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マレーシア・タイ間に鉄道計画 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
 

IFC とミャンマー建設省 顧問契約を締結 
世界銀行グループの一機関、国際金融公社

（IFC）はこのほど、ミャンマー建設省とヤンゴン

市で計画されている高架高速道路の官民連携

（PPP）事業に関する顧問契約を締結したと

発表した。世銀グループのメンバー、ミャンマーの

ナイピディー氏が同国建設省（Ministry of 

Construction：MoC）とのアドバイザリーサー

ビス契約を締結、パブリック・プライベートヤンゴン

高速道路有料道路のパートナーシップ（PPP）

の取引を行うことで合意したという。MoCは、南

北高速道路有料道路プロジェクトの独占指導

者として IFC を任命し、専門顧問としてデュー・

ディリジェンス（資産価値評価）や民間建設業

者選定のための入札の実施などを担う。 

 

全長 20・5㎞を建設 
IFC によると、高速道路事業は全長 20・5㎞を建設

するもので、南側のヤンゴン港とティラワ経済特区、ヤンゴ

ン国際空港、同工業団地間を結び、ヤンゴン〜マンダレ

ー高速道路へと繋ぐ計画だ。 

南北ルートは交通渋滞が激しく、生産性が低下してい

ることや車両運行費の増加などで経済的損失が大きく、

コストを削減できるとしている。 

 「ミャンマーの持続可能な経済成長が市場と社会サービ

スへの国のアクセスを改善するため、インフラへの大規模な

投資、特に主要な輸送分野は、重要である」と同国の省

庁長官室長は述べている。さらに「IFC の PPP取引にお

ける豊富な経験により、プロジェクトが成功裏に実施され

れば、ヤンゴンで予定されている内外の環状道路の他の

セグメントを実装するモデルとして使用することができる」と

も語った。 

  19年初めまでに業者決定へ 

IFC によると、2019年初めまでに入札で開発業者を

決定し、2021〜22年の完成を目指す。民間の投資

分として約 3億 5,000~4億ドル（約 389憶〜44５

憶円）を見込んでおり、政府の設備投資負担を軽減さ

せる。道路は 2〜3年かけて建設される予定だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジア経済新聞 
２０１８年１月 29日（月） Vol.４  発行日 毎週月曜日（週刊） 

 ヤンゴン高架高速道路 PPP事業 

   

【国際金融公社】 
国際金融公社（IFC）は、新興市場における民間セクターに焦点を当てた最大のグローバル開発機関。世界

中の 2,000 を超える企業と協力し、資本、専門知識、影響力を駆使して世界の最も厳しい地域で市場と機会を

創出している。FY17 には、貧困を解消し、繁栄を促進するために、民間セクターの力を活用して、途上国向けに

長期資金調達で 193億ドルの記録を達成している。 
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マレーシアとシンガポールを結ぶ

高速鉄道建設に向け、23 日、両

政府が出資する事業会社の高速

鉄道資産会社が国際入札の説

明会をクアラルンプールで行った。

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、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

会社が発表しており、今回、入札

説明会を開いた。 

マレーシア・シンガポール間 高速鉄道 
 

 

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の供給を狙う。 

 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 コープに事業の提案を出さなければならない。 

 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 
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橋梁が建設され、

シンガポール国内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。 

スリランカのコロンボ港東コンテナターミナルの事業権入札が停

滞しているようだ。2016年 6月に事業への関心表明が公示さ

れ、日本の商社などが事業資格審査（PQ）に参加したが、

PQ の結果や入札の時期などは、未確認情報だが、まだ発表さ

れていないようだ。 

アジア開発銀行（ADB）は、2016年 2月に官民連携

（PPP）方式によりコロンボ港東コンテナターミナル（ETC）を 

整備するための助言業務（トランザクション・アドバイザリー・サー

ビス）に関する契約をスリランカ港湾局（SLPA）を締結した。 

このプロジェクトは既存の 400m の深水桟橋の操業を可能に

することや残り 800ｍの桟橋の設計、建設、資金調達、運営、

維持のすべてが含まれるという。ADBは 2008年に同港の防

波堤整備を支援するために３億ドルを融資している。 

JICA によると、日本は 1980年以降有償資金協力を通じ

て同港の貨物取扱能力の拡張に貢献してきたが、近年予想を

上回る貨物取扱需要の伸びに伴い、貨物取扱能力の不足が

顕在化し、深刻化していた。 （写真提供・JICA久野真一氏） 

 

