
インフラストラクチャー
民間セクターによる貢献

IFC のビジョン
貧しい人々にも貧困から脱却し生活の向上を図るチャン
スがあるべきです。

IFC の価値観
• 優秀さ
• コミットメント
• 倫理観
• チームワーク
• 多様性

IFC の目的
人々が貧困から脱却し生活向上を図れるよう、以下の形
で貧困層を配慮した持続可能な成長のための手段を創出
する触媒となります。

• 民間企業の発展を目指し、他の資金を動員する。

• 開放的で競争力のある市場の育成を途上国で促進する。

• 不足が発生した時に企業や民間セクターのパートナー
を支援する。

• 貧しく不利な立場にある人々に生産性の高い雇用と基本
的サービスを提供するための支援を行う。

この目的を達成するため、IFC は、個々の企業への介入
（直接投資、アドバイザリー・サービス、IFC アセット・
マネージメント社）、世界規模の集合的アクションの促
進、ガバナンス強化及び基準設定、事業環境整備といっ
た業務を通じて、開発成果を高める解決策を提供します。

援助を最も必要とする場での機会創出
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私たちのストーリーを伝える



上：2012年1月にスイスのダボスで開催された
世界経済フォーラムでの「2030水資源グループ」
（36～37ページ参照）の立ち上げに当たり、 
ネスレ社のピーター・ブラベック・レッツマット会
長とコカコーラ・カンパニーのムーター・ケント最
高経営責任者 (CEO) と話すラース・チュネル長官。

表紙：人口の約75％がいまだに電気のない生活を 
送っているアフリカで、民営化を進めたカメルーン 
の公益事業AES Sonel社。IFCの支援を受け、 
過去10年間で自社の電力システムから36万人以
上の人々に電気を供給しました（14～15ページ
参照）。

インフラは欠くことのできない開発の基
盤です。

世界各地で発展を遂げている経済の土台
には、電力、運輸、給水、そして急速に相
補化しつつあるテレコム、メディア、テク
ノロジーの分野において、よく整備された
効果的なシステムが存在します。こうした
インフラの整備なくては、民間セクターの
成長や、雇用創出、貿易、投資、食糧安全
保障といった重要な指標を用いて測定して
も、所得増大と生活水準の向上はまずあり
ません。

インフラは、主に政府の管轄下にある場
合が多いのですが、民間セクターが重要な
影響を及ぼしうる領域でもあり、多数の利
用者に不可欠なサービスを効率的かつ経済
的に、しかも収益を上げながら提供するこ
とができます。

私は、民間投資家が、優先度の高いイン
フラ施設の機能向上のために資本や技術、
運用管理の専門知識を投入し、多数の人々
に何よりも電力、清潔な水、整備の行き届
いた輸送・通信を提供できるようにした例
をこの目で何度も確かめてきました。環
境・社会の持続可能性の面で高い基準を取
り入れた、こうしたプロジェクトは、人類
全体が依存する脆弱な生態系を破壊せず
に、大きな影響を与えることが可能です。

このようなプロジェクトに対する需要は、 
その実現に要する資金と同様、非常に膨大
です。単一の機関だけではそれを満たすこ

とはできません。そのためにはパートナー
シップの形成が不可欠です。IFCは、特に
アフリカに的を絞ったインフラ整備を最優
先課題の一つとしていますが、その実施に
当たり、世銀や他の国際金融機関、さらに
幅広い層のドナー、パートナー、顧客との
密接な協働を通して進めることを約束して
います。

私どもが強調しているのは、基本的サー
ビスの供給改善に向けた官民パートナー 
シップ (PPP) の形成と導入に関してです。
プロジェクトの設定、資金調達、実施が進
む中で、IFCはその基本的原則を検証し、
教訓を引き出し、成果を高めるためにそれ
らを幅広く共有しています。

本書に掲載された様々なストーリーは、 
「援助を最も必要とする場での機会創出」
というIFCの重点目標を達成する際に、入
念に設計された民間参加こそ、インフラ整
備にいかに重要かを鮮明に物語っていま
す。近い将来、このようなストーリーをさ
らに多く伝えられるよう、協力を惜しまな
い所存です。

インフラストラクチャー
長官からのメッセージ

はじめに

ラース・H・チュネル
IFC長官
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インフラにおけるイノベーション　
民間セクターの重要性

民間セクターは、起業精神と結果重視のアプ
ローチをインフラ整備に導入することで、大き
な成果を上げることができます。

市場原理に基づく解決策は、政府の役割を補
完しつつ、しばしば官民パートナーシップ (PPP) 
を通じて、基本的サービスを安価に幅広く普及
させることができ、地元コミュニティの人々の生活
を目に見える形で向上させます。

IFCが重視しているのは、こうした民間のインフ
ラ・プロジェクトです。そのビジネスモデルは、 
斬新で強い影響力をもつ模範的な案件となります。

IFCは、投融資サービス、アドバイザリー・ 
サービス、資産運用という3つの独自の業務を
併用することで、今日の最も困難な開発問題の 
いくつかに対応するためインフラ産業に支援を
行っています。

•	 気候変動：再生可能エネルギー・省エネ・ 
プロジェクト向け投融資16億ドル以上。

•	 給水：各国が最善の水対策を見出す際に、民
間セクターの発想の取り入れを助ける新しい
協調の取り組み「水資源グループ」を主催 
（36～37ページ参照）。

•	 食糧安全保障：食糧供給チェーンにおける損
失削減と効率改善を目指すプロジェクトを幅
広く支援。例えば、G20の「農業・食糧安全
保障プログラム」の民間セクター向け窓口と
なったり、インドのパンジャブ州で先端技術
を駆使した小麦の新長期貯蔵サイロに800万
ドルの民間投資を動員して同州政府を援助。

•	 脆弱性と紛争：リベリアとハイチ（16～17 
ページ参照）、イラク（28～29ページ参照）、 
ヨルダン川西岸・ガザ地区（44～45ページ
参照）などでのインフラのニーズ対応に有望
な民間資本と専門知識を誘致するための 
支援。

•	 ピラミッドの底辺：Altobridge社の遠隔通信
アクセス・サービス（46～47ページ参照）
のような、最貧層の消費者に特に的を絞った
低料金の民間インフラ・ビジネスの拡大。
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重点分野

アフリカにおけるインフラ
IFCの戦略的優先課題

10億ドルを突破

アフリカ各地で新しい道路や港湾、発電
所が次々と建設されても、この地域に住む
人々と発展中の経済から生まれる需要には
追いつきません。

ガバナンス向上、一次産品価格の高騰、
さらに中国、インドなどの新興国による対
外投資の増大といった一連の要因が重なっ
て、アフリカはこの10年間に前例のない発
展を遂げました。そのGDP（国内総生産）
の伸びは今や、多くの先進国の羨望の的 
です。

アフリカでの継続的な改革プログラムと
IFCの戦略が相まって、この地域の民間イン 
フラを対象としたIFCの投融資と協調融資の
合計は、5年前にはわずか2億ドルだったの
が、2012年には、初めて10億ドルの大台を
突破するという記録的な規模を達成し、IFC
は同セクターを先導する機関となりました。

それでも、課題は多く残ります。近年の
アフリカの発展は、積年の構造問題を浮き
彫りにし、深刻化すらさせており、インフ
ラ強化は発展のペースに追いつかない状態
です。その結果、アフリカの多くの都市で
は、交通渋滞、清潔な水の不足、頻繁な停
電という現実に直面しています。アフリカ

の大半の国民は電気が全くない生活を送っ
ています。

そうした障害を乗り越えることは、雇用
創出、所得増大、生活向上という民間セク
ターの貢献が一つのカギとなります。世銀
の推定によると、国連ミレニアム開発目標
を達成するには、同地域に対し、年間930億
ドルの投資が必要だとしています。これは
現在の歳出の2倍以上に当たります。

IFCの戦略
この金額の大半は国家財政で賄われる必

要がありますが、民間セクターにも重要な
役割があります。アフリカのインフラ対策
を支援することは、この地域におけるIFC戦
略の重要な柱となっており、その目標は、
投融資と助言を併用した解決策を通じて、
基本的インフラ・サービスの効率、経済
性、普及度、そして質を改善することにあ
ります。

IFCは「グリーンフィールド」プロジェ
クトを策定し、既存のインフラ施設を改善
します。その際、出資や準出資を行ったり、
企業の借入資金を提供したり、官民パート
ナーシップ (PPP) 形成や、買収向け融資、
リファイナンスを行います。IFCの焦点は、
近代の経済の構成要素である、港湾、鉄道、
通信、そして再生可能エネルギーを含めた
発電に置かれています。

IFCが資源を集中させている電力セク 
ターでは、2000～12年度のアフリカ・イン
フラ向け投融資契約が、合計5億2,300万ド
ル（プロジェクト数19件）に達しました。
アフリカの紛争後の国々では、業務の的を
さらに絞り込むことにより、インフラの再
建に貢献しました。これらの国では、需要
は膨大でも、それに対応するための資金が
ほとんどない状態です。

先陣に立つ
資金不足はアフリカの一部の開発を中止

に追い込みますが、それ以上に深刻な障害
は、インフラ・プロジェクトの策定と指導
に当たる政府のノウハウが欠けていること
です。そのため、政府は民間セクターの知識
や運用能力、資金の恩恵を享受できません。 

IFCはこの方面でも主導的存在となって
います。取引を開拓するには、時間と努
力、経験に加え、官民の利益の間で釣り合
いをとる能力が必要となります。IFCは、
基本的な公共サービスの提供面で民間セク
ターと関わる方法や、国営企業の改革につ
いて、地元自治体をはじめとするアフリカ
各地の政府に助言を行い、成功を収めてき
ました。

2008～2011年度にかけてのIFCの官民 
パートナーシップ向け支援は、インフラと
保健分野で40億ドル以上の民間資金を動員
できると見込まれており、これにより、 
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写真：再生可能エネルギーへ
の支援は、民間資金を通じた
アフリカのインフラ規模拡大と
いうIFCの幅広いコミットメン
トの一環となっています。

