ページが民間資金のさらなる誘発という観点で、出資がどうかということ

でございます。 近の取組の事例ということで右側に絵を載せておりますけれども、１つ

御紹介いたしますと、ＪＢＩＣが民間企業と共同で投資のアドバイザリー会社をつくりま

して、そこがＧＰとしてファンドを管理しつつ、左側からＪＢＩＣがＬＰの投資家として

出資もしていくといったような形で、この海外投資ファンドというものを運営していくと

いったような取組を 近始めておられるというようなことで、これは１例でございますけ

れども、こうしたことも踏まえて、引き続き出資業務に関しても取り組んでいただきたい

と思っているところでございます。 

 それから18ページでございます。民間資金の誘発の２つ目ということで、既往融資の債

権流動化ということで 近は取組を進めているわけですけれども、実績としては左側の真

ん中にありますけれども、このような状況になっているということで、足元で、2018年度

で言えば融資承諾額全体の10％程度が流動化対象になっているということでございます。

それから右側、地域金融機関等との連携ということで、セミナーなどを開催することによ



 -6- 

って地銀や生保などがＪＢＩＣと連携して協調融資といったものにつなげていくというよ

うな取組も 近進めておられるということでございます。 

 続きまして19ページが大きな２つ目の論点として特別業務の運用改善ということでござ

います。先ほど別の資料でも御説明申し上げたとおり、特別業務につきましては2016年10

月に開始されたわけですけれども、実績は今のところ３件にとどまっているところでござ

いますので、こうした状況を打開するために一層の案件形成を促進するための取組が必要

ではないかということでございます。 

 後、20ページですが、１つ今既に取組を始められているものとして、ここに御紹介し

ておりますが、2019年、今年の２月から特別業務の支援対象を拡大いたしておりまして、

右下にありますとおり、技術の不確実性（技術リスク）ですとか、事業化リスクといった

もののリスクも積極的にとれるように取組を始めているということでございますので、こ

れは既にもうやり始めている対応ということになりますが、こうした取組に加えまして、

さらなる体制強化ですとか、運用改善に取り組んでいただきたいと思っているところでご

ざいます。 

 簡単でありますが、私のほうからは以上です。 

〔 池尾分科会長 〕 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの柴田計画官からの説明を踏まえまして、委員の皆様から御意見を

お願いしたいと思いますが、配席図の①にありますように、担当部局である国際局とＪＢ

ＩＣの方に来ていただいておりますので、直接御質問いただいても結構です。 

 では、渡部委員、お願いします。 

〔 渡部委員 〕 ありがとうございます。質問ということで３点お聞きしたいと思いま

す。１点目は６ページの中で、いわゆる「重要取組課題」と書いてございますが、その一

番下に業務⑤で３番、「中堅・中小企業の海外展開支援」と、これについての実績みたい

なものをお聞きしたいと思っております。 

 と言いますのは、やはりいわゆる大企業がポンと海外進出云々ということだけではなく

て、産業クラスターというか、いわゆる中堅企業が一緒に出ていくというのが非常に重要、

当該国にとっても産業の発展にとっても重要ですし、そういう意味ではＪＩＣＡさんとの

すみ分けというか、協調の度合いというのですか、そういうのもあると思うのですが、そ

の実績、展開度合い。その場合、その中堅・中小企業の例えばメインバンクである地方銀

行さん等との何か連携みたいなものもとられているのかどうかというのをお伺いしたいと
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いうのが１点目でございます。 

 ２点目が、16ページですか、自己資本の海外の公的金融機関の自己資本の推移というか、

水準を書いてございますが、アジア勢は低いぞ、その他は高いぞとあるのですが、例えば

この数字は正しいのかなというか、例えばスペインの公庫で分母が少ないのか、きっと中

南米中心なので、だから単純にこれを比較してどうだろうか、ここから得るインプリケー

ションって何なのだろうなというのが素朴な質問ということで、２点目でございます。 

 それから３点目が、17ページですかね。右図にあるこの投資アドバイザリー会社、ある

いは民間企業に期待されているエクスパティーズというのは、その下の真ん中に出てくる

戦略パートナーを見つけてくることなのか。ここに期待している役割は何なのか、今現在

の実績、ですから能力と実績は何でしょうかというのが３つ目の質問でございます。 

 以上です。 

〔 池尾分科会長 〕 今の渡部委員からの御質問に直接関連するような御意見とか、御

質問は、ほかの方はございますか。では、川村委員。 

〔 川村委員 〕 ありがとうございます。今、ＪＢＩＣとＪＩＣＡというお話がありま

したが、むしろ私は特別業務とＪＯＩＮとの関係をどういうふうに整理するのかというと

ころが疑問に思っています。 

 というのが、まさにこの特別業務は、いわゆる狭義の意味でも官民ファンドそのもので、

またターゲットもほぼ同じであると。現在の実績はまだ少なく、かつ１年半から２年くら

いでしょうから、まだいろいろ業績はあれこれ読めない段階だと思うのですが、今後１桁

大きい金額に出資するということになったときに、この辺で人材のリソースでありますと

か、いろいろな展開を考えたときに、ＪＯＩＮとどういうふうにすみ分け、あるいは協業

していくのかという点について御教示いただければと思います。 

〔 池尾分科会長 〕 土居委員。 

〔 土居委員 〕 渡部委員の中堅・中小企業の海外進出の支援に関連して私も質問があ

って、先ほど渡部委員はＪＩＣＡとおっしゃったのですが、むしろＪＥＴＲＯのほうがこ

れに関与しているのではないかと私は思っていて、むしろ経済産業省も一般会計予算も使

いながら支援をしているという話を聞いておりまして、そのあたりのデマケーションとか、

協力関係とかがどうなっているのかと。デマケーションをきちんと決め過ぎると、重複は

ないのかもしれないけれども、連携関係が薄くなってしまうおそれもありますし、そのあ

たりの関連をどうなっているか、現状をお聞かせいただきたいと思います。 
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〔 池尾分科会長 〕 家森さん、どうぞ。 

〔 家森委員 〕 神戸大学の家森です。中堅・中小企業の海外展開の支援のところと関

係すると思うのですが、18ページで地域金融機関との連携ということを書かれています。

この連携は地域金融機関の資産運用難に対応するための連携なのか、それともまさに中小

企業の海外進出への連携のノウハウ移転のための連携なのか、このあたりを教えてくださ

い。以上です。 

〔 池尾分科会長 〕 それではお答えいただけますか。ＪＢＩＣの方、お願いします。 

〔 国際協力銀行内田経営企画部長 〕 ありがとうございます。ＪＢＩＣ経営企画部内

田と申します。 

 まず１点目の中堅・中小企業の実績でございますが、昨年度の承諾実績は、カウントの

仕方にもよるのですが、65件程度、今年度は９月末、半年終わりまして、40には届かない

40弱の数字が承諾実績としてございます。 

 それから案件の組成についてなんですが、ＪＩＣＡの海外投融資とは中堅・中小の取組

が重なるというようなことはあまりございませんでして、一緒に同一案件の中堅・中小企

業にＪＩＣＡとともに取り組んだという実績も、これまでのところございません。どちら

かというと海外の途上国での小さいインフラ案件とか、そういうところでＪＩＣＡの海外

投融資を使ったり、ＪＢＩＣを使ったりというようなことが傾向として多くございます。 

 一方でＪＥＴＲＯなのですが、ＪＥＴＲＯについては、途上国を含め先進国にも拠点の

数がかなりございまして、こちらのほうは中堅・中小企業に海外進出のための情報提供を

したりとか、ビジネスマッチングをされたりとかしてございます。我々の事務所は、今時

点で16事務所あるのですが、事務所があるところはＪＥＴＲＯとの情報交換もしてござい

ますし、ないところも海外に出張した折には現地の状況とか、ＪＥＴＲＯ、大使館、それ

からＪＩＣＡもそうなのですが、情報交換をして案件組成をしているということでござい

ます。 

 中堅・中小企業に関連して、連携のところなのですが、我々の法律上のミッションは産

業の国際競争力強化なので、一義的には中堅・中小企業の海外進出を支援するということ

でございます。ただ、地銀さんの、今、この円の金利環境下で資金運用難というのがござ

いますので、動きとして海外のエクスポージャーを取りに行くという動きはございます。

海外進出経験がない地銀さん、地銀さんの数はさまざまですので、我々と一緒にやりたい

という声も多くございます。そういう意味では地銀さんのニーズも満たす形で我々と連携
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をするというようなこともございます。 

 以上が中堅・中小企業に関することの御説明でございます。 

 それから資料の出資の関係で17ページの海外投資ファンドの出資ということで、合弁し

た民間の会社さんに期待しているところなんですが、出資というのは投資をすることと、

投資をしたらイグジットとして当初の目的を果たしたときに出口で売却するとか、それか

ら上場して投資をした分を回収するというところまで含めた業務ということと認識してい

ます。 

 我々ＪＢＩＣは出資を歴史的に強化してきているんですが、イグジットという意味では

普通株式を取得してイグジットする経験はかなり乏しいのがこれまでのところでして、

我々としては本格的な出資業務に取り組むに当たっては、日本の会社さんではなかなか少

ないのですが、投資からイグジットまでの経験がある会社、またはそういう方がいらっし

ゃる会社、その経験がある人と一緒にやらないと、これはなかなか意味がございませんの

で、そういうことを期待してということがございます。 

 それから投資、我々は銀行ですので融資の頭づくりでこれまで70年に及ぶ業務をやって

きていますが、投資はかなり発想が違います。スピード感を持ってＪＢＩＣの投資業務を

変えていくという意味では、外の方と一緒にやるのがいいのではないかというような議論

もございまして、合弁の形で子会社をつくるということに至った経緯がございます。 

 それから特別業務のＪＯＩＮとの関係なんですが、ＪＯＩＮとの関係については強みを

生かした連携ということで、ＪＯＩＮについては、我々と違うところはハンズ・オン支援

を行っていくというところが 大の違いでして、我々の投資、それから融資なんですが、

融資の場合には、株主ではありませんのでプロジェクトを進めるというような位置付けか

らは少し一歩下がった形になります。 

 特別業務で出資ということも設計上はできるのですが、今、子会社ではなくて本体で行

う特別業務については、出資と言っても普通株ではなくてメザニンファイナンスとなる優

先株とか、事業の事業主体とは違う立場で出資をするというメニューもございまして、こ

ういうものから進めていくというようなところでＪＯＩＮとの取組の差別化がございます。

１点目はハンズ・オンがＪＯＩＮというところと、２点目は我々は出資をやるにしても１

段階下がったところで連携する、または融資ですと出資者と融資者としての連携をすると

いうような差別化がございます。 

 もう１点、自己資本の関係については、財務部の渡部部長から説明いただきます。 
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〔 国際協力銀行渡部財務部長 〕 続きまして、16ページのグラフに関して御質問を頂