 

高速鉄道資産会社 国際入札説明会 
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〇NEWS 拾い読み● 多維新聞 

2018 年 1 月 18 日、米華字メディア・多維新聞によると、シンガポール～マレーシア間高速鉄道で

激しい受注合戦が予想される日本と中国について、「共同受注」の可能性もあるとの声が出ている。 

 シンガポールとクアラルンプール間の 350 ㎞を結ぶ同高速鉄道は、車両や線路の建設業者の入札が

間もなく開始する。今年 6 月に入札が締め切られ、年内に受注業者が決まる予定だ。日本、中国、韓

国、欧米の企業が競争に参加するとみられるが、最終的には日中間の争いになるとの見方だ。 

 しかし、記事によると、日中両国は東南アジアの高速鉄道プロジェクトで競争を続けており、極端な

コスト圧縮や低利息の借款など悪性の競争に陥っている。このため、日中両国からは過度の競争をやめ

て協力をするべきだとの声が出ているという。特に日本が「一帯一路」構想への支持を表明して以降、

高速鉄道建設における両国の協力の可能性が高まったと伝えている。 

 一方で、「確かに『一帯一路』のインフラづくりにおいて、日中両国が協力する可能性や必要性はあ

る。ただ、高速鉄道の入札で協力する可能性は低いだろう」とも。「高速鉄道への投資は莫大なリター

ンが見込めるうえ、東南アジア開発を重視する日中両国が他者に譲ることは考えにくい」と指摘してい

る。 

 また、「日中間では技術の規格が異なっており、これも両国の協力を困難にしている」と指摘。「日

本の新幹線車両は世界最高水準の動力分散方式であるほか、材料の製造、冶金技術においても中国は日

本より全面的に劣っている。運営管理や緊急対応といった面でも両国には大きな差がある。 

そして最も重要なのは、中国は『一帯一路』実現に向けて自らの規格と技術で中国と東南アジアの高

速鉄道ネットワークを結びたいと考えているとのこと。そのため、規格が異なる日本の高速鉄道と『連

結』するのは難しい」と論じた。（翻訳・編集/川尻） 

                         ◆◆◆ 

◆多維新聞 米ニューヨークにある中国系の新聞。中国関連の時事を日本語で日本国内向けに報道

する中国情報サイトのレコードチャイナが記事を紹介。最近、マレー半島の高速鉄道計画が中国メディアでも

報道されていますが、日本のメディアとはまた違った見方で報道がされているようです。中国寄りの感はありま

すが、「こういう見方もあるんだなあ」と思い、敢えて掲載しました。 

                         

 

 

 

「一帯一路」協力でマレー半島高速鉄道 日中共同受注の可能性は 

上記の記事中で取り上げられている「一帯一路」。安倍首相は、先に開かれた国会での施政方針演説

の中で、一帯一路は、個別事業ごとに協力の是非を判断する考えであると述べた。中国と敵対するので

はなく、日中共同で新興国のインフラ整備をしていく。いわば雪解けすることへの期待感をにじませるよう

な演説だった。日本政府は「一帯一路」に協力し、中国企業と共同事業を手掛ける日本の民間企業を支

援することをすでに決めている。個別事業ごとに是非を判断するが、東南アジア、南アジア、中央アジ

ア、さらに中東、アフリカなど新興国でインフラビジネスを展開する上で日本企業にとってメリットは非常に

大きい。マレー半島の高速鉄道も「日中共同受注」の可能性はあるかもしれない。        （千原） 
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ヤンゴン・マンダレー間の鉄道整備事業が新たな段階

