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アジア経済新聞
マレーシア・タイ間に鉄道計画
２０１８年１月１日（月）№１ 創刊号

発行日 毎週月曜日（週刊）

鉄道整備計画が浮上
マレーシアペナン港～タイ南部ソンクラ港間
マレーシアの国際ペナン港とタイ南部のソンクラ港を結ぶ鉄道整備計画が浮上した。現地紙が伝え

alacca

た。マレーシアの企業が両港を結ぶ鉄道計画をタイ側に提案したもので、「実現化する可能性は十分に
ある」「計画が加速すれば早期に工事着手できる」と地元鉄道関係者の鼻息は荒いようだ。

マラッカ海峡経由せず、マレー半島縦断 ９時間に短縮
ルートは貨物の海上輸送でマ

アのポート・クラウン、タンジ

えられ、市民に強いインパクト

ラッカ海峡を経由しない、マレ
ー半島を縦断するルートが考え
られている。現地紙によるとペ
ナン・ソンクラ港間に鉄道が整
備されれば、これまでマラッカ
海峡経由で 9 日間かかっていた
ものが９時間と大幅に短縮され

ョン・プルパスの両港やシンガ
ポール港にも大きなメリットが
ある。鉄道は人やモノを運ぶだ
けでなく、沿線開発に極めて高
い効果をもたらすだけに、地域
経済が大きく上昇するのは間違
いないようだ。

を与えた。
同大使はこのプランについて
「両国政府代表が会合を持ち協
議する」と実現に向けた話し合
いがされたと言い、タイのプラ
ユット首相も「マレーシアが提
案しているペナン港・ソンクラ

ることも分かった。マレーシ
ア、タイの両政府も大いに歓迎
しており、全面的に支援する方
向で検討に入った、とされる。
タイ南部のソンクラ港は、ペ
ナンの北方約１９７キロに位置
する。ペナン港・ソンクラ港間
に鉄道が開通すれば、マレーシ

鉄道整備計画は、昨年９月末
にマレーシア企業のオーナーが
タイ政府に提案したことが始ま
りだった。タイのダムロン駐マ
レーシア大使が、このプランを
取り上げ、記者会見を行ったこ
とでマレー半島全域に情報が伝

港間の鉄道建設計画は大いに歓
迎している。両国は地続きであ
り、手を携えて経済発展に力を
入れていくべきだ。港湾間、国
境税関、相互投資など結びつき
をもっと強化すべきだろう」と
語ったという。

マレー半島横断「大運河」建設構想が再浮上？
以前から何度も浮かんでは消えているマレー半島を横断するクラ地狭に「大運河」を建設する構想が再び浮上？
している。タイ南部のマレー半島に全長 1,000 キロを超える運河を掘り、艦船や大型貨物船がマラッカ海峡を通ら
ずインド洋から南シナ海や太平洋に抜ける計画だ。今日まで何度も運河建設プロジェクトの実現可能性について、
調査が行われてきたが、荒唐無稽にも思える、この構想を実現化させるには、先はまだまだ遠いようだ。ただ、中国が
主導する「一帯一路」構想の中で運河掘削事業を実現させようとする議論が水面下で進んでいるともいわれ、実現
化する可能性は「決して低くない」（関係者）との見方がされているのも事実だ。
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日・タイ共同新幹線建設へ
バンコク～チェンマイ間全長 680 ㎞
日本とタイが共同で進める新幹線建設計画（バンコ
ク～チェンマイ間、約 680 ㎞）が 1 月にも明らかになる
見通しだ。日本側による事業性調査の最終報告書が昨

（約 380 ㎞）を着工したい考えを持っており、遅くても
同年 4 月までに着手する方針を固めている模様だ。バン
コク～チェンマイ間の総事業費は日本円で１兆 4,000

