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はじめに
2016 年 1 月 16 日に「包括的共同行動計画（JCPOA）」の「履行の日（Implementation Day）」
に至り、
これによりイラン核開発問題に関する経済制裁が解除されたことを受け、2015 度は、
我が国企業のイランにおける貿易・投資活動に資することを目的に、イランのビジネス環境
に関する法制度の調査を行った。外資規制、外国投資保護促進法（FIPPA）
、フリーゾーン・
経済特別区、知的財産、会社設立や労務管理等について基本的かつ重要な法制度を紹介した。
イランの法律についてはペルシャ語のものが多く、また法体系そのものが複雑化しているこ
とや、日本語での情報はほとんどなく、仮に法律事務所等が出している情報があっても事務
所により微妙に異なりわかりにくい状況であったが、法律を管轄する政府関係者に対する現
地調査を行い、また複数のソースから情報収集することで少し前進することができた。
現在、イランは制裁解除に伴い経済活動が活発化してきているが、政府は 5 ヶ年計画に基
づき、資源依存型経済からの脱却、国際競争力を有した国内産業育成と知識経済への移行等
に向けて産業基盤（インフラストラクチャー）の近代化のための整備を急務としているとこ
ろである。このような状況の中で、2016 年 2 月 5 日に、我が国とイランとの間でイラン国内
で 日 本 企 業 が 関 与 す る プ ロ ジ ェ ク ト 向 け に 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 （ Japan Bank for
InternationalCooperation：JBIC）及び独立行政法人日本貿易保険（Nippon Export and
Investment Insurance：NEXI）が最大 100 億ドル相当円（約 1.2 兆円）の債務保証に係る協
力覚書が締結された。今後、これらの仕組みも利用しつつ資源開発や電力等の分野でプロジ
ェクトが推進されることが期待される。
本年度の報告書は、イランのインフラ事業に関連する法制度に焦点を当てた。主に、日本
企業の関心の高い交通インフラ（道路、鉄道、港湾）と電力、再生可能エネルギー、上下水
分野のビジネスについて、法的枠組みや制度、検討・留意事項等を現地調査に基づいてとり
まとめている。具体的には、イランの投資・経済・技術援助機構（Organization for Investment
Economic and Technical Assistance of Iran：OIETAI）、貿易推進機構（Trade Promotion
Organization of Iran：TPO）、外務省（Ministry of Foreign Affairs）、道路都市開発省
（Ministry of Road and Urban Development：MRUD）
、鉄道公社（The Islamic Republic of Iran
Railways ： RAI ）、 交通イ ン フ ラ建 設 開発 公 社（ The Construction and Development of
Transportation Infrastructure Specialized Holding Company：CDTIC）、新都市開発公社（New
Towns Development Corporation：NTDC）、エネルギー省（Ministry of Energy：MOE）
、全国
上下水道技術公社（National Water & Wastewater Engineering Company：NWWEC）
、港湾海事
機構（Ports and Maritime Organization：PMO）
、フリーゾーン・経済特別区高等評議会（High
Council of Iran’s Free Trade, Industrial and Special Economic Zones）
、パヤム特別経
済区等を訪問、会談を行った。ご協力いただいた方々にはこの場を借りて敬意を表すると共
にお礼を申し上げたい。
最後に、今後我が国にとり重要なパートナーとなり得るイラン・イスラム共和国の法制度
について調査の機会を与えていただいた一般財団法人中東協力センターに心より感謝の意を
表したい。本報告書が日本とイランとの経済交流の一助となれば幸いである。
平成 29 年 2 月
一般財団法人比較法研究センター
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表：省庁等リスト ※五十音順
日本語

英語

あ行
エネルギー省（MOE）
か行
外国投資委員会
外務省
貨幣信用評議会
環境保護庁
監督者評議会

Ministry of Energy
Foreign Investment Board
Ministry of Foreign Affairs
Council of Money and Credit
Organization for Protection of the Environment
Guardian Council
Plana and Budget Organization
（ 前 身 ： State Management and Planning
Organization）
Ministry of Economy and Finance
Council of Economy
Special Economic Zone Authority
Expediency Council
Iranian Mines and Mining Industries Development
and Renovation Organization
The
Construction
and
Development
of
Transportation
Infrastructure
Specialized
Holding Company
Ports and Shipping Organization of Islamic
Republic of Iran
Ports and Maritime Organization
Higher Council of Ports and Maritime
Organization
The National Development Fund of Iran

計画予算庁（前身：国家運営計画局）
経済財務省
経済評議会
経済特別区管理委員会
公益判別会議
鉱山鉱業開発機構
交通インフラ建設開発公社（CDTIC）
港湾海運庁
港湾海事機構（PMO）
港湾海事局高等評議会
国家開発基金（NDFI）
さ行
再生エネルギー庁（SUNA）

Renewable Energy Organization of Iran
Iranian Industries Renovation and Development
Organization
The Chamber of Commerce, Industries and Mines of
Iran
New Towns Development Corporation
Ministry of Petroleum
National Water & Wastewater Engineering Company
Organizing Committee

産業革新開発庁
商工鉱業会議所
新都市開発公社（NTDC）
石油省
全国上下水道技術公社(NWWEC)
組織委員会
た行
鉄道公社（RAI）

The Islamic Republic of Iran Railways
Organization for Investment Economic and
Technical Assistance of Iran
Ministry of Road and Urban Development
Road
Maintenance
and
Transportation
Organization

投資・経済・技術援助機構（OIETAI）
道路都市開発省（MRUD）
道路保守輸送機構
な行
内務省
入札委員会
農業省
は行
フリーゾーン管理委員会

Ministry of Interior
Bidding Committee
Ministry of Agriculture Jihad
Free Zone Authority
High Council of Iran’s Free Trade, Industrial
and Special Economic Zones
Trade Promotion Organization of Iran

フリーゾーン・経済特別区高等評議会
貿易推進機構（TPO）
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表：法令リスト ※五十音順
日本語

英語

か行
会計監査法
外国投資促進保護法（FIPPA）

State Public Audit Act
Foreign Investment Promotion and Protection Act
Implementing Regulations of The Law for The
Promotion and Protection of Foreign Investments
Maritime Law
Custom Affairs Law
The Law for Removing Obstacles to Competitive
Production
and Promoting the Country ’ s
Financial System
The Act for Civil Construction Projects in Roads
and
Transportation
Sectors
through
the
Participation of Banks and other Financial and
Monetary Resources of Iran
The Administrative Bylaw of the Act for Civil
Construction Projectsin Roads and Transportation
Sectors through the Participation of Banks and
other Financial and Monetary Resources of Iran
The Plan and Budget Regulation
Law on the Establishment and Management of Special
Economic Zones
Executive By-law for Establishment and Management
of Special Economic Zones
The constitution of the Islamic Republic of Iran
Law on Implementation of General Plicies of
Principle (44)
Law on Public Organization
Regulations to Ensure Public Trading
The Application and Management of State Financial
Regulation
The Law of Management Service of the Country
Budget Law

外国投資促進保護法施行令（FIPPA 施行令）
海事法
関税法
競争力のある生産をするための障害を除去し金融シ
ステムを促進する法律（障害除去法）
銀行の資金と他の金融財政資金の参加による道路交
通分野の民間建設事業に関する法律（民活道路事業
法）
銀行の資金と他の金融財政資金の参加による道路交
通分野の民間建設事業に関する法律施行規則（民活
道路事業法施行規則）
計画予算規則
経済特別区の設立と運営に関する法律（SEZ 法）
経済特別区の設立と運営に関する法律施行令（SEZ 法
施行令）
憲法
憲法第 44 条の一般政策と原則を施行する法律
公共組織法
公共取引保証規則
国家財政規則の適用と管理に係る規則
国家マネジメントサービス法
国家予算法
さ行
商法

Commercial Code
The Law Concerning Maximum Use of Iranian
Technical
Engineering
and
Manufacturing
Capabilities for Projects Implementation and
Provision of Facilities for Export of Services

事業及び輸出振興に向けてイランの技術力と生産能
力を最大限活用する法律（ローカルコンテンツ法）
た行
直接税法
中央銀行法
な行
入札に係る文書及び通知実施規則

Direct Taxes Act
Central Bank Law
Executive Regulations of Documentation and
Notification of tenders
Tender’s Law
Executive Regulations Paragraph “C” of Article
12 of the Tender’s Law
Executive Regulations Section A of Article 26 of
the Tender’s Law
Regulations clause “E” of Article 29 of the
tender’s Law

入札法
入札法第 12 条第 C 項施行規則（入札規則 12）
入札法第 26 条第 A 項施行規則（入札規則 26）
入札法第 29 条第 E 項施行規則（入札規則 29）
は行
フリーアクセス鉄道交通法

The Law of Free Access Transportation of Railway
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Financial Trading Bylaw of Trade-Industrial Free
Zones Organizations
Law
on
the
Administration
of
Free
フリーゾーンの管理に関する法律（フリーゾーン法）
Trade-Industrial Zones
ま行
Law on Acceleratin of Loaiding and Unloading from
港での船舶からの荷の積卸し促進法
Ships in the Ports
民法
Civil Code
フリーゾーン入札規則
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Ｉ イランにおけるインフラ投資に関する法的枠組みと制度
１．投資に係る法的枠組み
イランに投資するにあたって投資側に関連する主な法的枠組みとして、まず民法（civil
code）と商法（Commercial Code）がある。民法は、ビジネスにおける内国民待遇を規定し、
商法は、会社設立に関しても外国人とイラン人の差別はなく、外国人であっても、会社を設
立し登録することに関して規制はないとしている。
次に、外国投資促進保護法（Foreign Investment Promotion and Protection Act、以下「FIPPA」
とする）がある。FIPPA は、外国企業がイラン国内の投資について登録（投資ライセンスが
付与される）することで FIPPA が規定する政府保証、通貨交換の自由、国有化からの保護、
、
法令等で金融契約が実行されない場合に政府に損失補償を求める等の特権が与えられるもの
である。加えて、実際のプロジェクトによって外国投資の法的枠組み、例えば、直接投資（以
下「FDI」とする）のみならず、Civil Participation、Buyback、BOT（Build Operate Transfer）
、
BOO（Build Own Operate）等やインセンティブ、投資優遇措置等は、プロジェクトを発注す
るそれぞれの省で一様ではない点に留意する必要がある。例えば、PPP（Public Private
Partnership）に関する規則は、道路都市開発省（Ministry of Road and Urban Development：
MRUD）の規定に存在するがエネルギー省（Ministry of Energy：MOE）のものにはない。
また、事業を管轄する政府や省庁が規定するもの がある。5 ヶ年計画（Five-Year
Development Plan）や国家予算法（Budget Law）等の枠組みも課せられる。投資案件が入札
の場合は、入札法（Tender’s Law）が適用される。さらに、案件によっては中央銀行法（Central
Bank Law）
、会計監査法（State Public Audit Act）等も関連する場合がある。具体的な投資
インセンティブや政府保証などについては、省庁レベルの規則等で定められている。
フリーゾーンや経済特別区に投資する場合は、これらの区は自治権を有しており基本的に
はイラン本土の法律が適用されない。本土とは異なる登録制度、入札法や労働法が定められ
ており、インセンティブや優遇措置についても、基本枠組みはあるものの実際には各区は一
様ではない。ただし、政府の経済特別区に関してはこの限りではない。
さらに、特別法として、
「競争力のある生産をするための障害を除去し金融システムを促進
する法律（The Law for Removing Obstacles to Competitive Production and Promoting the
Country’s Financial System、以下「障害除去法」とする）
」なども適用される。
次の表はこれらを整理したものである。
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表Ｉ－１：投資に係る法的枠組み
法令名

英語名

規定している内容

民法

Civil Code

外国人に対する内国民待遇

商法

Commercial Code

外国企業に対する内国民待遇

外国投資促進保護法

Foreign

Investment

Promotion

投資ライセンス付与

and Protection Act

投資優遇措置、投資保護等

①5 ヶ年計画

①Five-Year Development Plan

国家の基本的かつ体系的開発計

②国家予算法

②Budget Law

画で経済・社会・外交・防衛を含

③入札法

③Tender’s Law

む。

・Law on the Administration of

フリーゾーンと経済特区のイン

政府による法的枠組み（一部）

フリーゾーン・経済特別区
・フリーゾーンの管理に関する法
律（フリーゾーン法）

Free Trade-Industrial Zones of

フラ、経済、投資制度、優遇措置、

・経済特別区の設立と運営に関す

the Islamic Republic of Iran

雇用等を規定する。フリーゾー

・Law on the Establishment and

ン・経済特区独自の認可制度あ

る法律（SEZ 法）

Administration of the Special

り。

Economic Zones of the Islamic
Republic of Iran
特別法「競争力のある生産をする

The Law for Removing Obstacles

企業規制、インセンティブ、政府

ための障害を除去し金融システ

to Competitive Production

保証等

ムを促進する法律」
（障害除去法） Promoting

the

and

Country’s

Financial System
その他各省が定める投資事業に
関する法律等

・The Act for Civil Construction
Projects in Roads and

事業規制、投資形態、インセンテ
ィブ、政府保証等

Transportation Sectors
through the Participation of
Banks and other Financial and
Monetary Resources of Iran
(MRUD)
・Power Purchase Agreement (MOE)
・Feed-in-Tariff (SUNA)
・ Water

Purchase

Agreement

(NWWEC)
（一般財団法人比較法研究センター作成）

1.1. 5 ヶ年計画の推移
イランの経済開発は 5 ヶ年計画が基礎になる。 第 1 次 5 ヶ年計画は、1948 年に遡る。そ
の後、イスラム革命までに計 5 回の 5 ヶ年計画が発表されている。しかし、現在の 5 ヶ年計
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画はこの流れではなく、イスラム革命後の 1989 年に発表された第 1 次 5 ヶ年計画がその源に
なり、イラン・イラク戦争からの再興が掲げられた。1995 年に第 2 次 5 ヶ年計画が出され、
安定経済を目指した。2000 年から施行された第 3 次 5 ヶ年計画は構造改革を行い、経済の自
由化を推進した。この時期に、FIPPA が制定された。第 4 次 5 ヶ年計画は 2005 年から始まり、
経済のグローバル化を推進した。現在の第 5 次 5 ヶ年計画は 2011 年から実施されており、以
下に記載するようにインフラ整備に重点的に取り組んでいる。
当初、
第 5 次 5 ヶ年計画は 2016
年 3 月 20 日までとされていたが、経済状況等の影響で 2017 年 3 月まで延長施行されること
になった。
1.1.1. 第 5 次 5 ヶ年計画におけるインフラ整備
第 161 条〜第 166 条：交通インフラ
第 161 条から第 166 条は交通インフラについて規定している。具体的には、航空機（第
161 条）
、道路（第 163 条）
、鉄道（第 164 条）
、海運（第 165 条）
、国際空港（第 166 条）で
あ る 。 道 路 に 関 し て は 、 道 路 保 守 輸 送 機 構 （ Road Maintenance and Transportation
Organization）が、道路輸送の開発、保守、利用に係る原資を得るために国内道路を利用
した旅客・貨物輸送に係る料金を徴収する権限を与えられている（農村及び遊牧地の道路
は含まれない）
。通行料金は、Ton/km と人 km の基準で設定されるが、道路保守輸送機構の
総会で提案され経済評議会（Council of Economy）1が認可する仕組みである。道路運送の
競争力強化を目指して、政府は、ロジスティックパークの設置、ターミナルと物流と旅客
混合輸送都市の建設、組合（cooperative）と民間セクターによるドライポートの造成の支
援を行うことで当該 5 ヶ年計画終了までに海外からのトランジット貨物量が年 10％の割合
で増加することを目指している（第 163 条）
。
鉄道に関しては、旅客と貨物輸送の増加と鉄道輸送ネットワークを促進し、これまでの
料金とサービスに係る権限を分割するために、政府は法改正（Articles of Association of
Iran’s Rail Road）により権限を有しない部門を設け、そこに民間セクターと組合のリソー
スを活用する形で活性化を見い出すとしている。そこで政府は、二車線拡幅、鉄道の電化、
鉄道路線と駅の造設を含むインフラの改善、設備化と規模拡大に関するプロジェクトを民
間や組合ができるように移譲し、BOT、EPCF（Engineering, Procurement, Construction and
Finance）等のスキームを活用し、また鉄道インフラの利用権の譲渡や資本収益及び双方で
合意した利益へのアクセス権限の譲渡が伴うとしている（第 164 条）
。
海運については、港湾海事局高等評議会（Higher Council of Ports and Maritime
Organization）が、経済評議会が調査し認めた供給と需要の状況に対応した港湾海事料金
（tariff）
を設定する融通性のあるシステムを講じることができるとしている（第 165 条）
。

1

本報告書においては「経済評議会」と訳したが、一般財団法人中東協力センター平成 27 年度公益目的支出
計画事業調査事業「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」
（一般財団法人比較法研究センター、平成 28
年 2 月）56 頁に記載されている「経済閣僚委員会（Economic Council）
」と同じものを指す。
http://www.jccme.or.jp/japanese/pdf/iranbusiness-0421.pdf
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第 133 条：再生可能エネルギー
第 133 条は、エネルギー供給についてイランの国営電力会社 TAVANIR（Iran Power
Generation and Transmission Company）とエネルギー省及び関連機関に対して、エネルギ
ー供給の多様化、生産性向上、発電所の効率化向上、エネルギー損失の減少及びコジェネ
レーションの普及のための方策を規定している。
第 82 条：Buyback 契約
第 82 条は、Buyback 契約2について規定している。この中で、経済評議会の認可に基づき、
執行機関が自らのプロジェクトをファイナンスする方法として Buyback 方式を使うことが
認められており、その際に、政府保証は行わないとしている。商業銀行等についても、地
方自治体や非政府分野のプロジェクトに対して政府保証なしで海外からのファイナンスを
認めており、各銀行に対する外資の負債及び全資産に対する支払比率は「貨幣信用評議会
（Council of Money and Credit）
」の認可によるとしている。
また、同条は内外の新聞や電子メディアで公示された指名入札あるいは国際入札によっ
て契約が締結・実施されているものについては、それらの外国との取引や契約が 100 万ド
ルを超えるものであれば、プロジェクトの実施にあたりイラン国内のエンジニア、製造、
産業及び事業遂行能力を最大限に活用することを求めると共に、輸出を促進するよう求め
ている。
第 142 条：浄水事業における買取制度
第 142 条は水の価値を鑑みて地方市場の強化を目指すことを規定している。
そのために、
エネルギー省は、国内及び海外の事業者によって抽出された水及び精製された水の買上げ
保証の権限を有している。企業及び非政府系公的機関がダムや灌漑事業へ投資するのみな
らず、所有、管理及び運営することについては憲法第 44 条及び関連法等によって認められ
ている。
第 84 条：NDFI（National Development Fund of Iran）
国家開発基金（National Development Fund of Iran：NDFI、以下「NDFI」とする）は、
石油、ガス、ガスコンデンセート及び石油製品の販売によって得られた歳入の一部を、耐
久財や生産的な経済投資及び石油やガス資源と製品を未来世代に向けて保全するために使
われる目的で設立されたものである。当該基金の場所はテヘランのみにあり、支店は一切
ない。当該基金の資産は政府が保有する。

1.1.2. 第 6 次 5 ヶ年計画におけるインフラ整備
第 6 次 5 ヶ年計画はイラン国家の基本的かつ体系的開発計画であり、社会経済のみならず
防衛や外交等も含めた広範囲のものであり、最高権威者であるハメネイ氏の名前で公表され
る。5 ヶ年計画には以下の 3 つのものが含まれている（本報告書作成時点）。
① 既に公表されている 80 アイテムの政策（policy）
② 議会に提出されている 33-34 ヶ条の法案
③ ドラフト段階の法案
2

Buyback 契約とは、外国企業が石油等の探鉱・開発の費用を負担して行い、生産段階に移行した段階で、企
業の投資分と報酬等を生産物（石油等）で返済される仕組みをいう。 契約時点で外資の取り分が固定される。
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第 6 次 5 ヶ年計画（2017 年～2022 年）は、本報告書作成時では正式に発表されていない。
そのため、詳細については不明点が多い。そこで、本報告書では前述の①既に公表されてい
る政策（例えば、後述する道路やエネルギー分野で言及している）についてのみ取り上げる。

1.2. インフラ事業における外国投資促進保護法（FIPPA）の役割
外国投資家は、外国投資委員会（Foreign Investment Board）3次官を議長とする投資認可
機関）が承認し経済財務大臣が確認してサインする投資ライセンス（Investment License）
を得て、事業を開始することができる。
投資ライセンスを得る意義は、①投資優遇措置が得られることと共に、②イラン政府の政
策変更等により外国投資資産の収用や送金禁止措置が万一起こった際に、イラン政府に補償
を求められることである（FIPPA 第 8 条）
。さらに、③イラン政府と外国投資家の間で投資に
関する紛争があった場合、外国投資家の属する政府とイラン政府が投資協定を締結していた
場合は、投資紛争の解決の場としてイランの国内裁判所ではなく第三国での外国仲裁といっ
た他の紛争解決手段を用いることができる（FIPPA 第 19 条）
。
実際の投資認可は、投資ライセンス申請以前に所轄官庁との折衝段階で決まるものと思わ
れる。
留意すべき点は、FIPPA 投資ライセンスは外国投資家に課せられた義務ではなく、当該ラ
イセンスがないと投資活動ができないというものではないという点である。これはあくまで
前述の①〜③の保護を受けるためのものである4 5。

1.3. インフラ事業に係る認可制度と流れ
まず、外資は様々な情報源から投資機会を探すと、所轄省庁にコンタクトし、当該所轄省
庁から一次的な投資認可を得て、省庁の許認可が必要な場合それらを取得する必要がある。
その上で、投資保護を求める場合は、投資・経済・技術援助機構（Organization for
Investment Economic and Technical Assistance of Iran、以下「OIETAI」とする）に正式
な投資ライセンスを得るための申請をすることになる。もちろん、前述したとおりこのライ
センスは必須ではない。これらの認可を経た後に事業がスタートする。
整理すると以下の流れである。

① 実施する予定の事業を管轄する省庁に対して建設認可、工事認可等のビジネス認可申請を行
う。なお、認可申請の内容は省あるいは事業により異なることから管轄する省庁で確認する
必要がある。

② 次に OIETAI に対して投資ライセンス発行のための申請を行う。OIETAI でのライセンス発行
までの流れは次の図のとおりである。

3

経済財務省（Ministry of Economy and Finance）次官を議長とする投資認可機関
投資・経済・技術援助機構（OIETAI）及び FIPPA についての情報や質問は、右のウェブサイトを参照。
http://www.investiniran.ir
5
FIPPA に関する詳細は、前記脚注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」を参照されたい。
4

9

図Ｉ－１：OIETAI でのライセンス発行までの流れ

（http://www.investiniran.ir/en/investmentguide/procedure）
* FIB: Foreign Investment Board（外国投資委員会）

FIPPA のもとで法的保護を受けるためには、外国人・外国企業は OIETAI に対して申請書を
提出しなければならない（FIPPA 第 5 条）
。次に、当該申請書は、外国投資委員会に提出され、
当該委員会が審査・承認し、ドラフトライセンスを発行し、申請者に通達し、経済財務大臣
の確認の後に正規のライセンスが発行される6。審議の段階で、OIETAI は申請書を受理した後
15 日以内に外国投資委員会に対して自らの助言を提出することができる。審査の段階で外国
投資委員会は FIPPA 第 2 条第 d 項について調査・審議を行う（外国投資促進保護法施行令（以
下「FIPPA 施行令」とする）第 8 条）
。
FIPPA 第 2 条第 d 項
本法で認められた外資投資により生産された財・サービスが国内市場の当該産業（大産業分類）
に占める市場シェアが 25％を超えず、かつ産業小分類での市場シェアが 35％を超えないこと。た
だし外国投資によって生産された財・サービスが輸出目的のものは除く。

外国投資委員会は申請から 1 ヶ月以内に最終判断を下し、経済財務大臣が確認してサイン
する投資ライセンス（Investment License）を発行し、書面にて申請者に通達する（FIPPA
第 6 条 Note）
。
なお、申請にあたっては電子メールにて次の申請書を提出する。

6

OIETAI“Q&A on Foreign Investment in The Islamic Republic of Iran”Q.22。
http://www.investiniran.ir/OIETA_content/media/image/2015/11/4537_orig.pdf?t=635830947233286465
（2016 年 12 月 22 日アクセス確認）
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① 関連省庁からの施設許可・初期合意書（primary agreement）
・暫定合意書
② OIETAI に提出する外国投資家による正式な文書
③ 外国投資家の会社の略歴、設立年と活動領域を含む経歴、投資家が個人である場合は、パス
ポートの写しと履歴書
④ 外国投資の資本金の一部として海外から輸入される機械、機器やコンプリート・ノックダウ
ン（complete knock down）部品のリスト（提出可能であれば）
⑤ 海外投資家の資本金の一部が技術ノウハウである場合（現物出資）には技術移転の条件の概
要がわかる契約書のドラフト
⑥ その他必要な情報

２．入札制度
2.1. イラン入札制度7
イランにおいて政府が実施するインフラ等のプロジェクトについては入札を行うものとそ
うでないものがある。実際のところは入札を行わずに実施省庁の権限において事業実施者を
選定しているものが多いが、現在検討を行っている PPP 制度が制定されると入札制度の重要
性が増してくるものと考えられる8。ここで扱うのは主に政府あるいは政府関連機関が行う入
札であり、地方政府や地方政府関連機関が実施する入札については自動的に適用されない可
能性があること、また、後述するフリーゾーンや民間経済特区も異なる入札制度を有してい
ることに留意する必要がある。
これまで日本企業によるイランでの入札の経験は多くないと推測されるが、政府が実施す
る事業へ参入するには重要な制度であり、今後イランにおいてもインフラ事業における入札
制度が整備され、その活用が促進されると予想される。イランの入札制度は複雑な構成にな
っており、入札法を読むだけでは決してわからない。これは他の法律でも同じであるが、入
札法は英訳されているが、他の関連する法律（例えば、入札規則、フリーゾーン入札規則、
ローカルコンテンツ法（後記第Ｉ章３参照）等）についてはペルシャ語のものしかない。イ
ンフラ事業に外国企業を誘致するのであれば最低限の情報インフラとして関連法の英訳を行
うべきと考えるが、制度整備と情報提供が現状に追いついていない。これらを念頭に、ここ
ではイラン入札制度について解説する。
まず、イランにおいても我が国と同様に政府が実施する調達やプロジェクトに対する入札
制度がある。一般的に入札情報は、メディア（ペルシャ語、外国語（主に英語）
）で公告され
るが、限定入札（limited bidding）も行われている。一方、入札を行わない調達もある。
イランの入札制度を規定する入札法は、2004 年 4 月 14 日に議会を通過したが、監督者評
7

イランの入札制度にも我が国と同様に、公開入札、指名入札（選抜された請負企業のみ参加）
、限定入札（請
負企業 1 社又は選抜された請負企業グループに応札を依頼）がある。
8
イランにおいて、入札制度はあるがこれまで永年に渡る経済制裁のため効果的な入札が行われてきていない。
そのため、実際には当事者間の交渉で事業者が選定されてきた経緯があるが、PPP 制度ができれば制度の透明
性や VfM（Value for Money）の考えから入札を通して事業が増えるだろうとの観測がある（OIETAI 法律専門
官の Mr. Asadpour 氏による説明、2017 年 1 月 29 日）
。
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議会（Guardian Council）の異議に対する審議を行い、公益判別会議（Expediency Council）
による修正が加えられた後、2005 年 2 月 15 日付で当時のハタミ大統領名で公布され施行さ
れた。
以下に入札法の主なポイントを整理する。
2.1.1. 入札の適用（入札法第 1 条）
入札を行うことができるのは、省、公的機関及び公開会社（public companies）
、政府所属
の営利機関、政府系銀行、政府系保険会社、非政府系の公的機関及び財団、イスラム革命防
衛隊組織、監督者評議会及び本法の適用において明記された団体や組織であり、それらにつ
いては特別規則や一般ルール及び規則の適用にかかわらず、例えば、農業省（Ministry of
Agriculture Jihad）、国営イラン石油会社（National Iranian Oil Company）、国営イラン
ガス会社（National Iranian Gas Company）、国営イラン石油化学会社（National Iranian
Petrochemical Industries Company）、産業革新開発庁（Iranian Industries Renovation and
Development Organization）、港湾海運庁（Ports and Shipping Organization of Islamic
Republic of Iran）、鉱山鉱業開発機構（Iranian Mines and Mining Industries Development
and Renovation Organization）、イスラム共和国放送（Islamic Republic of Iran Broadcasting）
及びこれらに所属する会社である。なお、軍隊に関する入札は別の規定が適用され当該法は
適用されない。
ところで入札法は 2015 年に改正されており、前述した入札ができる機関に非政府系機関
（nongovernmental sectors）が加えられている9。
2.1.2. 政府取引（調達）の種類（第 3 条）
政府取引（調達）は契約金額に応じて以下の 3 種類がある。
① 小規模調達：契約金額が 2 億リアル以下（約 6,200 ドル10）
。
② 中規模調達：契約金額が小規模調達金額の上限以上かつ小規模調達価格の上限の 10 倍以下。
③ 大規模調達：調達の初期費用推定額が小規模調達価格の上限の 10 倍以上。

小規模調達の場合は、入札公募を必要とせず、調達機関の調査により適切な品質かつ最低
価格を提示した者と契約を締結する。中規模調達の場合も、小規模調達と同様に入札公募は
必要としないが、契約締結にあたり少なくとも 3 者の見積を得る必要がある。
大規模調達の場合は入札公募の手続が必要になる。
小規模と中規模調達に関しては実際の契約金額が基準となるが、大規模調達に関しては実
際の金額ではなく、調達を行う機関による予定価格が基準となる。なお、経済財政省（Ministry
of Economy and Finance）は年度始めに国会に対してイラン中央銀行（CBI）が定めるところ
の物品とサービスの物価指数に基づく契約金額を提案することになっているため、入札にあ
たっては最新の入札法第 3 条に関連して取引（調達）金額を確認しておく必要がある。
9

Resolution No. 142600 dated 07.04.1394(2015 年) of the Council of Economic Council, and alternative
economy.
10
3 万 2,420 リアル/ドル(2017 年 2 月 12 日)公定レート
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2.1.3. 入札の種類（第 4 条）
入札については、評価の段階が以下の 2 種類ある。
① 1 段階の入札：この入札は、技術・商用評価（review）は行わず入札は 1 回のみの会合で落
札者が決定する。
② 2 段階の入札：この入札は、調達を行う機関によって技術・商用評価が実施される。
3 名の専門家から構成される技術・商用評価委員会が設けられ、入札書に
記載された基準と方法により技術・商用評価がなされ入札委員会（Bidding
Committee）11に結果報告される。

入札の募集は以下の 2 種類がある。
① 公開入札：一般公告による公示が告知される。
② 限定入札：調達を行う機関の最高級官僚の裁量と責任において行われる。入札の募集は
適任とされた入札者に対して送付される。

2.1.4. 参加資格審査（第 12 条）
入札の事前資格審査として以下の事項が挙げられる。
① サービスと物品の質の保証
② 入札対象分野での経験と知見を有すること
③ 十分な実績があること
④ 必要に応じて、労働許可及び資格証明を有すること
⑤ 必要に応じて、事業執行に関して十分な財政的基盤があること

参加資格審査の流れについては同条第 B 項に規定されている。入札参加資格に関しては、
別途、入札法第 12 条第 C 項施行規則（Executive Regulations Paragraph “C” of Article
12 of the Tender’s Law、以下「入札規則 12」とする）
（2006 年 7 月 16 日）が設けられ、
評価プロセス（入札規則 12 第 3 条）
、評価基準（第 6 条）
、評価事項（第 8 条）
、評価とスコ
アリング（第 9 条）等が規定されている。第 3 節（第 16 条～第 23 条）は事業者の質的評価
について、第 4 節（第 24 条～第 29 条）は供給業者の質的評価について規定している。
入札法第 20 条第 D 項には、国際入札における国内入札者の優遇が明記されている。この場
合、入札書類にその旨と手続が記載されていなければならないとしている。また国内入札者
優遇入札案件についての最終決定権は経済評議会が有する。
入札規則 12 第 15 条には国内入札者優遇条項があり、第 A 項では国内調達についてはロー
カルコンテンツ法を遵守すること、第 B 項は合弁会社の株の所有率は、国内事業者が 50％以
上であり、損益の負担と配分が同様に規定されていることとし、第 C 項では、建設と設備契

11

入札委員会は、①調達を行う機関の長あるいはその代理人、②会計監査役あるいは当該機関の最高級財務
官僚、③当該機関の技術長で構成される（第 5 条）
。
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約、デザイン・建設業者又は工場、発電所や類似プロジェクトにおいて調達と建設に係る建
設業者である場合には、国内入札者が優先されるとしている。なお、本規則での「ローカル
コンテンツ法」は 1997 年法を指すところ、内容的に同じであるから現在の 2012 年法が準用
されると考えられるが、それを明記した改正法は見当たらなかった。
2.1.5. 技術・商用評価について（第 19 条）
前記第Ｉ章 2.1.3.で記載した 2 段階の入札に関して、調達を実施する機関は入札書類に記
載した基準と方法に従い事前資格審査を行わなければならないとされている（入札法第 19 条
第 A 項）
。入札に関する技術・商用評価審査を実施する必要がある際には、技術・商用評価委
員会は入札委員会が定めた期限内に審査結果を当該委員会に提出し、技術・商用評価のレポ
ートに基づき、入札者が提出した入札書が開封される（同条第 B 項）
。技術・商用評価で条件
を満たさない入札者には未開封のまま入札書が返送される（同条第 D 項）
。
2.1.6. 金額評価（financial evaluation）と落札者の決定（第 20 条）
入札では、最も低い金額を提示したものを落札者とする。ここで 2 番目の入札金額と 1 番
目の入札金額との差が入札保証金（bid security amount）以下であれば、2 番目の落札者も
発表される（同条第 A 項)。入札書が開封された後に、金額の確認や精査が必要である場合は、
入札委員会はその旨を技術・商用評価委員会に伝え、技術・商用評価委員会は 2 週間以内に
精査報告を行わなければならない。
また、国際入札については、イラン国内入札者が外国入札者に対して優遇される。当該国
内入札者優遇の手続については入札書類に記載されなければならず、当該入札の妥当性につ
いては経済評議会が判断することになる（同条第 D 項）
。
2.1.7. 落札者の決定（第 21 条）
落札者が決定すれば、入札有効期限内に契約の発注がされる。入札有効期限については、
一度のみ入札資料に記載された範囲で延長ができる。契約発注後に、2 番目の落札者の入札
保証金は返金される。ここで、落札者が契約を辞退した場合、あるいは履行保証を行わない
場合、入札保証金は没収され、契約は 2 番目の落札者と締結することになる。2 番目の落札
者が辞退した場合は同じく入札保証金は没収され再入札となる。
2.1.8. 再入札及び入札の取消し（第 24 条）
以下の場合は再入札となる。
① 入札書類に記載された入札者数以下であった場合
② 契約発注において 1 番目及び 2 番目の落札者が辞退した場合
③ 入札有効期間が終了した場合
④ 上訴委員会（Appeal Committee）からの命令がある場合
⑤ 入札金額が非常に高くプロジェクトが経済的に正当化できない場合
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以下の場合は入札取消しとなる。
① 入札案件の商品とサービスの必要性がなくなった場合
② 入札資料の変更が多く、もはや入札そのものが本質的に異なってしまう場合
③ 戦争、地震、洪水等の想定外の状況が発生した場合
④ 上訴委員会からの命令がある場合
⑤ 入札者間での共謀行為があると組織委員会（Organizing Committee）が判断した場合

2.1.9. 不服申立（第 25 条）
入札法違反があった場合には、入札者は入札を行う機関の最高権威者に対して不服を申し
立てることができる。不服申立書を受理した機関は、受理から 15 労働日以内に必要な調査を
行わなければならない。不服が正当である場合には、法律に従って必要な措置が講じられ、
正当でない場合には、定められた期間に申立人に対してその旨通知される。申立人が結果に
対して異議がある場合は、上訴委員会が審議し 15 労働日以内に最終審決を下す。それでも当
事者のいずれかが異議がある場合は、関連当局による法的調査が行われるが、入札のプロセ
スに影響を与えるものではない。
2.1.10. 限定入札（第 26 条）
限定入札に関しては、政府機関が推奨した資格を有した入札者リストがあり、当該リスト
作成にあたり全ての資格ある入札者間での競争原理に調和するとともに、国家運営計画局
（State Management and Planning Organization）12が提案し内閣（Cabinet）が認可した規
則に合致したものでなければならない。限定入札に参加できるショートリスト（最終候補者
リスト）は 2 年間有効である。なお、限定入札の場合には公告は必要とされていない。
ところで、限定入札に関しては、別途、入札法第 26 条第 A 項施行規則（Executive
Regulations Section A of Article 26 of the Tender’s Law、以下「入札規則 26」とする）
（2006 年 7 月 16 日）が設けられている。競争原理の監視と入札評価プロセスの明確化によ
る入札の促進を目的とした規則である（入札規則 26 第 1 条）
。その中には入札に関するロン
グリストとショートリストの規定がある。限定入札は、まず、入札を実施する機関によって
商業・技術的理由等と限定入札の正当性と入札業者を記載したロングリストが作成され、入
札の最高権威機関である経済評議会によって承認される。次に、ショートリストが作成され
るが、ベース価格表を用いた契約では 5 名の入札者、それ以外は 3 名としている。もし、人
数に満たない場合は、他の資格ある入札者が選ばれる。
2.1.11. 入札が不要な場合（第 29 条）
入札法によれば、以下の場合には入札は不要とされている。

12

現在の計画予算庁（Plan and Budget Organization）の前身である。
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① 首都及び州の調達機関の大臣あるいは主官僚あるいはその者により権限を与えられた官僚
の責任において、他に類似物が存在しないと判断された動産、サービスの調達の場合
② 少なくとも 3 名の法的に認容された専門家、あるいは法律専門家がいない場合は専門委員会
による価格評価を得た調達、不動産のレンタルあるいはリースの場合
③ 権限を有する法律官僚が定めた金額又はそれより低い価格あるいは賃金で、
動産及び不動産
並びに商品及びサービスを調達する場合
④ 動産又は器具や機械の修理や、製造設備において生産拡大ではなく生産を継続するための機
械の交換であり、調達機関の大臣又は主官僚あるいはその者により権限を与えられた官僚の
責任において判断された場合
⑤ エンジニアへのコンサル又は技術・商用のコンサルのサービス調達であり、当該サービスが
調査、プロジェクトのデザインと管理、実施と監督あるいは他のいかなる種類の専門性をも
含むものである場合
⑥ 文化、芸術、教育、運動及び類似のサービスであって、国益を考慮して、調達機関の大臣又
は最高位の官僚の裁量と責任において入札が可能でない場合
⑦ 現在の動産、固定及び移動式機械や設備を交換又は補助するためのスペア部品、精密測定器、
科学・技術ラボや類似施設のツール、調達機関の最高位の官僚が入札可能でないと判断した
補給品の調達の場合
⑧ 国益を考慮して議会決定による秘密調達の場合
⑨ 司法判断（judiciary verdicts）に基づく株式と債務の調達の場合