に入る。JICAはこのほど「ヤンゴン・マンダレー鉄道整備

事業フェーズⅡ」（有償勘定技術支援）に伴う詳細設

計調査を実施すると公表した。                

鉄道整備事業は、ミャンマーの第 1、第 2 の都市である

ヤンゴン、マンダレーを結ぶ既存鉄道のうちタングー・マンダ

レー間で老朽化した施設・設備を更新し、同路線を近

代化させるのが目的だ。 

JICA によると、同鉄道整備事業

は、早期に実施すべき優先度の高

いプロジェクトの 1 つとして選定され

ている。ミャンマー政府から要請を受

け、ヤンゴン・マンダレー間のうちヤン

ゴン・タングー間の準備調査を実施

する。同区間は、輸送施設や設備

を更新するのに伴い、2014年 9

月にフェーズⅠ第Ⅰ期の円借款契

約を締結している。フェーズⅠは詳

細設計調達が完了しており、現在、

コントラクター調達を進めている。 

ミャンマーの鉄道網の総延長は

6,072㎞。全路線はミャンマー国鉄

（Myanma Railways：MR）が

管理・運営している。幹線はイギリス

植民地時代にほぼ完成しているが、

その後も MR が新線・複線建設を

進めてきた。1990年代以降、延長

2,985㎞の新線が建設されており、

MR の年間投資額の大半が新線建

設に充当されたため、既存輸送施

設・設備の老朽化や摩耗が激しく大

きな課題となっている。 

ヤンゴン・マンダレー鉄道は、ヤン

ゴン・ネピドー・マンダレーを結ぶ重要

幹線（約 620㎞、複線区間）。

同鉄道がヤンゴン、バゴー、マンダレ

ーの 3地域には全人口の 37％の

1955万人（2014年）が住んで

いる。このため輸送需要が高まる一

方で、時速 40㎞と走行速度の低

下や運行ダイヤの遅延、脱線事故

などが発生するなど輸送サービスが

低下している。 

JICAは、1月 10日付で案件を

公示。コンサルタント等の選定には、

プロポーザル方式を採用する。プロポ

ーザル提出は、2月２日の正午ま

でとなっている。 

業務内容は、業務実施計画書

の作成や基本計画、詳細設計、フ

ァイナルレポートの作成など 16項目

にわたっている。契約期間は、3月

中旬〜2019年 9月下旬。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤンゴン・マンダレー鉄道整備事業フェーズⅡ 

JICA 詳細設計調査実施へ タングー・マンダレー間施設改修 

 

第２段階はタン

グー・マンダレ

―間で老朽化

した輸送施設

などを更新させ

る。 

列車の走行速

度の低下や遅

延が生じてお

り、輸送サービ

スの低下が課

題となってい

た。 
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東アジア・大洋州地域：域内成長率は、2017年の推定 6.4％から 2018

