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この10年間に多くの途上国で、持続的な成長により数億人に上る人々が貧
困から抜け出しました。世界的な経済危機発生から5年、途上国は先進国を
はるかに上回る好調ぶりを示しています。財政が不確かな中、数か国の中
所得国の著しい経済成長が途上国の助けとなっていますが、こうした中所得
国は、低所得国にとって開発のモデルであると共に将来のドナーとしても期
待されています。
ヨーロッパの高所得国では、主要な構造・財政・金融政策が功を奏し、本
年度は市場心理が大きく改善していましたが、最近、ユーロ圏における財政
不安、銀行の格付け引き下げ、政治不安などが引き金となって、市場の緊張
が広がっています。こうした緊張の高まりは、2008–09年の金融危機の余
波が完全には鎮まっておらず、今なおボラティリティや不確実性が残されて
いることをはっきりと感じさせるものです。
貧困は依然として世界の多くの地域で蔓延しています。2012年度、輸出

市場の伸び悩みにより雇用創出や成長の機会が減少しました。数百万人に
上る移住労働者の所得が減少したため、途上国の大きな収入源である送金
が減少しました。食糧価格は不安定な状態が続き、自然災害によって多くの
命が奪われ、コミュニティが破壊され、今なお女性たちは社会から取り残さ
れ、虐げられ、数百万人にも上る人々が水や衛生施設へのアクセスを持た
ず、10億人以上が毎晩、空腹のまま眠りについています。 
このような問題への対応を支援するため、世銀は、パートナーとの緊密な

連携を通じて、人的資本の構築、国内や海外の企業にとって望ましいビジネ
ス環境づくり、クライアントのそれぞれの比較優位の特定と活用、自然災害
や地球規模の気候変動の影響に対する緩和や備えにも取組んでいます。
また、クライアントに対しても、世銀内部においても、成果・説明責任・情

報公開という改革課題に一層の重点を置いています。世銀は2年前にアー
カイブ情報を公開し、透明性を重視する組織のモデルとなっています。デー
タポータルやオンライン・ツールの広まりにより、世銀のデータや知識への
アクセスや利用が容易になりました。

知識の創造、収集、共有
世銀は、開発に関する知識や経験を最も多く兼ね備えた機関です。世銀の
研究・データ・知識プラットフォームは、世銀プロジェクトのみならず世界中
の政策担当者、研究者、シビルソサエティにとっても情報源となっています。
世界中の研究者が質の高い分析研究を行う際の一助となるべく、世銀は

2012年度、プログラミング、高度な計量経済学、地理情報システムの分野
で優れた能力を持つスタッフを集めた解析ツールチームを新たに設置しま
した。
世界を結びつけるという役割を担う世銀は、オープンでより協調性の高

い実践的な試みを目指して、6つの新設された知識プラットフォームに年間
約300万ドルを投じています。その第一弾として2012年度に開始された3つ
のプラットフォームは、都市化、グリーン成長、情報通信技術に関するもので
す。雇用、栄養、農業・食糧安全保障、脆弱性・紛争・暴力に関するプラット
フォームも立ち上げられました。それぞれのプラットフォームで、世銀内部と
世界の研究センター、学術機関、シンクタンク、実務機関、民間セクターを
つなぐ新たなアプローチを具体化しています。
世銀は長年にわたり協調を図ってきましたが、これらのプラットフォーム

は、開発に対するよりオープンなアプローチへの移行の一環として、知識面
でのパートナーシップ拡大を目指す試みとしては、これまでで最大規模のも
のです。
膨大な量のデータを公開した2年後、世銀は、検索エンジンに対応した

オープン・ナレッジ・リポジトリに5,000点を超える書籍、報告書、研究論文、
研究報告を収蔵し、その大部分について一般市民によるアクセス、転用、二
次利用、活用（一部は有料）を可能にしました。2012年4月に運用を開始さ
れたこのリポジトリは、世銀の調査研究や知識関連情報がほぼ網羅されて
おり、世銀の知識情報に関心を持つ誰もが無料・無制限でアクセスできま
す。各国語版やデータへのリンクなどの資料も、来年さらに加えられる予
定です。
知識共有の促進を目指し、世銀は、主要国際機関として初めて調査研究