約1,900万人の人々にさらに優れたサービス
を提供できるようになるでしょう。

最 近 成 功 を 収 め た プ ロ ジ ェ ク ト は 、 
IFCが様々な形でアフリカのインフラ構築
を支援できることを明らかに示しています。

例えば、セネガルでは、民間セクターが
「ダカール有料道路」に携わる際の支援を
行い、同国の首都とその周辺の輸送と交易
を 大 幅 に 改 善 し ま し た 。 ま た ト ー ゴ で
は、IFCの投融資と助言を通じた支援が、
同国の電力会社Contour Global Togo S.A. 
による、首都ロメでの100メガワットの地
熱発電所の開発、建設、運営に貢献してい
ます。

こうした例や他の数々のプロジェクトは、 
アフリカが遂げている進歩を色濃く示して
いますが、この地にインフラの強固な土台
を築くには時間と持続的な投資が必要とな
るでしょう。

また、政治的リスク、腐敗、規制面の干
渉は今後も大きな障害となるでしょう。 
しかし、エコノミストやアナリストらは、アフ
リカの発展に伴い、それに魅了された投資
や知識が一段と多く流入し、将来の成長の
牽引力となるという、好循環の見通しを立
てています。
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アフリカ
民間資金を用いた
インフラ整備の 
画期的な事例

電力
コートジボアール

Azito Energie S.A.：この民間所有の300
メガワットのガス発電所は、同国の電力の
3分の1を賄い、長年にわたる不安定な国内
情勢にも拘らず、2000年以来、成功を収め
てきました。

IFCの役割：アフリカ初の主要発電プロ 
ジェクトである、この総工費2億2,300万ド
ルの発電所に対し、国際的な民間銀行や、 
IFC、そのパートナー機関からの資金を供
給する取極めを1999年に結びました。また
現在では、同発電所の拡張に追加資金を提
供する準備を進めています。

輸送
ケニア

Kenya Airways：アフリカ初の航空会社の民
営化に成功しました。1995年にケニア政府が
所有権を7,000万ドルでKLMオランダ航空に
売却して以来、アフリカ全土で空の交通が改善
されました。

IFCの役割：民営化についてケニア政府にアド
バイスを提供しました。IFCが航空会社合計
154社に民営化の計画を打診した結果、British 
Airways、KLM、Lufthansa、South African 
Airwaysといった主要国際航空会社4社が大き
な関心を示しました。同国政府は継続的な交渉
過程を経て民営化事業をKLMに与えました。

重点分野
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通信・メディア・テクノロジー

Bharti Airtel Ltd：インド最大の携帯電
話会社。2010年にクウェートのZain社が保
有するアフリカ資産を107億ドルで買収。
この取引は今日に至るまで世界最大の南・
南 投 資 と な っ て い ま す 。 そ れ 以 来 、 
Airtel社はアフリカで1,000万人の利用者を
追加し、その合計は、ブルキナファソ、チャ
ド、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、 
ガーナ、ガボン、ケニア、マダガスカル、
マラウィ、ニジェール、ナイジェリア、 
セイシェル、シエラレオネ、タンザニア、
ウガンダ、ザンビアの各地で5,000万人に達
します。

IFCの役割：2005年にZain社に買収される
まで、スーダン生まれの起業家モー・イブ
ラヒムが経営していた前身のCeltel社に対
し、初期投融資と継続的なサポートを繰り
返し提供しました。その後、Zain社による
買収に伴い、同国の関連会社数社に追加資
金を供与し、今では新事業主Airtel社の下で
これら企業との関係を継続させています。
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世界的な背景

インフラ
民間セクターの関与： 
構想から結果まで

途上国では、電力や、安全で信頼できる輸
送、近代的な通信、清潔な水といった基本
的なインフラにアクセスできない人々が多
数に上ります。このような障害は、生活水
準の向上を妨げ、雇用創出と貧困削減に必
要な民間セクターの成長を阻んでいます。

インフラの欠陥の削減という公共セク 
ターの取り組みは不可欠ですが、提供でき
るサービスが限定されている場合もありま
す。民間セクターは、必要不可欠な資本、

効率、知識を提供することで、このギャッ
プを埋めることに貢献します。民間セク 
ターは、起業精神に則るアプローチにより、 
高い社会・環境基準や企業の採算性を固守
しつつ、インフラ・サービスへの経済的 
アクセスと質・信頼性の向上を可能にする
プロジェクトを実現可能です。

それは欠かせない作業ですが、特に最貧
国では、困難が伴い時間のかかる作業でも
あります。IFCはこのプロセスの全段階で

規制改革

•	   世銀などの機関と協力して、
主要セクターに競争を導入。

•	   民間運用契約を通じた公益事
業のパフォーマンス強化。

民営委託契約と組成

•	   民間投資を誘致するための条件の
設定。  

•	   官民パートナーシップに関する政
府への助言。

プロジェクトの準備

•	   IFCが後に投融資を行う可能性のあ
る、フロンティア市場向けプロジェクト
の初期コストを賄うため、1億ドル 
のIFC InfraVenturesファンドを設立。

•	   「民活インフラ開発グループ (PIDG)」 
 や「インフラ開発協働パートナーシッ 
 プ基金 (DevCo)」のようなマルチドナー 
 型協調への参加。

IFCの役割
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支援を行い、貧困層に直接的・間接的に大
きな影響を与える画期的なプロジェクトを
実施します。さらに、世銀グループの関係
機関と協働しながら、一貫したアプローチ
でインフラ開発に臨みつつ、他の国際金融
機関やドナーとのパートナーシップを活用
しています。

インフラはIFCが注力する重点分野です。 
このセクターでの契約済みポートフォリオ
残高は現在75億ドルに達しているほか、資

金動員、知識共有、そして官民パートナー
シップに関する助言業務を幅広く行うことで、 
さらなる支援を提供しています。

投融資

•	    融資、出資、他機関からの資金動員を通
じたプロジェクトへの資金提供（IFCア
セット・マネージメント社も含む）。

•	   気候変動向けプロジェクトについてはマ
ルチドナー型の譲許的資金を獲得。この
資金はIFC資金によってマッチングされ
ることがよくあり、低金利貸付、保証、
出資、グラント（無償資金）の形態をと
ることも可能。

モニタリング

•	   プロジェクトがIFCの社会・環境パフォーマン
ス基準と合致しているかを評価。

•	   プロジェクトの結果を追跡し、幅広く反復し、
大きな成果を上げるために学んだ教訓を他者と
共有。
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かつて外界からほぼ完全に遮断されていた
ブータンで、近代化が急速に進んでいます。

同国の2大都市、ティンプーとブンツォリン 
では、職を求めて故郷を後にする人々が急
増しています。両都市にある小さな国営バ
ス・システムは、運行もまばらで通勤者数
の増大に対応しきれません。さらに、車体
の老朽化、長い待ち時間、粗末な停留所施
設などにより、バスを利用したいという人
々の意欲に水をさしています。そのため車
やタクシーの利用者が増え、交通渋滞と公
害に拍車をかけています。

これに対応するため、政府は、この2大都
市の公共都市輸送システムに民間セクター 
を導入するための入札プロセスを検証中で
す。IFCは、車の利用数の削減と渋滞緩和
に役立つクリーンで効率的な公共交通機関
の適切な形態を判断するために同政府に助
言を行っています。

最近開催された数件の例（以下参照）の一
つです。

• 南スーダン：2012年1月
• ナイジェリア：2011年11月
• ギニアビサウ：2011年11月
• カメルーン：2011年4月
• バングラデシュ：2011年3月
• ネパール：2010年12月
• スリランカ：2010年12月

官民パートナー 
シップ (PPP) の 
ワークショップ
知識の共有

この案件は、ティンプーで最近開かれた
IFCワークショップで浮上しました。官民
パートナーシップ形成で20余年にわたる
IFC助言業務から引き出された教訓を共有
する同ワークショップには、公共インフラ
とそのサービスの向上を目指して官民両セ
クターが集いました。IFCは、民間の事業
者が公共サービスを提供するプロジェクト
をこれまでに合計300件以上（95カ国）も
手がけてきました。2008年以後にIFC支援
を受けて実施されてきた官民連携プロジェ
クトは、75億ドルの民間投資を誘引するも
のと期待されています。

IFCはまた、2009年以来、官民パート 
ナーシップに関するワークショップを途上
国の首都で開催し、基本的サービスの提供
能力を阻害する予算面・財政面の制約への
取り組みで各国政府を支援してきました。
世銀と合同で実施されたブータンでのワー
クショップは、困難なフロンティア市場で

写真：ブータンの旧式な都市バス・システムを民間投
資で改善することが実行可能である、というアイデア
が生まれたのは、IFCが2010年12月にこの遠隔の 
国の首都ティンプーで開催したワークショップでした。
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安定的な電力供給：
•	 工業とサービス産業の原動力となり、雇用創出と経済成長の活性化に貢献

•	 学校、病院、診療所に照明を提供

•	 家庭や都市の安全性向上

•	 食糧の生産、加工、貯蔵において農家を支援

…. 電気のない生活を送っている人々は今もなお世界で13億人以上、
アフリカの人口の75％近くに達しています。
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電力

電気のない生活を送っている人々は世
界で13億人を超え、その大多数が途
上国の国民です。この問題が最も深

刻なのはアフリカです。この地域では、電気
がないために、人口の75%以上に当たる約5億
5,000万人の人々が、生活向上に必要な最も基
本的な経済的機会を逸しています。

民間セクターは、こうした人々に電気を初
めて引くだけでなく、グリッド拡張により、
すでに電気を利用している企業にも、より安
定し信頼のおける電力を送るという重要な役
割を担っています。電力不足の解消は、ビジ
ネスの生産性向上と成長促進に不可欠であ
り、これら企業による雇用創出と貧困削減が
可能になります。

気候変動は、こうした問題に取り組む際の
基本的な関心事です。今日のエネルギー消費
量の75％以上は化石燃料で賄われており、気
候変動の原因となる温室効果ガスを発生させ
ます。再生可能エネルギーの商業利用を拡大し、 
より多くの省エネ策を講ずることは、低炭素
社会への移行に欠かせないステップであり、
同セクターにおけるIFC戦略の重要な一部と
なっています。2007年以来、IFCは、再生可
能エネルギーと省エネ・プロジェクト向け投
融資を当初の年間4億4,000万ドルから20億ド
ル余りへと5倍以上も拡大しました。



