
日本と共に歩むIFC
開発に向けて協働するパートナー



1956年、日本は他の30カ国とともにIFC（International 
Finance Corporation: 国際金融公社）を創設しまし
た。IFCは、民間セクターによる途上国開発を60年以上
もの長きにわたって推進してきており、世界で最も古く
かつ最大のインパクト投資を行う機関(Impact Investor)
です。グローバルな産業、ローカルの市場、持続的な開
発に関する深い知見を有するIFCは、そのユニークな立
場を活かし、気候変動、脆弱または紛争地域、失業、不平
等などといった今日のグローバルな課題解決に取り組
む民間セクターを支援しています。

現在、IFCは184カ国から出資を受けており、日本は 
第２位の出資国となっています（出資比率6.33% 2019年
1月時点）。IFCは、最も支援が必要とされる地域に焦点
を合わせ、市場を拓き機会を創るための投融資、助言、ア
セットマネジメントを組み合わせながら、民間セクターに
対しソリューションを提供しています。IFCの使命は、特に
困難の多い市場において開発効果をもたらすプロジェク
トに対し、民間資金を動員することです。IFCの資金1ド
ルは、他の投資家からの協調融資を含め20ドルを呼び

込んでおり、IFCはまさに、民間資金動員のための機関
（Mobilization Machine）ともいえます。

日本は、市場創出と民間資金の動員というIFCのグロー
バルな使命における不可欠なパートナーとして、主要な
3つのレベルでIFCを支えています：

• 政府および開発金融機関：出資や信託基金を通じた
支援、プロジェクトにおける協調融資

•  民間セクター：日本企業が関与または日系金融機関
と協調融資を行うプロジェクトにおける協働、IFCの 
使命を遂行するための日本人の人材の提供

• 資本市場：IFCおよびIFCアセットマネジメント社に 
対し重要な資金を提供する日本の個人投資家・機関
投資家へのアクセス

日本は「人々がより良い未来を期待できる、自由で平和
な、繁栄する世界を築く」という開発に対する独自のビ
ジョンに基づいて、IFCを支援しています。

世界銀行グループで民間セクターを対象とする世界最大の国際開発金融機関である

IFCにとって、日本は第２位の出資国であるとともに、IFCの資金調達のために不可欠な

資本市場を提供しています。

IFC：主要データ（2018年度末）
2,850億ドル
1956年以来、途上国の 

企業に投融資した金額

570億ドル 
グローバルな投資ポートフォ 

リオについての承認額 

（自己勘定分・ネットベース）

233億ドル
2018年度における投融資額。

うち117億ドルは他の投資 

パートナーから資金動員額

2,000以上
民間セクターの顧客数

101
オフィスを設置している国の数

3,900
世界中で働くIFC職員数
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I. 日本：IFCの開発パートナー
日本は、1956年のIFC加盟時こそ世界銀行からの借入国でしたが、現在ではIFCの最
も重要な開発パートナー国の一つとなっています。

財務省は、財務大臣がIFCの総務会の一員であるととも
に、代表理事を1名任命し、ハイレベルからの関与を行う
とともに、IFCの政策決定や、業務に対する財政面での
支援を行っています。財務省はIFCの主要な開発パート
ナーの一つであり、2009～2018年度にかけて信託基金
を通じ、幅広くアドバイザリー業務やブレンド型融資プ
ロジェクトに対し、1億3,052万ドルを拠出しました。

JICA（Japan International Cooperation Agency：
国際協力機構）は、日本の公的開発援助機関ですが、 
民間セクターへの投融資も行っています。JICAとIFCは、
業務協力にかかる覚書を締結し、5年間にわたり両者が
協調してそれぞれ15億ドルの投資を行うことを取り決め
ています。既に現在までに、いくつものプロジェクトが組
成されて調印しており、対象セクターは、電力からアグリ
ビジネス、また対象地域はアジア、中東、その他の地域に
まで広がっています。

JBIC（Japan Bank for International Cooperation：
国際協力銀行）は日本で最も重要な輸出信用機関ですが、 
IFCアセットマネジメント社（AMC）の主要な投資家 
ともなっています。AMCは、IFCのプロジェクトに対し 
幅広い投資家からおよそ101億ドルを調達しており、この
資金は、エクイティ、デット、ファンド・オブ・ファンズ商品
など合計13の投資ファンドによって運用されています。