年 12 月中旬、タイ側に提出されたからだ。タイ当局は
2019 年にも第 1 期として、バンコク～ピサヌローク間

億円超の巨額が投資されるが、日本側は円借款などの
要望があれば協議していく立場をとっている。

第 1 期バンコク～ピサヌローク間を
タイ運輸省の運輸・交通政策計
画局のチャイワット局長は、まず第 1

ーズに位置付けており、「5 年以内

～チェンマイ全区間（全長約 680

には着手したい」意向のようだ。

㎞）は、約 3 時間半で移動できる

また、資金繰りのために高速鉄道

ようになるという。

期（フェーズ 1）として、バンコク～

計画の一部が官民連携（PPP）

北部ピサヌローク間（約 380 ㎞）

の枠組みで実施する方針で、バンコ

せており、バンコクと東北部ナコンラチ

を建設し、2025 年にも同区間を開

クを中心に主要都市のチェンマイを

ャシマを結ぶ 250 ㎞については、中

通させる方針だ。

結ぶ路線を並行して開発した後は、

国と技術面で協力して建設すること

南側のマレーシアまで続く高速鉄道

で合意している。

同局長は❶バンコク～ピサヌロ－
ク間❷中国と協力して進める中タイ
高速鉄道（バンコク～東北部ナコン

網を張り巡らす構想だ。
JICA によると、同区間をタイ国鉄

ただ、この計画は中国も関心を寄

「国土交通省インフラシステム海
外展開行動計画２０１７」には

ランチャシマ～ノンカイ）❸「東部経

（SRT）で移動すると、約 5 時間

ASEAN を主戦場として交通インフ

済回廊（EEC）」開発の一環、バ

かかるが、導入される新幹線だと 2

ラの大型案件を取り組んでいく方針

ンコク～東部ラヨーン区間を優先フェ

時間弱に短縮できる。さらにバンコク

が示されている。

バンコク～チェンマイ新幹線計画
駅

名

チェンマイ
ランプン
ランパン
シーチャナライ
スコータイ
ピサヌローク
ピチット
ナコンサクン
ロッブリー
アユタヤ
ドンムアン
バンスー（バンコク）

距 離
（㎞）
673

移動時間
（時間：分）

14

3：27
3：17
２：58
2：31
2：15
1：58
1：43
1：14
0：44
0：25
0：08

―

―

650
588
488
435
380
339
237
120
63

首都バンコクと北部の中核都市チェンマイ間に新
幹線を整備することで人の移動が多くなり、沿線開発
も推進される。タイ当局はバンコク～ピサヌローク間を
フェーズ 1 として段階的に整備する方針。
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ジャワ島横断鉄道年内着工へ
３月までに事業詳細決定
日本が調査協力しているインドネシアの首都ジャカル
タと東ジャワ州スラバヤ間（約 750 ㎞）を結ぶジャワ島

❷と❸の事業費を比較すると、スタンダードゲージは総
事業費がナローゲージよりも 30 兆ルピア（約 2,500 億

横断鉄道（準高速鉄道）建設で、同国のブディ運輸相
は「今年３月までに事業の詳細を決定したい」との目標
を明らかにした。現地紙が伝えた。JICA とインドネシア
技術評価応用庁（BPPT）の両機関がプレ事業化調査
を通じて提示した４つの建設方式案を検討している模
様だ。建設方式や資金調達などの詰めを行い、2018
年中の着工を目指す。

円）ほど高くなるが、速度はナローゲージよりも速くするこ
とが可能という。
総事業費は、JICA の調査で 99 兆ルピア、BPPT の
調査で 80 兆ルピアとそれぞれ算出しているが、同運輸
相は 60 兆ルピア程度を希望しているという。日本は円
借款供与の考えを示しているが、インドネシア側は、政府
負担の少ない官民連携方式（PPP）を主張しているよ
うだ。

同運輸相は❶既存線路の改修❷線路幅が標準より
狭い「ナローゲージ（狭軌）」単線の新設❸線路幅が

同運輸相は、また、ジャカルタ～スラバヤ間に最大で
23 カ所の停車駅を設置する計画を明らかにした。予定
地には西ジャワ州チレボンと中ジャワ州スマランが候補とし
て挙がっている。鉄道は最高時速 160 キロで走行する。
これもインドネシア側の条件だった。これまで 9 時間かかっ
ていたジャカルタ～スラバヤ間が 5 時間半で結ぶためだ。
インドネシア政府がジャワ島横断鉄道建設を日本に決
めたのは、昨年 9 月。一時は中国の参入を認めたが、

国際標準の「スタンダードゲージ（標準軌）」単線の新
設➍専用の複線建設―の４案のいずれかを検討してい
るようだ。❷と❸のどちらかを有力視しており、今年３月ま
でに１つに絞り込む。