カメルーンは今日、サブサハラ・アフリ
カの平均の2倍に近い、国民の49％に電力
を提供しており、このセクターで大きな進
展を遂げています。

この特筆に値する実績は主に、民間セク
ターが10余年にわたり継続的に関与してき
たおかげです。そのきっかけは、IFCが
2001年に同国電力部門の民営化プロセスに
ついての助言を同国政府に行ったことで
す。その結果、世界有数の大手電力会社
AES Corporation（本社：米国）が同国の
国営公益事業Sonel社の支配権を7,000万ド
ルで買収し、この国の電力改善に長期的に
取り組むことになったのです。

当時、電気にアクセスできた人々はカメ
ルーンの人口の3分の1以下だったため、新
設されたAES Sonelは、アフリカ有数の大
規模な民間インフラ・プロジェクトを立ち
上げました。その最初の3億4,000万ドルの
プログラム（5年間）は、IFCとその他の開
発金融機関による協調融資で賄われまし
た。AES Sonelは民営化されて以来、 
10億ドル以上の投資を行い、34万人近い人
々に電力を供給しました。加えて、送電線
の修復や、壊れたメーターの交換を行った
ほか、料金を支払わずに電力を使用する違
法利用の数を削減しました。

このように多数の成果を上げましたが、
課題もまだ残ります。

民営化の効果
新たに34万世帯に電力を 
供給

カメルーン

電力需要は年間平均9％の勢いで増え、電
力不足に陥ることは頻繁です。調査による
と、地元のビジネスはいまだに、十分でな
い電力供給が自社にとっての最大の問題の
一つであり、自国のGDP成長を阻害してい
る原因と見ていると述べています。市場か
らの資金調達が困難な状況で、開発パート
ナーは、電力供給量の拡大に要する多額の
資金を新たな方法で調達する必要性に迫ら
れています。

IFCは2011年に、同国初の独立系発電プ
ロジェクト (IPP) であるドゥアラ近郊の 
Dibamba発電所（86メガワット）の資金調
達を支援しました。それに続き、同年後半に
は、同国の沖合いに多量に埋蔵された天然ガ
スを初めて商業用に利用するKribiプロジェ
クト（216メガワット）に対し資金供与を行
いました。

Dibamba発電所と同様に、Kribi発電所
もAESと地元政府の間で進められた官民パー
トナーシップの一例です。IFCは、総額2億
6,300万ユーロ（3億6,000万ドル）のプロ
ジェクトに6,000万ユーロ（8,600万ドル）
の直接融資を行い、さらに、パートナー機関
と連携してそれ以上の金額の融資パッケー
ジをKribiのために取り付けました。加え
て、同国初のインフラ向け現地通貨建て長
期貸付を可能にするため、国際開発協会 
(IDA) の部分的保証を受けるべく世界銀行

長期的な改善を可能にする民間投資

14   電力



と協働しました。さらに、スタンダード・
チャータード銀行が主幹事を務める現地銀
行のシンジケート団が6,000万ユーロに相当
する金額を供与し、この国の電力セクター
の進展に貢献し、アフリカの他の国々が従
うべき模範を示しました。

写真：長年、電気のない暮らしだったカメルーンの
フォパム・トーマス（左）。2001年にIFCの多額の
融資で民営化された国立公益事業をAES Sonel社が
買収したおかげで、今では電気を利用することがで
きます。同社がその後建設した一連の新規発電所に
より、同国の電力供給量は増加しつつあります。
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14年に及ぶ内戦でインフラのほとんどが
破壊されたリベリアに再び照明が戻りつつ
あります。

戦闘（2003年に終焉）で特に大きな打撃
を受けたのは、国営企業Liberia Electricity 
Corporation (LEC) の監督下にあった電力
セクターです。同国の発電所は壊滅し、 
発電機から電線に至るLECの機器は事実上
一つ残らず略奪されスクラップとして売却
されました。

リベリア政府は2006年に、家庭やビジネ
スに再び信頼できる電力を供給するため 
意欲的な計画を立ち上げました。電力セク
ターの復興には多額の投資と技術移転が 
必要です。そこで政府は2007年にこのセク
ターへの民間セクター参加を促すための助
言をIFCに求めました。

その結果、IFCの助力の下、LECとカナ
ダのManitoba Hydro International (MHI) 
の間で官民パートナーシップが形成されま
した。2010年に結ばれたこの契約には、 
MHIが5年間LECを経営し、近代的システ
ムの運営能力を完全に回復することが規定
されています。欧州連合 (EU)、ノルウェー、 
米国国際開発庁 (USAID)、世銀は8,000万
ドル近いグラント（無償資金）をシステム
拡張のために提供しています。

モンロビアで4人の子供たちと一間暮らし
をしているマーシャ・ソープは、全国的な
電力グリッドに接続されるまで、料金の高

通電
内戦終了後の電力復旧

リベリア/ハイチ

い電力会社に1日約3ドルも支払ってきまし
た。MHIがLECの民営化を進めた結果、 
現在の料金はそれより遥かに低額です。 

「子供たちは電灯の下で勉強できます」と
マーシャは言います。「電気のおかげで本当
に暮らしが向上しました。電気料金の支払
いと子供の学費の足しにするため、冷凍庫
を購入して氷や冷水を売っています」

この計画は、新たに3万3,000件にサービ
スを提供する予定で、その多くは低所得世
帯です。これまでのところ5,600世帯・企業
がすでに接続され、LECの全般的パフォー
マンスも向上しています。斬新な結果重視型
ア プ ロ ー チ で あ る 「 成 果 ベ ー ス の 援 助 
(OBA)」を用いて、低所得世帯を対象に、
さらに万6,800件の新規接続を追加する予
定です。「成果ベースの援助に関するグ 
ローバル・パートナーシップ (GPOBA)」
は、IFCや他のドナーからの資金配分を補

困難なフロンティア市場で成果を
上げる斬新なアプローチ

右：今では家に電気が引かれ、
ビジネスに使うための冷凍庫を
購入したリベリアのマーシャ・
ソープ。
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うため、1,000万ドルの無償資金を提供して
います。GPOBAは、新規接続1件につき
595ドルをLECに支払います。これにより、
リベリアの首都での電力利用率は0.6％から 
8％へと向上しました。

脆弱国の復興支援はIFCの優先課題で
す。ハイチでは、内戦ではなく自然災害に
より壊滅的被害を受けました。同地では、 
20万人もの犠牲者を出した2010年1月の大
震災以来、IFCの顧客E-Powerにより、首
都ポルトープランスで発電量が35%も拡大
されました。

E-Power社は電力を政府の公益事業体に
契約販売しています。ハイチの実業家、 

ダニエル・ルージェの監督下で、同社は、
長年、停電に悩まされてきた同市の安定化
に寄与しました。

「日夜、電気が通じるようになり、以前
よりずっと良くなりました」と診療所の管
理者ジャンヴィエ・スミスは言います。

リベリアでアドバイザーを務めたIFCは、
ハ イ チ で は 金 融 機 関 と し て 自 己 勘 定 で 
1,700万ドルの融資を行い、さらにオランダ
の開発金融公庫 (FMO) から1,200万ドル
を動員しました。各々の援助の手段こそ違っ 
ていても、結果は同じです。民間セクター
を支援して、家庭や企業に明かりを灯して
いるのです。

写真：IFCの支援を受けた官民パートナーシップの下で 
現在、カナダ企業によって運営されるリベリアの電力
事業。モンロビアで3万3,600件の新規接続を目指し 
作業に余念がない（左上、上）。民間企業E-Power社 
もIFCの支援を利用して、ハイチでサービスの拡充を
図っている（左下）。
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インドは、10年以内に、合計発電量とし
ては世界有数の規模を誇る、2万メガワット
以上のグリッド接続型太陽光発電所を各地
に建設して、石炭への依存度を低減する計
画を立てています。

この意欲的な目標を実現するには推計
600億ドルもの投資を必要とし、民間セク
ターなしでは達成が不可能です。この計画
は、世界が発電所規模のソーラー・プロ 
ジェクトへと移行する中で発表されました。 
IFCはこうしたプロジェクトを新興市場に
導入する支援を行っています。太陽光発電
コストが急速に低下し、他の発電手段との
競争が可能になったため、再生可能エネル
ギーを支援する起業家にとっては絶好の 
チャンスとなっています。

IFCは、この産業の円熟化に大きく貢献
できる顧客、すなわち、IFCの投融資や助
言を利用して、実現可能な新ビジネスモデ
ルを開拓するために知識や技術の移転を行
える企業に支援を行っています。

インドでは、こうした企業が太陽光発電
のパイオニアとして新旋風を巻き起こしていま
す。アーンスト・アンド・ヤング社によると、
インドは現在、米国に継ぎ世界で2番目に注
目される太陽光市場です。

この事業がまだ未熟な段階だった2010年
に、IFCは、同国初の大規模な太陽光発電
所を開発するAzure Power Private Ltd. に
1,000万ドルの出資を行いました。パンジャ

太陽光発電
拡張可能なグリッド 
接続型

インド

ブ州の32の村落に電気を支給するための2メ
ガワットの発電所です。今日、グリッド接続
型の太陽光発電ではインド有数の企業へと
発展したAzure社は、2014年までに合計
100メガワットの太陽光発電所を全国各地
に建設する計画の一環として、最近、砂漠
の低所得州、ラジャスタン州に5メガワット
の発電所を開設しました。

IFCが発電所規模の太陽光事業に関わり
始めたのは、IFCの管理下にあった400万ド
ルのGEF（地球環境ファシリティ）グラント
が、当時、グリッド接続型としては途上国 
最大と言われた発電所の開設でフィリピン
の民間公益事業体CEPALCOを支援した 
2004年のことです。もう一つの例は、IFC
の現地顧客Moser Baer Clean Energy 
Limitedが、インドのタミル・ナドゥ州で、 
2010年にIFC融資を受けて建設した5メガ 
ワットのシバガンガ発電所への支援です。

