
日本と共に歩むIFC
開発に向けて協働するパートナー



1956年の創設以来、IFC ( Internat ional  F inance 
Corporation：国際金融公社）は最も歴史ある世界最大
のインパクト投資家として、60年以上にわたり民間セク
ターによる途上国開発を推進してきました。IFCは、長年
培ってきたグローバルな産業や途上国の現地市場、持
続的な開発に関する深い知見を活かし、今日、世界が直
面する気候変動、脆弱・紛争地域の問題、失業、不平等
などの困難な課題解決に向けて民間セクターの力を活
かしていくべく取り組んでいます。

日本は、他の30カ国とともにIFCの創設メンバーであり、
現在、185カ国から出資を受けているIFCの第2位の株
主（出資比率6.33％、2020年1月現在）でもあります。IFC
は、最も支援が必要とされる地域を中心に、投融資や助
言、資産運用などの支援を組み合わせながら、“市場を
拓き、機会を創る”民間セクターによるソリューションを
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民間資金を
動員することです。実際、IFCの資金1ドルにつき、他の投
資家からの協調融資を含め約20ドルの資金を呼び込ん
でおり、プロジェクトへの民間資金動員において高い実
績を誇っています。

日本は、市場創出と民間資金の動員というIFCのグロー
バルな使命達成に不可欠なパートナーであり、主に3つ
の側面で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提供

•	 	資本市場：IFCおよびIFCアセットマネジメント社の資
金調達において重要な日本の個人投資家・機関投資
家へのアクセス

IFCは、1988年に東京事務所を開設し、日本とさらなる
関係強化を図っています。

IFCは、世界銀行グループの一員として、民間セクターを対象とした開発支援に取り
組む世界最大の国際開発金融機関です。日本はIFCの第２位の出資国であると
ともに、IFCの活動資金を調達する重要な資本市場を提供しています。
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IFC：主要データ
2,850億ドル超	

1956年以来、途上国の 
企業に投融資した金額

590億ドル	
グローバルな投資ポート 

フォリオの承認額

191億ドル	
2019年度における投融資額

（102億ドルは他の投資 
パートナーからの資金動員額）

2,000以上	
民間セクターの顧客数

100
オフィスを設置している国の数

3,744
世界中で働くIFC職員数
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開発パートナーとしての日本
IFC創設時の1956年、まだ世界銀行からの借入国であった日本は、現在、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。

日本政府は、財務大臣がIFCの最高意思決定機関である
総務会の一員であるとともに、代表理事を1名任命し、
IFCの政策決定や業務に関して財政面からの支援を行っ
ています。日本はIFCの主要な開発パートナーの一つで
あり、アドバイザリー業務やブレンド型融資などの幅広
いプロジェクトに対し、これまで2億300万ドルの資金を
信託基金を通じて拠出しています。日本政府が策定し
た「平和、繁栄、そして一人ひとりのより良い未来」の実
現を目指す開発協力大綱に沿って、IFCの政策立案をサ
ポートしています。

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、2017年
に業務協力にかかる覚書を締結し、5年間にわたり協調
して合計15億ドルの投資を行うことを取り決めました。
既に現在までに、いくつものプロジェクトが組成・調印さ
れており、対象セクターは、電力から農業ビジネス、そし
て対象地域はアジアや中東をはじめ、他の地域にも広

がっています。また、JICAは、IFCが主導して策定したイ
ンパクト投資のガイドライン『インパクト投資の運用原
則』の日本で最初の署名機関です。同原則は、投資期間
の全ての段階においてインパクトを考慮するプロセス
を組み込み、徹底させるためのものです。

JBIC（Japan Bank for International Cooperation：国
際協力銀行）は、日本の政策金融機関として、日本企業
の輸出入や海外展開、途上国開発を支援しています。
JBICはIFCアセットマネジメント社（AMC）の主要な投資
家の一つであり、AMCが運用する投資ファンドを通じ、
幅広い投資家層から調達する資金の一部としてIFCが支
援する数多くのプロジェクトを支えています。
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IDA第19次増資
日本は、世界銀行の最貧国向け基金である国際開発協会

