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　石油・ガスをはじめとする資源開発プロジェクトには、多くのリスクが伴い、かつ多額の資金を必要
とするため、複数のプレーヤーによる出資と融資の両面での資金調達が行われる。出資では、複数のス
ポンサーが出資する特別目的会社（Special Purpose Company：SPC）が設立され、このSPC向けに行わ
れる融資が一般にプロジェクトファイナンスと呼ばれるものである。本稿では、プロジェクトファイナ
ンスの基本的な考え方を説明するとともに、今後の資源開発プロジェクトに向けた課題を説明したい。

はじめに

プロジェクトファイナンスに
関する一考察

1. プロジェクトファイナンスとは

（1）概要

　プロジェクトファイナンスとは、特定のプロジェクト向
けのファイナンスのことを指し、返済原資を当該プロジェ
クトのキャッシュフローに限定し、かつ、融資に係る担
保の取得を当該プロジェクト資産に限定するファイナン
ス手法のことを意味する。主に資源・電力・インフラ分
野を対象とし、長期（おおむね10 ～ 30年）の経済耐用年数・
償却期間を必要とする大型設備向けの融資が適している。
このプロジェクトファイナンスは、プロジェクトへの出資
義務等を除けば、スポンサーへの融資返済の遡

そきゅう

及を要請
しないため、リミテッド・リコースファイナンス、または
ノン・リコース・ファイナンスとも呼ばれる。

（2）歴史

　プロジェクトファイナンスの歴史は、1970年代の北
海油田開発向けプロダクション・ペイメント（生産物支
払い）にさかのぼる。その後、1980年代にはLNGや銅
等の資源開発全般で主に途上国向けに拡大が進んだ。ま
た、1990年代に入ると、途上国での発電事業民営化（IPP）、
米国IPP発電向けプロジェクトファイナンスの興隆、そ
して英国Private Finance Initiative（PFI）に導入され、
電力・インフラ開発へと発展した。その後、2000年代
に入ると、太陽光・風力等の再生可能エネルギー案件向
けの応用が進み、小型開発案件にも導入が進んでいる。

（3）対象セクター

　プロジェクトファイナンスの対象セクターは、長期の
経済耐用年数と償却期間を必要とする業種が適切にな
る。このため、長期の需要と一定の収入が見越せる、以
下のようなセクターが検討の対象となる。

資源分野
①上流：石油・ガス開発
② 中流：パイプライン、LNG液化基地・受入基地、

LNG船、FPSO
③下流：石油精製、石油・ガス化学
④マイニング：銅、鉄鉱石、石炭等

電力分野
①ベースロード電源：石炭火力、ガス火力
② 再生可能エネルギー：風力、太陽光、太陽熱、地熱、

バイオマス
③送電網（中央）、配電網（地域）

インフラ分野
①経済・交通インフラ：鉄道、道路、空港、港湾
②社会インフラ：学校、病院、政府施設

（株）三菱UFJ銀行　豪州ストラクチャードファイナンス室　次長
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（4）特徴

　プロジェクトファイナンスは、しばし
ばその比較として、一般のコーポレート
向けファイナンスとの違いによって説明
される（表1）。一般のコーポレート（例
えばA社）向けファイナンスでは、A社
が複数の事業を行っており、借入金の返
済原資は特定の事業に紐

ひも

付いていない。
仮に、A社が既に事業1と事業2を営ん
でおり、新たに事業3を始めることを計
画しているとする。そして、A社は事業
3向けの設備投資資金を調達するのだが、
融資を行う金融機関は必ずしも事業3か
らのキャッシュフローに依拠する必要は
なく、事業1や事業2のキャッシュフロー
からの返済でも問題はない。また、万一
借り入れの返済が滞った場合の弁済の元
手となる担保についても、事業3に紐が
付かない資産（例えば、A社が保有する
不動産）に担保を設定することができる。
　一方、プロジェクトファイナンスの場合、スポンサー
によって設立されたSPCは、新たな事業3以外の収入源
がない。したがって、融資を行う金融機関は、事業3の
事業計画をさまざまな観点で分析し、長期の事業性を検
討するとともに、万一の場合に備え、SPCが保有するす
べての資産・契約に対して担保を設定する。ちなみにこ
の担保は、SPC向けの融資の場合、それぞれの資産単体
での資産価値には着目せず、SPCの事業譲渡（競売）によ
る資金回収を図るために必要な一切の資産・契約をまと
めて処分することを想定している。
　このように、プロジェクトファイナンスの場合、金融機
関は単一の事業からの返済に依拠するため、経営の自由
度や事業の柔軟性を縛るコベナンツ（covenants：約束）を
付加することになる（表2）。
　例えば、資産売却・追加借り入れ・担保設定
を行う場合、貸出金融機関の承認なく行うこと
はできない。また、事業の状況についても、定
期的に詳細な報告をすることが求められる。こ
のため、融資実行後も一定の制約がかかり続け
ることから、プロジェクトファイナンスを利用す
るデメリットもよく認識しておいたほうがよい。

（5）主要融資条件

　プロジェクトファイナンスの融資条件の違い
について見ていきたい。融資の際に検討される

主な条件は、①借入期間、②借入金額、③借入金利の3
点に集約される。

借入期間
　プロジェクトファイナンスの借入期間を決める大きな
要素は、通常、①製品引取契約の期間と、②プロジェク
ト所在国におけるカントリーリスクの許容期間、の二つ
に分けられる。
a. 製品引取契約の期間
　プロジェクトファイナンスのリスクの見立てについて
は、後に説明するが、主要なリスクの一つに「販売リスク」
がある。これは、当該プロジェクトから生産される製品
が当初想定どおりの量と価格で販売できるか否かのリス
クである。言うまでもなく、製品の販売代金は、長期融

表1 プロジェクトファイナンス /
コーポレートファイナンスの特徴

出所：三菱 UFJ 銀行資料に基づき作成

プロジェクトファイナンスとコーポレートファイナンスの相違点

種別 コーポレートファイナンス プロジェクトファイナンス

借入人 企業（A 社） 特別目的会社（SPC）

事業主体 借入人 主要スポンサー

返済原資 企業全体の事業収益 当該プロジェクト収益

担保 換金性／所有財産 当該プロジェクト資産

リスク分析 企業財務分析 事業リスク分析

スキーム図

銀行

融資 返済

事業2 事業3事業1

A社

銀行

融資 返済

事業3

SPC

表2 コベナンツの例

出所：三菱 UFJ 銀行資料に基づき作成

種別 内容

Affirmative Covenants
（肯定的誓約）

・決算書の一定期間内の提出
・建設・操業状況の定期的報告
・各種報告義務（重大事案発生時など）
・法令・環境規制・コンプライアンスの遵守
・必要な許認可等の維持
・Finance Document・Project Document の維持

Negative Covenants
（否定的誓約）

・配当制限 （Lock-up DSCR）
・追加借り入れ・保証の制限
・投資制限
・他の担保の制限
・重要な資産・権利等の売却・処分の制限
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資の返済に充てる収入源であり、これが想定を下回る場
合、融資の返済に支障を来すことになる。本事業からの
キャッシュフローのみに依拠するプロジェクトファイナ
ンスの場合、この「確からしさ」が最も重要な要素である
ことは間違いない。そこで、この販売予測性を確実にす
るために導入されるのが製品引取契約である。この製品
引取契約の内容は、セクターや事業によってさまざまで
あるが、おおむね以下の要素が含まれている。
　①長期の信用力を有する製品引取者（オフテイカー）
　②プロジェクトからの生産量の大半をカバーする引取量
　③ 製品を引き取らない場合でも代金を支払う、いわゆ

るTake or Pay条項
　したがって、プロジェクトファイナンスの融資返済は、
この製品引取契約の履行が前提となっている。このため、
借入期間はこの引取契約が有効に存在する期間を超える
ことは難しい。言い換えれば、借入期間は、製品引取契
約期間の長さに影響される。
b.  プロジェクト所在国におけるカントリーリスクの許