日本に優先権を与えた。それまでは新路線の建設案など
も出ていたが、インドネシア側が最終的な方針を固め、４
つの建設方式案の中から 1 つを決める詰めの段階に入っ
た。

ホーチミン市都市鉄道（メトロ）、市人民委員会が延伸に同意
日本の円借款で建設中のホーチミン市都市鉄道（メトロ）１号線（同市１区ベンタイン市場～９区スオイティ
ユン）について、ホーチミン市人民委員会がこのほど隣接するピンズオン省とドンナイ省の南部２省が要請していた延
伸に同意したことが先月明らかになった。現地紙が伝えた。３省市が合意した路線ルートは、日本の経済産業省に
よる事業化調査（FS）に基づいており、ピンズオン省ビエンホア市までを結ぶ延伸区間 16 ㎞の整備に向けた調整
が今後、加速するとみられる。 経産省は延伸区間の事業費を 23 兆 4,690 億ドン（約 1,160 億円）と見積も
っており、1 号線建設を主導する日本企業にとっては「日本式メトロ」の延伸による商機の拡大が期待される。同省
の延伸案では、ホーチミン北東のスオイティエン駅から北に２㎞離れたデーアン町ビンタン地区に、まず分岐駅を整備
する。分岐駅からはミーフック～タンバン道路沿いに西に向けてティーアンを横切る３駅６㎞区間と北東方向にビエン
ホア市まで４駅８㎞を走る区間に分けられる。
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フィリピン南北都市鉄道事業で
OC グローバル 223 億円受注
オリエンタルコンサルタンツグローバル（本社：東京都
新宿区、社長・米澤栄二氏）は、同社を代表とする６
社 JV が昨年 11 月 28 日、JICA から「フィリピン国マロ
ロス～クラーク鉄道事業、延長約 70 ㎞」と「フィリピン国

円）を受注。また、先月 1 日にはフィリピン運輸省より
「フィリピン国南北通勤鉄道事業（マロロス～ツツバ
ン）、延長約 38 ㎞」の施工管理業務（契約金額
144 億円）を同社を代表とする 5 社 JV が受注した。

南北鉄道事業南線（通勤線）、延長同」の詳細設計
同社が先月 7 日に発表し、明らかになった。３事業合
調査（２事業パッケージ、契約金額 79 億 6,000 万
計で総額２23 億 6,000 万円を受注した。
たことから、マロロス～クラーク間の調
電気・通信・軌道システム、車両供
査を日本政府が行うことにした。
給。今年前半にも本体工事の入札

今年前半にも着工

南北鉄道事業南線は、マニラを
中心に南北約 170 ㎞に及ぶ鉄道
を一体的に整備する構想で、今年
前半にも工事着手される見通しだ。

全体区間はパンパンガ州クラーク
とラグナ州ロスバニョスを結ぶ約 170
㎞。6 社 JV はオリエンタルコンサルタ
ンツグローバル、片平エンジニアリン

が公示される予定。
土木工事は 2 つの区間に分けて
発注される予定で日本のゼネコン、
電気・通信・軌道システムと車両供

2022 年までの開業を目指してい
る。日本タイドの円借款が決定済み
で、日本企業の受注が期待される。
同線の整備は、同国のクラーク米
空軍跡地で計画されている「クラー
ク・グリーン・シティ開発（CGC）構
想を実現させるため、日本政府はマ
ロロス～クラーク間の鉄道整備を行

グ・インターナショナル、パシフィックコ
ンサルタンツ、東京メトロ、日本コン
サルタンツ、トーニチコンサルタント。

フィリピン国南北通勤鉄道事業
（マロロス～ツツバン）は、フィリピン
運輸省からコンサルタント業務を受

給には日本の商社と重電メーカーが
応札すると予想される。５社 JV
は、オリエンタルコンサルタンツグロー
バル、片平エンジニアリング・インター
ナショナル、トーニチコンサルタント、パ
シフィックコンサルタンツ、日本工営。
オリエンタルコンサルタンツグローバ
ルによると、マニラ首都圏は、人口

う意向を示していた。一昨年 10 月
に来日したドゥテルテ大統領に安倍
首相が同間の調査を行う旨を伝え
ている。
クラーク・グリーン・シティは、マニラ
中心部から北西に約 100 ㎞に位
置しており、クラーク米軍跡地の北
側 3 分の１を占める 9,450ha に