なお、前述の⑤については、別途、入札法第 29 条第 E 項施行規則（Regulations clause “E”
of Article 29 of the tender’s Law、以下「入札規則 29」とする）
（2006 年 7 月 16 日）が
設けられている。入札規則 29 第 2 条第 A 項第 5 号は、コンサルについて、
「コンサルエンジ
ニアリングと技術コンサルビジネスであって調査、デザインと施行とモニタリング又は管理
計画又は次に挙げるサービスを含むもの」とし、概念設計（基本、精密、準精密で実行可能
なもの）
、予備調査及び計画、調査・研究（基本、機能、戦略及び開発に関するもの）、課題
調査（分野別、包括及び横断的なもの）
、地域及び土地利用調査、調達及び基準設定（技術的
かつ管理上のもの）
、企画立案と事業管理、価値工学、教育企画立案と人材育成、事業モニタ
リングと評価、経営サービス、経営計画、制御工学、経済調査、予備調査・デザイン・管理
システム、環境評価調査、監督・施設・運営、統計調査、地図・地理情報システム、特殊建
築・施設・委嘱・メンテナンス・支援パッケージ、IT システムの企画立案・予備調査・事業
管理・標準化・調査・デザイン・建設・施工と監査、特注ソフトウェアの情報設計・プログ
ラミング・施工・移譲・サポートと施工、デザインコンピュータネットワーク、その他補助
的・補完的コンサルサービスを含むとしている。コンサルの選定方法は 4 つあり、①価格と
品質を重視、②品質を重視、③固定予算方式、④単純方式13の 4 タイプがある。①は全てのコ
ンサルサービスが対象であるが、②は調査案件と予備調査、価値工学、調達及び基準設定、
13

単純方式（simple method）とは、入札過程で提案書の募集が行われ、質的評価に関してはコンサルタント
の経験、過去の実績、組織体系、創造性とイノベーション性等について評価（単純質的評価）が行われ、通
常は過去の情報や実績から 3～6 者のコンサルタントが対象となる（参照：入札規則 29 第 14 条第 B 項と第 C
項、第 18 条第 E 項、第 19 条第 D 項）
。
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横断的調査、
デザインと管理システム評価、IT マネジメントと包括的企画立案が対象である。
また、③は発注元による指定するもの、④は法的助言やサービス契約等特定の場合が対象と
なる（入札規則 29 第 18 条）
。当該規則は他に、提案書（第 20 条）
、入札関係（第 21 条）
、技
術評価（第 23 条）
、課税（第 24 条）等の規定がある。
2.1.12. ウェブ上での入札手続
イランの入札に参加するためには、個人であろうとも法人であろうともウェブ上で「Tender
Information Center」への登録が必要になる（入札に係る文書及び通知実施規則（Executive
Regulations of Documentation and Notification of tenders, 2006）第 26 条第 E 項）
。こ
こに登録すれば入札情報を受け取ることができるが、入札資格を得るものではない。入札案
件に対して登録した者は「利用者番号（user code）」を示さなければならない。なお、当ウ
ェブサイトで提供される情報は全て無料で公的なものである。
ただし、イラン政府のサイトへは海外からのアドレスではアクセスは制限されているよう
である14。
図Ｉ－２：最初のウェブサイト

図Ｉ－３：左画面の矢印部分をクリックすると表れる画面

ウェブサイトでの登録手順は次のとおりである。

14

2016 年 12 月 15 日に確認した。なお、日本からアクセスできないだけではなく、他国（マレーシア）から
もアクセスはできない。
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① 「登録」をクリックする（図Ｉ－２の矢印部分）と図Ｉ－３が現れる。
② ここで、登録を行う。その際に、
「gmail」や「yahoo」メールのアドレスは使えない。
「.ir」
ドメイン名のメールアドレスを作成する必要がある。そして当該メールアドレス、ユーザー
名を入力すると自動的にパスワードと「リンク情報」が「.ir」アドレスに送られてくる。
③ 送られて来たメールにあるリンクをクリックすることでアカウントが有効になる（図Ｉ－
４）
。
図Ｉ－４：ログイン画面

④ 図Ｉ－４の画面でユーザー名とパスワードを使って「ログイン」する。
⑤ 前述した①の画面にある「Tender Information Center」をクリックして Tender Information
Center のウェブに入る。
⑥ 当該ウェブページの画面右上コーナーのアイコン「 enter for gain and register of
additional information」をクリックすると「Use Settings（利用者設定）
」を選択し必要
な情報を入力する。つまり、登録手続が終了した段階で、個人・会社情報、登録番号等の詳
細な情報を入力することになる。

新しい入札ウェブサイト（http://ietsL.mporg.ir）では以下の告知が出されている。
「情報センターのソフトウェアが利用者に対してより良い情報をできるよう更新されましたので、
このリンクから入り必要な情報を入手してください。
」

イラン入札に関しては、政府以外にもいくつかの民間が運営するウェブサイト15があり、入

15

例えば右のサイトなどがあるが信頼性については不明。http://www.irantender.info,
http://www.irantender.com
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札案件に関する様々な情報を提供している。

2.2. 我が国の入札制度との違い
我が国企業にとり、海外での政府調達等に参加する際には、当該国が WTO 加盟国で「政府
調達に関する協定（Agreement on Government Procurement：GPA）
」を受諾していれば、政府
調達に関して（サービス分野の調達や地方政府機関による調達等も含む）内国民待遇の原則
（他の締約国の産品及び供給者に与える待遇を自国の産品及び供給者に与える待遇と差別し
ないこと）や無差別待遇の原則（他の締約国の産品及び他の締約国の供給者であって締約国
の産品を提供するものに与える待遇をそれ以外の締約国の産品及び供給者に与える待遇と区
別しないこと）が適用されることになるが、イランは WTO 未加盟であることから、これらの
原則が前提とはならない点に留意する必要がある。
我が国の入札制度では、内外の事業者に対して省庁統一資格が付与され、当該資格は、各
省庁申請受付・審査窓口に掲げる申請場所のいずれか 1 ヶ所に申請し、資格を付与されると
各省庁の全調達機関において有効な入札参加資格となる。イランでも、ウェブ上で登録し、
特に資格要件について審査を行うようであるが、我が国のように企業の規模に応じて資格ラ
ンク（A,B,C,D）を付与しているわけではないようである16。そのため、参加する入札案件に
制限はないと思われる。
さらに、我が国入札制度においては、「物品の製造・販売等」とは、「物品の製造」、「物品
の販売」
、
「役務の提供等」
、
「物品の買受け」の 4 つの資格を含むが、イラン入札制度ではこ
のような分類は見当たらず金額によって分けられている（入札法第 3 条参照）
。
最後に、イラン入札制度では、前述したとおり内国民待遇が保証されておらず、入札にお
いては外国企業に対してイラン国内企業が優遇されるという点に留意する必要がある。

2.3. フリーゾーン入札規則
イランのフリーゾーンでは、本土とは別の法制度で運営されており、入札制度については
フ リ ー ゾ ー ン 入 札 規 則 （ Financial Trading Bylaw of Trade-Industrial Free Zones
Organizations, No.4821T/15909、2013 年 4 月 20 日）が制定されている。入札規則を含むフ
リーゾーンの法律については、フリーゾーン・経済特別区高等評議会が管轄し、入札の運営
については各フリーゾーン当局（authority）が管轄する仕組みである。以下に主な内容につ
いて説明するが、本土の入札制度と異なる主な点として以下の点がある。
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入札法に関連したローカルコンテンツ法の適用がない



入札法に関連して企業に要求される保証がない



イラン国内入札者優遇条項がない



入札における取引金額の規模が異なる

政府入札ウェブサイト及び入札法を見る限り、ランク付けの情報は見当らなかった。
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イラン本土より外国企業にとり入札における衡平性は担保されているように思われる。た
だし、フリーゾーンでの入札案件についてはこれまで積極的に活用されてきているわけでは
ないため17、実務レベルの情報がほとんどない。
2.3.1. 取引（trades）(同規則第 22 条) ＊2014 年 7 月 26 日改正
物品等の取引に関する価格（調達）は、以下の 3 つに分類されている。
① 小規模調達：2 億 5,000 万リアル以下の物品の購入（2017 年 1 月改訂の金額）
② 中規模調達：小規模購入額の 10 倍以下のもの
③ 大規模調達：小規模購入額の 10 倍を超えるもの

イラン本土の入札法と同様に、入札の対象となるのは大規模調達である（同規則第 27 条、
規則第 29 条第 C 項）が、小規模調達の入札と中規模調達の場合もしかるべき方法で入札が行
われることがある。取引価格（調達）の分類については、小規模調達の場合は、フリーゾー
ン当局が予定価格と品質を調査・決定した上で業者から最終の請求書を受け取る方法（同規
則第 29 条第 A 項）
、中規模調達の場合は、フリーゾーン当局は最低 3 者の相見積もりをとり
その中の最低価格を提示しかつ当局の利益に合致する業者を選定する方法（同規則第 29 条第
B 項）である。3 者に満たない相見積もりであった場合は、調達責任者は当局あるいは当局に
より権限を付与された者に報告し、承認により入札を進めることができる（同規則第 29 条第
B 項_Note）
。
なお、金額については、年度の始めにフリーゾーン・経済特別区高等評議会事務局が提示
する。同規則第 22 条は、イラン本土に適用される入札法第 3 条と同様の条文であるが、金額
はフリーゾーンの方が高い。
2.3.2. 入札の種類（同規則第 23 条）
入札については、評価の段階が以下の 2 種類ある。
① 1 段階の入札：この入札は、技術評価は行わず入札は 1 回のみの会合で落札者が決定す
る。
② 2 段階の入札：この入札は、調達を行う機関によって技術・商用評価が実施される。
3 名の専門家から構成される技術評価委員会が設けられ入札書に記載され
た基準と方法により技術評価がなされ入札委員会18に結果報告される。

第 23 条は、入札法第 4 条に対応したものである。
2.3.3. 入札の種類（同規則第 24 条）
本土の入札法と同様に、公開入札と限定入札（limited bidding）制度がある。
17

前記脚注 8（OIETAI 法律専門官の Mr. Asadpour 氏による説明、2017 年 1 月 29 日）参照。
入札委員会は、①調達を行う機関の長あるいはその代理人、②会計監査役あるいは当該機関の最高級財務
官僚、③当該機関の技術長で構成される（第 5 条）
。
18
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2.3.4. 入札の公告（同規則第 31 条）
第 31 条は入札の公告についての記載であるが、国際入札あるいは海外のファイナンスが必
要な案件の場合は、関連するライセンスの取得が求められ、公告については国内で発刊され
ている英字一般新聞あるいは国際ジャーナル又は新聞に最低 1 回掲載しなければならない。
2.3.5. 応札手続（同規則第 34 条）
入札参加者は、入札書類と提案書を作成して、期限内に、フリーゾーン当局に対して申込
みを行い、受領書を受け取る。なお、本条において、国内入札、国際入札の入札書類の提出
期限は、40 日以内であってはならないとされている。
2.3.6. 応札条件（同規則第 35 条）
入札参加者は、入札仕様書に記載がない限り、原則 1 件しか提案はできず、全ての入札者
（政府、公的又は私的）に対する条件（例えば、保証の提供、契約条件、変更方法、書類の
送付、他社との間での義務の履行条件など）は同一でなければならない。
また、入札参加者は、以下のように入札書類と入札書を異なるの封筒に入れ、フリーゾー
ン当局に提出しなければならない。


保証に関する封筒（Pocket A）
：入札のための企業の保証書



技術に関する封筒（Pocket B）
：技術文書、契約文書及び法的文書



価格に関する封筒（Pocket C）
：入札価格の提示

なお、入札仕様書には、全ての封筒を密封・押印し、期限内に提出することを明記しなけ
ればならない。フリーゾーン当局は、受理した入札書類等について、開札日まで、当該封筒
を保管しなければならない。
入札の申込み、変更、差替え、取戻し（retrieving）は、期限内に、入札仕様書に明記さ
れているとおりに行われなければならない。
2.3.7. 技術評価（同規則第 38 条）
2 段階入札では、入札書類において通知された、入札者の質的評価と入札提案書の技術評
価を行う。この場合、事例によるが、国内と国際基準の採用、入札提案書の技術的特徴を評
価する方法や、評価に影響する要因（例えば、評価基準、測定指数、得点分布及び各指標に
ついてそれを決定する原則、手法の相対的意義、最低限の技術点）については、入札仕様書
に明記されなければならない（同規則第 38 条第 A 項 Note）
。技術審査（review）が必要な場
合（技術審査は、入札書が入った封筒（Pocket C）を開く前であれば認められる）
、技術委員
会（Technical-Trading Committee）により審査が行われ、審査の結果は決められた期限内に
入札委員会に伝えられる。同委員会は、次の会合で技術委員会の報告書に基づき必要な技術
点を取得した提案書を決定する。
ここで入札提案書の技術分析（analyze）が必要な場合、入札委員会がその結果を提出する
期限は、委員会の前回の期限の 2 倍まで延長される（この場合、事務総長（general director）
の承認が必要となる）
。落札者を決定する期限が過ぎている場合、フリーゾーン当局はその旨
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を入札者に伝える必要があり、この場合、入札者のいずれも、その放棄を通知することはで
きない。なお、この場合、保証金は返金される（同規則第 38 条 Note1）
。
入札者の技術文書の審査と並行して、フリーゾーン当局は契約書を審査する。不明瞭な事
項がある場合は、受理した提案書と入札仕様書の差異についての確認作業が必要となる。場
合により、不明瞭な事項を伝えるため合理的な期限が入札参加者に通知される（同規則第 38
条 Note2）
。
技術委員会は、提案書を不採用とすることについて、その技術的理由を入札委員会に報告
しなければならない。加えて、同委員会は、提案項目について採択する理由に優先順位をつ
け、入札仕様書と合致する度合い（技術点）を入札委員会に報告しなければならない。技術
審査の結果と同規則第 38 条第 A 項の入札者の技術評価と一致する度合いは、技術委員会の報
告書に記載されなければならない。
さらに、
不採用の原因も指摘される
（同規則第 38 条 Note3）
。
技術評価で不採用とされた入札者の入札書は、未開封で返却される。
2.3.8. 入札の延長と取消し（同規則第 43 条）
入札の延長は、以下の場合に認められる。


応札者の数が規定数に満たない場合（最低 3 件の入札）



入札の期限切れ及び入札の期限を延長することに関する入札参加者又は落札者の同意を欠
く場合



1 番目又は 2 番目の落札者が契約を締結しない場合



入札者または落札者にとって経済的正当性がないことが想定される高い価格で、入札委員会
による予想価格と大きく異なることが推測される場合



入札に関する苦情解決委員会（complaint resolution board）の決議

入札の取消しは、以下の場合に認められる。


入札が行われた製品、サービス等の調達の必要性がない場合



入札書類（仕様書）の変更が多く、本来の入札案件が結果的に変更される場合



戦争、地震、洪水などの予期しない出来事が生じた場合



入札者間における談合を入札委員会が認めた場合



入札に関する苦情解決委員会の決議

なお、フリーゾーン当局は、第 42 条の Note に基づいて入札の延長又は取消しを全ての入
札者に通知しなければならない。
2.3.9. 入札が不要な場合（同規則第 44 条）
以下は、入札が不要な場合である。
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事務総長（general director）
、事務総長によって権限を付与された者及び／又は管理委員
会（management board）が、唯一無比で独特なものと認識した有形資産及びサービス等の調
達。



調達、賃貸購入又は無形資産の賃貸の場合は、調達等の対象となる価値は、事務総長及び／
又は事務総長によって権限を付与された者によって決定される。さらに、経営幹部によって
選ばれた 3 名のメンバーで構成された専門家会がこのプロセスに関与する。



価格及び／又は権利が設定された資産、製品及びサービスの調達において、それらのレート
（割合）は、権限を付与された法務当局によって決定される。



認定された教育及び研究の枠組みの研究と教育サービスの調達で、
事務総長が入札を必要と
しないと考える場合（この場合、フリーゾーン当局の利益が考慮される）
。



理事長が入札を必要としないと考える文化的、芸術的サービス及び美術の調達（この場合、
イスラム原理と同様に、フリーゾーン当局の利益が考慮される）
。



エンジニアリングや技術コンサルテーション（調査、設計及び／又は設計の管理、執行及び
監視又はあらゆるタイプのコンサルテーションサービス及び専門家（自然人）サービス等）
など、コンサルテーションサービスの調達。



当事者が、国務省、政府機関、非政府組織であるか、株式又は資本の 50％をこれらが有す
る機関、消費者協同組合、省庁の人材協同組合である取引。

・ 固定及び移動設備、
装置交換及び／又は完成のためのスペア部品、
精密測定機器、
科学機器、
実験機器、技術的ツールの調達で、事務総長が入札に不向きであると考える場合（調達コス
トの決定は、少なくとも 1 名の専門家又は事務総長より権限を付与された者が行う）
。
・ 事務総長及び／又は事務総長より権限を付与された者が決定し実施している製造部門にお
ける固定又は移動機器及び機械の修理
（この場合も、フリーゾーン当局の利益が考慮される）
。
・ フリーゾーン当局が責任を引き受け、未公開のままとすることを決定する取引。
株式の購入（フリーゾーン当局の規則及び法律が認可すると認めるもの）及び司法令の執行
義務

2.3.10. 国際・国内基準（同規則第 45 条）
製品、サービス等の調達、請負業者の業務など、商業取引を行う際には、国家規格及び国
内標準を考慮する必要がある。国家規格と国内標準がない場合には、国際標準を参照するこ
とができる。例外的な事案は事務総長により決定される（その場合、事務総長は、フリーゾ
ーン当局の管理委員会と監査人に同時に通知する必要がある）
。
2.3.11. 契約締結（同規則第 48 条）
落札者との契約は、入札受付期日が満了した後に締結されなければならない。この期間は、
1 回に限り、あらかじめ決められた期間において延長することができる。契約の締結により、
2 番目の入札者の保証金が返却される。
また、落札者が契約を締結しないか意図された義務の履行を保証しない場合及び国内の落
札候補者がその地位を最大 7 日間、2 番目の外国人落札候補者がその地位を最大 15 日間にわ
たり継続しており、かつ、契約上の義務履行又は保証の提供を控えている場合は、これらの
保証金はフリーゾーン当局に没収され、契約を締結するために次の候補者が選出される。こ
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れについては、第 1 候補と第 2 候補の入札額（offers）の差が第 1 候補の保証金を上回らな
いことが条件となっている。なお、十分な証拠及び理由がある場合や事務総長が承認した場
合には、前述した期間は 2 倍にすることができる。これらについては、入札書類及び入札条
件に記載されなければならない。

2.4. 経済特別区の入札
経済特別区の法律はフリーゾーン・経済特別区高等評議会が管轄するが、入札法について
は異なる扱いであるため留意する必要がある。まず、経済特別区は政府系（石油関係、石油
化学関係のものが中心）と民間のものの 2 種類あり、政府系の経済特別区における入札法は、
イラン本土の入札法が適用される。一方、民間の経済特別区は現地政府が管轄し各経済特別
区当局が運営しており個別の入札制度が設定されているところもあるが設定していないもの
もあるようである19。
そのため、政府系経済特別区の場合は、本土入札法に関連してローカルコンテンツ法や企
業の保証制度を規定する法律が適用されることになる。民間の経済特別区に関しては、個別
の入札制度を確認する必要がある。なお、入札案件の認可については、経済特別区管理委員
会（Special Economic Zone Authority）が発行する20。

2.5. 入札と FIPPA との関係
これまで見てきたように、入札にあたり、外国企業には様々な障壁がある。具体的には、
政府入札に参加するにはイラン企業との合弁で、かつ、イラン企業の持株割合が 51％でなけ
ればならない（外国企業は 49％）点等である。一方、FIPPA では 100％外国企業でもライセ
ンスが供与されることでイラン企業とみなされ、一定の投資保護の対象となる。ここで、入
札と FIPPA に関していくつかの疑問が湧いてくる。
①

外国企業が政府入札に参加するにあたり、FIPPA 登録をしてからイラン企業として入札
に参加できるのか
FIPPA による投資ライセンスを得るためには、各個別事業のビジネスライセンスを得
ることが前提となる。つまり、入札案件は各入札実施機関が入札募集を実施すること
から、FIPPA 投資ライセンスを有していない企業はまず当該実施機関の入札に参加し落
札しビジネスライセンスを取得した後に投資ライセンスを得るために FIPPA 登録する
流れになる。つまり、ここでは入札法が適用され、外国企業が参加するにはイラン企
業が 51％の合弁企業を設立する必要があることから、例えば FIPPA 登録をした 100％
外資が当該入札に参加しても、FIPPA 登録ではイラン企業と認められたとしても入札参

19

フリーゾーン・経済特別区高等評議会の Mr. Shahram MOUSAVI SHAHROODI (Director of Tax, Customs and
Value Added)へのヒアリングによる（2017 年 1 月 28 日）
。入札制度を有する経済特別区であっても当該制度
は一様ではないとのことである。
20
経済特別区内での経済、民事、建設等に関する認可は責任機関としての経済特別区管理委員会が発行する
（経済特別区の設立と運営に関する法律（SEZ 法）第 7 条）
。
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加はできないことになる。しかし、入札法の外資規制の根拠はローカルコンテンツ法
によるものであることから、イラン国内で調達できないあるいは得られない製品やサ
ービスに対しては例外規定がある（ローカルコンテンツ法第 4 条）
。加えて、ローカル
コンテンツ法を遵守する外資に対しては入札評価基準の考慮があり、例えば、イラン
企業との株式保有の割合（0.9 倍）
、国内調達割合については数量割合（850 倍）
、外資
に属する優先株等の割合（25％）等の割引がされる（入札規則 26 第 10 条）
。
また、FIPPA は海外直接投資促進のための制度であり、入札は BOT や BOO の形態のみ
ならず物品等の調達も含まれる。FIPPA 登録と物品等の調達への参加は直接関係しない。
加えて、FIPPA 登録にはまず各省庁からの事業認可を取得することが前提となるため
FIPPA 登録後に入札というプロセスはない。
②

政府入札にイラン企業との合弁で参加し、その後に FIPPA ライセンスを受けることは
できるのか
政府入札でイラン企業との合弁で参加するということは外資 49％の制限がある。そ
の後に、海外投資保護を得るために FIPPA 登録することは可能であるが、FIPPA の規定
により海外直接投資であり、BOT、BOO、Civil Participation 等の形態でなければなら
ない。
この形態であれば入札後に FIPPA ライセンスを取得することは可能と思われる。

３．ローカルコンテンツの要求
イランでインフラ事業の入札に参加するにあたり特に留意すべき特徴的な制度としてロー
カルコンテンツを要求する法律がある。1997 年 3 月 3 日に認可された、事業及び輸出振興に
向けてイランの技術力と生産能力を最大限活用する法律（The Law Concerning Maximum Use of
Iranian

Technical

Engineering

and

Manufacturing

Capabilities

for

Projects

Implementation and Provision of Facilities for Export of Services）である。加えて、
2002 年 4 月 29 日に国家運営計画局（現・計画予算庁）は、当該法律の実施監督に関する行
政指令（Executive Directives）を公表している。この法律は 2012 年に改正されたが内容的
には 1997 年のものとほとんど同じである（以下、2012 年改正法を「ローカルコンテンツ法」
とする）
。ローカルコンテンツ法は、文字どおりイラン国内の技術、エンジニアリング、生産
及び製造能力を最大限に活用することを目的とし、会計監査法第 4 条に定める省庁と公開会
社に加え、公共組織法（Law on Public Organization）第 5 条に定める銀行、非政府系財団
と公的機関等（この中には、石油省とその関連会社、石油製品のための国家精製配給会社、
民間航空局、イラン放送局、国家鉄鋼会社、国家銅工業会社及びこれらの子会社と所属会社）
に対して、エンジニアリングサービス、契約、建設やエンジニアリング・調達・建設（EPC）
プロジェクト、土地利用を行うにあたり同法律を遵守するよう求めている（第 2 条）
。これら
の事業を実施するにあたり、イラン国内での事業コストの 51％以上をイラン国内コンテンツ
とすることを求めているが、産業鉱業貿易省（Minister of Industry, Mine and Trade）大
臣の認可及び最高経済評議会の承認があればこの限りではない（第 4 条）
。
入札において契約金額の 51％がローカルコンテンツであることが求められるが、
この場合、
ローカルコンテンツとは既に国内で生産されたあるいは調達されるものに加えて、イランで
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調達できる可能性があるものも含まれる。また、仮にローカルコンテンツ率が 51％を割った
としても、前述のとおり産業鉱業貿易大臣の認可があれば契約は可能とされている（第 4 条）
。
例えば、石油省（Ministry of Petroleum）の新しい契約形態であるイラン石油契約（Iran
Petroleum Contract：IPC 契約）は、生産設備の 51％を現地生産とすることを求めており、
原材料や部品を海外からイランに輸入しイラン国内で製造・組立した場合は国内コンテンツ
とみなされる。
また、同法第 2 条に定める機関による事業とプログラムで要求されるサービス、建設、設
置、調達、設備、供給物と製品についてはイラン企業によって提供されなければならないと
規定されている（第 5 条）
。ここでイラン企業とは、企業の 100％の株がイラン人によって保
有されている企業をいう（第 1 条）
。事業におけるイラン企業の適性についてはイラン商工鉱
業会議所（The Chamber of Commerce, Industries and Mines of Iran）の格付けによって判
断される（第 5 条 Note）
。
また、同法の施行前に実施されている事業や入札及び契約については同法の適用を受けな
いとしている（第 7 条）
。
ところで、外国との合弁企業を Civil Participation21で実施する場合は、契約書あるいは
合意書を入札実施機関に提出しなければならない。この場合においても、イラン側の株の持
分は 51％以下であってはならない。
エンジニアリング・調達・建設（EPC）プロジェクトあるいはエンジニアリング・調達・建
設・管理（EPCM）プロジェクトの場合は、イラン国内でイラン企業等によって実施されるエ
ンジニアリング作業の契約金額の提示が求められる。
商品や原材料の金額、価値及び供給者に関しては、イラン国内で生産された規格品である
こととこれらが当該入札事業で利用されることを報告しなければならない。
また、外国との合弁企業は、契約施行により、イラン国益のために何が開発され、何が結
果として残るのかの綿密なリストを作成することが要求される。
イラン国内の製造者や生産者から調達するにあたって、それらの金額、価値及び製造者に
ついて報告すると共に、これらの調達に関して他のイラン国内ベンダーのリストも付記しな
ければならない。
ローカルコンテンツ法は、過去の石油及びガス開発が主に外国企業によって行われた反省
から、国内産業を保護し、雇用創出のため国内企業を優遇し、また外国企業からの技術移転
を促進することを目指して策定された経緯があるが、イランは 1996 年 7 月 19 日に WTO 加盟
申請を行い国内法の制度整備を推進している状況を鑑みると22、当該法律は WTO の貿易に関連
する投資措置に関する協定（Agreement on Trade-Related Investment Measures）に抵触す
る可能性があると考えられるため、将来的に改善が必要であろう。国内コンテンツ要求を行
うことで自由な競争を阻害し、外国コンテンツと国内コンテンツに対する差別的な扱いは内
国民待遇に抵触するからである。

21

FIPPA 施行令第 3 条には Civil Participation についてコメントが付いており、そこでは“Civil
Participation is similar to unincorporated partnership”とされている。国有企業の持つ資産・工場を
契約による合弁事業にして、所有権は国有企業のままで外資の資金と技術により建設・改修し、運営権を持
つものと思われる。前記脚注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」31 頁参照。
22
現在は、WTO オブザーバーとして WTO のフルメンバーへの手続段階である。
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４．入札案件において外国企業に求められる保証
外国企業がイランで入札案件に参加し物品やサービスの調達に関する契約を締結する場合、
イラン企業は当該外国企業に対して海外からの調達や契約の履行等について保証を要求する
制度がある。2014 年に制定された公共取引保証規則
（Regulations to Ensure Public Trading）
である。同法は、国家財政規則の適用と管理に係る規則（The Application and Management of
State Financial Regulation、
2001 年）
第 6 条と計画予算規則
（The Plan and Budget Regulation、
1972 年）第 23 条に関する国家運営計画局（現・計画予算庁）の提案により、入札者等に対
して製品やサービスの取引の保証等に関して規制している。入札法に基づき、入札者と契約
当事者に対して建設、DB（design and build）
、設置、修理、運営、メンテナンス、輸送、レ
ンタル、リース、機械・機器・材料等購入と供給等の分野のコンサルティングサービス、プ
ロジェクトマネジメント、調査等の契約に関する保証を規制することを目的とするものであ
る（公共取引保証規則第 1 条（A）
）
。ここで保証とは、現金（cash）
、財産（property）及び
約束（committment）を指す（規則第 2 条(A)）
。
適用の範囲については、入札法第 1 条第 B 項に定める機関である（同規則第 1 条(B)）
。な
お、外国企業に求められる保証は、民間企業間であれば当事者に判断に委ねられるが(直接保
証)、政府入札案件については法的義務が課せられる点に留意する必要がある（間接保証）
。
同規則第 4 条では、以下のとおり保証の種類が規定されている。
① 銀行保証又はイラン中央銀行認可を受けた非銀行系保証機関発行の保証状（letter of
guarantee）
② 認可を受けた銀行の預金口座への現金預金
③ イラン中央保険（Central Insurance of Iran）による営業許可を得た機関発行の保証及び
保証保険会社発行のもの
④ 約束手形で署名及び法人印があるもので額面の 80％相当額
⑤ 実施機関と行政検査官・監査員の認可による純受取債権証書
⑥ 銀行及び政府保証で満期前の買戻し請求権のないもの
⑦ 民間公式専門家評価による担保価値の 85％相当（担保の債権額面についても保証が認めら
れる23）
⑧ 法律で制定された政府保証基金による保証
⑨ 研究及び技術イノベーション基金、開発基金及び障害除去法（2015 年制定）第 44 条等に基
づいて発行された保証状

物品や機械類等の調達にあたり事業を保証し適正に義務を履行するために、1～10％の範囲
で前渡金が定められている（同規則第 5 条）
。建設、設置、採鉱と鉱物加工、貨物輸送、旅客
輸送、修理、メンテナンス、運営とサポートサービス等に関する保証金についても 1～10％
の範囲で定められている（同規則第 6 条）
。
また、入札法第 29 条第 E 項（入札が不要な場合）に定めるコンサルティング、調査、デザ

23

公共取引保証規則第 4 条 Note 4.
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イン、事業管理、モニタリング、研究、ソフトウェアとサービス管理に係る契約の保証は以
下のとおりである（同規則第 7 条24）
。
① 契約履行保証（performance bonds）
：建設、EPC 等の契約において契約者が契約時に当該契
約内容を誠実に履行することを保証するもので、
通常は建設契約や機械販売等では契約金額
の 5％
② 頭金保証（down payment guarantee）
：先行的研究、デザイン、事業管理、ソフトウェア等
については、初期契約の 25％、監督業務やワークショップに関しては 10％
③ 優れた履行を行う保証（good performance bonds）
：それぞれ支払われる金額から 10％相当
を「優れた履行を行う保証（good performance bonds）
」として積み立てるもの

なお、大学や研究機関と実施する研究事業については、大学等の責任者の署名がある保証
状があれば良いとされている（同規則第 7 条 Note）
。
さらに、Civil Participation 等の企業協同体に関する保証については同規則第 8 条が契
約履行保証（contract guarantee）を規定しており、購入契約で 1 以上の製品や供給品、輸
送、設置と全設備のサービス等が含まれている場合（物品、設備とサービスの組合せ）は最
大 25％まで、DB（design-build）や DPC（design-procurement-construction）等の場合（コ
ンサルと建設サービスの組合せ）も、最大 25％を契約履行保証とするとしており、これら以
外についてはそれぞれの分野の保証率が適用される。
外国銀行による銀行保証については、イラン中央銀行は、イラン銀行のバック・ツー・バ
ック保証がない限りイラン業者による外国銀行の直接保証は受け付けないとしている
（Directive No. AB/2104, 1987 年 10 月 14 日、NO.60/1112,2006 年 7 月 4 日）
。
また、保証を発行する外国銀行についてはイラン中央銀行が認可したものでなければなら
ない（同規則第 9 条）
。その結果、外国企業にとって余分に費用がかさむことになり、入札価
格が上昇し、入札においてイラン競合会社に対して不利な立場に置かれることにもなりかね
ない。

５．税の優遇措置
5.1. インフラ事業における障害除去法の税の優遇措置
投資が省エネルギーに寄与した場合、投資家は省エネルギー分と同額分の投資額分につき
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規則第 7 条はコンサルティング等の業種に関する保証を定めているが、同規則は入札法第 29 条第 E 項に対
応したものである。入札法第 29 条は入札が不要な場合を規定してものであり、コンサルティングのみならず
他の公的な調達物も含まれている。同規則第 7 条でコンサルティング等のソフト的な業種のみに保証が求め
られている理由として、入札法は別途、当該ソフト的な業種について「入札法第 29 条第 E 項施行規則」
（No.84178/34 162 of E, 2006 年 7 月 16 日）
（入札規則 29）を定めており、その第 1 条（目的）で、有能か
つ実績のあるコンサルタントを選ぶこと、サービスの質を向上に向けた競争的環境を築くこと、コンサル業
務の質の保証を求めており、規則第 7 条は入札規則 29 第 1 条を担保するための規定と理解できよう。
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返還を受けられる（障害除去法第 12 条）25。
イラン人独立リサーチャーである Ms.Nazanin Karimnezhad は、2015 年 10 月 20－21 日付
の「イラン交通インフラストラクチャーの投資機会」と題する報告26において、本投資優遇策
を「石油省により保証されていることになる」と説明している。
第 12 条本文第 1 段落(2)を、交通セクターに即して読めば、
「全ての省庁、特に石油省とエ
ネルギー省とその傘下にある会社及び国家予算法による予算が得られる省庁は、毎年 1,000
億ドルを上限として、内外の法人ないし自然人との間で投資ないし活動によって、交通サー
ビスの時間と費用を削減する契約ができる。その際政府は、当該省庁に対する交通サービス
の時間と費用を削減した分と同額の投資金額相当分を支払う義務を負う。
」というように読む
ことができる。
第 12 条本文第 2 段落(b)を交通セクターに即して読めば、
「予算から支払われる場合は、当
該契約は国家運営計画局（現・計画予算庁）の合意を得て、支払いは国庫より行われる。そ
のような投資ないし活動は、エネルギーセクターを含めた別個のセクターでエネルギー消費
を最適にする計画でなければならない。優先されるセクターには、公共交通、都市内鉄道及
び都市間鉄道でなければならない。かつ、それらの計画では、大都市、都市間の道路につい
ての計画が優先される。それらの計画には貨物輸送、旅客輸送ないし保管料のコストを削減
する計画も含まれる。鉄道、道路、海上輸送、航空輸送の計画には、インフラストラクチャ
ーと輸送手段についての計画もある。温室化ガス削減計画と農業部門の機械と部品の開発計
画も含まれる。
」というように読むことができる。
これらのことからすると、鉄道インフラに投資した場合、鉄道車両と鉄道施設への投資に
よってディーゼル油の消費量が従来より少なくなれば、その減少分はエネルギー費用が削減
されたとして、削減額相当分が毎年予算から投資者に支出されることになる。他方、道路イ
ンフラに投資した場合、道路と道路付帯施設だけであるのでエネルギーの削減額はないこと
になる。高速道路を新しいルートによって整備した場合、旧ルートより新ルートの方が距離
が短かければ、その差がガソリンないしディーゼル油のエネルギー削減額になる。また、信
号が少なくなり渋滞も少なくなれば、その分のガソリンないしディーゼル油の消費量が減る
のでエネルギー削減に寄与することになる。それをどのように測るかには問題がある。
同法第 12 条 Amendment 1 には、
「政府が予算から支払うとコミットした計画については、
事業化計画（技術・経済・環境面からの正当化計画）
、管理予定表、政府の支払上限額につい
て関係省庁の提案により経済評議会の承認を得なくてはならない。その承認は、経済評議会
事務局が計画を受領した時から 1 ヶ月以内に行われる。
」
、同条 Amendment 8 の末尾には、
「本
条についての政令は、国家運営計画局（現・計画予算庁）
、経済財政省、石油省、エネルギー
省の提案により、本法の公布より 3 ヶ月以内に内閣より出される。
」とある。本政令が出てい

25

障害除去法の条文については、前記脚注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」の参考資料「The
Law for Removing Obstacles to Competitive Production and Promoting the Country’s Financial System」
（123 頁以下）を参照されたい。
26
Ms.Nazanin Karimnezhad「イラン交通インフラストラクチャーの投資機会」
（国連ヨーロッパ経済委員会の
ヨーロッパ・アジア交通リンクについての専門家グループがイスタンブールで行った第 1 回非公式準備会合
での発表資料）
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp5-eatl/WP5_GE2_1st_informal_session_Iran_Mr
s_Karimnezhad.pdf
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るのか否か、またその政令の内容についての情報は得られなかった。
同条による投資優遇措置は、あまりにイラン政府側の裁量の幅が大きく、外資が交通イン
フラに投資する際に実質的に使える投資優遇措置となるのかは不明である。筆者は、このよ
うな法的予測可能性の低い投資優遇措置で投資が誘致できるとする考え方自体に問題がある
と考える。また、同条による返済資金は PPP の事業期間全部にわたる必要がある一方で、そ
の返済原資は単年度の政府予算である。将来の返済原資を多年度予算制度ないし特別会計予
算を作らずにコミットすることにおいても、法的予測可能性が低い投資優遇措置だと考える。

5.2. インフラ事業における輸入関税、付加価値税（VAT）、法人税
インフラ事業における法人税の減免については以下に述べるように根拠法令がある。他方、
インフラ事業における輸入関税、付加価値税（以下「VAT」とする）の減免措置がどのような
形であるのかについては不明である。インフラ事業だから輸入関税、VAT について減免する
という統一的な法令はないようである。ただしインフラ事業が ODA 資金によりなされる場合、
どこの途上国でも ODA 対象インフラ事業における輸入機器について輸入関税は免除するのが
一般的である。そうしなければ、有償 ODA では輸入関税税収分と VAT 税収分が対外公的債務
となるという不都合が生じるからである。また有償・無償を問わずせっかく得た ODA 枠が輸
入関税・VAT で使われてしまい、ODA 枠の有効な利用と言えないという不都合も生じる。社会
インフラ建設により経済開発をするための ODA が、関税・VAT 税収入の増加という税収によ
る財政収入のために使われるという目的の齟齬が生まれることになる。
イランにおける輸入関税・VAT の減免の特例は、フリーゾーン、経済特別区の設置法令に
基づき認める。その他の地域における輸入関税・VAT の減免の特例については、関税法（Custom
Affairs Law）に基づき生産用機械の輸入関税・VAT について免除するが、原材料・部品の輸
入関税・VAT については、輸出用製品を製造するための原材料・部品の場合について免除し、
国内用製品を製造するための原材料・部品の場合については、最終製品について国内品が輸
入品と競争できるようにするため輸入電子部品についてのみ輸入関税 20％減免するとの規定
はある27。この考えによれば、インフラ事業に必要な輸入機器・資材・原材料に関する輸入関
税・VAT の減免は、フリーゾーン、経済特別区におけるインフラ事業についてはあり得るが、
その他の地域におけるインフラ事業に使われる資本財・資材については、生産用機械・部品・
原材料とはみなせないので、輸入関税・VAT の減免はない。ただしインフラ事業が ODA 対象
であるといった特殊な事情がある場合は、それらの関連法令により輸入関税・VAT の減免が
あり得る、とまとめられそうである。
交通インフラ事業（transportation income of non-governmental legal personalities）
の法人税の減免については、障害除去法第 31 条による直接税法（Direct Taxes Act）第 132
条が規定する法人税の減免が適用されることは、同法第 132 条第 E 項第 2 号の後半に明記さ
れている。特に交通インフラ事業のうち、有料道路 PPP 事業については、2016 年 9 月付の内
閣決定で、有料道路 PPP 事業を行う民活事業会社は、障害除去法第 31 条による、直接税法第
132 条の法人税免除措置が受けられることを明記したペルシャ語による法令がある
（施行日、

