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更に、財務構成を刷新・強化し、財務力を高めると共に、支出を削
減して節約分を援助受入国支援にまわしています。2014年度、世界
銀行グループは加盟国の政府や民間企業に対して、総計656億ドル
の融資、贈与、直接投資、保証をコミットしました。

この内、国際復興開発銀行 (IBRD) のコミットメントは186億ドル、
世界銀行グループの最貧困層向け基金である国際開発協会 (IDA) 
のコミットメントは222億ドルでした。IDAについては、3年 間で
520億ドルという過去最高の増資額がドナーによってプレツジさ
れました。万人が成長の恩恵を享受できるよう、人材に対する投資
を継続していきます。

過去20年間に創出された新規雇用の90%は、民間セクタ一によ
るものです。良い仕事を得る事は貧困から抜け出すために何より
も効果的である事から、世界銀行グループで民間セクターを支援
するIFCは、政治的リスク保証を提供するMIGAと共に、民間セ
クタ一による投資を後押しして、貧困層の雇用創出や経済機会の
拡大を図る取組みを強化しています。2014年度にIFCが民間セク
ター開発のために提供した投融資総額は、他の投資家から動員し
た約50億ドルを含め220億ドルに達しました。MIGAもまた、総額 
32億ドルに上る政治的リスク保証業務及び信用補完業務を提供
し、変革をもたらすプロジェクトを含め各種の投資を支えました。

永続的な効果を確保するためには、環境面で持続可能な投資であ
る事が不可欠です。気候変動の課題に立ち向かう事なしに極度の
貧困を撲滅する事はできません。気候変動による影響を最初に、 
そして最も深 刻に受けるのは貧 困 層です。世界銀 行グル ープは 
昨年、気候変動対策を発表し、環境を保護しつつ子や孫の世代に
持続可能な将来を築くための投資を進めています。

世界銀行グループでは、幹部と職員が一丸となって、こうした喫緊
の課題に取り組み、援助受入国に成果をもたらすための大きな変
革を進めています。極度の貧困状態にある約10億人の生活を改善
する事に焦点を置き、全ての人のために、持続可能かつ公正で、繁
栄する世界の構築を目指していきます。

 

ジム・ヨン・キム博士
世界銀行グループ総裁

兼理事会議長 

今から2年前、世界銀行グループは、一世代の内に極度の貧困を撲
滅するという大変困難な課題に取り組むために、組織の刷新と変
革の道を歩み始めました。そして2013年春季会合において、極度
の貧困を2030年までに撲滅し、途上国の所得下位40%の人々も
繁栄を共有できるようにするという2つの意欲的な目標を採択しま
した。

この目的を達成するため、昨年10月の年次総会において総務会
は、世界銀行グループ初となる戰略を承認しました。同戰略は、 
変革をもたらすソリューションの提 供に重点を置き、グループ内
の人材や資金、ノウハウを効果的に結集し、民間セクタ一や他の 
開発パートナ一との協力を加速させようというものです。

これは、とてつもなく大きな挑戰です。貧困撲滅の目標を達成する
ためには、毎年数千万人の人々が貧困から脱却できるよう支援して
いかなければなりません。しかし、確かに困難な作業ではあります
が、戰略を効果的に実施していけば実現は可能です。

本年次報告では、過去1年間に世界銀行グループがどのようにこ
の戰略を実施してきたかをご紹介いたします。世界銀行グループ
は、国際復興開発銀行  (IBRD)、国際開発協会 (IDA)、国際金融公
社 (IFC)、多数国間投資保証機関 (MIGA) の4つの主要機関で構成
されていますが、グループ一丸となって使命を遂行するため互いに
協力してきました。

その結果、大きな前進を見る事ができました。パートナー国に対す
る支援では、対象を絞り込み、共通の目標を達成する最善の機会
を見出すために緊密に協力しています。また、グローバル・プラクテ
ィス及びクロス・カッティング・ソリューションズ・エリアを新たに設
けた事により、援助受入国が特に困難な課題を解決できるよう、 
有益かつグローバルな知識をより少ないコストで提供できるように
なるでしよう。

世界銀行グループの 2014 年度の成果概要

極 度 の 貧 困 状 態 に あ る 約 
10億人の生活を改善する事に
焦点を置き、全ての人のため
に 、 持 続 可 能 か つ 公 正 で、 
繁栄する世界の構築を目指し
ていきます。

