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シニアフェロー

本稿は、2008年９月に発生した金融危機において、
危機発生直後から実体経済への影響が深刻化した2009
年を中心として、貿易・海外投資・国際プロジェクト

1. 金融危機から経済危機へ

にかかる投融資等を業務とする代表的な「国際開発銀
行」
（金融公社を含む）
、および米・独・加・日の先進

2008年９月15日、サブ・プライム・ローン問題の

４カ国の公的輸出信用機関等の「二国間金融機関」の

損失処理を要因として、米国大手証券会社リーマン・

公的金融機関が、関係政府による国際的合意あるいは

ブラザーズが連邦倒産法第11章適用を申請、米国史上

自国政府の経済対策を受け、それぞれが民間部門支援

最大規模である負債総額6130億ドルを抱え倒産した。

のためどのような業務展開を図ったかについて、２回

このリーマン・ショックにより、世界中に一気に金融

注１

に分けて概観するものである 。

不安が高まり金融危機が発生した。

特に、国際開発銀行については、加盟開発途上国の

その直後から同年末にかけて、米国および欧州諸国

政府向け融資を中心業務とするものと、民間部門開発

の金融当局による金融市場安定化措置および不良債権

を中心業務とするものの２タイプがあるが、それぞれ

を抱え経営が困難となった金融機関への各種救済措置

がどのように民間部門向け業務に注力したか。また、

が講じられたが、それらの代表的なものについては図

世界的規模の危機による輸出低迷の中で、公的輸出信

表１に示されている。その中で、英国政府がリードす

用機関等の二国間金融機関がどのような分野に注力し

るかたちで2008年10月10日のワシントンでのG7財務

たかをみる。

相・中銀総裁会議において、従来は例外的と考えられ
てきた主要金融機関への公的資金注入を事実上の柱と

注１：公的金融機関が民間部門向けに融資を行う場合、いずれの機関も、与
信リスク審査等の体制整備に加え、民間金融機関との競合回避の観点
から業務面で対象分野等につき特段の配慮を行うこととしている。

本稿に略称で登場する主な機関の正式名称は、以下のとおりで
ある。
【国際開発銀行】
ADB（Asian Development Bank）
＝アジア開発銀行（本部：マニラ）
EBRD（European Bank for Reconstruction and Development）
＝欧州復興開発銀行（本部：ロンドン）
IDB（Inter-American Development Bank）
＝米州開発銀行（本部：ワシントンDC）
IFC（International Finance Corporation）
＝国際金融公社（本部：ワシントンDC）

して行動計画が合意・実施に移されたことは、今回の
金融危機の深刻さを物語るものであった。また、11月

【二国間金融機関】
EDC（Export Development Canada）
＝カナダ輸出開発公社
EXIM（Export-Import Bank of the United States）
＝米国輸出入銀行（米国）
JBIC（Japan Bank for International Cooperation）
＝国際協力銀行（日本）
KfW（Kreditanstalt für Wiederaufbau）
＝復興金融公庫（ドイツ）
OPIC（Overseas Private Investment Corporation）
＝海外民間投資公社（米国）
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図表１