27

前記脚注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」3.2（33～35 頁）参照。
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bylaw の番号はないので草案である可能性がある）
。直接税法第 132 条は、法人格を持った民
間企業が、所轄官庁よりライセンスを得て、鉱工業の生産活動と病院・ホテル・観光滞在セ
ンター（tourism accommodation center）のサービス活動に携わったことによる所得に対す
る法人税支払いを、事業開始より 5 年間免除し、5 年経過後は半額に減免する（税率は 12.5％
となる）というものである。
交通インフラ民間投資事業の採算性は低く、事業開始から 5 年間に年度利益を出すのは困
難と思われるが、長期の投資期間の後半になれば年度利益があげられるようになると思われ
るので、その期間は 12.5％の税率が適用されることで、配当が可能になるという事態も考え
られる。同事業が後進地域（less development zone）で行われると、法人税の免税期間は
10 年になり、その後は半額の 12.5％の法人税率が適用される。
このことは、PPP 事業が水、電力といった事業である場合、障害除去法第 31 条における対
象サービス事業ではないサービス業であるとして、障害除去法第 31 条による直接税法第 132
条による法人税の減免措置は得られない可能性が高いことを意味していると思われる。水、
電力はサービス業ではあるが、水の生産、電力の生産という側面もあり、生産事業と考えら
れなくもないので、所轄官庁との交渉により法人税減免の余地はあるといえるかもしれない。
さらに、港と空港の PPP 事業も交通インフラ事業だとすれば法人税の減免対象になるが、港
と空港のサービス事業には水や電力のように生産という要素はなく、法人税減免対象サービ
ス事業にはあたらないから減免対象ではないとの考えも成り立つ。さらに、PPP も考えられ
ている石油・ガスパイプライン事業にも同じ問題が生じる。ここにも、PPP 事業では所轄官
庁の裁量の余地が大きすぎて、民間投資家にとって法的予測可能性が低いといえる面が現れ
ている。

６．日本とイランとのインフラ投資ファイナンス
株式会社国際協力銀行（Japan Bank for InternationalCooperation、以下「JBIC」とする）
は、2016 年 2 月 5 日にイランの経済財務省との協力覚書を締結しイラン向け日本企業の事業
拡大を支援することを、2 月 8 日付で以下のとおり公表した28。
「1.株式会社国際協力銀行（JBIC、総裁：渡辺 博史）は、5 日、イラン・イスラム共和国（以下
「イラン」）経済財務省、日本国経済産業省及び独立行政法人日本貿易保険（以下「NEXI」）
との間で、金融面での協力関係の強化を目的とする協力覚書を締結しました。
2.本協力覚書は、イラン向け新規与信が可能な環境が整った段階で、イラン国内で日本企業が
関与するプロジェクト向けに、イラン政府による保証を前提としてファイナンス・ファシリ
ティを設定することにつき当事者間で共通認識を有することを確認するものです。
3.JBIC は、今後イランにおける日本企業の事業機会創出及びビジネス促進に努めると共に、今
後とも、両国間の緊密な経済関係の一層の深化・発展に貢献して参る所存です。
」

28

https://www.jbic.go.jp/ja/information/press/press-2015/0208-46243
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本件につき、独立行政法人日本貿易保険（Nippon Export and Investment Insurance、以
下「NEXI」とする）は、2016 年 9 月 26 日付「中東・北アフリカにおける日本貿易保険（NEXI)
の取組について」29において、2016 年 2 月 5 日付で「イラン経済財務省、経済産業省(NEXI は
その管轄下の独立行政法人)、株式会社国際協力銀行との間でファイナンス・ファシリティ設
定及びこれに対するイラン政府の債務保証に係る協力覚書（MOC）を締結」した旨を説明して
おり、協力覚書の概要については以下のとおり記されている。
「(1) イラン国内で日本企業が関与するプロジェクト向けに JBIC 及び NEXI が最大 100 億米ドル
相当円（約 1.2 兆円）のファイナンス・ファシリティを設定。
(2) イラン経済財務省は、本ファシリティに対して政府保証を供与。
(3) 日・イラン協力協議会貿易・投資部会（二国政府間対話枠組み）が、必要に応じ、本ファ
シリティの対象となるプロジェクトを推薦。
(4) 個々の融資の取引条件は、JBIC 及び NEXI の審査信用調査の結果による。
(5) 日・イラン両国は、二国間経済関係の強化に貢献するプロジェクトの推進及び実施に向け
て努力。
」

本協力覚書の仕組みを図示すると次の図のとおりである。
図Ｉ－５：協力覚書の仕組み

（https://jccme-forum.com/report-41/pdf/15.pdf 4 頁参照）

本協力覚書は、日本企業がイランで行う投資事業、イラン向けに輸出するプロジェクト、
イランから輸入するプロジェクト、イランでの資源開発プロジェクトがある場合、基本的に
JBIC と民間銀行が協調融資により融資する際に、イラン政府が保証する仕組みである。民間
銀行は、自らの融資分につき NEXI の保証を得てイラン政府保証の補強を行う。JBIC と NEXI

29

https://jccme-forum.com/report-41/pdf/15.pdf
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のファイナンス・ファシリティは最大 100 億ドル（約 1.2 兆円）である。
投資金融では、日本企業がイランに設立した現地法人に対し、日本側出資比率に応じた借
入金部分を融資する。投資における通常の事業計画では資金繰りの関係で、借入分は総投資
額の 2/3 を上限とすることが多い。当該借入分が本ファシリティの対象金額となる。100％外
資企業であれば借入部分の全額がファシリティ対象となり、合弁企業（JVFDI）であれば借入
部分の日本側出資比率相当分がファシリティ対象分となる。同ファシリティ全額をイラン政
府が保証する。経済財務省はイランの公的対外債務につき責任を持つイランの省庁である。
融資は JBIC が 60％負担し民間銀行が 40％負担する協調融資で行うのが原則である。その民
間銀行融資分について NEXI が保証する。総投資額の中の自己資金分については本ファシリテ
ィには入らないが、日本企業側の出資分を JBIC は民間銀行との協調融資で出資者である日本
企業に融資することがある。当該出資金融分は本ファシリティの対象外である。
PPP 事業では投資金額が大きいので、より自己資金分を少なくし、借入金部分を多くする
ことがある。その場合は、JBIC の査定にもよるが、借入金部分全額がファシリティ対象額と
なる。PPP インフラ事業を行う事業会社（外資系企業による特別目的会社（SPC）等）が必要
とする建設・操業資金は、長期売買契約を担保にシニアレンダーから借り入れる。このシニ
アローンを JBIC と民間銀行が協調融資で出す。
なお、このイラン政府保証は、対外公的債務として国際通貨基金（International Monetary
Fund：IMF）に報告されるものであり、PPP 契約における長期電力売買契約、長期高速道路運
賃収入、長期鉄道運賃収入、長期上下水道料金支払いに対する政府保証とは別物である。こ
れらの長期契約に対しイラン政府が保証したとしても、それは契約保証であって、対外借入
債務ではないからである。
輸出金融においては、JBIC は外貨建て契約金額の 15％にあたる頭金相当分は融資しないが、
頭金相当分まで輸出契約における現地据付け等の現地通貨支払分に充当できるので、現地通
貨支払分が大きければ外貨建て輸出契約額全額までの融資額が本ファシリティ対象分となる。

７．フリーゾーン、経済特別区でのインフラ事業
フリーゾーンと経済特別区でのインフラ事業に関して、第 5 次 5 ヶ年計画法案第 112 条に
より、フリーゾーンと経済特別区については自治権を認めており、入札制度についてもイラ
ン本土とは異なる法律が存在する点に留意する必要がある30。前述したとおり、フリーゾーン
と民間の経済特別区にはイラン本土とは異なる入札制度が存在する。ここでは、これらを念
頭に置いた上で、それぞれのインフラ事業について整理を行う。

30

これまでフリーゾーンと経済特別区は「Presidential Office」の管轄であったが、第 6 次 5 ヶ年計画法案
では、経済財務省の管轄下に入ることが議会で決まり監督者評議会の認可待ちの状態である。参照：
https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/56688/transfer-of-ftzs-to-eco
nomy-ministry-sparks-debate
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7.1. フリーゾーン（Free Trade-Industrial Zones）
7.1.1. 法的枠組み（インフラ案件の権限）
フ リ ーゾ ー ンを 規 制す る 法 律は 、 フリ ー ゾー ン の 管理 に 関す る 法律 （ Law on the
Administration of Free Trade-Industrial Zones of the Islamic Republic of Iran（1993
年 9 月 12 日制定 1999 年 7 月 21 日改正）、以下「フリーゾーン法」とする）インフラ、経済
の進展、投資、雇用創出等の推進と、地域と世界市場の活発化と工業及び加工製品と公的サ
ービスの生産と輸出を目的が設定されている（同法第 1 条）。これを実施するために閣僚会
議の認可により各フリーゾーン管理委員会（Free Zone Authority）が設立され、権限が与え
られ、必要に応じて商法に従って会社を設立する（同法第 7 条）。現在 7 ヶ所あるフリーゾ
ーンは、それぞれ独立した企業として設立され、それらの資産は国家に属する。しかしなが
ら、国営企業の法律や規則は適用されず、当該法律及び関連規則によって管理運営されてい
る（同法第 5 条）。
ところでフリーゾーンでの法人設立については当該フリーゾーン管理委員会に登録しなけ
ればならない。FIPPA への登録は義務ではないが、外国投資保護の観点から奨励されている。
また、フリーゾーンのインフラ等の事業に係る計画は、フリーゾーン入札規則第 16 条に基
づいてフリーゾーン当局（Trade-Industrial Free Zone Organization）が作成し、建設等の
事業にかかる年間費用は前年度をベースに国家予算から振り分けられるとしている（同規則
第 17 条）。契約については、省庁及び政府が所有あるいは政府に付属する機関や公的会社が
フリーゾーン管理委員会及び当該委員会に所属する機関と契約を締結することを閣僚会議の
規定内で認めている（フリーゾーン法第 9 条）。
7.1.2. インフラ案件の認可手続
フリーゾーンと民間の経済特別区におけるインフラ案件は、各区の当局（authority /
organization）が決定権を有するため、認可にあたっての最終決定権は各区当局に属する。
認可の流れは以下のとおりである。
① 入札案件の公告
② 入札審査及び落札者決定
③ フリーゾーンインフラ案件の認可許可

④ 必要であれば FIPPA 登録
⑤ 事業の実施
7.1.3. インフラ案件の優遇措置
フリーゾーンでインフラ等の経済活動を行う企業は税の優遇措置が受けられる。フリーゾ
ーン法第 13 条は、区内で経済活動を行う自然人と法人について直接税を活動の開始日から
20 年間免除すると規定している。その他の主な優遇措置は次のとおりである。
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①

外国人の持株割合の制限なし

②

100％外国人持株割合でイラン企業として登録可能

③

資本、配当、利益の本国送金

④

外国投資家、取締役、専門家と家族に対して 30 万ドルの預金で 5 年間の在住ライセンス
発行（10 年まで延長可能）

⑤

旅行グループに対する有料通行料の免除

⑥

フリーゾーン内の空港における飛行税の減免

⑦

外国人入国に際してビザ免除

さらに、フリーゾーン法第 15 条は、機器・部品の輸入関税・VAT の免除措置を設けており、
インフラ事業等のためにフリーゾーンに設立された企業が使用する生産機械・部品・原材料
についての輸入関税・VAT は免除される。現地法人に現物出資された生産機械についても輸
入関税・VAT は免除される。
加えて、フリーゾーン管理委員会が独占的な購買者である BOT プロジェクトにおける製品
とサービスの購入に関する保証（第 19 条）、公共の利益のための国有化等の場合に政府が外
国投資企業に対して当該企業が投資した資本に対する正当な補償を行う法的権利の保証と保
護（第 21 条）がある。
このように、フリーゾーンでのインフラ事業を含む経済活動に関しては、戦略的に手厚い
優遇措置が与えられている。

7.2. 経済特別区（Special Economic Zones）
7.2.1. 法的枠組み（インフラ案件の権限）
イランにおける経済特別区については、イランにおける経済特別区の設立と運営に関する
法律（Law on the Establishment and Management of Special Economic Zones、以下「SEZ
法」とする）が規定している。経済特別区の目的は、経済活動支援、国際的なビジネス関係
の構築、地域経済への刺激、商品の生産と加工、技術移転国内外からの投資誘致、再輸出、
他国への通過と商品の積替え等が列挙されている（同法第 1 条）。また、同法第 18 条は、省
庁、公社あるいは州政府機関は、電力、水、通信、燃料といった当該経済特別区内において
必要なサービスを認可された料金で提供すると規定している。
7.2.2. インフラ案件の認可手続
経済特別区内での経済、民事、建設等に関する認可は責任機関としての経済特別区管理委
員会が発行する（SEZ 法第 7 条）
。
7.2.3. インフラ案件の優遇措置
経済特別区でのインフラ事業に係る主な優遇措置は法人税軽減である。障害除去法31にも留
31

2015 年 4 月 21 日に、イラン国会は、
「競争力ある生産をするための障害を除去し金融システムを促進する
法律（障害除去法）
」を制定した。電力や水関係のインフラ事業も対象に含まれるが鉄道等は「製造」ではな
いため除外されると解される。
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意する必要がある。経済特別区法人税免除は、特区によって異なり最長で 13 年だが、ゼロ（0）
の特区もある32。参考までに経済特別区と他の地域との比較表を以下にまとめておく。
表Ｉ－２：フリーゾーン、経済特別区、工業団地、その他の地域との比較
製造業・鉱業の
生産企業、病院、

フリーゾーン

経済特別区

工業団地

その他の地域

7年

7年

5年

13 年

13 年

10 年

輸入関税・VAT

輸入関税・VAT

輸入関税・VAT

は免除

は免除

は免除

ホテル
法人税免除

20 年(30 年、15 年
の地区もある)

後進地域での
法人税減免
資本財の輸入関税
の減免
部品の輸入関税
の減免

関税・VAT は免除

輸入関税・VA
は免除

輸入関税は免除

国内用の原材料・

付加価値により

付加価値により

部品の輸入関税の減免

30-70％減免

30-70％減免

免除（reimburse）
要確認33

適用なし

免除
（reimburse）
※要確認
適用なし

（一般財団法人比較法研究センター作成）

経済特別区内で加工・修理されるために外国から輸入された原材料・部品は、暫定輸入の
扱いを受け、最低限の輸入関税手続で良い（SEZ 法第 8 条 Note3）
）
。暫定期間は経済特別区管
理委員会が決める（SEZ 法第 13 条）
。暫定期間を過ぎても倉庫から取り出さない場合、1 ヶ月
の猶予後に経済特別区管理委員会は通常の輸入関税を課す（経済特別区の設立と運営に関す
る法律施行令（SEZ 法施行令）第 14 条）
。また、経済特別区とフリーゾーンには、イラン本
土とは異なる労働法が適用される点にも留意されたい34。

32

経済特別区毎の法人税については、前記脚注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」42 頁「表４
－４：2016 年 3 月 21 日から適用される法人税の免除期間と経済特別区」参照。
33
「免税なし」の根拠となるのは 1998 年 11 月 25 日制定の商業大臣（当時）令である。1998 年という古い
大臣令であることと、産業鉱業大臣令という大臣令という下位の法令であることによる。しかし、南ホラサ
ン投資サービスセンター編「南ホラサン省における投資機会、潜在力について」
（2011 年頃出版）でこの大臣
令が引用されており、現在でも有効だと思われる。しかし、障害除去法という全面的に新しい投資優遇法の
2016 年 3 月 21 日以降の施行下において変更がある可能性があるので、
「要確認」としている。
34
詳細は、前記脚注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」41 頁「表４－３：雇用契約の終了につ
いての比較」他参照。
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表Ｉ－３：フリーゾーン、経済特別区、本土の入札制度のまとめ
入札制度

フリーゾーン

民間経済特別区

フリーゾーン・

フリーゾーン・経済

経済特別区高等

特別区高等評議会、 （Planning and Budget

（Planning and Budget

評議会

地方政府

Organization）

Organization）

適用される

フリーゾーン入

各区で制定

入札法、入札規則、ロ

入札法、入札規則、ロ

主な法律

札規則

ーカルコンテンツ法、

ーカルコンテンツ法、

支払保証規則、他

支払保証規則、他

可能（イラン企業との

可能（イラン企業との

合弁として）

合弁として）

入札規則（最大 49％ま

入札規則（最大 49％ま

で）

で）

ローカルコンテンツ法

ローカルコンテンツ法

（ローカル 51％以上）

（ローカル 51％以上）

各区で制定

公共取引保証規則

公共取引保証規則

管轄機関

外国企業参加

可能

外国企業

制限なし（100%

持株％

も可能）

ローカルコン

規定なし

可能

各区で制定

各区で制定

テンツ要求

政府系経済特別区
中央政府計画予算庁

イラン本土
中央政府計画予算庁

入札に際して

フリーゾーン当

の保証

局が定める

国内入札者優

なし

各区で制定

あり（入札法）

あり(入札法)

フリーゾーン当

経済特別区当局

入札を行う機関の最高

入札を行う機関の最高

権威者

権威者

遇条項
不服申立先

局
（一般財団法人比較法研究センター作成）
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II 道路都市開発省におけるインフラ事業
１．フリーウェイ事業（有料道路）
1.1. フリーウェイ事業の概要
1.1.1. 道路事情
フリーウェイ35（「Expressway」とも呼ばれる）は異なる州をまたぐ道路で、同じ州内での
道路はハイウェイと呼ばれる。フリーウェイは道路都市開発省（MRUD）の管轄だが、ハイウ
ェイは内務省（Ministry of Interior）でそれぞれの地方自治体が管轄する。道路状況は日
本ほどに整備されているわけではないが、サービスエリア等もあり比較的良く整備されてい
るといえる。
一方、日本と比べると極端に高速料金は安い36。高速料金はイラン全土で統一された料金で
はなく州によって異なり、また車種分類37も路線によって異なる。
1.1.2. 道路インフラ事業の概要
イランは北にトルクメニスタン、アゼルバイジャン、アルマニア、西にトルコとイラク、
東にアフガニスタンとパキスタン、南に海を越えて隔ててオマーン等と国境を隔て約 164 万
8,000 ㎢の国土を有しており、経済発展のために道路等の交通ネットワークインフラの整備
が急務とされている。道路都市開発省はこれらの交通インフラ整備を実施するにあたり、公
社として「交通インフラ建設開発公社（The Construction and Development of Transportation
Infrastructure Specialized Holding Company：CDTIC）
」38を設立し、当該公社は政府の開発
計画に基づきインフラ整備のために内外の民間企業と連携して BOT や EPCF 等のスキームを活
用し、道路、フリーウェイ、港湾、エアポート、鉄道等の分野の事業を推進している。現在
1,100 ㎞を超えるフリーウェイ事業が投資案件としてある。

35

州間をまたぐ道路がフリーウェイであるが、州間をまたぐ全ての道路がフリーウェイではない。例えば、
エスファハーン（エスファハーン州）－シーラーズ（ファールス州）の間、エスファハーン（エスファハー
ン州）－ヤズド（ヤズド州）の間はハイウェイで繫がっている。加えて、テヘラン－タブリーズ（東アゼル
バイジャン州）の間はフリーウェイであるが、テヘラン－マシュハド（ラザヴィ・ホラサン州）の間はフリ
ーウェイとハイウェイが混ざっており、料金は徴収されない。
36
例えば、テヘラン－カーシャーン間（250km）で 1 万 5,000 リアルであった（2016 年 9 月調査）。
37
例えば、テヘラン－カーシャーン間では、
「Sedan」
「car」
「Trailer」
「Bus Comionet and minibus」の分類
であった（2016 年 9 月調査）
。
38
CDTIC は、2004 年に制定された「第 4 次経済・社会・文化発展計画」第 7 条に基づき、2006 年に道路都市
開発省の発案（No. 23424/11,2006 年 3 月 13 日）により設立された。イラン政府の 100％持株会社である。
http://www.cdtic.ir/p/enDefault.aspx?theme=en

38

図 II－１：イランのフリーウェイマップ

(http://www.cdtic.ir/Upload/Image/139407/Orginal/3686d6fe_cfeb_4001_bdf1_31d626d29eef.jpg)
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表 II－１：建設・稼働中の 19 PPP-EXPRESSWAY（フリーウェイ）事業（1989 年～2014 年）

（http://investment.mrud.ir/en/content/iran-expressways-2025）

表 II－１は、建設・稼働中の 19 件の PPP 事業（1989 年～2014 年）である。道路事業の距
離は、2 ㎞から 286 ㎞まで幅広く、コンセッション期間も 11 年～40 年と多岐に渡る。加えて、
Viability Gap Funding（以下「VGF」とする）も全ての事業で提供されており、その範囲も
20％～73％となっている。

1.2. 法的枠組み
1.2.1. 第 5 次 5 ヶ年計画
交通インフラに関する政策は、前述したとおり、第 5 次 5 ヶ年計画の第 161 条～第 166 条
で規定されている（前記第Ｉ章 1.1.1.を参照）
。

40

1.2.2. 民活道路事業法
道路及び交通部門の民間事業についての法律としては、銀行の資金と他の金融財政資金の
参加による道路交通分野の民間建設事業に関する法律（The Act for Civil Construction
Projects in Roads and Transportation Sectors through the Participation of Banks and
other Financial and Monetary Resources of Iran、以下「民活道路事業法」とする39）があ
る。当該法は 1 条のみで、6 つの「Note」が記載されている。
1.2.3. 民活道路事業法施行規則
民活道路事業法を実際に施行するための規則が、銀行の資金と他の金融財政資金の参加に
よる道路交通分野の民間建設事業に関する法律施行規則（The Administrative Bylaw of the
Act for Civil Construction Projectsin Roads and Transportation Sectors through the
Participation of Banks and other Financial and Monetary Resources of Iran、以下「民
活道路事業法施行規則」とする）である。59 条から構成される当該施行規則は、2015 年 4 月
5 日に閣僚会議で認可された。
1.2.4. 外国投資促進保護法（FIPPA）
外国企業がイラン国内で投資保護を受けるためには FIPPA に基づいて投資ライセンスを取
得する必要がある。なお、道路交通分野に参入する場合、まず当該分野の事業に係る認可を
取得した上で投資・経済・技術援助機構（OIETAI）に対して投資ライセンスの申請を行う（前
記第Ｉ章 1.3.を参照）
。
1.2.5. 国家予算法（Budget Law）
政府が毎年定める国家予算の振分けに関する法律である。道路交通分野においての予算配
分や料金徴収制度等についても規定されている。
ところで 2016 年 12 月 4 日に、ロウハニ大統領は来年度（2017 年 3 月 21 日～2018 年 3 月
20 日）の予算法案を国会（Majlis）に提出した。金額は約 3,280 億ドルで本年度（2016 年）
より 10.9％増えている。この中で、開発費として 6,000 兆リアル（約 158 億ドル）が振り分
けられている。加えて大統領は、予算振分の際の重点領域として、雇用、水、下水処理、環
境と鉄道を挙げており、これらは第 6 次 5 ヶ年計画と足並みを揃えた内容である40。

39

本報告書では「銀行の資金と他の金融財政資金の参加による道路交通分野の民間建設事業に関する法律施
行規則（The Act for Civil Construction Projects in Roads and Transportation Sectors through the
Participation of Banks and other Financial and Monetary Resources of Iran）
」と記載したが、前記脚
注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」5 頁、31 頁に出てくる「国内銀行とのパートナーシップに
よる交通インフラ建設に関する法律（The Act on Construction of Transport Infrastructure Projects
through Partnership of the Banks and other Financial Institutions of the Country）
」と同じものを指
す。
40
http://theiranproject.com/blog/2016/12/02/pres-submit-budget-bill-almost-100b-dec-4/ 及び
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/iran-rouhani-cabinet-budget-proposal-2017-1396
-oil.html (2016 年 12 月 24 日アクセス確認)
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1.3. 認可手続
フリーウェイ事業に関しては以下の法的認可が関与する。ただし、プロジェクトによって
必要な認可が異なることから、道路都市開発省等が公示するプロジェクト情報を確認する必
要がある。
① 道路都市開発省による認可（Ministerial Authorization）
道路交通分野民間建設事業施行規則に従う（後述参照）
。
② 第 5 次 5 ヶ年計画第 215 条
第 215 条は、イラン・外国の合弁企業によって促進される行政によって施行される第 5 次 5
ヶ年計画に沿った計画やサービスの予備調査に関するものであり、国家予算法第 22 条、第
23 条に沿って検討される。また本条は入札法第 1 条第 B 項に規定する機関と関連して事業
が検討される41。
③ 入札を行わないことの認可（Non Tender Authorization）
④ 経済評議会による認可（Council of Economy）
・道路及び鉄道事業における公的・民間の適正な持株割合を定める施行規則によるもの
・国家予算法の実施規則によるもの、他
⑤ 中央銀行による認可（Central Bank Authorization）
⑥ 会計監査法（State Public Audit Act）第 62 条
⑦ その他外国投資に係る認可
⑧ 関税（輸入／輸出）に係る認可
⑨ 税の減免措置に係る認可
⑩ プロジェクトのために選定された銀行に係る認可

以下に、これらの法的認可の概要を説明する。
道路都市開発省の事業に参加する手続は、民活道路事業法施行規則に規定されている。
まず、事業に参加する者は、以下の事項について調査を実施し、これらについての調査報
告書はそれぞれの省の認可を得なければならない。なお、調査実施は省あるいは請負人が実
施するものとしている（民活道路事業法施行規則第 5 条）
。
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初期調査



予備調査（feasibility study）



リスクアセスメント調査



環境調査



経済予備調査



技術調査（第１段階）



技術調査（第２段階）



レベル 0 時間表（Level 0 Time Schedule）

事業検討にあたっては「第 215 条委員会」が開催される。
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土地所有計画



機械、機器と材料供給計画



貸借対照表、減価償却、投資収益及び建設・運営過程のキャシュフローを含む財務計画



事業実施体制



運用システムとサービスレベル及びメンテナンスの確定



運用体制

また、申請者は、収入についても、サービス提供によるもの、通行料、土地利用料、補助
施設によるもの、リース収入、広告収入等に関して経済調査に基づきイラン通貨（リアル）
で算出しなければならない（同施行規則第 6 条）
。また、経済調査においては基本価格と増加
率を考慮すること（同施行規則第 7 条）等が規定されている。
道路都市開発省は、申請者の能力を調査し確認した後、書面で当該事業に参加するにあた
り当該省と原則的な合意がされたことを通知する（同施行規則第 10 条）
。
事業参加の申請者は、当該省から原則的な合意を受理した日から 2 ヶ月以内に会社設立を
スタートしなければならない（同施行規則第 11 条）
。なお、当該会社は株式会社（joint stock
company）とされている(同施行規則第 12 条)。
道路都市開発省は、閣僚会議の決議と当該企業の登録証書の提出の後に契約を締結するこ
とができる（同施行規則第 20 条）
この後に、OIETAI に対して投資ライセンスの申請を行う。

1.4. 政府保証制度
1.4.1. 民活道路事業法の規定
イランの道路の PPP 事業では、政府が事業についてどこまで保証をするかについて根拠と
なる法律がある珍しい分野である。
根拠法規となるのは、前記第 II 章 1.2.2.で述べたとおり民活道路事業法であり、1987 年
11 月 15 日に国会を通過したものである。
1 条のみからなる同法によれば、道路都市開発省（条文上は「道路交通省」
）は、国有銀行
（state banks）
、企業、組織、機関、その他の財政金融資源、法律及び関連する法律に基づ
いてそのような活動に投資し参加することが認められている自然人の参加により設立された
民活事業会社に、道路交通分野における民間建設計画・プロジェクトと資金調達を移譲でき
る（同法第 1 段落）
。
道路都市開発省（条文上は「道路交通省」
）は、見返りとして、当該事業からの収益を、当
該事業にかかった費用が回収されるまで（費用が減価償却される（depreciated）までと英語
では直訳されている）
、当該事業の所有権は政府が維持することを前提に（by maintaining
government’s ownership）
、民活事業会社に移譲する義務を負う。当該事業資金回収期間につ
いては内閣が決める（同法第 2 段落）
。
計画・プロジェクトの総費用（直接経費・間接経費）と実施・メンテナンス費用は、経済
財務省により任命された監査人によって確認された当該事業からの収益の移譲期間内に回収
される。また、同費用は、民活事業会社の法人税として許容される支出に含まれる（同法 Note
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3）
。
フリーウェイ事業の期間において、年間事業収入が、（PPP）契約付属の費用収入計画
（cost-income report）にある収入計画額、つまり当初予定していた収益の 85％を下回った
場合、当該フリーウェイの収益（revenue）の最大 25％が投資家に支払われる（同法 Note 5）
。
また、ハイウェイからフリーウェイへの改造に従事する企業に対して、それらが技術的か
つ経済的に実現可能であり、安全や技術的水準を考慮しても他の代替ルートがなく、代替ル
ートの建設時まであった場合には、道路都市開発省は、ハイウェイからフリーウェイの改造
に係る譲渡（transfer）
、メンテナンス及び運営費用を通行料から受け取ることのみが認めら
れる（同法 Note 6（2001 年 3 月 7 日追加施行）
）
。
民活道路事業法は前述したように規定するが、外資が投資して行う事業として考えた際に
これがどのように実際に機能するかについては、以下に示すような事項に留意が必要である。
① 民活事業会社に出資できる銀行はイラン国立銀行のみであり、民間銀行も外国銀行も出資は
できない。外国銀行はシニアレンダーにはなれる。
② 道路都市開発省（条文上は「道路交通省」
）による事業遂行の監査の質、利用、建設物のレ
ンタル料金、サービス使用料金、サービス料の徴収方法については、内閣が本法施行より 2
ヶ月以内に制定した施行規則（by-law）に従うこととされている（本法 Note 2）
。この民活
道路事業法施行規則は、本法律の制定よりかなり遅れて、2015 年 4 月 15 日付内閣決定によ
る大統領令 H51321T/7505 号として出されている。本法律制定から本法施行規則制定までの
間に、道路交通省は道路都市開発省に組織替えになっている。そのため本大統領令は道路都
市開発省の提案によりなされた内閣決定であると前文に記載されている。同前文には、
「神
の名により、道路都市開発省、経済財務省、国家管理計画局（現・計画予算庁）
」との表題
が付いている。道路都市開発省が提案し、同政令に直接関係する他の 2 省の同意を得ている
内閣決定だという意味だと思われる。
③ 同法 Note 3 によれば、民活事業会社は税金優遇措置（tax return）を受け、その税金優遇
措置も含めて事業期間、つまり PPP 期間が決められるという仕組みになっているが、具体的
な税金優遇措置については不明である。障害除去法第 31 条による直接税法第 132 条による
法人税の減免措置をさしていると思われる。
④ Note 5 は、通常の PPP 案件でいう VGF に相当するものだと考えられるが、通常の VGF と異
なるのは、年間収入が計画を下回った場合の不足額が、政府財政収入から支払われるのでは
なく、当該フリーウェイ事業収入全体の中から全額の 25％を限度として年間不足分を支払
って良いという点である。シニアレンダーが受け取るはずのローンの元利支払予定金額が年
間収入予定額より低くても、政府からの VGF での支援は得られない。Escrow A/C での積立
残高から支払うか、投資家が出すジュニアローンから支払われることになるので、それらの
契約条項の規定の仕方が重要となる 42 。なお、前記「表 II－１：建設・稼働中の 19
PPP-EXPRESSWAY（フリーウェイ）事業（1989 年～2014 年）
」
（前記第 II 章 1.1.）によれば
VGF は、20％から 73％の割合で出ている。本規定によれば 25％以下であるはずである。同
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本規定は、有料道路事業に投資する投資家を集めることを困難にする規定だと思われる。
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図に示す VGF は、本 Note5 の規定によるものとは異なる定義によっているとみられるが、内
容は不明である。総投資額の内政府が予算で出したものを VGF と言っているのだと推測され
る。