注した。同国運輸省通信省が事業
主体となって整備する。JICA が
2015 年 11 月に同区間を対象と
して、2,419 億 9,100 万円を限
度とする円借款貸付契約をフィリピ
ン政府と結んでいる。本邦技術活
用条件（STEP）が適用され、調
達条件は日本タイド。

1,300 万人を擁しており、急速な
発展と経済の一極集中で交通の混
雑が悪化の一途をたどっているとい
う。このためフィリピン政府はマニラ首
都圏の鉄道事業に力を注いでおり、
首都圏を南北に結ぶ総延長 178
㎞の鉄道事業を計画。同社は、こ
れまでに「南北通勤鉄道事業（マ

環境に配慮した災害に強い都市
を、140 億米ドル（約 1 兆
7,400 億円）の巨額を投じて開発
する。CGC 構想の実現にはマニラ
中心部までの鉄道敷設が課題だっ

5 社 JV は、高架・駅・車両基地
建設工事の施工監理を担当する。
駅は 10 カ所で、路線は高架と盛
土になる予定。車両基地が 1 カ所
含まれる。本体工事は土木工事、

ロロス～ツツバン）詳細設計」を実
施しており、同区間の施工監理を受
注。さらに北側マロロス～クラーク間
と南線（ソリス～カランバ間）の詳
細設計を受注した。

STEP を適用
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南北鉄道３事業 路線図
昨年 11 月 28 日に JICA より
「フィリピン国マロロス―クラーク鉄
道事業」（路線図の水色と青色
部分）と「フィリピン国南北鉄道
事業南線」（路線図の紫色部
分）の詳細設計調査を受注。
業務を受注したのは OC グロー
バル（代表企業）など 6 社から
成る JV。総延長 140km の左

記 2 区間について FS 調査、
基本設計、詳細設計を実施
し、車両調達や工事について入
札図書（案）の作成も行う。
◆◆◆
昨年 12 月 1 日にはフィリピン
運輸省から「フィリピン国南北通
勤鉄道事業（マロロス―ツツバ
ン）」（路線図の赤色部分）
の施工監理業務を受注した。こ
ちらも OC グローバルが代表企
業を務める JV が受注。この事
業は JICA の「STEP」が適用さ
れる。（地図出典：OC グロー
バル）
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シンガポールとマレーシアのクアラルンプールを結ぶ高速鉄道整備計画で車両や線路を
担う「鉄道資産会社」を決める国際入札が先月 20 日、公示された。日本のほか中国、韓国、
欧米の企業が関心を示しているが、事実上、日本と中国の争いになるとみられる。総開発費
が１兆 6,000 億円に上るといわれる巨大案件は一体どこの国が受注するのか、注目される。

マレーシア・シンガポール高速鉄道
鉄道部分入札開始 日本と中国 受注競争激化
この高速鉄道の計画は、マレー
シアの首都、クアラルンプールとシン
ガポールの間のおよそ 350 ㎞を１
時間半で結ぶもので、両国の政
府は 2026 年末までの開業を目
指す。このうち車両やレールなど鉄
道部分の入札を、先月 20 日か

入札に参加する企業と企業連
合は今年 6 月 29 日までに、シ
ンガポール側の鉄道インフラ関
連会社 SG・HSR とマレーシア
側の事業統括会社 MyHSR コー
プに鉄道資産会社に関する提案
を出さなければならない。

ら今年６月末まで行うと両政府が
出資する事業会社が発表した。
車両を含む鉄道システム一式
の設計・供給・保守などを担当す
る事業者を選定する。今年 6 月
29 日に入札を締め切り、今年末
までに優先交渉者を決定する。日
本は官民一体で新幹線システム

両社が提案で示された技術や
事業の採算性、持続可能性、価
格などを審査し、共同で今年末
までに契約企業を選定する。入
札案内の文書は、入札参加の方
法や入札参加に必要な技術や資
産管理などに関する最低基準を
示しているという。

の供給を狙う。
JR 東日本、住友商事、三菱
重工業、日立製作所の 4 社が軸
となるが、三井物産、清水建設、
大成建設、三井不動産、日建設
計、大和ハウス工業、NEC も参
加を検討している模様だ。マレー
シアとシンガポール政府は「より有
利な条件を引き出したい」とヨーロ
ッパなどにも参加を呼びかた。今月
23 日には、入札の説明会がクア
ラルンプールで行われ、どの国の企
業が参加するか関心が高まってい
る。