戴したと理解しております。このグラフのインプリケーションということでございますが、

ここには類似公的機関ということで幾つか並べてございます。もちろん類似ということで

ございますので、各機関が置かれた状況とか、パブリックセクターの中での位置付けとか、

いろいろありまして、ばらつきはあるということでございますが、我々としてはやはり他

の類似機関と比較しますと、私どもの自己資本比率というものは必ずしも高いとは言えな

いというのがこのグラフのインプリケーションではないかなと思っておりまして、産投出

資等を頂戴しながら、自己資本比率を維持していくことが重要ではないかと思っておりま

す。 

 もちろん、そのリスクバッファとしての自己資本の十分性というのは、このＢＩＳ自己

資本比率だけではなくて、ほかにも幾つかファクターはございますが、中計にも掲げてご

ざいますとおり、リスク・テイク能力強化ということで、その資本充実というのは重要な

経営課題と認識しているということでございます。 

 以上でございます。 

〔 池尾分科会長 〕  それでは、原田委員、お願いします。 

〔 原田委員 〕 ありがとうございます。18ページに御説明いただきました既往融資の

債権流動化に関するところで１点だけお伺いします。このページには流動化実施候補案件

が少ないということが書かれてあります。今後の予定ですとか、多分ここに書いてある言

い方ですと、リスクが安定化した後に徐々に出てくるようなことになるのではないかと思

うんですが、おそらく一般業務に関する融資の流動化であろうかと思うんですが、今後は

１つの柱になると思いますので、この先の見込みなどがどうなっているのかということを

少しお教えください。 

 融資の対象がインフラなどですと、対抗要件の具備などにはそぐわない話だと思います

ので、準備ができたら出していくというものなのか、バランスシートのスリム化にどのく

らい貢献しているのかですとか、地銀さんなどを中心にニーズはあるのではないかと思う

んですが、その辺の感触などについて少しお伺いしたいということと、あと関連しまして、

先ほどから御説明がありました特別業務に関して、先ほど御説明いただいたところでは事

業規模が大きいものが今後見込まれているということで、自己資本の増強というお話にな

っておりましたけれども、特別業務についても流動化の対象になることがあり得るのかと

いうことについてもお伺いできればと思います。 
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 〔 池尾分科会長 〕 お答えいただく前にもう少し御質問を受けたいと思いますが、

工藤委員、お願いします。 

〔 工藤委員 〕 ありがとうございます。質問というか、コメントなのですけれども、

いいですか。 

〔 池尾分科会長 〕 そうですか。 

〔 工藤委員 〕 論点に挙げられている特別業務なのですが、一般業務でも幅広い領域

に対応されている中で、特別業務というのはさらに深いリスクをとる案件だと思いますの

で、これはなかなか簡単なことではないと思っております。 

 予算というものはあるのだと思うのですが、案件は少しずつ積み上げていけばよいと思

いますし、逆に過度に目標化してリスク管理等に支障を来さないようにお願いしたいと思

います。 

 一方で、今の特別業務の対象範囲が狭いことが案件発掘の課題になっているのであれば、

これを広げていくということには異論はございません。日本企業の海外展開支援というこ

とが目的であれば、海外インフラ事業という指定をあえてする必要もないのかなと思いま

す。 

 一方、もう１つ、原田先生からお話があった特別業務の流動化ということ、後ほどＪＢ

ＩＣさんからお答えがあると思うのですが、我々民間金融機関からしますと、この特別業

務についても可能な限りＪＢＩＣさんと協調してリスク評価等のノウハウ蓄積を進めてい

きたいと考えております。 

 ただ、私ども民間がいきなりイーブンな立場で協調融資行になれるわけではないと思い

ます。特別業務というのはそういう種類の業務だと思っております。 

 ですので、例えばＮＥＸＩさんになるのかもしれませんが、 初は一部のリスクをカバ

ーしていただけるような枠組みがありますと、民間も特別業務の案件に参加しやすくなる

と思います。民間資金のさらなる誘発という観点で関係省庁の皆様で連携して御検討いた

だけるとありがたいと思います。 

 以上です。 

〔 池尾分科会長 〕 では、冨田委員。 

〔 冨田委員 〕 ありがとうございます。我が国の経済が人口減少の中で本邦企業の活

動が国内ではかなり限定されてきている中において、私は成長戦略の一環として、我が国

本邦企業の海外での事業展開、それを支援する活動ということの重要性というのは、その
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とおりだと思います。 

 そういう中において、今回リスクバッファの原資としての増額の要求というのが示され

たわけですが、先ほど来、何人かの委員も御指摘のように、これは必要なのだけれども、

同時にやるべきこととして協調融資、それから債権流動化といった御努力も当然前提の中

での要求だと思うんですが、そこらがどうなっているかということと、もう１点は、やは

りリスクをとるわけですから融資のスプレッドを拡大するとか、そういうこともリスクバ

ッファに代わる手段としてあり得ると思うのですが、そうした並行した努力ということが

この要求の中ではどのようになされているかということについてお聞きしたいということ

であります。 

〔 池尾分科会長 〕 それでは、今の各委員からの御質問・御意見に対するレスポンス

をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔 国際協力銀行内田経営企画部長 〕 まず債権流動化でございますが、幾つかの視点

で取組をしてございます。まず一番大きなところは、ＪＢＩＣに持ち込まれる融資案件の

特徴なのですが、やはり大きな金額になるということがございます。しかも長いものが多

いという特色がありまして、そこを支援していくことが、日本企業さんのニーズでござい

ますので、それに応えていく。 

 一方で、大きなものをやりますと、リスク管理上は与信の集中ということが起きます。

これをうまくリスクを切り離していくための１つの方法として債権の流動化ということを

考えています。 

 我々の金利は民間の銀行さんとの比較では相対的に資金調達コストも反映して安いわけ

ですが、安い価格で外に売りますと損が出るということになります。ですから設計上はポ

ーションを分けまして、３分の１は協調融資行さんと同じ金利、３分の２は優遇された金

利というような仕組みを、ある一定金額のもの以上のものについては入れまして、将来３

分の１を売っても実損が出ないというような仕組みを導入した上で、大型案件に取り組む

ということを2014年以降やってきたということでございます。 

 そういう仕組みを導入したものがこれだけございます。当初はこの仕組みに対してお客

様からの「ＪＢＩＣというのは金利が安いんじゃないのか」というような御意見もあった

のですが、お客さんのニーズは低コストということもあるのですが、大きな金額、長いも

のを我々のほうで御融資させていただいて案件を成立させること、これも大事なニーズで

ございますので、これにサスティナブルに応えるためにということでこういう取組をいた
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しました。 

 これが一番の主眼だったわけですが、副次的な効果としましては、民業の補完でござい

ますので、プロジェクトは一般的には立ち上げ時が一番リスクが高い、これが安定します

と先が見えてきますので、プロジェクトが完工したところのほうがリスクは下がっていて、

民間の銀行さんも入りたい、入りやすいというようなことがあると思っています。 

 そういう意味では、もちろん債権流動化の売り先として、大手の銀行さんが入ることも

排除していないわけですが、地銀さんにもこういうものに声かけをして、後からこういう

ものに入っていただけたらどうか、また、地銀さんを超えて、機関投資家もこういうもの

が買えたらいいのではないかというような２つ目の、後からの民業補完というか、そうい

うような視点も入れて取り組んでおります。 

 実際に、幾つかのプロジェクトが完工の状況に達しているものもあるのですが、売却に

行こうとすると、なかなかいろいろと支障がございます。まず機関投資家はうちの融資債

権を債権のままで持って管理をするということがなかなかハードルが高いので、まずは銀

行さんということになります。次は銀行さんで、特に地銀さんなのですが、やはり海外の

英語の契約書になかなかアレルギーが大きくて、買いたいのだけれどもちょっと慎重にな

るというような銀行さんも多くございます。我々としては、そういう銀行さんにもお売り

できるように、ニーズはございますので、プロジェクトファイナンスのセミナー・研修会

みたいなものを開く等の取組もしてございます。 

 それから売却時の支障としてハードルがあるのは、借入人であるプロジェクト、それか

らその親会社である日本企業、我々が入る意味というのはやはりプロジェクトの安定化、

そして現地ホスト国の政府との関係、こういうところの期待感が強くて、我々が出ること

を必ずしももろ手を挙げていいよというようなことではない部分もございます。そこは売

っている実績があるということが示すとおり、今、資産を回転していくというのは世の中

の一般常識なので、日本企業さんには理解を得てもらいながら、全部出るわけではないと

いうことで売っていくという努力もしています。 

 それから３つ目なのですが、これは冨田先生のお答えにも絡むのですが、市中行さんと

同じ部分の金利の部分を売るということは、ＪＢＩＣの運用利回りが下がるということで

すので、そこの部分を全部売ると採算への影響ということも当然出てきます。 

 ですから、まだまだなかなか売るのが難しいというのが事実なので、もう少し実績をつ

くっていくということが先なのですが、対象となるプロジェクトを全部売るということは
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採算との影響も考えながらやっていく視点があるというのが３つ目のポイントでございま

す。 

 それから、これに関係して特別業務での流動化なんですが、制度設計上はできないとい

うことではないのですが、工藤委員からも御発言がありましたとおり、かなり難易度が高

いものに取り組むのを特別業務としてございますので、大型案件が来た場合、仕組みとし

ては将来安定化したときに売っていくということは当然考えるべきなので、同じ制度設計

を考えていくのだと思うのですが、今はなかなか入り口では市中行さんは入りにくいので、

冨田委員からもありましたとおり、一緒にやるＮＥＸＩも細部のほうでリスク・テイクの

深掘りということを手当てしていただいていますので、これまで３件実績がある特別業務

ですが、輸出金融についてはいずれもＮＥＸＩの保険がついてございます。すなわち保険

つきのものを協調融資行さんはやっていますので、我々が売るときは、後から保険をつけ

るのはちょっと難しいので、制度上今はありませんので、だいぶ国の状況が変わったりと

かいうこととともに、売却ができれば売却していくということだと思うのですが、ロット

的にも今はそちらのほうはあまり想定をしていないということでございます。 

 これに関連して冨田委員からありました特別業務の協調融資行の考え方なのですが、こ

れもやはり我々民業の補完ですので、あくまでもＮＥＸＩの保険とか、それから国内の銀

行が難しくても海外の国際機関、ＥＣＡ、そのＥＣＡのもとで入る銀行、さまざまな民業

がありますので、これはやはり我々は他の金融機関とともにやっていくということを追求

するというのが基本的な理念でやってございます。 

 それからスプレッドについては、これは法令上もリスクに見合ったリターンをとるとい

うような制度設計になっていますので、これは一般業務も一緒なのですが、特別業務につ

いては法律でそれがはっきり書かれていますので、リスクに見合ったリスクプレミアムと

いうものをとっていくというような制度設計もしてございます。 

〔 池尾分科会長 〕 よろしいでしょうか。はい。 

 まだ議論したいことがおありかと思いますが、そろそろ時間なのですが、特にどうして

もというか、御発言があればお願いしたいと思いますが、特にということがなければ、こ

のあたりでＪＢＩＣに関する質疑は終了したいと思います。 

 本日質問できなかった項目等につきまして、後日事務局を通じて追加で出していただい

ても結構ですので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、国際協力銀行関係者の皆様には御退席をいただきます。どうもありがとうご
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ざいました。 