日本との関係を強固なものとするため、1988年、 
IFCは東京事務所を開設しました。
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II. 日本：IFCのミッション 
達成を支える人材の提供
現在60人以上の日本人が、様々な専門分野においてIFCの職員として世界各地で働き、

IFCのミッションの達成を支えています。

加納 裕二 / Yuji Kano 2004年にヤングプロフェッショナルプロ
グラムを通して入社。これまで主に電力等インフラプロジェクトへの 
投融資に従事。東京事務所ではJICA（国際協力機構）とIFCとの 
協調融資プログラムを創設・推進したり、途上国に進出する日本 
企業にIFCの投融資プログラムを紹介したりと、日本人職員としての 
強みを活かし新興国におけるインフラの発展に寄与。現在は、 
マニラ事務所にてプリンシパル・インベストメント・オフィサーとし
てフィリピンやその他アジア地域のインフラ案件に対する投融資
を担当。アジアにおける良質な案件に、顧客の国籍に関わらず投
融資することに加え、これまで培った日本企業や日本政府とのネッ
トワークを活かして、日系案件も積極的にサポートしている。

愛敬 千夏 / Chinatsu Aikyo 2015年にヤングプロフェッショナ
ルプログラムを通じて入社。2年間のナイロビ事務所勤務を経て、
現在はワシントンDC本部アグリビジネス部でサブサハラ・アフリ
カ地域の投融資を担当。顧客はゴム農園やファストフードレストラン
等、食料サプライチェーン全域を対象とする。インベストメント・ 
オフィサーとして、企業の資金調達のみに限らず、他部署と連携し、
パートナーとなる可能性のある現地企業の紹介や、コーポレート
ガバナンス・アドバイザリーの提案等、IFCのネットワークとリソー
スを最大限に活用して民間セクターを支援。アフリカでは市場
データが限られているため、顧客のサプライヤーや消費者にイン
タビューを実施するなど足で情報を稼ぎ、また現地の職員や専門
家と連携しながら課題を的確に把握することで、民間の金融機関
だけでは取り切れないハイリスクな案件も着実に進めている。
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黒木 友里 / Yuri Kurokiシンガポール事務所にてアソシエイト・ファイナン 
シャル・オフィサーとして国際金融市場における債券発行を通じた資金調
達を行う。シンガポールからみている市場の一つとして、日本における取引
及び市場関係者との関係を構築。2017年、日本でもSRI（社会的責任投資）
債への関心が高まっていることを受けて、低所得者層や女性起業家の支
援に焦点をあてた「ソーシャルボンド」を、他国に先立って日本の個人投資
家向けに発行。さらに、途上国の新しい現地通貨建ての債券発行に向け、 
他チームと協働で日本を含む市場のパートナーや投資家開拓に積極的に
取り組み、途上国の資本市場の発展に寄与している。

宮木 慧太 / Keita Miyakiワシントン本部グローバル・マクロ＆
マーケット・リサーチ部にてリサーチ・オフィサーとして株式市
場やクレジット市場の分析に従事。株価の分析モデルを構築し、 
世界の投資信託・上場投資信託による新興国への投資動向につ
いて調査・分析するなど、様々な方面からIFCの投資ストラテジー構
築に重要な貢献を果たす。特に、データの取得から分析までクリエイ
ティブな能力が要求されるような、中低所得国など、民間の金融
機関のカバレッジが及ばない地域に関する分析に長けている。 
また、世界銀行と協力してアジア地域の金融セクターの分析をし
ている他、定期的に東京事務所と提携した日本の機関投資家、 
商社などビジネス・パートナーへの情報提供も積極的に行っており、
幅広く新興国におけるビジネスを支援。

世界のIFC事務所で働く日本人職員

ロンドン：1人

ブリュッセル：1人

ダカール：1人

ラバト：1人

ヨハネスブルク：1人

ナイロビ：2人

デリー：1人

バンコク：3人

シンガポール：10人

マニラ：1人

東京：8人

メキシコシティ：1人

ワシントンD.C.：36人

2018年11月現在
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トピック：SDGsに向けた 
IFCの戦略

 