1.4.2. 民活道路事業法施行規則の規定
同施行規則によると、道路都市開発省は 2 種類の事業モデルがある（同施行規則第 2 条）。


第 1 モデル：ファイナンシング、実施、運営、譲渡



第 2 モデル：ファイナンシング、実施、リース、譲渡

第 2 モデルの契約では、民間建設計画あるいはプロジェクトは、それらの完成後に
「hire-purchase43」条項に記載されている省の管轄下に置かれる（施行規則第 2 条 Note）
。
以下に、民活道路事業法施行規則のポイントを述べる。
第1条
(f) Operating Profits：道路都市開発省から移譲される当該事業からの便益と利益はイラ
ン通貨建てで計算される。つまり、為替リスクは知らないということである。シニアレン
ダーは外貨建てローンの為替リスクを民活事業会社に転嫁させるが、フリーウェイでは外
貨収入が得られない。民間事業会社の投資家となる外国側投資家が為替リスクを負担する
ジュニアローンを出すことになるのだろう。外貨交換リスクも民活事業会社が負うが、イ
ランの外国為替銀行がリアルを外貨ローンの元利支払いのために外貨交換してくれるかに
ついては不安がある。イランは石油輸出で外貨準備に不足することはないと思われるが、
イランの外国為替銀行とイラン中央銀行は外貨交換について保証を出すとは思えない。
(j) MOU (Memorandum of Understanding)：民活事業会社の設立と PPP 契約に先立ち、道路
都市開発省と投資家の間で MOU が締結される。
(l) Participation Package：Participation package とは、交通セクターにおいて作られ
る施設（キオスク、ドライブイン、ガソリンスタンド等が考えられる）、付随する工作物、
その他利益となる計画を指す。その他利益となる計画とは、当該事業に隣接する土地で都
市の境界を越えた計画を指し、投資契約のテンプレートに書かれるものである。
「その他利
益となる計画」とは、通常の PPP 事業でいうところの付帯施設（auxiliary facility）に
相当するものだと思われる。インターチェンジ付近に設置されるレジャーランドや物流倉
庫が典型である。ただし、本定義では都市の境界を越えたものと述べているので、よほど
大規模なものを考えているのだと思われる。例えば、フリーウェイを大規模な工業団地、
居住用団地ないしオフィスビル・商業施設などの都市開発計画地域、遺跡、港湾、空港、
ホール、モスクの隣地を通るようにして、それらの施設管理運営の全部ないし一部を民活
事業会社が行うということが考えられる。
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Hire-Purchase とは、買取選択権付物品使用契約ないし分割払い式購入のこと。
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第5条
事業化調査項目(a)～(n)は、道路都市計画省の認可を得なければならない。本条 Note で
は、同調査項目のテンプレートは道路都市開発省が示すとしている。
調査項目として土地収用計画(i)が挙げられているが、実際に土地収用を行うのは、イラ
ンでは地方自治体の権限である。イランでは従来、土地収用問題では大きな問題は起きて
いないという。道路都市開発省と地方自治体との行政調整がうまくいくかがポイントとな
るだろう。
また、調査項目として挙げられている財務計画(k)には、「financial plans including
balance sheet of income and expenditure」と英訳される奇妙な用語が使われている。こ
こでいう「balance sheet」とは貸借対照表でも財務諸表でもない。財務計画とは、事業の
開発運営に係る収入支出計画、固定資産償却計画、投資回収計画、資金流動性を示す資金
運用計画から構成されている。
第6条
事業収入見込みはリアル建てで、以下の(a)～(g)の項目別に、その量と増加率を含めて
経済合理性調査（economic justification studies（第 5 条の事業化調査項目の(e)Economic
justification studies）によりなされる。
(a) 有料道路サービス料金収入：高速道路収入は 2015 年 10 月現在、基本的に 120 リアル
/km(0.0034 ドル/km.@3 万 5,000 リアル)と決められているとの情報を、現地で雇った運転手
から聞いた。この料金は、100km 走っても 40 円しかとられないことを意味し、安すぎる。
単位が一桁異なるトマン（Toman）ではないかと思われるほど料金は低い（脚注 36 も参照）
。
イランの道路はフリーウェイ、ハイウェイ、ロードの 3 種がある。ロードは一般国道、市道
で通行料（toll charge）は取らない。政府予算で建設運営を行う。ロードで PPP の可能性
はない。高速道路にはフリーウェイとハイウェイがある。フリーウェイは通行料があり、
inter city road でしかあり得ない。ここでは BOT が勧められているが、コンセッション（BLT
（Build Lease Transfer）を含む）もあることは後記第 II 章 1.5.で後述する。ハイウェイ
は通行料がなく、地方自治体が担当する。政府予算、それも内務省傘下の予算で行うのが原
則である。しかし、2016 年 9 月 19 日に我々と会談した道路都市計画省の担当者は、ハイウ
ェイについても BLT の可能性があると言っていた。これは、後記第 II 章 1.5.で詳述する、
第 2 条でいう第 2 モデルがあり得るという意味だと思われる。
確かに民活道路事業法及び民活道路事業法施行規則において、フリーウェイという言葉は、
民活道路事業法 Note 5 に「フリーウェイの収入」と明示されている箇所以外にはない。そ
のため有料道路でないハイウェイにも本法令を適用することはあり得るとの解釈は成り立
つ。しかし、イランでは有料道路なのはフリーウェイのみであることから、同施行規則がフ
リーウェイを対象としていることは明らかであると思われる。
諸外国では、
ケニアにおける一般国道を PPP で建設する事業
（
「Road Annuity Program (RAP)
of Kenya under PPP Law 2013」と呼ばれる）が知られている。民活事業会社は 10 年間の
PPP 契約を結ぶ。2 年で建設し政府に所有権を譲渡し、政府は、その後 8 年間で建設費用と
利益分を含めた分を民活事業会社に支払う。民活事業会社は自ら建設した道路のメンテナン
ス義務を負いその実費と利益分を政府が 1 年後に後払いしていく。メンテナンス契約期間を
含め全部で 10 年間となるとする考えである。民活事業会社に一般国道を建設させれば賄賂
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分が少なくなるので VfM（Value for Money）があるというケニア独特の考えによる。
(b) 場所を利用したことによる使用料収入：パーキング、トイレ利用料等直接通行車両の利
用者より得る収入の他に、インターチェンジに設置する店舗施設のテナント料等、通行車両
の利用者に対するサービス業者よりの収入があり得る。
(c) 事業の行われる地域内の土地を利用した収入
(d) 事業の行われる地域外を越えた付帯施設（auxiliary installations）による収入：有
料道路沿いのガソリンスタンド経営やドライブイン経営を、地域を越えた広範囲で行う場合
の収入や、大規模レジャーランド等からの収入が考えられる。その収入について、第 33 条
は、付帯施設がリース契約により第三者が占有する場合に、その賃借料（rental）は道路都
市開発省の規定する料金より低いものであってはならない、と規定する。このことは、事業
の運営段階における運営が第 1 モデルにより民活事業会社であっても、第 2 モデルにより運
営が道路都市開発省傘下の道路修繕交通組織ないし道路都市開発省地方道路局が受け持つ
場合であっても、付帯施設の運営権は同付帯施設を占有している第三者（ガソリンスタンド
経営者、ドライブイン経営者、レジャーランド経営者）にあることを指している。さらに同
条は、同賃借料は同等の建物の賃借料を参考にし、3 ヶ月毎に見直し、最低賃借料は 20％割
引を認め、PPP 契約における民活事業会社に通知する、と規定している。第 2 モデルでは、
付帯施設から上がる賃借料収入が民活事業会社に支払うリース料に大きな影響を与え、その
リース料がシニアローンの支払い原資となるため、ローンのデフォルトを避けるため、ない
しは、民間出資者によるジュニアローンによる支払いの準備をさせるために通知するのだと
考えられる。第 1 モデルでは、民活事業会社が付帯施設の賃借料を 3 ヶ月毎に見直して設定
する際に、道路都市開発省が、その権限で同等の建物の賃借料を調べるからそれを参考にせ
よということだと思われる。付帯施設の占有者はイラン法人であり、不動産賃貸業には詳し
くなく、外資系 FDI である場合もある民活事業会社が、不当に高い賃借料設定をしないよう
にしていると考えられる。20％割引を認めているのは、賃借人がいなくなりシニアローンの
デフォルトが起こる事態を避けているのだとも考えられる。
(e)道路都市開発省が事業をリース（hire purchase）することにより、民活事業会社に支払
うリース料：事業の所有権は道路都市開発省に完全に移っており、いわば事業所有権代を分
割払いで支払うことをリースと呼んでいる。第 2 条の第 2 モデルでのリースがある場合に限
られる。
(f)広告板を含む広告収入：現在も有料道路沿いに多くの広告板が建っている。中には山の
側面の地面に直接文字を彫り込んでいるものもあった。
(g)有料道路事業に隣接する土地に投資することにより得られる収入：隣接土地に対する投
資とは、有料道路事業に参加する事業として予定されたものか、関連法令により譲渡が予定
された事業の譲渡による収入である（ここでの譲渡とは、隣接土地に投資した事業の譲渡は
有償で行われ得ることを意味しているのみで、有料道路事業本体の譲渡は無償で行われるこ
とと無関係だと思われる）
。
第 6 条は、事業収入についての規定である。事業収入の妥当性と事業に新規に参加する
か譲渡を受けようとする者の事業収入算定根拠へのアクセスについては、
第 9 条 Note で
「第
7 条で道路都市計画省の認可を得る書類が必要な場合であり、かつ PPP の出資・譲渡契約が
ある場合は、それらの書類は道路都市開発省に登録される」と規定されている。
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第7条
「本第 6 条での収入予測についての基礎価格と増加見込みは、第 5 条(e)で要求される経
済妥当性（Economic Justification studies）と(k)資金計画（financial plan,financial
program）の基礎となる、そして道路都市開発省が関係法令と照らし合わせて認可する。」
と規定する。
ここで言わんとすることは、出資及び譲渡の金額を評価する際に、譲り受けようとする
者・出資しようとする者は、もともとの収入計画の根拠を、道路交通省に登録された内容
により知ることができるということだと思われる。
第8条
PPP 契約一式の内容が(a)～(o)に規定されている。
環境影響評価書は、環境保護庁（Organization for Protection of the Environment）
より証明書を得なければならない（第 8 条(f)）
。
第 12 条
民活事業会社は株式会社でなければならない。
第 15 条
総事業資金に占める民活事業会社の資本金相当分は事業の技術計画（technical studies）
の 30％相当額でなければならない。
本施行規則第 52 条では、PPP 事業への参加にあたり、道路都市開発省は、内閣が個々の
PPP 事業を認めた後、PPP 事業への参加者の申請により公開株式会社の設立に関する規則と
義務を遂行するのに必要な手続をすることができるとされている。
イラン株式会社法には閉鎖株式会社と公開株式会社の 2 種類があり、公開株式会社は出
資者を 5 名以上とし、持分の譲渡制限をしてはならない会社形態で社債発行ができ、財務
諸表につき公認会計士の証明が必要である。閉鎖株式会社は定款で持分譲渡を禁止しても
認めても良い会社形態で 3 名以上の出資者を必要とし、社債発行ができず、財務諸表への
公認会計士の証明を不要とすることも必要とすることも定款で決められる。
この第 52 条により民活事業会社は基本的には公開株式会社が想定されていると思われる。
しかし、①第 12 条の規定の仕方（格別に公開・閉鎖を述べず株式会社形態をいうのみであ
ること）と、②本施行規則には民活事業会社自体の公認会計士による監査は規定されてい
ないこと、そして、③第 52 条が「道路都市開発省は、申請があれば、公開株式会社設立に
必要な手続をすることができる」との規定の仕方になっていること、つまり「申請がなけ
ればこの手続をしなくても良い」ととれることを見れば、民活事業会社は閉鎖株式会社で
も設立できるのかもしれない。
他方、第 19 条で、
「民活事業会社の出資者の監査は経済財務省が認めた監査業務者でな
ければならない」との規定がある。これは、出資者の PPP 契約履行能力を財務監査をする
ことで定期的な財務状態の確認をするためだろう。ジュニアローンを出す財力があるか、
会計不正により経営不安が生じ出資持分の譲渡といった事態が起こることを予防する意味
がある。それだけ PPP 事業遂行についての財務不安を防止したいとする本施行規則の趣旨
を考えるなら、民活事業会社自体も公認会計士による監査が必要とされる公開株式会社に
することが望まれる。もし、民活事業会社を閉鎖株式会社で設立する場合でも、定款で公
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認会計士による監査を必要とすると規定しておいた方が良いと思われる44。
民活事業会社が公開株式会社による場合、持分譲渡制限がないので、投資ファンドを出
資者に加えることができるというメリットがある。投資ファンドはイラン国有投資ファン
ドのみならず海外投資ファンドでも良く、彼らは一定期間投資した後、出資持分を戦略的
投資家ないし既存の出資者に売却して、キャピタルゲインを狙っている。現在世界には、
インフラ・ファンドと呼ばれる投資ファンドが様々に現れている。彼らの投資先としてイ
ラン PPP 案件を紹介すれば良い。投資ファンドが出資すれば、主たる海外投資家の出資負
担の軽減を図ることができる。当初から投資ファンドに投資してもらわなくても、途中か
ら投資してもらうメザニン・ファンドとして投資してもらうことも考えられる。建設終了
時、当期利益が出るようになった時点といった時点での投資もあり得る。トランプ政権の
イラン制裁復活もあり得るもとで、投資ファンドは当面動きにくいかもしれない。しかし
一方で、トランプ政権の最終的な出方待ちでは投資機会を逃してしまうおそれがある。
第 15 条での総事業資金に対する出資比率 30％の基準を満たすためにも、投資ファンドを
出資者に加える戦略は重要である。ただし第 15 条でいう、事業の技術計画（Technical
Studies）とは、第 5 条における調査項目の(f)(g)、を指し、(f)は第 1 ステージの技術計
画（Technical studies on first stage）
、(g)は第 2 ステージの技術計画（Technical studies
on second stage）を指す。何が第 1 ステージ、第 2 ステージなのかの説明はないが、建設
期間が第 1 ステージ、操業期間が第 2 ステージと考えるのが普通だろう。また、事業の規
模・容量で第 1 ステージと第 2 ステージを分けるとの考えもあり得るのだろう。いずれに
せよ、事業の総事業費は第 1 ステージの総事業費分と第 2 ステージの総事業費分に分けら
れているので、第 1 ステージの総事業費分の 30％は民活事業会社の資本金で賄えという趣
旨だと思われる。その後、民活事業会社は増資して第 2 ステージの造事業費分の 30％を賄
えば良いということになる。また、公開株式会社は社債発行ができるので、出資分以外は
ローンないし社債だとすることができ、資金調達源の多様化を図ることができるというメ
リットがある。社債をイラン国内向けに発行するのみならず、海外投資家に売ることも考
えられる。証券化法はイランにまだないが、証券化法ができれば、ローン債権を証券化し
て社債を外国投資家に売ることもあり得るだろう。また、将来のテヘラン証券取引所への
上場も公開株式会社なら考えられるので、出資者は持分の一部売却でキャピタルゲインを
得ることもできる。
他方、公開株式会社では定款で譲渡制限はできないというデメリットがある。株式譲渡
制限禁止は、出資者間の信頼性を重視する長期サービス契約が源となる PPP 契約にはそぐ
わないとの考え方もあると思われる。しかし、第 11 条で、道路都市開発省は事業の譲受者
につき承認の手続をとるので、民活事業会社の出資者のいずれかが第三者に勝手に持分を
譲渡することはないと思われる。定款に譲渡制限規定は置かないが、既存の株主に優先買
取権を認める定款規定を置く方法があり得ると思われる。
民活事業会社を閉鎖株式会社とするメリットとデメリットは、公開株式会社にする場合
のデメリットとメリットに各々相当する。筆者は、民活事業会社は公開株式会社として設
立した方が良いと考える。
44

より詳細な会社形態の説明は、前記脚注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」69～90 頁を参照
されたい。
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第 30 条
運営期間中に建設変更が起こることが当初の建設段階より見込まれていた事業計画の場
合は、改善（improvement）とし、改善の責任と費用は PPP 契約の当事者となる事業運営会
社ないし同事業運営会社の出資者が負う。実際の改善に掛かった費用と事業計画での見込
みの金額との差額がある場合は、PPP 契約に付属していた当初の財務計画を変更し、その変
更財務計画は PPP 契約全締結者の署名を必要とする（第 30 条 Note）
。
これは、後記第 II 章 1.5.で詳述する第 1 モデル（BOT の一種）のみならず、第 2 モデル
（コンセッションの一種で、運営は hire-purchase 方式で民活事業会社が行う）でも同じ
なので、
B 方式の場合、
変更財務計画と改善に実際にかかった変更金額につき hire-purchase
契約を変更することにつき当事業でサービスの受け手となる政府関係公団と合意する必要
があると思われる。
第 36 条
PPP 契約締結後運営期間の始まる 6 ヶ月前までに民活事業会社は、PPP 事業収入で得るリ
アルを受け取る手続を完了する。
第 45 条
民活事業会社は、事業計画における運営収入の 5％を翌年の performance guarantee 料と
して、道路都市開発省が設けた銀行における国庫口座に支払う。
第 46 条で事業計画における収入支出報告（income-expenses reports of the development
plan or project）とあるが、これは第 5 条における財務計画の一部をなす「balance sheet
of income and expenditure」を指していると思われる）での運営開始年の運営収入の 5％
を performance guarantee として計算するとあるので、第 45 条でいう 5％とは、毎年の収
入予定の 5％だと思われる。
第 47 条
民活事業会社が運営期間中に義務を果たさない懈怠をするか、事業計画にある運営に損
害を与えた場合は、道路都市開発省は損害額のコストとそれに 15％を足した金額を損害填
補金額として、performance guarantee 額より差し引く。
第 48 条
民活事業会社の懈怠により、建設期間が計画における予定建設期間をこえてしまった場
合、契約金額に対する金利を政府の損害とみなして民活事業会社の利益より差し引く。前
述の遅延ないし契約当事者の撤退により、事業が停止した場合、民活事業会社に工事スト
ップに伴う損害による金利支払いは生じない。その際は道路都市開発省には、契約を制限
して、他の新規事業出資者に事業を譲渡する権限がある。新規事業出資者は当初の事業運
営による投資回収とその後の利益を得る権利がある。
第 49 条
計画におけるコストが当初の運営期間における収入で回収できず収益採算が採れない場
合（not depreciated in expiry date）
、運営期間は延長される。
民活事業会社が申請して道路都市開発省が認めれば、道路都市開発省は、当初どおりの
運営を認め、延長期間で当初の採算が取れる投資回収がなされることを認める権限を持つ
（第 49 条 Note）
。
当初の採算が取れる投資回収の金額については、経済財務省が指名した監査人が認定す

50

る権限を持つ（第 50 条）
。
本政令が規定する、事業期間内で収益採算が採れないことが判明した場合の運営期間の延
長の規定は、民間投資家が投資しない最大の理由になるだろう。収益採算が採れない場合
の投資期間の延長を明文で PPP 関連法に書く国として、モンゴル・コンセッション法があ
る。モンゴルでの PPP 事業がおよそ少ない理由の一つは、この事業期間の延長規定である。
そもそも、イランの PPP 事業関連法令では VfM（Value for Money）が要求されていない。
「VfM がある事業」とは、一定の投資期間で回収され得るとの高い予想を、民間投資が民間
資金で行う場合の方が、政府が予算で行う場合より一定の投資期間のライフサイクルコス
トでは安くなると、投資を誘致する側が示して、投資家を誘致するために使われる。本規
定は、その一定の投資期間の設定を無視しているともとられかねない。先進国の民間投資
家は、事業期間内で収益採算が採れない事態が起きてもイラン政府側は単に運営期間の延
長を認めるから、それで投資を回収せよというような無責任な事業になぜ投資するのだと
まず考えるだろう。そして、先進国のシニアレンダーは、そのような事業には VfM がない
として融資をためらうだろう。イランの有料道路事業では、BOT 方式しかなく、BOO 方式が
ない。BOT 方式しか認めないというなら、運営期間終了時点で収益採算が採れない場合は、
イラン政府側に最低の収益採算を保証する金額で buy out する義務が生ずると規定すべき
だろう。少なくとも、収益採算が採れない場合、運営期間終了時点の第三者が評価した時
価ないしは最低の収益採算の保証価格のいずれか低い金額でイラン政府側が買い取るとの
規定が必要だと思われる。この期間延長の規定は、過剰なリスクをとっても受注したい中
国のような開発途上国の政府がバックにいる民間投資家が受注しやすくなっているともい
える。彼らは収益採算が成り立たなくても、その分はバックにいる開発途上国政府が助け
てくれると考えるだろうからである。
第 53 条
投資リスクを軽減し、投資家の PPP 事業への参加を促進するために、道路都市開発省は、
PPP 契約の内容に即して、投資回収ができないことを補償するために、事業期間ないし事業
期間終了後において補償手段（compensative measures）を採ることにつき権限を持つ。
この補償手段が何であるかは大問題であるが、詳細な内容は不明である。本政令内の規
定では、事業期間の延長以外には規定がない。PPP 事業のシニアローンに対し、場合によっ
ては政府保証をつけるベトナム BOT 令やバングラデシュやパキスタンの PPP スケジュール
がある。イランも、シニアローンへの政府保証を考えるのが最善の投資リスクの削減法で
あると思われる。
投資リスクを減らすためには、投資額を減らすことが第一に考えられる。補償手段が VGF
なら最適であるが、その可能性はあるものの、交渉に成功する可能性は低いだろう。投資
額を減らすためには、輸入資本財・原材料・中間品に対する関税の減免は必要不可欠と思
われるが、本政令においては明文規定がない。関税率については、経済財務省の管轄だか
ら書けないのだとするのであれば、イラン政府の交通インフラでの民活 PPP 事業への取組
み姿勢自体が問題だと言えるだろう。インドネシアのように、明確に PPP 事業については
輸入関税の減免をしないとする国もある。インドネシアでは、PPP 事業における複数の政府
出資の投資保証機関があり、かつ VGF をする政府出資機関もあるからそれらによれ、との
趣旨である。
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投資リスクを低くするために、投資事業を分け、外国政府による ODA ローンや国際開発
金融機関によるローンや投資を受ける部分を作り、民活事業会社が負担とする PPP 事業範
囲と投資金額を少なくできる可能性はあると思われる
（この件については後記第 II 章 1.5.3
で検討する）
。
民活事業会社にイランの国内投資家を入れて投資リスクを減らす手段がある。イランの
政府系ファンドである国家開発基金（NDFI）が、出資するかローンを出す可能性も否定し
ない。NDFI の優先投融資先の中に「public and rail transport, joint foreign investment」
とあるからであるが、実際に外資が行う民活事業会社に投融資する可能性は低いと思われ
る。外資が参加する案件になぜ国家投資資金を使うのかとの批判と、石油収入を原資とし
ているために案件の選択において石油省の力が強いと思われるからである。
前記第Ｉ章 5.1 で述べた Ms.Nazanin Karimnezhad の報告「イラン交通インフラストラク
チャーの投資機会」45という資料では、障害除去法第 12 条による、石油・ガス消費量削減
に寄与した事業について国家予算から石油・ガス消費量削減寄与分の金額を受け取れるか
ら投資優遇措置になるとされる。同第 12 条によれば「政府は投資の便益分の価値相当分を
支払う（pay the original value and benefit of the investment）義務を負う」とある。
道路都市開発省が、本条に適合する投資契約かどうかを判断することになる。道路 PPP 事
業における何が、そしてどの分が、どの程度石油・ガス消費量削減に寄与したといえるか
は、判断が困難である。道路 PPP 事業によるインフラ完成により、渋滞がなくなったから
その分のガソリンや天然ガス（CNG）の消費量が減ったといえるのか、ある都市間で道路 PPP
事業により有料道路ができたことで、一般道路を走るより近道になり、その分のガソリン
や天然ガスの消費量が減ったと認めてくれるのか、という問題である。現実的にみて、道
路 PPP 事業でガソリンや天然ガスの消費量が減ったとして、国家予算より減った分相当額
が支出される契約だとして道路 PPP 契約を取り上げてくれる可能性を、道路都市開発省に
期待するのは無理だと思われる。また、同資料には「交通インフラ PPP 事業では税金免除
措置がある」との記述があるが、これが何を根拠にいっているかは不明である。さらに、
同資料では、2015 年度国家予算法第 J 条 Note 2 に「有料道路事業では民間投資家に対し政
府は舗装に必要なタールを無償で供給する」とあることからこれも投資優遇になる、とさ
れている。同法は入手できなかったので確認はできないが、そのような措置が毎年度の予
算法中にあり、かつ道路 PPP 事業に適用されるのであれば、確かに投資コストは下がると
思われる。
その他、投資リスク負担軽減のための投資家側からのアイデアは、道路都市計画省も大
歓迎との姿勢だろう。しかし、第 55 条は「民活事業会社は本事業スコープの範囲以外の業
務をしてはならない。投資資金が投資対象事業以外に使われることを禁止する。
」と規定す
る。対象事業以外の事業禁止は一義的には投資資金が投資対象事業以外に使われることを
禁止する趣旨だとはわかるが、投資リスク軽減手段がないのに対象事業のみしかできない
とするのは、投資家を呼びにくくするといえるだろう。
事業期間終了後における補償手段として、リースを使う第 2 モデルでの hire-purchase
方式があると考えることができるかもしれない。

45

前記脚注 26 参照
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1.5. 投資形態
1.5.1. BOT の第 1 モデルとコンセッションの第 2 モデル
前記第 II 章 1.4.2.で述べたとおり、民活道路事業法施行規則第 2 条によれば、2 種類の事
業モデルがある。ファイナンシング、実施、運営、譲渡の第 1 モデルと、ファイナンシング、
実施、リース、譲渡の第 2 モデルである。
第 1 モデル、第 2 モデルしか認めないということは、通常の PPP の投資形態でいう BOO は
排除して、必ず「T（Transfer）
」がある。つまり、一定の PPP 期間後には無償で事業を資産
ごと道路都市開発省に譲渡することが前提となっていると思われる。無償譲渡は、
「事業計画
における収支採算が採れた投資回収ができた後は、契約における対象事業は終了し、道路都
市開発省は事業計画の対象であるサービス運営を移転する義務を負う」という規定（同施行
規則第 51 条）にも明らかである。
第 1 モデルは BOT、第 2 モデルは新規に施設を建設して運営するコンセッションだと考え
れば良いと思われる。
リースを使う第 2 モデルでは、hire-purchase 方式で道路都市開発省がコントロールする
とある。hire-purchase とは、買取選択権付物品使用契約ないし分割払購入契約といわれる
契約である。第 2 モデルでは、リース以降は道路都市開発省が所有権を、民活事業会社が使
用する権利を持ち、譲渡以降は道路都市開発省が所有権も使用権も持つとの考えだろう。実
際には、道路都市開発省傘下の政府関係公団が運営期間中分割払購入契約における購入者と
なると思われる。この規定は、民活道路事業法が規定する「当該事業の所有権は政府が維持
することを前提に」
（第 2 段落）という文脈と齟齬がある。整合的に解するならば、当該事業
の所有権は政府が持つが、当該事業資産の所有権は民活事業会社が持つ、ないし当該事業が
生む利益と便益を得る権利は民活事業会社が持つ、と解することになろう。
第 2 モデルとは、PPP の投資形態でいうコンセッションだと考えればわかりやすいが、コ
ンセッションでは、サービス使用料の対価につき、現地政府側はコントロールできない。リ
ースになる前まで、サービス使用料の対価についての道路都市開発省のコントロールはモニ
タリングなど低水準のものにとどめるが、リース以降はサービス使用料の対価について道路
都市開発省はモニタリングではなく全面的にコントロールすると読めば良いのだろう。第 2
モデルではリース以降は所有権が完全に道路都市開発省に移っているので、民活事業会社は
リース以降の契約は、道路都市開発省から受け取る事業譲渡に対する対価としての長期分割
支払いのリース料を受け取る権利だけのものとなる。事業の運営は道路都市開発省がその責
任でもって行うからである。金融が付いて建設が可能になり建設期間が終わり、運営期間が
始まると、hire-purchase 契約となる。
運営期間終了により事業の所有権は無償で道路都市開発省に移るが、民活事業会社は事業
全部の賃貸借契約における賃借人となるとの考えを、日本やドイツの会社法でいう事業全部
の賃貸だと考える考え方も成り立ち得るだろう。会社法でいう事業全部の賃貸では、賃借人
は事業を自己の名義と計算で行い収益を得て、賃貸人に賃料を支払う。イランの本規定は、
賃料は取らずに、民活事業会社の賃貸借契約における事業収入をリース料とみなすとの考え
だろう。事業の所有権は政府に移っているが、実態は期間の延長と同じである。
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1.5.2. 第 1・第 2 モデルにおけるセキュリティパッケージ
第 2 モデルでは、シニアローンのセキュリティパッケージによる担保は、リースが始まる
前までの期間、つまり建設期間のみで終了すると考えて元利返済計画を建てることが望まし
いが、実現可能性は低い。高額の投資資金を建設期間終了時に道路都市開発省が支払うとの
趣旨は、およそ法令にはない。第 2 モデルでも、やはり運営期間を含めて回収する他ない。
第 1 モデルでは、民活事業会社は建設し、運営権を持つ。そのため、プロジェクトファイ
ナンスでは、その運営権に基づく長期間の通行料収入他の収入（売掛債権）をシニアレンダ
ーに譲渡してもらう形をとり、かつ運営権の対象有形資産である道路、付帯施設の不動産担
保権者となる。
第 2 モデルでは、民活事業会社は建設するが、運営権は持たず、資産の所有権は道路都市
開発省に移る。道路都市開発省は、傘下の政府関連公団を通し民活事業会社とリース契約
（hire-purchase 契約）を結び、当該事業資産は政府関連公団が自ら運営し、リース契約に
従い、民活事業 会社に運営期間中、支 払っていくことになる 。 シニアレンダーは、
hire-purchase 契約により民活事業会社が受け取るであろう金銭債権を譲渡してもらうこと
になる。事業の有形資産である道路、付帯施設の所有権は政府にあるため、国家資産に担保
権はできないとの公物法の原則に従い、担保権の設定はできない。
リース以降の融資は、それまでのプロジェクトファイナンスと異なったリース料を担保に
する考えによるローンが設定されることになる。リース以降は、有料道路収入や付帯施設に
よる収入は道路都市開発省が得て、所定の hire-purchase 契約により支払われる収入が返済
原資となる。コンセッションでは、民活事業会社は施設所有権を持たないので、シニアレン
ダーは施設不動産に抵当権等の担保権を設定できない。通常、コンセッション権という新し
い法定担保権を立法して政府に登録できるようにして、シニアレンダーは本コンセッション
権を担保にとるのが普通であるが、イランにコンセッション権を立法する動きはないので、
そのような担保はとれない。シニアレンダーは、第 1 モデルでは有料道路通行料、付帯施設
利用料といった民活事業会社が直接得た収入に基づく長期債権の譲渡を受ける。民活事業会
社の運営における工夫・効率性改善による運営収入の向上が期待できる。第 2 モデルでは、
民活事業会社は、政府関係公団が直接得る有料道路通行料、付帯施設利用料に基づいて計算
された hire-purchase 契約により支払われる長期代金受取債権をシニアレンダーに担保とし
て譲渡することになる。第 2 モデルでは、民活事業会社の運営における工夫・効率性改善に
よる運営収入の向上はありえない。したがって、シニアローンのリスクテイクにあたっては、
第 2 モデルでは第 1 モデルより金利を高くし、さらに、Escrow A/C の積立金を大きくする方
策、ジュニアローンの充実、事業採算性を確保する付帯施設の提案力が問われることになる
だろう。民活事業会社が政府関係公団から運営を受託するか請け負って、民間会社ならでは
の工夫・効率性改善により、付帯施設から上がる政府関係公団の運営収入の向上を図るとい
う手法の提案も考えられる。このような付帯施設の運営へのアドバイスをするとの提案は受
け入れられる可能性があると思われる。民活道路事業法施行規則第 33 条では、付帯施設を第
三者に占有させる場合の賃借料（リース）は、道路都市開発省の決める金額より低くてはな
らないと決めるのみであるが、さらに第三者が支払う賃借料は、固定分とプラスの変動分で
構成されるとして、運営アドバイスにより第三者の収入が上がった場合、それに比例してプ
ラスの変動分が増えるので賃借料支払いは多くなるとの契約条項を入れることも可能だと思
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われる。
第 1 モデルの BOT でも、道路都市開発省は民活道路事業法が規定する、
「当該事業の所有権
は政府が維持することを前提に」
（第 2 段落）という文脈を盾に、道路の不動産所有権、付帯
施設の不動産所有権へのシニアレンダーの担保権設定を拒否することが考えられる。拒否は
シニアローンの金利の上昇を招くとして、不動産担保を提供させる粘り強い交渉が必要だろ
う。有料道路通行料、付帯施設利用料といった民活事業会社が持つ長期債権の譲渡を受ける
ことのみで、外国シニアレンダーがセキュリティパッケージにおける担保として十分だと考
えるとは思えない。投資家によるジュニアローンの充実等の措置が必要となるだろう。
1.5.3. 第 1・第 2 モデルにおける外国公的資金の利用
もちろん、両モデルでのシニアレンダーの交渉力を高める方策として、株式会社国際協力
銀行（JBIC）や独立行政法人日本貿易保険（NEXI）にもコミットしてもらい、JBIC の豊富な
経験に基づく説得と交渉力に期待することは考えられる。JBIC と NEXI が 2016 年 2 月 5 日に
イラン経済財務省との間で締結した 100 億ドルの政府保証 MOC の対象案件にする交渉でも、
JBIC のサポートが受けられるかもしれない。もし本 PPP 案件にイラン政府保証がつけば、大
幅に金融リスクは減るので、厳しい不動産担保交渉も必ずしも必要になるとは限らない。イ
ラン政府保証はシニアローンの一部のみという考え方もできるだろう。一部のみだとしても
金融リスクは大幅に減る。一部政府保証の場合、民活道路事業法 Note 5 でいう総事業収入額
の 25％を限度にイラン政府は保証するとの考え方もあり得るだろう。
さらに、民活事業会社が借りるシニアローン分を減らすべく、事業の一部を ODA で負担し
てもらうという工夫も必要になるだろう。日本や投資家の本国の政府開発援助そしてアジア
開発銀行（ADB）、さらにはアジアインフラ投資銀行（AIIB）の利用さえも考えられる。事業
に必要な土地買収分や付帯施設の建設部分の一部を都市開発や遺跡保存に絡めて、これら政
府開発援助に負担してもらうのである。フリーウェイの通行区域の中で通行量の少ない部分
の建設資金をアジアインフラ投資銀行に担当してもらう、との考えもある。たとえ、その部
分の建設を中国企業が受注したとしても、その地区を含めた運営は民活事業会社が行うこと
はできる。政府開発援助は、政府の公的対外債務となる。その場合は、アジアインフラ投資
銀行との共同出資（joint finance）となるだろう。
1.5.4. 第 1 モデルと第 2 モデルの計画策定における費用負担者
第 2 モデル（コンセッション）による事業計画は、道路都市開発省が、民活事業会社の出
資者による費用負担で決定し、他方、第 1 モデル（BOT）の場合は、事業計画は暫定的なもの
最終的なもの共に、出資者も含めて関係機関により構成される委員会が、民活事業会社の出
資者による費用負担で決定する（民活道路事業法施行規則第 27 条）
。
同施行規則第 28 条によると、同委員会の構成者は次のとおりである。
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PPP 契約者となる民活事業会社の代表



PPP 契約に署名した道路都市開発省が任命した代表者(政府側代表者)



事業をスーパーバイズする者



民活事業会社とコントラクターが別法人だった場合その別法人の代表（民活事業会社の出資
者）



事業運営を行う組織（utilization part）の代表（道路維持交通公団、イラン国有鉄道、港
湾・海運公団（IPMO）
、イラン空港公団ないし地方道路担当次官46）

事業運営をする組織（utilization part）で、「utilization」と呼ぶのは、同施行規則第
2 条で、ファイナンシング、実施、運営、譲渡の第 1 モデルと、ファイナンシング、実施、
リース、譲渡の第 2 モデルを規定していることと関係がある。
第 2 モデルでは、これらの政府関係公団が、民活事業会社が金融を受けて建設した事業を、
hire-purchase 方式により直接運営する。第 1 モデルでは、民活事業会社が BOT における「O
（Operate）
」つまり運営を行う。事業運営をする組織（Utilization part）は、民活事業会
社が行う第 1 モデルではこれら政府関係公団は本委員会構成員にならないという趣旨だと思
われる。
同委員会の構成者の一人、スーパーバイズする者については第 23 条に規定があり、第 6 条
に規定した事業収入予定が計画どおり進んでいるかをスーパーバイズする機能と、第 4 条、
第 5 条が規定する事業計画の事業採算性に係る報告書をスーパーバイズする機能を果たす。
両機能は、PPP 契約の契約当事者となる道路都市開発省のために行われる。道路都市開発省
は、このスーパーバイズする者をコントロールする義務を持ち、その費用を負担する（第 24
条）
。同条により、その他道路投資開発省が費用を負担するのは、同省が認めたコンサルティ
ング・エンジニア、同省が認めた法令に従った技術スペックの特定とその修正を行う技術者
にかかる費用である。

1.6. 具体的プロジェクト事例
1.6.1. 外資が検討するに値する具体的事業はあるのか
前記第Ｉ章 5.1 で述べた Ms.Nazanin Karimnezhad の報告「イラン交通インフラストラクチ
ャーの投資機会」47では、いくつかのフリーウェイ PPP 事業計画について説明している。また、
同氏と 2016 年 9 月末にテヘランで面談した際に、
「Projects Book ITUDS 2015」と題する英
文の書籍（全 243 頁）の贈呈を受けた（以下「ITUDS 2015」とする）
。
「ITUDS 2015」とは、
同 書 の 副 題 で あ る 「 Iran Transportation & Urban Development Summit “Investment
Oppotunities” October 3-4,2015 Teheran-Iran」のことで、道路都市開発省主催のこのよ
うな国際会議がテヘランで行われ、道路都市開発省が作成した「ITUDS」を参加者に配布した
とのことである。
「ITUDS 2015」に掲載されたフリーウェイ（有料道路）事業は、11 件ある。そのうち、既

46
47

道路開発省の中の一組織を担当する次官のことだと思われる。
前記脚注 26 参照
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に feasibility study（事業化調査、以下「F/S」とする）がなされていて F/S が見られる事
業は 7 件、事業で使われるノウハウ・機械・売り手企業・建設会社についての定義ができて
いる事業は 2 件、両者ともにある事業は 2 件のみである。また、事業に必要な土地が既にあ
り、土地の買収が必要ではないことが確定している事業は 1 件であり、逆に、事業に必要な
土地の買収が必要であることがわかっている事業は 5 件である。
外資投資家にとって PPP 事業に必要な土地の収用を自らが主導してするほど面倒なことは
ない。インドネシアのバタン石炭火力発電所 PPP 事業が契約後 2016 年 6 月まで 4 年以上事業
が進まなかったのは、土地収用を外資任せにしたからである。本案件は、安倍首相が以前の
政権に就いていた際に民活インフラ輸出案件として政府肝煎りで進めた東洋一の規模の 2 百
万 kw の容量を持つ超々臨界圧石炭火力発電所 PPP 案件（25 年間の BOOT 方式）で 34 億ドル
相当のシニアローンを必要としている。
ジャカルタ－バンドン高速鉄道計画
（50～60 億ドル）
も、2015 年 9 月末に中国勢が受注したにもかかわらず、土地収用が完了していないとして中
国開発銀行はいまだに融資しないため、1 年半経っても工事はほとんど進んでいない。イラ
ン政府の公務員の話によれば、イランでの土地収用は県（province）政府が担当し、容易で、
問題になった案件はおよそないとのことだが、その法的根拠は明らかでない。インドは州
（state）政府に土地収用の権限があるがゆえに、インド連邦政府が土地収用法を 100 年ぶり
に大改正して土地収用をしやすくしたにもかかわらず、土地収用費用が極端に高くなり、土
地収用が進まない案件は続出している。
F/S があり、事業の主要定義が終わっており、かつ新たな土地収用が不要である案件は、
イランのフリーウェイ PPP 候補事業の中には 1 件もない。F/S があり、事業の主要定義が終
わっており、かつ新たな土地収用が必要か不要かは不明である案件は、アンディメシュク－
アフヴァーズ フリーウェイ案件 1 件のみである。そこで本案件を検討対象として、どのよう
な F/S をやっているのかを具体的な事業を挙げて説明を試みてみたい。なお、これら「ITUDS
2015」における F/S には、前述したイラン人独立リサーチャーMs.Nazanin Karimnezhad が全
てに関わっており、彼女とその同僚とイランで面談した結果も踏まえて説明する。
1.6.2. アンディメシュク－アフヴァーズ フリーウェイ案件の検討
同フリーウェイ計画は、イランの西南部に位置し、130km あり、F/S では 4 レーンの建設計
画であるが、6 レーンに拡張することも可能である。アフヴァーズはフーゼスターン州の州
都で人口 110 万人であり、アンディメシュクは人口 17 万人で同じフーゼスターン州の北方に
あり、両市は首都テヘランからフーゼスターン州の最南部に位置する石油輸出基地であるバ
ンダル・エマーム・ホメイニー港を繋ぐ道路ルート上にある。同州南部には、アフヴァーズ
フリーゾーンとバンダル・エマーム・ホメイニーがある。本計画は、国際北部回廊の一部を
なしている。Asian Highway Route8、Euro Asian Transport Link-Road Route 6 とリンクし
ている。
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図 II－２：フーゼスターン州の位置

（https://goo.gl/images/I2iFC7）

アンディメシュクの南 34km には、紀元前 4000 年にさかのぼる遺跡スーサ（Susa）がある。
スーサは、紀元前 30 世紀から紀元前 7 世紀にまたがるエラム王国の首都、そして同王国を滅
ぼしたダレイオス一世が三代目の王であるアケメネス朝ペルシャの首都となり、ハンムラビ
法典碑が発見された場所としても知られており、現在はシューシュ（Shush）と呼ばれている。
観光遺跡として有名なペルセポリスはダレイオス一世が作った新首都であり、政治的な中心
は Susa にあり、いわゆる王の道の起点であり古代より交通の要衝であった。
同フリーウェイの北の起点は、現在あるアンディメシュクから同州の北に位置するロレス
ターン州 Zal Bridge との間にある有料道路に接続し、南の起点は Eastern Ahvaz ring road
に接続する。13 ヶ所の橋建設が必要であり、130km の建設予定地のうち平地は 122km、山麓
は 8km、トンネルは不要で、最大高低差（slope）は 4％であり、走行速度は 120km/h を予定
している。
通行量見込みは操業開始の 1 年目 2.9 万台/日（小型自動車 1.4 万台/日、大型自動車 1.5
万台/日）
、20 年目 5.5 万台（小型自動車 2.7 万台/日、大型自動車 2.8 万台/日）を想定して
いる。車種別では乗用車 48％、小型トラック（pick up）18％、バス 6％、中大型トラック
28 ％で利用され るとして通行料を弾い ている。この通行量見 込みは固く見積もった
（pessimistic）ものだと Ms.Nazanin Karimnezhad は「イラン交通インフラストラクチャー
の投資機会」において説明している。バンダル・エマーム・ホメイニー港から南の起点アフ
ヴァーズまでの通行量は、操業 1 年目を 2019 年として予測すれば 1.43 万台/日あり、北の起
点アンディメシュクから北部のロレスターン州の州都であるホッラマーバードまでの通行量
が 1 万台/日である。現在、南北起点間は東西 2 つの道路が使われている。東側にある道路を
使うとすると 2.35 万台/日、
西側にある道路を使うとすると東側道路より距離が短いので 3.2
万台/日と予想される。したがって、その両起点をほとんど直線で結ぶ本フリーウェイでの通
行量は 2.9 万台/日と推測したとしている。
BOT 方式で建設期間 3 年、運営期間 20 年で計画されている。20 年間で投資回収はでき、正
味現在価値（NPV）は discount rate を年 6.5％で計算すると 6,500 万ユーロとなり、内部利
益率（以下「IRR」とする）10％と見積られている。最低でも IRR は 6.5％あるから feasible
だとしている。しかしこの最低 IRR（minimum Required rate of return）の計算の仕方は面
談だけでは不明であった。それについては、計算根拠があるので、資料を買えばわかるとの
ことらしいが、本調査では当該根拠資料は購入しなかった。
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総事業費 2 億 7,800 万ユーロ（4 万リアル/ユーロ）
、うち自己資金 1 億 9,500 万ユーロと
して資金計画が立てられている。しかし、この自己資金とは、投資家が負担する総事業費の
ことで、差額 8,300 万ユーロはイラン政府が財政支出するものとして計画している。これは、
障害除去法第 12 条に基づきフリーウェイ建設による運営期間 20 年間の石油ガスの消費量を
節約するとして政府が事業をサポートするために支出する石油省の資金を原資とするもので
ある。この政府による事業サポート支出金は、建設期間 3 年間にかかる総事業費の年度支出
額に応じ、各年度 30％の比率で支出される計画である。この政府支出金が実際に出るかの交
渉をどのようにするかは不明である。F/S を行った彼女は、本 30％が出るか否かは交渉によ
り変わり得ると考えているようである。
「イラン交通インフラストラクチャーの投資機会」で
は、
「本 F/S は、悲観的な予測によった予備的なもの（first estimation）である。制裁解除
により IRR は上昇する可能性があり、本資金計画での算定根拠となるパラメーターは技術的
な交渉により変わり得る。
」と注意書きされていた。
また、この断り書きは、鉄道 PPP 事業の資金計画でも同様についている。彼女が言いたい
ことは、その報告「イラン交通インフラストラクチャーの投資機会」48での資金調達では、
「銀
行、イラン政府（直接ローンないし政府保証）
、贈与（Grants）」としているが、その内容が
変わり得るとのことだろう。政府が直接ローンを出したり第三者からの借入れに対して保証
をつけたりするとの考えが具体的に何を指すかは、鉄道 PPP 事業の場合と同様不明である。
例えば、イラン政府と経済産業省そして JBIC の三者で行った MOC の仕組みがこれにあたるの
かもしれない。JBIC が本フリーウェイ PPP 事業にシニアローンを出すとしたらそのシニアロ
ーンにイラン政府が対外公的債務となる保証をするとの趣旨を含むとの考えであるが、詳細
は不明である。フリーウェイ事業ではインフラの一部を ODA で行うことも可能だと思われる。
その場合は、本資金計画でいう Grants に含まれるのかもしれないし、本 PPP 事業対象範囲か
ら外されることになるのかもしれない。さらに、障害除去法第 12 条による政府支出金（政府
による事業サポート支出金）の 30％相当分は Grant だから変わりようがない、と考えるので
はなく、制裁解除により外国政府ないし外国の公私にわたる金融機関より資金調達が可能に
なれば、政府支出金 30％分も減らされる可能性があるということまで含んでいるのかもしれ
ない。
投資家が負担する総事業費は、出資金とシニアレンダーからの借入金により賄われる。本
F/S では、シニアレンダーに支払う借入金利息のキャッシュフローは無視されている。また、
為替レートは、4 万リアル/ユーロで 23 年間固定されている。したがって、実際の民活事業
会社が負担するキャッシュフローの支出は、金利分と借入元本負担分があるのでかなり大き
くなるはずであるし、かつイラン通貨リアルの減価があればよりキャッシュフローの負担は
大きくなる。
キャッシュフロー表で運営開始後 13 年目に通常年の 4 倍ほどの大きな運転費用が見込まれ
ているが、これは、道路補修で大補修が行われる予定だということを表していると思われる。
他のフリーウェイ事業計画でも、13 年目の運転費用は格別に大きくなっている。なお本事業
では土地収用費は 1,000 万ユーロ程度かかると見積もられている。
「ITUD 2015」では、本事