 

（（株）国際協力銀行 退席） 

 

〔 池尾分科会長 〕 それでは、次に「官民ファンドを巡る 近の動き」につきまして、

山本企画官より報告をいただくということにしたいと思います。 

 では、お願いします。 

〔 山本財政投融資企画官 〕 企画官の山本です。よろしくお願いします。私からは資

料２「官民ファンドを巡る 近の動き」について御報告いたします。 

 １枚お進みいただき、１ページを御覧ください。「官民ファンドを巡る 近の動き（報

告）」でございます。このページでは、現在、内閣官房で行われております、官民ファン

ド幹事会の動きについて報告いたします。 

 現在、官民ファンドは御覧のページの下部分の「参考」にありますとおり、13の官民フ

ァンドがあり、この中には財政投融資が出資している官民ファンドも含まれております。

これら官民ファンドは、いずれも民間資金の誘発、呼び水効果といったものを目的として

おりまして、そういった官民ファンドの運営状況の検証を政府一体として行う組織として、

各官民ファンドの所管大臣などから構成される「官民ファンドの活用推進に関する関係閣

僚会議」が設けられ、また、その下部組織として局長級で構成される「官民ファンドの活

用推進に関する関係閣僚会議幹事会」が設けられ、平成25年から検証が行われております

ところ、第12回幹事会会合が10月４日に開催されました。 

 第12回幹事会会合では、呼び水効果などに係る官民ファンドの活用状況の検証に加えま

して、「官民ファンドの運営に係るガイドライン」の改正について議論されました。この

ガイドラインは、官民ファンドにおける投資のための態勢や、投資実績の評価・開示など

について定め、各官民ファンドはこれに沿って運営されることになっており、財投が出資

する官民ファンドの運営にも影響するものです。このガイドラインは、今回初めて実質的

な改正が議論されたものでして、詳細は後ほど御説明します。 

 また、このほか、第12回幹事会会合では、今年の６月に財投分科会でお取りまとめをい

ただきました報告書「今後の産業投資について」の概要を理財局から説明いたしまして、

各官民ファンドに周知を図ったところでございます。 

 １枚お進みいただきまして、２ページ、「「官民ファンドの運営に係るガイドライン」
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の改正」を御覧ください。今回の改正内容ですが、左部分にあります１．ＫＰＩの見直し、

２．情報開示の充実、３．ＥＳＧ投資とＳＤＧｓへの取組の推進、４．ガバナンスの強化

の４つが改正ポイントでございますが、本日は、２から４については説明を省略いたしま

して、１のＫＰＩの見直しについてのみ説明いたします。 

 ＫＰＩは、現在各官民ファンド毎に設定され、各官民ファンドが達成すべきパフォーマ

ンスの水準を定めた指標となっておりますが、指標の中にはその達成時期が、例えば官民

ファンドの設置期限とされており、中には10年以上先というのもあります。また各官民フ

ァンドの指標の数を見ますと３個程度と少ない官民ファンドもあれば、10個を超える官民

ファンドもあるといったこともありますし、各官民ファンドの指標の内容を比べてみます

と、内容にばらつきがあるという点が課題とされております。 

 そのため、今回の見直しでは各官民ファンドの設置期限到来前、例えば３年ごとにマイ

ルストーンを置いて、目標達成の進捗を検証できるようにするとか、また、ＫＰＩの内容

について政策性と収益性をそれぞれ評価できるものとすると同時に、各官民ファンド間を

横串で比較できるように内容の共通化を図る、さらには指標の数を減らして簡素化する、

そのような方向性が幹事会において打ち出されております。 

 具体的な指標の内容ですが、御覧のページの右側部分の「ＫＰＩの具体的な見直し内容」

のボックスの２番目の項目にございます。政策性の指標の１つ目としては、民間資金の誘

発についての指標です。これまでの幹事会では、呼び水効果がどれだけあったのかという

過去の実績は検証しておりましたが、今回ＫＰＩを設定することで、呼び水効果について

今後目指す水準が目標として置かれるということになります。 

 それから政策性の指標の２つ目は、エコシステムへの貢献についての指標です。エコシ

ステムの構築につきましては、今年６月の「今後の産業投資について」でも御指摘をいた

だいているところでございまして、官民ファンドがエコシステムに貢献することはとても

重要なことだと考えます。具体的指標としては人材育成とか、民間企業や大学との連携を

数値化したものが考えられますが、どのような定量的な指標が適切かという点については、

さらに検討が進められる予定です。 

 続きましては収益性の指標でございますが、これは累積損益とされております。本日の

分科会で、後ほど４つの官民ファンドより、改革工程表2018に基づき、本年４月に策定、

公表された累積損失解消に向けた投資計画の進捗状況の報告がございます。これら４つの

官民ファンドは既に累積損益の目標を設定していますが、他の官民ファンドについてもこ
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れと同様のものとすることが考えられます。 

 以上がＫＰＩについての議論の御紹介でございます。今回の幹事会の議論では、見直し

の方向性について議論がなされましたので、今後、この方向性に基づき、各官民ファンド

が個別のＫＰＩの見直しを行い、年内には大枠を決めて、来年度から新しいＫＰＩに基づ

き実際に評価を行うというスケジュールが見込まれております。 

 私からは以上でございます。 

〔 池尾分科会長 〕 どうもありがとうございました。 

 続きまして、本年４月に公表いたしました官民ファンドの累積損失解消のための数値目

標計画に対する進捗状況等について御審議をいただきたいと思います。関連します４つの

官民ファンド及びその関係省庁の担当部局の方が入室されますので、少々お待ちください。 

 

（（株）海外需要開拓支援機構、（株）海外交通・都市開発事業支援機構、 

（株）海外通信・放送・郵便事業支援機構、（株）農林漁業成長産業化支援機構 着席） 

 

〔 池尾分科会長 〕 山本企画官から御説明いただいた 近の動きも含めて、議論は

後にまとめてしていただくことにしたいと思いますので、お願いします。 

 そういうことで、まずは官民ファンドの投資計画に対する進捗状況等について、各官民

ファンドの御担当の方より御説明をお願いします。 

 繰り返しになりますが、委員の皆様方からの御意見・御質問については、全てのファン

ドの説明終了後にお願いしたいと思っております。 

 それでは、クールジャパン機構から資料に沿って順次、５分ずつくらいの目処で御説明

をお願いいたします。 

〔 経済産業省三牧クールジャパン政策課長 〕 経済産業省商務・サービスグループク

ールジャパン政策課長の三牧と申します。本来であれば担当審議官の島田から御説明申し

上げるところ、急な国会対応が入りまして、私のほうからクールジャパン機構の改革工程

表2018を踏まえた投資計画の進捗状況について御報告いたします。 

 本年４月に策定・公表された投資計画では、2019年度以降の毎年度投資額を181億円と

させていただいておりました。また2019年度の上半期の投資額の目安としては、過去の投

資進捗率の実績、30％程度を踏まえ、約54億円とさせていただいておりました。その中で、

2019年度上半期についてですが、新規支援決定案件が９件、合計195億円の投資に加えて
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既存案件５件に10億円の追加投資をさせていただきまして、合わせて205億円の投資をさ

せていただいております。結果として、本年９月末時点の投資の目安である181億円を上

回る投資をさせていただいております。 

 そのような状況ではありますが、引き続き新規案件の組成を進めるとともに、既存案件

のモニタリングと価値向上を強化することにより、機構の政策目的の実現と収益性のさら

なる向上に取り組むことが重要と考えております。 

 経済産業省としても、今後、投資計画と累積損益の状況について適切なフォローアップ

を実践しつつ、クールジャパン機構による政策目的の実現と収益性の両立に取り組んでま

いりたいと考えております。 

 引き続き、加藤ＣＯＯ兼ＣＩＯから御説明申し上げます。 

〔 海外需要開拓支援機構加藤専務取締役 〕 クールジャパン機構の加藤です。クール

ジャパン機構から現在の活動状況と今後の投資見通しについて御報告いたします。 

 三牧課長からも御説明しましたように、本年度上半期は205億円の投資を実行しており

ます。私からは当機構の投資の方針等について御説明いたします。 

 まず現在の活動状況ですが、資料の２ページ目の３に記載のとおり、昨年６月の経営陣

交代に伴い投資方針の見直しを行い、５つの投資方針のもと、戦略的案件発掘、モニタリ

ング、価値向上などに取り組んでおり、投資方針の各項目が軌道に乗ってきている状況と

考えております。 

 具体的には、投資案件の政策性と収益性を両立するため、事業実績を重視した投資を行

っており、新規立ち上げの事業のみならず事業基盤のある案件にも投資しております。ま

た海外需要動向に通じた現地パートナーとの協働を重視しており、彼らと組むことによっ

て現地の需要を踏まえた形で日本の商品・サービスの海外展開を進めております。 

 具体的には投資先企業の現地顧客ベースやマーケティングノウハウに基づいて日本の商

品・サービスを展開することで、シナジーを享受できるよう支援を進めております。 

 投資手法については、事業フェーズや投資先との協業形態に適した投資手法を柔軟に採

用しております。また、既存案件のエグジットについても、事業の状況をフォローアップ

しながら戦略的に検討・実行しております。 

 次に、既存案件の価値向上についてですが、市場開拓や協業先の紹介といったビジネス

マッチングは従来から行ってきたところでございますが、新たに投資先の企業価値向上に

向けた支援を行う体制を強化いたしました。企業価値向上担当は、主要な投資先に対して
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価値向上プランの実行を行い、時には投資先に常駐するなどして、投資先の価値向上のた