容期間
　プロジェクトファイナンス融資を行う金融機関は、そ
れぞれの事情に応じて、各国別のカントリー与信の基準

（与信総額や最長融資期間）を設定している。例えば、あ
る資源プロジェクトが新興国で計画されている場合、そ
の国向けの最長融資期間を超える融資は不可能な場合が
多い。その場合の解決法の一つは、国際協力銀行（JBIC）
や日本貿易保険（NEXI）などの輸出信用機関（Export 
Credit Agency：ECA）、石油天然ガス・金属鉱物資源
機構（JOGMEC）などの政府系機関、多国籍金融機関

（Multi-Lateral Agency：MLA）からのカントリーリスク
保証（非常保証・保険）を付保することである。これによ
り、カントリーリスク事案が発生した場合の融資返済不
能の場合は、信用力の高いECA、政府系機関やMLAに
よって代位弁済されるので、融資期間を長くすることが
できるのである。

借入金額
　プロジェクトファイナンスの借入金額は、プロジェク
トを実施するために必要な所要資金（プロジェクトコス
ト）に対する借入比率（デット・エクイティ〈Debt Equity〉
比率）で決まる。この借入比率は、一般的に60%：40%
とか70%：30%と言われるが、最初から決まった借入
比率が存在するわけではない。後述するプロジェクトリ
スクの精査を通じて、この比率は決まるが、とりわけ重
要な項目は、借入期間とデット・サービス・カバレッジ
レシオ（Debt Service Coverage Ratio：DSCR）の二つの
基準である。
　住宅ローンと同じで、借入期間が短くなるほど、毎回
の返済金額が多くなる。それに合わせて、プロジェクト
の収入（製品販売代金）も多くなればいいが、プロジェク
ト設備の生産量が決まっている以上、想定の製品価格を
引き上げない限り、プロジェクトの収入は増えない（ま
た、金融機関は簡単には想定製品価格の引き上げに同調
しない）。そうなると、借入期間が短くなった分だけ、
借入金額を減らすしかない。
　もう一つのDSCRは、毎回の元利金支払い前キャッシュ
フロー（Cashflow Available for Debt Service：CAFDS）

借入金額

元利金返済スケジュール　その1

Stress Case

Base Case

1.0x

1.2x

DSCR キャッシュフロー変動リスク 低い

借入金額

元利金返済スケジュール　その2

Stress Case

Base Case

1.0x

2.0x
DSCR キャッシュフロー変動リスク 高い

ストレスケースに合わせて
借入金額を調整

図1 DSCR と借入金額の考え方

（注）Base Case の CAFDS 水準が同じであっても、キャッシュフローの変動リスクが高い案件は、高い DSCR 水準が必要となる。
出所：三菱 UFJ 銀行資料に基づき作成
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に対する融資元本返済＋利息支払い（Debt Service）の比
率を意味する。例えば、ある月の収入が1,000万ドルで、
操業費用600万ドルを除いたCAFDSが400万ドルとする。
一方でその月のDebt Serviceが200万ドルであった場合、
DSCRは2.0倍（＝400万ドル÷200万ドル）となる。こ
こで、DSCRが1.0倍の時は、CAFDSとDebt Serviceが
同額で何とかぎりぎり元利金の支払いができる水準であ
り、1.0倍を下回った場合はデフォルト（default）となる。
このDSCRの水準は、プロジェクトキャッシュフローの変
動性（ボラティリティ：volatility）の大きさによる（図1）。
例えば、製品価格の量や価格の変動が大きい場合は
キャッシュフローの変動性も高いので2.0倍以上等の十
分なDSCRが必要となる。一方でキャッシュフローの変
動性がほぼないプロジェクトでは、DSCRは1.0倍に近
くなる（実際には、種々の不確定要因があるため、必ず
支払いが行われるファイナンスリースでない限り、1.0
倍になることはない。このため、1.2倍程度は必要とな
る）。
　この求められるDSCRの水準が高くなるほど、プロ
ジェクト収入に対するDebt Service（融資元本＋利息）
の割合が小さくなり、すなわち借入金額が少なくなる。
したがって、借入金額を増やすためには、できるだけ
キャッシュフローの変動性が少なくなるようにストラク
チャリング（structuring：組成）することが重要となる。
　また、もう一つ別の観点で借入金額に影響を与えるの
が、金融市場での当該プロジェクトに対するアペタイト

（appetite：融資意欲）である。大型の資源開発プロジェ
クトになれば、1案件で数兆円の融資を集める場合があ
る。その一方で、各金融機関の融資額の上限はおおよそ
決まっている（150億～ 500億円程度）ため、数多くの金
融機関を集める必要がある。世界中でプロジェクトファ
イナンスを扱っている金融機関はせいぜい30 ～ 50機関
程度と限定的で、そのアペタイトがさらに限定的であれ
ば、借入総額にも制約が出てくる。このアペタイトを左
右するのが、次に述べる借入金利であり、またプロジェ
クトリスクを少なくして金融機関のアペタイトを増やす
べく、保険やECA/政府系機関/MLA保証を併用した
りすることも多い。

借入金利
　借入金利の決定メカニズムは、プロジェクトファイナ
ンスに参加する金融機関で行われるシンジケーション

（syndication）の過程で、各金融機関が提示する金利水準
のうち、所要融資金額を満たすために必要な金利水準を

提示した金融機関の金利が、当該案件に参加するすべて
の金融機関に等しく適用される。
　その一方で、各金融機関が提示する金利水準にはばら
つきが見られる。これは以下の事情によるとされる。
a. 調達コスト
　プロジェクトファイナンスの主要プレーヤーは民間銀
行だが、銀行は預金や社債で資金を集めてプロジェクト
ファイナンスなどの融資を行う。したがって、ある金融
機関が預金や社債での調達コストが高い場合、そのコス
ト分を回収するために、貸出金利も他行と比べて高くな
る場合がある。
b. 目標リターン
　各金融機関は、その資本政策に基づき、事業年度ごと
の目標リターンを定めている場合が多い。その目標リ
ターンは、分子が貸出金利や付帯収益である一方、分母
は案件ごとのリスク比率を乗じたリスク・ウェイテッド・
アセット（Risk Weighted Asset：RWA）である場合が多
い。このため、各金融機関の目標リターンの設定によっ
て、同じ案件の同じRWAであっても、借入金利が異な
ることもあり得る。また、RWAは案件ごとのリスク率
によってアセット量が異なってくる。後述するように、
プロジェクトファイナンスのリスク分析項目は多岐にわ
たり、それぞれの金融機関が主観的に分析するため、同
一の案件でも異なる個別案件の格付けとなることは大い
にあり得る。その場合、格付けを低く見積もった金融機
関が同一のリターンを求める場合、RWAが大きくなる
ので、それに見合った高い金利が必要となる。
c. 類似案件とのベンチマーキング
　これは一般的に使われている手法であるが、同一セク
ターの同種案件に対し、過去に成約した類似案件の借入
金利をベンチマークとして、異なるリスクプロファイル
に応じて、金利水準を加減するものである。また、直近
の市場動向を反映させる方法として、主要なリスクの担
い手の社債プレミアムをベンチマークとする方法があ
る。例えば、比較的キャッシュフローの変動性の少ない
案件で長期のオフテイク（take or pay）契約を締結して
いるオフテイカーがいた場合、完工後のプロジェクトリ
スクのほとんどはそのオフテイカーの支払いリスクに帰
結される。そうした場合に、当該オフテイカーが発行し
ている社債やクレジット・デフォルト・スワップ（Credit 
Default Swap：CDS）のうち、オフテイク期間と同等の
残存期間の社債やCDSのリスクプレミアムをベンチマー
クとすることで、資本市場でのリスクプレミアムの値動
きが即座に反映されることになる。
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　本章では、プロジェクトファイナンスマーケットの概
要について、見ていきたい。