世界銀行グループ総裁兼理事会議長からのメッセージ

MIGAの使命

途上国への対外直接投資の促進を通じて、経済発展、貧困削減、 
人々の生活向上を支援することにあります。

世界銀行グループ
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効果

世界銀行グループは、グループ各機関
が一丸となって、その強みや専門性、 
資源を駆使し、経済成長の促進、包摂
性の推進、持続可能性の確保を進め、
援助受入国やパー卜ナ一の開発効果を
後押ししています。

経済成長の促進

ibrd・ida 

9 万 5000km
の道路の建設、補修

1530 万人
及び中小・零細企業に
金融サービスを提供

MiGa  

5 万 2100 件の
雇用創出

MIGAクライアントによる

61 億ドルの
新規ビジネス融資

iFC  

260 万件
の雇用の提供

9400 万人に
電力、水、ガスを供給

包摂性の推進

ibrd・ida 

2 億 5090 万人が
保健、栄養、人口サービスを享受

3740 万人が
社会的セーフティネット・ 
プログラムの恩恵を享受

MiGa  

4700 万人に
電力アクセスを提供

1500 万人が
交通アクセスを確保

iFC  

290 万戸の
農家を助成

250 万人の
学生への教育助成

持続可能性の確保

ibrd・ida 

CO2 排出量換算で年間 

9 億 300 万トンの
削減

57 力国で
公共財政管理制度を強化

MiGa  

330 万人に
清潔な水へのアクセスを確保

MIGAが支援した案件で

16 億ドルの
歳入が増加

iFC  

550 万トンの
温室効果ガス削減見込

IFCが支援した案件で 

187 億ドルの
歳入が増加

億ドル

世 界 銀 行 による加 盟 国 の
政府・民間企業に対する融
資、贈与、直接投資、保証な
どの支援総額。

656

136 億ドル
南アジア地域

48 億ドル
中東・北アフリカ地域

100 億ドル
東アジア・大洋州地域

98 億ドル
ラテンアメリカ・カリブ海地域

110 億ドル
ヨーロッパ・中央アジア地域

161 億ドル
サブサハラ･アフリカ地域

世界銀行が提供する途上国に対
する支援は、この 1 年間に急速な
伸びを見せました。これは世界銀
行が、より迅 速な成 果の達 成 、 
援助受入国やパー卜ナ一との関係
強化、そしてグローバルなソリュー
ションを用いて各地域の問題を解
決する事に力を注いだ結果です。

世界各地での活動

複数の地域にまたがるプロジェク
トやグローバ ルなプロジェクトを 
含む。

地域別内訳は世界銀行の国別分類による。
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2014年度、加盟途上国でのプロジェクトに対してMIGAが発行した投資保証は総額32億ドルに達しました。加えて、MIGAが管理する 
信託基金の下で、180万ドルの投資保証が発行されました。今年は、MIGAの新規保証総額が4年連続で最高記録を更新し、MIGAの 
重点分野のうち、少なくとも1つの分野に取り組んでいるものが全体の51％を占めました。本年度末のMIGAの総保証残高は124億ドルで
した。

 ■ MIGAの2015～2017年度の戦略がMIGA理事会により承認。
 ■ 2015年度の一般管理予算が理事会により承認。
 ■ ミャンマーがMIGAの180番目の加盟国に。
 ■ 債務不履行に対する保証引受を資本市場での取引で初めて実施。

MIGA の概観世界銀行グループの各機関

 ■ �国際復興開発銀行 (IBRD)   
中所得国及び信用力のある低所得国の政府を対象に貸出を提供。

 ■ �国際開発協会 (IDA)   
最貧国の政府を対象にクレジットと呼ばれる無利子の融資や贈与を提供。

 ■ �国際金融公社 (IFC)   
途上国の民間セクター向け投資を促進するための融資、直接投資、アドバイザリー・サービスを提供。

 ■ �多数国間投資保証機関 (MIGA)   
途上国への対外直接投資 (FDI) を促進するために政治的リスクや非商業的リスクから生じた損失に対する投資保証を提供。