めの支援を着実に行っております。 

 このように、投資ステージに合わせて投資先の企業価値向上に貢献することで、政策的

意義の十分な実現と収益性を確保することを目指しております。現時点で案件のパイプラ

インは数百億円積み上がっており、また、新規の投資の相談も寄せられておりますので、

引き続き政策性・収益性の両面で意義のある案件を厳選しながら投資をしてまいります。

今後も投資計画を踏まえた着実な投資の実行と投資先企業の価値向上に努めてまいります。 

 以上です。 

〔 池尾分科会長 〕 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きお願いします。 

〔 国土交通省岡西国際統括官 〕 それではＪＯＩＮ、株式会社海外交通・都市開発事

業支援機構について御説明いたします。私は国土交通省の国際統括官の岡西でございます。

資料３－２に沿って御説明させていただきます。 

 ページをおめくりいただきまして、１ページ目を御覧ください。投資計画では、今年度

の上半期までに年度投資計画の額222億円の40％に当たります89億円の投資を行うことに

なっておりましたが、実績としては、その右にございますように、272億円の投資を実行

しております。既に年度計画額である222億円を達成しておりますが、今年度後半につき

ましても、引き続き案件形成及び既存案件の促進に注力し、さらなる投資実行を目指して

まいります。また、来年度以降につきましても、右下でございますが、本計画の達成に向

け、経済性や回収期間、事業分野等に配慮しつつ、新規案件の発掘に取り組んでまいりま

す。 

 次に、２ページでございます。今年度の投資計画につきまして、そこにございますよう

に上の段、青いところが上半期の９案件に対して合計271.7億円の投資を実施いたしまし

た。丸がついておりますのが新規案件への投資になります。それが158.2億円、そして丸

のついていないものが過去に大臣認可済みの案件に対する追加投資ということで113.5億

円になってございます。下半期、オレンジ色の下のほうですが、既に大臣認可済みの２案

件について、23.2億円の投資が実施されております。さらなる投資案件の積み上げ及び収

益性確保のため、事業が有するリスクを勘案しつつ、案件形成に取り組んでまいりたいと

思っております。 

 また、ＪＯＩＮは海外の交通・都市開発を支援対象にしておりますので、投資及び資金
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回収に大変時間がかかるものが多くございます。そういう意味では、案件投資後の事業の

建設段階、操業段階、それから財務状況等のモニタリングが重要と考えておりまして、客

観的・定量的なモニタリングをしっかり進めていきたいと思っているところでございます。 

 続きまして、３ページ目でございます。ＪＯＩＮ法の附則４条で５年ごとに見直しを行

うということにされております。法律の施行状況について、有識者からヒアリングを行っ

たり、検討を進めてまいりましたが、その結果を踏まえまして、我が国事業者の海外イン

フラ市場への参入を促進する観点から、四角囲みの中に記載する２点の取組を通じて、さ

らなる新規案件の発掘を進めていくことといたします。 

 まずは、１点目ですが、ＪＯＩＮはこれから、今、従来型の都市開発に加えまして、ス

マートシティ、そして公共交通指向型都市開発（ＴＯＤ）、そしてＭａａＳといった交

通・都市開発分野における新たな世界的な潮流に取り組むことが期待されているというこ

とで、これらを踏まえまして、今後ＪＯＩＮでは従来より実施している交通・都市開発事

業に加え、それらを支援するエネルギー、通信施設、水道、廃棄物処理施設、そしてデー

タ収集・分析、制御管理を行う施設の整備・運営・維持管理等についても、他の公的機関

とも協調しながら積極的に支援をしてまいりたいと考えております。 

 次に２つ目の丸ですが、都心部等において敷地面積の大きさに制約がある場合がござい

ますが、一方で敷地面積の大きさに制約がある中でも高い容積率を確保することができる

場合など、実質的に都市機能の増進が図られる規模の都市開発事業もございます。こうし

た都市開発事業についても、積極的に支援してまいると考えておりまして、そのため、国

土交通省令において制限が、おおむね5,000平方メートル以上と敷地面積は限られており

ましたが、この規模につきましてさらなる引き下げを行うことといたします。国土交通省

といたしましては、以上の取組を通じて今後成長を期待される海外の交通・都市開発事業

における我が国企業の参入を促進し、持続的な成長に寄与してまいりたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

〔 池尾分科会長 〕 ありがとうございました。 

 では、引き続きお願いします。 

〔 総務省巻口国際戦略局長 〕 総務省国際戦略局長、巻口でございます。本日は株式

会社海外通信・放送・郵便事業支援機構（ＪＩＣＴ）の投資計画を踏まえた進捗につきま

して、まずは総務省から資料３－３に基づきまして概要を御説明申し上げます。 
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 １ページ目を御覧ください。本年４月に策定・公表いたしました投資計画の進捗状況に

つきましてですが、上半期の計画額は達成しておりまして、下半期の計画額につきまして

も達成する見込みでございます。具体的に申し上げますと、上半期につきましては計画で

は６億円程度を投資することとしておりましたところ、既存案件に対して進捗に応じて約

８億円を追加融資しておりまして、計画額を達成しているところでございます。今年度末

に向けましては、年度計画額40億円の投資を目指すこととしておりますが、その達成に向

けては、次の２ページ目を御覧いただければと思います。 

 このページにありますとおり、本年10月、東南アジアを中心とした地域における光海底

ケーブル整備・運営事業に対して 大7,800万米ドル（約84億円）の新規の支援を行うと

いうことを決定しておりまして、本件に係る投資実行により計画を達成することが見込ま

れているところでございます。 

 ＪＩＣＴにおきましては、引き続き更なる投資額の上積みを目指して政策性と収益性の

両方に配慮しつつ、慎重に投資検討を進めていくこととしております。 

 今後の案件形成につきましては、次の３ページになりますが、通信・放送・郵便事業に

おける支援ニーズの多様化への対応を検討するとともに、ＪＩＣＴの認知度のさらなる向

上に努めることにより、案件組成を進めていく方針であります。 

 支援ニーズの多様化につきましては、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩなどの新たな技術・

サービスの急速な進展に伴い、ＩＣＴインフラや当該インフラを活用したさまざまなシス

テムへの需要の増大が見込まれていることを踏まえ、各国・各地域における多様な需要動

向や関係事業者の要望の把握に注力し、必要な対応を検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、海外における認知の向上につきましては、２国間・多国間の国際会合などの場に

おきまして、ＪＩＣＴの取組の紹介を行う、あるいはビジネスマッチングの機会を設ける

ことなどによりまして、外国政府や関係機関などにおける認知度向上や人的ネットワーク

の構築を推進し、さらなる案件組成につなげてまいりたいと考えております。 

 総務省としましては、ＪＩＣＴの投資検討状況をフォローアップし、引き続き投資計画

を着実に進捗できるよう支援してまいりたいと考えております。 

 総務省からは以上でございますが、ＪＩＣＴのほうから続けて御説明がございます。 

〔 海外通信・放送・郵便事業支援機構大道常務取締役 〕 ＪＩＣＴの大道でございま

す。ただいまの御説明につきまして、ＪＩＣＴから若干の補足をさせていただきます。 
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 ＪＩＣＴでは、今回の計画策定後も国内の主要なＩＣＴ事業者に対しまして、私どもの

支援の活用について役員をはじめ積極的に働きかけを行ってまいりました。ただ、先ほど

の御説明のとおり、まだまだ成立させることができた案件は少ない状況でありますが、特

に本年３月に欧州におけます電子政府事業に対する支援を行いましたことで、額も190億

円ということで割と大きな額の投資を行ったということもありまして、日本の企業の皆様

から幅広く御相談をいただけるようになったと感じております。 

 先ほど御説明のあった海底ケーブルの案件なども、こうした中で御相談をいただき、支

援決定に至ったものでございます。 

 今後の取組につきましては、引き続き主要ＩＣＴ企業、日本の企業の皆様との関係強化

を図るとともに、総務省の皆様とも協力をさせていただき、これら企業の支援に対する需

要の発掘を進めてまいりたいと考えております。 

 特にデータを蓄積処理するデータセンター、そしてそれらのＩＣＴ基盤を活用したＩＣ

Ｔソリューションなど、これまで支援してまいりました海底ケーブル等との相乗効果が期

待できるような事業、あるいは我が国の技術・ノウハウとシナジーが期待できる海外の技

術・ノウハウの取り込みに対する需要についても、重点的に発掘を進めてまいりたいと考

えております。 

 以上でございます。 

〔 池尾分科会長 〕 ありがとうございました。 

 それでは、引き続きお願いします。 

〔 農林水産省杉中食料産業局審議官 〕 農林水産省食料産業局審議官の杉中でござい

ます。資料３－４を用いまして、農林漁業成長産業化支援機構（Ａ－ＦＩＶＥ）について

御説明をさせていただきます。 

 まず、 初に１ページ目をお開きください。本年４月に策定・公表した計画でございま

して、本年度末までに110億円の出資を計画しておりますが、その進捗状況のフォローア

ップとして本年９月末までに投資計画額の30％である33億円の投資実行を目指すこととし

ておりました。しかしながら、本年９月末におけるＡ－ＦＩＶＥの投資実績は16億円にと

どまっております。目標が未達となった状況を踏まえまして、本年度末に向けてＡ－ＦＩ

ＶＥにおいては引き続き投資案件の発掘に努め、投資拡大に努力していくこととしており

ます。 

 また、農林水産省といたしましては、今後のＡ－ＦＩＶＥの在り方について抜本的な見
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直しを含めて検討を行いまして、令和２年度予算の編成プロセスの中で結論を出したいと