48

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2015/wp5-eatl/WP5_GE2_1st_informal_session_Iran_
Mrs_Karimnezhad.pdf
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業では土地収用が必要か不要かは不明とされていたものである。
本キャッシュフロー表から逆算すると、事業収入は年率 2.5％ずつ上がることになってい
る。他方、通行車両数は年率 4.5％で増える計算である。通行車両数に応じて事業収入が上
がらないのは、事業収入にフリーウェイ通行料以外の収入を見込んでいるからだと思われる
が、それらがどのような事業なのか、またそれらの事業収入の計算根拠は、根拠資料を購入
しなかったので不明である。また、本キャッシュフロー表では、20 年間の事業収入は、建設
費用と土地取得費用の当初投資コストに運転費用を賄うものであるから、政府による事業サ
ポート支出金（本事業では総事業費の 30％相当分）をもカバーするものとなっている。民活
事業会社のキャッシュフロー表ではない。
それは、
他の政府による事業サポート支出金が 80％
を占めるシルジャン－バンダル・アバス フリーウェイや、同 60％を占めるシーラーズ－ブ
シェール フリーウェイの事業によるキャッシュフロー表で見れば明らかである。それら政府
による事業サポート支出金の割合が 30％、80％、60％と異なるにもかかわらず、いずれの事
業の IRR も 10％となっている。すなわち、政府支出金が大きい事業に投資する民活事業会社
の IRR は、10％をはるかに大きく超えるものとなっていると思われる。本 30％の政府支出金
のある事業でも、IRR は 10％を大きく超えるものとなっていることが想定される。そのよう
な政府支出頼みの IRR 予想に信頼をおいて良いものかにつき疑問がある。
このように見てくると、本 F/S は、政府側から潜在投資家に出す一時的 F/S として最低限
のことは満たしているように思われる。しかし、①政府による事業サポート支出金が出るか
否か、②民活事業会社のシニアローンの元利支払い負担のキャッシュフローが必要になるの
でその分だけ IRR は下がること、③現地通貨で入る事業収入をハードカレンシー（国際通貨）
に為替交換して、シニアローンの支払い原資とする際の予想される現地通貨安による為替リ
スク負担分をどうするか、④政府による事業サポート支出金が出た想定で IRR 予想を 10％に
している F/S を見せられても、民活事業会社の IRR 自体は全く異なる（借入元利支払いのキ
ャッシュフロー負担による IRR の低下と政府支出金を除いた部分、つまり、民活事業会社だ
け見た場合の民活事業会社の高すぎる IRR の格差が大きすぎる）下では投資決定ができない、
という根本的な問題をどのように解決するかについて実際の F/S で検討することが必要とな
ると思われる。

２．鉄道事業
2.1. 鉄道事業の概要
イランの鉄道事業は 1927 年から始まっている。まず南－中央－北の 3 点を結ぶ「Trans
Tehran」ラインが建設され、その完成の時期（1937 年）にギャルムサール－マシュハド線が
建設されている。
イランの鉄道事業計画は 2025 年までに現在の 1 万 5,000km から 2 万 5,000km
まで延長する計画がある。これは、中国が進めている「新シルクロード（一帯一路）
」にイラ
ンの南北鉄道網をリンクさせるというものである49。

49

その一環としてテヘラン－マシュハド間 926km の高速電化鉄道プロジェクトに 2016 年 2 月 6 日に着工した。
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図 II－３：：イランの鉄道網（2010 年）

（イラン鉄道公社のウェブサイト「Railway Map」より50）

イランの鉄道計画は、2025 年までに国内総輸送において、大都市間旅客運輸の割合を現在
の 4％から 18％に、同じく貨物運輸を現在の 10％から 30％に引き上げる計画があり、そのた
めに民間活用が促進されている51。次の表は現在の鉄道状況である。

当該事業費は、3 年 6 ヶ月間で計 20 億ドル、工事費の 85％は中国が融資する。
http://www.tehrantimes.com/news/252806/2b-Tehran-Mashhad-railway-electrification-project-started
(2016 年 12 月 26 日アクセス確認)
50
http://www.rai.ir/index.aspx?lang=2&sub=0
51
“Opportunities for Investment and Participation in Development Plans of Railways of the Islamic
Republic of Iran,”(The Ministry of Road and Urban Development) Sept. 2015, pp.4.
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表 II－２：鉄道の長さ
項 目

単位

量（Qty）

既存路線の全長

km

13241

主要路線の全長

km

10420

路線毎の長さ

km

2821

電化路線の長さ

km

196

建設中の路線の全長

km

8437

複線軌道の全長

km

450

（
“Opportunities for Investment and Participation in Development Plans of
Railways of the Islamic Republic of Iran”52 ）
表 II－３：保有車両
項 目

単位

量（Qty）

機関車総数

セット

869

貨物列車総数

セット

22715

旅客列車総数

セット

2025

その他

セット

332

（
“Opportunities for Investment and Participation in Development Plans of
Railways of the Islamic Republic of Iran”
）
表 II－４：貨物及び旅客輸送
項 目

単位

量（Qty）

貨物有料積載総量

千㌧

34924

トン・キロメータ

100 万㌧㎞

24461

旅客運送総人数

千人

24304

総有償旅客キロ

100 万人キロ

16269

（
“Opportunities for Investment and Participation in Development Plans of
Railways of the Islamic Republic of Iran”
）

次の表は、現在の鉄道インフラ事業の今後の展開に関する表である。

52

ibid., pp.6.
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表 II－５：鉄道インフラ事業
No.

事業名

実施規模（km）

今後必要な規模（百万ユーロ）

1

複線

3069

2033

2

軌道

4613

196

3

電化路線

2804

3191

4

軌道の改良

5115

5

軌道の修繕と再建築

3073

6

路線建設と修理

158

7

コンクリート枕木のスイッチ調達と設置

1050

8

20−25 トンの軸荷重の増加

10453

3346

8766
（“Opportunities for Investment and Participation in Development Plans of Railways of the Islamic
Republic of Iran” ）

2.2. 法的枠組み
議会認可、省認可、鉄道公社（The Islamic Republic of Iran Railways：RAI）評議会認
可の 3 つがある。
鉄道インフラに関する法的枠組みは多岐に渡る。関連する法律については経済財務省の
「The Law of Investment in Railway Industry」
（2016 年 4 月）に詳しく掲載されている。
概要を記載すると、第 6 次及び第 5 次 5 ヶ年計画、国家予算法、障害除去法、国家マネジメ
ントサービス法（The Law of Management Service of the Country）
、フリーアクセス鉄道交
通法（The Law of Free Access Transportation of Railway）
、民活道路事業法、直接税法（Direct
Taxes Act）
、会計監査法、FIPPA 等が含まれる。
鉄道インフラについては第 6 次 5 ヶ年計画の 24 と 25 節（paragraph）で、優先課題であり
交通分野での競争的優位性を確保すること、鉄道貨物輸送ネットワークの設備とターミナル
の発展や南北回廊の整備による輸出促進を目指すとしている。また当該計画法案第 13 条では、
民間投資による事業促進と公共利益の向上を目指し都市と地方の鉄道網を整備し、鉄道運輸
に関する VAT をゼロにするとしている（旅客は含まれない）53。
また、2017 年 1 月 2 日に、第 6 次 5 ヶ年計画の一部として、石油収入の 1％を鉄道部門に
配分する法案を承認され、鉄道プロジェクトで使用される機材・設備の製造に国内企業が占
める割合を同 5 ヶ年計画の終わり（2021 年）までに少なくとも（全体の）85％まで増やすよ
う政府に要請する法案が可決された54。

53

“The Law of Investment in Railway Industry”(2016 年 4 月)13，17 頁参照（ペルシャ語）
。
https://financialtribune.com/articles/economy-business-and-markets/56738/railroad- expansion
-assured (2017 年 1 月 11 日アクセス確認)
54
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2.3. 認可手続
以下は鉄道プロジェクトに係る法的認可リストであるが、プロジェクトによって必要な認
可が異なることから（法的認可が全く必要でないものもある）道路都市開発省等が公示する
プロジェクト情報を確認する必要がある。
表 II－６：鉄道プロジェクトに係る法的認可
認可の種類
(1) 道路都市開発省による認可（Ministerial Authorization）
(2) 第 5 次 5 ヶ年計画第 215 条
(3) 入札を行わないことの認可（Non Tender Authorization）
(4) 経済評議会による認可（Council of Economy）
(5) 中央銀行による認可（Central Bank Authorization）
(6) 会計監査法（State Public Audit Act）第 62 条
(7) その他外国投資に係る認可
(8) 関税（輸入／輸出）に係る認可
(9) 税の減免措置に係る認可
(10) プロジェクトのために選定された銀行に係る認可
（Iran Transportation & Urban Development Summit “Investment Opportunities” (October 3-4,
2015 Tehran-Iran),MRUD,65 頁参照）

鉄道公社による投資インセンティブ55として以下がある。
① 新規貨物列車に対するアクセスチャージ
事業開始前あるいは最大 42 ヶ月の期間のどちらか早い方で、4 軸車と 6 軸車に対して 400
～600 万トン/km までの鉄道アクセスチャージを免除とする。
② 燃料消費削減収益の分配
鉄道車両（旅客・貨物）
、機関車やインフラに係る調達を行う民間会社の新規事業への総投
資資本は、その主な投資の最高限度額まで返金される。運輸による総燃料節約収入額は、貨
物の場合は、トン/㎞あたり軽油の 35cc 相当額、旅客の場合は旅客/㎞あたり軽油の 20cc
相当額である。
③ 列車調達の支援パッケージ
一等コンパートメント式車両の調達にあたり投資支援を目的として、鉄道公社は、車両が導
入・運営されてから 10 年の期間、購入した車両の 90％による 1,200 ㎞/日の収入を保証す
るものとし、また、法律に従い 2023 年までの期間、人/㎞を基準として燃料節約収入（fuel
saving income）の 50％を投資家に支払を行うものとしその上限は投資額である。

“Opportunities for Investment and Participation in Development Plans of Railways of the Islamic
Republic of Iran,”(The Ministry of Road and Urban Development) Sept. 2015, pp.10-12.
55
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④ 全投資額の最大 30％までのパートナーシップ参加
技術・信用援助の必要な期間における予算額は、会社設立及び PPP 契約において民間投資家
に対する L/C（Letter of Credit）を開設することにより、予想建設費の最大 30％まで可能
である。
⑤ 複線プロジェクトの既存路線のアクセスチャージの支払い
新規鉄道路線の建設にあたり、認可を受けかつ合意された財務モデルであることを前提に、
投資家は既存と新規路線へのアクセスチャージを受け取る。投資家に支払われるアクセスチ
ャージの金額と期間は投資額、返済期間と IRR によって計算される。
⑥ 運用ファンドから設備費用の支払い
鉄道工場（railway workshops）向けの鉄道車両、機械、備品の調達の投資額の 75％まで民
間セクターに対して、
エージェンシー契約が締結され運用ファンドが銀行に預金されること
で 75％同等の支払が行われる可能性がある。この場合の優遇金利は 8～16％固定であるが投
資形態による。
⑦ NDFI から設備費用の支払い
鉄道工場（railway workshops）向けの鉄道車両、機械、備品の調達の投資額の 75％まで NDFI
からの支払が銀行より民間投資会社に行われる。また、鉄道公社は為替変動の上限について
保証も行う。

この 7 つのインセンティブは、以下の 3 種に分けられると考えると理解しやすいと思われ
る。


鉄道公社の独自の裁量で投資金額を減らすか収入保証をするもの
これに含まれるのは、前述の①（鉄道公社が受け取るアクセスチャージを免除）
、③（運賃
収入保証と燃料節約比率部分があり、燃料節約比率部分は障害除去法第 12 条によるインセ
ンティブの考えを採用している）
、⑤（複線化により、本来支払わなければならないアクセ
スチャージを逆に投資家に支払うこととする。既存路線を持つ鉄道公社が複線にもアクセス
できるようになったので、アクセスを認める立場にある投資家に投資利益にふさわしいアク
セスチャージを支払う）である。



障害除去法第 12 条によるインセンティブの適用につき鉄道公社の基準を決めたもの
これに含まれるのは、前述の②である。



鉄道公社が担保保証を提供することにより民活事業者が金融を受けられやすくするもの
これに含まれるのは、前述の④（民活事業会社の借入れと技術導入について鉄道公社が建設
費の 30％まで L/C で保証する）
、⑥（鉄道工場に投資した投資家が借入れする際に、鉄道公
社が当該鉄道工場で製造・修理した鉄道車両を使用したことによる運賃収入を Escrow A/C
に入れるので、それを担保にして優遇金利で借りられる）
、⑦（⑥による借入れは NDFI 資金
が原資となって銀行経由現地通貨建てで行われる。設備・機械・部品が輸入の場合、為替リ
スクが生じるが、鉄道公社が上限はあるがその為替リスクにつき負担する）である。
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2.4. 政府保証制度
2016 年 9 月付の内閣決定で、鉄道 PPP 事業を行う民活事業会社も、障害除去法第 32 条に
よる直接税法第 132 条の法人税免除措置
（事業開始から 5 年間免税、
後進地域で 10 年間免税）
が受けられることを明記したペルシャ語による法令がある。事業開始後 5 年間で民活事業会
社が利益を出すのは困難であるが、資本金額と外資出資比率による法人税率半減措置 12.5％
は、運営期間後半の投資優遇になる。
障害除去法第 12 条第 b 項の、省エネルギー効果分だけ政府支出金が出るとの法令は、社会
資本整備で民間企業の生産性を向上させる効果を無視していることから、機能しないであろ
う。整備された社会資本を利用することで民間企業の負担が減り、民間企業の生産性が高ま
り、民間企業の活動が盛んになことを通して GDP が増える。本鉄道 PPP での社会資本整備に
より盛んになるだろう民間企業の活動は、直接的には国際輸送貨物の増加だろう。
実際に国際貨物輸送が増えるか否かは、本鉄道の整備以上に、イランを巡る国際政治とア
ジア・ロシア・欧州間の経済活動・国際貿易によるのであって、鉄道が整備されたから経済
活動が増えるとの直接的な関係にはないだろう。当該鉄道社会資本整備による直接的な民間
通行量が増えるとの見込みができなければ、PPP 事業投資家は省エネルギー効果分だけ政府
支出金が出るとの法令による投資インセンティブを投資インセンティブとは考えないだろう。
省エネ効果ではなく事業収入が増えるような投資インセンティブないし収入保証金額分をよ
り増やすという形での投資インセンティブでなければ、投資誘致には繋がらないと思われる。
すなわち、省エネ効果という社会資本整備には間接的にしか関係しないことを対象に投資イ
ンセンティブにしても、肝心の事業収入増の対象たる国際輸送貨物を増やすことができると
の想定自体に問題があるのなら、投資誘致には成功しない可能性が高い。PPP 事業投資家の
省エネ効果のみならず、鉄道 PPP 事業によりトラック輸送が鉄道輸送に変わること、つまり、
モーダルシフトによる省エネ効果が期待できなければ、投資インセンティブにならないと思
われる。
鉄道 PPP は、リスクがもともと高すぎる。投資金額が大きいことや、運賃規制があること、
そして、コンセッションなら基本的に VGF は出ないことによる。イラン政府の鉄道 PPP への
対応能力は低い。つまり政府支出金につき政府側の恣意性が大きすぎる。他方で、鉄道公社
が独自にできる事業収入増手段は少なすぎる。やはり、鉄道 PPP は、アジアインフラ投資銀
行（AIIB）や中国による国際政治がらみの投資に期待せざるを得ないのではないのではない
かと思われる。
民活道路・交通セクター事業法は鉄道 PPP 事業をも対象とする PPP 法令に該当するが、同
法の規定内容を見れば有料道路志向の規定であり、鉄道事業に実際に使えるかは不明である。

2.5. 投資形態
前記第Ｉ章 5.1 で述べた Ms.Nazanin Karimnezhad の報告「イラン交通インフラストラクチ
ャーの投資機会」56では、鉄道 PPP 事業においては、BOT の他に BLT が考えられるとされる。

56

前記脚注 26 参照
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有料道路 PPP 事業での BOT とコンセッションが考えられていた。有料道路 PPP では通行車両
の所有権は、民活事業会社は持たないのに対し、鉄道 PPP では、その路線を走る予定の機関
車・貨車・客車の所有権を持つことがあるため、BLT があり得る。これらの機関車・貨車・
客車は、当該対象鉄道路線のみならず他の鉄道路線も走るだろうと考えられるため、それら
の運行責任はイランの鉄道公社が負担する他ない。その際に、民活事業会社が鉄道路線売上
収入の全体の中から回収するのだとすれば BOT となり、鉄道公社が運行に際してリース料を
支払う場合は BLT となると考えれば良いと思われる。
鉄道 PPP では、civil participation とでもいうべき投資形態をも PPP というからだとみ
ても良いと思われる。鉄道 PPP 事業では、鉄道路線を建設して民活事業会社が運営するのみ
ならず、そこを走る機関車・貨車・客車の調達運行という業務もある。新鉄道路線ができて
スピードが早い機関車が走れるとすれば、機関車の投資もしなければ意味がない。全ての鉄
道 PPP 事業に機関車・貨車・客車（rolling stock）への投資は含まれるが、各事業毎に全体
の投資金額に対する機関車・貨車・客車への投資額が異なることは、同氏の資料上、明らか
である。
また、鉄道路線を建設運営はせず、機関車・貨車・客車の調達のみを民活事業会社が自ら
資金調達して行い、鉄道公社に一定期間リースして、そのリース料金で投資資金を回収する
という投資方式もあり得る。政府が自ら行う調達を民間が civil participation といった形
で代行するのである。それを BLT というのだと考えれば良い。さらに、鉄道路線建設と鉄道
の保線・信号・踏切の管理をするのみならず、機関車・貨車・客車の調達をも民活事業会社
の事業対象に入れるが、機関車・貨車・客車の運行は鉄道公社に任せる他ないので、その部
分のみを BLT として BOT と別にして、鉄道公社からリース料を受け取り、機関車・貨車・客
車の調達部分の資金を回収するといったバリエーションもあり得る。

2.6. ファイナンス（政府出資他）
鉄道 PPP 事業へのファイナンスは融通無碍である。イラン政府関係者は、金融がつけば PPP
事業は成功すると簡単に思い込んでおり、その資金は民活事業会社への外国企業の出資金を
なるべく増やして賄おうとしている。そして、同民活事業会社への障害除去法第 12 条による
政府支出金は、なるべく少なくしようとしている。同民活事業会社が資金調達できない部分
について、外国 ODA によってイラン政府が借りるという考えは最後の手段だと考えていると
思われる。もちろん、直接政府予算で直接行う鉄道インフラ予算は最低限にしたいと考えて
いるのだろう。
イラン政府とインド政府は、2016 年 5 月 23 日付で MOU を締結した。同時に、両国にアフ
ガニスタン政府も含めた三政府間の MOU も締結された。三政府間の MOU では、インドとイラ
ンのチャバハール港を利用して、アフガニスタンを結ぶ交通・貿易開発事業を進めようとす
るものである。イラン政府とインド政府間の MOU では、チャバハール港の開発とチャバハー
ルからアフガニスタン国境のザーヘダーンの間 600km をつなぐ既存の鉄道ネットワークの改
修・開発計画が規定された。ロウハニ大統領は、同 MOU 締結にあたり、インド企業の港と鉄
道事業への投資を歓迎すると述べたが、インドのモディ首相は、インド政府は 5 億ドルをチ
ャバハールでの事業に支出する予定があるというのみだった。投資についてはコミットして
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いない。チャバハール港についてはコミットしたが同鉄道事業全体に対するコミットはして
いない。
イランのメディアは同鉄道事業につき、インドのコンサルタント企業 Ircon が参加し、鉄
道レールはインド企業がイランに輸出すると報道した。同鉄道事業は、2010 年にチャバハー
ル港の隣接都市コナーラクで起工式が行われ、建設工事は 5 年間で完成する予定の事業だっ
たが、事業が遅れ民間投資を入れて事業を進めるようにしたものである。2016 年 8 月には、
韓国企業に対し 、インド企業と共に投 資しないかと道路都市 開発省傘下の国有企業
（Construction and Development of transportation infrastructure Company：CDTIC）が
持ちかけている。
シーメンスは、技術供与から輸出に進めようとしている。中国は ODA で輸出しようとして
いる。
筆者は、イランにおける鉄道 PPP 事業は、政府予算と外国 ODA を組み合わせないと無理だ
と考えている。途上国での鉄道コンセッションで成功している案件はほとんどない。ケニア
の RVR（Rift Valley Railways）のコンセッションを南アフリカ企業より買ったエジプト企
業グループによる経営は、中国の ODA による RVR 沿いの広軌鉄道建設でより一層成功の見込
みが低くなった。インドネシアのジャカルタ－バンドン高速鉄道計画の PPP 事業を受注した
中国中鉄グループとインドネシア企業のコンソーシアムもうまくいっておらず、工事自体が
ほとんど進んでいない。しかし、インドネシア政府は、ODA による財政負担を逃れるべく、
ジャカルタ－スラバヤ鉄道電化事業も PPP で行おうと計画している。鉄道 PPP 事業は、英仏
海峡トンネル、台湾新幹線事業にみられるとおり、先進国でも成功させるのは困難である。
「PPP にして民間事業間で受注競争させれば、その中で政府保証・財政負担なしでできる可
能性がある」ということに、途上国政府は期待をかけ過ぎていると思われる。

2.7. 具体的プロジェクト事例
Rasht-Astara 164km new tracking 事業は、南起点をラシュト市、北起点をアスタラ市と
する。ラシュト市もアスタラ市もカスピ海西岸に面し、共にギーラーン州に属している。ギ
ーラーン州の北はアゼルバイジャン共和国である。国境都市であるアスタラ市は人口 9 万人
で、ラシュト市は、ギーラーン州の州都で人口 64 万人である。ラシュト市には東芝が 1970
年頃設立した家電合弁工場がかつてあり、西田厚聡東芝元社長がその東芝人生を始めたテヘ
ラン本社から 300km 離れたラシュトにある合弁工場まで車で通ったことで知られている。ラ
シュトの北側にはカスピ海に面したアンザリフリーゾーンがある。
同事業は、建設期間 4 年、運営期間 20 年の BOT 方式で行い、総事業費は 4 億 9,700 万ユー
ロと見込まれている。
同事業が重要なのは、本事業が完成すれば、輸送日数の短縮を目指す国際トランジット貨
物輸送が大幅に増えると予想されるからである。インド洋から海運で運ばれてきた貨物をバ
ンダル・アバスで陸揚げし、テヘラン経由本鉄道路線を通って、ロシア経由で北欧に運べる
ようになるとする。ヘルシンキまでスエズ運河を通らなくて良いので、輸送日数が大幅に短
縮できる。デリーからヘルシンキに運ぶ輸送日数は、海運のみなら 32 日かかるが、イラン、
ロシア、ラトビアの鉄道を使えば、鉄道区間の 20 日を入れて 27 日間で済むため、5 日間短
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縮される57。
この資金計画では、総事業費のうち、30％相当分が障害除去法第 12 条による省エネルギー
寄与分として政府支出金（政府による事業サポート支出金）が出ると想定している。本 30％
が実際に出るかは有料道路事業同様に交渉次第であり、制裁解除以後の政治外交情勢の変化
で変わり得る。現段階で計算するとディスカウントレートを年率 6.5％とした正味現在価値
（NPV）は 9 億 6,180 万ユーロ出て、IRR は 9.1%になる58。
鉄道事業における旅客収入、貨物輸送収入そしてトランジット貨物輸送収入を合わせた事
業収入の 50％は民活事業会社が取り、残りの 50％は政府（イランの鉄道公社）が取ると想定
する。民活事業会社は建設、資金調達、鉄道路線のメンテナンスを担当する一方で、鉄道公
社側が輸送、貨車供給といった鉄道事業運営の重要分につき責任を負う。その鉄道公社担当
責任分の対価が同鉄道事業収入の 50％に相当する。この点は、有料道路事業では民活事業会
社が全ての運営を行うために、有料道路事業収入の全てを得ること、との大きな違いである。

３．港湾海運事業
3.1. 港湾事業の概要
イランの港湾海運事業を担う港湾海事機構（Ports and Maritime Organization：PMO）は、
1974 年に設立されている。設立の経緯をたどれば、1949 年に道路省のもとで港湾海運総合代
理事務所（the General Agency of Ports and Shipping）として設立され、1960 年には権限
が大幅に拡大され港湾海運機構（Ports and Shipping Organization）となる。翌 1961 年に
当該機構は商務省（Ministry of Commerce）に移譲され 1963 年に経済省が設立された後は当
該省傘下の機関となった。1964 年に海事法（Maritime Law）が制定され、1966 年 7 月には港
湾海運機構は経済省から離れ財務省の従属機関となった。1974 年には当該機構は再度財務省
から分離され道路交通省の管轄となり、名称が現在の「港湾海事機構（Ports and Maritime
Organization）
」に変更され、現在に至っている。
港湾海事機構は、港湾海事に係る広範囲の領域について権限と監督義務を有している。具
体的には、港湾施設の建設、港湾及び海事に係る法令の制定と施行、港湾及び海事活動の監
督、船舶等の登録及び技術能力に関する証明書の発行を行う。
現在、港湾海事機構はペルシャ湾の港湾の開発を推進しており 2016 年度は 1 億 5,000 万ユ
ーロが開発プロジェクトにファイナンスされている。イランの港湾能力は 2 億 1,000 万トン
とされているにもかかわらず、現状は 1 億 4,000 万トンと 67％程度しか稼働していない。そ
のことから、港湾海事機構は、4 万隻もの船舶が往来するホルムズ海峡のチャバハール港とシ
ャヒドラジャイ港を最優先して開発を進めている。同年 11 月には、ドイツ企業との間にホル

ムズ海峡のシャヒドラジャイ港の開発に 1 億 40 万ユーロの投資契約が署名されている59。
57

前記脚注 26「イラン交通インフラストラクチャーの投資機会」50 頁
前記脚注 26「イラン交通インフラストラクチャーの投資機会」52 頁
59
https://www.vesselfinder.com/news/7678-Germans-to-expand-Irans-Shahid-Rajaee-Port (2016 年 11 月
4 日付の記事、2016 年 12 月 27 日にアクセス確認)
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現在のイランの 11 ヶ所の港湾は以下の表の 3 種類に分類される。それぞれの地図上の位置
と基本情報は以下の図のとおりである。
表II－７：イラン港湾の種類
経済特別区

フリーゾーン

その他（一般）

Shahid Rajaee

Chabahar

Shahid Bahonar

Imam Khomeini

Bandar Anzali

Lengeh

Bushehr

Khorramshahr

Amirabad

Abadan

Noshahr
（一般財団法人比較法研究センター作成）

図 II－４：イランの 11 ヶ所の港湾

（http://www.pmo.ir/en/portsandterminals/iranianports）
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表 II－８：港湾の基本情報（2015 年 12 月 30 日現在）

（http://www.pmo.ir/en/portsandterminals/iranianports）

3.2. 法的枠組み
法的枠組みと必要な認可は、他の道路都市開発省事業と同様であるが、港湾海事機構の権
限で制定する事業法がある。例えば、港での船舶からの荷の積卸し促進法（Law on Acceleratin
of Loaiding and Unloading from Ships in the Ports, 2016 年 2 月 29 日制定）では、当該
目的のために政府事業の一環であってもなくても施設建設を行う場合は、港湾海事機構は施
設の賃貸を認可する権限を有している（第 4 条）
。
港湾海運機構の入札案件は以下で公告されている。
http://www.pmo.ir/en/tendersandauctions

3.3. 認可手続
次の表は、港湾プロジェクトに係る法的認可リストであるが、プロジェクトによって必要
な認可が異なることから、道路都市開発省等が公告するプロジェクト情報を確認する必要が
ある。
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表 II－９：港湾プロジェクトに係る法的認可
認可の種類
(1) 道路都市開発省による認可（Ministerial Authorization）
(2) 第 5 次 5 ヶ年計画第 215 条
(3) 入札を行わないことの認可（Non Tender Authorization）
(4) 経済評議会による認可（Council of Economy）
(5) 中央銀行による認可（Central Bank Authorization）
(6) 会計監査法（State Public Audit Act）第 62 条
(7) その他外国投資に係る認可
(8) 関税（輸入／輸出）に係る認可
(9) 税の減免措置に係る認可
(10) プロジェクトのために選定された銀行に係る認可
（Iran Transportation & Urban Development Summit “Investment Opportunities” (October
3-4, 2015 Tehran-Iran),MRUD,141 頁参照）

港湾海事機構の認可手続は以下のとおりである。
① まず港湾海事機構の投資案件について情報収集を行う。
当該機構のウェブサイト（http://www.pmo.ir/en/investment/opportunities）にアクセス
し「Investment」→「Investment Opportunities」をクリックすると下図の画面が表示され
る。この画面はプロジェクト対象となる港湾の情報が掲示されており、詳細な資料を入手す
るにはリストをクリックする。2016 年 12 月の段階では 5 ヶ所の港湾情報が掲示されている。
図 II－５：
「Investment Opportunities」の画面

この画面はプロジェクト対象となる港湾の情報が掲示されており、詳細な資料を入手するに
はリストをクリックする（次のような画面が表示される）。
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図 II－６：プロジェクト対象となる港湾の情報が表示された画面

ここでは、選択した港湾のプロジェクト名、キャパシティ（トン）、面積、最低資本、投資
形態等が表示されており、さらに詳細な情報を得るには、画面下の PDF 画面をクリックする（次
のような画面が表示される）。
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図 II－７：PDF 画面

② 上図の情報等を参考に、プロジェクトに応募する（入札）
③ 港湾海事機構の投資委員会による審査・落札事業者の決定
④ 落札事業者と契約内容の確定
⑤ 投資委員会の決定を港湾海事機構に提出する
⑥ 港湾、フリーゾーン及び経済特別区の代理官（deputy）による最終検討と認可通知

この認可が発行された段階で、OIETAI に対して投資ライセンスの申請を行う。
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3.4. 政府保証制度
イランにおいて、港湾海運事業を行うに際する直接的な根拠法令はないが、2016 年 9 月付
の内閣決定により、空港・港の PPP 事業を行う民活事業会社は、障害除去法第 32 条による直
接税法第 132 条の法人税免除措置は受けられる。
障害除去法第 12 条第 d 項により、効率的な水使用をすれば政府支出金が出る対象事業の中
に港もあるが、具体的な事業が想定しにくい。港内の施設ないし港のバックスペースにでき
るかもしれない工業団地向けの海水淡水化プラントの PPP 事業のことをいっているのかもし
れない。

3.5. 投資形態
空港・港 PPP は、コンセッションで行うだけの根拠法令が乏しすぎる。
空港・港 PPP は、有料道路 PPP の次にリスクが高い（有料道路 PPP 同様、投資金額は大き
いが、有料道路の料金収入は現地通貨であり、その支払水準は国内での支払能力に従うこと
が多いのに対して、空港・港の料金収入では外貨で入ってくる可能性が高くかつその支払い
水準は国際水準なので、国際水準でのフィー徴収部分が大きい）
。
空港は ODA、OOF（Other Official Flows）での輸出が現実的かもしれないが、それでは設
備・機器の納入・建設のみならず投資そして国際マーケティングまで含めた運営を外国の事
業投資家に期待しているイラン政府には不満であろう。しかし空港 PPP でコンセッションは
法令がなさ過ぎて考えづらい。ただし、イランには民間航空会社が多数あり、路線は多数あ
り国内各地に飛ばしている。

3.6. 具体的プロジェクト事例
前記第 II 章 1.6.で述べた「ITUD 2015」には、港湾海運機構が主導する BOT 事業が 9 件掲
載されている。
その記載によれば、カスピ海に面したアミラバド港（経済特別区）に 6,000 トン容量の食
用油のタンクを 3 年間で建設し、15 年間 BOT で運営する事業が 400 万ユーロの投資額で計画
されている。本事業については、BOT 以外の形態でも、交渉で BOO、BLT、EPCF、JV 他の形態
が可能であるとの記述がある。EPCF という形態は、投資ではなく、自ら調達した資金で建設
し、所有権は港湾海運機構に移るが、港湾海運機構は建設資金を延払いし、建設資金を回収
する形態だと思われる。単なる長期延払いによるプラント輸出、エンジニアリングの輸出は
認めないとの趣旨だと思われる。また、予備事業採算計画書はできていないが土地は港湾海
運機構が提供するとあり、入札によらず随意契約で良く、経済閣僚評議会の承認と租税免除
措置が得られる、と書かれている。年間 8 万 5,000 トンの処理容量となる輸入した食用油を
国内加工用に供給するのみならず、付加価値を高めて輸出する計画だと書かれている。Part A
から D まであるとあるので、6,000 トンの食用油のタンクを順次 4 本建てる計画だと思われ
る。
同アミラバド港には、5 万トン容量の穀物サイロを 1 年で建設し、15 年間 BOT で運営する
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事業も 820 万ユーロの投資額で計画されている。小麦を CIS 諸国より輸入し、イラン北部に
供給する事業である。本事業については、BOT 以外の形態でも可能であるとの記述がある。
その形態が投資でなく単なる輸出で良いかは不明である。また、予備事業採算計画書はでき
ていないが土地は港湾海運機構が提供するとあり、入札によらず随意契約で良く、経済閣僚
評議会の承認と租税免除措置が得られると書かれている。年間 100 万トンの容量となる輸入
した穀物を、イラン北部一帯に供給する計画である。Part A から C まであるとあるので、5
万トン容量の穀物サイロを順次 3 本建てる計画だと思われる。
同じくカスピ海に面しているノシャフール港（経済特別区）にも 5 万トンの穀物サイロを
815 万ユーロで BOT により建設する計画がある。建設期間 1.8 年を含む 15 年間である。本事
業については、BOT 以外を認める余地があるとの記述はない。土地は港湾海運機構が提供し、
随意契約が可能であり、経済閣僚評議会の承認と租税免除措置が得られるとされている。
同じくカスピ海に面しているアンザリ港（フリーゾーン）には、2 万 4,000 トン容量の石
油製品の貯蔵タンクを 1.5 年で建設し、15 年間 BOT で運営する事業も 420 万ユーロの投資額
で計画されている。本事業については、BOT 以外の形態も可能である。石油製品は CIS 諸国
から輸入し、イラン南部のプラスチックなど石油下流産業に供給する計画であり、石油スワ
ップ取引があるので今後取引量は増えると説明されている。予備事業採算計画書はできてい
ないが土地は港湾海運機構が提供するとされている。また、入札によらず随意契約で良く、
経済閣僚評議会の承認と租税免除措置が得られると書かれている。
ペルシャ湾に面したエマーム・ホメイニー港（経済特別区）では、年 800 万トン容量の穀
物ターミナルを、144 万.5,000 ユーロの投資額で 18 年間の BOT で行う計画も示されている。
本事業については、BOT 以外を認める余地があるとの記述はない。経済閣僚評議会の承認は
まだ得ておらず、道路都市開発省大臣の承認を受けている事業だと書かれている。
同じエマーム・ホメイニー港には、ドライドックの計画もある。総投資額 7,950 万ユーロ、
年間 32 隻の修繕をする計画で、建設期間は 2 年を含む 18 年間の BOT で行う計画である。本
事業については、BOT 以外を認める余地があるとの記述はない。予備事業採算計画書はでき
ていないが土地は港湾海運機構が提供するとある。入札によらず随意契約で良く、経済閣僚
評議会の承認と租税免除措置が得られると書かれている。
ホルムズ海峡に面したシャヒドラジャイ港（経済特別区）には、第 3 期コンテナターミナ
ル建設計画がある。年間 9,000 万トン（容量 140 万 TEU）の処理能力を持ち、総投資額 2 億
4,300 万ユーロで、建設期間 2 年を含む 20 年間の運営による BOT 事業である。IRR は 21.34％
となる予備事業化採算計画書がある。同港はイラン最大のコンテナターミナルで 2,400ha を
占め、第 3 期分も含めれば 600 万 TEU の処理能力となる。土地は港湾海運機構が提供し、入
札が必要となり、経済閣僚評議会の承認のみならず中央銀行の承認も得ており、かつ租税免
除措置が得られると書かれている。
その他、投資額が各 400～500 万ユーロのバンダル・アバス港（経済特別区）での廃油処理
と船舶修理の BOT 計画が掲載されている。建設期間は廃油処理の場合 1 年間、船舶修理では
2 年間であるが、その建設期間を含めた BOT 期間は共に 15 年間である。本事業については BOT
以外の形態も交渉の余地がある。IRR は各 24.5％～26.5％と高い。土地は港湾海運機構が提
供し、入札が必要となり、経済閣僚評議会の承認のみならず中央銀行の承認も得ており、か
つ租税免除措置が得られるとされている。
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本「ITUDS 2015」には、インド政府が関心のあるチャバハール港関連事業は掲載されてい
ない。掲載された 8 件についてどのように評価するのかについては、イラン側の準備が整っ
ている案件から検討を始めるか、小型案件から検討するか、という 2 つの戦略があり得る。
イラン側の準備が進んでいる案件としてはシャヒドラジャイ港第 3 期コンテナターミナル建
設計画案件であるが、総投資額 2 億 4,300 万ユーロと大きく、処理が必要なコンテナの量が、
経済制裁が解除後イラン側の計画どおり拡大するかについては疑問があるだろう。本コンテ
ナターミナル事業は、本港に揚げた貨物を鉄道で運ぶことからラシュト－アスタラ間の鉄道
PPP 事業にも関係する事業であり、イラン側の期待は大きいと思われる。他方、小型案件で
リスクの少ない案件としては、バンダル・アバス港（経済特別区）での廃油処理と船舶修理
の BOT 計画がある。BOT 以外の形態での交渉の余地があるとの記述に従い合弁企業（JVFDI）
でまず提案する考えもあり得ると思われる。
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III エネルギー省におけるインフラ事業60
１．発電事業
1.1. 発電事業の概要
イランの電力産業は、73GW の電力容量を有し世界第 14 位、発電設備能力では第 18 位に位
置づけている。ペルシャ湾岸諸国ではトップの能力がある（以下の図参照）
。
図 III－１：ペルシャ湾岸諸国の電力能力（2014 年）