また、500万ドル相当の現地通貨建て
IFC融資は、5メガワットの太陽光発電所の
初建設に当たるMahindra Solar Oneを支援
し、ラジャスタン州の農家約6万世帯に十分
な電力を供給しています。2010年に設立さ
れた同社は、地元の「ソーラー革命」で先
駆的存在になることを意図し、農村電化は
もとより、貧困層を配慮した持続可能な経
済成長の達成に役立つ他のニーズに応えて
います。最近、同州で別の30メガワットの
発 電 プ ロ ジ ェ ク ト を 授 与 された同社の 

太陽光発電で高い目標を掲げる
インド。IFCはその達成に向け
民間セクターを支援。

写真：ドイツは現在、大規模な太陽光
発電で世界を主導し、2万8,000メガ
ワットの電力がグリッドに接続されてい
ます。インドは、10年以内に2万メガ 
ワットを接続する計画で、ドイツに追
いつく日もそう遠くないでしょう。
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写真：Azure Power社の創設者 
インデルプリート・ワドワ。インド
の太陽光発電の若きパイオニア
の一人として活躍しています。

ラジャスタン州事業体は、インドの膨大な
エネルギー・ニーズに取り組む際に、大規
模な太陽光発電所が商業として成り立つ可
能性を示す初期の兆しといえるでしょう。
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模範的な事例ほど強い影響力をもつもの
は余りありません。

IFCはこれをパキスタンで実践していま
す。風力発電のパイオニアがこの市場で先
行優位性を確立するのを助け、再生可能エ
ネルギーがビジネスとして成り立つことを
示し、他者の追従を可能にしているのです。

このIFC顧客は、プロジェクト開発と技
術/建設の両部門を備えたトルコ業界のリー
ダーZorlu Energy Groupです。IFCは
2009年に、現在もトルコ最大の民間風力 
発電施設である135メガワットのRotor 
Elektrikプロジェクトに融資を行いました。 
同国の民間風力発電産業は開花したばかり
ですが、2020年までに1万メガワットを供
給すると期待されています。

Zorlu社は、この注目されるプロジェクト
に携わる傍ら、パキスタンの風力発電の潜
在性にも着目し始め、現地の公益事業体の
最初の発電プロジェクト（6メガワット）に
自社資金を提供しました。やがて事業拡張
が可能になったZorlu社は、カラチの東100
キロの同じ場所に50メガワットの新施設を
建設する20年契約の交渉を、パキスタン全
土をカバーする送電会社と行いました。

慢性的電力不足に悩まされるパキスタン
は、風力発電の開発を是非とも必要としてい
ます。高価な原油とは反対に無料の資源であ
る風力は、温室効果ガスも排出しません。

風力発電
成功例

パキスタン

しかし、Zorluのプロジェクト・デザインは
健全でも、融資先を見つけることは困難で
した。外国の銀行は、高リスク国での先進
的プロジェクトにほとんど関心を示しません。

IFCは1994年以来、パキスタンで独立系
地熱発電プロジェクト8件、水力発電プロ 
ジェクト2件に資金を供与してきました。 
さらに、最近では、メキシコ、ルーマニア
などの国で同様のプロジェクトを支援して
きたIFCは風力発電についても豊富な知識
を有しています。IFCは、償還期間12年の
3,810万ドルの融資を行い、このプロジェク
トの必要資金の調達を2011年10月に終了さ
せました。これにはアジア開発銀行、ECO
貿易開発銀行、パキスタンのハビブ銀行か
らの追加融資も含まれます。同プロジェク
トは、2013年に、世界一の風力発電機器 
メーカーであるVestas製（本拠：デンマー
ク）の新型風力タービンを使って、操業を開
始する予定です。

この模範例に基づき、現在、他の10社余
りの民間事業体がそれぞれ50メガワットの
風力発電施設の開発を進めています。再生
可能エネルギーは良いビジネスであること
を示すことにより、同プロジェクトは発電量を
遥かに超えた成果を上げているのです。

トルコからパキスタンへの 
技術移転
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写真：トルコ企業のZorlu Energy Groupがパキス
タンで建設した小型風力発電施設（右上）は現在、
同社のトルコのモデルに基づいて（左）拡張され、
そのタービンにはVestas社の技術が活用されてい
ます（右下）。
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チリでは、流れ込み式の民間小型発電所
が成功しています。短期間で建設でき、採
算がとれ、気候変動の原因となる温室効果
ガスを排出しないからです。

自然に流れ落ちる水の威力を利用したこ
の発電所にはダムも貯水湖も不要な上、大
型水力発電所につきまとう環境・社会問題
も一切なく、低コストのクリーン・エネルギー 
対策にうってつけです。チリでは2008年以
来、民間の独立系「ミニ水力発電所」を 
20カ所追加して、合計約110メガワットを
発電しています。これは、最高1万2,000メ
ガワットの発電が可能な地元新産業の始ま
りとなりそうです。

しかし、常に順調だったわけありませ
ん。誰かが最初の一歩を踏み出さなければ
なりません。

チリでそれを始めたのは、現地の起業家
カール・ウェーバーでした。

同氏が2005年にチリのマウレ地方を初め
て訪れたときのことです。サンチャゴの南
300キロにある農場で、イタリア人投資家
が、新工場に利用するための水を灌漑水路
から引く権利の取得を考慮中だから一緒に
行かないかという友人の誘いを受けた彼は、
この場所で誰も気がつかなかったある光景
に出会ったのです。地元の水力発電業界で
15年の経験をもち、一目を置かれていた彼
は、近くの細長い自然のクレバスを激しく

小型水力発電
起業家によるエネルギー
対策

チリ

流れ落ちる水を見て、これは大いにビジネ
スの可能性があると考えました。

「長い間、この水が存在していたのに、
誰も利用しなかったなんて信じられません
でした。一目見てできそうだと思いました。
だから『これ、チャンスじゃないか！』っ
て言ったんです」。彼は当時を思い出して
そう語りました。

ウェーバーは、この水流を利用した20メ
ガワットの発電施設の建設を立案するた
め、Hidromaule S.A. という合弁会社をイ
タリア人投資家と設立しました。アイデア
は健全でした。しかし地元銀行からは、未
試行の案件だから、多額の保証がなければ
融資は無理だと断られました。リスクを積
極的に引き受ける新たな金融機関がいなけ
れば、とうてい実現は不可能だったのです。

IFCは、彼とそのビジョンに確信を抱きま
した。IFCが2007年に提供した1,970万ドル
の融資パッケージ（うち1,200万ドルはノル
ウェーの銀行DNBから動員）のおかげで、 
Hidromaule社は、収益の上がるビジネスモ
デルを基に、わずか15カ月で発電所をオー
プンし、他の事業者に参考となる画期的な
道を切り開いたのです。KPMG社の2010年 
の 「 イン フラストラクチャー ・ ジャー 
ナル」は、Hidromauleを「ワールド・クラ
ス」と称し、世界で最も興味深い事業100社
に挙げました。

川の流れを利用した発電
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「IFCの支援なくては何もかも不可能だっ
たでしょう」と彼は言います。

現在のIFCの課題は、この成功を礎に、再
生可能エネルギーという重要な分野で他者の
「初の試み」を支援するため、チリのみなら
ず、南米、そして全世界で同社から学んだ教
訓を活かしていくことです。

写真：チリでトレンドを確立したHidromaule社のプ
ロジェクトは、農家の灌漑水路からの水を下降させて 
20メガワットの電力を発電。起業家のカール・ウェー
バーは、このアイデアをIFCに提示して融資を受ける
ことができました。
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近代的な輸送インフラの利点：
•	 輸送時間の短縮によるコスト削減。それを通じた成長と開発の促進。

•	 各国を世界市場に接続。

•	 農家の産品を良好な状態のまま買手に届けることに貢献。

•	 コミュニティと市場の間、そしてコミュニティ間を結び、人口が急増する都市の
生活を向上。

…. 全天候型の道路にアクセスできない人々は世界で 10億人に達し、途上国では、 
未整備な輸送体系がビジネスを大きく制約していると指摘する企業が全体の半数以上に及びます。
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輸送

成長と貿易は複雑に絡みあい、しかも輸送
に大きく依存しています。

人と財を効果的に輸送できなければ、民間
セクター開発は極端に限られたものとなりま
す。近代的な港湾、空港、道路、鉄道、通信
のインフラが開発に不可欠なのは、まさにそ
のためです。世界人口が70億人から90億人へ
の増加が見込まれ、途上国が成長の大半を 
担っている中、今日ほど輸送の重要性が高まっ
ている時期は恐らく他にありません。多額の資
金をインフラに投じてきた国々はその恩恵を
享受していますが、不十分だった国々では経
済成長の阻害に直面しています。

この分野での各国政府との関わりで多大な役
割を果たす世銀業務を補完しながら、IFCの 
投融資とアドバイザリー・サービスは、万人
のためになる安価で整備された民間のインフ
ラ・プロジェクトを支援しています。こうし
たプロジェクトは、所有権を有していても、
あるいは委託契約であっても、輸送費や在庫
の削減、作物の損失低減、労働者の生産性向
上といった、健全で発展中のビジネス・コミュ
ニティの基盤作りに貢献します。また、こうし
た措置は、民間セクターの国内の運営能力を
大幅に改善します。

さらに、サプライチェーンが国境や地域を
超えて網の目のように張り巡らされ、休みな
く進行する今日のような国際貿易の環境で
は、このような対策は国際競争面でも不可欠
です。そうした対策がなければ、各国の輸送
体制、流通支援、貿易関連のインフラやサー

ビスは多分に、非効率的で不十分なまま取り
残されてしまいます。その結果、特に重要な
一次産品の貿易の低下に伴い、以下のような
現象が起こります。

•	 各国では経済成長の必須要因が失われる。
•	 企業では収入源が絶たれ、雇用の必要性が

なくなる。
•	 人々は生活と生計に必要な財にアクセスで

きなくなる。

貿易が縮小すると、特に貧困層が大きな打
撃を受けます。貧しい人々は、供給不足が生
じるとその影響をもろに受け、さらに頼みの
綱である雇用先のバリューチェーンが崩壊す
るといっそう困窮に陥ります。貿易を支える
物理的インフラが改善されてこそ、進展の道
が切り開かれるのです。