各国政府・中銀および政府間による主な金融危機対策
各国政府・中央銀行

多国間協調・国際機関等

2008年
３/14 FRBがベア・スターンズに緊急融資
７/13 米政府・FRBが２住宅公社（フレディ・マック、ファニー
メイ）への緊急支援策
９/15
リーマン・ブラザーズが経営破綻
９ /16 FRB が保険会社 AIG に 850 億ドル緊急融資、および米政
府が79.9％の株式取得
10/ ３ 米国で金融安定化法成立（政府が最大総額 7000 億ドルの
不良資産救済プログラム TARP 創設）
10/ ８ 英政府が国内銀行に対し総額 500 億ポンド（8.8 兆円）の 10/ ８ 欧米等 10 中銀が 0.5％の緊急協調利下げ
公的資金注入計画
10/10 G7 財務相・中銀総裁会議開催（ワシントン）（主要金融
機関への公的資金注入を柱とする 行動計画実施）
10/14 蘭政府がフォルティス・グループを国有化
10/12 第 78 回世銀・IMF 合同開発委員会（途上国は、信用収縮
10/18 米大手銀行へ金融安定化法に基づく公的資本注入
や世界的な不況の継続により深刻な事態に陥る可能性あり）
11/４
米大統領選挙
11/ ５ 中国政府が内需拡大のため 2009 〜 10 年の期間に総額４ 11/ ８ IMF・世銀がハンガリーに 254 億ドル融資
兆元（60兆円）投資を決定
11/11 世銀グループが IFC による融資プログラム強化を含め、
向こう３年間に新規コミット額を 1000 億ドルまで引き上げる
11/５ 独政府が総額 380 億ユーロの第１次景気対策
と発表
11/25 FRB が消費者向け貸出促進を目的とした最大 8000 億ドル 11/14 〜 15 第１回金融サミット開催（ワシントン）（財政・金
融政策総動員による対応で一致）
の追加金融対策
11/19 IMF がアイスランドに 21 億ドル融資
12/12 日本政府が 43 兆円の雇用・資金繰り対策
12/19 日銀が政策金利を0.1％に下げる、長期国債買い入れ拡大、 12/10 世銀グループ、最貧国向けに20億ドルの緊急ファシリティ
を設立
CP買い取り実施等の政策変更
12/19 米政府が金融安定化法に基づき、GM とクライスラーに
174億ドルの緊急融資
2009年
１/13 独政府が総額 500 億ユーロの第２次景気対策
１/27 カナダが 300 億カナダ・ドルの景気対策
２/17 米国で7872 億ドルの米国再生・再投資法成立
４/10 日本政府が 15.4 兆円の追加経済対策
４/30 クライスラーが経営破綻
６/１ GMが経営破綻

12/８

日本政府が 7.2 兆円の緊急経済対策

４ / １〜２ 第２回金融サミット開催（ロンドン）
（金融システムの強化、および国際金融機関を通じた資金供給
を各宣言）
４ /25 世銀が 862 億ドルの一般増資発表
４/26 第79回世銀・IMF合同開発委員会（世界経済は劇的に変化。
金融・経済危機が人間および開発の危機となりつつあり、特に
開発途上国は深刻な状況に直面）
９ /24 〜 25 G20 ピッツバーグ・サミット開催
10/ ５ 第 80 回世銀・IMF 合同開発委員会（途上国は世界経済の
回復に重要な役割を果たしており、その発展は将来の成長にと
り不可欠）

14〜15日にはワシントンにおいてG20首脳が一堂に会

ひとつは金融収縮による資金問題から生じる生産・

する初めての金融サミット（金融・世界経済に関する

投資や流通の停滞、またひとつは企業・家計部門の負

首脳会議）が開催され、世界経済を支え金融市場を安

の所得効果から生じるバランスシート調整の結果とし

定化させるため、引き続き財政・金融政策を総動員す

ての需要の後退である。この点を資金需給関係でいえ

ること等が共同宣言されたことは画期的なことであっ

ば、金融収縮で縦軸を貸出金利、横軸を銀行貸出残高

た。そして、11月４日には米国大統領選挙があり、オ

とする貸出供給曲線（右上がり）が左側にシフトした

バマ氏が当選したことは周知のとおりである。

ばかりでなく、借入需要曲線（右下がり）もマイナス

リーマン・ショックは実体経済、すなわち企業・家

の所得効果から同様に左側にシフトしたもので、この

計部門の生産・投資・消費等の活動にも複数の経路を

現象は米国や欧州に共通して生じている。このため、

経て大きなマイナスの影響を与えた。

対応措置としては、金融緩和措置による供給曲線の右
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シフトばかりでなく、需要曲線を右にシフトさせるよ
注２

うな需要喚起策があわせて必要になっている 。
実体経済の先行指標である株式市場をみると、リー
マン・ショック当日の主要株式市場における株価指数

図表２

地域別主要証券市場の時価総額推移
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いう史上最大の下げを記録した。以降、世界の主要証
券市場注４が参加する国際取引所連盟（WFE）統計に
みられるとおり（図表２）
、リーマン・ショック以来
顕在化した金融不安材料によって世界各地の証券市況
はほぼ一本調子で悪化し続けた。
世界的株価下落の基調が変化したのは、非金融企業
部門への直接支援が本格化した2009年２月である。
2008年12月に金融危機で経営困難に陥った米国の大
手自動車会社救済問題が生じたが、政府・議会間での