考えております。 

 続いて、２ページ目をお開きください。Ａ－ＦＩＶＥの現状と課題でございます。Ａ－

ＦＩＶＥは農林漁業者による地域に根差した6次産業化等の取組の支援を目的としており

まして、これまで全国で149件の出資を決定してきました。その大半は地域の案件でござ

いまして、地域の雇用、農林漁業者の所得向上等の農林漁業の成長産業化に貢献している

と考えております。具体的な数字を申し上げますと、出資先については全体の約85％に当

たる127件を５大都市圏以外の地域で組成しております。また、出資先企業の雇用は平成3

1年３月末で約4,000人、年間売上は約494億円となっております。地域に貢献するＡ－Ｆ

ＩＶＥの出資事例を一部でありますが、御紹介させていただきます。 

 過去のＡ－ＦＩＶＥの出資事例を御覧ください。左下のほうにある福島県川俣町のベル

グ福島ではワクチンの接種や接ぎ木により付加価値を高めた野菜苗を生産し、販売事業を

一貫して行うことで雇用創出が生まれ、東日本大震災の被災地復興に貢献をしております。 

 続いて、右のファームスズキを御覧ください。広島県のファームスズキでは、新しいカ

キの輸出に取り組む漁業者が養殖地に併設した外食店を運営し、観光客の誘致等による地

域の活性化に貢献をしております。 

 このように、Ａ－ＦＩＶＥが果たす政策的な役割というのは農林漁業者の活性化のため

に重要であると考えております。 

 次に収益性について説明をさせていただきます。Ａ－ＦＩＶＥの財務状況を御覧くださ

い。Ａ－ＦＩＶＥの平成30年度までの収益は、約12億円でございます。一方、費用で見ま

すと、平成30年度までに約105億円でございまして、累積損失は92億円を計上しておりま

す。なお、この92億円の累積損失を計上した原因でございますが、Ａ－ＦＩＶＥというの

は農林漁業者を主たる投資対象としており、投資回収フェーズまでの期間が非常に長いと

いうことで運営経費の支出が先行していると。それに加えまして6次産業化ということで、

出資１件当たりの金額が1.1億円と非常に小規模であり、加えて、これまで加工流通の業

務の経験に乏しい農林漁業者が新しく事業を立ち上げるということでございまして、いわ

ゆるハイリスク・ローリターンな投資分野ということでございまして、収益面から見た構

造的な問題があることが要因として挙げられます。 

 いずれにしても、農林水産省では９月末における投資目標が未達であったことを踏まえ、

Ａ－ＦＩＶＥに対して出資拡大に向けて必要な指導助言を行ってまいりたいと考えており
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ますが、同時にＡ－ＦＩＶＥの在り方について抜本的な見直しを含めて検討を行い、その

結果についてしかるべき時期に報告をさせていただきたいと考えております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

〔 池尾分科会長 〕 どうもありがとうございました。 

 それでは、議論に入りたいと思いますが、では、土居委員が早く退出されるので、先に

御意見をお願いします。 

〔 土居委員 〕 先に発言させていただくことをお許しいただきたいと思います。 

 御説明、どうもありがとうございました。私からは２点質問があります。まずＡ－ＦＩ

ＶＥについての質問なのですが、御説明があったように、実績が計画を下回る状況が依然

として続いているということですので、これは極めて問題のある状況だと思います。さら

なる投資拡大というよりも、むしろ店じまいを考えたほうがいいのではないかと。むしろ

心配なのは、ここで大きく既存の案件で毀損して損失が拡大するというようなことになら

ないようにしていただかなければならないと思うわけでありまして、無理に投資拡大をす

るよりかは、いかに損失を 小限に抑えるかということに注力していただきたいのですが、

何かそれについての方策があるかどうか、今、お伺いできればと思います。 

 それから２点目は、Ａ－ＦＩＶＥ以外の３機関についてですが、実績が計画を上回って

いるという点については評価したいと思います。ただ、１つ気になるのは、既存案件への

追加投資で実績がかなり伸びているという点であります。これは決して悪くは思わないの

ですが、もともと計画を立てていたときに、新規案件で計画を達成しようとしていたけれ

ども、ちょっと言葉が悪いですが、数字を、金額をうまく合わせるために追加出資したと

いうことでないことを願っていて、見込みがあるので追加投資をして、さらにより多く後

年に収益が還元されるように追加出資したということであるのか、どうなのか、そういう

ような確認を当然ながらしておられるのではないかと思いますが、何がしかの言質をこの

会合でいただきたいと。 

 追加出資に頼り過ぎてはいけないけれども、かといって見込みのある案件に追加出資す

るということは、今後の収益改善に対して重要な取組であると思いますので、その点につ

いて３機関にお伺いしたいと思います。 

〔 池尾分科会長 〕 土居委員から質問をいただきましたけれども、個別に質問をやっ

ていくと議論が整理できないので、まずは４機関に共通するような論点とか、官民ファン

ド全般にわたるような論点に関しまして御意見があれば、それを先にいただいて、その後、
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個別機関ごとについての質問に移りたいと思います。 

 それでは、全般に関わる議論ということで、川村委員、お願いします。 

〔 川村委員 〕 ４ファンド共通のことと、３ファンド共通のことがあると思うのです。

前者に関して言うと、やはり収益、損益の見通しを、この春、お立ていただいていると思

うんですが、向こう数年、どんどんダウントレンド、ですから毎年、来年も再来年も、今

年も損益がさらに突っ込みましたという話が多分出てくる。 

 そういう中で一方、世の中のメディアの誤解も相当あると思うのですが、損をすれば叩

かれるという、この向こう３年、４年、自ら叩かれる数字を出されているわけで、その辺

に対してのきっちりした説明というか、覚悟というか、それはちゃんとできているのかと

いうことが１つです。 

 それともう１つは、３ファンドに共通しているという点は、案件は積み上がっています

と。先ほど土居委員の御懸念の追加出資は当該ファンドについては小さいので、これは必

要だったと思うのですが、くれぐれもこの出したシミュレーションのつじつま合わせのた

めのと言うと、ちょっと変な言い方ですが、無理くり数字をつくるために何でもいいから

収益が上がりそうなものにお金を出すということは、他方で政策目的という非常に重要な

点があるので、これは忘れないようにしていただきたいという、２番目は意見です。 

〔 池尾分科会長 〕 では、原田委員、お願いします。 

〔 原田委員 〕 今日のお話は投資計画の進捗状況ということで御説明をいただいてい

て、春の時点の数字と今の時点を比較するという形で、Ａ－ＦＩＶＥさん以外の３ファン

ドは計画を上回る投資額を達成しましたということになっていますが、計画を上回る投資

を達成したということだけをもって議論するのもおかしな話でして、漠然としたコメント

になりますが、もう少し情報開示をしていただきたいというふうに思います。 

 こういう話をすると、大体ファンドだから個別案件の詳細は開示しないということにな

るんですが、例えばナンバリングをつけて資料回収をしていただいてもいいですし、議事

録から一部削除する形でもいいですので、もう少し具体的な数字などをお示しいただけれ

ばというお願いです。例えば今日の話ではないかと思いますが、全損案件などもありまし

たし、売却された案件などもあったかと思うのですが、そういった数字なども多分この場

では公開されていないのではないかと思いますので、もう少し具体的なところを今後何ら

かの形で回収でもいいですし、見せていただければというのが、この議論でいつも思うと

ころであります。 
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 先ほど土居委員から店じまいという言葉も出てきましたし、Ａ－ＦＩＶＥさんでは抜本

的な見直しという話もありました。メディア的には連携という名のもと、官民ファンドの

合併の話なども出てきたりしていて、このままうやむやにして解散してほしくないなとい

う点もありますので、今後何らかの形でもう少し具体的な数字の開示というものを考えて

いただければと思います。 

 以上になります。 

〔 池尾分科会長 〕 ありがとうございました。 

 では、冨山委員、お願いします。 

〔 冨山委員 〕 どうも、今日はお疲れさまです。御案内のとおり、私は元祖官民ファ

ンドの創業経営者なものですから、皆さんの御苦労度合いはよく分かっているつもりなの

で、その辺には改めて敬意を表したいのですが、何人かの委員が言われたことと被るので

すが、今回政策性と収益性というのが明確にアンド条件でやっていきましょうというガイ

ドラインができたことは、私は大変好ましいことだと思っていて、実は本質的にはこの問

題をめぐって１年前にまた、例の産業革新投資機構の問題で大立ち回りをやってしまった

ものですから、それはそれとして、改めて確認しておくと、結局、政策性と収益性という

ものが両立しないのであれば投資をしないのが正しいのです。案件をやらないのが正しい

のです。 

 それで、案件がなくなっていくのだったら、土居委員が言われたとおり、やめちゃった

ほうがいいのです。というのがこの政策に関する私の明確な信念でありまして、多分これ

は信念だけでなくて現実であります。 

 というのは、要は政策性があるから収益性を犠牲にするということになってしまうと、

何が起きるかというと、現実には安値でたくさんの案件をとることになります。要は収益

性を犠牲にすると、ディスカウントで下げるわけだから、高いバリエーションでバンバン

案件をとることになるわけです。これは明らかに民業圧迫です。その挙句に 後に大きな

損失を出すことになります。 

 逆に収益性追求で政策性がどうでもいいのだったら、単なる民間のファンドなので、国

がやる必要はないわけで、だからこれは、この官民ファンドというのは絶対にアンド条件

以外のところで活動してはいけないのです。 

 そのいろいろな歪みが、今出てきているのだと私は思うので、今回改めてその両案件と

いうのが明確に、これは多分財務省も頑張って耐えたのだと思うんですけれども、これは
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非常に好ましいことだと思っているので、ぜひともその路線でやっていただきたいと思っ

ているのですが、その脈絡でちょっとまた生々しい質問をしますが、産業再生機構という

のもありましたが、時々やはり政策的なお上の御意向と言いましょうか、どこかの御意向

でいろいろなものが来るんですね。こういうのを何とか助けてくれみたいな話が来るんで

すけれども、来て、「こんなのをやるのかな」みたいな案件が出てきちゃったりする危険

性は常にあるんですが、もちろん制度上それがすごく遮断されているようにはなっていま

すが、その制度上の遮断と実質的な圧力は別の問題で、直接社長さんとか、ＣＩＯとかに、

偉い人から電話がかかってきちゃったりするので、その辺のある種、悪く言うと政治的圧

力の遮断度合いというのは、今はどうなっているのか。 

 これは、だから一般政治家だけじゃなくて当然閣僚、場合によっては総理大臣も含めて

なんですけれども、あるいは事務次官とか、局長もそうかな、それは実際生々しくどんな

ふうになっているのですかというのを答えられる範囲で、要は遮断してくれればいいので

すが、相手が閣僚だろうがくそくらえとやらなきゃいけないですよね。これは皆さん御記

憶でしょうけれども、産業再生機構のときは当時の経産大臣と大喧嘩しました。ダイエー

問題のとき大喧嘩をして、大変なことになったんですけど、要は皆さんの組織はそういう

大喧嘩ができるようになっているのですか、あるいは皆さんはそういう覚悟があるのです

かという問いになります。 

〔 池尾分科会長 〕 質問はちゃんとテイクノートしておいてくださいね。後でお答え

いただきますので。 

 それで、まず冨田委員から、はい。 

〔 冨田委員 〕 ありがとうございます。ガイドラインの改正案としてお示しの中にガ

バナンスの強化という話があって、これからのガバナンスの強化の方向ですね。今日お話

を聞いていまして、モニタリングの話がよく出てまいりました。当然ガバナンスというの

はモニタリングを通じて具体化されていくことだと思います。で、それは具体的にどのよ

うなことを考えておられるのか。だからあまり細々したことまで言うと、また大変なこと

になってしまうので、結局はファンドから支援先、それから主務省とファンドとの関係と

いったことについて、何かここの強化と言えば済んでしまう話ではなしに、モニタリング

とは具体的にどういうふうになっているのかという話を少し伺えればと思います。 

〔 池尾分科会長 〕 では、工藤委員、お願いします。 

〔 工藤委員 〕 ありがとうございます。これは個別と言うより、どのファンドにもお
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伺いしたいこととコメントなのですけれども、例えばＡ－ＦＩＶＥの資料の２ページ目を