 ■ �投資紛争解決国際センター (ICSID)   
国際投資紛争の調停と仲裁を行う場を提供。

2014 年度に世界銀行グループが支援対象国に提供した支援 

年度別、単位：100 万ドル 

世界銀行グループ 2014 2013 2012 2011 2010

承認額 1 65,579 57,587 57,450 61,120 76,482

実行額2 44,399 40,370 42,390 42,028 50,234

IBRD

承認額 18,604 15,249 20,582 26,737 44,197

実行額 18,761 15,830 19,777 21,879 28,855

IDA

承認額 22,239 16,298 14,753 16,269 14,550

実行額 13,432 11,228 11,061 10,282 11,460

IFC

承認額3 17,261 18,349 15,462 12,186 12,664

実行額 8,904 9,971 7,981 6,715 6,793

MIGA

総引受額 3,155 2,781 2,657 2,099 1,464

援助受入国実施信託基金

承認額 4,319 4,910 3,996 3,829 3,607

実行額 3,302 3,341 3,571 3,152 3,126

1.  IBRD、IDA、IFC、全ての援助受入国実施信託基金（RETF）、MIGAの引受総額を含む。そのため、信託基金による活動の一部のみしか反映され
ない世界銀行グループのコ一ポレ一卜・スコア力一ドの金額と異なる。

2. IBRD、IDA、IFC、RETFの支援実行額を含む。

3. IFC自己勘定のみ。投資家を通じて動員した資金を除く。

124 億ドル

総保証残高*

77

2010 年度

91

2011 年度

103

2012 年度

108

2013 年度

124

2014 年度

15
21

27 28
32

2010 年度
2011 年度

2012 年度 2013 年度
2014 年度

77

2010 年度

91

2011 年度

103

2012 年度

108

2013 年度

124

2014 年度

15
21

27 28
32

2010 年度
2011 年度

2012 年度 2013 年度
2014 年度

32 億ドル

2014年度の 
新規保証総額

 

重点分野
支援を受けたプロジェクトの割合（％）*

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度
* 複数の重点分野にまたがるプロジェクトもある。

50

29

70

23

55

24

32

11

48

18

IDA 融資適格国

脆弱・紛争国

50

29

70

23

55

24

32

11

48

18

IDA 融資適格国

脆弱・紛争国

* 2014 年 6 月 30 日現在
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MIGAは高リスクの国々で最も活発に活動し続けており、公的保険機関や民間保険会社との協力を通じて、企業や政府のために多額の資
金を追加的に動員しています。2014年6月30日現在の総保証残高は124億ドルで、そのうち53億ドルはMIGAのパートナーである再保険
会社に出再されました。

世 界 銀 行 グ ル ープ は
2014年 に、極 度の貧
困 撲 滅 と 繁 栄 の 共 有
促 進 と いう目 標 の 、 
行く手を阻んでいる障
害 に 取り 組 む た め に
共同戦略を採択しまし
た。この戦略の重要な
要素の一つは、雇用創
出 、インフラ不足、気
候変動など、途上国が

直面している喫緊の開発問題に取り組むうえで、公的セクター向け
支援と並び、民間セクター投資が不可欠な役割を果たせることを
強調していることです。 

MIGAの役割は、この2つの目標達成で成果を上げる際に、ますま
す貴重な存在となっています。これは、新興国への民間投資拡大を
後押しするMIGAの政治リスク保険やクレジットエンハンスメント 
（信用補完）商品への需要が高まりをみせていることからも分か
ります。2014年度にMIGAが発行した新規保証額は過去最高の 
32億ドルを記録した一方、総保証残高は124億ドルに達しました。 
MIGAがもたらす付加価値は、ともすれば民間資本には受け入れが
たい高リスクの環境で民間投資を動員できることです。

本年度、MIGAは、様々なステークホルダーとの協力により、世銀
グループの2つの目標と整合した目的を掲げ、しかも単一組織では
成しえない大きな開発成果を上げるという意気込みで戦略の策定
にあたりました。これを実現するためには、慎重なリスク管理、運
営コストの節減、そして資本基盤の拡大を通じて財政的余裕を生
み出すことで、財務の持続可能性を確保することが肝要です。

同時に、MIGAは、再保険方面のパートナーや他の外部組織と引き
続き協力してプロジェクトを後押ししていきます。一方、内部では、
大きな開発成 果を上げられる分 野で機 会を見出すため、「国別 
パートナーシップ枠組み」の協議に積極的に関与するなど、世 銀 
グループ全体で連携を強化していきます。加えて、MIGAの支援を
受けたプロジェクトが長期的に持続可能であるよう、今後も強固な
環境・社会基準を掲げて投資保証業務を支えていきます。