注２：たとえば、日銀レビュー「米欧諸国における銀行貸出の低迷の背景
―日本のバブル崩壊期との比較」
（2009年10月）参照。
注３：総額最大7000億ドルの公的資金で金融機関の不良債権を買い取るた
めの法案。10月３日には修正版が議会を通過し、不良資産救済プロ
グラム（TARP）が創設された。
注４：WFEの最新の加盟証券市場数は52であるが、統計の整合性からこ
こでは2008〜10年の期間中に出入りのなかった49証券市場を対象に
米ドル換算後の時価総額を計算している。
注５：2009年４月26日に開催された第79回世銀・IMF合同開発委員会のコ
ミュニケ冒頭部分において、今回の危機によりすでに開発途上国に
おいて5000万人が極度の貧困に追いやられていることが指摘された。

紆余曲折の結果、既存の金融安定化法のT A R P
（Troubled Asset Relief Program：不良資産救済プ
ログラム）枠を利用しGM・クライスラーおよびその
関連金融子会社や自動車部品業界に対し直接810億ド

2. 経済危機対策の動き

ルの投融資・保証を供与した。ただし、これは自動車
業界に対する特別な措置と考えられ、このため市場が

2008年10月発行のIMFのWorld Economic Out-

反応したのは、米国再生・再投資法（後述）が成立し

lookでは、世界経済は「1930年代以降で最も深刻な

本格的な対策が用意された2009年２月になってから

成熟市場における金融ショックに直面し、世界経済は

である。その間に、世界の証券市場では累計で約19.5

大幅な減速局面に差しかかっており、多くの先進国・

兆ドルもの時価総額が喪失している。

地域は景気後退期に突入しつつあり、新興国・地域の

一方、国際分野での実体経済への影響は、国際プロ

成長も鈍化している」と情勢判断している。

ジェクトの運転資金や貿易金融という比較的短期の資

当初、金融市場や金融機関支援を通じた経済安定化

金調達難に始まり、相手国経済の低迷や保護貿易主義

措置を講じてきた米欧各国当局は、その後の大胆な金

台頭による輸出入あるいは生産自体の減少がある。と

融緩和策にもかかわらず自律的回復がないまま低迷を

りわけ市場でなく金融機関に必要な資金調達を依存す

続ける自国の実体経済の回復――とりわけ雇用の維

る中小・零細企業にとっての影響はより大きかった。さ

持・創出や中小企業保護――を図るため、財政出動を

らに、低所得開発途上国の場合、折からの食糧品・燃

中心とした景気対策を次々と発表あるいは法律を成立

料価格の高止まりと相まって、絶対的貧困層（生活費

させた。当該米欧諸国およびわが国は、この時期に次

が１日１ドル以下）が拡大、2015年までに当該貧困層

のような景気対策を発表している（他にフランスや豪

の人口比率を半減させるなどの国連MDG（ミレニアム

注６
。
州等も実施）

開発目標）達成が危ぶまれるまでの事態となった注５。
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【ドイツ】

開発途上国からでなく米欧諸国の金融危機発であった

2008年11月５日 総額380億ユーロの第１次景気対策

ことは明記される。また今次危機が世界的規模で拡散

2009年１月13日 総額500億ユーロの第２次景気対策

したことで、開発途上国においても民営化・グローバ

【英国】

ル化がサプライ・チェーン等を通じてこれまでにない

2008年11月24日 総額200億ポンドの景気対策
【日本】

規模で進展しており、金融はもとよりその他の多くの
産業も市場経済のもとにあることが改めて示された。

2008年12月19日 総額43兆円の雇用・資金繰り対策
2009年４月10日 総額15.4兆円（事業規模56.8兆円）
の追加経済対策
2009年12月８日 総額7.2兆円（事業規模24.4兆円）
の緊急経済対策
【カナダ】

「開発途上国は世界経済の回復に重要な役割を果たし
ており、その発展は将来の成長にとり不可欠である」
（2009年10月５日、イスタンブールで開催された第80
回世銀・IMF合同開発委員会のコミュニケより）と
の指摘どおり、問題解決のためには開発途上国経済へ
の配慮が欠かせなくなっている。