ブラジルは活況に満ちています。大豆、
砂糖、牛肉の輸出で世界に食糧を供給し、
他の多数の一次産品の生産により、経済を
堅調に保っています。

力強い経済は輸入増大も促します。しか
し、それはまだ始まったばかりで、国際貿
易の潜在的可能性を十分に実現するには 
インフラの改善が不可欠です。

時代遅れの港湾は最大の問題の一つで
す。貨物の積込みや積下ろしに遅れを出し、
流通コストを増大させるからです。

ブラジルは他の多くの面で成功を収めま
したが、港湾インフラの点では、世界経済
フォーラムの国際競争力指標で最下位に近
い状態です。今日の10万トン級の大型輸送
船を扱うのは困難です。この問題は、輸出
入業者、労働者、消費者、そして公共ニー
ズ対応のための税収を必要とする政府など、
あらゆる関係者に影響を与えます。

港湾の拡充
協調融資で実現

ブラジル

この難関を打開するため、世界有数のコ
ンテナ・ターミナル事業2社（Terminal 
Investment Ltd. およびAPM Terminals）
の協働により、経済の中心であるサンパウ
ロから60キロ離れた同国最大のサントス港
の拡大が進められています。

Brasil Terminal Portuário (BTP) と呼ば
れるこの合弁会社は、かつてのごみ廃棄場
に世界クラスの新しい港湾を建設中です。
その実現に当たり、ラテンアメリカで最大
のIFC協調融資が貢献しています。2013年
初期に完成されるこの新しい港湾により、
サンパウロのサントス港のコンテナ取扱い
能力は40％向上し、ハイテク貨物取扱いシ
ス テ ム の 完 備 で 効 率 が 改 善 し 、 さ ら に 
1,500人もの正規雇用が創出されます。

後援企業は、必要資金6億7,900万ドルの
長期プロジェクト・ファイナンスをブラジルの
銀行から調達できなかったため、IFCに支援
を求めました。それに応え、IFCは償還期間

欧州の銀行団から 
5億8,200万ドルを動員
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10年の9,700万ドルの融資を自己勘定で 
行ったほか、フランスのBNP Paribasと
Crédit Agricole、ノルウェーのDNB、オラ
ンダのING Capital、ドイツのKfW Ipex、 
スペインのBanco Santanderといった欧州
銀行6行から合計5億8,200万ドルの協調融
資を組成しました。

この協調融資は、優先的に弁済を受けら
れるIFCの地位を各銀行が享受できる仕組
みになっているため、融資契約書の条件が
減り、銀行にとっては自己資金の効率的利
用が可能になった上、同プロジェクトにとっ 
ては従来では不可能な長期の貸付を受ける
ことができたのです。

写真：長い間、ブラジルの時代遅れの港湾を利用でき
なかった今日の大型船も、IFC顧客であるBTPが建設
したサンパウロ近郊の最新ターミナルなら（上）頻繁
に利用できるでしょう。
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紛争後の国々は、民間セクター主導型の
成長を通じて雇用創出や生活向上を図るこ
とで、経済回復に尽力すれば、紛争の再発
を未然に防ぐチャンスが最も高いという調
査結果が出ています。

イラクに住む20歳代初めの兄弟、サミー
ルとサルマド・シミールは、このことをよ
く理解しています。二人は、ウンム・カス
ル港の拡充のため、2010年以来、IFCの顧
客であるGulftainer Co. によって雇われた
100人以上の労働者の一員です。

以前は港湾の様々な企業で労働者として
気ままに働き、家族の自動車修理業を助け
ていた二人は、現在、Gulftainer社の包括
的トレーニング・プログラムを通じて新た
な技術を身につけつつあります。

「いままでの仕事は、工場の機器を操作
する経験ぐらいでしたが、正式な訓練は一
度も受けたことがありません」と二人は言
います。「どうしてもGulftainer社に加わ
りたいと望んだ理由もそこにあります。 
この会社は、インフラや設備だけでなく、
人材育成にも投資するという定評があるか
らです」

1958年以前は小さな漁村だったウンム・
カサルは、1968年の新施設の完了に伴い、
イラクで唯一の深水港となりました。今日
もその役割は変わりません。国土は広大で
も海岸線が少ないこの国の主要港として活

港湾の復興を 
通じた流通支援
紛争後の回復に貢献

イラク

躍し、何年もの混乱から立ち直ろうとして
います。

7つの海を舞台にした「千夜一夜物語」の
伝説に登場するシンドバッドの故郷に近い
と言われるウンム・カサル港は、数年にわ
たる最盛時を境に老朽化が進みました。混
雑と滞留が重なって、2009年には貨物取扱
料が世界でも数少ない高額の港だと、IFC/
世銀の共同報告書「ビジネス環境の現状」
の指標が示しています。そのため、2011年に
はイラクの輸入品目のうち、自国の港湾に
入港した品目はおよそ3分の1に過ぎないと
推定されています。それに代わり業者の大
半は、クウェート、トルコ、ヨルダンの各
港で荷を下ろし、そこからトラックで輸送
する方法をとっています。

これを改善するため、イラク政府は2010年 
に、ウンム・カサル港の拡充に向けた10年
契約をGulftainer社に授与しました。アラ
ブ首長国連邦のシャルジャに本拠を置く同
社は、港湾のインフラと流通支援サービス
を極めて効率的に提供することで知られて
います。船舶の離着岸が速い同国のコール
ファカン港は、国際貨物船の人気を集め、
ドバイで開かれた恒例の「サプライチェーン・ 
輸送賞」の場で「シッピング・ポート・ 
オブ・ザ・イヤー」の栄誉を受けました。

この重要なインフラ投資の資金を提供す
るため、IFCは2010年に、4,500万ドルの
融資を同社に行いました。償還期間10年の

民間の資金と専門知識を用いた
港湾の復興
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この貸付で、同社は、この種のプロジェク
トに不可欠な長期的アプローチをとること
ができました。これにより、同社は、新し
い機器や管理者を配備して、コンテナの積
込み・積降ろしの速度を高め、これまでの非
常に低い水準を国際基準にまで引き上げ、 
船荷会社に恩恵をもたらしただけでなく、
バスラやバグダッドなどの都市へのトラッ
ク輸送も、世銀の1億3,500万ドルのIDA融
資を受けて補修が進められている道路を 
通って、速やかに行えるようになりました。 

世銀グループの各種融資は、食糧や生産財
の供給量を高め、回復の道を歩むイラクに
貢献しています。

写真：イラクのウンム・カサル港の近代化に当たる 
IFC顧客Gulftainer Co. Ltd. の現場で、父親のハイ 
ダル・シミール（中央）の監督の下で働くサルマド
（左）とサミール（右）の兄弟。
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ケニア/ウガンダ

鉄道
再生への取り組み

整備の行き届いた港湾と鉄道。両者の組
み合わせは大きな威力を発揮します。

鉄道は普通、トラックより迅速に、しか
も環境をあまり汚染せずに、大量の貨物を
沿岸との間で効率的に移動させ、海外との
貿易だけでなく、国内の交易にも役立ちま
す。ラテンアメリカの例にあるように、適
切に運営された民間の鉄道は、ビジネス、
開発、環境のすべてに貢献し、まさに一石
三鳥の役割を果たします。

この新しい動きこそ、ケニアとウガンダを結
ぶ全長2,352キロの歴史的なRift Valley 
Railwaysです。破綻寸前だったこの鉄道の
支配権を2010年に取得した民間企業が、 
IFCとチームを組んで、この鉄道の再生に
向け、3億ドル以上を投資しています。ま
た、ラテンアメリカで最良の鉄道のいくつ
かを運営するブラジル系企業が現在、技術
支援を提供しています。

経験豊かな経営陣を配備しただけで、大
きな改善が見られました。アフリカ東部最
大の港モンバサからナイロビまでの路線の 
主要運行時間が最高で30%短縮したのです。
モンバサとカンパラの間でも同様の改善が
見られます。こうしたサイクルタイムの短
縮により、路線の貨物輸送量も8%増大して
います。また旅客列車の一日の運行本数も 
8往復から16往復へと増え、列車100万走行
キロ当たりの運転事故件数も44%低下しま
した。

1896年にモンバサで植民地の土木事業プ
ロジェクトとして始まったこの路線はわずか 
3年後にナイロビに到達し、その後1936年
にカンパラまで延長され、アフリカ東部の
門戸を世界に開放しました。しかし、国営
事業であった1980～90年代に破綻をきたし
ました。今日、この地域で大勢を占めるト 
ラックの輸送料は高騰しています。調査に
よると、効率的な鉄道網を敷設すれば、最
高35%もの輸送料低減が可能だと述べてい
ます。

IFCは2005年に、この路線の民営化につ
いての助言をケニア政府に行い、その1年後
に入札に成功した南アフリカ主導のコン 
ソーシアムに融資を提供しました。しかし、
このグループが財政困難に陥ると、IFCは教
訓を学び、このプロジェクトのビジネスと
しての可能性を常に支援しつつも、それ以
上の対策は講じませんでした。その後、エ
ジプトに本社を置くプライベート・エクイ
ティ会社Citadel Capital SAE（運用資産 
42億ドル）と現地パートナー2社によって
設立されたプラットフォーム会社、Africa 
Railways Ltd. (ARL) がこのプロジェクト
を取得すると、IFCをはじめ、IFCアセッ
ト・マネージメント社の運用する「IFCア
フリカ・ラテンアメリカ・カリブ海ファン
ド (ALAC)」、さらにIFCのパートナーであ
る一連の欧州開発金融機関がCitadel社と共
に資金を拠出しました。

モンバサからカンパラを結ぶ
主要輸送路の活性化
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写真：今や民間鉄道会社となった
Rift Valley Railwaysはその路線を 
素早く改善して、ケニアやウガンダ、 
そして近隣国の貿易フローの増大に 
貢献しています。

ARLは、新たな設備投資に着手し、さら
により安全で高速の鉄道を建設するため、
ブラジルの América Latina Logísticaから
専門家を招き入れました。こうした再建作
業は、ケニアやウガンダだけでなく、やが
てはルワンダ、ブルンジ、南スーダンのよ
うな内陸国もこの路線にアクセスするのに
役立つはずです。
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有料道路
ルタデルソル・ハイウェイ
の民間委託契約