や知識関連情報について自由なアクセスを義務づけ、情報公開において最
も先進的な「クリエイティブ・コモンズ」ライセンスを採用しました。オープン・
ナレッジ・リポジトリ及びクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、2012年
7月1日から実施されているオープン・アクセス政策の一環です。
世銀は、ドナー機関の情報公開及び説明責任に関する報告書を作成して

いるPublish What You Fund及びOne World Trustにデータを提出しました。
2012年、世銀はPublish What You Fundから、援助の透明性に関してすべて
の多国間・二国間ドナー機関の中で最高の評価を得ました。

グローバルな知識と経験を用いた取組み

エチオピア
撮影：Stephan Bachenheimer
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成果の報告とデータの公開
成果・説明責任・情報開示への重点化の一環として、世銀は2011年9月に
最初のコーポレート・スコアカードを発表しました。このスコアカードは、業
務改革も含め、開発成果に照らし合わせて世銀の全体的な業績の概略を示
すことを目的とし、進捗状況や注意を要する領域について、世銀幹部と理事
会の戦略的な対話を促進するものです。

2012年4月にリリースされた電子版スコアカードでは、指標、国際復興開
発銀行（IBRD）と国際開発協会（IDA）それぞれのデータ、地域別や国別の
特定の指標、時系列、データの視覚的表示などにオンラインで簡単にアクセ
スすることができます。また、定義、出典、補完情報や関連情報源へのリン
クなども含まれています（http://corporatescorecard.worldbank.org
参照）。（2013年度には、オープンデータ基準に従ったデータ・ダウンロード
機能、セクター別のデータ分類などのシステムが改良予定）

2012年2月、世銀は貧困に関する新たな推定値を発表し、誰も
がPovcalNetを通じてこのデータにアクセスできるようにしました
（http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet参照）。（ミレニアム開発
目標（MDGs）の1つ目の目標である極度の貧困の半減は、期限である2015
年よりもかなり早く2010年度に達成されました）
本年度には、全世界で基本的金融サービスへのアクセスを測定する新た

なツール、世界金融アクセス・データベース（呼称「グローバル・フィンデッ
クス（Global Findex）」）も発表されました。この一連の指標は、148か国
における貯蓄、借入れ、決済、リスク管理の方法を調査したものです。同指
標は、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団の支援を受けたプログラム（10年間）の
最初の主要成果物です（http://www.worldbank.org/globalfindex
参照）。
こうした活動は、人々をつなぎ、他の地域の動きを知ることで、政策担当

者や実務機関が成果に根ざした持続可能な開発ソリューションを作り出すこ
とに役立っています。
世銀は、30年ぶりの新融資制度となる「成果連動型プログラム融資制

度（PforR）」を導入しました。約40か国の政府、シビルソサエティ、ステー
クホルダーらとの議論を経て2012年2月に導入されたこの革新的な融資
制度は、融資の実行を立証可能な明確な成果と直接リンクさせるものです
（http://www.worldbank.org/P4R参照）。

PforRは、途上国による開発プログラムの設計及び実施の改善にも役立ち
ます。PforRによる支援プロジェクトの成果は、借入国が世銀と協議の上で
定められます。この制度では、組織・制度開発、とりわけ成果の監視及び借
入国の公共支出制度強化の能力に対して重点的に世銀の技術・資金支援が
提供されます。PforRは借入国の受託者責任・セーフガード制度の強化にも
役立ちます。

生活水準の向上とミレニアム開発目標の支援
成果主義に基づく資金援助（RBF）は、様々なセクターで期待されていま
す。たとえば保健セクターでは、クライアントがMDG 1（2015年までに飢
餓に苦しむ人口を半減）、MDG 4（乳幼児死亡率の削減）、及びMDG 5（妊
産婦の健康の改善）についての進捗状況の監視及び結果についての評価
を行う能力が向上します。世界の最貧国を支援するIDAは、RBFなど保健
セクターでの革新的取組みやプログラムの厳格な影響評価の実施をこれ
まで以上にクライアントに奨励しています。過去10年間におけるIDAのコ
ミットメントにより、保健セクターではHIVに感染した150万人の成人及び小
児が抗レトロウィルス治療を行い、5500万人の妊婦が産前ケアを受け、マ
ラリア予防のために3400万張以上の蚊帳が購入・配布され、5億人近い