見ますと、非常に一般管理費が高いということを御自身でも書いておられます。１件当た

り１億円前後の投資を149件やっていらっしゃるということだったと思いますので、大体1

50億、160億くらいの案件を回しておられる中で、１年間の費用が30億円かかっていると

いうのは、非常に高いと感じます。 

 ほかのファンドについてはしっかり見られていなくて恐縮なのですが、やはりこの一般

管理費の内訳についてもう少し基本的な情報は可能な範囲で御開示いただきたいと思いま

す。その上でよく分析して課題を特定する必要があるのではないかと考えます。 

 私は中身を見せていただいているわけではないので分かりませんが、他の政策メニュー

あるいは政策金融機関と連携して、効率化していくという方向性もあり得るのではないか

と思っています。 

 また、一連の政策パッケージで見たときに、ファンドとして、また産業投資として、取

り組むべきところはどこなのか各ファンドの役割が前後のパッケージとシームレスにつな

がっていて、産業の役に立っているのか、というところを、省庁横断できちんと整理して

いく必要があるのではないかと思っています。 

 また一般管理費が高いという点について、このように複数のファンドを本当に立ててお

いたほうがいいのかということも、政策面ではそれぞれ大事な役割を負っておられるとは

思うのですけれども、少し考えてもいいのかなと思います。 

 また、今回、私が非常に面白いなと思ったのは、クールジャパン機構様のつくっておら

れる資料の３ページ目のところで、５つの投資方針をお書きいただいておりますが、これ

は簡潔にまとまっていて分かりやすさもあるので、今後ブラッシュアップいただければと

思います。ファンドごとに特徴はあると思いますが、こういったことをきちんと整理して

いくということも横展開できるのではないかと思いました。 

 ただ、一方で、ファンドとしてのキャッシュフローを重視する観点から、レイトステー

ジをやっておられるということですが、少し手堅い案件に投資するということになります

と、民間でもできるではないかという議論を想起いたします。重要なのはバランスだと思

っていますので、失敗も覚悟で深いリスクをとるということもお願いしたいと思います。 

 この観点から、キャッシュフローも大事ですが、やはり政策としての意味というのもあ

りますので、両方が叶えられるような形で取り組んでいただきたいと思います。 

 以上です。 
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〔 池尾分科会長 〕 どうぞ。 

〔 家森委員 〕 ごく簡単に。先ほどの御説明があった、官民ファンドの今後の見直し

において民間資金の誘発ということが大事な観点とされていました。先ほどの原田先生の

お話でも触れられた収益性を考えるとき、民間も資金を出していれば、少なくとも民間の

目が入った投資案件だと判断できます。そこで、一体どのくらいの民間資金が誘発されて

いるのかが、このデータ一覧の中にあるといいと思いました。 

 以上です。 

〔 池尾分科会長 〕 それではお答えいただきたいと思いますが……。 

〔 土居委員 〕 すみません。私は残された時間が限られているので、Ａ－ＦＩＶＥか

ら御回答いただいて、全部の回答を聞けないと思いますので、お願いします。 

〔 池尾分科会長 〕 じゃあ、一応数字的に実績を達成されている３機関については後

で伺うとして、Ａ－ＦＩＶＥに関して政策性はあるとしても収益性が伴わない状況ではな

いかと。そうすると官民ファンドという形で行うべきではなくて、もっと伝統的な補助金

とか、いろいろな政策でやるべきことで、政策性があるからといって正当化はされないと

いうことだと思いますので、そのあたり、抜本的な見直しを予算編成中にやるというお話

でしたが、もう１度そこを補足いただけますか。お願いします。 

〔 農林漁業成長産業化支援機構高橋取締役専務 〕 Ａ－ＦＩＶＥの取締役専務の高橋

でございます。冒頭少しだけ数字的なところを補足させていただきたいと思います。 

 先ほど資料で申し上げましたとおり、今年度９月末までの投資済み実績16億円というの

は目標未達でございまして、それは我々も反省するところでございます。 

 その後の進捗状況について、若干補足させていただきますと、投資済みまで至ったもの

は16億円で現時点でも変わりませんが、その後、会社として農林漁業成長産業化委員会な

どにかけて支援決定した案件が積み上がってございまして、現時点までで６件で約34億円

積み上がってございます。これが年度後半、順次実際の出資に至っていけば、16億円と合

わせまして現時点で50億円くらいのところまで目処がついているという状況でございます。 

 もちろん年度末目標は110億円でございますので、まだまだ高いハードルではございま

すが、その後の案件も、もちろん政策性なり収益性をきちんと判断した上でございますが、

積み上がっていっている状況について若干補足させていただきます。 

〔 農林水産省杉中食料産業局審議官 〕 土居先生の質問、あと工藤委員の質問等にも

関連しますが、特にＡ－ＦＩＶＥについては投資の１件当たりの額が非常に小さいと。こ
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れは特に6次産業化というところに重点を置いた投資出資を行うという業務にしていると

いうことですが、出資案件の額が小さいと、どうしても一般管理費等のほうが上回ってい

て、収益を上げにくいという基本的な構造があるということでございます。 

 そのようなことも踏まえまして、そもそも農林水産業の成長産業化、あと農村における

雇用の拡大というのは、投資分野として6次産業化ということに重点を置いていることが

適切なのか、もしくは既存の農業関係との連携の在り方等も含めまして、全般的な見直し

というものを行いたいと考えております。 

 その内容については、まだ御報告できる環境ではないのですが、できるだけ早期に見直

しの方向について報告をしたいと考えております。 

〔 池尾分科会長 〕 少し後知恵的な批判になるかもしれませんが、おっしゃっている

構造的問題というのは、スタートする前から分かっていたような問題ではないかという気

がいたしますので、申し上げたように後知恵かもしれませんが、だから本当に抜本的な見

直しに取り組んでいただくことをお願いしたいと思います。 

 それでは、一応数字としては計画を上回る実績を上げられている３機関に関しまして、

原田委員からありました情報開示については、今すぐというのはちょっと難しいと思いま

すので、追って事務局を通じてできる限り対応していただくということで。 

 内容的には１つは、量的には実績を上げていたとしても、その質ですね。中身で追加融

資に頼っている部分とかが多いとか、そういうことも含めて、クオリティがちゃんと確保

されているのかということについて、追加的な御説明をいただくということと、それから

冨山委員や冨田委員からありました、結局ガバナンスがちゃんと効いていて、政治的な介

入等からもきちんと遮断できるような、そういう運営体制になっているのか。そういうガ

バナンス面についてどういうふうな強化策、さらに強化していくということでしょうが、

どういうことが現状、それから今後想定しているのかという点について、３機関から手短

にお答えいただきたいと思いますので、まずクールジャパン機構からお答えいただけます

か。 

〔 経済産業省三牧クールジャパン政策課長 〕 クールジャパン機構については、既存

案件の出資というのはあまり大きくないですので、新規案件がかなり大きな比率を占めて

いますが、新規案件についてもしっかり新基準に基づいて、法律に基づいた基準で海外需

要開拓委員会で審査していますし、社外取締役の方も半数以上入っていただいて、しっか

り審議をしていただいた上で投資をしていると認識しております。 
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 ガバナンスのところですが、２年前に経営陣の刷新を始めまして、昨年度から社長とＣ

ＩＯもかわっていただいて、大臣や局長との意見交換会も定期的に開いておりますし、担

当レベルで言えば毎月しっかり意見交換をすることで、特に政策性のところ、国としてこ

ういうことをやってほしいというところは直接意見交換を頻繁に行っております。 

 その一方で、冨山委員から指摘があった政治関係とか、そういうものについては、クー

ルジャパンについてはかなり持ち込み案件も多い中で、しっかり社外取締役の方も入って

いただいて、そういうところは我々としてはしっかり遮断していると認識しております。 

 あとは我々の方針の中でレイトステージを投資しているところですが、我々は当然民業

補完というところをしっかり果たしていくという意味で、民間としっかり組むことで、民

間がとれないリスクをとっていくというところは認識して、収益性に走らないようにしっ

かり対応していると認識しております。 

 以上です。 

〔 池尾分科会長 〕 社外取締役を活用されているというお話がありましたが、取締役

会の構成とか、社外取締役の人がどれくらいの比重とか、どういうキャリアの人かとか、

ちょっと教えていただけますか。 

〔 海外需要開拓支援機構加藤専務取締役 〕 今、取締役は現状７名おりまして、２名

が社長の北川と私でございます。社外の取締役の方々は、大和総研特別理事の、こちらに

も先生としていらっしゃいますが、川村先生、それから元サントリーの執行役員の阿部先

生、それからＡ．Ｔ．カーニーの日本法人会長の梅澤先生、それから元資生堂顧問の岡澤

先生、それから弁護士の萩谷先生の５名になっております。 

〔 池尾分科会長 〕 ありがとうございました。 

 それでは、次はＪＯＩＮの方から、先ほどと同じ質問ですがお願いいたします。 

〔 海外交通・都市開発事業支援機構稲川常務取締役 〕 ＪＯＩＮの稲川でございます。

そうしましたら、幾つか先ほどの御質問に沿って御説明をいたします。 

 まず、実績が目標を上回っていて既存案件の追加出資が多いんじゃないかというお話で

すが、先ほどの説明で私ども上期は９件の実行をしていて、そのうちの５件が新規でござ

います。この新規だけでも上期の目標のほぼ２倍ほどの実績を積んでおります。既存案件

の追加出資という件ですが、基本的にはグリーンフィールドを中心に私どもは取り扱って

おりまして、事業の進捗・建設が進むとともに追加で資金を出していくという形をしてお

りますので、これは当初想定した、時期が少しずれるとかいうのはございますが、想定し
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た形の出資形態でございます。 