（“Power Industry in Iran: Emphasis on Stock Market” 61）

2016 年 8 月時点で、設備発電容量は 7 万 5,365MW でそのうち 1 万 1,291MW が水力発電、原
子力は 1,020MW である62。イランは、今後 15 年間に原子力発電を 2 万 MW まで拡大する予定が
あり、2018 年にはロシアの協力で南西部ペルシャ湾岸の都市ブシェールに 2 番目の原子力発
電所の建設（80 億 5,000 万ドル）が決まっている63。

60

2017 年度は、多数の水・電力部門の開発中プロジェクトが未完であることから、
「来年度予算案（2017-18）
及び第 6 次 5 ヶ年計画（2016-21）では、（新規の）発電所及び発電用ダム建設に政府の財源を活用すること
は禁じられている」（エネルギー省のダーエミ担当次官）との記事がある。
（https://financialtribune.com/articles/energy/56253/iranian-govt-wants-diminished-role-in-water
-power-projects 2017 年 1 月 11 日アクセス確認）
61
“Power Industry in Iran: Emphasis on Stock Market,”Atieh Brokerage Co., 2015, pp.1.
(http://en.atieh-broker.com/Portals/11/Power%20Industry%20Analysis.pdf)
62
Tehran Times の 2016 年 8 月 16 日付の記事
（http://www.tehrantimes.com/news/405353/Iran-s-power-generation-capacity-reaches-75-365-MW
2016 年 12 月 29 日アクセス確認）
63
http://www.foxnews.com/world/2016/09/11/iran-begins-construction-on-2nd-nuclear-powerplant.html (2016 年 12 月 29 日アクセス確認)。なお、現在のブシェール原子力発電所は、1970 年代にドイ
ツのシーメンスが建設したが 1979 年のイスラム革命で中断し 1980 年からのイラン・イラク戦争で空爆され
破壊されたが、2011 年にロシアの支援で再建された。
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表 III－１：イランの発電設備容量の燃料（2016 年）
設備容量

割合

化石燃料

83％

水力

15％

原子力

1％

バイオマス及び廃棄物

1％

その他

0％

計

100％

（一般財団法人比較法研究センター作成）

1.2. 法的枠組み
エネルギー分野に係る法的枠組みとして、第 6 次 5 ヶ年計画と電力購買契約（以下「PPA
契約」とする）制度（後記第 III 章 1.4.参照）が挙げられる。ここでは、第 6 次 5 ヶ年計画
の詳細が公表されていないため、PPA 契約について主に触れることにする。

1.3. 認可手続
発電所設立に係る手続としてまず、建設認可が必要となる。その上で、環境・送電接続及
び土地に関する認可を受けなければならない。
PPA 契約を締結した後に発電所の建設に入る。
図 III－２：発電事業の認可手続

（SUNA“Investment in Clean and Renewable Energy, A General View”, Ministry of Energy64）

64

2016 年 9 月 24 日に NWWEC を訪問した際に入手したパンフレット
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1.4. 電力購買契約（PPA 契約）
1.4.1 電力 PPP 事業に関する根拠法令と PPA モデル契約
イランでは、道路・交通インフラの場合、1987 年法と 2015 年大統領令が根拠法となるが、
電力 PPP 事業をするにあたっての根拠となる法令はない。したがって、イランにおける電力
PPP 事業は非常にリスクの高い事業となる。そのため、その高いリスクをリスクプレミアム
として電力長期売却価格（tariff）に入れ込んだ電力長期売買契約が結ばれるから、イラン
の買い手、最終消費者にとっては高い電力を買わされることになる。しかし、イラン側は、
そのように考えないようである。その理由として以下が想定できる。
① 根拠法令があれば、シニアローンに対して政府保証が出るか出ないかを明らかにしなければ
ならない。それは買い手の手の内を見せることになり政府の裁量の範囲が少なくなってしま
う。
② イランの電力 PPP 事業は、再生エネルギー発電事業を除けば、国有企業が管理している石油
ないしは天然ガスを原料とする他ない。
この安定的かつ場合により国家の力で低価にできる
原料供給契約を梃子にすれば、不足する電力インフラは国家予算によらない分を増やして、
PPP 事業として外資の調達する資金に任せられるかもしれない。すなわち PPA 契約に対する
政府による契約保証さえいらない事態が生まれるかもしれない。
③ そのような法令を作ると他の省庁が進める PPP 事業に影響が出てしまう。所轄官庁の力が強
く、官庁間の連絡が弱いイランの官僚制の下では、消費者の利益は少々犠牲になるかもしれ
ないが、自らの所轄官庁の独立性を示した方が良い。
④ 制裁解除後諸外国政府はイランに対し ODA の申し出が殺到するだろう。彼らは自国製電力プ
ラント機器とエンジニアリングの輸出機会を狙って、電力事業での政府開発援助を提案して
くるだろう。産油国イランは、経済制裁がなければ外貨準備に不自由する国ではないから政
府開発援助を過大に受け入れることも可能だが、政府開発援助対象事業を決めるのは、電力
を担当するエネルギー省の一存ではない。エネルギー省の一存で決められる部分が多い電力
PPP 事業は、各国の政府開発援助提案とイラン政府の政府開発援助割振りについての対応如
何にかかっているとして、その情勢を見てからでも PPP 事業にするか否かを決めれば良い。
⑤ イランは自国で産出する石油・天然ガスという安価な原料で発電できるので発電コストは安
い。その安い電力を輸入したいとするパキスタンのような国もある。民間発電会社が国内供
給のみならず電力輸出も考えた電力 PPP 事業一般に関する法令は作りにくい。輸出用の送電
コストの一部を PPP 会社に負担させても良いはずだが、
どのような基準にすれば良いかが不
明である。

電力 PPP 事業についての手がかりとなるように、
イランの国営電力会社である TAVANIR は、
長期 PPA 契約の model form と PPA 契約の一般条件（Contract General Conditions）を、英
語で、2015 年 11 月 17 日付で明らかにしている。電力 PPP 事業の根拠法令がないままでは、
手がかりさえつかめない。そのため、手かがりとなるものが必要だとして所轄官庁であるエ
ネルギー省の了解を得て示したものと思われる。
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1.4.2. TAVANIR の示した PPA 契約の model form の概要と問題点
PPA model form（正式には“Power Purchase Contract MW Combined cycle power plant
between TAVANIR and Company contact No. Type I Contract”）は全 7 条のみの、A4 版 8
頁で収まる簡単にものである。イランでの PPA 契約はコンバインド・サイクル火力発電を想
定している。コンバインド・サイクル発電方式は CO2 の排出量が少ない発電方法であり、イ
ランも CO2 削減につき世界の傾向に従っていると考えられる。同発電方式はまず、圧縮空気
の中で燃料を燃やしてガスを発生させ、その圧力でガスタービンを回して発電を行う。ガス
タービンを回し終えた排ガスの余熱を使って水を沸騰させ蒸気タービンによる発電を行う。
ただし、燃料供給を規定する 17-1 条では、TAVANIR はガスと back up fuel を供給すると規
定する。コンバインド・サイクル発電では、燃やす燃料は原油ないしは天然ガスで、この原
油ないしは天然ガスを燃やして発生したガスでガスタービンを回すと思われるが、この規定
では燃やす燃料は天然ガスに限られることになる。
本表題にある、Type I Contract の意味は不明である。他に PPA 契約の model form がある
と考えられる。再生エネルギー発電の場合の PPA、輸出を含む PPA が例として考えられる。
以下に本 PPA model form の各条文で注目される点を述べる。
前文
前文 B,C,D によると、定格出力は付属の Table2 に示され、最低出力（minimum loading）
が規定され、かつ TAVANIR が全量買わない場合もあることがわかる。TAVANIR 以外に電力市
場に売っても良い。自家消費する、特定工業団地ないし特定企業に売ることを想定しても良
いが、それは TAVANIR に発電総量の一定シェアを売るという形で PPA 契約に示してほしいと
いうのが TAVANIR の言いたいことだろう。前文 C では、「定格出力を超えた」declared
capacity を電力市場に売ると読める書き方がしてあるが、
「定格出力に対して一定部分」と
いう意味だと思われる。電力市場に売るにあたっては、TAVANIR は協力するしその送電網を
使って良いと前文 C はいう。
前文 E によれば、TAVANIR は PPA 契約に記載された条件で PPP 期間の石油燃料を電力 PPP
事業者に供給することを想定している。PPA 契約は原料調達契約も兼ねていることになる。
第 1 条 対象事業
第 2 条 契約期間
第 3 条 契約金額
TAVANIR が支払う長期売買電力価格は、容量比率の料金（capacity fee）と電力料金（Energy
fee）から成っている（3-1）
。事業者は TAVANIR に石油料金を支払う（3-2）
。つまり、毎月
事業者が受け取る売電の対価は、原料の石油料金を差し引いた残りの金額となる。
第 4 条 契約の発効日
事業者は事業に必要な金融を組成して建設事業者と EPC 契約を付属 Table4 に記載された
年月日に建設が開始できるようにする義務を負う（4-2 前半）
。PPP 事業の一部を ODA で行お
うとする場合、事業者が金融組成について義務を負うことはできない。このモデル契約条項
は、ODA 部分がある場合どのように変更するかが問題となる。発電設備、送電網までのアク
セス、設備の据付け工事は一体として事業者が責任を持てるようにしておくことが肝心だろ
う。発電設備までのアクセス道路や港湾設備など付属インフラは ODA にするといった商業生
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産と直接関係ない部分を ODA にして、事業計画から外すといった工夫も必要であろう。水力
発電ではダム部分とアクセス道路を ODA としたり、石炭火力発電では石炭輸入港を ODA とし
たりすることが多いが、イランでは石油ガス発電なのでこのような ODA 部分との仕分けはな
い。ただし石油ガスを発電設備のある場所まで運ぶパイプラインが必要な場合、そのパイプ
ラインの建設部分を ODA にするとの選択はあり得る。事業者がパイプライン建設部分を負担
しないように PPP 対象から外すか、PPP 対象にするが、パイプライン建設の遅れ、ないしパ
イプライン建設資金 ODA 調達の遅れが、建設開始義務予定日に影響を与えない条文の書き方
が求められる。
建設開始が付属 Table4 に記載された年月日より早くても構わないが、商業運転開始日は
TAVANIR の了承を得ずに変えることはできない（4-2 後半）
。この条項は、EPC 契約で契約よ
り早く建設が終了した場合に出すボーナス条項の意義をなくすので、注意が必要となる。
早く建設が終了しても早く運転開始できないからである。ボーナス条項を入れずにペナル
ティ条項だけを入れる EPC 契約では、EPC 企業はペナルティ水準を低くせよと言うだろう。
プラント工事の遅れのマイナス効果を説明し、商業運転開始の繰上げにより生じる TAVANIR
側の不都合を聞き取る一方で、ボーナス条項の意義を TAVANIR に説得して、TAVANIR は「所
定の格別の不都合が生じない限り商業運転開始日の繰上げを了承する」との規定に直すべ
きだろう。
事業者のデフォルトにより建設開始ができない場合、TAVANIR は解約の意思表示の通知を
する。事業者のデフォルトから 6 ヶ月経っても建設が始まらない場合、TAVANIR は契約を解
除し、事業者が出していた progress guarantee ないしそれと代替し同額の implementation
guarantee を実行して保証金を受け取る。TAVANIR が PPA 契約の一般条件第 2 条に違反して
所定の許可が得られずにデフォルト条項に該当した場合、許可が得られないことで建設開始
が遅れ、その結果事業者に費用が生じた場合、TAVANIR は契約条項に従い当該費用を補償す
る(4-4)。progress guarantee の水準（いわゆるパフォーマンス・ボンドの水準）と、何を
所定の許可とし、その許可が得られないことによる費用の明細の規定の仕方が問題となると
思われる。
第 5 条 契約文書
契約文書は、PPA 契約、建設商業開始スケジュールのみならず、原料調達契約を兼ねてい
る。シニアローン契約、セキュリティパッケージ、EPC 契約、O&M 契約は本 PPA 契約と別と
締結することになる。しかし、シニアローン組成に必要なセキュリティパッケージの中には
PPA 契約の契約譲渡、毎月支払う電力代金の支払口座の信託、発電施設への担保設定、発電
施設のある土地の所有権とその担保設定、TAVANIR が支払わない場合の政府による TAVANIR
へのジュニアローン提供義務ないし TAVANIR の契約履行の保証、事業者が売電できない場合
の事業者の投資家によるジュニアローンの提供義務といった PPA 契約に深く関連する検討
すべき点がある。これらのセキュリティパッケージを設定するに際し、PPA 契約中に条項が
妨げになっていないかまた PPA 契約中に含めておいた方が良いかといった検討が必要とな
る。
第 6 条 住所と通知
第 7 条 署名
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1.4.3. TAVANIR の示した PPA 契約の一般条件の概要と問題点
TAVANIR の示した「PPA 契約の一般条件（Contract General Conditions for Electricity
Purchase Contract for MW Combined Cycle Power Plant）
」は以下の 35 条から成り立ってい
る。A4 版で 88 頁ある。
第 1 条 定義と解釈
第 2 条 ライセンス
第 3 条 表示保証 R&W
第 4 条 デザインと建設についての原則
第 5 条 発電設備の操業開始と送電設備との接続
第 6 条 支払い
第 7 条 費用コスト
第 8 条 税金
第 9 条 総費用と金融
第 10 条 付加的な金融
第 11 条 計画と限度
第 12 条 記録と報告
第 13 条 代表者
第 14 条 譲渡
第 15 条 事業者に必要とされる電力量
第 16 条 水の供給
第 17 条 燃料の供給
第 18 条 燃料の使用量の計測
第 19 条 産出エネルギー量の計測
第 20 条 産出エネルギー量の計測の読取り
第 21 条 テストと商業運転開始
第 22 条 文書による通知
第 23 条 法令
第 24 条 法律変更
第 25 条 準拠法と紛争処理委員会
第 26 条 保険
第 27 条 操業
第 28 条 監査、修理、メンテナンス
第 29 条 損害とボーナス
第 30 条 損失補償
第 31 条 不可抗力
第 32 条 紛争解決
第 33 条 契約の解除
第 34 条 安全
第 35 条 その他
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以下に、各条文で注目される箇所を述べる。
1.4.3.1. 定義と商業運転開始までの条文（第 1-5 条）
第 1 条 定義と解釈
定義される用語はペルシャ語の順に並んでいるので、英語でのアルファベットの順ではな
い。
「発電容量のテスト」とは、付表 5 のパラグラフ B と F で定義された各発電設備の信頼で
きる純容量（reliable net capacity）のテストをいう。
「受け入れテスト」とは、付表 5 のパート B（このパート B は発電容量のテストでいう同
じ付表 5 のパラグラフ B とは異なると思われる）に記載される条件による各発電設備の商業
生産開始の前に買い手会社が行うテストをいう。
「実際に使える電力」とは、買い手である会社が電力市場に出せる寝電力量を kWh で示し
たものをいう。
「法令」とは、国内送電網に電力を売却する条件と方法を規定している 2005 年 10 月 23
日施行のエネルギー大臣によるレター2005 年 8 月 16 日付 Nr.32251/20/10 で知らされてい
る法令を指す（同レターは未入手である）
。
「売電料金 Rent」とは、本一般条件第 9 条第 33 項（パラグラフ 9-33）に記載されている
条件に従い TAVANIR が事業会社に毎月支払う売電料金をいう。
「変更」とは、個々のケースでなされる補償、修正、違反行為の除去ないし違反行為発生
を減らすこと、ないし他の当事者に違反行為が繰り返さないようになされる対応策を提供す
るか受け入れ可能な保証を提供する全ての行為をいう。
「コストの増加」とは、(1) 保険でカバーされない政治的な不可抗力ないし自然的な不可
抗力により会社に生じた付加的なコスト、ないし(2)法律変更により会社に生じたコストで
事業会社の株主ないし金融機関により追加的に賄われたコストを指す。
第 2 条 ライセンス
事業会社は発電プラントの建設と操業についてのライセンスを直接ないしコストを負担
して他の者により取得する。TAVANIR は事業会社のライセンス取得に協力する。ライセンス
の更新をしないことによる罰金を含むコストは事業会社が負う。
第 3 条 表示保証 R&W
事業会社はイラン法人である。外国法人のままで事業会社になることはできない。
事業会社は建設ライセンスに記載された条項に従い送電網に接続する契約を締結し、その
契約の写しを建設開始時前に TAVANIR に送付する。
第 4 条 デザインと建設についての原則
事業会社は発電設備（power plant）のみならず送電網に接続する送電設備（transmission
facility）を建設する（4-1）
。ただし送電設備の建設自体は第 5 条（5-3）により地域電力
会社が事業会社の関連部分に関する資金負担でもって行う。
第 1 条の定義における国内送電網（National Electricity Grid）を見ると、国内送電網
は「送電運営における接続ポイントを越えた場所からの送電網」をいうとしているので、接
続ポイントまでの送電のための施設建設運営義務は事業会社にあることになる。送電設備の
実際の建設工事は地域電力会社が行い、事業会社は所定の関係建設資金を負担するとの仕組
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み(5-3)は、(i)地域電力会社が自らの持つ送電線網に合う接続設備を作る必要があること、
(ii)送電施設の建設用の土地の取得や土地使用権の設定やライセンスの取得は事業会社が
行うより地域電力会社が行った方が確かで早くかつ安価になるとの思惑、(iii)地域電力会
社と関係が深い送電設備建設に実績がある地場建設会社に工事を発注したいとの思惑、そし
て、(iv)送電設備の完工の遅れにより生ずる費用は地域電力会社ではなく長期買電する
TAVANIR が 5-7 により支払うので TAVANIR の事業会社に対する強い交渉力が利用できること、
からだと思われる。
機器のモデルはプロトタイプ(試作品)であってはならず 3 年以上操業した実績のあるモ
デルでなければならない。
建設工事開始日までに環境・地理・地形・生態・地震に関するデータを採り必要な調査と
検討を終え、その検討書類のコピーを一式 TAVANIR に提供するものとする。
紛争が起きている期間中でも、事業会社は自らなした本契約の解釈と自らの責任により、
事業を継続する（implementing the works）
。仲裁判断が出た場合には当事者はそれに従う
（4-9）
。ここでいう事業継続とは操業を継続することと同じではない可能性がある。事業会
社側の一方的な事業継続義務をいっている。紛争期間中の TAVANIR の義務についても書く必
要がある。そうでないと、電力売電義務のみを負い、TAVANIR は電力代金を支払う義務を紛
争中であることを理由に一方的に負わないという可能性がある。紛争解決は仲裁によること
を示唆している。
第 5 条 発電設備の操業開始と送電設備との接続
付表 4 に記載された商業運転開始予定日までに商業運転を開始できなかった場合は、事業
会社は TAVANIR に対し、
「PPA 契約の個別条件」と本 PPA 契約付表 8 に記載された金額の予
定損害賠償額（liquidated damages）を支払う（5-2）
。なお、
「liquidated damages」は個
別 PPA 契約毎に異なることに留意する。付表 8 に損害額計算の根拠があるはずなので十分に
チェックしておく必要がある。予定損害賠償金について個別 PPA 契約で交渉する余地を残し
ておく戦術が必要である。
送電網に接続する施設（interconnecting facility）は、事業会社の要請と関連する費用
負担により関係地域電力会社（Regional Electricity Company）が行う（5-3）
。地域電力会
社は、送電施設用の土地の取得と土地利用権の取得、送電施設の建設、必要なライセンスの
取得を、接続契約に基づき、自らの費用負担で行う。事業会社の理由に帰せられない理由に
より送電設備の建設と完工に遅れが生じた場合、5-7 による（5-3）
。
発電プラントに石油原料を供給する施設（Gas Supply Facilities）の建設・運営・メン
テナンスについての責任は TAVANIR にある。その建設計画は付表 4 に記載され、建設・運営・
メンテナンスの費用は TAVANIR が負担する（5-4）
。TAVANIR の石油原料供給施設の建設の遅
れにより発電開始の商業運転開始が予定日より遅れた場合は、当事者間の合意で商業運転開
始日を調整する（5-5）
。
TAVANIR 側の遅れにより発電開始ができない場合は、事業会社はその遅れにより被った損
害の全額を TAVANIR の負担にできるよう交渉することを留意する必要がある。実損負担を認
めないのなら予定損害賠償額を TAVANIR に負担させることを考えるべきである。なぜなら、
事業会社は建設費用の多くを金融機関からの借入れによっており、その利息支払いが巨額に
なる可能性があるからである。少なくとも「予定損害賠償額は予定商業運転開始日までの建
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設期間に支払う予定の金利分と EPC 契約における予定より早く完工できた場合に EPC 企業に
対し事業会社が支払うボーナス金額をカバーする金額は TAVANIR が支払う義務を負う。
」と
書き、
「それを超える分につき当事者間の合意で決める。
」と書く交渉はできると思われる。
石油原料の供給の遅れ、ないしライセンス発給の遅れにより、商業運転開始予定日に遅れて
事業会社の発電ができない場合、TAVANIR は以下の義務を負う（5-6）
。TAVANIR は容量に応
じた買取金額（capacity fee、付表 2 に記載される）と送電網に入れる実際の発電量に応じ
た買取金額（availability fee）を、石油原料の遅れが回復するまで支払う。事業会社の運
転開始が遅れたらその分だけ TAVANIR の支払いも遅れる（5-6-1）
。
事業会社が特定の顧客に売電することになっていた場合、石油燃料の供給の遅れにより発
電できず、電力市場から買って売電義務を果たす場合、TAVANIR はその分を負担するが、
Avarage Variable cost（AVC、その内容は第 1 条の AVC の定義によれば付表 7 に記載されて
いるとある）分だけ差し引いた負担額となる（5-6-2）
。

1.4.3.2. 操業開始から操業の終了までに関する条項（第 6-21 条）
第 6 条 支払い
TAVANIR への支払請求は、TAVANIR が買う電力分と、TAVANIR 経由電力市場に売る分の 2
種類ある。TAVANIR は請求額につきクレームがある場合 TAVANIR が買う分については 20 日
以内、市場に売却する分については 10 日以内に事業会社に通知する。
送電量について TAVANIR ないし事業会社によるクレームがある場合、事業会社は PPA 契約
に規定した期日までに通知しその写しを TAVANIR に送付する。当クレームに関する解決は
PPA 契約に規定する紛争解決委員会による決定が最終的なものとする（6-4）
。
事業会社は TAVANIR から調達する原料石油につき TAVANIR に支払う。
TAVANIR による支払いはイランの銀行に TAVANIR が事業会社に支払うために開いた L/C に
より支払う。L/C は発電機第 1 基の商業運転の日から付表 11 に記載される期間有効とし、
L/C 金額は実質発電量支払いと容量支払分の想定支払額をカバーする（6-8）
。L/C 上限金額
は TAVANIR が必要に応じてその上限を上げる変更を行うが、L/C で支払えない場合現金で支
払う。
PPA 契約における外貨建てによる外貨での支払いが認められるとは思われるが、外貨建て
外貨払いを認めるとの明文はない。またリアル建てだとしても TAVANIR は外貨支払いをする
との明文規定もない65。
契約による支払期限までに支払いがない場合、支払いが遅れた契約当事者は支払遅延による
予定損害賠償金を付表 8 による基準で支払う（6-10,11）
。
第 7 条 費用コスト
第 8 条 税金
所定の税金、その他の政府への支払いについては事業会社は期日までに支払う義務がある。
賃借している場合の賃借に関する税金については所定の法律による。優遇税制についての規
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このような重要な点を不明のままモデル PPA 契約として示すことについては不適切との思いを禁じ得ない。
「L/C」とある個所を「内貨建て L/C ないし外貨建ての L/C」と書きさえすれば良いと思われるのに、それを
しないのは、それさえも交渉によるとして、交渉全体を自分の側に有利にしようとする思惑があるのではな
いかと推測される。

86

定は少なくともここにはない。
第 9 条 総費用と金融
総費用に含まれる資本金とローン借入金を獲得する責任は、事業会社のみが負い、獲得に
必要な費用とリスクは、PPA 契約に規定する容量比率の電気料金と実際に発電した量比率に
よる電力料金の水準に変更をもたらすものではない。ただし PPA 契約で明白に予想されてい
る場合を除く（9-2）
。
借入契約は、PPA 契約条項と齟齬があってはならず、PPA 契約における TAVANIR の権利と
利益を侵すものであってはならない（9-3）
。
プロジェクトファイナンスにおけるセキュリティパッケージで必要になるシニアローン
貸し手の担保手段がどこまで取れるかが問題となる。PPA 契約の担保のための譲渡は 14-1-2
に基づき TAVANIR への通知のみで可能だと思われる。送電接続施設への担保権の設定は
TAVANIR の事前同意が必要だと思われる(建設費用は事業会社の負担だとあるが、その管理
運営権は事業会社にない。その所有権がいずれに属するかは不明)。発電所施設と発電所の
ある土地への不動産抵当権の設定は土地が使用権である場合は事前同意が必要だが、所有権
の場合は通知のみで可能だと思われる。L/C 口座を Escraw A/C として信託的譲渡できるか
等)。もちろん TAVANIR に起因するシニアローンの元利払いのデフォルトの場合の、TAVANIR
の PPA 契約での電気料金支払いに対するイラン政府の保証や TAVANIR へのイラン政府からの
ジュニアローンの提供があるかも不明である。
それらは TAVANIR の PPA 契約における権利と利益を害しているとの主張があり得ると想定
し得る。L/C 口座の信託的譲渡については事前同意が必要と考える。
事業会社の株主の変更は商業運転開始日までは、TAVANIR の書面による同意、証券取引法
等所定の法令による株券の移転を伴う株式移転、金融契約で担保になっていた事業会社株式
が担保実行により投資家のものでなくなった場合、ないし法律・判決・仲裁判断に従う株主
の移転の場合以外認められない（9-4）
。
第 10 条 付加的な金融
いかなる費用の増加も TAVANIR に包括的に報告されなければならない。事業会社は費用増
加分について、保険ないし他の金融手段により調達する。
金融調達が必要にならない費用の増加についてまで TAVANIR に報告する義務はないと思わ
れるので、交渉で変更できると思われる。
事業会社の過失による付加的な金融については事業会社の責任で調達するが、それ以外の
事由による付加的な金融については、TAVANIR が遅延予定損害賠償金を含めて、通知を得た
日より遅くとも 6 ヶ月以内に補てんする。そのための TAVANIR への通知は付加的な金融が生
じた日より 1 ヶ月以内に関係書類を揃えて事業会社が行う（16-2,3,4）
。
第 11 条 計画と限度
第 12 条 記録と報告
第 13 条 代表者
第 14 条 譲渡
事業会社は PPA 契約における全ての権利義務・利益を TAVANIR の同意を得ずに他社に譲渡
してはならない。事業会社は TAVANIR に遅滞なく通知し事前の合意を得れば、PPA 契約の一
部の権利義務・利益を他社に譲渡することができる。
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以下の場合は、TAVANIR に通知するだけで、その同意なく、金融ないしリファイナンスの
ために事業会社は、その権利義務・利益を譲渡できる（14-1）
。
契約の義務を除いて金融をだす組織に対して事業会社は PPA 契約に記載された条項に従
い、PPA 契約における権利と利益の全部又は一部を譲渡できる（14-1-1）
。
PPA 契約条項に従い TAVANIR に観察する権利（observing right）を与えさえすれば、金
融の出し手に対して事業会社の持つ有形・無形資産を担保に提供して良い（14-1-2）
。これ
は、シニアレンダー、ジュニアレンダーに対する担保提供の自由を規定している（9-3 のコ
メントを参照のこと）
。借入れのための事業会社が持つ借入人の地位の譲渡も通知だけで可
能だと思われる。ただしこれらの TAVANIR への通知だけでできる金融のための担保手段は全
て PPA 契約で規定されていなくてはならないという趣旨が「PPA 契約条項に従い・・・担保
に提供して良い。
」との規定である。
TAVANIR も事業会社の同意を得て PPA 契約の全部又は一部を譲渡できる権利を持つ
（14-2）
。
同意が不要なのは、子会社への譲渡の場合である。しかしその場合、子会社による支払義務
に不安が生ずる場合があるので、法律により子会社に譲渡する場合以外は子会社への譲渡は
ないとの規定がある。そのような子会社への譲渡があった場合、事業会社は本一般条件の第
33-1-2 条の規定により PPA 契約を解除できる（14-2）
。
第 15 条 事業者に必要とされる電力量
事業会社が自家消費用に使う電力は自ら賄うがそのコストは工業・鉱業用消費電力料金で
計算する。
第 16 条 水の供給
水の買い手である事業会社が PPA 期間中を通して供給し、必要な場合は浄水にする義務を
負う（第 1 条文定義）
。
TAVANIR は、事業会社が必要な水の量を確保できるように、事業会社のライセンス取得に
つき契約期間を通してサポートするが、ライセンス取得更新料は事業会社の負担とする
（16-2,3）
。
第 17 条 燃料の供給
燃料となるガスとバックアップ燃料は TAVANIR が供給する。
第 18 条 燃料の使用量の計測
燃料使用量については事業会社が計測に承認を与えた後 10 日以内に TAVANIR が事業会社
に支払請求書を送る（18-6）
。
第 19 条 産出エネルギー量の計測
第 20 条 産出エネルギー量の計測の読取り
第 21 条 テストと商業運転開始

1.4.3.3. 操業以外の PPA 契約規定（契約で必要に一般的な規定条項）
（第 22-35 条）
第 22 条 文書による通知
第 23 条 法令
第 24 条 法律変更
第 25 条 準拠法と紛争処理委員会
契約準拠法はイラン法である。契約に基づき紛争を解決できない場合、第 32 条の紛争解
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決条項が適用される。紛争が解決されるまでは、両当事者は契約に基づく義務を履行する。
これは、紛争発生を理由とする契約義務不履行は認められないとの趣旨である。本条の表題
にある紛争処理委員会（Board of Dispute Settlement）が具体的に設置されるわけではな
く、紛争解決方法についての一般規定を紛争処理委員会という名で言っているに過ぎない。
外国人投資家は FIPPA の規定が適用される。
本契約第 32 条の紛争解決条項の説明の箇所で説明するが、PPA に関する紛争解決では、専
門家決定（一種の調停と考えられる）
、国内仲裁判断、国内裁判所判決（competent court と
あるがイランの国内裁判所を指すと思われる）という順番で紛争について争うことができる
ことを規定している。そこでは、第三国での国際仲裁という手段は選択できない。かつ、イ
ラン国内の仲裁判断を受け入れたくない当事者は裁判所に公訴を提起できるという規定に
なっている。このような規定は仲裁における防訴抗弁の意義を無にしているイラン独特の特
殊な規定の仕方である。FIPPA 第 19 条は、
「イラン政府と外国投資家の間の FIPPA 法に基づ
く投資における政府と外国投資家のそれぞれの義務に関しての紛争が起こった場合、その紛
争解決はイランの裁判所で判決による。ただし二国間投資保証協定で外国投資家に他の紛争
解決手段が規定されている場合はその規定による。
」とある。2016 年 2 月 5 日に東京で調印
され、両国での批准を経て 2017 年 4 月 26 日から発効する日・イラン投資協定の第 18 条は
「一方の締約国の投資家と他方の締約国との間の紛争の解決は、当該他方の締約国の権限の
ある裁判、特別の仲裁廷又は国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約に
基づいて設置される仲裁廷のいずれかに付託される。
」と規定している。日本の投資家は、
投資紛争の内容がイラン政府に対する場合は外国での仲裁も可能だが、PPA 契約での紛争が
あった場合の相手方となる TAVANIR は国有企業ではあるが政府ではないので、本一般契約の
適用を個別の PPA 契約で認めさせない限り、PPA 契約を巡る紛争での第三国仲裁は認められ
ないと思われる。
第 26 条 保険
第 27 条 操業
第 28 条 監査、修理、メンテナンス
第 29 条 損害とボーナス
第 30 条 損失補償
第 31 条 不可抗力
第 32 条 紛争解決
契約に関する当事者間の紛争は、紛争事項に関する一方の当事者からの通知を他方が受領
してから 30 日以内は当事者間で解決に努力する（32-1）
。30 日の経過により、仲裁（32-3
に規定される）により解決するという合意が得られない場合、当事者は紛争解決を専門家に
託することができる。これは、いわゆる調停を指していると思われる。
当事者の一方が専門家に託する決定をして他方に通知をした場合は、通知をしてから 15
日以内に、両当事者は、以下に関する最終的かつ拘束する決定を託する専門家の任命につき
合意に達しなければならず、技術に関する専門家には両当事者が受入れ可能な独立したエン
ジニアリング会社が、金融に関する専門家には両当事者が受入れ可能な金融コンサルタント
か投資銀行が、その他の紛争に関する専門家には両当事者が受入れ可能な経験があり能力の
ある専門家（skilled and qualified expert）がなる。15 日以内に専門家につき合意でない
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場合は、両当事者は一致して 国際商業会議所のイラン委員会（Iranian committee of
International Chamber of Commerce）に法務省が指名する公的専門家センター（the Center
of Official Experts of Ministry of Justice）に専門家の任命を依頼する（32-2-1）
。
任命された専門家は、独立した専門家として、紛争を裁くのではなく決定をする。専門家
は必要なデータの提供を要求でき、当事者はその要求に直ちに応じなければならない
（32-2-2）
。
専門家の決定から 15 日以内に一方の当事者が仲裁によると意思表示しない限り決定は両
当事者を拘束する。決定と異なる仲裁判断がでない限り、決定は両当事者を拘束する
（32-2-3）
。
専門家費用は決定で負けた当事者が負担する。専門家の決定を受け入れず仲裁が申し立て
られた場合、仲裁判断で敗北した当事者であって、かつ仲裁判断が専門家の決定と異なる側
の当事者が、他の当事者が負担する専門家費用をも負担する（32-2-4）
。
専門家決定と異なる仲裁判断が出た場合は、その仲裁判断での敗訴者が、仲裁前段階の仲裁
勝訴者の調停費用（専門家費用）を負担する。
仲裁は、イラン商工鉱業会議所仲裁センターにより、3 人の仲裁人により判断が行われる
（32-3）
。 各当事者がそれぞれ 1 人の仲裁人を選び、選ばれた 2 人の仲裁人が仲裁裁判所の
仲裁裁判長となる 3 人目の仲裁人を選ぶ。仲裁地はテヘランである。仲裁費用は一義的には
仲裁を申し立てた当事者側の負担であるが、最終的には仲裁判断の中で示される。
仲裁判断に不満の当事者は、所定の裁判所で紛争の最終的な判決を求めることができる
（32-4）。これは、仲裁判断が最終の紛争解決手段ではないと規定するものである。この規
定は、イランでの PPA 契約に関する紛争解決では、
「仲裁合意があるので裁判には持ち込め
ない」という、いわゆる防訴抗弁の主張は意味がないことになる。
仲裁判断が出るまでは、民活事業社は、TAVANIR に対して契約上の義務を履行し続け電気
を供給し、TAVANIR は電力購買代金を支払い続ける（32-5）
。つまり、仲裁中であることをも
って契約義務を解約することはできない。
第 33 条 契約の解除
第 34 条 安全
第 35 条 その他

２．再生可能エネルギー事業
2.1. 再生エネルギー事業の概要
現在の再生可能エネルギーによる発電量は 200MW で設備発電容量の 75,365MW の 0.2％に過
ぎない。そのため、今後 5 年間で 5,000MW まで増加することが第 6 次 5 ヶ年計画で示されて
いる。その中で 4,000W は風力によるとし（現在 15 ヶ所の風力発電施設で発電量は 141MW だ
が、イラン再生エネルギー庁（Renewable Energy Organization of Iran、以下「SUNA」とす
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る）の説明では風力だけで 100GW の可能性があるとしている66）
、太陽光発電、地熱発電等に
ついてもその比率を増加する予定がある。
再生可能エネルギー普及のために、イラン政府は、内外の投資家に対して投資制度の整備
と優遇措置の見直しを行い、2016 年 7 月には電力買取保証の期間を従来の 5 年から 20 年に
延長すると共に、国際製品を支援するために、イラン国内の技術や設備を調達した企業に対
して電力買取価格を 30％値上げした。

2.2. 法的枠組み
再生可 能エ ネルギ ーに 係る法 的枠 組みと して 、第 6 次 5 ヶ 年計画 と、後 述する
Feed-in-Tariff 制度（後記第 III 章 2.4.参照）が挙げられる。ここでは、第 6 次 5 ヶ年計画
の詳細が公表されていないため、Feed-in Tariff 制度について主に触れることにする。

2.3. 認可手続
再生可能エネルギー事業実施にあたっての認可手続は前述の発電所とほぼ同様である。こ
れら全ての手続は SUNA が窓口となる。
図 III－３：再生可能エネルギー事業の認可手続

（SUNA ”Investment in Clean and Renewable Energy, A General View”, Ministry of Energy）

再生可能エネルギー事業への参入は、非政府系機関、民間企業、組合会社（cooperative
company）
、自然人あるいは civil participation の形態であっても良い。非政府系の申請者
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WindPower Monthly“Iran eyes renewables expansion”(2016 年 12 月 6 日)。当該記事では、イランの再
生可能エネルギーの可能性はあるものの、銀行や金融機関が JCPOA の破棄の可能性を憂慮し慎重になってい
ると指摘されている。
http://www.windpowermonthly.com/article/1417827/iran-eyes-renewables-expansion (2017 年 1 月 20 日ア
クセス確認)
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は、申請にあたり「Application Introduction Worksheet」
「Project Presentation Worksheet」
及び誓約書（letter of Commitment）を申請書及び定款等の必要提出書類と共に SUNA に提出
しなければならない67。禁止事項としては、取得した建設認可を他の法人あるいは自然人に譲
渡すること、
エネルギー省の許可を得ずに企業の株式の 25％以上を譲渡することはできない。
なお、環境認可も SUNA が環境省に代わり発行する。
初めて取得した場合であれば建設許可の有効期限は 6 ヶ月であり、その間に事業を進めな
ければならない。有効期限が失効した場合は、環境認可、送電接続認可と土地利用認可の 3
つのうち 2 つを取得していれば、建設認可は延長されることになる。
PPA 契約において、前払いや電力の掛売りは行っていない。

2.4. Feed-in-Tariff 制度（固定価格買取制度）
イランにおける再生エネルギー発電の PPP 事業は、SUNA が非政府発電会社からの電力を買
い上げる際に適用する固定価格買取制度（Feed-in Tariffs, FIT, FITs、以下「FIT」とする）
によって成り立っている。FIT の買取価格の水準については、2016 年 2 月 10 日付政令（decree
from Cabinet Ministers）H52375 号と 2016 年 5 月 8 日付エネルギー大臣令 95/14273/30/100
号が次の表のように規定している。