子どもが予防接種を受けました。その他にも多くの成果が上がっています
（http://www.worldbank.org/health参照）。
保健セクターにおける支援で重要なものの1つが水と衛生です。2012年

度、安全な飲料水を継続的に利用できない人々の割合を半減するという
MDG 7のターゲットが満たされ、世界は重要な節目に到達しました。国連児
童基金（UNICEF）、世界保健機関、世界銀行などの支援により、1990年以
降、20億人以上がより整備された飲料水源を利用できるようになりました。
また、同期間中に18億人がより整備された衛生施設を利用できるようになり
ました。それでも約25億人は依然として衛生施設へのアクセスがなく、少な
くとも7億8000万人はより整備された飲料水源へのアクセスがありません。
水の問題は様々な分野と結びついているため、この問題を適切に管理す

ることがほとんどすべての開発目標の達成に不可欠となります。世銀は水
関係のプロジェクトへの最大の外部資金提供機関であり、2012年度の支援
総額は36億ドルに上り、総融資額のうち4%は水と衛生施設及び治水の整備
に、3%は給水と衛生施設の整備に、2%は洪水防止に、2%は廃水の収集・
輸送・処理・廃棄に、さらに1%弱が固形廃棄物の処理に充てられました。
資金援助は解決策の一部にすぎません。世銀は、クライアントが将来の

需要を満たすために現在必要としている知見、技術革新、非従来型のパート
ナーシップの需要にも応えています。こうした補完的な取組みの多くが、水・
衛生プログラム、水パートナーシップ・プログラム、実績ベース援助のグロー
バル・パートナーシップ、官民インフラ助言ファシリティ、アフリカ国際水域
協力、南アジア水イニシアティブなど、水に関係したプログラムを通じて支
援されています。

ガーナ
撮影：Jonathan Ernst
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一方、多くの地域で、水の需要急増や気候変動の影響により、水不足が深
刻化しつつあります。生活の向上や生活に必要な基本的要素に恵まれない
人々も数十億人に上ります。農村部に住む10億人近くは舗装道路へのアク
セスがありません。アフリカやアジアの数千もの村々では、日没後の明かり
は灯油ランプ、ろうそく、調理用の火しかなく、今なお13億人以上にとって
電気の利用は夢のままです。25億人以上が調理や暖房をバイオマスか石炭
に頼るため、それに伴う屋内空気汚染が原因で年間190万人以上が命を落
としています。そして、そのほとんどが女性と子どもです。途上国のインフ
ラ投資・保守の総需要は年間1.1兆ドルと推定され、中でも最もニーズが高
いのがアフリカとアジアです。 
インフラ不足解消のため、新戦略「インフラを通じた変革（Transformation 

through Infrastructure）」がインフラ・セクターにおける2015年までの世銀
の活動指針となります。世銀は、基本的ニーズを満たすためインフラ支援を
継続すると同時に、大きな変化をもたらすプロジェクトを一層重視し、民間
セクターから資金の動員を図っていきます。こうした支援は世銀融資の約
40％を占め、2012年度は運輸が45億ドル、エネルギー・鉱業が52億ドル、
水と衛生・治水が39億ドル、情報通信技術が2億ドルでした。 
世銀のもう1つの重点分野は、MDG 2及びMDG 3の対象である教育で

す。世銀は2012年度、教育セクターに30億ドル以上を投じました（2011年
度は18億ドル）。現在、教育セクターにおける世銀プロジェクトは73か国に
広がり、総額90億ドルに上っています。
教育セクターにおける世銀の重要な新イニシアティブが、SABER：

Systems Approach for Better Education Results（教育成果向上のための
システム・アプローチ）で、世界中の教育システムの政策や制度に関するデー
タに基づいた政策策定を強化するものです。 
重点項目としては、知識の提供と融資を通じたクライアントの教育関連

MDGsの達成支援、生徒の学習の向上、教育と労働市場の関連づけによる
技能開発の促進などが挙げられますが、特に最後の項目は、高い失業率と
技能不足が同時に起きている現状において決定的に重要な目標です。2012
年度、世銀は新たな教育戦略の成功度を、MDGs達成、SABER診断ツール
の適用、システムのデータ収集・活用、学習評価の観点から評価するように
なりました（http://www.worldbank.org/education参照）。