 続きましてガバナンスの件ですが、まず私どもも７名の取締役事業委員で構成しており

まして、そのうちの５名は社外取締役でございます。どんな方々が社外取締役をやってい

らっしゃるかというと、１人は元日揮の相談役をやっていらっしゃった竹内さん、あとは

日本経済研究所の代表取締役専務であられる蜂須賀さん、三菱ＵＦＪリサーチアンドコン

サルティングの常務をやっていらっしゃる桝谷さん、元三井住友カードの副社長をやって

いらっしゃった溝口さん、そして２名の常勤、社長と私の７名で構成しております。 

 実際に持ち込み案件につきましては、このメンバーで議論をして、特にお上からの圧力

がどのくらい遮断できているのかというお話ですが、私どもはほとんどの案件は民間から

の持ち込みでございます。したがいまして、民間から相談を受けた案件を中心に中で議論

をするわけでございますが、今お話し申し上げたように、外部の社外取締役の方々の目を

通してしっかりと案件一つ一つについて経済性、いわゆる収益性と政策性について議論を

していると、私どもはそういう認識を持っております。 

 すみません。先ほどの社外取締役で、もう１人、筑波学院大学の客員教授をやっていら

っしゃいます白田先生も入っております。先ほど説明を忘れました。 

 あとはモニタリングの話ですが、私どもは今まさに次期中期計画の議論をしておりまし

て、その中でやはり環境とかガバナンス、特にコンプライアンス、その辺は私どもの中で

しっかりと認識を今以上に、特に我々が取り扱っているのが海外のインフラ事業でござい

ますので、そこのところはよりしっかりと議論していくべきではないかという議論を中で

しております。 

 あと、投資をした会社、私どもは子会社の管理規程というのを設けておりまして、子会

社でどういった形の、例えば就業規則なり、ガバナンスなり、そういったものが進められ

ているかというのを、その規程に基づいてチェックするというやり方も今導入をしており

ます。 

 もう１つ、これは先ほど 後の御質問ということではないと思うのですが、民間資金の

誘発をどのくらいやっているかというのは、私どもはＫＰＩのほうでフォローしておりま

して、今手元に数字はないのですが、昨年度の実績ですと３倍近くの民間の資金の誘発と

いうことを実績として私どもは理解・認識をしております。 

 後に収益・損益、損すれば叩かれるという、こんな数字を出してきて、これでしっか

りした覚悟を持ってやっているのかというお話ですが、当然私どもは１日でも早く収益を
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上げたいということで、私どもの財務的な自立を目指してやっております。これは特に収

益面と費用面、両方に注意をして進めている次第ですが、特に収益性のほうは今年度、私

どもは設立して５年たちますが、ようやく配当収入が見込めるようになってまいりまして、

これでさらに来年、再来年、今までグリーンだったものがブラウンに変わり、事業が進ん

でくれば収入のほうを得てきて、それでできる限り私どもの費用のほうを賄っていくと、

そんなような方法でやっていきたいと考えております。 

 以上です。 

〔 池尾分科会長 〕 ありがとうございました。 

 それではＪＩＣＴの方。 

〔 総務省巻口国際戦略局長 〕 ＪＩＣＴについてでございますが、確かに今年度の計

画に対する上半期の実績については、ＪＩＣＴの場合は追加融資ということで目標をクリ

アしたという形になっておりますが、本件につきましては数字合わせでつくっているとい

うものではございません。光海底ケーブルの案件であり、その工事の進捗に応じて追加融

資を行うという形で、もともと計画していたものが出てきているということでございます。 

 また、実績について、ＪＩＣＴの場合はまだ案件が足りないということだと思っており

ます。今年度１件追加で新規での案件が決まっているということで、これで目標は一応達

成はしているのですが、さらなる積み上げについてもＪＩＣＴのほうで検討を、後ほど補

足があるかもしれませんが、進めているということでございます。 

 ＪＩＣＴの場合も情報通信のインフラの海外展開ということでして、当面はやはり損益、

赤字が続くというところはどうしても避けられないところではございますが、できる限り

収益性も上げるという形で努力してまいりますし、海底ケーブルなどのインフラにつきま

しても建設が終わった後の収益はきちんと見込んで、将来的には収益が出るという形で取

り組んでいるものでございます。 

 あとガバナンスの関係ですが、ＪＩＣＴにつきましても、支援の決定をしております事

業委員会のところで社外取締役の方を過半数にしております。詳細は後ほど補足していた

だきたいと思いますが、全部で６名のところ、社外取締役を４名という形で体制を組んで

いるところでございます。 

〔 海外通信・放送・郵便事業支援機構大道常務取締役 〕 ＪＩＣＴから補足をさせて

いただきます。既存案件、そして新規案件につきましては、今御説明があったとおり、上

期は追加融資ということになっておりまして、これは前回４月の場でも御説明いたしまし
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たが、私どもは３年やってみて、なかなか上期に新規案件ができていないという実態がご

ざいましたので、計画時もとにかく追加の部分は見込めるだろうということで上期を追加

融資ということで設定したものでありまして、頑張ったのですが、やはり上期には新規案

件は間に合わなかったというような状況でございます。 

 それからあと、ガバナンスにつきましては、私どもも本当に政策性はありながらも、や

はりリスクに対してリターンはきちんと押さえなければいけない、あるいは収益性は担保

するということで、先ほど御説明がありました社外役員を過半数とした事業委員会で徹底

的に議論をするということでございますので、政策性が高くても収益性がとれないだろう

というような判断に至ったものについては、総務省様とも御相談の上、「これはできない

よね」ということを意識を合わせるということをやってございます。 

 ６名の事業委員がおりますが、内訳としては社内が会長と社長、私は入っておりません。

それからあと社外が４名ですが、太田さんという総務省のアドバイザーもやっておられる

方、住商の執行役員をやられている中村さん、それからあと弁護士の三尾さん、それから

日本政策投資銀行の監査役をやられている栗原さんという４名の方が社外ということで入

っていただいて、議論をしていただいているような状況でございます。 

 基本的には私どももＪＯＩＮの皆様と同じで、日本企業の皆様の支援をするというのが

１つのミッションでございまして、そういう意味では過半をとらないということで、マイ

ノリティ出資というのを前提にしておりますので、やはり、いくら良い、政策性が高くて

「これをやろう」と言っても、日本の企業の皆様が経営判断でこれはやらないということ

になれば、いくらＤＤを詰めていっても、そこはやらないということになりますので、そ

のあたりはかなり民間企業の皆様の判断というところが大きいファンドということになっ

てございます。 

 それからあと、先ほどの民業の呼び込みということはどうなのかということで申し上げ

ると、今決定をしたばかりの海底ケーブルなんかの案件でも、非常にグリーンフィールド

の案件でございまして、何千キロにも及ぶ海底ケーブルを製造して、それを海に船で沈め

ていくと、そして海外において陸揚げをする、そうするとやはり大きな完工リスク、それ

からあと許認可リスク、そして本当に売れるのかというリスクを抱えている案件でござい

まして、なかなか民間企業の皆様だけでそのリスクは取り切れないということが多い状況

でございまして、そういうところで私どもは日本企業の皆様の御相談を受けてエクイティ

の投資をするということ、それをすることで民間の金融機関の方々にも入っていただける
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という、そういうようなある種呼び水効果というものを実現できているのではないかと思

っております。 

 長くなりましたが、以上でございます。 

〔 池尾分科会長 〕 ありがとうございました。 

 それでは追加で個別のファンド等について、より詳しく御質問等がありましたら、お願

いしたいと思います。渡部委員、お願いします。 

〔 渡部委員 〕 ありがとうございます。Ａ－ＦＩＶＥについては、もう皆さんおっし

ゃったのでやめます。それからＪＯＩＮですが、希望というか、実際の状況。やはり都市

開発含めて海外での非常に難しい案件、他国等を含めてコンピートの状況。それからもと

もと日本企業というのは総合力、総合コーディネートが下手というのが特徴で、部品は上

手ですが、全部云々しておいしいところを食べるというのは苦手なのが一般的なんですが、

先ほどの資料の中でも他のＮＥＸＩ等を含めて公的金融機関との協働・協調されていかれ

るというのは、うまくいっていますか、いませんかをお聞きしたい。 

 特に冨山さんとは違う意味なんですが、各省庁さんも分かれますし、その辺をうまくコ

ーディネートする、あるいはそれを持って他国の政府ときっちり交渉するみたいなものを

うまく回っているでしょうかというのが個別の質問です。 

 あとは個別ではなくて２点目の意見なのですが、皆様とはちょっとニュアンスが違うん

ですが、やはり官民ファンドはファンドですので、当然この収益性、こうなるのがこうだ

よねというのは合意して動いているはずなのですが、先ほどレイトステージで云々、で数

字がよくなっているぞというお話、これだとある意味では呼び水効果含めて、意味がない

というのは言い過ぎですが、官民ファンドにする必要があるのかと。極論ですが。 

 そこで、これは会長の仕事なのか、やはり官民ファンドというのはこういうものだと、

こういうのがあるんだよと、それから平たく言えば何打数１安打、２安打でもこうなるん

だということがあるぞという啓蒙と言ったらおかしいのですが、メディアの人も勉強して

いる人ばかりとは限らないので、むしろそうじゃないことをしゃべればうけるみたいな風

潮も若干あるので、やはり政策目的はこういうのがあるぞというもとで、収益というのは

こう出るぞというのをもう１度平たく、メディアに発信することが全体のためにはいいよ

うな気がします。 

 以上、２点でございます。 

〔 池尾分科会長 〕 それでは１点目に関しまして、コーディネーションはうまくいっ
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ているのかというふうな点について、いかがでしょうか。 

〔 国土交通省岡西国際統括官 〕 国土交通省でございます。御指摘のとおり、都市開

発とか、交通事業というのは向こうの政府とかとのコーディネーション、それから相手国

の関係企業とのコーディネーションが必須の事業でございます。そういう意味では日本企

業だけでできないケースも多々ございまして、そういう場合は相手国の企業、例えばフィ

リピンですと基地転換開発公社でありましたり、シンガポールのスバナジュロン、それか

らタイのアマタ社、インドネシアのシナルマス・ランドなど、海外の投資の企業とも連携

しつつ、また国内ではＪＢＩＣさんとも協調しながら対応しているというところでござい

ます。 

 まさに民間企業のほうも都市開発とか、交通事業になりますと、相手国政府の意向とか、

許認可が大変重要になってまいりますので、そういうところについてはＪＯＩＮが入るこ

とで、バックアップしている国土交通省もその事業に参加してサポートしていくという総

合力を使って案件形成をしているというところでございます。 

〔 池尾分科会長 〕 じゃあ、川村委員、お願いします。 

〔 川村委員 〕 これも意見なのですが、今まさに渡部委員がおっしゃった後段の点は

特段留意しておく必要があると思っています。官民ファンドが発足して六、七年経つ中で、

相当の経済部の記者でも低いレベルにとどまっているというか、あるいはあえて、私は

近思うのは確信犯だと思うんです。例えば「これは財政投融資です」、「産業投資です」

「原資はこういうもので税金とこう違います。だから投資につながるのです」ということ

を、おそらく私が自分で数えただけでも2,000回以上は説明しているのですが、翌日「税

金を」と、こうなるんです。 

 要するに税金を溶かしている。それは国会のいろいろな質問なんかを見て、その議員の

質問もそれに完全にそういうふうにビルトインされてしまっている。これは年金のように

強い誤解か、あるいは意図的な誤解か、どちらかなんです。そこは解かなければいけない

ので、各ファンドにおかれてはいろいろ努力もされていると思うんですが、まさに官民フ

ァンドにはこういう性格があってこうなんだと、別にそれは責任逃れではない、資金の性

格がこうなんだということを各主務官庁と一体になって、ぜひ啓蒙と言うと上から目線に

なってしまいますが、国民の御理解を頂戴する活動を積極化していただきたいと思うので

す。 

 おそらく政府機関というのは広報は もへたくそなので、逆切れされる可能性もあるの
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で、そこは多少予算を使っても、そういう世論に対してどういうアピールがいいかを知っ