（IDA）の開発パートナー国の主要メンバーとして、極度
の貧困撲滅に向けた取組みを持続するため、2019年12
月に、IDAに対し新たに820億ドルの拠出を取り決めま
した。そのうち、日本は3,525億円（約32億ドル）と第2位
の拠出国となる見込みです。

日本の麻生太郎財務大臣は、第19次増資交渉の合意に
際し、日本議長下のG20 の成果である、債務の持続可能
性、自然災害に対する強靭性、質の高いインフラ投資、
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）、パンデミック
が重点政策に位置付けられており、日本として高く評価
する、とコメントしています。

IDAは、世界の最貧国を対象とする無償または低利子の
資金援助を担う最大の機関であり、支援対象は74カ国

となっています。約500万人に及ぶ世界の貧困層の3分
の2が、いまだにIDAの借入対象国において居住してい
るのです。

民間セクターの開発支援
IDAの主要な支援策の一つである総額25億ドルの民間セクター投資枠は世界の後発途上国、特に紛争などの影響
下にある脆弱な国々の民間セクターの発展、成長、そして雇用の創出を支援するために2017年に設けられ、19次増
資においても継続されることになりました。

民間セクター投資枠は、困難な環境下での民間投資の呼び水として、途上国で必要とされる資金調達の規模を実
現する上で重要な役割を果たしています。この取組みは、下記のファシリティを通じて行われています。

•	 	リスク緩和：政府保証が付かない民間プロジェクトに対し、補償を付与することにより、大規模なインフラ案件や
IFCが支援する官民連携案件（PPP）に民間資金を呼び込みます。

•	 	MIGA保証：MIGAの保証範囲を拡大するために、再保険に類似した一次損失分担とリスク参加をMIGAを通じて
提供します。

•	 	現地通貨：資本市場が未発達で、市場での解決が困難な国々のプロジェクトについて、IFCを通じて現地通貨建て
の長期投融資を提供します。

•	 	ブレンド・ファイナンス：民間セクター投資枠を通じた支援とIFCの先駆的な投融資と組み合わせて、零細・中小
企業、農業ビジネス、保険、教育、住宅、インフラ、気候変動削減と適応などの開発効果が高いセクターを支援し
ます。
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IFCのミッション達成を支える
日本の人材
現在70人以上のIFC日本人職員が、世界の至る所で様々な専門分野の 
プロフェッショナルとして、IFCのミッション達成に向けて活躍しています。

加納	裕二	/	Yuji	Kano 2004年、日本の金融機関勤務の後、IFCのヤン
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し、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
展に寄与している。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。

北迫	絵美	/	Emi	Kitasako 2013年、EBRD（欧州復興開発銀行）勤務
を経て、IFCのアグリビジネス部門に入社。5年間のケニア事務所勤
務を経て、現在はセネガル事務所にて、インベストメント・オフィサー
としてサブサハラ・アフリカ地域の投融資案件の発掘、組成、実行

（契約等）を担当している。顧客は、地場企業から多国籍企業まで食
料サプライチェーン全域にわたり、直近はエチオピアの麦芽工場、ケ
ニアのインランドデポ建設（食品物流関連）、セネガルの灌漑農業導
入などの案件を手掛けている。農業は雇用や食料供給を支えるアフ
リカ経済の要であり、農業関連投資は開発効果も非常に高い。一方
で、投資リスクも高く、実現が難しい案件も多い。顧客・農家を直接
支援するIFCの技術協力を組み合わせてリスク緩和の仕組みを考え
たり、リスクに見合ったリターンが得られるように交渉するなど、日本
人持ち前の粘り強さで案件を実現していくのが仕事の醍醐味だと感
じている。