「世界開発報告2012：ジェンダーの平等と開発」は、女性の就学率、平均
寿命、経済機会の点での改善を強調する一方で、改善にはばらつきがあるこ
とも指摘しています。世界の多くの地域では依然としてあまりに多くの女性
が出産の際に死亡したり、誕生すらしていない女児の率も憂慮すべき水準
にあります。また、女性は今なお家庭や政治における発言権がなく、自分自
身や家族・社会に影響を及ぼす決定に参加することができません。経済機
会も極めて限定的です。 
世銀は、借入国における政策対話への情報提供、国レベルでのジェンダー

問題診断の強化、融資の拡大、ジェンダー・データ構築への投資、パートナー
シップ活用という5つの戦略的方向性に沿って、こうした調査結果への対策
を実施し、ジェンダー平等への重点化を強めています。ジェンダー問題は
IDA16においても特別テーマとして指定されました。
本年度はジェンダー問題への注目が大きく高まりました。世銀はジェン

ダー関連プロジェクトに290億ドル（融資総額の83%）を割り当て、世銀プロ
ジェクト全体の80％に当たる合計208件のプロジェクトがジェンダー関連で
あると評価されました。世銀はコーポレート・スコアカード及びIDA16成果
評価枠組みの下で、ジェンダー問題への取組みを引き続き追跡し、進捗状
況を四半期ごとに報告しています（http://www.worldbank.org/gender
参照）。 
世銀は、現在の経済情勢において極めて重要である社会的保護の向上に

も取組んでいます。2012年度に採用された新戦略は、セーフティネットの適
用を最貧困層・最脆弱層に広げること、人々が複数のリスクに対処するため
の助けとなる一貫性ある総合的な国家政策及び国家プログラムを揃え、危
機的状況に応じた規模の拡大や縮小を可能にすること、実証に裏付けられ
た対応、南南間の知識共有の促進、雇用と経済機会へのアクセス拡大、特に
幼児期の発育及び労働者の技能と生産性に重点を置くことを求めています
（http://www.worldbank.org/spstrategy参照）。

2億人以上の女性、男性、若者が失業しており、10億人以上が低所得や
非正規の仕事でかろうじて雇用され、その潜在能力を下回る収入しか得ら
れない状態となっています。さらに、人口増に伴い、近いうちに毎月数百万
人分の新規雇用創出が必要になるとみられています。失業対策として世銀
は、学術機関、シンクタンク、民間セクターといったパートナーのネットワー
クと協力し、研究と政策を結びつけることにより雇用関連の活動を共同で進
めています。
クライアントは、世銀の支援を得て、失業給付、公共事業、職業斡旋、研修、

自営業者や起業家への支援、革新的技術を取り入れたアプローチ、金融ア
クセスなどのプログラムを通じて、労働者保護や雇用創出を図っています。
世銀はまた、労働市場政策と規制、生産性、雇用と移動性、危機と回復、グ
ローバル化など幅広いテーマに関する知識共有、研究、戦略などを通じた支
援も進めています（http://www.worldbank.org/jobsworldeconomy
参照）。

災害脆弱性の軽減と気候変動への適応性の増大
本年度も災害によって甚大な損害が生じ、そうした災害の多くは気候変動

に関係したものでした。悪天候（慢性的な干ばつや洪水を含む）、世界的な
原油価格の上昇、アジアにおける食糧輸入需要の拡大、根強い欧州金融危
機などが要因となって、世界の食糧価格がさらに不安定になりました。世界
中の多くの国では国内価格も引き続き高水準で変動しており、ショックを吸
収する緩衝材の要素も小さいままでした。2012年度の生産高及び2013年
度の予測が実現しなければ、世界の食糧価格が急激に上昇し、世界規模や
地域規模の危機を絶えず警戒して早期のシグナルの監視強化の必要性が

フィリピン
撮影：Danilo Pinzon



4

高まりかねません。
貧困国が災害に見舞われると、多くの場合、被災者への緊急援助、道路、

病院、学校、灌漑システム、電力・水道設備の再建の必要に迫られます。こ
うした緊急対応が予算を圧迫し、急を要しない基本サービスを削減せざる
を得なくなることも多々あります。この事態を防ぐため、世銀は、フィリピン
に対し、自然災害後に使用可能な予防的クレジットラインとして過去最高額
となる5億ドルの災害リスク繰延引出オプション（Cat DDO）を提供しました。
このCat DDOは、台風「センドン」後のフィリピン政府による復旧復興活動
に役立てられました。
現在、世銀の国別援助戦略10件のうち7件が、自然災害を開発リスクとし