ール）❷バンギープトラジャヤ❸スレ
ンバン➍マラッカ❺ムア❻バトゥ・パハ
❼イスカンダル・プテリ－の７駅。シン
ガポール側が❶ジュロン・イーストの
１駅となる。

沿線開発が焦点
公示以来、各国間で受注競争
がすでに強まっているが、日本
が受注できるかは予断を許さな
い状況だ。とくにマレーシア政
府側が沿線開発に関心を示して
いるためこれに対応している。
鉄道整備だけでなく、沿線開発
をどうアピールするかが受注獲

高速鉄道は 2026 年末までに開
通する予定だ。クアラルンプールとシ
ンガポール間に高速鉄道を新設し、
最高速度は、時速 350 ㎞を想定
している。事業規模は未定だが、マ
レーシア～シンガポール間の国境に

得の焦点となる。日本国内を中
心に蓄積した沿線開発などノウ
ハウを付加価値として提案する
ことで、商談の競争力向上を図
るとみられる。
大和ハウス工業は、マレーシア、
シンガポールで戸建てマンションの
それぞれ開発実績があり、日建設

橋梁が建設され、シンガポール国内

計は、シンガポール駅周辺の公共

には地下路線が建設される可能性
があるという。ノンストップ列車ならク
アラルンプールからシンガポールまで
90 分で結ぶ。駅はマレーシア側が
❶バンダー・マレーシア（クアラルンプ

交通指向型開発（TOD）でノウ
ハウを持つ。NEC は顔認証のセキ
ュリティーシステムを海外展開して
いる。

2026 年末に開通
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ヤンゴン環状線近代化へ 新規車両６６両調達
ミャンマー国鉄 １月入札、信号も並行実施
ミャンマー国鉄は、ヤンゴン環状線の近代化計画について、車両
調達の入札を実施する。締め切りは今月 31 日の予定だ。また、同
国鉄は信号システム整備の入札も並行して準備している。締め切り
は今月末を予定している。
ヤンゴン環状線は、ヤンゴン市内を走る全長 45・9 ㎞の環状線。
イギリス政府が旧植民地時代に建設した。今回の計画は、老朽化し
た車両や信号などの更新・改修を実施し、近代化するもの。環状線
は一周にかかる時間を、現在の 170 分から 110 分に短縮し、運転
間隔も現状の 15～40 分から 10～12 分に改善する。
JICA は、2015 年 10 月 16 日、ミャンマー政府との間で 248 億
6,600 万円を限度とする円借款貸付契約に調印し、同環状鉄道の近
代化に向けて取り組んできた。調達案件は一般アンタイド。円借款
の対象は、全長 46 ㎞のうち 44 ㎞間における信号システムの更新
と新規車両 66 両（6 両×11 編成）の調達。土木・施設改修工事
（軌道、土木関連施設）は、ミャンマー側の負担で実施する。

円借款による対象事業は、
「デザイン・ビルド方式」（設
計・施工一括発注）を想定して
いるため、詳細設計は本体工事
の請負者が行う予定だ。
JICA によると、ヤンゴン環
状線（一周 46 ㎞）は、東京の
山手線（一周約 35 ㎞）と似て
おり、ミャンマー国鉄が管理・
運営している。現在、1 日 122
本の列車が運行しているが、駅
施設や機材、鉄道車両の老朽化
が進み、運行のスピード低下や
遅延、脱線事故などが発生して
いる。同市内の鉄道が占める割
合は１％程度と低く、利用者が
少ない状況だ。
老朽化めだつヤンゴン環状鉄道 JICA より

タイ政府はバンコク都市鉄道の
パープルラインの路線の延伸（約
23 ㎞）を計画している。既設のパ
ープルラインは 2016 年 8 月 6 日
に開業済み。今回の延伸計画は
PPP（官民連携）を採用し、今年度
に入札が公示される見通しだ。

