活動範囲の拡大

イノベーションを重点化

グローバルな影響力の高まり

1980–1981

2001

インドのタタ・グループに対して最初の投資を行う。

IFC60年の軌跡

革新
影響
実績
インパクト
設立後の活動

設立

1948–1949

日本が世界銀行（国際復興開発銀行）に加盟。
IFC 設立。日本は設立当初から加盟。

初の融資を実行：シーメンスのブラジル関連会社
の電気機器製造に 200 万ドルを支援。

1959

初の協調融資の実行：ブラジルのパルプ・製紙
会社チャンピオン・セルロース社に対して融資団を
組成し、200 万ドルの資金を動員。

1960

アフリカへの最初の投資：タンザニア（当時のタンガ
ニーカ）のキロンベロ・シュガー社に対して 280 万ド
ルの融資パッケージを提供。

1961

1985

中国に対して投資環境改善に関する助言を提供。

初の現地事務所を開設（ジャカルタおよびナイロビ）
。

2004

ポーランドの先駆的なマルチトラック民営化プラン
立案を支援し、スバジェンツ家具製造会社の株式
公開を主導。共産主義政権崩壊後の東欧において
広域に展開する小売業としては初めての株式公開。

ジェンダー問題への初の大規模な取り組みを開始：
2006 年、ナイジェリアのアクセス銀行が現地の女性
起業家のビジネス向けに 1,500 万ドルを融資する
ようなプロジェクトを促進。

1992

2004

民間セクターを投資対象とする開発金融機関で初と
なる情報公開政策を策定。

1996

マイクロファイナンスに初の投資：4 つの NGO 組織
によって立ち上げられた投資ファンドであるプロ・
ファンドに 300 万ドル出資。2016 年には、IFC は
マイクロファイナンス分野における世界最大の投資
家となり、そのポートフォリオは 20 億ドルを超える。

1988

中南米累積債務危機において、メキシコの複合企業
数社の債務削減を支援。

1988

最初の株式投資：スペインの自動車部品製造会社
ファブリカ・エスパニョーラ・マグネトス社に約 50 万
ドル出資。

コーポレート・ファイナンス・サービスグループを立ち
上げ、新興国の企業や政府に金融や民営化に関する
助言を提供。

1964

1989

日本は主要借入国。
日本の経済基盤整備を支援するため、
世界銀行の融資によって多数のプロジェクトが実行された。
1961年、
世界銀行は東海道新幹線の建設プロジェクトとして8,000万ドルの融資契約を締結。
プロジェクトファイナンスの先
駆けとなる。
日本は1967年に借入国から卒業。
それに先立つ1960年にはドナー国として国際開発協会
（IDA）
に加盟している。

1991

1994

IFC 東京事務所開設。

初のトリプルA格付けを取得。IFCの多通貨借入プロ
グラム実施の重要な要素。同プログラムは2016年に
は年間170億ドルの規模へ。

2003

初の民間企業主導による電力プロジェクトへの参加：
フィリピンのナボタスガス火力発電所に 4,100 万ドル
を支援。

ロシア初の民営化プログラムの一つを主導。ニジニ・
ノヴゴロドで 2,000 件の事業を競売にかける。

1988

アルゼンチンの経済情勢が悪化する中、アグリビジ
ネスを手がける顧客である AGD 社への 6,000 万ドル
を手始めに、カウンター・シクリカルな一連の投資
を実施。
IFC 独自の原則を基に、主要民間銀行が集まりエク
エーター原則（赤道原則）を策定。商業的 PF 融資
に伴う環境・社会的発展への配慮に関する新しい
協定を確立。

1992

1988

1960年代

1990

新語「フロンティア市場（Frontier Markets）」を
生み出す。

1962

パキスタンのパッケージズ社への初の投資を行う。
同社との関係は現在に至るまで 51年にわたって継続。

日本が IFC の第 2 位の株主になる。

1992

1972–1974

初の中小企業融資プロジェクト：ケニア商業銀行
（KCB）に対し、現地の小規模企業に対する転貸資
金として 200 万ドルを融資。英連邦本部による費
用負担を得て、助言サービスも同時提供。KCB に
よる12 件の融資は借入企業の収益拡大につながり、
7 年後に全額返済された。

