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局ODAや補助金による企業の海
外展開支援は一時的なものに過ぎ
ず、企業がどれだけ現実的でサス
テナブルなビジネスプランを描く
ことができるか、そして、それを
当社が途上国ビジネスのプロとし
て実効的に支援できるかどうかが
カギであると考えているからだ。
　ちなみに、日本の中小・中堅企
業が海外展開を成功させるには最
終的に「現地化」が必須になって
くると考えている。なぜなら、日
本人を派遣する形では、コストな
ど多くの制約があるからだ。とは
いえ、中小企業が現地で優秀な人
材を一人ひとり雇用していくのは
途上国の環境を考えるとなかなか
難しく、相当の時間を要してしま
うだろう。そうした中、現地企業
との提携やM&Aについての検討
を避けて通ることはできない。こ
の部分は、まさにデロイト トー
マツと国際開発との結節点であり、
当社がどこよりも力を発揮できる
ところといえる。

目利き力生かしPPP案件を発掘

　ODAに限らず、途上国開発に
おいてはPPPによるインフラ事業
のニーズが高まっているので、当

社としてもPPP関連の業務は増え
ている。そうした中、日本の官民
だけでなく、途上国政府や企業も
対象にPPP制度の構築支援、PPP
の案件組成、案件発掘などを行っ
ている。公共インフラと言っても、
すべてをPPP案件にすればよいわ
けではない。財政や事業性などを
考慮しながら「どの案件がPPPに
適するのか」「どのような条件で
あれば、民間企業は参加してくれ
るのか」をアドバイスしている。
　しかし、PPP事業は伝統的な調
達のように要請内容を入札図書に
記載して一方的に配布するのとは
違い、民間セクターとの対話に基
づいて案件の組成や調達手続きを
実施していかなければならない要
素が多い。また、PPP事業は純粋
な建設事業などとは異なり、30
年といった長期のスパンで運営や
維持管理に取り組むことになる。
その間に政権交代や人事異動で官
側の担当者がいなくなったり、部
局自体がなくなってしまったりす
ることも珍しくない。支払いや土
地収用が約束どおり行われないと
いった途上国特有のリスクなども
ある。そうした中では、チャレン
ジしようとしている民間企業も心

細いはずだ。よって、
途上国政府に対しては、
制度整備や案件づくり
を支援することを、民
間企業側に対しては、
途上国に精通したファ
イナンシャルアドバイ
ザーとして、数ある
PPP案件の中でしっか

りと目利きをし、投資についての
的確なアドバイスをすることが当
社の役割だと考えている。

ODAは国際開発の“脇役”

　今後のODAを展望する上では、
まず「ODAは国際開発の“脇
役”である」ことを認識する必要
があると思う。これまでODAは
国際開発と同義で使われてきたこ
とも多いと思うが、規模の面から
見ても世界における巨大な開発ニ
ーズに対して、ODA資金は使い
方によっては“焼け石に水”にな
ってしまう。やはり国際開発の
“主役”は民間資金だ。ODA予
算の枠組みの中だけで地球や途上
国の課題を語るよりも、民間資金
を国際開発の本流として捉えた上
で、それを補完するためにODA
をどう有効活用するかを考えてい
くべきだろう。
　例えば、収益性はないが解決し
なければいけない開発課題に注力
するのはODAにしかできない。
民間資金を呼び込む“呼び水”と
してPPP事業などにODAを活用
するのも有効だと思う。あるいは、
途上国政府や企業のPPPへの理解
促進、案件組成・運営能力が向上
すれば、より事業性のあるPPP案
件が作られるようになるので、技
術協力でそうした能力開発をした
方がより大きな効果が得られる可
能性もあるだろう。当社はODA
の業界では新参者だが、独自の立
ち位置や強みから、インパクトが
大きくサステナブルな方法で国際
開発に貢献できると感じている。

われわれはODAコンサルではない

　当社は、「日本のビジネスを強
く、世界へ」というスローガンの
下、M&A（合併と買収）や危機
対応を含めた企業の経営・海外展
開・投資に関する財務やビジネス
についてのアドバイザリーを専門
としている。これらに軸足を置い
た上で、私の部門では国際開発ア
ドバイザリー事業として開発途上
国におけるインフラ、制度、人財、
PPP（官民連携）、民間セクター
開発、ファイナンス・金融、気候
変動など、さまざまな開発課題の
解決についての支援を行っている。
近年はインフラ輸出や日本企業の
海外展開支援や民間資金との連携
を想定した事業にODAが積極的
に使われていることも背景にある。
　国際協力機構（JICA）との関
係では、当社は中小企業・SDGs
ビジネス支援事業、技術協力プロ
ジェクト、途上国におけるインフ
ラ投資に関するアドバイザリーな
どに従事している。技プロでは毎
年コンスタントに数件受注してお

り、現在、カンボジアやミャンマ
ーにおける日本センター支援プロ
ジェクトが進行中だ。JICAの海
外投融資関連でも、ファイナンシ
ャルアドバイザーとして案件内容
の検討支援を行ったり、海外投融
資の対象となりうるインフラ案件
の発掘や選定に関する調査を行っ
たりしている。このほか、国際機
関、海外政府機関、その他省庁と
の契約でも多くのプロジェクトに
関わってきている。国際開発アド
バイザリー事業という観点では、
いわゆる大手の会計・ビジネス系
のグローバルコンサルティング企
業の中で最大規模の陣容と実績を
持っていると自負している。
　しかし、当社は国際開発を専門
とする組織ではない。デロイト 
トーマツにおいて国際開発がビジ
ネスや売り上げの中心になること
はないだろう。当社はODAだけ
ではなく、民間企業との連携や専
門性・ビジネスの知見をもって独
自の形で途上国の課題解決や開発
に貢献することを目指してきた。
最終的な目標は、日本でNo.１の

“国際開発アドバイザリーファー
ム”になることだ。

JICA事業の“先”を見据え提言

　JICAの中小企業・SDGsビジネ
ス支援事業では、これまで主に上
場企業に行ってきた海外投資・展
開に関するアドバイザリーの知見
を生かし、中小・中堅企業への支
援も行っている。最近はスタート
アップも含めた日本や途上国の中
小企業を支援する機会も増えてい
るので、そうした企業に対するア
ドバイザリーの知見も活用してい
る。
　ただ当社は、中小企業がJICA
へ提出する調査報告書の作成を支
援することを目的としているわけ
ではない。JICA事業後において
もパートナーとして当社を活用し
ていただけるよう長期的な視座と
強いコミットメントを持って支援
を行っている。このため、
「JICAからの支援がなくとも、
自力で海外展開をしてみせる」と
いうくらいの強い意志を持ってい
る企業を支援することが多い。結 フィリピン国包括的PPP能力強化プロジェクトで実施した研修の様子

＝DTFA（同）提供

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー（DTFA）（同）
インフラ・公共セクターアドバイザリー リードパートナー

辻本 令 氏

No.１の“国際開発
アドバイザリーファーム”へ
ODAは国際開発の“脇役”として認識を
頭打ちの政府開発援助（ODA）予算や国際協力機構（JICA）予算問題を経
て、近年、ODAでは技術・価格評価方式（QCBS）の導入による競争環境の変
化により、官民連携、技術革新などコンサルタントに求められるニーズが多様化
している。そうした中、数々の案件を受注し存在感を示しているデロイト トーマ
ツ ファイナンシャルアドバイザリー（同）の辻本令氏に、今後の方針を聞いた。
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