（1）市場規模の推移（図2）
　プロジェクトファイナンス市場は、1990年代以降、
ほぼ右肩上がりに成長しており、2016年の総組成額は
2,848億2,700万ドルと、20年前の1995年（253億2,600
万ドル）の約11倍の規模に成長している。この背景には、
以下の点が挙げられる。
　① 1990年代以降、新興国が目覚ましい発展を遂げ、

なかでも、中国の成長は著しく、同国の内需向け
にLNG、石油・ガス化学、マイニング関連インフ
ラなどの資源開発が進んだこと。

　② 先進国のインフラ開発で、新規案件向けのPublic 
Private Partnership（PPP）や、既存の政府資産の民
営化（Privatization）が進んだこと。

　③ 2000年代以降、再生可能エネルギー発電が本格化し、
補助金や補助制度が整っている北米・欧州・日本
などの先進国で、再エネ案件の開発が進んだこと。

　ただし、プロジェクトファイナンス市場は、これら①

～③に依拠して成長してきたため、それらのうち、いず
れかの要因が欠けた年には、組成額が大きく減退してい
る。例えば、
 •  1990年代後半のアジア通貨危機の影響により1999

～ 2003年の資源案件の組成額は大きく減退している
が、2004年以降は大型LNG開発が盛んになり大きく
盛り返している。

 •  2009年は前年に発生したリーマン危機の影響により、
金融機関の流動性とリスクアペタイトが低下したた
め、組成額が大きく減退。また、その後は、中国の
大型公共投資による内需創出により一定水準までは
回復したとはいえ、一方のユーロ危機による欧州各
国のPPP案件の低下や欧州系の民間銀行の貸出力減
退により、2013年までは組成額が低迷した。

（2）地域別市場概観（図3）
　プロジェクトファイナンスの組成額（2010 ～ 2016年第
3四半期）を地域別に見ると、欧州が最大の市場であり、
次いでアジア（インド、日本を含む）、そして北米の順となっ
ている。その他、オセアニア・中近東アフリカ・ラテンア

2. プロジェクトファイナンスマーケットの概要

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16 年

25,32625,326

110,885110,885

140,303140,303

208,174208,174

284,827284,827

百万ドル

電力 インフラ 資源 その他

図2 市場規模推移
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メリカ地域は、ほぼ同程度の組成額である。

欧州
　欧州の特徴は、英国のPFIに端を発したインフラ向け
のプロジェクトファイナンスが、他地域と比べて多いこ
とが挙げられる。また、最近では、洋上風力発電やそれ
に向けた海底送電網の案件など、再エネに関連した電力
案件も増えてきている。

アジア
　アジアと一口に言っても、各国の経済発展レベルが大
きく異なり、プロジェクトファイナンスの導入度合いも
大きく異なる。
a. インド
　アジアで最大のプロファイ市場はインドである。これ
は、経済発展に必要な経済・交通インフラプロジェクト
が多いこと、これに融資する地場の金融機関が多いとい
う2点に特徴がある。
b. 日本
　日本は資源案件がない分、長らく国内プロファイ市場
は低迷していたが、2010年代に入ってからは、FIT

（Feed-in Tariff：固定価格買取制度）導入に伴い増加した
太陽光発電や風力発電などの再エネ案件と、政府が民営
化を推進するインフラ案件が増加してきている。

c. 中国
　その一方で、多くの国内投資を進めている中国は、い
わゆるリミテッドリコース型のプロジェクトファイナン
スではなく、公共投資や国営エネルギー会社のコーポ
レートファイナンスで資金を調達しており、プロファイ
の組成額はあまり伸びてはいない。
d. その他
　その他地域でも、FITや補助金をベースにした再エネ
案件が増えてきているが、そもそもベースロード電源が
足りていないため、石炭焚

だ

き発電向けのプロジェクト
ファイナンスも引き続き進められている。ただ、石炭焚
き発電はガス焚きと比べて二酸化炭素（CO2）排出量が約
40％ほど多いことから、環境面で石炭発電向けプロジェ
クトファイナンスへの批判が高まっている。また、イン
フラ整備も求められているが、各国政府の信用力が低い
ことと、地場通貨での収入という問題があり、なかなか
案件が進んでいない。

北米
　北米（米国、カナダ）のプロジェクトファイナンス市場
は、シェール革命の影響を大きく受けている。2010年
代初頭から始まったシェールオイルの開発により、副生
物として天然ガスの生産が大幅に伸びた。これにより、
天然ガスの国内価格が大幅に下がったことで、安いガス
を液化して海外に輸出する、いわゆる液化天然ガス

図3 地域別市場規模

（注）2010 年から 2016 年 3Q 合計
出所：Thomson Reuters 社　Thomson One Database
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（Liquefied Natural Gas：LNG）の生産プロジェクトが数
多く進められた。また、価格競争力の高い天然ガスを燃
料とするガス焚き発電の案件も多く進んでおり、優遇税
制が適用された再生可能エネルギー（太陽光、風力）と
併せて、電力プロジェクトにも数多くプロジェクトファ
イナンスが組成されている。
　その一方で、若干意外ではあるが、米国でのインフラ
案件は極めて限定的となっている。これは、米国のインフ
ラ整備は州政府・地方政府が行っており、各政府が財政
でインフラ向けの公共事業を行っていることから、インフ
ラの民営化や民間によるインフラ整備（PPP）が積極的には
導入されていない背景がある。ただ、同じ北米でもカナダ
では、同じ英連邦に属するイギリスやオーストラリアと同
様にPPPが推進され、オンタリオ教職員年金基金（Ontario 
Teachers’Pension Plan）やオンタリオ公務員年金基金

（Ontario Municipal Employee Retirement System）など
の年金基金運用ニーズとも相まって、多くのインフラ向
けプロジェクトファイナンスが組成されている。

オセアニア
　オセアニア地域のなかでもオーストラリアは、プロ
ジェクトファイナンスが最も盛んな国の一つである。
オーストラリアのイメージとしては、鉄鉱石や石炭など
の資源案件が思い浮かぶと思うが、これらの資源開発案
件の多くはコーポレートファイナンスで調達され、プロ
ジェクトファイナンスが適用されている分野は、主に大
型の液化天然ガス生産プロジェクトになっている。また、
資源セクター以上にプロジェクトファイナンスが盛んな
のは、経済・交通インフラや社会インフラ向けのPPP
分野である。既述のように、1990年代の英国PFIに端
を発し、オーストラリアでも多くのインフラ開発がPPP
で行われ、現在の新規のインフラ開発やインフラの民営
化でプロジェクトファイナンスが活用されている。その
一方で、電力分野では、長らく再生可能エネルギー導入
の政策が決まらなかったこと、極めて安価な石炭焚き発
電所が稼働していたことから、容易に新規の発電プロ
ジェクトが進んでいなかった。しかし、最近になりよう
やく再生可能エネルギー（太陽光、風力）案件が増えて
きている。

中近東・アフリカ
　中近東・アフリカといっても、その大部分のプロジェ
クトファイナンスは、限られた産油国（GCC〈Gulf 
Cooperation Council：湾岸協力会議〉諸国）に集中してい
る。1990年代以降、カタール・オマーン等での液化天

然ガスプロジェクトや、サウジアラビア・カタール・ク
ウェート等での石油精製・石油ガス化学プロジェクト向
けに大型のプロジェクトファイナンスが組成されてき
た。また、これらの産油国は人口増加と経済発展が著し
く、電力と水の需要が急速に伸びていることから、各国
の国営電力・水会社の長期引取契約をベースとしたプロ
ジェクトファイナンスが多く組成されている。
　一方、その他の中近東・アフリカ諸国はカントリーリ
スクが比較的高いため、ECA、政府系機関やMLAの保
証・保険がないと案件の実現が難しいのが実情である。

ラテンアメリカ
　この地域の最大のプロジェクトファイナンス市場は、
メキシコとブラジルの2カ国である。メキシコについて
は、1990年代から国営石油会社（Pemex）や国営電力会
社（CFE）との長期引取契約をベースとするプロジェク
トファイナンスが組成されてきた。最近では、米国の安
いシェールガスを輸入してガス焚き発電に利用するため
のガスパイプライン案件が多く組成されている。一方、
ブラジルでは、1990年代に深海油田が発見されて以降、
多くの海洋開発案件向けのプロジェクトファイナンスが
組成されている。特に、国営石油会社（Petrobras）が長
期傭