2009年１月27日 総額300億カナダドルの「2009カ
ナダ経済行動計画」

こうした理由から、IFCを含む世銀グループによる
早い時点から開始されたイニシャチブ注７もあり、G20

【米国】
2009年２月17日 総額7872億ドルの米国再生・再投
資法成立

による2009年４月２日のロンドン・サミット（第２
回金融・世界経済に関する首脳会合）では、国際開発
銀行に関する次のような具体的な措置が合意あるいは

上記のうち、特に、米国再生・再投資法（American Recovery and Reinvestment Act of 2009―
ARRA）は、雇用の維持・創出を景気対策としてオ
バマ米国新大統領が就任後約１カ月の短期間にほぼ民
主党の独力により成立させた法律で、2009〜19年の
多年度にわたるものとはいえ、7872億ドルという巨
額の連邦政府支出を方向づけたものである。なかでも、

歓迎された注８。
・国際開発銀行の貸付を1000億ドル、３年間で3000
億ドル、増加
・ADBの200％一般増資。またIDB、EBRD、アフリ
カ開発銀行の増資の必要性を検討
・国際開発銀行が保証、債券保険、つなぎ融資等によ
り民間資金をさらに効率的に導入

クリーン・エネルギーの利用促進や再生可能エネルギ

・IFCによる新たな貿易金融（Global Trade Liquid-

ー事業化などの環境・エネルギー関連部分への配分が

ity Pool―GTLP）で民間部門からの協調融資とあ

減税部分を含め約580億ドルと最も多いため、同対策

わせ、今後３年間で最大500億ドルの貿易金融の流

は別名グリーン・ニューディールともよばれる。

動性を供与（全世界で向こう２年間に2500億ドル
以上の貿易金融の利用を確保するという努力の一

先進各国によるこれら経済対策において、二国間金

環）
。このため、GTLPに対し30〜40億ドルを任意

融機関は、対象分野にかかる知見やネットワークを有

で二国間拠出を行うことに合意。さらに、その他の

しあわせて財政負担を補うことができる存在としてそ

国際開発銀行が（二国間）輸出信用・投資機関を通

れら対策の中に組み込まれ、あるいは（機関の目的か

じてとった貿易金融や中長期プロジェクト融資の支

ら自明である等のケースでは）政策では言及がない場

援追加措置を歓迎

合でも、通常業務として当該対策に沿った業務展開を
行っている（詳細については次回参照）
。
一方、経済危機と開発途上国（新興市場国を含む）
との関係については、1980年代および90年代の経済
危機がいずれもラテン・アメリカあるいはアジア等の
開発途上諸国のマクロ経済問題により生じたものであ
るのに対し、今回の経済危機は近年としては初めて、
34
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注６：中国も2008年11月９日に総額４兆元（57兆円）の内需拡大策（期
間：2009〜10年）を発表している。
注７：世銀グループは第１回金融サミット開催前の2008年11月11日の時点
で、向こう３年間に新規コミット額を1000億ドル引き上げることを
発表し、同サミットでの歓迎を得ている。なお、世銀（IBRD）自
体については、2009年４月25日に862億ドルの一般増資につき加盟
国が合意したことを発表している。
注８：本稿では同時に合意されたIMFにかかる各種措置については割愛し
ている。
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体業務の中でどのような位置づけになっているかによ
って２つのタイプに大別できる。

3. 国際開発銀行の危機対策の内容

まずIFCは、世銀グループに属する独立した銀行
（公社）で、すべての案件が対象国の民間部門向けに

今回の危機発生以降（2008〜09年）の国際開発銀

投融資・保証あるいは技術協力を行うものである。

行による危機対策プログラムを一覧表にしたのが図表

EBRDの業務もIFCとほぼ同様の内容であるが、対象

３である。

国のほとんどが、民間部門が未発達である体制移行諸

本稿で取り上げる国際開発銀行（いずれもわが国が

国（旧ソ連諸国）であるという事情から、投融資残高

加盟）は、各加盟開発途上国の民間部門関連業務が全

の一部（2009年12月末で25％）は政府部門向け案件

図表３
機関
IFC

主要国際開発銀行の金融危機対策プログラム（2008〜09年）
プログラム

内

規

容

模

○途上国銀行資本増強ファンド

新設。他機関・投資家から共同出資・融 IFC（10 億ドル）および日本の JBIC（20
資を得て、新興国銀行に出資・劣後融資 億ドル）がベース
を供与

○世界貿易金融プログラム（GTFP）

これまでの同プログラム年間枠を増額し、 年間 15 億ドルの枠を 30 億ドルに増額。
民間銀行が負担しにくい最貧国小規模企 今後３年間で貿易金融全体として 180 億
ドルを供与
業に対するリスクを保証