コロンビア

コロンビアの27億ドルの道路
プロジェクト。単一の官民パー
トナーシップとしてはラテンアメ
リカで最大。

国際競争力の強化を目指す国には、よく
整備された道路のインフラが必須です。

適切に設計された道路であれば、物資の
鉄道輸送を補完する形で、時間の無駄を最
小限に抑えながら内陸から沿岸の港までの
トラック輸送が可能になります。道路はよ
く政府の管轄下にあると見られていますが、
万人に恩恵をもたらし、採算の取れるビジネ
スでもあります。

これを念頭に、コロンビア政府は、ルタ
デルソル・ハイウェイの建設と拡張に向
け、27億ドルのプロジェクト資金の組成を
支援してほしいとIFCに求めました。

全長1,071キロのこの道路は、コロンビア
の首都ボゴタを、カリ、メデジンなどの主
要都市やカリブ海沿岸と結んでいます。同
国の山岳地帯を貫くこの道路は、トラック
で4時間、乗用車で3時間の短縮が可能で
す。さらに道路の安全性が高まり、輸送コ
ストも削減できます。

1990年代初期に、道路の民間委託契約に
失敗したコロンビア当局は2007年に、将来
のモデルとすべき新たな民間委託契約の組
成で支援を受けるためIFCをアドバイザー
に据えました。その結果、プロジェクトは、 
資金調達のためと、単一の事業体による運
営リスクを回避するため3つの工区に分割さ
れました。また、このプロジェクトは、政府拠
出金と以後7年間の有料道路の通行料の合計
8億ドルに加え、民間セクターから総額 

19億ドルの融資と出資を調達するなど、 
単一の官民パートナーシップによる道路プ
ロジェクトとしてはラテンアメリカで最大
となりました。

3つの道路工区のそれぞれには、政府の上
限をかなり下回る価格で応札し、その価格
で落札された以下の民間事業体3社が選ばれ
ました。

•   Consorcio Vial Helios：Grupo 
SolarteおよびConConcreto（コロンビ
ア）とIecsa S.A.（アルゼンチン）によ
るコンソーシアム

•   Concesionaria Ruta del Sol SAS： 
Constructora Norberto Odebrecht 
（ブラジル）およびCorficolombiana 
（コロンビア）によるコンソーシアム

•   Yuma Concesionaria S.A. PSF： 
Impregilo（イタリア）および
Bancolombia and Protección（コロン
ビア）によるコンソーシアム  

官民インフラ助言ファシリティ (PPIAF) と 
IFC・米財務省信託基金もこのプロジェク
トに資金を提供しました。また第2工区は、
「プロジェクト・ファイナンス」誌の2010年 
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「トランスポテーション・ディール・オブ・
ザ・イヤー」に選ばれ、さらにIFCは「ラ
テン・ファイナンス」誌の2011年「ベスト
多国間/開発銀行」の栄誉に輝きました。こ
れを弾みとして、IFCは現在、コロンビア
の新たな有料道路建設の委託契約（200億
ドル）に助言を行っており、今後6年以内に
契約が纏まる見通しです。

写真：新たな民間投資で復旧作業
が進むコロンビアの主要幹線道路、 
ルタデルソル・ハイウェイ。
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いつでも容易に信頼して飲める清潔な水：
•	 人々の健康と生産性の高い生活を可能にする。

•	 工業、農業、コミュニティの開発ニーズに不可欠。

節水は、事業のコスト削減だけでなく、希少な資源の有効利用の促進に役立ちます。これ
には、人々の健康と環境の保護に不可欠な、管理の行き届いた排水利用も含まれます。

…. 清潔な水にアクセスできない人々は世界に10億人以上、衛生施設のない人々は30億人
近くに上ります。
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今日の人口増加と経済成長に伴い、水
の需要は急増しています。しかし水
源は限られており、すでに過剰利用

の水資源に深刻な圧力がかかっています。こ
の危険な傾向は今後数十年間にさらに深刻化
する模様です。

こうした傾向のまま進んだ場合、2030年に
は世界人口の3分の1が深刻な水不足に直面す
るでしょう。

この問題は、政治的安定だけでなく、水不
足の影響を受け易いバリューチェーンをもつ産
業の将来にも深刻な影を落としています。今ま
でのビジネス戦略では、この水不足の解消に
は不十分です。こうした戦略の多くは、化石
資源の枯渇、環境保護に必要な水資源の漏出、
そして一部の水需要を満たせないという、重大
な危険性をはらんでいます。このことは、節
水の促進と水の適切な価格付けが、世界で喫
緊の優先課題であることを示しています。

民間セクターは、政府や、市民社会団体、
他のステークホルダーと共に、水資源管理の
重要課題の取り組みにおいて、知識、経験、
知見を補完したり、他者を招集する力を発揮
することができます。一方、IFCは、インフ
ラに関するグローバル業務の観点から、この
分野の開発に役立ち、持続可能で採算の取れ
る水資源管理の先端モデルを利用した顧客の
水普及作業を助けています。IFCの重点は、
顧客の有効な手法を用いて以下の分野で成果
を拡大していくことです。

•   農業生産性の構築：小規模灌漑、排水 
改善、その他の技術を利用。

•   産業および公共の水処理・給水システムの
効率改善：これによりコスト削減につなが
り、淡水を他の用途に利用することが 
可能。

•   金融仲介機関を通じた持続可能な水事業の
機会への投資：これは、持続可能な金融と
いう広域な分野で現在成長中のビジネスと
なっています。



2030水資源 
グループ
解決策重視のアプローチ

グローバル

世界的な水危機は無対策のままでは解消
しない ― 専門家の意見はこの点で一致して
います。

20年以内に多数の国でその影響が顕在化
するかもしれません。

一方、回避できるかもしれません。
世界の実業界では、こうしたシナリオを

痛切に意識しており、各国が協力して予防
措置を講ずるという最善の選択をとるよう
IFCと共に働きかけています。

「この貴重で希少な資源を現在の形で続
けて過剰利用した場合、食糧危機の発生は
不可避でしょう」と、世界最大の食品・飲料
会社ネスレの会長であり、「2030水資源グ
ループ(WRG)」の議長を務めるピーター・
ブラベック・レッツマットは警告しています。

同氏は、他者と同様に、解決は可能だ
が、そのためには一つのセクターを越え
て、様々な関係者との新たな協調を図るこ
とが必要なことを熟知しています。

「我々が直面する水問題で進展を遂げるに
は、政府、市民社会団体、ビジネスがこれ
までにない形で協力しなければなりません」
と、コカコーラ・カンパニーのムーター・ 
ケント最高経営責任者 (CEO) も同調して
います。

この二人は、スイスのダボスで2012年 
1月に開催された年次世界経済フォーラム
(WEF) で、ラース・チュネルIFC長官らと

共にWRGの立ち上げを支援しました。様
々なステークホルダーを交えた中立組織で
あるWRGは、開発と成長を長期的に支援
できる形での水資源保全に関し、各国政府
を助けています。McKinsey and Co.、 
SAB Miller、WEFとのパートナーシップの
下で、2008年以来、非公式な「オピニオン・ 
リーダー」として活躍してきたこのグルー
プは現在、正式な組織として認識され、米
国ワシントンDCのIFC本部に本拠を置いて
います。

水資源は過剰消費により急速に枯渇して
います。これは、農業、工業、住宅という
3つの主な利用主体間の情報交換が不十分で
あることが一因です。そのため、政界の指
導者は、この問題の全体像を把握し、問題
の程度を理解し、最善の政策を選択するた
めの十分な情報を得ることが困難です。

これに対応するため、WRGは以前、温
室効果ガスの排出量削減で最善の対策を選
ぶ 際 に 政 策 担 当 者 の 助 け に な っ た 、 
McKinsey社の著名なマイクロ経済ツール
を応用しました。包括的で実践可能な水対
策の特定に当たる新たなソフトウェアは現
在、中国、インド、ヨルダン、メキシコ、
モンゴル、南アフリカで活用されています。

明確で測定可能な目標は明らかになりつ
つあります。それを基に、これらの国々は
（そして随時他の国々も）、今後2年間の、 
またその後は加速的に、測定可能な目標を

喫緊の対応
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設定し達成することが可能になります。IFCは、パートナー機関の一員に過
ぎません。これらの機関が提供する資金や技術支援は、万人のためになる喫
緊の水対策を立案する上での助けとなるでしょう。

写真：「2030水資源グループ」のアプローチは、
工業、農業、人々という3つの主な水利用者を正し 
く理解できるよう政策担当者を支援しています。
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節水
成長中のビジネス

中東・北アフリカ

水事情が世界で最も深刻な地域
で、民間セクターを通じた解決
策で対応

水不足は世界的な問題に発展しつつあり
ますが、中東・北アフリカほど深刻な地域
はほかにありません。

この地域では、人口増加と経済成長に伴
い、少量の水を得るために互いに競い合う
状況です。世界の再生可能な淡水の1％以下
しか存在しない同地域では、1人当たりの 
利用可能な水の量は、40年以内に半減する
と世銀は予測しています。

これは大きな問題ですが、この地域の先
見的なインフラ企業にとっては好機でもあ
ります。IFCの投融資とアドバイザリー・
サービスは、特に工業用と住宅用の水の分
野で、これらの企業が解決策の一部となる
よう支援しています。

人口のわずか3分の1しか下水システムに
アクセスできないエジプトでは、新しいアプ
ローチが至急に必要です。そこで形成され
たのがエジプト初の下水処理の官民パート
ナーシップです。総額1億3,000万ドルのこ
の処理施設は、持続可能性を重視し効率的
でしかも採算の取れるモデルの下で、急成
長中のニューカイロに住む最高290万人の
人々に水と衛生施設を提供します。

エジプトのOrascom Construction 
IndustriesとスペインのAqualia社の合弁会 
社（出資率：55%/45%）であるOrasqualia
社は、IFCの助言の下で2009年に実施され
た政府入札で、同プロジェクトを獲得しま
した。IFCの支援を受けて設計された20年