年は 6.2％に減少すると予測される。中国を除いた域内成長率は小幅なが

ら景気循環の好転を示すが、中国の構造的な景気減速がこれを相殺すると

見られるからだ。見通しに対するリスクは依然として残るものの、先進国が予測

を上回る成長を見せれば、域内全体の成長率も連動する可能性があるな

ど、以前よりもバランスが取れてきている。懸念材料としては、地政学的な緊

張の高まり、世界的な保護主義の台頭、世界全体での予想外の急激な金

融引締め、中国を含む大国における予測以上の大幅な景気減速が、域内の

見通しに対するリスクとして挙げられる。中国の成長率は、2017年の 6.8％

から 2018年は 6.4％に低下すると見られる。インドネシアの成長率は、

2017年の 5.1％から 2018年は 5.3％へと加速すると見込みである。 

ヨーロッパ・中央アジア地域：域内経済の成長率は、2017年の推定

3.7％から 2018年は 2.9％に減速すると見られる。域内東部では、一次産

品輸出国が原動力となり景気回復の継続が見込まれるが、一方で域内西

部では、ユーロ圏の景気減速の結果、成長が徐々に鈍化するだろう。政治の

不安定感の高まりと原油価格のさらなる落ち込みにより、成長率が予測を下

回る恐れがある。トルコは、2017年の 6.7％から、2018年は 3.5％に低

下すると予測される。 

ラテンアメリカ・カリブ海地域：同地域の成長率は、2017年の推定 0.9％

から、2018年は 2％に上昇する見込みである。一時産品輸出国を中心に

個人消費と投資が伸び、成長に弾みをつけるだろう。政治の不安定感の増

大、自然災害、米国の保護貿易主義の高まり、国内の財政状況の悪化など

が発生すれば成長軌道からの逸脱が懸念される。ブラジルの成長率は、

2017年の推定 1％から 2018年は 2％に上昇し、メキシコは昨年の推定

1.9％から今年は 2.1％に加速が見込まれる。 

中東・北アフリカ地域：域内経済の成長率は、2017年の 1.8％から

2018年は 3％へと大きく伸びると予測される。域内全体での改革の躍進に

弾みがつくと見られるほか、原油価格の安定に伴い財政状況の制約が緩和さ

れ、成長を後押しする。サウジアラビアの成長率は、2017年の 0.3％から

2018年は 1.2％に加速すると見られる。エジプトでは昨年の 4.2％から

2018年度は 4.5％に伸びると予測される。 

 

 

南アジア地域：同地域の成長率

は、2017年の推定 6.5％から

2018年は 6.9％へと加速が見込

まれる。引き続き堅調な消費や輸

出の回復、さらに政策改革とインフラ

改善の結果、投資も回復基調にあ

る。ただし、改革努力の後退、自然

災害、世界的な金融ボラティリティの

高まりが発生すれば、成長は鈍化し

かねない。インドの成長率は、

2017/18年度（4月 1日始まり

の 1年間）の 6.7％から

2018/19年度は 7.3％まで上昇

すると見込まれる。パキスタンは、

2017/18年度（7月 1日始まり

の 1年間）の 5.5％から、

2018/19年度は 5.8％に加速す

ると予測される。 

サブサハラ・アフリカ地域：域内成

長率は、2017年の 2.4％から

2018年は 3.2％に伸びると予測さ

れ、より大幅な成長の達成は一次

産品価格の安定と改革実施の如

何と見られる。一次産品価格の下

落、予想より大幅な世界的な利上

げ、累積債務への調整不適切など

があると経済成長が後退しかねな

い。南アフリカは、2017年の 0.8％

から 2018年は 1.1％とわずかに上

昇すると見られる。ナイジェリアは、昨

年の 1％から今年は 2.5％へと加

速が見込まれる。 

世界銀行 2018年、世界経済の成長率 3・1％まで上昇 
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JICA は 24 日、デリーにてインド政府との間で「ベンガルール上下水道整備事業（フェーズ 3）（第

一期）」を対象として 450 億円を限度とする円借款貸付契約（Loan Agreement: L/A）に調印したと

発表した。この事業は、インド南部カルナタカ州ベンガルール都市圏において、コーヴェリ川を水源と

する上水道施設と下水道施設を整備するもので、急増する水需要に対応する安定的な上下水道サービス

を提供する。 

 
水道施設整備が 
～～～～～～～ 
追いつかず水不足 
この事業の対象地域であるベ

ンガルール（注）都市圏は、イ

ンドのシリコンバレーと呼ばれ、

同国のソフトウェア産業の中心

地となっている。約850万人の

人口を擁しており、日本企業も

2017 年 3 月時点で 90 社が進

出している。 

同都市圏では急速な産業発展

とあいまって人口も増加、都市

圏が拡大しており、水需要が増

加し続けている。しかし、上下

水道施設の整備が追い付いてお

らず、慢性的な水不足や不衛生

な居住環境が課題となっている。   

事業はベンガルール都市圏か

ら約 70km離れたコーヴェリ川

を水源とし、浄水場や送水管を

整備し、給水量を増やすことで

増加する水需要に対応できるよ

うにする。 

また、配水網の整備を実施す

ることで、現在、上水道サービ

スを利用できていない地区へも

配水できるようにする。下水処

理場等も整備する。これらの整

備で産業の更なる活性化や住民

の居住環境の衛生改善などに貢

献することが期待される。 

 