67

ワークシートは SUNA のウェブサイトで入手可能（2017 年 1 月 20 日アクセス確認）
。
http://www.suna.org.ir/en/investmentpowerplants/applicationandpermitissuanceprocess
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表 III－２：FIT の買取価格の水準
Rials/kWh
Biomass

ご み 埋 め 立 て

USCent/kWh

日本の 2016 年度買取価格

(@323.9391)

円/kWh

2700

8.335

18.3

3500

10.804

42.12

Landfill
Biomass

嫌 気 性消 化 ( メタ ン
ガ ス 化 ) 、農 業廃 棄
物、排水

Biomass

焼却、廃棄物ガス化

3700

11.422

14.04-34.56

Wind Farm

50MW（ 50,000KW ） 超

3400

10.496

23.76(20KW 以上)

SUNA 基準まで
Wind Farm

50MW 以下

4200

12.965

59.40 円(20KW 未満)

Solar Farm

30MW（ 30,000KW ） 超

3200

9.878

25.92 円(10kW 以上)

SUNA 基準まで
Solar Farm

30MW 以下

4000

12.348

25.92 円(10kW 以上)

Solar Farm

10MW 以下

4900

15.126

25-31 円(10kW 未満)

4900

12.126

28-43 円(15MW で差)

2900

8.952

14.04 円

2100

6.483

25.92-36.72 円(1MW.200kw で

Geothermal
Waste

Heat

from

Recovery
Industrial

Processes
Small Hydropower

川とダムによる

(10MW 以下)
Small Hydropower

差)
水 Pipeline による

1500

4.630

(10MW 以下)

25.92-36.72 円(1MW.200kw で
差)

（2016 年 5 月 8 日付エネルギー大臣令 95/14273/30/100 号参照）

発電者と発電者との関係契約者のみへの売電の場合に適用される。既存の建物の屋上に太
陽光発電装置を設置する零細規模のものを指している。この場合、長期売買契約は、投資家・
申請者は SUNA との間ではなく、配電業者との間で締結される。
表 III－３：再生エネルギーの買取価格
風力 1MW 以下

5700Riels

17.596cent

23.76-59.40 円

太陽光 100KW 以下

7000Riels

21.609cent

25.92 円(10kw 以
上

太陽光 20KW 以下

8000Riels

24.696cent

25.92-33.00
(10kw で差)

（SUNA“Investment in Clean and Renewable Energy A General View”）
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円

表 III－３からは、日本に比し、かなり大規模な再生エネルギーによる発電を意図してい
ることがわかる。買取価格の水準は日本よりかなり低い水準に設定されており、以下に見る
とおり、買取期間の後半 11 年目～20 年目においては、この買取価格水準はさらに 7 割に下
がる。それでも十分に利益の上げられる水準にするためには、規模の経済が働く大規模投資
が要求されると思われる。
2.4.1. 固定買取期間と買取条件の期間等による変動
SUNA “Investment in Clean and Renewable Energy A General View”は、FIT につき以
下の条件を付している。
① 買取期間
イランの FIT での買取期間は一律 20 年で、契約日から開始する。建設期間も算入される
（発電開始時期からではない）
。
日本の 2016 年度 FIT では、バイオマス、水力、風力、10kw 以上の太陽光発電は買取期間
は 20 年間であるが地熱は 15 年、10kw 未満の太陽光では 10 年である。
② 為替リスク
固定買取価格についての為替変動はユーロとの為替変動と国内インフレ率を考慮して決
める（2016 年 2 月 10 日付政令（decree from Cabinet Ministers）H52375 号第 3 条）
。
③ 買取価格
買取価格は買取期間の後半で下がる。
風力発電の買取価格は 20 年間不変だが、他は 11 年目～20 年目までの買取価格は、前述
した買取価格に 0.7 を掛けた金額となる。
風力発電の場合、当初の 10 年間は、発電能力の 40％以上発電すれば前述した価格である
が、11 年目～20 年目は前述した価格に 0.4 を掛けた金額が買取価格となる。 風力発電の場
合、発電能力の 20％未満の発電の場合は前述した価格であるが、20％以上 40％未満の場合
は前述した価格に発電量比例で 0.2～0.4 を掛けた金額が買取価格となる（風力発電には最
低出力率（minimum loading rate）がある）
。
バイオマス発電も実際の効率性により買取価格は変わり得る。
エネルギー省は、買取価格は再生エネルギー発電量と財政により下げるが、下げた買取価
格は新規契約にしか適用しない。
④ 現地調達・自己負担による接続
イランのノウハウ、デザイン、イラン地場会社による建設をすると、買取価格は 30％を
上限として高くなる（政令第 5 条）
。
送電網、配電網までの建設・運営コストを負担すれば、その分だけ買取価格は高くなる。
⑤ 操業遅延
前述の買取価格が適用されるには、契約後商業運転開始までの期間に上限がある。バイオ
マス・地熱・小型水力では 30 ヶ月、風力・産業廃棄物発電で 24 ヶ月、太陽光発電で 15 ヶ
月である。もし遅れた場合は、前述の価格か、商業発電開始時における新規契約の買取価格
のいずれか低い方が適用される。
商業運転開始が 9 ヶ月超となると SUNA は、買取契約を解約し、建設許可を取り消し、操
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業用の国家所有の土地の返還を要求する。
遅延により契約が解約された投資家は、2 年間は新規買取契約の締結はできない。
⑥ 投資家についての条件
PPA で SUNA に売るだけでなく、エネルギー省の認可を得て、他の特定の購入者に売電し
ても良い。ただし電力輸出にはエネルギー省の別途の認可を得る。
国家より贈与された資金を使うか国家補助金を得ている者は買取契約者となれない。
環境許可証、送電網への接続認可、国有地を使う場合の土地使用許可を得てから、長期売
電契約（PPA）は SUNA と投資家の間で締結される。PPA と建設許可の書式ドラフトは SUNA
のウェブサイトより入手できる。
再生エネルギー発電の潜在力については SUNA のウェブサイトで基礎的な情報が得られる。
当該情報は建設許可とは無関係である。feasibility study（F/S）は投資家が自らの責任で
自ら行う。
⑦ 外資による FIT 事業投資と法人税免除
外資が申請者になる場合、
イランで自ら事業者として登録するか、イラン企業に参加する。
外資は FIPPA による投資と投資への保証が得られる。
⑧ 建設許可
建設許可は他者に譲渡することは禁止される。また、エネルギー省の認可を得ずに事業者
はその 25％超の出資持分を他者に譲渡してはならない。建設許可は操業前 6 ヶ月まで有効
である。環境許可証、送電網への接続認可、国有地を使う場合の土地使用許可のうち 2 許可
証を得ていれば、建設許可有効期限が切れていても延長される。
⑨ plant 建設資金
plant 建設資金につき SUNA は一切融資しないので、事業者は自ら資金調達する。
⑩ SUNA への電力売買
SUNA への電力売買につき、税金、付加価値税（VAT）そして保険について軽減措置は現在
のところない。
⑪ SUNA との PPA
SUNA との PPA において、SUNA が前払いすることは想定されていないし、将来売る予定の
電力を現在売ったからといって投資家が利益を得ることはない。
⑫ 発電に必要な土地
太陽光発電所に必要な土地は MW あたり最大 2ha であり、風力発電に必要な土地は最大
0.4ha である。タービン設置地区は特定スポットに限られている。

2.4.2. FIT における外国投資の可能性と投資優遇措置
2.4.2.1. 外資参入の可能性
固定価格買取制度を利用して再生エネルギー発電事業に外国企業が投資することは十分に
考えられる。Iran Renewable Energy Congress のために Green Power が 2016 年 4 月時点で
作成した“Renewable Energy Opportunities in Iran”という資料によれば、イラン政府は、
現在 70MW ある発電容量を 2020 年までに 5GW の再生エネルギー発電容量とする計画だという。
建設許可ないし preF/S の認可が得ている案件は 7.5GW ある。内風力発電が 5.7GW（風力発電
は 500GW 分の潜在力がある)、太陽光発電が 1.6GW（イラン全土の 2/3 以上で年間晴天日が最
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大 300 日）
、バイオマス発電が 194MW、小規模水力発電が 24MW で、計 7.496GW 分あるという。
SUNA の年間国家予算は 6,000 万ドルあり、
国有政府系ファンドである国家開発基金
（NDFI）
は再生エネルギー事業に 5 億ユーロを投融資する計画がある、とも同資料はいう。NDFI が外
資による再生エネルギー事業にも投融資する可能性は低いと思われるが、禁止しているわけ
ではない。また、技術革新により投資コストも低くなっているので採算が採れる水準になっ
ている案件もあると思われる68。
イランで現実に行われている例では、2016 年 10 月 3 日付で報道されたスイスのアドバイ
ジングと操業コンサルタント事業を NGO ベースで行う Meci Group International が北方山岳
地帯で 270MW の風力発電事業で SUNA と PPA を締結した案件がある。投資金額の 2 割は Meci
がアレンジした投資家による資本金で、残りは社債で賄っている。複数社製のタービンをフ
ィールド・テストにより選り分けて使う予定で、2017 年より建設開始し年末に操業開始を目
指している。本事業がうまくいけば次の 230MW 事業でも PPA を締結する予定だという。
2016 年 6 月 14 日付報道（pv magazine）によれば、100MW の太陽光発電についての PPA 契
約をドイツのコンサルタント企業 Planet in Green Projects GmbH が SUNA と締結している。
建設工事は 2016 年秋に始まるとある。PPA ではイラン企業 Amir Alayary と組んでいるとあ
る。次の事業は、より小型の 10～20MW の太陽光発電事業だとある。
2.4.2.2. 投資優遇措置
投資優遇措置としての法人税の優遇、輸入機器部品に対する関税と VAT の減免の規定は、
本 FIT に関する法令には一切規定がない。FIPPA の適用があることは、投資保証にしか関係
がない。法人税の優遇については、2015 年 4 月 21 日付の障害除去法が適用され、同法が言
及する直接税法第 132 条が優遇法人税制の根拠になると思われる。SUNA のウェブサイトの
「Investment (Subscribers)」の項には、直接税法第 132 条が言及されており、直接税法第
132 条による法人税免除措置が再生エネルギー投資でも認められることは確かだと思われる69。
ただし、SUNA ウェブサイトの「Investment (power plants)」の項に明示されている
“Incentives for Guaranteed Power Purchase”には、赤字で“The instruction is under
revision and it will be announced.”とある。この意味が、投資事業者は、直接税法第 132
条による法人税免除措置以外の投資優遇について見直し中なのか（例えば輸入設備の輸入関
税、VAT の免税措置等）
、同法による直接税税法第 132 条による法人税免除措置について見直
し中なのかは不明である。
前記第 III 章 2.4.1.⑩における、PPA における電力売却における売上げにおいて税制優遇
はないとの記述は、SUNA から毎月支払われるインボイスに基づく売上げに関する税金につい
て優遇がないとの意味であり、事業者が当該売上げから費用を引いた利益についての法人税
に関する優遇や設備の輸入関税に関する優遇措置とは異なるものを指していると思われる。
再生エネルギーを利用した発電設備を建設・運営して電力を生産し長期間売却する事業は、
68

国によって状況は異なるが、当該容量は、インド政府が太陽光発電だけで 2020 年までに 100GW の発電容量
とし、うち 40GW を既存建物の屋上に設置するとの計画に比較すれば規模は小さいといえる。インドでは 2016
年 11 月に 500MW 分の建物屋上に設置する太陽光発電の入札を行い、122 の事業者が 433MW 分を受注したとい
う。補助金は州によって異なるが kW あたり 4 セントだという。この水準でも採算が合うのはこの 5 年間で屋
上太陽光発電設備の価格が 12％下落したからだという。
（2016 年 12 月 8 日付 https://www.bloomberg.com）
69
http://www.suna.org.ir/en/investmentsubscribers/articleofdirecttaxlaw
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障害除去法の対象となる製造業・鉱業の生産活動に入ると思われる。
したがって、投資ライセンスを得た時から法人税は 5 年間免除される。投資ライセンスを
得た時とは事業開始時だから SUNA と 20 年間の PPA 契約を締結した時だと思われる。
投資を後進地域で行うと法人税は 10 年間免除され、経済特別区ないし工業団地(industrial
town)で行うと 7 年間免除される。投資を後進地域にある経済特別区ないし工業団地で行うと
法人税は 13 年間免除される70。
フリーゾーンで FIT 事業をする場合は別途のフリーゾーンの管理に関する法律（フリーゾ
ーン法）が適用され、同法第 13 条により、事業開始から 20 年間免除される。ただしフリー
ゾーンの中には法人税免除期間が 30 年、15 年の地区もある71。
FIT は 20 年間だから、20 年間の法人税免除が得られるフリーゾーンで再生エネルギー発電
事業をすれば、およそ法人税を支払わなくて良い事業ができることになる。累積赤字をなる
べく早く解消する工夫をした F/S ができれば、投資は成功することが確実だといえる。
外資による FIT 事業投資と法人税以外の投資優遇措置、特に、輸入関税と VAT の免除措置
についても、他の製造業と同じく、投資地区区分による免除措置が適用されると思われる。

３．水事業
3.1. 水事業の概要
イラン人口の約半分が未だに下水処理や浄水サービスがない状況であり、当該分野の投資
が急務である。加えて、既存の浄水設備についてもリハビリテーションや改良が求められて
いる。加えて、現在の淡水化量72は、1 日あたり 30 万㎥であるが、国家事業として、今後 10
年間に現在の 10 倍の規模まで BOO 契約によって拡大することが計画されている。加えて、水
資源から重金属や硝酸塩を除去する汚泥管理（sludge management）分野への投資も BOO 契約
により、無収水量の削減については ROT 契約により推進することが予定されている73。水事業
を管轄するのはエネルギー省で、運営機関として全国上下水道技術公社（NWWEC）が設けられ
ている。NWWEC の下には、「Urban Water and Wastewater Companies」と「Rula water and
wastewater Companies」があり、それぞれ 35 社と 30 社74から構成されている。
イランには 420 億 8,000 万ドルもの未完成の水事業があるが、これら水関連インフラに対
して政府は十分な財源がないため、海外からの投資や世界銀行やイスラム開発銀行からのロ
70

これらの免税措置は、前記脚注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」48～51 頁を参照されたい。
フリーゾーンにおける法人税の免税措置は、前記脚注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」38
～47 頁を参照されたい。
72
現在、53 の淡水化及び重金属除去プロジェクトが BOO 契約でエスファハーン、ブシェール、シスタン・バ
ルチェスタン、ホルモズガーン、フーゼスターン、ギーラーン、ゴレスターン、ケルマンとカーシャーンで
実施されている。
http://www.nww.ir//dorsapax/Data/Sub_0/File/Private%20sector%20investment%20in%20desalination%20
plants%20in%20Iran.pdf（NWWEC のウェブサイト、2016 年 12 月 30 日アクセス確認）
73
”A Glance to Water and Wastewater Sector in Iran”(Ministry of Energy National Water and Wastewater
Eng. CO., pp2.（2016 年 9 月に NWWEC 訪問時に入手したパンフレットに記載されている Mr. Hamidreza Kashfi
氏の説明より）
。
74
2012 年時点において。平成 25 年度 JICA 集団研修「水道管理行政(B)」(IRAN)73 頁参照。
71
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ーンを獲得することを目指している状況である。政府は、昨年度（2016 年 3 月 19 日まで）
10 億 7,140 万ドルを水分野の事業に充てたが、2016 年度も同額の財源を予定しており、97
事業に対して 10 億 2,390 万ドルを民間企業にファイナンスしている75。
水事業分野には以下の 3 つのタイプがある。
① イラン政府による 100％資金提供により実施される事業
このタイプでは政府が外国企業と直接契約を締結することは法律で認められていない。外国
企業が下請業者として事業に関連する設備等を供給する場合であっても同様である。
② 国際機関（世界銀行、イスラム開発銀行、ECO 貿易開発銀行76など）の財政支援によって実
施される事業
このタイプの事業は、資金提供機関の規定や指針によるものであることから、外国企業との
直接契約は可能である。
③ BOO、BOT、ROT、Buyback 及び EPCF 契約による投資事業
法律に基づき、浄水（treated water）や処理水（treated effluent）を外国投資企業から
買い取るものである。外国企業にとっては参入しやすいタイプと考えられる77。

3.2. 法的枠組み
水に係る法的枠組みとして第 6 次 5 ヶ年計画と買取制度が挙げられる。第 6 次 5 ヶ年計画
については情報がない（2017 年 2 月 8 日現地に確認）
。

3.3. 認可手続
水事業へ参入する企業が取得する認可の流れは、電力と同様である。まずは、水施設の建
設に関する認可を得た後に、必要に応じて環境あるいは土地使用の認可を取得する。建設は
一般的な BOT においては 1 年、運営期間は 25 年とされている。その上で、BOO や BOT あるい
は水買取条件（water purchase agreement：WPA）について契約が締結される。認可権限は、
エネルギー省が有する。水施設等の設計承認はエネルギー省の法令に沿って NWWEC が設定し
た基準及びガイドラインに基づき判断される。窓口は、NWWEC の「Financial Resources

75

Tehran Times のウェブサイト（April 6, 2016）
「Iran seeks foreign investment for water projects」
http://www.tehrantimes.com/news/300319/Iran-seeks-foreign-investment-for-water-projects(2016 年 12
月 30 日アクセス確認)
76
ECO 貿易開発銀行（ECO Trade and Development Bank：ETDB)は、ECO 加盟国の持続可能な経済発展を目的
として 2008 年から運営されている。資金は 2014 年で 8 億 5600 万ドルで、本部はイスタンブールにある。ECO
（Economic Cooperation Organization）とは中東及び中央アジア 10 ヶ国から構成される国際組織で、本部
はテヘランにある。
77
現在、ドイツ、フランス、オーストリア、日本、カナダ等からの企業が浄水及び下水プロジェクトにコン
サル及び建設事業者として参加している（”A Glance to Water and Wastewater Sector in Iran”(Ministry
of Energy National Water and Wastewater Eng. CO., pp2.)2016 年 9 月に NWWEC 訪問時に入手したパンフレ
ットに記載されている Mr. Hamidreza Kashfi 氏の説明より）
。
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Development and Private Sector Cooperation Office」である78。
図 III－4：水事業の認可手続（BOT の場合）

（SUNA“Investment in Clean and Renewable Energy, A General View”, Ministry of Energy79）

3.4. 政府保証制度
3.4.1. 水 PPP 事業に関する根拠法令とモデル保証契約
イランにおいて、水 PPP 事業を行うにあたっての根拠法令はないと思われるが、モデル水
購入保証契約はある。
障害除去法第 12 条第 d 項によれば、投資優遇措置として、上下水道事業をして水消費量を
減らし、廃棄汚染物を減らせば、減少分だけ政府支出金が得られる。ただし、本規定が実際
機能するかについては疑問がある。水事業の関連予算は、通常、中央政府ではなく地方政府
の予算による。障害除去法第 12 条第 d 項の政府支出金は、中央省庁に申請して、同省の承認
により中央政府の財政から政府支出金として支払われる。中央政府の直接の管轄ではない水
事業について、間接的に管轄しているエネルギー省がどれだけ政府支出金を出すのに協力し
てくれるかについて疑問があるからである。
2016 年 9 月付の内閣決定（by-law）において、障害除去法第 32 条による直接税法第 132
条の法人税免除措置は交通サービス事業なら受けられるとあるので、水 PPP 事業を行う民活
事業会社は受けられないことになる。
エネルギー省所轄の組織である水供給・放出エンジニアリング会社（The Organisationfor
Engineers on Water Supply and Effluent of the Country）が、水 PPP 事業についてモデル
水供給への保証契約（Sample Contract to Guarantee to Purchasing Water Supply and
Effluent、以下「モデル WPA」とする）
。イラン出張時に入手した同モデル WPA の英訳は、条
文構成と本モデル WPA の必要性についての説明しかない（A4 9 頁）
。
78

“Opportunities, Incentives and Economic Feasibility Studies; Water and Power Investment Plans,”
2nd Edition February 2015, Ministry of Energy, pp.51-52.
79
2016 年 9 月 24 日に NWWEC を訪問した際に入手したパンフレットを参考に比較法研究センターが作成。
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3.4.2. モデル WPA の概要
本モデル WPA にある説明（8 頁）には、本モデル WPA を作成するにあたっては、水供給・
放出エンジニアリング会社とエネルギー省のエンジニアを含めて特別委員会を作り 35 回の
会合を経て決めた、とある。また、同説明では、3 種のモデル水供給への保証契約カテゴリ
ーからなっている、とある。同特別委員会の中心人物は、エネルギー省の水電力市場の法令
と民営化担当部長（Director of Water and Electricity Market Regulation and Privatisation）
と、同社（ないしエネルギー省）の民間セクターからの金融開発と民間セクターとのパート
ナーシップ促進により機器を調達する部長（Director of Officof Equipment in Source of
Finance Developments and Promotion of Private Sector Partnership）らしく、両名が説
明文を書いている。
本モデル WPA の内容は、①水供給を担当する国家セクター機関に水を供給する契約（The
Office Equipped Financed Resources of the Organisationthat is not Part of the Government、
いわゆる B2B 契約）
、②家庭用上下水道と浄水場に関する水の供給契約（Household Use of
Water and Water Filtration、いわゆる B2C 契約）
、③一般条項と定義に関する契約（①と②
の契約に共通の一般条項（general condition）と定義（definition）を規定する契約）であ
ると思われる（③についての契約条項の構成は、本モデル WPA には示されていないので不明
である）
。
①②の個々の契約は、それぞれエネルギー省の決定により締結が認められる。①②はそれ
ぞれ Agreement of Contract という 6 条から成る短い契約と、Public Contract と Private
Contract から成っている。
前述した 3 種の契約カテゴリーとは、
この Agreement of Contract、
Public Contract、Private Contract を指すのかもしれない。
Agreement of Contract は、①も②も全く条文構成は全く同じであり、契約対象事業、契
約構成文書、契約金額、契約期間、契約についてアクセスする住所、契約サンプルの全 6 条
から成る短いものである。水 PPP 事業の受注先を決定した際に締結する契約だと思われる。
Private Contract も①も②も全く条文構成は全く同じで、技術仕様、政府が購入保証する
水の容量、施設建設後の生産性の条件、適用される法令と保証のサンプル、支払条件と支払
方法、操業開始時期（建設（改修）終了時期）と登記と運転終了時期（いわゆる BOT、BOO、
ROT 期間を指すと思われる）
、罰金と損失、契約解約条件（cancelation の場合を書く。いわ
ゆるデフォルト条項が書かれると思われる）の全 8 条から成る短いものである。何が「private」
なのかは不明であるが、個々の水 PPP 契約で異なる個々の条件をと決める契約という意味だ
と思われる。
他方、
Public Contract の内容は、
①と②でその条文構成に一部違いがある。
Public Contract
は、
①の B2B 契約では、
全 36 条から成り、
B2C 契約では全 38 条から成る。
①の Office Equipped
Financed Resources of the Organisationthat is not Part of the Government で、②と異
なる条文構成になっている箇所が注目される。
3.4.3. 水 PPP モデル WPA における Public Contract での B2C 契約と B2B 契約の相違点
B2C 契約 第 19 条（Operation Committee）
B2B 契約の①水供給を担当する国家セクター機関に水を供給する契約では、民活事業会社
から一元的に地方政府の水道局ないし地方政府傘下の水道公社に水を供給すれば良い。しか
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し、B2C 契約の②家庭用上下水道と浄水場に関する水の供給契約では、家庭用水道管の漏水
対策と乾季と雨季によるポンプの出力の調整が必要となるので、民活事業会社と水を購入す
る地方水道局の間で操業委員会が必要なのだと思われる。
B2C 契約 第 21 条: Point of Delivery of Industrial Water and Wastage
B2B 契約では、水の取水源の確保が重要で、それを買い手側の地方政府が保証するのだと
思われる。他方、B2C 契約では、家庭用水は民活事業会社が担当するが、同じ水は地方政府
が管理する産業用水の供給もあり得るので、どこでその両者を仕分けするかが必要となるの
だろう。家庭用水・産業用水とも取水源確保については地方政府が担当するのだと思われる。
ただし、海水淡水化装置による水供給の場合の取水源については中央政府が担当ないし供給
につき保証し、地方政府が購入を保証するのだと思われる。なお浄水場における廃棄物の処
理については、外資には処理技術があることが多いことから、場合によって、産業用水から
出る廃棄物の処理について民活事業会社が担当することになるかもしれない。
B2C 契約 第 22 条: Measurement System for Delivery of Water and Effluent
B2B 契約、B2C 契約の両方とも同じだが、家庭用水の料金徴収義務は水購入者である地方
政府水道局が行うと思われる。水道料金徴収業務を民活事業会社にさせるとすると、大量の
検針員を民活事業会社が雇用しなくてはならず、それはイラン政府が想定するものではない
だろう。イランで家庭用水の水道計が日本のように各個人宅別についているかは不明である。
ロシアのように水道計は集合住宅単位でしかついていなかったり、使用料に無関係に同一料
金である場合もあり得る。ロシアでは、冬季は石炭で焚いた熱水を地域に水循環させ、個々
の家の暖房システムに使う例もある。
B2C 契約 第 23 条: Time Table for Delivery of Produced Water and Effluent
乾季に極端な水不足に陥るイランでは、1 日の中で水使用料が多い時間と少ない時間で水
圧をコントロールする必要があるのだろう。
B2C 契約 第 28 条: Move out of the project
B2B の①水供給を担当する国家セクター機関に水を供給する契約の契約にはなく、B2C の
②家庭用上下水道と浄水場に関する水の供給契約の public contract にのみある規定である。
契約終了に伴う事業の移転について書くのかもしれない。BOO では資産の時価評価について
も記載する。BOT、ROT（Rehabilitate Operate Transfer）は無償による資産移転が原則で
あるが、外資のノウハウを使いたい場合等があり得る。その際は、資産は移転しても、操業
（O&M）はやはり外資に委託したいという事態も起こり得る。そのような事態は、B2C 契約に
のみあると想定しているのかもしれない。民間セクターが持つノウハウとしては、計測と料
金 invoicing の IT 化や、漏水管理システムの IT 化があり得る。
水 PPP では、政府の水購入保証では、高速道路や鉄道事業のような通行量が予測値より低
い場合に事業の採算をどう採るのかの問題はあまり考えられない。しかし、B2C 契約で実際
に使った水使用量に対してしか購入保証しない場合には、採算が採れない事態が想定できる。
交通 PPP では運営期間の延長もあり得る。B2C 水 PPP 事業でも購入保証の内容によっては、
本条に運営期間の延長規定が入る可能性がある。
B2C 契約 Article 29: Entering to the Site
B2C 契約の②家庭用上下水道と浄水場に関する水の供給契約のみにある規定である。第 19
条で、民活事業会社と水購入者である地方政府水道局の間で操業委員会 （Operation
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Committee）を作っており、同委員会で議論される事態をチェックするために、水購入者の
地方政府水道局の担当者が民活事業会社が所有運営する施設内に立ち入る権利を規定して
いるのだと思われる。
第 28 条、
第 29 条があることで、
②の B2C 契約における public contract
が、①の B2B 契約より多い条文構成となっている。

3.5. 投資形態
水 PPP 事業には投資可能だが、投資にせず、技術移転 ODA から機器輸出 ODA に繋げる方法
もあり得る。
水 PPP 事業はリスクが低いので投資しやすい（少額、メンテナンス機器で儲けられる）
。
イラン政府には水 PPP への対応力ある（地場企業による浄水場 PPP の実績とモデル水長期
保証契約がある。外資との接触多し。PPP にしないのであれば、ODA が出やすい。湖水の富栄
養化もあり、住民の安全な水への地方政府への要望が強い。乾季が長く、特定地域を除き全
土で水不足が常に問題となる）
。
前述したモデル WPA（7 頁）では、財政的な限度があるので、地方における水事業について
民間資金と民間企業による水質を科学的に維持する機器の導入が必要になった、と述べられ
ている。このような規定の仕方では、浄水場施設の所有権は民活事業会社にないように思わ
れるが、BOT 方式、BOO 方式、ROT 方式（改修・運転・移転方式で、既存施設の改修をさせて
運営することを民間投資家にさせる方式であり、BOT・BOO が新規施設を建設して運営する点
が異なる）があると明確に述べているので、浄水場の所有権は、PPP 期間中は民活事業会社
にあると考えて良いと思われる。このように規定の仕方をするのは、憲法第 44 条の一般政策
と原則を施行する法律（Law on Implementation of General Plicies of Principle (44)、
以下「民営化法」とする）第 3 条第 c 号 Note 1 の規定（
「Group3 の事業に対し民間企業は金
融を付け、技術を出し、建設し、運営することができる。
」）の仕方を真似ているからだと思
われる。同条は、国有を維持する産業（Group 3）が PPP 事業を認める際に使う言い方である
80

。水事業は民営化法第 2 条で規定される国有を維持する産業に入ってはいないので、本来こ

のような規定の仕方をする必要はないと思われるが、水事業自体が地方政府の一組織として
行われているケースが多いのだとしたら、このような言い方が必要になるのだと思われる。

3.6. ファイナンス（プロジェクトファイナンス、政府助成金他）
イラン政府の資金による事業については、外国企業と契約を締結することが法律で禁じら
れていることから81、外国企業が水事業に参入するにあたりファイナンスを得る場合は、以下
の外部機関によるものがメインとなる。
① 世界銀行（World Bank）によるもの
② イスラム開発銀行によるもの
③ ECO 貿易開発銀行によるもの
80
81

前記脚注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」20 頁参照
外国企業が下請業者として事業に関連する設備等を供給する場合であっても同様である。
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よって、イランでの水事業におけるファイナンスは制限があり、事業者は自らがファイナ
ンスを確保することが要求される。

3.7. 具体的プロジェクト事例
エネルギー省は、上下水道事業において 8 種類の投資機会があるとして、11 枚からなる
英文資料“Investment Opportunities in water and wastewater sector”を作っている82。
この資料の概要を示し、上下水道部門の民活事業の具体的プロジェクトの内容を紹介し、
政府は上下水道の民活事業をどのように進めたい意向なのかについて推測してみたい。
表 III－４：上下水道部門の民活事業のプロジェクト内容
計

$換算投資額

画

計画概要

番

事業の数

投資形態

投資額

百万 US$

億 Riels

(US$1=

号

26,164Riels)

1

排水処理計画（地方、小コミュ

70 村

ニティ、集合住宅向け）
2

水消費管理と高能率水道メータ
ーの設置計画

3

水供給実施計画

4

海水淡水化装置建設計画

4-1

南部において海水淡水化ででき
た水を送水する総合計画

45,000

BOT

300 万

140

ROT

90,000

281

2件

Finance/BOT

13,000

40

4件

BOO

26,500

83

2件

BOO

1,080,000

3,600

メーター

5

都市部の排水処理事業運営計画

35 件

BOT/ROT

64,000

200

6

汚泥処理施設の建設運営計画

4件

BOT

65,000

204

7

産業廃水処理システム構築計画

17 件

Buyback

231,200

770

8

エネルギー省管理下の建物での

100 件

Purchase

550,000

180

1,438,500

5,498

小規模水処理施設の建設計画

計
（
“Investment Opportunities in water and wastewater sector”
）

計画についての資料による説明で留意すべき点を、計画番号別に述べる。
計画番号 2 での水道メーターとは、遠隔管理ができる水道メーターのことである。ROT と
なっているのは、既存の水道メーターに取り換えて、遠隔管理により水道事業の運営も行う
からである。

82

同資料は、2016 年 2 月、比較法研究センターが受託した JICA の日本におけるイラン国家公務員向け外国
投資誘致研修時に研修に参加したエネルギー省の国家公務員から、比較法研究センターが提供を受けたもの
である。
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計画番号 3 にある 2 件は、ゴルガーン市（人口 24 万人、ゴレスターン州の州都、テヘラン
の北部 400km のカスピ海沿いの都市）に毎秒 650 リットルの能力のあるポンプを設置して上
水を供給する 3,100 万ドルの計画と、マハッラト市（テヘランの南に隣接するマルカジ州に
ある 3 万人の都市）とニモール市（マハッラト市に隣接していると思われる）用に毎秒 186
リットルの処理能力のあるポンプのある浄水場を建設して上水供給をする 900 万ドルの計画
である。本件が BOT のみならずファイナンスのみでも良いとしているのは、運営段階で民間
企業が参画しても格別大きなイノベーションの導入にならないと見込まれたことによると思
われる。
計画番号 4 は海水淡水化装置を設置するので、資金額が大きくかつ運営技術が必要である
ため、BOT ではなく BOO としている。BOT 期間内で投資回収できない場合に期間を延ばして、
延長期間終了で無償で現地側に譲渡するという投資家に不評な手法によらず、低い内部利益
率（IRR）でも投資し得る BOO にしている。BOO 期間到来で、事業と施設を時価で買い取る選
択を認めているために低い IRR でも投資家が現れやすいのである。海水淡水化装置の設置さ
れる 4 予定地と能力・投資額は、ラメルト市（ファールス州、人口 2 万人、天然ガス生産地
であり Fars 経済特別区に隣接している。海岸からラメルト市に至るルート沿いの町村にも水
を供給する。
）では 4 万 m3/日、5,000 万ドルである。アーバーダーン市（イラン南西部、フ
ーゼスターン州の島にある。油田がある。日章丸が入った港として有名。人口 40 万人）では
1 万 2,500m3/日、940 万ドルである。ホラムシャール市（アーバーダーン市の西に隣接してい
る。人口 12 万人）では 1 万 2,500m3/日、940 万ドルである。シーラーフ市（ブシェール州、
ペルシャ湾岸バンダル・アバスの西 380km）では 4 万 m3/日、1,400 万ドルである。シーラー
フ市の海水淡水化装置の能力はラメルト市のそれと同じなのに投資額が 1/3 で済んでいるの
は、シーラーフ市が直接海に面し、ラメルト市の場合のようなルート沿いの町村への水供給
がないことによると思われる。
計画番号 5 は、外資による排水処理におけるコンサルタント能力、水の節約・リサイクル
のノウハウに期待しているとある。35 件の内改修の案件は ROT となっている。
計画番号 6 の 4 件ある汚泥処理施設の建設運営計画のうち 3 件は、
テヘラン市内
（人口 1,200
万人、2 件は設置地区も特定されている。ショーシュ地区（スラム街がある中南部地区）と
ソルカ・ヘザール地区で、処理能力は 5,000 万 MCM/年と同じで、投資額は各々5,000 万ドル
と 4,700 万ドルである。1MCM/年=100 万 m3/年の、設置地区が未定のもう 1 件も含めて、テヘ
ラン市内の計画は全て汚泥を処理してバイオマス発電をする計画である。他の 1 件は、テヘ
ラン州内テヘラン市に南接しているベラミン市（人口 50 万人）にあり、処理能力は 1,100 万
MCM/年で、投資額は 1,300 万ドルである。汚泥を処理してバイオマス発電をする計画は記載
されていない。
計画番号 7 の投資形態は Buyback である。Buyback とは、投資家が投資先企業の建設、拡
張ないし改修のために、現金ないし現金以外の金融資産を投入して、投資先企業の生産する
財・サービスないし他の財で投資の回収をする方式で、出資持分という考え方を採らない投
資方式である。平成 27 年度「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」では、
「海外投資
では、石油ガス開発契約以外思いつかない。
」と記載していたが83、イラン政府は、産業廃水

83

前記脚注 1「イランビジネス関連法に関わる調査報告書」27 頁
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処理事業で Buyback 方式を内外資に提案している。計画資料によると、17 件全てについて、
｢産業廃水の再利用につき Buyback（Buyback against allocation of effluent）｣とある。
民間投資家が投資先各地区にある各種産業の廃水処理業務に資金を投入して廃水処理システ
ム構築をし、その廃水処理の過程で回収・再利用できた金属等を投資先の地区にある工場や
企業ないし市場で売って、投資回収の収益源とすることを考えているようである。産業廃水
をパイプラインで集め、廃液処理と回収再利用の集中処理場を作る計画で、各設置する都市
の廃水・廃液を集める対象工場や対象産業の量・規模・種類により、投資額は 700 万ドル（サ
ドラ市の場合）から 13,300 万ドル（ボジノルド市（テヘランの北東 700km にある北ホラサン
州の都市でミネラル水が出る豊かな自然で有名な都市。トルクメニスタンに近い。
）とパラン
ド町（テヘランの南西 50km にあるテヘラン州の町で、テヘラン国際空港のスタッフの住む町
として人工的に作られた町）の場合）まで多様である。工場廃水・廃液処理に限らず、当該
投資先地区にある産業により処理される廃水は異なるようである。ザランド市（ケルマン州
の都市で人口 5 万人。テヘランの南東 700km にあり、2005 年のイラン地震の中心被害地）の
廃水処理事業では、廃水のみならず副産物・残滓物（laterals）も集めるシステムを作ると
あり、また、廃水処理施設を拡張・改修してより効率的にしたりする事業計画もある。産業
廃水としては、工場廃水・廃液のみならず鉱山廃水・廃液も考えられる。廃水・副産物・残
滓物の再利用としては、鉱山から出る廃水にポイントがあると思われる。本資料には特定の
鉱山との関係は記載されていないが、廃水処理施設の立地とイラン主要鉱山の地図（図 III
－６）を重ね合わせると、両者の間の関係も推測される。
図 III－５：ザランド市

（https://goo.gl/images/qFgdz2）

105

図 III－６：イラン主要鉱山地図

（http://mric.jogmec.go.jp/public/report/2014-04/iran_14.pdf 5 頁）

このように見てくると、イランにおける民活水関連投資事業には、様々な種類のものが様々
な投資形態で混在しているが、方向ははっきりしている。民間投資家に資金を出させるもの
（計画番号 8）以外は、民間投資家、特に外資による資金のみならず技術・ノウハウに期待
している。特に、BOO の海水淡水化事業への外資への期待は大きい。上水事業は地方政府の
買取保証も付きやすく、採算が採りやすいだろう。水消費管理と高能率水道メーターの設置
を ROT で行う事業も、メーターの販売で利益が確保できるので、採算に乗りやすいと思われ
る。しかし、Buyback 方式による廃水処理システムと運営（計画番号 7）は、外資への期待は
大きくても、事業の採算は採りにくいと思われる。事業の採算性は、廃水を集める地区と範
囲を広くすると、廃水回収のシステムとパイプラインの敷設に資金がかかり、一方で、廃水
処理により再利用される財を誰にどのように売るかについて一切情報はないからである。特
定工場の廃水処理により廃水汚泥から再利用できる原料が採れて当該工場が買い取ってくれ
たり、特定鉱山の廃水・残滓物・副産物の処理で得た鉱物資源が市場で売れたりするといっ
た特別の事情がないと、事業採算が採れる Buyback 方式は構築できないだろう。そのために
は、地方政府による買取保証や VGF（Viability Gap Funding）ないし特定鉱山・特定工場に
よる買取保証が必要となると思われる。それらにつき、どの程度イラン側が交渉にのってく
れるかがポイントとなると思われる。水事業は、投資額が比較的少額であるので投資しやす
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いと一般的に言われているが、イランでもそうなるかは、イラン側の交渉相手方がどれだけ
民間投資家の収益採算に関心を向けてくれるかによる。イラン側の交渉相手方が財政負担を
逃れるために民間投資を誘致するのだと考えたり、民間投資家の間で競争させればリスクを
過剰にとる民間投資家は現れるだろうと考えたりする場合は、民間投資家による水関連 PPP
事業は困難になると考えられる。人道援助的な側面がある水関連事業では、諸外国政府の ODA
事業や国際開発金融機関による融資も出やすい。それらの外国の公的開発金融に事業の中の
収益採算の一番悪い部分を一部負担してもらい、民活投資部分の採算が採れるようにする方
法も考えられる。外国の公的開発金融との棲み分けではなく、それらとの連携が事業成功の
ポイントだとイラン側の交渉相手方にアピールしていく必要があると思われる。