5



中野	ちえみ	/	Chiemi	Nakano IDB（米州開発銀行）勤務を経て、2018
年に入社。IFCワシントンDC本部にて金融セクター・エコノミストとし
て主にラテンアメリカ地域における融資案件の開発効果分析を担
当。2018年に導入されたAIMM(エイム)という新しい開発効果分析
のツールを使い、金融商品へのアクセスや質の向上、投資インフラ
の設備やデジタル化によるサービス効率化、貧困地域へのサービス
拡大などの観点から、個々の投資案件がどのように金融セクターの
成長と貧困撲滅に貢献するのかを分析している。IFCでは直接の開発
効果だけでなく、市場全体の課題を分析したうえで、その課題克服に
貢献することを目指して融資を行うが、それには市場の歴史や政治
経済、法制度や社会構成など様々な側面を良く調べて分析すること
が重要と考えている。エコノミストとしてその分析を担当し、より開発
効果の高い投資案件を作り上げることに魅力を感じている。

本木	正人	/	Motoki	Masato 2018年、UN（国際連合）勤務を経て、IFC
バンコク事務所に入社。環境・社会・ガバナンス（ESG）チームの環
境専門官として、アジア太平洋地域におけるインフラ、製造業及び
サービス業向け投資に関する環境・社会面からのデューデリジェン
スを担当している。国際金融の世界的ベンチマークとも言えるIFC
パフォーマンス基準を踏まえ、投融資プログラムの顧客と該当セク
ターに対して、環境・社会面における配慮の確保とさらなる改善を
促す形で新興国のビジネスを持続可能な形で推進していくことは
非常にやり甲斐のある仕事であると感じている。また、IFCの持続可
能性枠組みについての理解促進のため、国連及びその他の開発援
助機関との協議や、IFC東京事務所や国内大学での講演、邦人職員
のESGチームへの採用支援を通じて自身の知識や経験の還元も積
極的に行っている。

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：2人

ナイロビ：3人

デリー：3人

アンマン：1人
バンコク：2人

シンガポール：10人

マニラ：1人

東京：10人

メキシコシティ：2人

リマ：1人

ワシントンD.C.：34人

世界で活躍するIFCの日本人職員

ジャカルタ：1人

ウィーン：1人
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SDGsに向けたIFCの戦略
世界最大のインパクト投資家として、IFCは様々な側面
からSDGs（Sustainable Development Goals：持続可能
な開発目標）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、IFCの使命であり、世界銀行グループの2つの目標と
も一致しています。また、IFCは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に寄与するものです。

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。

複数のセクターや地域にわたって、IFCが取り組む雇用
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は、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の目標との関係性を示して
います。

IFCの現在

 

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

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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2030年への野心的な展望
SDGsの達成には毎年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超え、多額の債務を抱える途上国
が公的資金から支出できる金額を大きく上回ります。そ
れゆえに、民間資金をさらに大きな規模で、これまで以
上に幅広い国々から動員することが必要不可欠となっ
ています。

そのために、世界銀行グループは開発金融へのアプ
ローチを再定義し、民間セクターの力を利用しつつ、限
られた公的資金を最大限に活かすことにより、途上国に
向けた開発資金を最大化する新たなアプローチによる
支援に取り組んでいます。

この取り組みをサポートするため、加盟国は2018年4月
にIBRD（国際復興開発銀行）に75億ドル、IFCに55億ド
ル、合計130億ドルの過去最大の増資を承認しました。
この増資により、IFC設立以来の累積払込資本が3倍強
に拡充され、2030年に向けた以下の野心的な目標を
目指して、顧客の事業目標達成や人々の生活環境の向
上に対するインパクトを拡大していくことが可能となり
ます。

•  IFCの自己勘定分で250億ドル、他からの動員資金230
億ドルを合わせ、年間投融資額を480億ドルとする

•  年間投融資の40％はIDA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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日本企業と協調して 
プロジェクトを推進

バングラデシュ：IFCとJICAはセムコープ・
ユーティリティ（Sembcorp Utilities）に
対し、同国の電力供給の地域差の解消
と発電費用の抑制に向け、発電能力を
飛躍的に拡大するための融資を行いま
した。

モンゴル：IFCが2004年の設立から支
援している澤田ホールディングス傘下
のハーン銀行（Khan Bank）は、同国最
大の銀行へと成長し、現在は零細・中
小企業への資金供給において重要な
役割を果たしています。