間の委託契約モデルにより、このプロジェ
クトは、同国で最高の5億6,600万エジプ
ト・ポンド（9,100万ドル）の融資パッケー
ジ（15年）を現地銀行から誘致し、「プロ
ジェクト・ファイナンス」誌の2010年「地域
的官民パートナーシップ・ウォーター・ディー
ル・オブ・ザ・イヤー」の栄誉を受けまし
た。近年のエジプトの反政府運動にも拘ら
ず、完成を間近に控えたこの有力な新コン
セプトは今や他所での応用が可能です。

IFCはまた、この地域の水業界で有望視さ
れている企業が専門知識を新市場に導入でき
るよう支援しています。IFCは2007年に、 
ドバイを拠点とするMeti to社の株式に
7.37%の出資を行いました。新興市場で知
的かつ包括的な水管理対策の選択肢を提供
するこの業界のリーダーには、節水と下水
処理の世界的な需要拡大に応えられる多数
の良案がありました。IFCは、同社の業務
を投資家により深く理解してもらうため、
新企業Metito Utilitiesの設立を促し、その
後、この企業に2,000万ドルの融資を行いま
した。さらにMetito Utilitiesの発展に伴
い、2010年に2,000万ドルの新規出資を行
いました。

Metito Groupは現在、エジプト、リビ
ア、スーダン、チュニジア、アルジェリア、 
モロッコ、モーリタニアの住民1,200万人余
りを対象に、30件の水・下水処理プロ 
ジェクトの設計と建設を手がけるなど、 

写真：中東や他の新興市場国で斬
新な水資源管理対策を展開してい
るMetito社（本拠：ドバイ）。
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写真：1958年にレバノンで設立さ
れたMetito社は現在、世界22カ国
で活躍しています。

堂々たるプロジェクト・ポートフォリオを
有しています。これにより同社は、世界 
22カ国で現地活動を展開する真の意味での
国際プレーヤーとして、また50年間の業務
経験から生まれた洗練された世界一流の高
品質なサービスの提供者として、その地位を
固めたのです。Metito社は、IFCが2007年
に投融資を行った当時より15倍もの量の 

水処理を行っており、現在、アフリカの他の
地域にも進出する傍ら、中国、インド、 
インドネシアで既存業務の拡張を図ってい
ます。
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プラハからソフィア、
そして世界をまたにか
けるVeolia社の実績

水は世界で最も希少な資源の一つであ
り、無駄使いするのではなく保全すること
が肝要です。

また、貴重な資産として管理され、緊密
にモニターされ、最適な方法で利用されれ
ば、利潤の上がるビジネスの中核となるこ
とができ、多数の人々の生活向上に寄与し
ます。このことは、かつて共産主義時代に
水資源管理など少しも留意せずに公益事業
が進められた中欧や東欧で特に当てはまり
ます。これらの国々では、欧州連合 (EU) 
の厳しい基準への適合に向け公益事業の復
旧を幅広く行う必要に迫られました。その
過程で、良好なビジネスモデルが浮上し、
今では、ウクライナ、ロシアなどの非EU加
盟国への拡大が可能となっています。

以下は、IFCがこの地域で世界最大の民
間水事業Veolia Water of Franceと協働した
ときの体験です。

IFCは2000年に、ブカレストの自治体に
対し、問題を抱えた公営水事業RBAGの民
営化について助言を行いました。配管シス
テムの不全により半分近くが漏水していま
した。IFCの監督下で公正かつ透明な入札
を行った結果、Veolia社の子会社であるApa 
Novaが、25年間の委託契約下で同事業の運
営権を獲得し、事業再生に直ちに乗り出し
ました。2011年に行われた独立評価では、
この新事業主の下でサービスが大幅に向上

し、価格引き上げも民間セクターの標準モ
デルより33%低めに保ったと報告しています。

Veolia社はその後、プラハやブカレスト
など力強い成果を上げた都市での水事業官
民パートナーシップを含め、他の数カ所の
地域的事業をVeolia Vodaと呼ばれる新企業
に統合しました。しかし、事業をさらに東
方へと拡大する際にいくつかのリスクに直
面した同社は、十分な管理が行き届いてい
ない旧ソ連市場で支援を得るため世銀グ 
ループのパートナーの協力を求めました。
旧ソ連市場では水事業への外国直接投資が
まだ少なかった頃です。IFCは2009年に、 
Veolia Vodaに対し1億ユーロ（1億4,030万

漏水の削減
収益向上の戦略

中欧および東欧
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ドル）の出資を行いました。この資金によ
り、その後、同国ソフィアの公共水事業委
託会社の支配権の取得が可能になりました。

将来、Veolia Vodaは、水資源管理の向上
を大いに必要としているロシアやウクライ
ナなどの大型国でビジネス機会を追求する
予定です。その理由は、大量の水を使って
アパート群を蒸気で暖房する、旧来の浪費
型地区暖房システムが一因となっていま
す。また、Veolia社の別の関連会社Dalkia
は、リトアニアのヴィルニュス地区暖房シ
ステムで漏水を70％削減しました。Dalkia
社が旧ソ連共和国に貴重な知識をさらに 
普及できるよう、IFCは最高1億ユーロ 

（1億2,290万ドル）を同社に投じました。 
これらの2件は共に、現在までインフラへの
出資としてはIFC最大の案件となっています。

写真：ブルガリアの首都ソフィアの 
公共水事業を改善するフランス系企 
業のVeolia社。IFCが同社の中欧・ 
東欧地域担当の関連会社に投資を 
行ったおかげで、Veoliaは2010年
にソフィアの公共水事業の委託会
社を買収しました。
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通信、情報技術、インターネットの発達は、以下のよ
うな形で、ビジネスの仕方やコミュニケーション方法
を一変させています。
•	 経済成長と開発の加速化

•	 人々を主なサービスや市場と連結

•	 家族や友人との交流

•	 生活向上。今日、途上国における携帯電話の利用者数は100人につき80人以上に
達します。

…. しかし、広帯域のインターネット・アクセスは依然として低水準です。今日、 
広帯域インターネットにアクセスできる人々はアフリカの人口の8%に過ぎません。



通信、メディア、 
テクノロジー

通信改革は、私たちの時代を象徴する
出来事です。しかし、この生活を一
変させる出来事から隔絶されている

人々は依然として大勢います。
例えば、アフリカでは、2012年末までに携

帯電話が7億3,500万人に普及すると言われ、 
世界第二の携帯電話市場を形成しています。
民間セクターに牽引されたこの飛躍的な進歩
により、利用者は通話するだけでなく、自分
の商品・サービスの価格情報を受け取ったり、 
モバイル・バンキングを通じて送金したり、
人命を助ける医療情報を得ることができます。 
それでも、アフリカで最大の携帯電話市場を
形成する25カ国では、人口の36%が依然とし
て携帯電話にアクセスできない状態です。

広帯域分野に至っては、アクセスはさらに
稀です。世界的に見ると、現在、先進国では
人口の70%近くがインターネットを利用して
いますが、途上国では約21%に過ぎないと、
国際電気通信連合 (ITU) は推定しています。
また国連機関によると、超高速/高容量/高品
質のアクセスが可能な多数の高所得国と、低
速/低容量/低品質のアクセスしかできない多
数の低所得国の間で、新たなデジタル・デバ
イドが生まれつつあると見ています。

携帯電話とブロードバンド・アクセスの向
上は、特に新興市場国で、民間セクターの発
展と雇用創出を可能にする最も基本的な課題
の一つです。それは、多数のビジネス機会を
生み出すだけでなく、人々の生活に大きな影
響を与え、経済成長から隔絶されている人々
の数を素早く低減します。IFCの投融資とア
ドバイザリー・サービスは、現地の困難な環
境で、通信・メディア・テクノロジーという
重要な分野での格差解消に努める企業を支援し
ています。現在、急成長中のこうしたソリュー
ション提供企業は、リスクを踏み、知識を共
有し、今日の最重要産業の一つで「ゴールポ
スト」を目指して驀進しています。



ヨルダン川西岸・ガザ地区

携帯電話
市場を動かす 
Wataniya Palestine社

わずか2年余りの間に、50万人近くの人
々に新しい携帯電話サービスを提供するこ
とは、特に世界でも有数の困難な市場で
は、決して生易しい作業ではありません。

これを実現したヨルダン川西岸の例は、
条件が整えば民間セクターが開発に大いに
寄与できることを示しています。

つい最近まで、パレスチナ自治区は、通
信アクセスとその経済性において、中東の
他の国より大幅に遅れをとっていました。
固定回線へのアクセスも最低限に限られ、
単一企業が携帯電話市場を独占し、標準以
下のサービスを高価格で提供していたので
す。サービスを向上しようにも、人々には
頼むつてがありません。

IFCの顧客であるWataniya Palestine社
は、2009年にこの状況を一変させました。
同社は、2回目の全国的携帯電話ライセンス
契約を獲得するための、公正で透明な競合
入札を経て、この市場に参入したのです。落
札先は地域の電話会社Wataniya Telecomで
した。この会社は、5カ国で業務を展開す
るカタールのQtel社の子会社です。

ただし同社はスタートしたばかりで、そ
の先の道のりは多難でした。

現地の規制体系は、イスラエルとパレス
チナの複数企業が関与する非常に複雑な構
造でした。設備の出荷は頻繁に制限され、
さらに、Wataniyaのライセンス契約には、 
2年以内に現地証券取引所に上場することが

条件付けられていたのです。これは困難な
作業でした。

商業銀行は高リスクを理由に融資をして
くれません。しかしIFCは、同社に確信を
もち、その顧客となる消費者層の期待価値
が大きいと判断しました。まず、2009年 
1月に、同年後半の営業開始を支援するため
3,000万ドルの初期融資を提供しました。 
同社は、安価なサービスの導入により、既
存のJawwal社の市場シェアに素早く切り込
みました。

斬新な低コストのサービスは、すぐさま
好評を博しました。売上げの増加に伴い、 
Wataniyaは、パレスチナ証券取引所で新規
株式公開 (IPO) を果たし、募集額を上回る 
7,500万ドルを調達しました。その際、 
IFCによる300万ドルの出資は、同社への信
頼の証となりました。

今 日 、 4 6 万 人 余 り の 現 地 の 人 々 が
Wataniyaを利用し、検問所の向こう側にい
る事業パートナーに電話をかけたり、テキ
ストメッセージで医療の最新データを受け
取ったりしています。かつての寡占市場に
同社が参入した結果、消費者価格は17%低
下し、ネットワークの質も改善されました。