1990

10 億ドルの増資を行い、投融資キャパシティが
大幅に拡大。

多数国間投資保証機関（MIGA）設立。

1965

1950 年代～ 1960 年代

初のアドバイザリーサービス：スタッフ2名、コンサル
タント12名を2年間ジャカルタへ派遣し、
インドネシア
初の証券市場創設を支援。

初の上場新興国市場ファンドとなる韓国ファンド
（ニューヨーク証券取引所上場）を立ち上げる。

IFC 設立協定を改定。やがて IFC の収益の鍵となる
株式投資が可能に。

世界銀行グループと国際通貨基金（IMF）の年次
総会を日本（東京）で開催。

IFCと日本
60年にわたるパートナーシップ

1972

1984

1976

1956

1957

資本市場部門を設立し、地場銀行、株式市場、その
他金融仲介機関の強化支援に取り組む。これらは
後に IFC にとって最重点分野となる。同部門による
最初の投資は韓国初の投資銀行 KIFC（韓国投資
金融、現 ハナ銀行）への出資。

日本が世界銀行への第 2 位の出資国となる。

韓国の LG エレクトロニクス社が、IFC から得た
1,410 万ドルの融資・助言パッケージにより国際的な
躍進を開始。瞬く間に、途上国の企業としては世界的
競争力を有する初の企業となり、IFC による融資は
1998 年まで続いた。

1952

ガーナーのリーダーシップのもと、1 億ドルの資本
金で IFC が業務開始。

1971

1984

1974

ガーナーと同僚が、民間投資を促すため、他の機
関と並行で活動し、フルにコマーシャルリスクを取る
新機関の設立を提案。

1956

新興市場データベースを開発。新興市場株式を対
象にする初の株価指数として導入された IFC 投資
（IFCI）指数の基礎になる。のちにスタンダード＆
プアーズ社に売却。

最初の住宅金融支援プロジェクト始動：コロンビア
のダビビエンダ銀行の設立時株主になる。1978 年、
インドの HDFC 銀行に対しても同様の手法を採用。
両行とものちに業界トップの金融機関となる。

ジョン・マクロイ世界銀行総裁が、ニューヨークの
金融家であり民間セクターの役割について先進的な
ビジョンを持つロバート・L・ガーナーを側近に。

2002

IFC が 生 み 出 し た 新 語「 新 興 市 場（Emerging
Markets）
」が途上国に対する金融界の認識を変え、
新しいアセットクラスが確立される。

1973

1947

環境・社会的持続可能性を IFC の全投融資活動に
おける最優先項目の１つに設定。

1981

1981

デモンストレーション効果の発揮

1996

脆弱・紛争影響国への最初の投資の一つとして、
デイトン合意調印後 1 年を待たずボスニアのマイク
ロファイナンスの草分け的存在（現プロクレジット
銀行）の立ち上げを支援。

1996

アフリカ最大の民営化事業を主導：政府が保有する
ケニア航空株 7,000 万ドルの KLM オランダ航空へ
の売却。

1998

アゼルバイジャン、ジョージア、トルコを結ぶパイプ
ライン敷設の大規模案件：BTC パイプライン・カン
パニー社との間で、それぞれ 1 億 2,500 万ドルの
融資契約および協調融資契約に調印。国際石油開
発帝石、伊藤忠を含む国際コンソーシアムが出資。

2010

G20 の要請に基づいて新たに世界銀行グループ主
導で設立された世界農業食糧安全保障プログラム
（GAFSP）において民間セクター向け窓口を開設。
GAFSP への支援金は 12 億 5,000 万ドル。

2011

日本市場で IFC がグリーンボンド発行を開始。初の
IFC グリーンボンドは売出債市場で発行。

2012

世界銀行グループと IMF の年次総会を日本（東京）
で開催。

2012

コートジボワールの紛争終結 1 年後、アフリカ最大
の官民連携事業の一つであり同国最大の火力発電所
であるアジト火力発電所の拡張向け融資を実行。

2013

2015

IFC は持続可能な開発目標（SDGs）の達成におけ
る民間セクターの関わりの重要性を強調するという
重要な役割を担う。アディスアベバで開催された
開発金融カンファレンスで公表された報告書のアイ
ディアの多くに貢献。