○世界貿易流動性プログラム（GTLP）

新設。途上国の銀行を通じて貿易関連取 IFC のコミットは 10 億ドル。別途総額
引に流動性を与えるため、国際機関、政 30 〜 40 億ドルを外部より調達
府、銀行と連携。３年間で最大 500 億ド
ルの貿易金融支援を行う

○債務・資産回収プログラム

新設。IFCが直接あるいはファンド経由で、 ３年間に IFC が最大 16 億ドルの資金を
供与。他の国際機関や民間からも目標
企業の債務再編・資産回収を支援
として 50 億ドル調達

○ 世 界 農 業 食 糧 安 全 保 障 プ ロ グ ラ ム G8 および G20 がプレッジした途上国の ドナーから８億ドル以上。IFC自身も短期・
（GAFSP）
食糧安全保障強化多国間メカニズム実施 中長期融資、保証・出資を企業・仲介
金融機関に供与
のため、世銀と共同で資金を管理
○インフラ危機対応ファシリティ

世界危機で資金不足に陥った民間インフ KfW、DEG（独投資開発会社）、Proparco
ラ・プロジェクトに対し長期融資を供与 （仏経済協力復興開発公社）、EIB との協
融で総額 40 億ドル

○マイクロファイナンス強化ファシリティ 金融危機で信用逼迫の影響を受けた、基 IFC1.5億ドル、KfW1.3億ドル拠出。EIB、
本的に健全な当該分野の金融機関を支援 OPEC 国際開発基金、墺・蘭・瑞の開発
機関等からも調達
25 億ドル→ 27 億ドル

［○第４次増資（2011 春季決定予定）
］
ADB ［○ストラテジー 2020（2008.4）
］

2008 〜 20 年を対象期間とする既存の長期計画。2020 年に民間部門支援業務シェア
を 50％まで拡大
550 億ドル→ 1650 億ドルの３倍増

○第５次増資（2009.4 決定・発効済）
○貿易金融促進プログラム（TFFP）

総枠の大幅引き上げ

1.5 億ドル→ 10 億ドル

○景気循環相殺支援ファシリティ（CFS） 新設。経済危機克服のために途上国へ財 30 億ドル
（2009.6）
政支援
EBRD ○共同IFIアクション・プラン（2009.2） 世銀グループおよび EIB と共同で、中・ ２年間に総額245億ユーロ。
うちEBRD60
東欧地域の銀行部門支援や経済危機によ 億ユーロ、EIB110億ユーロ、世銀グルー
プ 75 億ユーロ（うち IFC20 億ユーロ）
り打撃を受けた事業へ融資
○貿易円滑化プログラム（TFP）
［○第２次増資（2010.5決定済・未発効）
］
IDB

総枠の引き上げ

８億ユーロ→ 15 億ユーロ
200 億ユーロ→ 300 億ユーロの 50％増

○カナダによる請求払資本金の追加引き 向こう５〜８年間の経過的措置として、 40 億ドル
受け
IDB の事業規模拡大に必要な資金調達を
担保するため、カナダ政府が資本増強の
ため IDB の無議決権株を取得
○貿易金融促進プログラム（TFFP）

［○第９次増資（2011.10 決定見込み）
］

総枠の引き上げ。これまでのドル建て保 ４億ドル→ 10 億ドル
証に加え、ドル以外の通貨（ユーロ等）
建て保証や融資も可能となる
1000 億ドル→ 1700 億ドルの 70％増
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となっている。一方、ADBおよびIDBは、いずれも