ようせん

船者となる FPSO（Floating Production, Storage 
and Offloading System）船向けのファイナンスは数多く
組成されているが、ここ数年はPetrobrasの汚職問題や
石油価格低迷による業績悪化の影響があり、案件組成の
ハードルが高くなっていたが、徐々に回復の兆しが見え
てきている。

（3）プロジェクトファイナンス金融機関ランキング（表3）
　金融関連のデータ会社であるThomson Reutersと
Dealogicは、毎年、プロジェクトファイナンスの組成額
での金融機関ランキングを発表している。昨年2017年
のランキングでは、三菱UFJ銀行（MUFG Bank）が6年
連続で第1位となり、他の邦銀メガバンクである三井住
友銀行とみずほ銀行も上位に名前を連ねている。その他
の特徴としては、従来どおり、実績のある仏銀（BNP 
Paribas、Crédit Agricole、Société Générale）や蘭銀（ING）
がトップ10に名前を連ねる一方で、中国系の銀行（China 
Development Bank、Industrial and Commercial Bank 
of China：ICBC） も 上 位 に 入 っ て き て い る。China 
Development Bankは国有銀行で、数少ない国策案件に
多額の融資を行うことから、一般の民間銀行とは区別さ
れるが、ICBCは株式市場にも上場する一般の民間銀行
であり、中国系の金融機関がプロジェクトファイナンス
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の分野でも躍進してきていることがよく分かる。
　ここで2000年代初頭からの金融機関ランキングの変
遷を見てみたい（図 4）。2000 年代初頭には米国の

Citibankが首位を飾っていたが、徐々に自らは融資を行
わない投資銀行モデルへとシフトしていったことから、
2000年代半ばからはその姿が消えてしまっている。そ

の後、英国のRoyal Bank of Scotland（RBS）と仏
銀（BNP Paribas、Calyon、Société Générale）が
上位を占めるようになったが、2008年に起きた
世界金融危機と、その後に発生したユーロ危機に
より、欧州系の銀行の勢力も徐々に弱くなってい
く。その後に登場するのが、インドのState Bank 
of Indiaであるが、これは先述のとおり、インド
国内のインフラを中心とした地場のプレーヤーで
あり、必ずしも世界のプロジェクトファイナンス
を組成する銀行とは言い難い。この間

かんげき

隙を縫って
登場したのが、邦銀メガ3行である。この成功の
背景には、以下の点が挙げられる。
　 ①三菱UFJ銀行は、プロジェクトファイナンス

市場でのプレゼンスを縮小した米国Citibankや
英国RBSから、プロジェクトファイナンスチー
ムとチームヘッドを受け入れた。その結果、各
地域でのスポンサーとのネットワークやディー
ルフロー（Deal-Flow）が格段に向上し、多くの
案件組成の機会に恵まれるようになった。

　 ②米系の金融機関は投資銀行モデルを追求する
なかでコーポレート融資を減少させ、また欧州
系の銀行は2010年代前半のユーロ危機で海外
での貸し出しを縮小せざるを得なくなった。こ

れに対し、比較的金融危機の影
響が少なかった邦銀メガは、
2010年代初頭から、海外の優
良会社との取引を拡大していっ
た。後述するが、プロジェクト
ファイナンスは、さまざまなプ
ロジェクト関係者との契約に基
づくリスク分析が鍵を握り、そ
うした海外の優良会社との取引
があることで、多くの案件での
リスク分析が可能となっていっ
た。
　このように、邦銀メガは世界
ランキングの上位を占めるよう
になったが、外国通貨での調達・
融資という構造的な問題にも直
面している（後述）。

図4 マーケットリーダーの推移

出所：Project Finance International 誌

表3 PF リーグテーブル

出所：Thomson Reuters（Project Finance League Tables 2017）

Global Mandated Lead Arranger Ranking Full Year 2017

Rank Arranger Amount In 
US$ million Share No. of 

Deals

1 MUFG 12,180 5.3% 130

2 State Bank of India 10,388 4.5% 22

3 SMBC 9,106 4.0% 107

4 BNP Paribas 6,687 2.9% 71

5 China Development 
Bank 6,590 2.9% 3

6 Crédit Agricole 6,164 2.7% 71

7 Industrial & Commercial 
Bank of China 6,115 2.7% 35

8 Mizuho 5,733 2.5% 48

9 ING 5,695 2.5% 78

10 Société Générale 5,607 2.4% 71
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3. 案件検討時のポイント

　ここまで、プロジェクトファイナンスの実際を概観し、
市場動向を見てきたが、ここからは実際にプロジェクト
ファイナンス案件を検討する際に注目すべきリスク分析
の手法を見ていきたい。

（1）プロジェクトスキーム図（図5）
　繰り返すが、プロジェクトファイナンスとは、複数の
投資家が出資する特別目的会社（SPC）向けに行われる融
資のことである。これをスキーム図で示したのが、図5
であるが、このように資産を何も持たないSPCは、プ
ロジェクトを実施するためにさまざまな契約を締結す
る。

建設（EPC）契約
　事業主体であるSPCは、プロジェクトの主体となる
設備を建設するために、建設会社やEPCコントラクター
と、建設契約またはEPC（Engineering, Procurement & 
Construction）契約を締結する。この建設（EPC）契約に
は、必要な設備を所定の価格で所定の日時までに完工す
る義務を負うランプサムターンキー契約（Lump-Sum 
Turn-Key Contract）が適用される場合が多い。

原料（燃料）供給契約
　石油精製・化学やLNG等の資源プロジェクトや、石炭・

ガス焚き発電プロジェクトでは、製品を生産するために
必要な原料（燃料）を調達しなければならない。この場合、
原料（燃料）が市場からいつでも必要量を適正な価格で調
達できる（すなわちコモディティである）場合は長期の供
給契約は不要だが、調達する原料（燃料）の必要量が適切
に市場で調達できなかったり、原料（燃料）価格を市場価
格とは異なる一定の価格フォーミュラにのっとった方法
で決める場合などは、原料（燃料）供給契約を締結する必
要がある。

操業保守契約
　設立されたばかりのSPCは、まさにペーパーカンパ
ニーであり、従業員は通常存在しない。そのため、プロ
ジェクトが完工した後の操業や保守（メンテナンス）は、
同種のプロジェクトで操業実績がある会社と操業保守契
約を締結する。ただし、スポンサーに操業実績がある場
合、SPCに従業員を出向させたり、直接雇用をすること
で、SPCが主体となって操業を行う場合もある。

製品引取契約
　完工した設備に原料（燃料）を投入し操業を行うこと
で、製品が生産される。この製品が市場でいつでも必要
量を適正な価格で販売できる（すなわちコモディティで
ある）場合は長期の販売契約は必要ないが、販売する製

品が全量市場で販売できなかっ
たり、製品価格を市場価格とは異
なる一定の価格フォーミュラに
のっとった方法で決める場合な
どは、製品販売契約を締結する。

保険契約
　事業主体であるSPCは、プロ
ジェクトの建設期間中と操業期
間中に、それぞれ適切な損害保険
を付保することが必要である。特
に、災害などの不可抗力事案の場
合は、事業の全損を伴う可能性も
あり、プロジェクト設備の資産価
値に応じた保険金額を付保する
ことが不可欠である。

図5 スキーム図

出所：三菱 UFJ 銀行資料に基づき作成
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許認可
　プロジェクト所在国との関係において、通常、資源・
電力・インフラ事業を営むためには、当該国の政府から
の許認可取得や、コンセッション契約の締結などを行う。