2015

世界銀行グループの西アフリカにおけるエボラ危
機への対応の一環として、地場銀行から現地の中
小企業への貸し出し維持をサポートするため 2 億
2,500 万ドルを供与。

2015

日本企業による初のサブサハラ・アフリカでのブ
ロードバンド・インターネットサービス拡大支援：
Afrimax 社に対し三井物産を含む株主と共同出資。
IFC と AMC のアフリカ・ラテンアメリカ・カリブ海
ファンドは新たに 1,400 万ドルを増資。

世界銀行グループの２つの目標を設定。極度の貧困
の撲滅および繁栄の共有の促進を目標に掲げる。

2013

新設した協調融資運用ポートフォリオ・プログラム
（MCPP）
に対して中国人民銀行が 30 億ドルを拠出し、
同プログラムの最初の投資家となる。

2007

2015

現地のニーズを把握し、顧客と緊密な関係を構築
するため、初めての試みとして世界各地に事務所を
開設し、半数以上の職員を現地に配置。

世界最大の銅・金開発プロジェクトであるモンゴル
のオユトルゴイ鉱山に対して、MIGA と共同で、
融資と保証債務を合わせて 22 億ドルをアレンジ。
融資パッケージには水資源の管理に関する戦略的
助言を含む。

2007

創業後 1年のインドの IT 企業 FINO 社に 500 万ドル
を投資。今まで銀行へのアクセスがなかった層に
金融サービスを提供。2016 年までに 2,600 万人の
ユーザーが FINO のプロダクトを通じて金融へのアク
セスを改善。

2015

パリで開催された気候変動枠組条約締約国会議
において、IFC は革新的な気候変動対策ソリュー
ションと共に新興市場における顧客を紹介。

2009

2016

G20 が金融サービスへのアクセス拡大に関する
取り組みを開始。IFC を中小企業向けファイナンスの
アドバイザーに任命。

国際協力機構
（JICA）
がAMCの中東北アフリカ・
ファンドに3,000万ドルを投資。

2009

世界金融危機への対応：中東欧における民間銀行
貸出の維持に向けた国際的な取り組みに対して 20 億
ユーロを供給。

2009

IFC アセット・マネジメント社を設立。最初のファン
ドに国際協力銀行（JBIC）が共同投資。2016 年まで
に総額 90 億ドル超の投資家からの資金を運用する
規模に。

日本企業によるアフリカへの初の本格的な投資：三菱
商事が出資するモザール社のアルミニウム精錬事業へ
5,500 万ドルの融資、6,500 万ドルの劣後ローンを提供。

2014

初のインドルピー建てマサラボンドをロンドンで発行。
オフショア人民元建て債券である点心債の起債で
得た経験を生かし、マサラボンドプログラムで 30 億
ドルを調達。

2014

インクルーシブ・ビジネス・ボンドプログラムを開始。
最初の債券は日本の売出債市場で発行。

1998

アジア通貨危機への対応：韓国顧客の経営強化のため、
期間 5 年、10 億ドル規模のカウンター・シクリカルな
投資・アドバイザリーパッケージを実施。タイ、
インドネシア、
フィリピン、その他の国々の顧客にも同様の支援を実施。
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1970年代 1980年代 1990年代 2000年代
1980 年代～現在

インパクトの拡大

世界銀行グループのパートナーとしての日本の役割が増し、1980 年代には第 2 位の出資国となる。日本は主要ドナー国でもあり、1990 年には日本開発政策・人材
育成基金（PHRD）、2000 年には日本社会開発基金（JSDF）を創設。

現在：日本とIFC

2010年代

日本企業が資金を拠出する IFC のプロジェクトの総額は 48 億ドルを上回り、東京市場は最も重要な資金
調達源の一つ。邦銀は IFC の協調融資パートナーとしての存在感を増している。

