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ラービク石油精製・石化プロジェクト

サハリン II プロジェクト（フェーズ２）

PNG LNGプロジェクト

カセロネス銅鉱山開発事業

1999年10月～2019年3月

1999年
10月1日

1999
2001

ユーロ誕生
米国同時多発テロ

2005
2008

2010

2011

欧州債務危機
日本政府 「新成長戦略」閣議決定
東日本大震災

2000年

2003年

2004年

2005年

2004

1999

2005

2006

2008

2009

2011

シンガポール駐在員事務所開設

フィリピン　開発公社発行円建て私募債保証

ブラジル　カンポス沖油田開発事業向け貸付契約
調印

メキシコ　民活型発電プロジェクト（ツクスパン天然
ガス焚き複合火力発電プラント）向け貸付契約調印

アゼルバイジャン　バクー・トビリシ・ジェイハ
ン（BTC）石油パイプライン・プロジェクト向け
貸付契約調印

アラブ首長国連邦アブダビ首長国　タウィーラB火
力発電・淡水化事業向け貸付契約調印

タイ・バーツ建て債券発行契約調印

2006年

2007年

2008年

ドバイ駐在員事務所開設

サウジアラビア　ラービク石油精製・石化プロジェ
クト向け貸付契約調印

ブルガリア　カリアクラ風力発電事業向け貸付契
約調印

マダガスカル　アンバトビィ・ニッケル・プロジェ
クト向け貸付契約調印

アラブ首長国連邦アブダビ首長国　原油安定確保を
目的とする国営石油会社（ADNOC）向け貸付契約
調印

JBICアジア・環境ファシリティ（JBIC Facility for 
Asia Cooperation and Environment:FACE）創設

ロシア　サハリン II プロジェクト（フェーズ2）向
け貸付契約調印

JBIC特例業務の設置（時限措置：国内大企業を通
じた途上国における事業に対する貸付、日本企業
が行う先進国事業への貸付・保証等）

「JBICを活用した環境投資支援イニシアティブ
（LIFE）」発表

インドネシア　政府向け金融支援契約調印（プロ
グラム契約、世界銀行等との共同実施貸付契約）

サムライ債発行支援ファシリティ（Market Access 
Support Facility:MASF）創設

アラブ首長国連邦アブダビ首長国　シュワイハッ
トS2発電・淡水化プロジェクト向け貸付関連契約
調印

パブアニューギニア　PNG LNGプロジェクト向け
貸付契約調印

2008
 ・09年

2009年

「株式会社日本政策金融公庫法」改正（国際協力銀
行の業務範囲に地球環境の保全を目的とする海外
における事業を促進する業務〈GREEN〉を追加）

新規サムライ債発行支援ファシリティ（Guarantee 
and Acquis i t ion  toward  Tokyo market  
Enhancement：GATE）創設（債券の一部取得を
可能とするMASFの発展強化）

インドネシア　日系現地法人向けルピア建て融資
に対する保証

部門制導入

チリ　カセロネス銅鉱山開発事業向け貸付契約調印

「円高対応緊急ファシリティの実施要領」公表（創設）

2010年

2011年

2008年
10月1日

同公庫の国際部門「国際協力銀行（JBIC)」
として新たにスタート

外部環境

・
・

・
・
・

2009 COP15「コペンハーゲン合意」決定
鳩山首相「鳩山イニシアティブ」発表
・
・

・
・

国際協力銀行 発足

株式会社日本政策金融公庫 発足バクー・トビリシ・ジェイハン（BTC）
石油パイプライン・プロジェクト

タウィーラB火力発電・淡水化事業

京都議定書発効
リーマンショック

ダミー

写真：JX金属

写真：Taweelah Asia Power Company

写真：伊藤忠石油開発
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外部環境

2012年
4月1日

2015

2016

安倍首相、「質の高いインフラパートナーシップ」表明
国連総会「我々の世界を変革する：持続可能な開発の
ための2030アジェンダ」採択
COP21「パリ協定」採択
第46回ダボス会議、「第4次産業革命
の理解」を主要テーマに掲げる

2012年

2013年

2012

2012

2014

2017

2018

2019

第1期中期経営計画（2012～2014）開始

英国　都市間高速鉄道計画（Great Western Main 
Line）向け貸付契約調印

オーストラリア　イクシスLNGプロジェクト向け
貸付契約調印発表

ミャンマー　政府向けブリッジローン供与

「海外展開支援出資ファシリティ」創設

「海外展開支援融資ファシリティ」運用開始（2013
年3月31日期限の「円高緊急対応ファシリティ」を
支援対象分野拡充のうえ発展改組）

2014年

 

2015年

2016年

・
・

・
・

2017 「未来投資戦略」、日本の成長戦略としてSociety5.0の
国際展開を掲げる
日米戦略エネルギーパートナーシップ

・

・

2013 アベノミクス「３本の矢」
中国「一帯一路」構想、AIIB提唱

・
・

2017 - 2019
2018 - 2019

英国、EU離脱交渉
米中貿易紛争
エネルギー革命、水素社会、脱炭素社会……

・
・
・

米国　スピリッツ製造・販売事業（Beam Inc.）買
収資金融資及び劣後特約付融資契約調印

米国　キャメロンLNGプロジェクト向け貸付契約
調印

第2期中期経営計画（2015～2017）開始

エクイティファイナンス部門、エクイティ・イン
ベストメント部新設

特別業務開始（海外の社会資本整備に関する事業
の支援強化）

第3期中期経営計画（2018～2020）開始
質高インフラ環境成長ファシリティ（QI-ESG）創
設、開始

米国海外民間投資公社、豪外務貿易省及び豪連邦
輸出金融保険公社との覚書調印

英国　Moray East洋上風力発電事業向け貸付契約
調印

アイルランド　バイオ医薬品企業（シャイアー）
買収資金貸付契約調印

北欧・バルト地域のIT先端企業を投資対象とする
ファンドに対する出資契約書調印

2018年

2019年

株式会社国際協力銀行 発足

都市間高速鉄道計画（Great Western Main Line）

イクシスLNGプロジェクト

キャメロンLNGプロジェクト

イスタンブール市イキテリ病院PPP事業

（上） 米国海外民間投資公社、豪外務貿易省及び豪
連邦輸出金融保険公社との覚書調印

北欧・バルトファンドの投資事例
（自動運転EVトラック）

2017年 イラク　変電設備輸出（本行特別業務勘定第１号
案件）向け貸付契約調印

経営共創基盤と共同で、株式会社JBIC IG Partners
（JBIC IG）を 設立

トルコ　イスタンブール市イキテリ病院PPP（Public 
Private Partnership）事業向け貸付契約調印

ロシアのソブリン・ウェルス・ファンドであるロ
シア直接投資基金（RDIF）との間で共同投資枠組
みを創設発表

モザンビーク・マラウィ　ナカラ鉄道・港湾事業
向け貸付契約調印

（下） Moray East 洋上風力発電事業

国際協力銀行（　　　）のあゆみ

写真：INPEX
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