紫のパープルラインが入った
車両（イメージ）

バンコク都市鉄道パープルライン
タイ政府 路線延伸へ 23 ㎞
PPP 採用

今年度に入札公示

既設のパープルラインは、バンコク北西部の郊外にあるクロンバ
ンパイとバンコク中心部のタオプーンを結んで運行している。さら
に今回の延伸ではタオプーンから南方へ伸ばし、ラートプーラオま
で結ぶ計画だ。昨年 7 月にタイ政府が延伸の事業実施について閣議
で決定済み。既存・延伸とも路線長は、それぞれ 23 ㎞で、延伸に
より全長がほぼ倍増する。既存路線の整備には円借款が供与されて
いるが、延長路線については、今のところ円借款の供与の予定はな
いという。既存路線は、国営のタイ高速交通公社（MRTA）が路線
や施設の保全を行い、民間会社のバンコク・エクスプレスウェイ・
アンド・メトロ（BEM）が運営を行う。「上下分離方式」が採用さ
れている。鉄道システムの整備は、現地建設大手企業が BEM から
元請けとして受注した。今回の延伸計画も「上下分離方式」が採用
される可能性があるが、評価はまだ決まっていない。
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JICA とインドネシア IIF
コーポレート・ファイナンス契約

イン
フラ
事業
促進

JICA は先月 11 日、ジャカルタでインドネシアのインフラ金融公社 PT. Indonesia Infrastructure
Finance（IIF）との間で、IIF が投融資を行うインフラ事業に対して、資金的なサポートを行うことを
目的に貸付契約を締結したと発表した。民間資金の動員を促し、ビジネス・投資環境の改善に寄与する
として注目されている。

IFC、ADB も出資
インフラ事業に特化した金融
機関である IIF は、インドネシ
ア政府主導でインフラ事業への
民間セクターの参画を促進する
ことを目的に、官民の共同出資

インドネシア国家開発計画庁
（BAPPENAS）は、2015 年か
ら 2019 年の 5 年間で計 5,519
兆ルピア（約 50 兆円）もの資
金需要が発生すると推計し、そ
のうち 30％は民間資金の動員
を想定しており、インフラ整備

で 2010 年に設立された。政府
金融公社である PT. SMI、国際
金 融 機 関 で あ る 国際 金融公社
（IFC）やアジア開発銀行、民
間金融機関である三井住友銀行
等が出資している。
設立から 7 年が経ち、高いイ
ンフラ資金需要を背景に、近年、

に対する民間投資への強い期待
が寄せられている

急速に出融資を拡大しているイ
ンドネシアは、安定した経済成
長を続けている一方、インフラ
の整備が追いついておらず、持
続的な経済成長を実現させるた
めには、十分な質・量のインフ
ラ開発を行うことが必要不可欠。

継続的に行ってきたが、融資を
行うことにより、同国の再生可
能エネルギーを含むインフラ整
備に対する民間資金の動員を促
進する。
これにより、ビジネス・投資
環境の改善、民間セクター主導

民間資金を動員
JICA はこれまでも、同国に
おけるインフラ整備をサポート
するために、円借款、技術協力
及び無償資金協力による支援を

による経済成長の加速化などの
効果が期待される。
また、日本企業の国際的プレ
ーヤーが同国のインフラ事業に
参入していくことの側面支援に
もなる。

現地通貨建て融資
今回の融資は、インドネシア
ルピア建融資を含む案件であり、
JICA 海外投融資としては、フ
ィリピンペソ建融資に次ぐ 2 件
目の現地通貨建融資となる。
インフラ事業は、収入が現地
通貨建てであることが多く、事
業が長期にわたることから現地
通貨建ての融資が有効であり、
IIF にとって今回の融資により
長期の現地通貨建て資金調達が
可能となるほか、為替リスクの
軽減等の効果が期待される。