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。

グローバル：ルワンダ、インドネシア、
エジプトをはじめ、他の途上国で総合
水事業を展開するメティート・ホール
ディングス（Metito Holdings）に対し、 
IFCは2017年に約1億ドル出資しまし
た。三菱商事と三菱重工業も同社に
出資しています。

ベトナム：IFCと双日は農業ビジネスを
手掛けるパン・グループ（PAN Group）に
共同出資しています。IFCは、同社の子
会社であるパン・ファーム（PAN Farm）
にも融資を行っており、パン・ファーム
とヒューリック（HULIC）の合弁会社パ
ン・ヒューリック（PAN-HULIC）は高品質
の花や野菜、果物を生産しており、これ
らの生産物の一部はベトナムのイオン

（AEON）で販売されています。
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日本の民間セクターの活動範囲は、アジアを超え、世界各地に拡大しています。 
IFCは、課題の多い新興国市場での事業展開を目指す日本企業を支援しています。

セルビア共和国：IFCは、伊藤忠商事
が出資者として参画する同国初の大
規模な環境インフラ事業の官民連携

（PPP）案件である、ベオグラード市の
廃棄物処理発電所および管理施設の
建設･運営プロジェクトに融資してい
ます。（P12を参照）

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。

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（P10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、日本からの
投融資を伴うIFC長期投融
資承認額（自己勘定分）※

総額：45億ドル

※2019年6月時点のポートフォリオ

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、同国初となる大型海外投資プロジェクト
です。IFCが融資を行い、壊滅的な内戦の終
結からわずか5年後の1997年に設立されま
した。2001年には国際協力銀行や他の開
発金融機関も同社に融資しています。
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日本とIFCがもたらす 
開発インパクト

通信インフラ
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2017年に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提
供し、アフリカのブロードバンド接続環境の改善を目指すベンチャー企業
です。IFCは、三井物産などの他の投資家と協力して、アフリカにおいて安価
で信頼できるインターネットアクセスを提供する、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
既存の事業拡大に加え、2018年7月にリベリアでもサービスを開始し、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、アフリカでさらに数カ国においてサービス開
始を計画しています。

女性起業家への支援
2019年8月、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）の子会社であるタイ
のアユタヤ銀行が、同国の女性が経営する中小企業への融資を拡大する
ために2億2,000万ドルの女性起業家支援の債券を発行しました。アジア太
平洋地域で初となるジェンダーボンドで、国際資本市場協会（ICMA）のソー
シャルボンド原則およびASEANソーシャルボンド基準に準拠した、アジア
の新興国で初のソーシャルボンドの発行案件となります。この債券は、投資
家にとって魅力的な投資対象資産であるとともに、地域の社会的責任を果
たすための取組みに資本市場を活用する道を拓く画期的な案件となりま
した。

IFCとドイツの開発金融機関KfWグループ傘下のDEGが同債券を購入し
ました。その投資資金の一部はIFCとゴールドマン・サックスの1万人の女
性プログラムが共同で設立しているファシリティ(Women Entrepreneurs 
Opportunity Facility)から拠出されています。MUFG セキュリティ・アジア・
リミテッドは、このソーシャルボンドの単独の組成アドバイザー、アレン
ジャー、プレースメント・エージェント（募集代理人）を務めています。
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官民連携
IFCは、セルビア共和国ベオグラード市郊外の欧州に
唯一残る大規模な旧式廃棄物埋立処分場を閉鎖し、廃
棄物処理発電施設を新たに建設･運営するプロジェク
トを伊藤忠商事などの民間企業とともに支援していま
す。1970年代に開設されたヴィンチャ廃棄物埋立処分
場は、飽和状態となりつつも、政治・経済上の理由から
国や自治体による対策が講じられることなく、埋立地に
50メートルもの高さに積み上げられた未処理の廃棄物
は、土壌や水、大気を汚染し、深刻な社会･環境問題を引
き起こしていました。

長年にわたる廃棄物処理の問題を解決するため、IFCは
ベオグラード市に対し、画期的な官民連携（PPP）スキー
ムを通じて民間投資を呼び込む解決策を助言しました。
これは、喫緊の環境汚染問題を解決するだけでなく、都
市に電力と熱を供給する廃棄物処理発電施設を建設す
るというものでした。