循環相殺支援ファシリティ（CSF）が2009年６月に

対象国の政府部門向けに投融資や技術協力を行うこと

設立され、2009年末までに総額25億ドルが域内５カ

を業務の柱としてきた国際開発銀行である。ただし近

国に対し供与されている。対民間部門関連では、上述

年、今次危機発生以前より、貿易促進プログラムおよ

のとおり貿易金融促進プログラム（TFFP）のエクス

び民営化支援のための民間部門開発業務等を両銀行と

ポージャー限度額がそれまでの1.5億ドルから10億ド

も立ち上げている。

ルまで増額された。加えてADBはすでに危機発生以

こうした国際開発銀行にあって、最も積極的な危機

前の2008年４月に中長期業務戦略「ストラテジー

対策を講じたのはIFCであった。特に世界貿易流動性

2020」を策定し、民間セクターの育成や民間セクタ

プログラム（GTLP）は既存の世界貿易金融プログラ

ーとの業務（協調融資等）の拡充を図り、2020年ま

ム（GTFP）に加えて新設されたもので、上述したと

でに年間業務にそれらが占める割合が50％に達するこ

おり、ロンドン・サミットで合意された国際開発銀行

とを目標に掲げている。このため、今後は民間部門向

による危機対策の一角をなすものである。GTLPでは

けの非ソブリン業務や民間金融機関との協調融資が増

IFC自身は10億ドルをコミットし、別途合計40億ドル

加するものと思われる。

を外部より調達する計画である。さらに民間融資との

EBRD（および一部IFC）による危機関連対策につ

協調融資により、対象可能となる貿易金融としては今

いては、2009年１月に発足した欧州銀行連携イニシ

後３年間で総額500億ドルまでの規模を目指している。

注11
の存在が重要で
ャチブ（ウィーン・イニシャチブ）

また、GTFP自体もこれまでの年間15億ドルの枠が
30億ドルに倍増となり、これにより対象となる貿易金
注９

融は今後３年間で180億ドルと試算されている 。

ある。当該合意に基づき、その翌月、世銀グループ、
EBRDおよび欧州投資銀行（EIB）の共同実行計画と
して、2009〜10年の２年間に総額245億ユーロの融資

その他の対策のうち途上国銀行資本増強ファンドに

を中・東欧地域の銀行部門やプロジェクト向けに融資

ついては、その目的は国際的金融システムの安定化で

することがコミットされた。うちEBRDは60億ユーロ

あったが、2008年11月14日に中川財務相兼金融担当

を分担している。さらに、他の国際開発銀行と同様、

相（当時）がゼーリック世銀（兼IFC）総裁との間で

EBRDは貿易円滑化プログラム（TFP）の総枠を８

設立につき合意したもので、IFCの10億ドルとJBIC

億ユーロから15億ユーロに増額している。

からの20億ドルの資金コミットがベースとなった。同

またIDBについては、貿易金融促進プログラム

ファンドを含めたIFCの今次危機諸対策の特徴は、ロ

（TFFP）の総枠が４億ドルから10億ドルに引き上げ

ンドン・サミットの方針にもあるとおり、協調融資あ

られたとともに、ドル以外の通貨建も可能とされた。

るいは共同出資というかたちで外部資金ソースの積極

IDB本体によるTFFP以外の民間部門（非ソブリン）

的な取り込みが図られた点である。

支援は、民間セクター開発部門（PSD）が民営化や環

IFC以外の国際開発銀行においても類似の貿易金融プ
注10

境分野（省エネルギー、再生可能エネルギー）あるい

ログラムを有しているが 、危機対策のためいずれも

はインフラ整備等を対象として供与されている。IDB

それらの強化が図られた。こうした貿易金融支援強化の

の場合、2009年に経済危機対策としてのソブリン向

背景には、ロンドン・サミット首脳声明でも言及されて

け融資・保証が急伸したのに比し、民間部門向けにつ

いるとおり、危機発生に伴いこれまで25年間成長を続

いてはやや減少した。ラ米地域では他地域より今次危

けてきた世界貿易が減少に転じたことがある。また、貿

機の民間部門への影響が少なかったことがうかがえ

易縮小の原因が、相手国経済の低下だけでなく一部で貿

る。なお、IDBグループによる民間部門支援窓口とし

易保護主義の台頭にもあった点も問題視された。各国政

ては、他に域内中小企業支援のための米州投資公社

府とも、貿易・投資の活性化による経済成長と雇用創出

（IIC）やIDBが管理する域内投資ファンド多数国間投

なくしては開発途上国の貧困削減も果たせないとの点は

資基金（MIF）があり、2009年にはそれらより各294

共通して認識しているものと思われる。

百万ドルおよび119百万ドルというほぼ例年並みの投

ADBについては、危機対策としては、30億ドル規
模の加盟開発途上国向け追加的財政支援策である景気
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融資が承諾されている。
以上のような点を踏まえ、2008〜09年の期間を含
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図表４

