
世界銀行グループの一員であるIFCは、途上国の民間セクター支援に特化した世界最大規模の国際開発金融機関です。IFCは、開発途上
国の民間セクターへの投融資、国際金融市場での資金動員、企業と政府に対するアドバイザリー・サービスの提供を通じて、途上国が
持続可能な成長を実現できるよう支援しています。IFCの活動は、途上国における民間投資の収益性や持続性を証明することで、他の
市場参加者による民間向け投資や金融サービスを誘引する役割を果たしています。

持続可能な発展を促進する
今日、もしあなたが社会的・経済的平等と男女平等を推進し、国際連合が定めた
持続可能な開発目標（SDGs）の実現を支援しようとお考えであれば、投資を通
じてそれらを実現できます。
IFCは新興市場における民間セクターを支援する世界最大規模の開発金融機関と
して、民間企業と協業し、投資家に対してリターンを得ながら開発インパクトを
与える投資機会を提供できる立場にあります。
IFCのソーシャル・ボンドは、開発途上国の十分なサービスを受けていない人々
に焦点を当て、基本的な物資やサービスへのアクセスや所得創出に関する問題に
取り組むIFCのプロジェクトに資金を提供する機会を提供します。対象プロジェ
クトには、IFCが新型コロナウイルスの感染拡大の影響によりビジネスに明確な影響
がある既存顧客企業の事業継続と雇用維持のために導入したファスト・トラック投
融資のプロジェクトも含まれます。

IFCのソーシャルボンドプログラム

2017年、ソーシャルボンドの分野において、IFCは、初の米ドル建てグローバル・ベ
ンチマーク債を起債し、同時にソーシャルボンド・プログラムを立ち上げまし
た。このプログラムは魅力的な投資提案と途上国の人々の生活に良いインパクト
を与える機会を結び付けたものです。また、IFCは私募形式及び個人投資家向けに
もソーシャルボンドを発行しています。2020年3月に世界銀行グループの新型コ
ロナ感染拡大対応パッケージ発表直後、IFCは史上最大の10億ドルのソーシャル
ボンドを発行しました。
また、IFCはソーシャルボンド作業部会の共同議長を務め、2017年のソーシャルボン
ド原則の制定に貢献しています。

すべてのソーシャボンドインパクトレポートは こちら　でご覧になれます。

ソーシャルボンドファクトシート

IFCのソーシャルボンドプログラムを通じて、ポジティブな社会的インパク
トをもたらすプロジェクトを支援

IFCの強み

• 株主は184ヵ国の加盟国政府であり、資本金の50%
をAAA/AA格の国々が出資

• 潤沢な資本と高い流動性による強固な財務基盤

• 世界119ヵ国、１,800社超の企業に対する投融資を
行い、グローバルに分散したポートフォリオ

• バーゼル規制の下でIFCのリスク・ウェイトは0％

• IFCは一貫してスタンダード＆プアーズおよびムー
ディーズからAAA/Aaa (見通し「安定的」) の格付
けを取得

2 0 2 1年度のソーシャルボンド発行実績

$38 億ドル

63本

11ヵ国の通貨建て

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/covid-19
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc_new/investor+relations/ir-info/impact+reports
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プロジェクトの実例
サブサハラアフリカの

零細企業支援

世界銀行グループはサブサハラ・アフリカ地域が2020年に
25年ぶりの景気後退局面に入るとの予測を示しており、IFC
は新型コロナ感染拡大対応のファストトラックファシリティ
を通じて、貿易金融やプライベートセクターの流動性ニーズ
に約11億ドルの支援を行ってきました。

この中には、ケニアとナイジェリアの大手金融機関に対する
総額3億ドルの融資も含まれています。ケニアのEquity 
Bank、ナイジェリアのZenith、Access、FCMBの各銀行
は、新型コロナ感染拡大の影響で運転資金や貿易資金の不足
に直面している何千もの中小企業への資金繰り支援にIFCの
資金の大部分を活用します。

アフリカの中小企業は、当該地域において雇用、企業活動、
商品・サービス・技術の提供に極めて重要な役割を果たして
いるため、危機時にこれらの投資等を通じて支援を行うこと
は大変重要です。

他のプロジェクトについてご関心のある方は IFC’s FY20 
Social Bond Impact Report をご覧ください。

適格プロジェクトの要件とは ?

IFCのソーシャルボンドにより様々なソーシャルプロジェクトの資金調達
が行われています。IFCのソーシャルボンドによる調達資金は以下のよう
なプロジェクトを支援しています：

• 金融仲介機関への融資。ただし、IFCの融資による調達資金の使途
は、女性が経営する企業へのオン・レンディング （転貸）が要件。
または、

• 「経済ピラミッドの下層部」をサプライヤー、流通業者、または消費
者と位置づけ、自社の主力事業の一部としてバリューチェーンに組み
込んだ企業への融資。ただし、その事業モデルがビジネスとして成立
し、規模の拡大が可能であることが要件。

• ソーシャルボンド原則で挙げている基準を満たし、ターゲット層をは
じめとする支援対象により良い社会的成果をもたらすこと目的とした
プロジェクト。

「インクルーシブ・ビジネス」と「女性起業家支
援」とは？

IFCインクルーシブ・ビジネスとは、「経済ピラミッドの下層部」に属する
人々（1日当たりの収入が8ドル相当未満または生活必需品や各種サービスへの
十分なアクセスを持たない人々）への商品、サービス、所得機会へのアクセ
ス拡大を目的とした、民間セクターによるアプローチです。

IFCの女性起業家支援とは、金融仲介機関に融資と専門知識を提供し、そ
の金融機関のネットワークを活用して、女性が経営する零細・中小企業へ
の資金の転貸と質の高いサービスを提供するものです。

調達資金の管理
ソーシャルボンドによる調達資金はすべて指定された勘定に移され、適格プ
ロジェクトへの融資を実行するまでの間、流動性に関するIFCの保守的な
方針に則って運用されます。このサブポートフォリオは、ターゲット層を
はじめとする支援対象により良い社会的成果をもたらすこと目的としたプ
ロジェクトへの融資に紐づけられます。

適格プロジェクトは、IFC が全額または一部を出資したすべてのプロジェクト
の中から選ばれます。ソーシャルボンドからの調達資金は、プロジェクトの融
資部分のみに充当されます。

ソーシャルボンドからの調達資金が、IFCにより直接特定の適格プロジェク
トに転貸される場合があります。
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