世界銀行グループ 
2つの目標

IFCによる複数セク 
ターへのインパクト

IFCによるセクター 
へのインパクト

IFCの包括的な2つの目標：
2030年までに極度の貧困を 
撲滅し、繁栄の共有を促進する。

以下を含む戦略セクターへの
投融資サービスおよびアドバ
イザリー・サービスを推進し
ています。

 » インフラ
 » 農業
 » 金融包摂（ファイナンシャル・

インクルージョン）
 » 保健医療・教育

IFCは、複数のセクターや
地 域にまたがり、以下の 
推進に取り組んでいます：
 » 雇用の創出と経済 

成長
 » 男女平等
 » 環境と社会の持続 

可能性
 » 気候変動への適応 

とその軽減
 » 新たな財源を動員する

ための民間投資家との
パートナーシップ

世界最大のインパクト投資家として、IFCは様々な面か
ら、SDGs（Sustainable Development Goals：持続
可能な開発目標）の複数の目標に貢献する事業を行っ 
ています。目標1「貧困をなくそう」と目標10「人や国の不
平等をなくそう」は、世界銀行グループの2つの究極目標
であり、IFCの使命にほかなりません。IFCはまた、新た
な資金を動員するために民間投資家とのパートナーシッ
プを重視しており、これは目標17に直結します。戦略セク
ターの各分野では、IFCは目標2、3、4、6、7、9に沿っ
た、インフラ、農業、金融包摂（ファイナンシャル・インク

ルージョン）、保健医療、および教育分野への投融資と
アドバイザリー業務のプロジェクトを推進しています。

IFCは、複数のセクターや地域にわたって雇用の創出や
経済成長、ジェンダー平等、環境と社会の持続可能性、
気候変動への適応および緩和の推進に取り組んでおり、
これもそれぞれ目標8、5、12、13に一致しています。

以下の図は、IFCの戦略と13の目標との関係を示してい
ます。

IFCの今

すべての人に  
健康と福祉を

産業と技術革新 の 
基盤を作ろう

ジェンダー平等を
実現しよう

エネルギーを みんな
にそし てクリーンに

飢餓をゼロに

質の高い教育を 
みんなに

安全な水とトイ 
レを世界中に

人や国の不平 
等をなくそう

つくる責任  
つかう責任

気候変動に 
具体的な対策を

貧困をなく そう

パートナー シッ 
プで目標 を達成 
しよう

働きがいも  
経済成長も
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トピック：2030年への野心的
な展望ー市場を拓く
SDGsを達成するには毎年4兆ドルもの開発資金が必要
とされています。その金額は、先進国がODA（Official 
Development Assistance：政府開発援助）を通じて
供与できる額をはるかに上回り、債務を抱える途上国が
自らの公的資金から充当できる額をも大きくしのぎま
す。こうしたことから、民間資金をさらに一層大きな規模
で、これまで以上に幅広く様々な国から動員することが
不可欠な要請となってきているのです。

世界銀行グループは開発金融へのアプローチを再創造し
ようとしています。民間セクターの利用や、限られた公的
資金を最大限に活用することにより、途上国に注がれる
開発資金を最大化するためのサポートを行う新たなアプ
ローチ(Cascade)を推し進めています。これまで民間投資
が困難であった地域やセクターに対して、世銀グループの
力を結集して、新たな市場を拓き、機会を創り出そうとし
ています(Creating Markets)。

この取り組みをサポートするため、加盟国は先般の年次
総会においてIBRD（国際復興開発銀行）に75億ドル、
IFCに55億ドル、合計130億の歴史的増資パッケージを 
承認しました。この増資により、IFCの累積払込資本は、

設立以降最大となる3倍強に拡充されることとなり、
2030年に向けた以下の野心的な目標達成を目指して、
顧客の事業目標達成や人々の暮らしの向上に対するイン
パクトを、より強めていくことが可能となります。

•  年間投融資額を480億ドルとし、うちIFC自己勘定分を
250億ドル、他からの動員資金を230億ドルとする

•  年間投融資の4 0 ％は I D A（ I n t e r n a t i o n a l 
Development Association：国際開発協会）適格国
及び脆弱・紛争地域を対象とし、15％～20％は、IDA
適格国のなかの低所得国及び脆弱・紛争国とする

• IFCの自己勘定による年間投融資の35%は気候変動
関連とする

•  年間投融資額のうち26億ドルは特に女性をターゲッ
トとした金融機関を対象とする

•  女性または女性が経営する中小企業に特化した年間
投融資を4倍にする

• IFCが取締役を務める投資先企業の取締役会に推薦
する取締役候補の50％を女性とする
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III. 日本：IFCと協調してプロ 
ジェクトを推進