【外務省発】先月 26 日（現地時間同日），ラオスの首都ビエンチャンにおいて，引原毅駐ラオス大使とカンパ
オ・ウーンタヴォン外務副大臣との間で，8 億 3,700 万円を限度とする無償資金協力「タゴン灌漑農業改善計
画」に関する交換公文の署名が行われたと発表した。この計画は，ラオス政府が，ビエンチャン特別市サイタ
ニ郡タゴン地区において，老朽化した既存のポンプ灌漑施設を改修するための資金を無償にて供与する。
ラオスにおいて，農林水産業は GDP の約 21％を占める主要産業であり，ラオス政府は灌漑システムの近代
化を通じた米の生産性の向上を優先課題の一つとしている。この計画により，タゴン灌漑の乾期における灌
漑面積が，2016 年時点の 282 ヘクタールから 2022 年（事業完成 3 年後）には 400 ヘクタールに増大し，米の
生産量が約 1,200 トンからその 2 倍まで増加することが見込まれる。タゴン地区の農業基盤の整備をはかるこ
とで，ラオス政府の重点政策である商業的農業への移行を推進し，ラオス全体の農業の発展に寄与すること
が期待される。
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●日本政府、2018 度財政投融資計画規模 14 兆 5,000 億円
日本政府は、先月 18 日、2018 年度財政投融資計画の規模を 14 兆 5,000 億円程度とする方針を固めた。
17 年度当初計画比約４・２％減で、２年ぶりの減少。国土交通省が追加要求を表明した大都市圏の高速道路
整備に１兆 5,000 億円の財成融資を活用することが盛り込まれ、8 月に締め切った。財投要求額（14 兆 1,037
億）からは上積みされた。
麻生財務相と石井国交相が先月 18 日の閣僚折衝で財投を活用した高速道路整備を進めることで合意。渋滞
緩和による輸送の効率化のため、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や東海環状自動車道など大都市圏の環
状道路整備を加速させる。このほか、18 度計画には、JBIC、JICA によるインフラ輸出促進、日本政策金融公庫によ
る中小企業の資金繰り支援などを盛り込んだ。

●サウジの海淡施設新設事業下水処理場新設に日本企業 7 社が応札か
サウジアラビアの水・電力会社（WEC）は、同国内における２件の海水淡水化施設の新設事業、１件の下水処
理場の新設事業について、事業件入札の関心表明書（EOI）提出企業を明らかにした。日本からは７社が入札へ
の関心を寄せている。今後、EOI 提出企業を対象に事前資格審査（PQ）手続きを経た上で本入札を実施。落札
企業は、サウジ政府が保証する長期売水契約（WPA）または長期処理契約（STA）に基づいて事業を運営する。

●ベトナム国会、南北間高速道路建設計画を承認
ベトナム国会は先月 22 日、南北間高速道路の 2017～20 年の建設計画を承認した。建設する総延長は 654
㎞、総事業費は 118 兆 7,000 億ドン（約 5,810 億円）。事業費の財源をどう捻出するかが懸念されていた。現
地紙が伝えた。建設区間は◇北部ナムディン省－北中部ハティン省◇中部クアンチ省－トゥアティエンフェ省◇中南部
カインホア省ニャチャン－南部ドンナイ省ザウザイ◇南部ティエンザン省とビンロン省をつなぐ第 2 ミートゥアン橋－になる。
建設には PPP 方式を用いる方針で、国会は年内に着工するのが望ましいとしている。

●ベトナム運輸省、政府に南北高速鉄道計画 FS 結果を 19 年に提出
ベトナムを縦断する南北高速鉄道計画について、ベトナム運輸省はプレ事業化調査（FS）結果を 2019 年に政
府に提出し、その後に国会の審議にかける。先月 22 日、現地紙が伝えた。ハノイ～ホーチミン市を結ぶ現在の統一さ
れた鉄道の軌間 1,000 ミリメートル（狭軌）に代わり、軌間 1,435 ミリ（標準軌）の複線を走る高速鉄道の建設
を検討する。承認されれば、20 年から 30 年にかけて需要が見込まれるハノイ～北中部ゲアン省ビン間、ホーチミン市
～中南部カインホア省ニッチャン間の 2 区間で時速 160 ㎞で走る路線を整備する。その後、時速 350 ㎞に高速化
する。高速鉄道の全面開通は 50 年以降となる。

●タイ政府

東部経済回廊開発計画具体化へ 官民で５兆円投資

タイ政府はタイ東部の総合インフラ整備計画「東部経済回廊（EEC）開発計画」の具体化を進めている。投資額
が今後 5 年間で１兆 5,000 億バーツ（約５兆円）を見込み、その８割を民間投資、２割を公共資金で賄う構想
だ。ウタパオ国際空港投資額は 2,000 バーツ（6,800 億円）◆高速鉄道建設同は 1,580 バーツ（5,372 億
円）◆鉄道複線化同は 643 バーツ（2,186 億円）◆レムチヤバン港同は 880 バーツ（2,992 億円）－など。
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