ている専門家をリテインするとか何とかを考えつつ、政府全体、官民ファンド全体でこれ

に対応を考えていただく必要が強くあると思っています。相手はわざと誤解していますか

ら。 

〔 池尾分科会長 〕 冨山委員、どうぞ。 

〔 冨山委員 〕 １つは、インフラ系の、だからＪＯＩＮさんとＪＩＣＴさんのところ

で、先ほどの渡部委員のお話とちょっと被るのですが、これは全体的な今の世界のトレン

ドとして、この手のサービス領域というか、ビジネス領域って、猛烈な勢いである種の共

通アーキテクチャー化が進んでいて、いわば上位のアーキテクチャーサービスレイヤーの

もとでいろいろな個々のハードウェア、プロジェクトが動くみたいになっていますね。通

信もそうだし。あとは交通系とかもＯ＆Ｍ化していますから、多分日立なんかはそれを意

識してＬｕｍａｄａという、ある種上位概念を打ち出してやっているのですが、ここはず

っと、先ほど渡部さんが言われたように、実は日本の極めて弱いところで、気がついたら

そういうのは大体欧米に握られていて、今、その下で下請け的に仕事をするというパター

ンが多いですよね。 

 ここは私もすごく問題意識を持っているところで、だから願わくはなのですが、せっか

くこういう、ある種官民ファンドが出ていく価値がずっとあると僕は思っていて、できれ

ばちゃんと儲かる構造になりますので、かつ政策的にも日本の産業政策上、この後、これ

はひょっとすると、重電とか含めて、ほとんどの産業で日本のメーカーが下請けにされち

ゃう感じがあるんです。 

 なので、その辺の要は上位の、ハードに加えて、これは多分上位レイヤーはソフトにな

ってきますから、ハード・ソフトをある種融合した上位アーキテクチャーのサービスモデ

ルをつくって横展開していくような、そういった動き、実際やるのは日本企業だと思うん

ですけれども、そういった動きなり、多分ＮＴＴさんとか、日立さんとか、あるいはパナ

ソニックかもしれませんけれども、そういった発想とか動きとかいうのをお願いしたいと

いうことと、今はそういう発想というのか、あるところでやった、あるところの成功事例

を、ある種標準アーキテクトにして世界を席巻していくみたいな、そういうビジネスの展

開というのはあるのか、ないのかというのが基本的な、両者に対する質問です。 

 それからあと、これも先ほど渡部さんが言われたところと絡むのですが、私も実は同じ

ような期待を持っているのは、既存の民間の常識として「あんなもの儲かるわけないじゃ
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ん」的に思われているものだけれども、実は理論的に、あるいはグローバルに見たら儲か

るようなものって結構あるのです。例えば 近って、多分我々が再生機構でやった地方バ

ス会社の再生なんかはその典型なんですが、 近の事例でも、東京オリンピックの 初の

ころにいわゆる競技会場が税金の無駄遣いなんてとんちんかんな議論があって、世界の常

識としては、あれは絶対儲かるんですよ。で、バンバンコンセッションでローンとかが出

ているんですよね。だけどああいう議論になっちゃうんです。先ほど川村さんが言われた

ように、日本のマスコミってそういう書き方をするので、実はすごく儲かるんです。 

 多分横浜の国際競技場でのラグビーの決勝戦、あれは多分大黒字になっているはずだし、

一番分かりやすいのは東京ドームってすごくいい決算をしていて、今どんどん東京ドーム

の貸出料が上がっているので、巨人軍はあそこを出たいと思っているようなんですけど、

要はそれだけ儲かる。要は、本当は潜在的なすごい収益力を持っているのだけれども、ま

だ民間としてはトラックレコードがないので、意外と日本の民間は残念ながら、現状とし

ては私も人のことは言えないのだけれども、やはりリスク投資に対して日本の金融システ

ムは脆弱なので、どちらかというとローン型で行くので、したがってトラックレコードが

ないものにはなかなか応援が出てこないという実情があるので、むしろ私としては、これ

はお願いなんですけれども、そういう「実は儲かるんだぜ」という、それをむしろ先行的

に証明していただくと、官民ファンドの本当の呼び水効果って僕はあるような気がするの

で、それはお願いしたいと思います。 

 じゃあ、すみません。質問のほうだけよろしくお願いします。 

〔 池尾分科会長 〕 時間が迫ってきていますので、手短にお願いしたいと思いますが。 

 では、ＪＯＩＮの方から。 

〔 国土交通省岡西国際統括官 〕 まさに御指摘のとおりでございまして、都市開発の

ほうにつきましては割と標準の型というか、単純なんですが、交通につきましては大変難

しくて、我々も挑戦を続けているというところが本心でございます。 

 特に分かりやすい例でいきますと、高速鉄道などは世界中で新しい、各個々はそれぞれ

自分の国ではやっているんですが、それを海外に展開するということになりますと、これ

が大変巨額の投資になりますし、回収も難しいということで、日本のそういう新幹線とい

うノウハウを標準のアーキテクトとして売り込めるかという挑戦を今続けているところで

ございます。 

 そういう意味では、まさに今チャレンジ中でございまして、そういう意味では港などは
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割と民間の日本の企業の荷捌きの状況とかが大変効率がいいということで、ＡＳＥＡＮ諸

国などでは大変いい例として評価されておりまして、隣の国を見たよその国が「うちでも

やってくれないか」ということのお誘いがかかるようになってきていますので、港につい

ては徐々に効果が出ているのかなと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〔 池尾分科会長 〕 お願いします。 

〔 海外通信・放送・郵便事業支援機構大道常務取締役 〕 ＪＩＣＴですが、私どもも

今御指摘いただいたとおりのことを感じておりまして、常日ごろ日本のＩＣＴ関連のベン

ダーさん、あるいは通信キャリア等の皆さんと接点を持っているわけですが、私どももこ

れまで海底ケーブルとか、放送設備であるとか、そういう極めてハード寄りの重いインフ

ラを中心に投資を進めてきたのですが、やはり御相談いただく内容はだんだんそれらを使

った上位レイヤー、あるいはソリューション、そういったところにシフトしてきているの

を常日ごろ肌で感じておりますので、私どもとしてはまた総務省の皆さんとも御相談しつ

つ、そういうところにある程度軸足を移していけるようなことも考えていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

〔 池尾分科会長 〕 では、冨田委員。 

〔 冨田委員 〕 先ほどガバナンスのことについて御質問したのですが、私は、また川

村委員のお話も聞いた上で感じたことは、ガバナンスというか、結局官民ファンドは民間

では供給できないペイシェントマネーを供給するのだということで話がスタートしてきた

わけです。 

 だけど、今問われているのは、国民、有権者が果たしてペイシェントマネーを供給する

ことに対してペイシェントでいられるかどうか。で、そのときに我々は、この春までの議

論で明らかにしたことは、この累積損益のカーブがありますね。だから決して単年度予算

ではないのですよと、単年度で判断することではなしに、ある程度の期間で判断するのだ

と。そのときにこの累積損益ということの重要性を我々は議論したわけです。そのときに、

じゃあこの累積損益がこういう形になるかどうかは２つのことに依存していて、１つは投

資額であって、それが多い・少ないの議論は今日ございました。もう１つ、このときの前

提はＩＲＲがどうかということなんです。私はガバナンスというふうに申し上げたのは、

先ほど新規採択のときの社外取締役の重要性ということで、それはそのとおりだと思いま
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す。だけど、その新規の投資のときは、投資枠のことなんですが、モニタリングといった

ことは、ＩＲＲが当初見込んでいたことに対して大きく変わっているかどうかということ

について、きちんとフォローされているかどうかということも含めたガバナンスの重要性

ということで申し上げたわけなんです。 

 だから要は国民がペイシェントになり得るための御説明がやはり絶えず要るということ

だと思うのです。絶えずというのは別に頻繁にという意味ではなしに、そういうことはや

はり大事だと思うんです。それを申し上げたいです。 

〔 池尾分科会長 〕 ありがとうございました。 

 それでは、そろそろ予定の時間になりましたので、まだまだ議論したいところですが、

本日の質疑についてはこのあたりで終了とさせていただきたいと思います。 

 それで追加の御質問とか、追加の御回答については、事務局を通じて対応をよろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは４つの官民ファンド及びその関係省庁の担当部局の皆様には御退室いただきま

す。どうもありがとうございました。 

 

（（株）海外需要開拓支援機構、（株）海外交通・都市開発事業支援機構、 

（株）海外通信・放送・郵便事業支援機構、（株）農林漁業成長産業化支援機構 退席） 

 

〔 池尾分科会長 〕 繰り返しになりますが、本日御議論いただいた内容に追加して御

意見とか、御質問がありましたら、事務局までお寄せいただければと思います。 

 それから本日の議事内容につきましては、この後、事務局より記者レクをしていただき

ますということで、議事録につきましては、いつもどおり委員の皆様方の御了解をいただ

いた後、財務省のホームページに掲載ということになります。 

 それから次回の開催につきまして、事務局より説明がありますので、お願いします。 

〔 大関計画官 〕 次回は12月４日の開催を予定しておりましたが、総理からの経済対

策の指示を受けて延期とさせていただく方向で現在事務局において調整を進めております。

日程が決まり次第、改めて御連絡させていただきます。 

 また、11月８日に閣議決定された予備費使用に伴い、地方債計画の改定及び財政融資の

弾力追加となる見込みでございます。本件につきましては、持ち回りにて委員の皆様の御

意見を頂戴したいと考えております。別途御説明をさせていただきますので、どうぞよろ
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しくお願い申し上げます。 

 以上です。 

〔 池尾分科会長 〕 それでは本日は御多用中のところ御参集いただきまして、御熱心

に議論いただきまして、まことにありがとうございました。これで閉会とさせていただき

ます。 

１１時５８分閉会 