（2）プロジェクトファイナンスのリスク分析（表4）
　前項（1）で、プロジェクト諸契約のスキームを説明し
たが、プロジェクトファイナンスのリスク分析では、そ
れぞれのプロジェクト諸契約が当初想定どおりに履行さ
れるか、またその結果として、当初想定どおりのキャッ
シュフローを生み出すことができるかが、重要な分析の
ポイントとなる。以下にプロジェクトの諸リスクの分析
ポイントを見ていきたい。

スポンサーリスク
　金融機関がスポンサーのリスクを分析するに際し、注
意すべき点は、以下の諸点である。
① 事業期間を通じて、当該事業を遂行する能力があるか。
② また、遂行能力に加えて、事業を放棄しない意欲があ

るか。
③財務面で、出資義務を履行するだけの財務力があるか。
　プロジェクトには多様なリスクがあるが、このスポン
サーリスクが実は最も重要な項目であると言っても過言
ではない。通常、資源・電力・インフラの各プロジェク
トは、事業が長期間に及ぶので、その間にはいずれかの
リスク事案が顕在化し、問題が発生することは往々にし
てあり得る。ただ、その際に、スポンサーと金融機関が
協力して問題解決に対応することができれば、何らかの
解決に導くことができる。プロジェクトファイナンスは
通常リミテッドリコースなので、契約で決められた内容
以上のことはスポンサーに要求できない。しかし、ファ
イナンス上のデフォルトが発生し担保権が行使された場
合、スポンサーも出資分の権益を失うので、そのような
最悪の事態にならないよう、スポンサーと金融機関が協
働して問題解決に当たることは、まさにwin-winの関係
であり、それが故に、「事業を放棄しない意欲」を確認す
ることが極めて重要になってくる。この分析を行うに際
しての具体的な手段としては、当該金融機関が通常の

表4 主要なプロジェクトリスクとカバー策

出所：三菱 UFJ 銀行資料に基づき作成

リスク項目 リスク内容 リスクカバー策

スポンサーリスク ・事業期間にわたる事業遂行能力
・事業に対する事業遂行意欲
・出資

・類似事業実績の検証
・長期的な戦略事業の該当有無の確認
・財務体力（例：外部格付け維持など）

完工リスク ・施設や設備に利用される建設工法・技術力
・建設企業の完工能力
・コスト／タイムオーバーラン

・ 外部コンサルタントによる完工基準・工期・技術・建設費の 
妥当性の検証

・建設企業の業務遂行能力、類似事業実績の有無
・EPC 契約を期日・価格固定にする
・スポンサーによる完工保証、保険付保

技術リスク ・プロジェクトに使用される設備／技術の実績 ・外部コンサルタントによる技術の検証
・ メーカーによる性能保証、メンテナンスサポートの付与

原料供給リスク
（埋蔵量リスク）

・原料の量的確保
・コスト上昇

・長期供給契約の締結
・ 外部コンサルタントによる埋蔵量・エネルギー量（風力・太

陽光） の検証

操業リスク ・オペレーション能力 ・同種オペレーションの実績確認
・代替オペレーターの可能性

販売リスク
（オフテイカーリスク）

・製品販売量・価格の変動
・オフテイカーの義務不履行

・長期オフテイク契約（販売量の確保）
・オフテイカーの長期にわたる義務履行能力の確認
・製品の価格競争力

キャッシュフローリスク ・収入と支出の変動
・キャッシュウォーターフォール順位

・ 収入と支出の変動要因の低減（例：金利・為替・コモディティ・
価格ヘッジ）

・センシティビティ分析
・リスクに応じた適切な DSCR の設定
・キャッシュリザーブの設定

不可抗力リスク ・不可抗力イベントによる事業中止
・事業の原状回復にかかる費用負担

・発生時の復旧費用に充当するキャッシュリザーブの設定
・保険付保
・ プロジェクト所在国にとっての当該プロジェクトの戦略的重

要性を確認

カントリーリスク ・戦争・内乱
・接収・国有化
・外貨交換停止・外貨送金停止

・非常危険カバー（ECA、MDB による保証・保険）
・ プロジェクト所在国にとっての当該プロジェクトの戦略的重

要性を確認
・外貨準備高、貿易収支の確認
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コーポレート取引を有するスポンサーの案件に限定する
方法や、当該事業が当社の長期的な戦略にかなっている
かを当社の経営計画で確認するなどの方法が挙げられ
る。

完工リスク
　実際のプロジェクトファイナンス案件において、最も
リスクが顕在化している事案は、この完工リスクである。
完工リスクの要点は、以下の3点である。
①設備が所定の日までに完工しないリスク（完工遅延）
② 設備の建設費用が当初想定の見積もりを上回るリスク
（コストオーバーラン）

③ 完工した設備が所定の性能を充たさないリスク（性能
未達）

　これらのリスクに対応するに際し、まず重要なことは、
同種のプロジェクトで十分実績のある建設会社（EPCコン
トラクター）を選定することである。次に、建設（EPC）契
約をランプサムターンキー契約として、完工遅延に対し
ては遅延損害金（リキダメ：Liquidated Damages）、コス
トオーバーランに対しては契約金額以上のコストは建設
会社（EPCコントラクター）の自己負担とする方法である。
更に、その上で、技術コンサルタントに建設（EPC）計画
を精査してもらい、また、建設スケジュールとコストの見
積もりの適正性を評価してもらうことが重要である。た
だ、そうした事前の分析を尽くしたとしても、完工リスク
が顕在化した場合は、それを修復するのに多くの費用と
時間が必要となる。そのため、小規模で、建設（EPC）スコー
プが限定的なプロジェクトでない限り、金融機関はスポ
ン サ ー に 対 し て、 完 工 保 証 ＊ 1 や Debt Service 
Undertaking （DSU）＊2を要求したり、融資実行を完工後
一括実行として実質的に完工リスクを取らない場合が多
い。

技術リスク
　技術リスクとは、プロジェクトの生産技術に問題が発
生し、製品が生産できなくなるリスクを意味する。極め
て初歩的なリスクであり、通常のプロジェクトファイナ
ンス案件で顕在化することは少ないが、逆に言えば、世
の中で長年実証されている技術でなければ、プロジェク
トファイナンスの検討の素地に乗りづらいということも
言える。この技術リスクの具体例は、カタールで実施さ
れたGas to Liquid（GTL）プロジェクトが挙げられる。
技術自体は南アフリカで長年実証された技術であった
が、大型の生産設備へのスケールアップは初めての試み
であり、技術リスクの検討が中心になった案件である。

原料供給（埋蔵量）リスク
　既述のように原料（燃料）がコモディティでない場合
は、この原料供給リスクをよく精査する必要がある。一
方で、資源案件では、例えば鉱山開発や特定のガス田に
紐が付いたLNG液化基地の案件などでは、上流の埋蔵
量リスクに晒

さら

される場合がある。通常、埋蔵量リスクの
取り方は、埋蔵量コンサルタントが調べた埋蔵量レポー
トで、P1（P90またはProved）の埋蔵量だけに依拠する
場 合 は 十 分 保 守 的 な 見 方 で あ り、P2（P50 ま た は
Probable）ベースが限界的なリスク目線となり、P3（P10
またはPossible）や資源量（Resources）まで埋蔵量にカウ
ントすることは、通常行っていない。この考え方は、再
エネ（太陽光、風力）案件でも同じであり、過去のデータ
に基づいた自然エネルギー（日射、風）量をコンサルタ
ントが予測し、P1、P2、P3ベースで算出するが、金融
機関が依拠するのはおおむねP1（P90）またはP99ベー
スである。

操業リスク
　操業リスクも初歩的なリスクであり、スポンサーない
しはオペレータに十分な操業実績があることを確認する
必要がある。また、通常、この点についても、技術コン
サルタントに問題がないか確認を照会する。一つ特徴を
挙げると、例えば高度な操業技術を伴うインフラのPPP
案件で、操業契約を締結しているオペレータが万一倒産
した場合に、他に代替のオペレーション会社が見つかる
蓋
がいぜん