人口増加と都市拡大 
～～～～～～～～～ 
水需要が急増 
ベンガルール都市圏では、

「バンガロール市上下水道整備

事業」（1996 年 1 月 L/A 調印、

貸付限度額：284 億 5,200 万

円）、「バンガロール上下水道

整備事業」フェーズ 2（第一期）

（2005 年 3 月 L/A 調印、同

419億9,700万円）、同フェー

ズ 2（第二期）（2006 年 3 月

L/A 調印、同 283 億 5,800 万

円）により上下水道整備を支援

してきたが、近年の人口増加と

都市圏の拡大で水需要が急増し

ており、更なる整備が必要とな

っている。 

このことから、今回フェーズ

3 として支援する。この事業に

かかる貸付資金は、浄水場や送

水管、配水池、下水処理場等の

施設建設及びコンサルティング

サービス（詳細設計、入札補助、

施工監理等）に充当される。 

    ◆◆◆ 

（注）同都市の名称は、2006

年にバンガロール（Bangalore）

からベンガルール（Bengaluru）

へ変更されました。なお、本事

業実施機関の名称には引き続き

旧名称のバンガロールが用いら

れています。 

 

 

   

ベンガルール上下水道整備事業 
 

JICA・インド政府 円借款貸付契約に調印 

 

 



 ASIAN ECONOMIC NEWS 7       
 

JICA は、24 日、デリーにて

インド政府との間で「ベンガル

ール中心地区高度交通情報及び

管理システム導入計画」を対象

に 12 億 7,600 万円を限度とす

る無償資金協力の贈与契約

（Grant Agreement: G/A）を

締結したと発表した。この事業

は、インドのカルナタカ州ベン

ガルール都市圏において、日本

の優れた技術である交通情報シ

ステムや信号制御システムなど

を統合した「高度道路交通シス

テム」（Intelligent Transport 

Systems: ITS）機器を導入す

ることで交通渋滞を緩和する。 

 

 

 

JICA・インド政府 無償資金協力 贈与契約 
この事業の対象地域であるベンガルール都市圏では、近年人口が

大幅に増加し、今後も堅調な増加が見込まれている。人口増加に伴

い市内の交通量も増加の一途を辿っているが、公共交通インフラの

整備が十分進んでいないことから交通渋滞が深刻な問題となってい

る。特に通勤時間帯には激しい渋滞が発生し、経済活動にも支障が

生じている。そのため、市内中心部では、既存の道路交通インフラ

を有効活用し交通渋滞の緩和を促進することが重要課題の 1 つとな

っている。 

 事業では、交通情報の提供、信号制御により渋滞等の交通問題解

決に貢献する ITS を導入し、既存の道路のキャパシティをより有効

に活用できるように支援する。これにより、通勤時間帯（午前 9 時

から 10 時）で渋滞が顕著な 7 カ所の交差点で最大渋滞長及び平均

渋滞長を 30%の短縮が見込まれるという。 

 

 

 