Wataniyaは、現地の通信市場に長らく存
在していた数々のギャップを解消した、信
頼されるブランドとなっています。今で
は、この成果のさらなる拡大を図るべく、
ガザ地区の160万人の住民に携帯電話の 

競争で可能になったサービス
向上と価格引下げ
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上：Wataniya Palestine社の先端技術を駆使したサー
ビスにより、ヨルダン川西岸・ガザ地区の46万人以上
の住民がモバイル時代に突入しました。

競争会社を始めて導入しようとしています。 
この実現に向け、IFCとパレスチナ銀行は、 
Wataniya社に1億2,500万ドルの新規融資 
パッケージを提供するために協働しています。
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遠隔のコミュニティ
Altobridge社による 
インクルーシブな解決策

インドネシア

携帯電話は誰にも便利なものですが、そ
れが動作しない遠隔の農村に住む16億人に
とっては無用の長物です。

携帯電話会社はこれまで、ある国で商業
的に見込みのある地域までしか手を広げな
いのが常でした。必要な設備の設置費を正
当化するには距離が離れすぎ、住民の数が
少なすぎると考えたからです。そのため、
この通信革命から除外された人々がいるの
です。

多くの人の目には障害と映るこの状況も、 
インクルーシブなビジネスを目指す起業家
にとっては絶好の機会です。IFCは、広大
なピラミッドの底辺 (BOP) の市場に、安
価で生活向上に役立つ斬新な商業用モデル
を取り入れている有望なリーダーを支援し
ています。

「遠隔のコミュニティにも見込みはあり
ま す 」 と 、 ア イ ル ラ ン ド の 技 術 系 会 社
Altobridgeのマイク・フィッツジェラルド
最高経営責任者 (CEO) は言います。「反
対に、今では、遠隔のコミュニティは高い
投資利益率を実現できないという神話を覆
す証拠やケーススタディの例が、アフリ
カ、アジア、中東の各地でたくさん見られ
ます」

Altobridgeの中核商品は「ライト・サイ
ト」と呼ばれる基地局で、途上国の携帯電
話会社に5万ドルで販売しています。従来の
システムは、特に遠隔の農村では、とても

高価で手が届かないのが現状ですが、この
基地局はその値段の約20％で済みます。独
占的ソフトウェアと低コストの太陽光パネ
ル で 作 動 す る 同 社 の シ ス テ ム は 、 人 口 
3,000人以下のコミュニティでも採算を取りな
がらサービスを提供することができます。

イ ン ド ネ シ ア で 有 数 の 携 帯 電 話 会 社
Indosatは、一番近い空港から車で15時間か
かるスラウェシ島の遠隔の村マンビで携帯電
話の新規利用者を開拓するためAltobridge社
のシステムを使っています。つい最近ま
で、この村の住民には通信手段がほとんど
なく、電話をかけるのに3時間、近くの病院
に行くために5時間もかかりました。しかし
今では、病院から医療の最新情報をテキス
トで受け取ったり、Indosatの電話を利用し
て、一家が所有する小型ビジネスの効率改
善に役立てています。

2007年にマレーシアで設立されて以来、 
Altobridge社はこのシステムを1,000基以上
販売し、モンゴル、ニジェール、インドネ
シアなど多数の国々に大きな影響を与えて
います。アフリカの農村地帯は同社の最大
の市場へと発展しつつあります。

IFCは昨年、シリコンバレーの大手企業
Intel社のベンチャーキャピタル部門と共
に、同社に対し、500万ドルの初期出資を
行いました。その数カ月後、世界経済フォー 
ラム (WEF) は、Altobridge社を2011年 
「テクノロジー・パイオニア」に選出しま

農村の貧しい人々のための 
携帯電話サービス
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した。これは、ビジネスと社会を変革する可
能性のある国際企業25社に授与される賞で、
前年の受賞者にはツイッター社も含まれてい
ます。

写真：インドネシア有数の携帯電話会社Indosatは、 
これまで遠隔の農村では採算が取れなかったのが、 
IFC顧客であるAltobridge社の低コストの技術のおか
げで、今では、マンビのようなウラウェシ島の孤立し
たコミュニティで電話の利用を可能にしました。
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再生可能エネルギーは、多数の人々の基本
的ニーズへの対応と気候変動の重要な影響へ
の取り組みという2つの点で貢献します。

10億人の人口のほぼ44%がエネルギーに
アクセスできないインドでは、このことは
特に大きな重要性をもちます。さらに、農
村や遠隔地に電話を敷設する必要があるこ
とも同様に大切です。

グリッドに接続されていない地域では、
太陽光発電のインフラを整備して通信塔に
電力を供給することで、世界で急増中の携
帯電話ネットワークの稼動が可能になりま
す。これを実行したのは、インドの低所得
州であるビハール州とウッタルプラデシュ
州において電力対策を提供するApplied 
Solar Technologiesです。

同社は、これまでディーゼル発電に100%  
頼っていた大半の通信塔に、オフグリッド
型の太陽光電力を供給しています。同社は
また、これらの太陽光発電施設を建設・運
営し、各局の電源管理も担当しています。

太陽電池、バックアップ用電池、ディー
ゼル発電機を組み合わせたこのハイブリッ
ド型のエネルギー対策は、制御装置を通し
て各電源からバランスよくエネルギーを利
用します。この最適なエネルギー利用法に
より、通信塔会社ではディーゼルの使用量
が減り、バッテリーの寿命が延びるだけで
なく、ディーゼル発電機の修理・保守費、

太陽光を利用した
携帯電話
成果の向上

インド

交換コストも最低限で済み、多額の節約に
つながります。

また、通信塔1基につき、エネルギー関連
の総費用は1カ月に10～20%低下します。 
このエネルギー費は、インドにある通信塔
会社の総費用の大半を占めており、低通信
価格と低収益により、これらの企業はコス
ト削減の重圧にさらされています。

IFCは、合計1,900万ドル弱の融資と出資
（これには二度目の出資ラウンドも含まれ
る）をApplied Solarに提供し、2016年ま
でに通信塔8,000カ所を網羅し、マデイヤ・
プラデシュ、オリッサ、ラジャスタンの各州
に拡大できるよう同社を支援しています。

同社の創設者であるビノド・K・アガル
ワルとカピル・カトパリアの両氏は、自社
が高い環境・社会基準を取り入れるに当た
りIFCが中心的役割を果たしたと確信して
います。アガルワル博士はまた、従来とは
異なる手段で農村や遠隔地にオフグリッド
型エネルギーを供給する点でも、IFCは一
段と幅広い役割を演じていると感じています。

このプロジェクトは、2016年までに年間
16万トンを超える温室効果ガスの排出削減
にも貢献するものと期待されています。通
信塔が30万基に上り、その数がさらに増大
中のこの国では、Applied Solarにとって明
るい未来が待ち受けています。

インドの低所得州で太陽光による
通信を実現
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写真：Applied Solar Technologies社は、 
インドの携帯電話会社のコスト削減とサー 
ビス向上に役立っています。
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50



電力 運輸

クレジット

私たちのストーリーを伝える —  
インフラストラクチャー

制作
IFCコーポレート・リレーションズ

写真
Jean Pierre Kepseu/Maxppp/Landov 

（表紙）
Suntech Power Holdings Co.、Global 

Partnership on Output-Based Aid, ITU 
（裏表紙）

World Economic Forum（2ページ）
Walt Ratterman/Sunepi（5ページ）
Bertrand Heysch De la Borde/IFC、Javier 

Calvo/IFC、Bharti Airtel（6～7ページ）
David Martz/IFCおよび Jay Lurie/IFC 

（10ページ）
AES Sonel（15ページ）
Sando Moore、James Martone/World 

Bank（16～17ページ）
Scatec Solar（18ページ）
Azure Power Private Ltd.（19ページ）
Zorlu Energy Group、Vestas（21ページ）
Hidromaule S.A.、Juan Payeras/IFC 

（23ページ）
Maersk Line、Brasil Terminal 

Portuário（26～27ページ）
Gulftainer Co.、USAID（29ページ）
Citadel Capital SAE（30～31ページ）
Constructora Norberto Odebrecht 

（32～33ページ）
Global Partnership on Output-Based Aid、 

Root Capital（37ページ）

Metito Group（38～39ページ）
Veolia（40～41ページ）
Atef Safadi/EPA /Landov（45ページ）
Dadang Tri/Reuters（46ページ）
Altobridge（47ページ）
Applied Solar Technologies（49ページ）

デザイン・パートナー 
Design Army

印刷 
株式会社十印

情報源 
ウェブサイトおよびソーシャルメディア

Facebook
www.facebook.com/IFCwbg

Twitter
www.twitter.com/IFC_org
Hashtags: #IFC and #TOSinfra 

Flickr
www.flickr.com/IFCphotos

LinkedIn
http://on.ifc.org/ifcLinkedIn

Scribd
www.scribd.com/IFCpublications

YouTube 
www.youtube.com/IFCvideocasts

私たちのストーリーを伝える
www.ifc.org/tellingourstory

連絡先



インフラストラクチャー
民間セクターによる貢献

IFC のビジョン
貧しい人々にも貧困から脱却し生活の向上を図るチャン
スがあるべきです。

IFC の価値観
• 優秀さ
• コミットメント
• 倫理観
• チームワーク
• 多様性

IFC の目的
人々が貧困から脱却し生活向上を図れるよう、以下の形
で貧困層を配慮した持続可能な成長のための手段を創出
する触媒となります。

• 民間企業の発展を目指し、他の資金を動員する。

• 開放的で競争力のある市場の育成を途上国で促進する。

• 不足が発生した時に企業や民間セクターのパートナー
を支援する。

• 貧しく不利な立場にある人々に生産性の高い雇用と基本
的サービスを提供するための支援を行う。

この目的を達成するため、IFC は、個々の企業への介入
（直接投資、アドバイザリー・サービス、IFC アセット・
マネージメント社）、世界規模の集合的アクションの促
進、ガバナンス強化及び基準設定、事業環境整備といっ
た業務を通じて、開発成果を高める解決策を提供します。

援助を最も必要とする場での機会創出
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