然性や、それに費やす時間と新たな操業料の水準を確
認しておくことが欠かせない場合がある。

販売リスク
　販売リスクは、当該設備から生産される製品が、当初
想定の量と価格で販売されるかどうかを確認するリスク
である。販売する製品がコモディティである（すなわち、
市場でいつでも必要量を適正な価格で販売できる）場合
は、市場コンサルタントに長期の市場予測を策定しても
らい、当該事業の価格競争力を分析した上で、製品の販
売量および価格の両方のリスクを取る場合もあり得る。
こうした案件を、マーチャント案件と呼ぶ。しかし、過
去のシェール革命や2015年以降の中国の経済政策によ
る資源需要減退など、長期の製品需要を予測することは
大変難しい。したがって、少なくとも、長期の販売量に
関しては、信用力の高いオフテイカーと長期引取契約を
締結してリスクを回避することが多く行われている。
　一方で、製品価格の考え方については、①市場価格に
連動させる場合と、②少なくともDebt Serviceは回収で
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きる水準に引取価格を設定する場合の二つに区分される。
①を選択した場合、SPCが価格変動リスクを取ることに
なるので、DSCRも高い水準（例えば2.0倍以上）が求めら
れ、借入金利も高くなる。一方、②の場合、価格変動リ
スクはオフテイカーが取ることになり、DSCRも低い水準
で収まり、また借入金利も低く抑えることができる。この
ように、価格変動リスクをどのようにストラクチャリン
グするかが、プロジェクトファイナンスの借入金額と借
入金利に大きく影響することは注意すべき点である。

キャッシュフローリスク
　キャッシュフローリスクとは、設備の完工後に、上述
の「スポンサーリスク」「完工リスク」を除いた四つのプ
ロジェクト諸リスク（「技術リスク」「原料供給〈埋蔵量〉
リスク」「操業リスク」「販売リスク」）が顕在化した際に、
Debt Serviceの支払いが滞るリスクを意味する。案件取
り上げの事前検討を行う際には、これら四つがすべて順
調に行われた場合のベースケースでDSCRを算出し、そ
こからそれぞれのリスクが顕在化した場合のDSCRの下
振れの範囲が許容可能な範囲に収まるかどうかをチェッ
クするのが、感度（センシティビティ）分析と言われるも
のである。このキャッシュフロー分析のポイントについ
ては、後段でより詳しく説明したい。

不可抗力リスク
　不可抗力とは、事業主であるSPCによって制御可能
な範囲を越えて発生する政府による作為や自然災害を意
味する。政府による作為は、後述するカントリーリスク
の項で述べるが、自然災害に関しては、地震や風水害に
より生産設備が損害を受けたり、生産活動が停止するこ
とにより、製品販売に影響を及ぼす事態が想定される。
こうした自然災害に対しては、通常、民間の保険会社が、
生産設備に対する物的損害や事業不能による逸失利益を
カバーする保険を販売しており、金融機関が保険コンサ
ルタントの助言を得て、十分な保険付保プランができて
いるか確認を行う。また、保険事案が発生してから実際
に保険金を受領するまでには時間を要する一方で、
Debt Serviceの支払いは不可抗力事由による遅延を認め
ていないことから、適切なDebt Service Reserve（留保
金）をプロジェクト口座に積み上げる計画になっている
かも確認する必要がある。

カントリーリスク
　カントリーリスクには、大きく分けて三つの事案が含
まれる。

① プロジェクト所在国で戦争や内乱が発生し、生産設備
に損害が発生したり、事業の継続が不可能になるリスク

② 生産設備や事業権を、プロジェクト所在国政府が接収
したり、国有化したりするリスク

③ プロジェクト所在国の外貨準備金が不足したため、当
該事業から得た地場通貨を外貨に交換して、国外の金
融機関にDebt Serviceを送金することができなくな
るリスク

　これらは、いずれもプロジェクト所在国に関連するリ
スクであり、民間会社や民間金融機関では、問題の解決
に当たることが難しい。したがって、こうした事案が発
生する前に、あらかじめ適切な国家間の枠組みに乗せて
おくことが望ましく、その手段が、ECA/政府系機関/
MLAが発行する非常（ポリティカルリスク）保証・保険
と呼ばれるものである。この保証・保険を付保する場合、
融資契約の締結と同時に、保証料・保険料を支払う必要
があるが、その後、実際にカントリーリスク事案が発生
しDebt Serviceの支払いが滞った場合、非常保証・保
険の発行機関は、事業会社（SPC）に代位して、遅延した
Debt Serviceの支払いを行うことになる。

（3）キャッシュフロー分析のポイント

　この項では、もう一度、キャッシュフローの分析方法
について、詳細に述べておきたい。

キャッシュフローについて
　プロジェクトファイナンスは、特定のプロジェクトか
らのキャッシュフローを主たる返済原資とするファイナ
ンス手法である。このことから、プロジェクトが生み出
すキャッシュフローが、借入金の返済に充分かどうかを
分析することが、プロジェクトファイナンス組成の第一
歩となる。
　プロジェクトファイナンスにおいては、当該事業が生
み出すキャッシュフローは、金融機関が管理するプロ
ジェクト口座を通じてすべて管理され、その支払いの優
先順位はあらかじめ融資関連契約書で規定される。通常
のキャッシュフローの支払い優先順位は、以下のように
なる場合が多い。
　（a）製品の売上高（＋）
　（b）操業費用（変動費、固定費）（－）
　（c）運転資本の増減（＋／－）
　（d）更新・維持設備投資（－）
　（e）税金（－）
　（f）Debt Service（－）
　（g）配当（－）
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　このような入金と支払いの優先順位を、キャッシュ
ウォーターフォール（Cash Waterfall）と呼ぶ。先にも述
べたが、DSCRの定義は、以下のとおりである（図6）。
　DSCR 
　=  元利金支払い前キャッシュフロー（Cash Available 

for Debt Service：CAFDS）
　÷ Debt Service（元本返済＋利息支払い）
　＝{（a） - （b） +/- （c） - （d） - （e）}÷（f）

DSCRについて
　DSCRとは、ある期の融資元利金の支払い前キャッ
シュフロー（CAFDS）が、当該期のDebt Serviceの何
倍であるかを示す指標である。キャッシュフローの変動
リスクが大きいほど、金融機関が要求するDSCRの水準
は高くなる傾向がある。また、プロジェクトのリスクに
応じて、さまざまな項目でDSCRの基準値を用いたコベ
ナンツ（約束）が設定される（表5）。

a. 平均／最低DSCR
　DSCRを 計 る 際 の 基 準 で あ り、 平 均
DSCRは融資期間を通じた平均のDSCRで
ある一方で、最低DSCRは融資期間中で最
も低いDSCRとなる際の値を指す。
b. 配当制限DSCR
　操業開始後、ある不測の事案が発生して、
DSCRが想定を下回る水準となり、その事
案が悪化する傾向にある場合、金融機関は
前もってスポンサーへの配当を制限して、
事業会社（SPC）が資金不足に陥った場合
に、その配当可能資金から供給できるよう
な手当てを施している（例えばDSCR 1.15
倍）。
c. デフォルトDSCR
　デフォルトとは、通常Debt Serviceの
不払いの状況を指すが、前述の配当制限
DSCRと同様、ある事案が悪化する傾向に
ある場合、実際にDebt Serviceの不払い
が起こる前にデフォルト状態にして、事態
の改善に取り組む（step-in）ことがある。そ
のために、デフォルトDSCRをあらかじめ
設定してある（例えばDSCR 1.05倍）。
d.   （ 参 考 ）Loan Life Coverage Ratio
（LLCR）について

　DSCRと 似 た 概 念 に、Loan Life 
Coverage Ratio（LLCR）がある。この定義
は、以下のとおりである。
LLCR＝
融資期間中の毎期のCAFDSを金利でディ
スカウントした金額
÷借入金額
　このLLCRの概念の特徴は、DSCRが毎
期 の 返 済 能 力 を 重 視 す る の に 対 し て、
LLCRは融資期間通期での返済能力を見る
ものである。しかし、プロジェクトファイ
ナンスでの借り入れ（融資）の場合、どれほ