カンボジア・プノンペンの下水道整備計画が本格化する。プノンペン都では

JICA の支援で下水道整備の基本方針となるマスタープランが 2016 年 12

月に策定され、下水道整備が本格的にスタートしている。 

JICAは、今月 31日、プノンペン下水道整備計画をさらに進めるため、協力

準備調査（無償）案件を公示する。実施期間は 3 月下旬から来年 4 月

下旬まで。業務内容は、下水道施設計画、施工計画調査、さらに事業内

容の施工計画調査、準備調査報告書（案）など 15 項目にわたっている。

施設計画では下水処理場（5,000 立方㍍／日、前ろ過散水床法＝

PTF）、下水道管渠（約1・3㎞）、下水汚泥処分場などを計画している。 

JICAによると、プノンペンは急速な人口増加と都市化で汚水量が増大して

いる。しかし、下水道施設は未整備の状況にあり、同国は国家戦略計画

（2014－2018 年）において、プノンペンを含む大都市の下水・排水施設

の整備と維持を重点項目としている。同国は本邦技術である「前ろ過散水ろ

床法」の採用を決定している。現在、プノンペンの汚水は腐敗槽から開水路を

通って湖沼や湿地帯に流れ込み汚水が不完全なまま放流されている。                          

とくにプノンペン下水道計画が対

象とするチュングエック地区の汚水が

放流されるチュングエック湖は、面積

が 80％ほど減少し、水質が一段と

悪化している。 

 

 

 

また、処理区内の開水路を流れ

る汚水からの悪臭や排水不良で汚

水が溢れ、環境汚染を発生させて

いる。プノンペンが策定した「汚水対

策マスタープラン」（2035年が年次

目標）では、同湖が水環境の悪化

が最も著しい流域であるとし、下水

道設備整備の優先度が最も高いこ

とが確認されている。 

高度道路交通システム導入計画で 

JICA プノンペン下水道整備計画 協力準備調査（無償）実施へ 

急速な人口増加と都市化で汚染量が増大 

優先度高い地域で 

下水道設備を整備 
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 ●ホーチミン市の排水と排水システム改善に融資 
このプロジェクトは、ホーチミン市人民委員会とその政

府に対し、残りの流域における健全な排水と排水システ

ムの融資を行い、ベトナム南部の社会経済成長の基盤

を強化することを支援する。 

このプロジェクトの影響は、ホーチンミン市（HCMC）

の地表水質と排水能力の向上につながり、その成果は、

同市の主要集水域における排水と排水の回収と処理能

力の向上につながる。 

プロジェクトのアウトプットは、（ⅰ）既存の下水道シ

ステムをインターセプターでアップグレードする。（ii）暴風

雨と下水のための新しい独立した下水道管路システム、

先進の中央集中型廃水処理施設を建設する。（iii）

適切な設備と車両を備えた開発用汚泥および回収スキ

ームによる家庭浄化槽の隔離管理を強化する。 

同市はベトナムの経済活動の中心地であり、2014

年には国内総生産（GDP）の 27％を拠出している。

同市の成長は都市インフラへの投資と給水システムの改

善によって支えられてきたが、その発展は転換期にある。

内陸水路や河川の地表水質が急速に悪化し、公衆衛

生や環境への懸念が深刻化していることから、貧弱な排

水と排水システムはボトルネックになっている。 

HCMC では、国内の典型的なセクターの問題が最大

規模で発生している。（i）下水道の網羅率は 1997

年の 12％からほとんど改善されておらず、中央区域でも

50-80％のユーザー接続しかなかった。（ii）下水道網

は主に下水道と雨水の複合回収システムを使用する。

（iii）都市排水処理施設の 10％未満を処理する、

12 の既存排水集水域のうち 2 つだけが集中排水処理

場を有する。HCMC で供給される水のわずか 14％であ

る。（ⅳ）家庭の約 80％が依然として腐敗したタンクに

頼っており、多くは適切な敗血症の管理を欠いている。 

 