バ ングラデシュ：I F CとJ I C A は セ ム
コープ・ユーティリティ（Sembcorp 
Utilities）に対し、発電能力を飛躍的に
拡大するための融資を行いました。これ
により国内の電力供給の地域差の解消と
発電費用の抑制を支援しています。

モンゴル：2004年、澤田ホールディン
グスの子会社となるハーン銀行（Khan 
Bank）の設立に協力して以降、IFCは
支援を続け、現在では零細・中小企業の
主要な資金源となる国内最大の銀行と
なっています。

インドネシア：IFCと三井住友銀行は、
インドネシアのバンク・タブンガン・ペン
シウナン・ナショナル（BTPN）の戦略的
パートナーとして、インドネシアの中小
企業と女性起業家を支援しています。

ベトナム：IFCは日本のアグリビジネス事
業をてがけるサラダボウル社との合弁会
社であるパン・ファーム（PAN Farm）
に融資を行っています。サラダボウルは 
パン・ファームの事業拡大と、ベトナムで
の、より高品質な花、野菜、果物の調達の
ための支援を行っています。IFCと双日
はパン・ファームの親会社であるパン・グ
ループ（PAN Group）の共同出資者です。

ベトナム：IFCは、三菱UFJ銀行が2013年
に約20％の株式を取得したヴィエティン
バンク（Vietinbank）に投資を行い、第
一級の中小企業・個人向け金融機関とな
るよう支援しています。また2011年には
ヴィエティンバンクを民営化する政府の
計画を支援しました。

日本の民間セクターの活動範囲はアジアを超えて拡大しつつあります。 
このような日本企業のより難しい市場への進出をIFCは支援しています。
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ペルー：2007年、IFCは丸紅が共同出
資するLNGプロジェクト（総投資額：約 
40億ドル）に対し、協調融資を行いまし
た。これは当時のペルーにおいて最大の
海外直接投資によるプロジェクトでした。

セネガル：IFCはアグリビジネス事業を
行うカゴメに対し、小規模なトマト農家
をより現地子会社のサプライチェーンに
組み込む方法について助言を行ってい
ます。

西アフリカ：日本信託基金より110万
ドルの支援を受け、IFCはコートジボ
ワール、ギニア、トーゴ、その他西アフリ
カ諸国のクリーンエネルギー発電と送
配電網に対する新たな投資を推進す
るための助言を行っています。

モザンビーク：三菱商事が25％の株式
を所有するアルミ製錬会社モザール社

（Mozal）は、壊滅的な内戦の終結から
わずか5年後の1997年、IFCの融資によ
り、国内初となる大型海外投資プロジェク
トとして設立されました。国際協力銀行
や他の開発金融機関もその後融資して
います。

アフリカ：三井物産とIFC及びその他の
パートナーはブロードバンド・インフ
ラの提供業者であるシースクエアド社

（CSquared）を設立しました（P8を
参照）。 

14億8,900万ドル 33%

Global

Sub-Saharan Afirca

South Asia

Middle East and North Africa

Europe and Central Asia

Latin America and the Caribbean

East Asia and Pacific 

東アジア・太平洋地域

5億4,300万ドル 12%

ラテンアメリカ・カリブ海

4億6,500万ドル 10%

中東・北アフリカ

3億500万ドル 7%

南アジア

2億6,300万ドル 6%

サブサハラ・アフリカ

9億1,100万ドル 20%

グローバル

5億3,700万ドル 12%

ヨーロッパ・中央アジア

地域別に見た、日本の
出資者を伴うIFC長期
投融資承認額（自己勘
定分）※

総額：45億ドル

※2018年6月時点のポートフォリオ 
（グロス・ベース）
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きれいな水

メティート・ホールディングス（Metito Holdings）は途上国にお
ける水事業のリーディング企業です。メティート社は、水に関連す
るあらゆる領域において、カスタマイズされた総合的・先進的なソ
リューションを提供しています。その範囲は、上下水、海水淡水化
及び再利用、工業関連などのソリューション提供から、上下水設備 
への投資、プロジェクト・ファイナンスによる新規・既存プロジェクト
への投資まで及びます。IFCは2007年以降、メティート社に対し約1
億ドルを投資しています。2014年に
は三菱商事と三菱重工業の両社も
資本参加を行い、38.4％の株式を
取得しました。国際協力銀行も種類
株式による出資を行っています。 