図6 DSCR について

（注）DSCR ＝①元利金返済に充当可能なキャッシュフロー／②元利金返済
出所：三菱 UFJ 銀行資料に基づき作成

表5 DSCR に関するコベナンツ

出所：三菱 UFJ 銀行資料に基づき作成

DSCR 概要

平均／最低 DSCR DSCR の平均・最低の水準 （キャッシュフローの変動リス
クに応じて検討）

配当制限 DSCR 配当がレンダーに認められるために必要な DSCR の水準 
（例：1.15x）

デフォルト DSCR デフォルトとなる下限 DSCR の水準（例：1.05x）

表6 必要 DSCR の水準

出所：三菱 UFJ 銀行資料に基づき作成

キャッシュフローに影響を及ぼすリスク要因 必要 DSCR 水準

オフテイカー支払いリスク Minimum

オフテイカー支払いリスク／操業リスク Low

オフテイカー支払いリスク／操業リスク／調達・販売価格
リスク Mid

オフテイカー支払いリスク／操業リスク／調達・販売価格
リスク／調達・販売量リスク High
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ど融資期間全体のキャッシュフローが良好でも、ある期
のDebt Serviceの支払いが滞った場合は、即デフォル
トとなることから、近年ではあまりLLCRは重視されて
おらず、毎期のDSCRの高さのほうが重要視されている。

借入可能額について
　必要なDSCRの水準は、プロジェクトのリスクプロ
ファイルによって異なる（表6）。例えば、優良なオフテ
イカーによる販売代金の支払いのみがリスクである案件
の場合、DSCRは極めて低い水準でも問題ないと思われ
るの対して、オフテイカーリスクに加えて操業リスクや
製品販売量と販売価格の両方の変動に晒される案件の場
合は高い水準のDSCRが必要となる。また、いずれの場
合でも感度（センシティビティ）分析を行った場合、感度
が低い案件ではストレスケースでのベースケースからの
DSCRの悪化が軽微である一方、感度が高い案件ではス
トレスケースでのベースケースからの悪化が増長し、そ
の結果、借入可能額が下方に調整されることになる。

ディファーラル（Deferral）とキャッシュスウィープ
（Cash Sweep）について
　前述のとおり、キャッシュフローの変動リスクが高い
案件では、借入金額が少なくなる傾向にあるが、これは

キャッシュフローの下方耐久性のみに注目して、アップ
サイド収益（上方機会）を無視した考えによるものであ
る。しかし、案件が景気循環型であり、定期的に訪れる
上方機会を考慮することができれば、スポンサーも融資
期間も借入額を増やすことが可能となる。この考え方を
踏襲したのが、ディファーラル（Deferral）とキャッシュ
スウィープ（Cash Sweep）である。Deferralとは、借入
元本の返済を所定の回数を上限に猶予することを認める
ス キ ー ム で あ る。 一 方、Cash Sweepと は、Debt 
Service支払い後の配当可能キャッシュから所定の割合

（%）を元本の期限前弁済に充当するスキームである。こ
のDeferralとCash Sweepを組み合わせることで、変動
性の高いキャッシュフローの案件でも、アップサイド収
益を勘案した借入額の設定が可能となる。
　また、これと同じ概念に、目標（Target）返済スケ
ジュールと強制的な（Mandatory）返済スケジュールを組
み合わせた返済方法がある。これは、同じ案件で二つの
異なる返済スケジュールを有し、下方局面では最低限の
返済スケジュールであるMandatoryスケジュールを遵
守していればデフォルトとはならず、上昇局面ではでき
るだけ多くの返済を行いTargetスケジュールに近づけ
るという方法である。

4. プロジェクトファイナンスの課題とその対応策

　ここまで、プロジェクトファイナンスの特徴や案件検
討時のポイントを見てきたが、本章では、現在のプロジェ
クトファイナンスにおける課題と、その対応策について
検討していきたい。

（1）外貨調達の限界

　先にも触れたが、プロジェクトファイナンス市場では、
ここ数年、邦銀メガが上位を占めてきた。このこと自体
は、日本の金融界が世界で競争力のあるプロダクトを持
つという点で、非常に大きな意義を有するが、その一方
で日本の金融機関であるが故の問題も生じている。それ
は、日本の金融機関は通常円ベースの資金調達を行って
いるため、外国通貨で貸し出しを行う場合には、保有す
る円資産を外国通貨に交換する必要があるという点であ
る。現在の金融市場では、外国通貨を手に入れるために
は、外貨建て社債の発行、外貨預金の受け入れ、短期円

投スワップでの円から外貨への交換の三つの手段があ
る。このうち、ここ数年は短期円投スワップによる外貨
調達が大きな割合を占めていたが、以下の二つの点で、
この円投スワップでの調達に依存しない形が求められて
いる。
① 長期の融資期間を伴うプロジェクトファイナンスに対

して短期の円投スワップで必要な外貨を調達している
場合、万一金融市場が混乱して必要な外貨を調達でき
ない時に、金融機関側で融資の継続が不能の事態が発
生し、当該プロジェクトを含む実体経済に影響を及ぼ
す懸念が、国際金融当局から呈されていること。

② 一時、日本国内の金融機関が、外貨での資金運用を一
斉に増やした際に、円投スワップでの外貨調達コスト
が上昇し、既存のプロジェクトファイナンス案件の一
部で採算が悪化したこと。

　このような状況を踏まえて、邦銀メガ3行は、これま
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で蓄積したプロジェクトファイナンスの専門性と比較優
位性は維持しつつ、自身の貸し出しに依拠しすぎない「組
成後の売却（Origination & Distribution：O&D）」や「売
却を目的とした組成（Origination to Distribution：O to 
D）」を推進している。その手段として、通常のシンジケー
トローンでの売却も行われているが、最近改めて注目を
集めているのが、機関投資家向けに組成するプロジェク
トボンドやタームローン（Term Loan）Bである。
　プロジェクトボンドは、プロジェクトの事業主体が発
行する社債（ボンド）であるが、ここ数年の世界的な金融
緩和による過剰流動性の投資先として、注目を集めてい
る（表7）。日本国内での発行はまだ少ないが、米国では
プロジェクトの情報開示が限定的でも発行が可能な私募
債（US Private Placementや144A）市場で、格付け機関
から格付けを取得したプロジェクトボンドの発行が行わ
れている。

　Term Loan Bは、機関投資家を対象に、非投資適格（格
付けBB以下）の設計がされているローンを指す。プロ
ジェクトファイナンス向けのTerm Loan Bでは、緩や
かな返済条件（わずかな約定返済スケジュールとCash 
Sweepの組み合わせ）と相性のよい米国のガス焚き発電
案件（販売量と価格の変動が大きい）案件で、多く組成が
行われている（表8）。これも、案件の組成時に格付け機
関から格付けを取得した後に、機関投資家向けに販売が
行われている。

（2）今後の資源開発プロジェクトでの課題

　もう一つの課題として、大きく変化するエネルギー業
界のビジネス環境に適応したプロジェクトファイナンス
の提供の可能性を挙げておきたい。

長期引取契約がないLNG液化基地案件
　昨年までは、豪州・米国の新しいLNG液化基地が立
ち上がることによりLNGの供給超過が2022 ～ 2023年
頃までは続くと見られていたが、この供給ギャップは、
中国のガス化政策等により、想定よりも早く解消すると
の見方が強まってきている。しかし、新たなLNG需要
についても、従来のような長期（15 ～ 20年）の引取契約
ではなく、スポットまたは短期（～ 5年）の引取契約を
ベースとしたコミットが多いことから、スポット販売の
リスクを金融機関としてどのように取り上げるかが大き
な課題となっている。この議論には、LNGがコモディ
ティか否かという大きな議論が絡んでいるが、ここでは
その議論はひとまず措