さらに、セクター・地域横断型の事業開発の促進により、脆弱・紛争
国、IDA融資適格国、中所得国、さらに変革をもたらすプロジェクト
に向けた投資を支援するために、政治リスク保険やクレジットエン
ハンスメント商品の幅と顧客層を拡大して、その結果得られた機会
を最大限に活用していく所存です。こうすることで、MIGAは、世銀
グループの2つの目標にいっそう貢献することができるでしょう。

本田桂子

本田桂子MIGA長官兼CEOからのメッセージ ビジネスと業務の概観

MIGA の運営チーム

michel wormser 
副総裁兼最高業務 
責任者（COO）

edith p. quintrell 
業務担当局長

keiko honda 
MIGA 長官 
兼CEO

ravi vish 
経済・持続可能性 
担当局長

ana-mita betancourt 
局長兼法務・支払請求 
担当顧問

2014 年度の被支援プロジェクト数の地域別内訳（％） 

支援受入国上位�10�か国* 

総保証残高124億ドル 

国名 %

クロアチア 7.9

ロシア 7.0

セルビア 6.9

コートジボワール 6.8

ウクライナ 6.1

ベトナム 5.5

パナマ 5.1

ハンガリー 4.6

アンゴラ 4.4

トルコ 3.6

上位 10 か国合計 57.9

投資国上位 10 か国* 

総保証残高124億ドル 

国名 %

オーストリア 16.2

英国 13.6

フランス 13.2

米国 10.5

ギリシャ 5.0

アイルランド 4.7

南アフリカ 4.7

ドイツ 4.5

日本 4.5

オランダ 3.0

上位 10 か国合計 79.9

* 2014 年  6 月  30 日現在

ヨーロッパ･中央アジア

33

29 

17 

13 

8 

サブサハラ･アフリカ

アジア･大洋州

中東･北アフリカ

ラテンアメリカ･カリブ海



MIGA 年次報告書 2014  |  98  |  MIGA 年次報告書 2014

miga が与えた影響

カメルーンにおける発電・送電プロジェクトへの支援 

カメルーンでは、電力需要が年5～6％の割合で増えており、効率向上は火急のニーズと
なっています。MIGAは、西アフリカにあるこの国で3件の電力セクター・プロジェクトへの
投資を後押しすることで、安定しかつ継続的な電力供給と復旧に貢献しています。国営電
力公社と2件の既存発電プロジェクトに対するこの投資は、増大中の電力需要を満たし、
送電網を強化し、サービスの行き届いていない地域に電力を供給し、電力セクター全体の
効率と運営の改善に役立つでしょう。

ホンジュラスで初の風力発電所拡張に保険提供

ホンジュラスでは、首都テグシガルパの南20キロに位置する発電容量102メガワットの既
存のCerro de Hula風力発電プロジェクトの拡張（24メガワット増）に保険を提供して、
クリーン・エネルギーによる発電を支援しています。このプロジェクトは、グリッド向け発電
量を拡大することで、化石燃料に頼ってきた従来の発電を一段と減らし、年間28万トンも
の二酸化炭素排出量の節減に役立ちます。同プロジェクトはいまも中米最大の風力発電所
となっています。

ハンガリーの輸出入銀行向け支援が同国の輸出業者を援助

ハンガリーの輸出入銀行（EXIM）に行ったMIGAのクレジットエンハンスメント業務によ
り、同銀行は、節約した金額をハンガリーの輸出業者への援助に直接利用します。同銀
行が発行した4億ユーロの債券をMIGAが保証したことで、この債券の格付が投機的等
級から投資等級に格上げされたのです。この債券の保証はMIGAにとって重要な試金石
となりました。それは、資本市場取引で債務不履行に対する保証を初めて提供したから
です。これにより、開発促進の支援で、MIGA商品をいかに革新的な形で市場ベースの 
アプローチに活用できるかが示されたのです。