て認識しています。インドネシアのアチェでの津波やハイチ大地震の後など
には、信託基金が災害救済のための迅速な対応に役立ちました。たとえば、
ハイチ復興基金は、IDAプロジェクトへの資金援助により、40万棟の住宅
の安全検査に資金提供した他、修理・復興のためのグラント資金提供、政府
業務の安定化支援、コレラ対策、児童数千人のための学校教育再開の支援
に充てられました。 
気候の変化や変動は開発成果を損なう恐れがあるため、その対処に向け

て、低炭素型で気候変動に強い開発が世銀の戦略やプロジェクトの中心に
据えられています。2009年度以降の新規の地域別・セクター別戦略のすべ
てが気候変動への適応策及び緩和策に重点を置いています。2012年6月に
理事会で承認された世銀の新環境戦略「万人のためのグリーンかつクリー
ンで、耐性のある世界」というビジョンを打ち出しました。中でも耐性という
面から、同戦略は各国における気候変動や災害リスクに対する脆弱性低減
の支援に重きを置いています。世銀はまた、気候変動に関連した政策研究
はもとより、知識、キャパシティ・ビルディングの活動も強化しており、その
一例が2011年12月に立ち上げられた気候データ公開イニシアティブです。
このイニシアティブは、気候や気候関連のデータセットへのアクセス向上を、
特に気候変動知識ポータル及び気候適応のためのデータ公開イニシアティ
ブなどを通じて図る予定です。
本年度、世銀は、低炭素型開発への融資に71億ドル以上、気候変動に強

い開発のための融資に46億ドルを割り当てました。これらの貸出・融資・贈
与の対象となったのは55か国104件のプロジェクトです。それぞれの支援額

は、2012年度に承認された気候変動への適応及び緩和に寄与する融資額
算出システムにより割り出されています。その結果、世銀は気候変動関連
の融資を透明性のある一貫した形で報告できるようになりました。
持続可能な開発のために欠かせないのが、水力発電とその他の再生可能

エネルギーへの移行と、暖房・発電におけるエネルギー効率化です。水力
発電とその他の再生可能エネルギーへの世銀融資承認額は、2007年度の
4億ドルから2012年度は19億ドルへ率にして337％増加しました。同期間の
暖房・発電におけるエネルギー効率化への融資承認額も2007年度の1億ド
ルから2012年度は3億ドルに増加しています。融資を受けたバングラデシュ
のプログラムでは、2003年から農村部の低所得世帯に家庭用太陽光発電
システム140万基を設置し、クリーン・エネルギーによって生活を一変させ
る電力の提供ができることが示されています。
世銀は、他の国際開発金融機関と連携して、72億ドル規模の気候投資基

金（CIF）の業務やプロジェクトの規模を拡大しました。CIFは、戦略気候基金
22億ドル、クリーン・テクノロジー基金50億ドルで構成されており、クリーン・
テクノロジー基金の1ドルは8ドルの支援を生み出しています。CIFは、途上
国が取組む気候変動の緩和・適用策を支援する新規プロジェクトに総額21
億ドルの融資を承認しました。
世銀は引き続き、資本市場で調達した資金が気候変動対応に効果的な投

資に振り向けられるような革新的資金メカニズムを支援しています。2008
年の初回発行以来、世銀は約50件の取引を通じて世界銀行グリーンボンド
を17の通貨建てで発行し、30億ドル以上を調達しています。
世銀は、気候変動の緩和を支援する13のカーボン・ファンドや融資制度