お

き、旧来の発想に倣い、LNGは
コモディティではない（すなわち、市場でいつでも必要

表7 Project Bond 概要

出所：三菱 UFJ 銀行資料に基づき作成

Project Bond と Corporate Bond の相違点

種別 Corporate Bond Project Bond

借入人 スポンサーたる親会社 特別目的会社（SPC）

担保 一般的に無担保

セキュリティ・パッケージ（通常、以下を設定）
・プロジェクト資産
・スポンサーの保有する SPC 株式
・プロジェクト口座
・プロジェクト契約書に関するステップイン権利

収入 CF 直接借入人口座へ支払い キャッシュウォーターフォールに基づきプロジェクト口座へ支払い

コベナンツ 担保制限条項、一般的なコーポ
レートコベナンツ

・DSCR、LLCR の遵守
・（建設や操業レポートを含む）Information Covenants
・追加借入禁止、借入制限

スポンサーへの配当 制限なし（デフォルト時を除く）
デフォルト以外にも、下記のような一定の条件を満たす必要あり
・完工
・リザーブアカウントに一定額以上の資金があること等

表8 Term Loan B 概要

出所：三菱 UFJ 銀行資料に基づき作成

種別 Project Finance Term Loan B 

市場規模 $4.2 billion（2016 年）

資産 ・Merchant リスクのある発電資産
・オイル & ガスの中流事業資産

市場参加者
市場参加者数はおよそ 100 ～ 150
・ファンド
・機関投資家

格付け BB+ ～ B

一般的な条件 ・分割償還：年 1 ～ 5%
・大幅なキャッシュスウィープあり
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量を適正な価格で販売できる訳ではない）という前提で
話を進めたい。
　その場合、繁忙期（特に、ガス需要が増える冬季）では
多くの販売量と割高な価格が想定される一方で、閑散期

（夏季）では全く販売されないことも想定できる。こうし
た、変動性の高い、かつ、アップサイド収益をプロジェ
クトファイナンスに取り込む方法は、前述のように、
DeferralとCash Sweep、または、TargetとMandatory
の返済スケジュールの組み合わせである。しかし、この
変動性の高いキャッシュフローを、長期引取契約をベー
スとしたキャッシュフローと混合するのはリスクの切り
分けには適さないと思われる。したがって、長期引取契
約ベースの借り入れをシニア・ローンとし、スポット・
短期引取契約ベースの借り入れを劣後ローンとして、ト
ランシェ（Tranche）分けする考えはいかがだろうか。
劣後ローンは確かにリスクは高いが、相応の借入金利を
付加できるのであれば、相応の融資アペタイトはあるの
ではないかと期待される。

製品価格変動リスクに晒される案件
　先述のとおり、販売リスクの一部には製品価格変動リ
スクが含まれており、かつてはさまざまな感度（センシ
ティビティ）分析を経た上で、価格変動リスクを許容し
てきた。しかし、2015 ～ 2016年にコモディティ価格
下落を経験した金融機関として、どの程度まで価格の下
方耐久性を許容できるかという目線がまだ定まっていな
い。一つの目線としては、2015年以前に活用された、
2008年のリーマン危機・世界金融危機直後の最低価格
の水準である。そのロジックとしては、「再度、リーマ
ン危機・世界金融危機が発生しても持ちこたえられる水
準」というものであり、2010年代初頭は中国の旺盛な内
需に支えられて十分通用するロジックであったが、
2015年後半～ 2016年初頭に同レベルの水準まで下落
したコモディティ価格が忘れられない現在、中長期的に
許容可能な最低価格について、まだ定まった目線は醸成
されていない。

新興国でのLNG受入基地案件
　資源分野での新たなチャレンジとして、新興国での
LNG受入基地案件が挙げられる（案件によっては、ガス
焚き発電も加えたGas to Power案件の場合もある）。こ
の新興国でのLNG受入基地案件の特徴を以下に示す。
① 受入基地の利用契約の相手方が国営ガス（電力）会社の

場合が多く、通常のカントリーリスクに加えて、当該
国営会社の義務履行リスクも、非常保証・保険でカバー

してもらう、いわゆる拡大非常保証・保険が必要とな
ること。また、その場合でも、100％のリスクカバー
とはならないので、欠目部分（2.5 ～ 10％）のリスクテ
イクが必要なこと。

② 最近のLNG受入基地で頻繁に利用されているFSRU
（Floating Storage and Re-gasification Unit）は、可動
性が特徴であるため、短・中期（5 ～ 7年）の傭船契約
が主流となっており、長期の融資期間に対する再傭船
リスクの見極めが課題となっている。

浮遊式LNG出荷基地（FLNG）案件
　海底ガス田の開発手法の一つに、海上にLNG液化設
備を浮かべて、LNGを生産・出荷するFLNGの手法が
ある。プロジェクトファイナンスの観点では、技術リス
ク、操業リスク、不可抗力（保険）リスク、キャッシュフ
ローリスク等が検討の俎上に挙げられる。まず技術リス
クについては、洋上に浮かべた巨大なLNG液化設備で
の安定操業の実現性が問われる。操業リスクでは、洋上
の不安定な気象条件での安定操業、特にLNGタンカー
への安定出荷作業が求められる。不可抗力リスクについ
ては、万一の災害（特に火災）の際の損害をどこまで保険
でカバーできるかが、重要な検討ポイントになる。最後
にキャッシュフローリスクであるが、比較的高価な
FLNG設備に対して、どの程度のLNG販売価格の下方
耐久性が備わっているかが、重要な検討点として挙げら
れる。

レアメタル案件
　最後にマイニング分野でのレアメタル案件を挙げてお
きたい。昨今、急速に盛り上がりを見せている電気自動
車（EV）の生産計画を支えるためには、搭載される蓄電
池の材料となるリチウム、ニッケル、マンガン、コバル
トの生産を大幅に拡大する必要がある。とりわけ、蓄電
池生産コストの大きな部分を占め、世界の生産量の約半
分をコンゴ民主共和国に依存するコバルトについては、
その材料の確保が国家間・企業間で最重要視されている。
しかし、そのコバルトは、銅やニッケルの副生産物なの
で、銅・ニッケルの生産に付属するストリーミング契約

（Streaming Contract）＊3 の形態での取引が行われてい
る。もともとストリーミング契約は、中小マイニング会
社の資金調達手段として開発されたものであるが、まだ
プロジェクトファイナンスとしての対応は道半ばである。
しかし、これからのEV生産拡大に向けては、何として
も取り組まなければならない分野でもあり、従来のリス
ク分析の手法と借入金利による融資アペタイトを調整し
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おわりに

　本稿は、昨年9月にJOGMEC宛てに開催したプロジェ
クトファイナンス勉強会の骨子をまとめるとともに、最
近のプロジェクトファイナンス市場における課題と対応
策について、若干の考察を付け加えたものである。本稿
で述べたことだが、日本のプロジェクトファイナンス組
成に対しては外貨調達の問題があり、1金融機関で支え
続けるには限界があるものの、これまで蓄積された専門

性を生かし、今後は多くの金融機関に共有してもらえる
ようなプロダクトを組成して参りたい。また、何よりも、
プロジェクトファイナンスが対象としている資源・電力・
インフラセクターは、これからも人類の持続的な成長に
必要不可欠なものであり、そうした公共財を支えるため
にも、これからも時代に即したプロジェクトファイナン
ス・プロダクトを提供して参りたい。

ながら、案件の組成に向けて取り組んでいきたい。

<注・解説>
＊1： プロジェクトが所定の日までに完工しない場合、プロジェクト融資全額をスポンサーが返済するもの。
＊2：  プロジェクトの完工が遅れ、プロジェクト融資の元利金（Debt Service）支払いが始まった場合、スポンサーが

完工するまで元利金の支払いを行う約束（Undertaking）。ただし、プロジェクト融資の元本全額の返済保証ま
では求められず、一定の上限金額が設けられる場合が多い。

＊3：  主要鉱物の副生産物として生産される鉱物を予約販売して、事前に販売代金の一部を受け取ることで資金調達
を得る方法。