このような支援により、メティート社は飲料水供給を拡大するための 
新たな水処理プロジェクトの開発、下水インフラの改善、廃棄物 
処理費用の削減に取り組んでいます。また、IFCからの資金は、エジプ
トやインドネシアの海水淡水化施設、中国の工業廃水処理施設、
ルワンダの水処理・供給施設といった、メティートが世界各地で運
営する施設において、適正な環境・健康・安全管理システムを築く
ために役立てられています。メティート社は、現在では20カ国余り
で1,200万人に対してサービスを提供しており、IFCが投資を開始
した当初に比べて、その下水処理量は20倍になっています。

ケース・スタディー：日本と 
IFCがもたらす開発インパクト

通信インフラ

2017年に、IFC、三井物産、グーグル（Google 
Inc.）及びコンバージェンス・パートナーズ
（Convergence Partners）が設立したシー
スクエアド社（CSquared）は、現地の通信事
業者向けに光ファイバー網のインフラを敷設
し、アフリカにおいてブロードバンド接続環境
を築くことを目的とする新しい会社です。 

IFCと三井物産はともに協力し、アフリカに安
価で信頼できるインターネットアクセスを広げ
るというこの会社のビジョン達成を支援してい
ます。シースクエアド社は、ウガンダとガーナに
おける既存の事業を拡大するとともに、2018年
7月にリベリアでもサービスを開始しました。
これにより、リベリアの病院や学校、中小企業
などが初めて最新の4G通信を利用できるよう
になりました。今後3年間に、アフリカの他の数
カ国へのサービス拡大が見込まれています。

零細・中小企業向け融資

カンボジアのアクレダ銀行（ACLEDA Bank）はIFCと長期にわたる戦略パートナーの
関係にあり、IFCは同行が1990年代後半にNGOから商業銀行へ移行する際に支援を
行い、以降、複数回にわたり融資を行っています。カンボジア最大手の銀行に成長した
アクレダ銀行は、総資産50億ドル超を有し、主に女性の起業家を融資対象としています。
三井住友銀行が2014年からアクレダ銀行の一部の株式を保有しています。

カンボジアに261支店、ラオスに41支店、ミャンマーに8支店と幅広く事業を展開し、アク
レダ銀行は、零細・中小企業の成長を加速させる融資の利用拡大に取り組んでいます。



IV. 日本：投資を通じて 
IFCをサポート
日本の資本市場は、IFCの活動のための重要な資金供給源となっており、その規模

はさらに拡大し続けています。

日本からの調達はIFCの全体の資金調達の10%以上を
占め、主に個人投資家向けの売出債市場を通じて行
われています。国内の投資家に債券を販売する上で重
要な役割を果たす日本の金融機関には、みずほ証券、 
野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、東海東京
証券、大和証券、SMBC日興証券、新生証券などがあり
ます。

日本の豊富な民間資金にアクセスするために、IFCは
資金調達手法について、開発目標を踏まえた、革新的な 
工夫をこらしています。

一例を挙げると、IFCは2017年に初のソーシャルボンド
売出債を発行しましたが、これは日本の個人投資家向
けに、新興市場において低所得層や女性が経営する企業
に恩恵をもたらす投資を支援する機会を提供するもので
す。IFCはこの債券によって調達した資金を活用し、顧客
企業が低所得層の人々に対して保健サービスや教育、
住居といった暮らしに欠かせないサービスを提供できる
よう支援しています。

IFCはまた、グリーンボンドを率先して発行し、基準に
明確に合致する気候変動対策プロジェクトに対して、 
民間セクターからの投資を動員しています。2010年以降、
IFCは個人投資家に対し80億ドル以上のIFCグリーン 
ボンドを発行しており、その資金はモザンビークにおけ
る太陽光エネルギーの開発、パナマの風力発電の拡大、
エジプトの太陽光発電の増強、その他のプロジェクトに
活用されています。

IFCの全額出資子会社であるIFCアセット・マネジメント
社（AMC）は、途上国市場やフロンティア市場への事業 
資金の動員と運用に携わります。AMCは、投資家が、
IFCの新興国向け投資案件に他には類を見ないような
手法でアクセスできるようにし、さらにそうした市場への
長期資金の供給量を高めるために2009年に設立され
ました。AMCは13件の投資ファンドから、101億ドルを調達
しています。日本の機関投資家はAMCの最重要な投資家
となっています。

2018年度、IFCは28種の
通貨建てで389本の債券を
発行し140億ドルを調達し
ました。

このうち、14億ドル相当が 
日本の売出債券市場で発行
されました。
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