（資本金30億ドル強）の受託機関です。現在実行中の約160件のプロジェ
クトにより削減されるCO2や類似の温室効果ガスは2億2900万トンに上ると
推定されており、この目標数値の78%を2013年までに達成する予定です。
2011年12月、世銀は、後発開発途上国が低炭素型投資を行うための資金調
達を支援し、後発開発途上国による2012年以降に炭素市場への進出を可能
にすることを目的とした2つの新融資制度を発表しました。バイオ炭素基金
の第3トランシェ（BioCF T3）は、土壌浸食の減少や土地の肥沃化といった
副次的便益のある植林プロジェクトやランドスケーププロジェクトが重点対
象になります。開発のための炭素イニシアティブ（Ci-Dev）に基づき、官民
両セクターの機関が世界の最貧国におけるキャパシティ・ビルディング及び
炭素市場開発への支援を約束しています。
環境フットプリントの削減及びカーボン・ニュートラル維持の取組みの一

環として、世銀は、全世界にある世銀の施設、また主要な会議や飛行機によ
る移動に伴って発生する温室効果ガスの測定、削減、オフセット、報告を行っ
ています。2012年度には、米国ワシントンD.C.における世銀施設からの温室
効果ガス排出量を2006年レベルから7％削減という目標を達成し、さらに新
たなターゲットの設定を検討しています。世銀の全世界にある施設の2011
年度の排出量は、飛行機による移動及び主要会議に伴うものも含め、合計
約16万484二酸化炭素換算トンでした。詳細は、「グローバル・レポーティン
グ・イニシアティブ（GRI）」や「カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト」
など、国際基準に基づいて世銀が毎年発行している持続可能性に関する報
告に掲載されています（http://crinfo.worldbank.org参照）。
倫理の重視は世銀から外部にも広がりました。リスクの高いプロジェクト

における不正・腐敗対策の強化を補完すべく、世銀は、世界の不正に対する
集団的な闘いを支援する新たな技術的ツールや資源に加盟国が関与するよ
う、第二回国際汚職ハンターズ・アライアンス会合を主催しました。例えば
「Integrity App」は、世銀不正・腐敗の疑いのあるプロジェクトについてユー
ザーが世銀ホットラインに直接報告することを可能にします。 

青年女子イニシアティブ
撮影：Simone D. McCourtie
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2012年5月、世銀の制裁委員会が、アフリカ、ラテンアメリカ、中東、南ア
ジアの国々における調査に基づき、8つの企業に対する取引資格停止を発
表しました。これにより、本年度に世銀から取引資格を停止された企業は合
計84社になりました。2012年度に世銀及び他の国際開発金融機関による実
用的な取引資格停止協定が実施されたことは、こうした取引資格停止の効
果が高まり、開発の分野において開発資源に影響するいかなる不正・腐敗
も罰則を免れられないという強力なメッセージとなっています。

暴力、紛争、脆弱性に直面する人々への支援
約15億人の人々が暴力的紛争の影響下にある国や地域で暮らしています。
このような環境下では貧困削減は特に困難な課題です。暴力、紛争、脆弱
性を防止し、それに対処し、そうした状態から回復するための戦略策定で各
国を支援するため、世銀は一連の活動に取組んでいます。例えば、世銀は
2011年7月に紛争・安全保障・開発グローバルセンター（CCSD）をケニア
のナイロビに設置しました。ワシントンDC及びニューヨークに加えてケニ
アのナイロビに職員が配備されており、CCSDは、世銀が「世界開発報告
2011：紛争・安全保障と開発」を実践していく中で、不安定な環境に有効な
対策の最新の研究や知識による支援やアクセスを提供しています。 

IBRD/IDAの信託基金は、能力や組織・制度の開発、貧困層や脆弱層の支
援、援助の調和を促進すべく、世銀プロジェクトを補完しています。マルチド
ナー基金である国家・平和構築基金の運用管理者として、世銀は、26か国
における53件のグラント（総額約1億1880万ドル）を監督しています。プロ
ジェクトの約半数をアフリカ地域、22％を中東・北アフリカ地域、12％をラ
テンアメリカ・カリブ海地域が占めています。世銀は、東アジア・大洋州地
域における施策を優先する経済・平和構築への移行のための韓国信託基金
の管理も担当しています。

2011年12月、世銀を含む37の国と機関が脆弱国支援取組みのニュー
ディール政策を承認しました。この新たな枠組みの提言には、クライアント
主導の脆弱性評価への移行、政治的プロセスに対する支援の強化、能力開
発に対するより効果的な支援、援助の透明性の向上、よりタイムリーで予測
可能な援助などが含まれています。 

モンゴル
撮影：Dave Lawrence
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