107

参考資料
１．電力省：電力購買契約（PPA 契約：Power Purchase Agreement）
（雛形）

Agreement
This agreement, together with other Contract documents as an inseparable part, is
concluded on (the date) …………….. between Iran Power Generation, Transmission &
Distribution Management Company (TAVANIR) represented by ……………………….and
…………………………..who are authorized to sign the Contract on one hand and the
……….Company (Company) with the registration No……before ………………represented
by ……………………and …………………..which according to the constitution and notice
published in the Gazette No……………………dated……………………or the power of
attorney No……………dated……………..are authorized to sign the Contract on the other
hand in accordance with the terms and conditions mentioned in the Contract.
Whereas
A- The Company with the Construction Agreement/Permit No. …….intends to
construct the…………. Power Plant in……….region with …..Megawatt
capacity in the Site conditions and takes action to generate and supply
electricity.
B- The Company intends to sell to TAVANIR the Capacity specified in Table
2 and the TAVANIR’s Share of Delivered Energy resulting from the
generation of Actual Capacity of the Power Plant in accordance with the
provisions stipulated in the Contract.
C- The Company intends to supply the Declared Capacity surplus to the
Capacity and the Company’s Share of Delivered Energy in accordance with
the electricity Market regulations to the Market and/or Suppliers and/or
to its desired customers through the Grid; and thereby cooperates with
TAVANIR in supplying electricity to the country.
D- TAVANIR intends to purchase the Capacity specified in Table 2 and
TAVANIR’s Share of Delivered Energy from the generation of the Actual
Capacity from the Company as described in the Contract.
E- Considering the responsibility of TAVANIR in supplying Fuel for Power
Plants in the Country, TAVANIR intends to supply the Fuel needed for the
Power Plant during the Commercial Operation Period of the Power Plant
based on the provisions stipulated in the Contract.
F- TAVANIR and Company intend to specify their rights and obligations in this
regard.
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Therefore,
In order to achieve this goal, the terms and conditions of the Contract between TAVANIR
and Company were agreed upon as follows:
In the text of the Agreement, the terms which are capitalized will have the meanings
as per Article 1 of the General Conditions of the Contract.
Article 1- Subject of the Contract
The subject of the Contract is:
1. to purchase the whole or part of the Declared Capacity and the Delivered
Energy of the ……………..power plant with the capacity of …. Megawatt
by TAVANIR according to the provisions of the Contract;
2. to supply the Declared Capacity surplus to the Capacity and also the
Company’s Share of Delivered Energy in accordance with the Iran
Electricity Market Regulations to the Market and/ or Suppliers and/ or
to the Company’s desired customers through the Grid; and
3. to supply the Fuel required for the Power Plant for generation of
electrical energy equal to the total Power Plant capacity throughout the
Contract period by TAVANIR
Article 2- Duration of the Contract
The Contract commences from the date it is signed by both Parties and ends at the end
of the Commercial Operation Period of the Power Plant. This period is called the Contract
Period which will be.................Years as further defined in the Particular
Conditions.
Article 3- The Contract Price
Means:
3-1 The total of Capacity Fee and Energy Fee that shall be paid by TAVANIR to the Company
during the Purchase Period for TAVANIR’s Share of Capacity and Delivered Energy.
3-2 Fuel price to be paid by the Company to TAVANIR during the Contract Period for the
Company’s share of Fuel
Article 4- Effective Date of the Contract
4-1 The Contract will come into effect from the date it is signed by the Parties as
mentioned in the Agreement and shall be binding for the Parties based on provisions
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stipulated therein.
4-2 The Company undertakes to perform his obligations under the Contract from Contract
signature date in order to arrange the financing of the Project and conclude contract(s)
with the related contractor(s) for achieving the milestones foreseen in Table 4 and
to start construction of the Power Plant and Transmission Facilities at the Construction
Commencement Date which is determined in Table 4. The Company is entitled to announce
a date earlier than foreseen in Table 4 for Construction Commencement Date in case all
the provisions of this Article are fulfilled at its own responsibility.
In such case, the scheduled Commercial Operation date of the Units shall not be changed
unless TAVANIR desires to change them to dates earlier than those mentioned in Table
4; in which case, the Table 4 shall be amended as mutually agreed by the Parties.
4-3 If, after signing of the Contract, any of dates prior to the Construction
Commencement Date is not materialized up to the dates determined in Table 4, the
mentioned dates and the Construction Commencement Date shall be extended upon request
of the Company and approval of TAVANIR as mutually agreed by the Parties.
4-4 If the Construction Commencement Date does not occur due to the default of the
Company, TAVANIR shall send a notice to the Company regarding his intention to terminate
the Contract. In that case, if the construction is not commenced due to the Company’s
default after elapse of six (6) months, TAVANIR shall terminate the Contract and call
the Progress Guarantee or, if so replaced, equal to its amount under the Implementation
Guarantee. Also, in case TAVANIR’s default in issuing the approvals mentioned in
Article (2) of the General Conditions of the Contract causes delay in commencement of
the construction and as a result, the Company incurs costs, TAVANIR shall be committed
to compensate the Company’s costs in accordance with the Contract provisions.
Article 5- Contract Documents
5-1 This Contract consists of the following documents:
5-1-1 Contract Agreement
5-1-2 Particular Conditions of the Contract
5-1-3 General Conditions of the Contract
5-1-4 Tables (Tables 1 to 15)
5-2 In case of any contradiction between the contents of the above-mentioned documents,
the priority of the documents shall be as follows:
5-2-1 Contract Agreement
5-2-2 Particular Conditions of the Contract
5-2-3 Tables
5-2-4 General Conditions of the Contract
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5-3 Any other agreement or other documents, which will be signed by the parties during
contract Period in accordance with the provisions of the Contract, shall be considered
as part of the Contract Documents and their contents on their subject matters will have
priority over the Contract documents.
Article 6- Formal Address and Notices
Unless otherwise explicitly mentioned in the Contract, all notices and correspondences
to be issued based on the Contract or exchanged between the Parties shall be in writing
and addressed to the persons mentioned in the Contract and shall be delivered to the
following addresses against a written receipt if delivered in person, or though
registered post or fax followed by its confirmation.
TAVANIR Address:
C/O
Address:
Tel and Fax:
Company’s Address:
C/O
Address:
Tel and Fax:
6-1 The date of delivery of notices and correspondences shall be the date on which the
recipients issue the receipt. As for the fax, the date of receiving the fax and in postal
cases, if the delivery occurs in non-office hours (after 16:00) or in a non-Working
Day, the next Working Day shall be considered the delivery date.
Each Party can change the address or the addressed persons for the submission of notices
and correspondences by sending a notice. Such notice shall be sent to the receiving
Party 15 days prior to such change.
Article 7- Contract Signed Copies
Having full knowledge and information of the provisions of the Agreement, Particular
Conditions, General Conditions, tables and other documents, the Parties signed the
Contract in ….copies in Persian (with the exception of Table 15 [Technical
Specifications] which can be in English) with all of the copies having the same validity
on the date first written above And commit and bind themselves to its provisions.
Iran Power Generation, Transmission & Distribution Management Company (TAVANIR)
Name:
Signature:
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Name:
Signature:
……. company
Company
Name:
Signature:
Name:
Signature:

112

２．外資が銀行業に参入する場合についての規定

No. 74876
Date March 19, 2003
Attachment: Yes

Depreciation table referred to in Article 151 of direct taxes (approved on 16/02/2002)
with the approval of the Minister of Economy and Finance has been sent to become
operational.
Description of depreciable assets

Depreciation rate

Group

Direct method

1: common Industrial equipment and

support services:

Descending
method

1. Engines and power generation plants -

10%

water turbines, steam, gas and steam
generator (turbo generator)
2. Steam ovens, boilers and components and

15 years

related equipment - cooling towers and
water treatment pumps and fuel tanks, etc.
3. Generator motors and generators up to 750

12%

rpm
4. Generator engines and generators from 750

20%

rpm up
5. Transformers, electrical panels and key

12%

components and cabling and cable and
direct cost base
6. Elevators, escalators, conveyors

15%

(mechanical, electrical, pneumatic) and
drawbridge and its components - machines
and batteries working with compressed air
(pneumatic) and with the engine Stationary compressors, Air generators
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Notes

machines
7. All machines for Metalworking workshops,

10%

turning and spare-making (non-series
modeling), help and support - all
equipment and service and support for
supplementary workshops
8. All machines spare-making foundries and

12%

payment (non-series modeling), help and
support
9. machines for cleaning factories, and

4 years

Broom Duster
10. Telecommunications equipment, telex,

10 years

telephone and wireless, etc.
11. Testing and quality and quantity control

10%

and laboratory equipment
12. Fire-fighting equipment and fire

5 years

extinguishing systems
13. Water supply and sewage system Plant and

12%

equipment - central heating installations
and generating cold a and semi-deep wells
and pumping stations with equipment and
related tanks and wells
Group 2: Metal Industries
1. Pressing machines, press-break and set-up

8 years

for mass production and series production
etc.
- all kinds of cutting machines and scissors
(mechanical, hydraulic and electric) and set-up
for series production - all types of machines to
develop a series of tools for mass production and
series production
2. Automatic and NC automatic lathe and
milling machines and series-making for
mass production of the NC Series in
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10 years

addition to other machines machining
cutting - NC milling machines and plate
cutting and drilling gear milling and
conventional drills and all machines for
series-works - various types of metal
working machines and forging and tooling
and molding machines - knife building
machine, blade storage, blade sharpeners,
drill construction, File Maker, melting
metals, metals and razor (mass
production).
3. Equipment for welding (welding, , boiling 4 years
point, argon, etc.) and soldering
4. non-automatic furnace, fixed and rotary,

5 years

oil and gas, electric and charcoal for
limited use
5. Machines for cans-making, barrel making,
printing and metal bottles, the
pipe-making machinery, steel-making,
wire and wire mesh and other metal
products (mass production) - Jake
machinery and fixture tools and clamping
etc.
6. machines for the production of fasteners, 10 years
bolts and knobs and spring retainer and
lock for doors and windows, etc. (mass
production) – machines for manufacturing
gold and precious metals and metal
polishing machines are series-making machines for electroplating and
galvanization Metals such as hot water,
water and glazed nickel and so on. Making
a powder and electro-welding machines
(mass production), machines for
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12%

manufacturing metal tables and chairs and
doors and windows (series-making)
fireproof box production machines, other
machines and equipment for metal industry
groups such as metal base for
transmission, shed roofs, steel, etc.
7. Machines for the manufacture of nails and

12 years

rivets and bolts typical for mass
production - rolling process and
manufacturing sheet metal machines and
rollers for mass production.
8. Casting and molding machines (series

8 years

making)
Group 3 transport industry:
1. Industrial production of cars, trucks,

10 years

commercial vehicles, all kinds of
motorcycles, all kinds of bicycles and
tricycles, boats and ships without
engines, motorized vessels with
capacities
2. Industries for production of tanker ships

15 years

and similar industries, airplanes and
helicopters, locomotives, and air trains,
land and underground and wagons
Group 4 - Vehicles:
1. Automobiles using gasoline and diesel -

25%

diesel trucks and trucks up to 5 tons to
4 cylinder
2. Vans, and trucks and taxis up to 4 cylinder

30%

petrol, pickup truck and car, truck and
car engines from 4 cylinders and up - truck
and truck diesel 4-cylinder up to 10 tons
capacity
3. Truck and tractor trailers, dump trucks
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35%

with capacities ranging - Various bicycle
and tricycle
4. Locomotives and over the ground trains,

20%

surface trains, and underground trains vessels without engine (pitcher)
5. Passenger and cargo aircraft, helicopters

25%

and planes for spraying, mapping and the
like
6. motor boats using petrol and 80 hp

30%

7. Boat engines from 80 hp and up

35%

8. Boat and barge diesel powered ships with

15%

all power capacities - refrigeration
ships and tanker ships
Group 5 – Construction and road construction
machines
1. All machines for construction,

25%

mechanical, hydraulic, electric,
machines with rubber wheels or chains,
cranes and drilling machines, factories
producing concrete crusher and grinding
mill base, damper, elevator, mixers,
vibrators, etc. - Road-building machines
(bulldozers, rollers, Fischer, Asphalt
preparation machines, filler, and
candle-beater, and compactors etc.) construction machines for airports like
marking machine, snow plow machine,
dryer, and trailers, and mobile stairs,
and compressors and Hydraulic jacks and so
on port construction machines (machines
for concrete for underwater, diving
equipment, temporary docks, etc. Machines for dams construction, etc.)
absorbing machines, welding machines,
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and other machines
Group 6: equipment and tools and instruments
1. All the tools and equipment like Wrench,

100%

hammer, shovel and pickaxe, electric
drill, wheelbarrow, gloves and masks
Buckets etc. (all costs are taken into
account operating costs and consumption)
Group 7: Mining equipment:
1. Washing machines and high grade ore -

5 years

rails, wagons, locomotives and iron pipes
for drilling and mining equipment, such as
probing, mechanic shovels and tractors,
compressors, drills, crushers, mills and
tanks and related equipment
2. equipment to prevent damage to the roof of

2 years

the mines, such as concrete beams, dark
iron, hydraulic jack system that is used
in coal mines
Note 1: The cost of discovering and preparation and the necessary costs of road
construction based on documents shows depreciation as follows:

(A) exploration and basic supplying up to the date of the operation of the mine, for each
year, from the date of operation in proportion to the excavation amount of each year with
the amount of the share determined by the Ministry of Mines and Metals will be depreciated
in 8 years under the condition that the annual depreciation rate if less than one eighth
of the whole expenses.
(B) costs related to the construction of the main tunnels and shafts in order to begin
the operation, from the date of operation is divided in proportion to supplies of the
mines and is prone to depreciation to the extent that each belongs to each ton (diagnosis
of a mine deposit with the Department of mines)
(C) If the operator at the operations time confronts a new mineral and as a result the
amount of the reserves partially or entirely exceeds the anticipated initial depreciation,
the depreciation costs mentioned in paragraph (b) of the total reserves available will
be calculated in proportion with the total storage (determination of new storage amount
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is the responsibility of General Directorate of Ministry of Mines).
(D) If the patent is granted, or the proprietor transfers it to another person or to another
company, or the proprietor, as its share, transfers to another company, or the amount
of the principal payment as the proprietor of the capital is placed for depreciation in
the company, and the amount of deposits and amortized will be divided. As for Mines granted
while in operation, quitter must obtain the necessary permit to the value stored in the
mine from the Department of Mines, and submit to the buyer to calculate the depreciation.
(E) the machines and instruments and tools and etc which are transferred by the operator,
their depreciation is not calculated based on the new price and can be depreciated based
on this article.
Note (2) : about the equipment of the companies which are established to excavate the
mines (Excluding depreciation of tools and equipment work in both cargo and passenger
buses and cars and motorcycles and bicycles as well as costs like depreciation and other
costs of exploration and preparation of exploration costs and other costs necessary
preparation for exploration and procurement preliminary mentioned in this table, however,
that Group 7 industries in terms of depreciation in such cases would be subject to the
provisions mentioned in the table will be carried out as follow:
A: For machinery and equipment used for concentration and smelting and minerals, instead
of the rate prescribed in depreciation table, it is depreciated within ten years from
the date of the operation.

B: Machinery and equipment for exploration and mining are used, as well as trucks for
transportation of minerals, which is exclusively used for transport in their area, and
are usually not used on public roads, rather than rates set forth in the depreciation
table, all will be depreciated over a period of five years from the date of operation.
The provisions of paragraphs (a) and (b) of the provision of machinery and equipment in
the first year after the sale of materials extracted from the mine will not be renewed
or added and the machinery will be operated renewed or added after the date on the basis
of the table.

Group 8 buildings and roads:
10%

1. All halls for workshops and
factories and installation of
machinery
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8%

2. Assistance hall for workshops,
warehouses, offices, workshops,
corporate houses and residential
facilities, residential buildings,
factories and local employees at the
mines and workshops related
3. Other buildings

7%

4. Railway infrastructure includes

18%

platform lines, trenches,
galleries, drainage, concrete
steps, arches, stone, metal and
tunnels
15%

5. Repair of railways, including
rails, Traverses made of wood,
concrete and metal, ballasts,
electrical & hand needles,
equipment and fittings Rails
6. Special paved road

10 years

7. Specific highway

7 years

Group 9: Textile and garments:
8 years

1. Spinning and weaving preparatory
machinery, polishing, bleaching
textiles, dyeing, printing and
finishing, packing, shell
construction, socks and under
garments (of natural and synthetic
fibers), brocade and sewing, making
flossing rope (natural fibers and
artificial) and braids knitting and
weaving nets production of costumes
and corsets and umbrellas and hats,
felting machines
Group 10 - Plastic Industries:

1. Machinery and equipment for the of 10 years
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plastic and packaging, linoleum,
sheet of plastic and plastic else
making machine tape and platter,
etc., plastic and PVC pipe and bag
production - cotton and nylon
plastic - pipe, linoleum, tarps,
etc.
5 years

2. roller for making plastics

100%

3. Cost of mold from starting date will
be accepted in account cost of
operation
Group 11 - Pharmaceutical and medical care:
10 years

1. Machinery manufacturing,
pharmaceutical packaging,
cosmetics, perfumes and deodorants
and other cosmetics like a hairdryer
and the similar

2. Soap making and packaging machines, 8 years
toothpastes and dental pulp and
Toothbrush and brush, medical
bandages and cotton production is
adversely hydrophilic
disinfection, producing Soap,
washing powder, laundry, cleaning,
machinery and pesticides prepared
based equipment Household and
agricultural pesticides and similar
10 years

3. Operating room and surgical
equipment and instruments and
medical equipment (Medical and
dental instruments and laboratory
and radiology and radiotherapy and
physiotherapy and anesthesia, etc.)
4. Production machines operating room
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10%

and surgical equipment and
instruments and medical equipment
(Medical and dental instruments and
laboratory and radiology and
radiation oncology and anesthesia,
etc.)
10 years
Group 13 industries of gravure printing and
copying:
10%

1. Printing machines and printers,
including ink devices, cutting,
printing, traditional printing,
printing and binding, plastic and
glass, and letters and preparing
plates machines and gravure
5 years

2. Poly copy machines, photocopy,
reproduce, Blueprint, Xerox, etc.

100%

3. Letters and plates and gravure
printing presses in use, will be
accepted on account of the cost of
the operation
Group 14: Sugar industry:
1. Machines for the production of sugar 15 years
and sugar cubes from sugar beets and
sugar canes. Machines to refine
sugar and sugar cubes, syrup tanks
and Aparats.
Group

15:

Industry

and

Construction

Materials
1. Group 15: Industry and Construction 10 years
Materials Machines for the
production of ceramic tiles and
glaze colors, brick and pottery and
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shells, sand and gravel, and grading
them, concrete and asphalt, stone
cutting and grinding and polishing
the stone, mosaic making, and roads,
blocks and curbs in Street, chalk
and lime, plaster ceilings,
fireproof cement pipes and sheets,
fireproof cotton products, and
connectors, prefabricated houses,
piles of blocks and ceiling blocks,
of water supplies and sewage for the
building, equipment and molds and
other construction material
Group 16 - Glass industry:
1. Machines for production of: glass

10 years

for bottles, shatterproof glass,
construction glass, and cutting the
glass, etc.
8 years

2. Machines for the production of:
china, and crystal and mirrors,
melting furnace for materials and,
glass products, such as bubbles,
ampoules, glass, etc.

100%

3. Molds and containers, rollers,
refractory bricks for furnaces, the
start date of usage will be
considered for calculation
Group 17 - Cement industry:
10 years

1. Machinery and equipment for
production and supply of ordinary
cement and colored cement and
special cement, and equipment for
packing, crushers and mills, ovens,
and filters, and mixers etc.

100%

2. Molds for construction industry,
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and molds for cement will be
considered on account of cost of
operation from the beginning of
using date
Group 18 - Food and food and beverage:
10 years

1. Machines for preparing and
producing milk and pasteurized
dairy products, ice cream, chewing
gum, candy, toffee, etc., and
sausages, rice grinding, industrial
alcohol, soft drinks and mineral
water

8 years

2. Machinery for producing: Bread,
biscuits, confectionery, sugar,
candy, etc., and canning factories,
compote, juice, flour and baking
powder, etc., pasta and noodles,
starch and sugar, tea and packing
the dough a source for food and
fermentation industries, powdered
milk and food for children and
protein, vinegar, etc.

100%

3. The mill stone, will be considered
when in use, on the account of costs.
Group 19 - Chemical industry:
6 years

1. Machines for the production of:
acid, and alkali and carbonate and
bicarbonate, solvent, resin
chemicals, fertilizers, urea,
superphosphate, potash, ammonia,
etc.
2. Machines for the production of:

8 years

oxygen, hydrogen, helium, and
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transport and unloading equipment
and filling their tanks and
cylinders, waxes, varnishes,
sealers and piles, raw materials for
plastics, production of chemicals
from organic materials, and etc.
15 years

3. Machines for the production of:
mineral oils, and engine oils,
special oils, and refineries, etc.

10 years

4. Machines for the production of
fibers and synthetic fibers, paints
and varnishes and oils, varnish,
production of chemicals from
organic materials, etc.
Group 20 - oil & petrochemical industries:

12 years

1. Land for hydrocarbon wells,
machinery and facilities for
exploration, development and
production of hydrocarbon
reservoirs on land and sea,
continental shelf, hydrocarbon
storage and exports base etc.

12 years

2. machinery and equipment for
production and operation and
distribution of gas in the country,
and those related to it
3. machinery and facilities for water,

12 years

electricity and steam associated
with oil and gas and petrochemical
industry
15 years

4. machinery and equipment for
production of petrochemicals

15 years

5. machinery and equipment for
refining of crude oil by refineries
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and distribution of petroleum
products
12 years

6. machinery and equipment for gas
compression stations and pumping
stations

6 years

7. machinery and special facilities
for drilling, a lifecycle of six
years
Group 21 - manufacture of cellulose and
wood:

12 years

1. Machines for the production:
cardboard boxes, paper, and
wallpaper, paper cups, and paper
paraffin, envelopes and paper
cutting and etc.

2. Machines for the production of paper 8 years
cups and paper and other industries
3. Machines for the production of wood

10 years

and lumber and wood chips, wood
(sawing, milling, cutting, etc.),
plywood, fiber, chipboard,
laminated wood saturation and so on.
Shoe and
10 years

4. Machines for the production: The
equipment and machinery used in this
industry
Group 22 - pulp and paper industry:

1. Machines for the manufacture of pulp 10 years
and paper in different ways, paper
and cardboard and paper for notes of
any kind etc.
Group 23 - Electrical and electronic
industry:
1. Machines for the production: audio

10 years
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and video devices and electronic
(television, radio and voice
recorder, etc.), and device
assembly machines for electronic
computing and more
2. Machines for the production: lamps

8 years

and traffic lights and signs, news
wires and cables, high voltage and
low metal alloy for different uses,
and the main Bergman pipe sockets
and insulators, electrical and
electronic measurement equipment,
various types of transformers and
other equipment Electrical and
electronic equipment, batteries dry
and wet and industrial coal
Group 24

-

manufacture of

household

appliances:
1. Machines for the production of gas 10 years
stoves and heaters, boilers and
burners and radiators and central
heating equipment, water coolers,
fan coils, air conditioning,
chiller and refrigeration
equipment, refrigerators and
washing machines, fans, heaters,
vacuum cleaners, rice cookers,
barbecue Cooker, Slow Cooker, wall
clocks, samovars, chandeliers,
Primus, fruit juice, meat grinder,
blender, coffee maker, thermos, ice
and cold storage houses, cooling and
food storage facilities and
vegetables and food and other
household appliances
2. Machines for the production of:

8 years
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lights and net lights and the like
Group 25 - Rubber:
1. Machines for the production: tire

10 years

tubes for vehicles, covers a variety
of rubbers, foam and rubber
(rubber), rubber mats and belts, all
kinds of sporting goods, sporting
goods, rubber, tires and other
rubber soles and heels
5 years

2. Machines for the production:
casting machines for the production
of rubber for industrial use
(rubber, heat-resistant,
water-resistant, antistatic,
anti-shock and the like) and the
like
Group 26 - Leather and footwear industry:
1. Machines for production of leather

10 years

and skins, preparation of the
intestine skin, leather products,
shoe laces and fabric lining,
leather footwear and Super Flex, a
variety of boots, shoes and textile
trélon, sports and Linen and
plastic, all kinds of plastic
slippers, shoe soles and sandals and
other similar items, spare parts for
machinery, shoe factories
Group 27 - Communication Industries:
8 years

1. Machines for the production of
telephone and communications
equipment, relays, boards and
mailing equipment, electrical
equipment and telecommunications,
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wireless, mast and base carriers and
Other areas related to
telecommunications industry
Group 28 - metallurgical steel industry:
8%

1. Machines for production of and
casting: iron and its ancillary
industries, and blast furnaces,
steel rolling for intermittent and
continuous raw materials, iron and
steel, iron, girders, and straps and
Perforated L, armature and other
rolling products of rolled and
structural steel, sheet iron and
steel and industrial steels,
stainless steels and special etc.

15%

2. Machines for production and casting
of: aluminum, copper, lead and zinc,
other metals and produce colored and
rolled products

10%

3. Machines and equipment for metal:
aluminum, copper, lead and zinc
and their products
10 years

4. Machinery and furnaces and
distillation devices for coal and
coke making

100%

5. Molds and metal products,
refractory bricks and fire-eater
practice tool for furnaces, enter
all the year, on account of their
cost when they are used.
Group 29 water industry and water and
wastewater treatment:
1. Machines for the production: pumps,

10 years

hydro turbines and motor pumps and
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their attachments
15 years

2. Machines for the production of
equipment for irrigation and water
supply network and transmission
equipment, physical and chemical
and biological purification of
water, and respective tanks and the
like

10%

3. Machinery and equipment: sewage
treatment, desalination of sea
water and ancillary industries
Group

30:

Agriculture

and

Livestock

Poultry industry:
10 years

1. Machines for the production of
agricultural equipment such as
plows, seeder, fertilizer, hard,
threshers, leveler, weeding
machine, pickups, spraying, etc.

30%

2. Machinery and Accessories: spray of
pesticides of Agriculture and
livestock, milking and animal
husbandry and slaughterhouses and
artificial insemination,
incubation, rearing chickens.
Tractors, plows, seeder, , hard,
threshers, Plastering trowels,
weeding machines, combines,
sprayers and pesticides, of animal
industries, machines and other
equipment for weeding
3. Machines for the production of food

8 years

for livestock and poultry of animal
food silage of concentrates, fish
flour, and tobacco industries, and
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equipment for the preparation of
tobacco, for breeding fish and the
like
10 years

4. Machines: equipment for baling
cotton cleaner and dryer, spare
parts and machinery equipment
Industrial associated with this
category
Group 31 - Industrial Tractor and combine:
1. Industry and manufacturing plants:

10 years

Tractors chains and tires with
different powers, combines, grain,
root crops, sugar beet, sugar cane
and cotton and oilseeds, etc., chain
tractors, tanks and spare parts
associated with this Industrial
group
Group 32 – Machine manufacturing industry:
Machines

and

installations

for

the

10 years

production of compressors and compressed
air, electro, gasoline and diesel engines,
pumps,

etc.,

turbines,

electricity

ball

and

roller

and

steam

bearings,

hydraulic pumps, equipment for for casting
and

molding

machines

for

industrial

factories and the like
Group 33 - Industrial Movie shooting
movies:
1. Machinery and equipment: Movie and

10 years

filming, video and film equipment,
printing and the developing and film
dubbing, film and cinematography,
and the like
2. Camera and equipment related to

15 years
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astronomy and astronomical
constellations, etc.
At most 4 years

3. The price advantage of imported

100%
70%

films, including the right to
showing the and copy price:
A - If the contract period is one year
showing the film
B - If the contract period is over one year
C - if not specified in the contract period

Note - The depreciation cost of the movie
begins on the day that it is displayed,
calculated in the same way as in paragraph
3 above, (the first film will be considered
the starting point of depreciation)
Group 34 - the nuclear industry and nuclear
power plants:
5 years

1. Machinery production of nuclear
equipment

5%

2. Machinery production of heavy water
plants and nuclear power plant

10%

3. Equipment and nuclear waste storage
Group 35 - Paint and glue:
1. Machines produced: construction and

10 years

industrial paints, adhesives and
resins (especially, and industrial)
Group 36 - Other industry:
1. Zipper making machinery

10 years

2. Rug cleaning and washing machines

8 years

and the like
3. Equipment service and car paint,

8 years

wheel balancer and Tune-ups and
other items related to a car
mechanic and car
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4. Machines produced: pencils, pens,

10 years

pen, lighter
10 years

5. Machinery and Tools: amusement
parks, including electric,
pneumatic, electric and other
crops, such as carousels, roller
coaster, electric cars, etc. and
facilities Tele cabin

8 years

6. Other machinery and equipment
industries

7. Other equipment and various tools on 4 years
the table unforeseen
8. equipment used in the mine fields

2 years

such as GPS, GPS monitoring,
minesweepers, depth finder, bomb
detectors and so on
Group 37 - Other property and furnishings:
1. Property and office furniture and

10 years

office machines such as writing,
typing, copy, Fax
2. Hardware computer systems and the

10 years

like
3. Personal computer hardware

3 years

4. Hotels and motels and inns of the

5 years

property and furniture, restaurants
and cinema and theater and
educational institutions
Group 38 - Finance Law:
2 years

1. Assets and purchase value of
formula, and trademarks and
industrial, etc.
A - to produce a certain amount every year
in proportion to production
B - The contract is concluded for a definite
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term of contract
C - a certain amount per year in the same
year depreciation
D - other conditions
2. Copyright, the right of composition and
other exclusive purchase rights
Group 39 - Assets utility industry:
A: water industry:
30 years

1. Concrete building sanitation
facilities, pumping stations
and water treatment plants and
residential concrete buildings
and related administrative

20 years

2. Steel structure buildings,
sanitation facilities, pumping
stations and water treatment and
the steel structure residential
and administrative buildings

10 years

3. Brick buildings, sanitation
facilities, pumping stations
and water treatment plants and
residential brick buildings and
related administrative
4. Concrete tanks, water storage,

30 years

water supply pipes and channels
made of Concrete
15 years

5. Air tanks (metal) for water
storage, water pipes made of
cast iron, plant equipment and
accessories of warehouses

35-100 years

6. Dams: the definite economic
useful life of a dam according to
the type and amount of deposits
will be determined by the
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contractor consultant engineer,
expert of the Ministry of Energy
and Water Expert from water
organization
35 years

7. Dams equipment, mechanical
installations and dams’ power
8. Reservoirs and waterways

75 years

9. Tunnels

50 years

10. Aqueducts, appliances, boiler,

25 years

steel water pipes, pipes and
valves of the fire main and
public taps
11. Water supply wells, associated

8 years

facilities
20 years

12. power plant buildings, other
facilities and equipment plant
water network

10 years

13. Roads, streets, bridges and
sidewalks

10 years

14. Electric pumping equipment,
generators, water heaters,
electric generators and other
pumping equipment, facilities
and devices, radiators, air
conditioning, heating and
drying equipment and laboratory
and medical equipment,
telecommunications and other
equipment and public property
15. Organizational costs such as

5 years

registration fees and
consultation fees
16. Organizational costs such as

3 years

registration fees and
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consultation fees
17. Primary studies ( technical
studies as well as project
formulation): more than 1
billion Rials for 6 years and
less than 1 billion Rials 3 years
(B) the power industry
Equipment and production facilities (power
plants and diesel heaters)
20 years

1. Boiler and related equipment

2. Turbo generator and associated equipment 20 years
3. diesel generators and related equipment 20 years
Equipment and production facilities (gas
plants)
1. The generators produce, combustion 15 years
chamber

and

related

equipment

and

production (combined cycle power plants)
Equipment and production (combined cycle
power plants)
20 years

1. The boiler and related equipment

2. steam turbo generator and associated 20 years
equipment
3. turbo generator and gas units and related

15 years

equipment
Fuel tanks and equipment
1. fuel tanks and production facilities 20 years
(including gas, steam and diesel)
Equipment

and

production

facilities

(hydroelectric)
1. reservoirs, dams and waterways of 50 years
production facilities
2. turbines, generators and water wheels

30 years

Transfer Equipment
1. Place the installation buildings Posts 35years
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20 years

2. Equipment Posts

3. Lines and related equipment (beams, 25 years
towers, wires, cables, insulators, etc.)
Distribution Equipment
1. The distribution substation buildings

35 years

2. substations and related equipment

25 years

3 beams, towers, aerial cords, and land 20 years
cables
4 - meters, and cable service to subscribers 20 years
belonging
15 years

5. The lighting facilities
Dispatching facilities

1. buildings at the site of installation 35 years
dispatching
2. computer equipment of the control center 10 years
3. Telecommunication Centers

10 years

4. Other equipment

10 years

Buildings and roads
1. Buildings on the site of power generation 40 years
facilities and equipment
2. The road and railway-related production

40 years

facilities
20 years

3. Other production equipment
Other assets in accordance with the rates
in the previous groups (as appropriate)
40 - certain fixed assets of the banking
system

and

financial

and

credit

institutions and other institutions and
companies

working

in

the

field

of

electronic banking, relevant technology
and similar services:
1. Signature control devices, modules and 4 years
router bill number, queue, device for check
issuance of banks, sorters
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2. ATM, POS, Issuing cards, Pin pad, web 5 years
kiosk
3

-

sorters,

banknote

testing

and

6 years

perforating
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Amortization table referred to in Article 151 of direct tax reform law enacted on
February 16, 2002
Note 1: In cases where depreciation is determined on the basis of non-amortized balance
of assets at the beginning of the tax year subject to the Direct Tax Amendment Act on
February 16, 2002, will be as follows.
(A) If the amortization period subject to this table is greater than the period of
depreciation based on the table, the remaining depreciable asset will be amortized over
the remaining term of office of first year of implementation this table.

(B) If the difference is less than the long-term depreciation of the subject of this
table based on the higher depreciation of, the remaining depreciable property office
generally will be amortized in first year of implementation this table.

Note 2: In the event that a diminishing balance method depreciation of based on the
paragraph A of Article 150 of direct taxes determined, criteria procedure for
calculating depreciation of assets the remaining at the beginning of 2002, will be the
discount rate of this table.

Note (3) that part of the assets of National Iranian Oil Company, National Iranian Gas
Company, National Petrochemical Company, water companies or electric regional Water
and Power affiliated to the Ministry of Energy, the company for production and
transmission of power (TAVANIR Co.), power organization Iran, climate engineering
companies and banks, whose depreciation rate is not specified in this table, based on
the proposal by the beneficiary, their depreciation rate, as appropriate, will be
provided by National Tax Organization and will be enforced after the approval of the
Minister of Economy and Finance.

Note 4 the depreciation rate of furnaces that are used in industry, except those
anticipated in this chart in the group related to their specific industry, in each case,
will be equal to the lowest the rate of depreciation machinery related to that industry.

Note (5) the cost of technical studies and provided Industrial projects will be
depreciable based on the provisions of paragraph 4 of Article 149 of direct tax
legislation enacted in 1987 and subsequent amendments.
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Note 6. In the case of depreciable assets, after they are ready for operation, due to
the closure of the Institute or some other reason, are not used for some time, the rate
of the depreciation, while the property is not used, is equivalent of 30 % depreciation
rate at this table for the asset . If the computing of depreciation is based on time,
70% of the time in which the asset is not used for the remainder of the term specified
in this table will be added to the depreciation term determined for the assets.

Note 7. In industries where a grinding stone is used, and which are not provided in
this table, in their specific Group, the price of stone mill, in the first year entirely,
will be accepted on account of the cost of the operation.
Note 8. In cases where the taxpayer and the administration of the tax, before tax
certainty in diagnosis of machinery, appliances, and other property, and comparing them
with Industrial Group listed in this table do not come to an agreement on determining
the amount of the depreciation term determined investigation and enforcement with
groups and rows described in the table, a delegation of three people will be formed
as follows, in Tehran (in national Tax Organization):

1. One expert on behalf of the Ministry of Industry and Mines ministry
2. A member of the Chamber of Commerce and Industry and Mines of Iran on behalf of the
aforementioned room.
3. A INTA experts and presented on behalf of the organization, which will be in the
delegation. Each of these organizations will determine at least one person as substitute
members of the Board, in addition to the main member. After investigating, (and if
necessary) after obtaining a description the claimer the judgment is issued. The Verdict
of the majority is credited, and tax administration and tax dispute resolution boards
are required to behave accordingly.

Note 9 in the machinery industry and other depreciable assets that are not predicted
in a specific Group in this table, or if predicted, some machines or other assets related
to the group are not mentioned as other machines and assets, or the similar depreciation
rate has not been set, National Tax Organization will complement them an amortization
table which and will implement it, after approval by the Minister of Economic Affairs
and Finance.
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Note 10 - prices resulting from the revaluation of assets of is not depreciable. But
state-owned companies those which are one hundred percent owned by the government, or
government-owned companies and those in the implementation of Article 62 of the Third
and Economic Development Plan. . . their fixed assets are revalued surplus assets
revalued, in addition to their book value, totaling from the date of the revaluation,
with the exception of assets of Group in this table of 39 tables (Water and Power),
will be depreciable based on the double time, and or half the depreciation rates set
out in this table.
Note 11- the depreciation of revalued assets owned by banks are still subject to the
rules and regulations of the table referred to in Letter No. 976 of Ministry of Economic
Affairs and Finance dated July 13, 1993
Note 12- those assets of the companies which are bought as second-hands shall be
depreciable according to the rules of this table.
Note 13- all the companies are legalized to amortize their depreciable assets more than
the defined period or even with a rate less than the rates defined in this table.
Note 14- all the expenses of replacing or overhauling of depreciable assets are subject
to be amortized based on the rate and time defined in this table according to the
circumstances.
Note 15- there are assets whose finished price are completely depreciated; the finished
price as well as reserved depreciation rate of these assets shall be completely kept
and shown in companies’ offices as long as they are under the ownership of the company.
Note 16- the rules of this table includes those taxpayers whose fiscal year starts after
March 21, 2002. Regarding the fiscal years before, the previous depreciation tables
shall be the criteria for action. Regarding those assets whose depreciation rate has
not been predicted in the table and will be approved later, the approved rate on the
basis of the previous tax years whose taxes have not been ascertained, will be extended.
Note 17- In line with the process of targeting subsides as well as reforming consumption
patterns, from the day this decree is approved, all manufacturing, industrial, mining
and service companies which have got license from the relevant authorities are allowed
to amortize part of their depreciable fixed assets that they buy within five years
after the approval date with a shorter time or with a higher rate than the rates set
out in this table with the purpose of technology changing and energy consumption
reduction provided that the list of the said assets and how they have been depreciated
shall be submitted to Tax Affairs Organization till the end of the fiscal year when
they bought the asset.
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