IFC承諾額

図表５

（百万ドル）
20,000

（百万ドル）
20,000
5,377

15,000

4,653

10,000

2,817

5,000

ADB承諾額

15,000

3,962
10,000

3,858

6,703

8,220

2006
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11,399

12,664

10,547

5,000

0

200

425
1,645

330
805

981

7,584

9,789

9,684

2006

2007

2008

276
1,585

14,493

320
1,846
11,999

0
2008

2010（年度）

2009

IFC自己勘定

ADBソブリン

動員外部資金

2009

2010 （年）

ADB非ソブリン

協調融資

注：会計年度は前年７月１日〜当年６月 30日。
出所：IFC年報

注：非ソブリンには民間部門のほか一部公共部門、またソブリンには域
内最貧国向け支援のための特別勘定 ADF（アジア開発基金）が各含
まれる。協調融資は ADB がシンジケーションを行ういわゆる B ロー
ンのみとし、パラレルな協調融資等は含めていない。
出所：ADB 年報（2010 年については、比較のため、協調融資金額等に関
し 2009年までの基準にしたがい筆者にて集計し直している）

図表６

図表７

EBRD承諾額

（百万ユーロ）
20,000

（百万ドル）
20,000

15,000
7,645

5,000
0
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8,372

3,948
988
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EBRD民間
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2,100
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15,000

10,347

10,000

IDB承諾額

5,000
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2,100

4,712

6,477
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239

919

823
14,359

8,985
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0
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IDBソブリン
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IDB民間
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出所：EBRD年報

注：2007年まで TFFPは IDB民間の内数。
出所：IDB年報

めた近年のこれら国際開発銀行の全体および民間部門

増資が本年内に決定される予定である。なお、IDBに

向け業務（承諾額）の推移を示したのが図表４〜７で

関しては、2009年に暫定的資本増強措置として、カ

ある（IFC以外はいずれも暦年ベース）
。

ナダ政府が単独で請求払い資本金の追加引受を実施し

国際開発銀行関連の最後に、上記２．末尾で触れら

ている（図表３参照）
。

れたそれら機関の一般増資の現況（本年４月末時点）
をまとめると次のとおりである。
まず、ADBについは、
「ビジョン2020」が開始され
たこともあり、すでに2009年４月に資本金550億ドル
を３倍の1650億ドルとする第５次増資が発効済みで
ある。
EBRDは資本金200億ユーロを300億ユーロとする
第２次増資が2010年５月に決定しているが、未発効
の状態。
IFCとIDBについては、各第４次（25億ドル→27億

注９：平均融資期間が６カ月であるため年２回資金が回転するとし、30億
ドル×２×３年＝180億ドル。
注1 0 ：名称はA D B およびI D B が貿易金融促進プログラム（T F F P ）、
EBRDが貿易円滑化プログラム（TFP）。それらプログラムの内容
は、いずれも、国際開発銀行の高い信用力で部分保証（あるいは必
要な場合は直接融資）を供与することで対象国における基盤の弱い
銀行の信用力を補完し、当該貿易取引にかかるL/C確認銀行からの
信用等を受けられるよう支援するものである。
注11：金融危機の中、中・東欧地域新興国（ハンガリー、ルーマニア、ラ
トビア等）で業務を行うEU系銀行が、IMF・世銀・EBRD・欧州
投資銀行（EIB）の国際機関、欧州委員会・欧州諸国銀行当局、お
よび主要EU民間銀行グループ親会社等が、当該新興国における各
行のエクスポージャーを急激に減らさぬよう確認し合ったもの。

ドル）および第９次（1000億ドル→1700億ドル）の
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