●スリランカ南部の道路網を改善、国道約 35㎞をリハビリ 
今回、提案された投資計画は、経済活動や社会活

動によって急速に増加する旅行需要に対応するために、

スリランカ南部の道路網の効率を改善するもの。南部高

速道路へのアクセスを提供する約 35㎞の国道をリハビリ

し、（ⅱ）約 40㎞を建設して南部高速道路を拡張、 

（iii）高速道路ネットワークと関連施設を運営する港湾

省の効率を改善する。 

南方高速道路の開発と運用は、スリランカの道路輸

送の輪郭を再定義している。南方高速道路の時代にな

る前の道路輸送は、道路容量の低い道路網、悪い道路

状況、交通速度の遅さでて特徴付けられいる。 

南方高速道路の開通により、政府は経済発展のため

の人や物資の移動を適切に支援する高速道路と国道を

結んだ幹線道路網を構築している。南方高速道路が成

功したにもかかわらず、（i）コロンボ市までの距離が比較

的長く、主要な旅客と貨物の交通の起源と目的地、

（ii）フィーダー道路の貧弱な状況、 （iii）高速道路

運転の限られた能力。 

投資プログラムは政府の業種目標に沿ったものであり、

旅行時間の短縮、コストの削減、安全性の向上など、経

済成長の促進を可能にする交通システムの確立。 

ADBは、ADB の国別パートナーシップ戦略（2012-

2016）において政府と ADB が合意したように、人や物

の移動のための国家間のつながりの改善のセクター成果

に貢献する。提案された投資プログラムは、当初、運輸

部門開発ファシリティとしての 2012-2014年の国運営

事業計画に含まれる。 

アジア開発銀行－ADB news 
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＜企画競争の事前公示＞ 

１．件名 

平成３０年度「質の高いインフラ投資」の理解促進に向けたアフリカ地域等におけるインフラシステム海外展開促進支

援業務（仮称） 

２．業務の概要 

国土交通省は、TICADⅥやサブサハラ・アフリカ 11 ヵ国（ケニア、エチオピア、モザンビーク、タンザニア、コートジボワー

ル、ナイジェリア、ウガンダ、ザンビア、ガーナ、マダガスカル、セネガル）において「官民インフラ会議」を開催するとともに、

我が国の「質の高いインフラ」を支える技術や経験等を情報発信等するため「アフリカ・インフラ協議会」において積極的

に活動しているところである。 

本業務では、これまでの取組を踏まえ、日本企業進出のポテンシャルが高いアフリカの２ヶ国（時期は５月と１月を予

定、対象国は未定）において、先方インフラ関係者（政府関係者、民間企業等）、本邦インフラ関連企業等の参

加の下、現地で官民インフラ会議及び相手国政府要人との会談等を開催し、我が国の提唱する「質の高いインフラ投

資」の理解促進を図るとともに、官民双方の関係構築、交流の促進、本邦インフラ関連企業の有する技術・ノウハウの

売り込み等を実施する。 

なお、上記２ヵ国での官民インフラ会議の開催に併せて、同時期にそれぞれ近隣国（１ヵ国）へ追加訪問し、相手国

政府要人との会談及びセミナー等の開催を予定している。また、官民インフラ会議等の開催に際しては、現地における

事前調査を予定している。 

３．公示予定時期 

平成３０年 2月上旬 

４．担当部署 

国土交通省総合政策局国際政策課 

電話０３－５２５３－８３１４ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜企画競争の事前公示＞ 

※内容については、現時点のものであり、公表後変更する場合があります。 

１．件名 

平成 30年度 中堅・中小建設企業等のＡＳＥＡＮ諸国への海外進出支援等業務（仮称） 

２．業務の概要 

我が国中堅・中小建設企業等の海外進出を支援するため、以下の業務を実施する。 

・対象国（ＡＳＥＡＮ諸国から２，３カ国）において、建設技術等の個別ニーズやビジネス環境、進出リスク等を

調査し、両国市場への展開可能性について分析する。 

・海外進出を考えている中堅・中小建設企業を対象としたセミナーを国内で開催する。 

・対象国への進出に関心を有する中堅・中小建設企業の訪問団を結成して派遣する。 

国土交通省 入札公告 
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・中堅・中小建設企業の海外見本市への出展等の広報方法を検討し支援する。 

・中堅・中小建設業海外展開推進協議会（ＪＡＳＭＯＣ）の総会を開催する（年２回程度想定）。 

３．公示予定時期 

平成 30年 2月下旬 

４．その他 

企画競争（土地・建設産業局） 
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