2年に及ぶ入札プロセスを経て、2017年に伊藤忠商事
とフランスのスエズ社が出資し、その後EUのインフラ投
資ファンドが参画した特別目的会社であるBEO ČISTA 

ENERGIJA社が、ベオグラード市とPPP契約を締結、総
額約4億ユーロに及ぶ廃棄物処理インフラ事業への投
資を約束しました。2年後、IFC、EBRD（欧州復興開発銀
行）、オーストリア開発銀行が同案件への融資を決め、
2019年10月に各施設の建設に着手しました。

これは、セルビア共和国で初となるプロジェクトファイナ
ンスを活用した大規模な環境インフラ事業における官
民連携のプロジェクトであり、世界的な環境対応への意
識の高まりと共に、他の新興国や中間所得国において
も対策が必要な同様の廃棄物処理･管理の課題解決の
モデルケースとなるものです。
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投資を通じてIFCをサポート
IFCの資金調達において日本は重要な地位を占めており、 
日本市場からの調達規模は年々拡大しています。

日本市場からの調達は、個人投資家向けの売出債市場
を通じて行われるものを含め、IFC全体の資金調達額
の10%以上を占めています。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、
野村證券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証
券、SMBC日興証券、東海東京証券、新生証券、大和証券
などがあります。

日本における発行案件の多くは、個人投資家の持つ潤
沢な資金にアクセスするために、IFCの開発目標に連動
させる画期的なアプローチをとっています。

例えば、2017年にIFCが発行した初のソーシャルボンド
売出債は、新興国市場の低所得者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日本の個
人投資家に提供するものです。この調達資金は、IFCの
支援する企業が低所得者層の人々に対して保健サービ
スや教育、住居といった生活に不可欠なサービスを提
供するための支援に活用されています。

また、IFCはグリーンボンドの主要な発行体の一つです。
グリーンボンドは、基準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する
ための債券です。2010年以降、IFCのグリーンボンド累
積発行額は100億ドルを超え、その調達資金はモザン
ビークにおける太陽光発電、パナマの風力発電の拡張、
エジプトの太陽光発電の増強などのプロジェクトに活
用されています。

IFCアセット・マネジメント社（AMC）は、新興国市場やフ
ロンティア市場における企業投資のための資金動員と
運用を行っています。AMCは、IFCが手掛ける開発効果
の高い新興国の投資案件への投資機会や投資ノウハ
ウを主要な投資家に提供するため、2009年に設立され
ました。AMCは、これまで101億ドルの資金を調達し、
12の投資ファンドを通じて運用しています。
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2019年度にIFCは、28種の通貨建てで304本の債券を発行し、112億ドルを調達しました。IFCは
日本の売出債券市場で、9種の通貨建てで121本の売出債を発行し、全体の10%に相当する11
億ドルを調達しています。

Equity/FX double monitor

FX digital

Zero bullet

Dual currency

Equity linkers

Vanilla

Deep discount

プレーン・バニラ 35%

株価指数参照 23%
デュアル通貨建 18%

為替参照デジタルクーポン 5%

株・為替指数参照 1%

ディープディスカウント 0.6%

ゼロクーポン・ブレット型 17%

2019年度売出債プログラム（ストラクチャー別内訳）

Retail

NSV

Local currency

Other public

Floating-rate notes

Uridashi

Medium-term notes

Core public

コア公募債 47%

売出債 10%

その他公募債 6%

変動利付債 9%

現地通貨建 3%

N-bonds 1%

米国リテール 0.5%

ミディアムタームノート 23%

2019年度市場別調達内訳

RUB

ZAR

BRL

MXN

USD

TRY

JPY

NZD

AUD

日本円 37%

トルコ・リラ 22%米ドル 19%

南アフリカ・ランド 2%

ロシア・ルーブル 1%

豪ドル 0.4%

ニュージーランド・ドル 0.2%

ブラジル・レアル 9%

メキシコ・ペソ 10%

2019年度売出債プログラム（通貨別内訳）
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