世銀グループがレバノンの電力セクター変革を支援

レバノンの電力セクターは、需要増大と未整備なインフラを前に慢性的な電力不足に悩ま
されています。そのため、同国政府の改革プログラムの一環として、送電・配電網の改善や
高度なメーター設備の設置が民間セクターによって進められ、大きな成果を上げていま
す。MIGAは、レバノン北部で電力サービスの向上を図るButec International Cyprus社
とEl Sewedy Electrometer Group of Egypt に保証を行っています。

ベトナムの国道20号線の復旧で世界銀行グループが連携 

ベトナムの国道20号線は、同国南部の政経の中心であるホーチミン・シティと、農産物、
鉱床、観光などで大きな将来性をもつ、同国の最貧困地域の一つである中部高原地帯を
結ぶ幹線道路です。MIGAは、この道路の老朽化した部分の復旧を目的に商業銀行が組成
した協調融資に保証を行っています。このプロジェクトは、世銀の技術支援、現地事務所、
能力構築業務だけでなく、商業銀行による協調融資を動員できるMIGAの能力も活用する
ものです。

プロジェクトに関する詳しい情報はウェブサイト（www.miga.org/FY14projects）をご覧ください。

2 億
9000 万ドル

の保証

8200 万ドル
の保証

5 億
7500 万ドル

の保証

3500 万ドル
の保証

5億ドル
の保証
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開発結果 

MIGAの使命は、経済発展、貧困削減、人々の生活向上を支援することです。これを実現するためには、MIGAは、支援を行っているプロ 
ジェクトの開発結果を明確に把握していなければなりません。MIGAの「開発効果指標システム（DEIS）」は、すべてのプロジェクトの結果
を示すために、誘引した投資の金額、直接創出した雇用数、納税額、現地調達材の金額など、一連の共通する指標を顧客から収集するも
のです。これに加え、セクター別指標も測定しています。

2014年度のMIGAの32億ドルに及ぶ保証により、官民両方から26億ドルの協調融資を誘引できる見通しです。

以下は、MIGAの保証（2014年度引受分）を受けたプロジェクトの開発結果の概要です。

 
 

詳しい情報についてはウェブサイト（www.miga.org/development-results）をご覧ください。

ガバナンス

MIGAの総務会および理事会 

加盟国180か国を代表する総務会および理事会がMIGAのプログラムや活動を指導しています。各加盟国はそれぞれ総務1名と総務代
理1名を任命します。MIGAの権能は総務会に委ねられ、さらに総務会はその権能のほとんどを25名で構成される理事会に託していま
す。理事はワシントンDCにある世銀グループ本部で定期的に会合を開き、投資プロジェクトの審査と決定、ならびに全般的な運営方針
の監督に当たります。

詳細については、世銀ウェブサイトの理事会のページ（www.worldbank.org/en/about/leadership/governors）をご覧ください。

説明責任 

 

独立評価グループ 

独立評価グループ（IEG）は、MIGAの開発結果の向上を目的に、MIGAの戦略、方針、プロジェクトを評価しています。IEGは、MIGA運
営チームから独立しており、MIGAの理事会と開発効果委員会に評価結果を直接報告します。

IEGの報告書や勧告はウェブサイト上（www.ieg.worldbankgroup.org.）で一般に公開されています。 

コンプライアンス・アドバイザー・オンブズマン

コンプライアンス・アドバイザー・オンブズマン（CAO）室は、MIGAとIFC（国際金融公社）の説明責任を追及する独立したメカニズム
で、世界銀行グループ総裁の直下に置かれています。CAOは、MIGAとIFCが支援するビジネス活動から影響を受けた人々の苦情に対処
します。その目標は、現地で環境・社会面の結果を高め、両機関の一般に対する説明責任を強化することにあります。

詳細については、ウェブサイト（www.cao-ombudsman.org）をご覧ください。

電力が供給
された人々

万人
2600

7635人

直接創出した雇用数

現地調達材

5億9700
万ドル

租税・手数料の
年間合計4億

6200万ドル

58
誘引した投資

32
総保証引受額

億ドル

億ドル
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財務要約

 

百万ドル 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度

収益

純受取保険料  46.0  50.8  61.7  66.3  72.5 

投資収益  24.1  13.9  36.9  33.6  53.4 

一般管理費1  36.2  41.1  43.9  47.1  45.6 

運営利益2 9.8 9.7 17.8 19.2  26.9 

純受取保険料に対する一般管理費の比率 79% 81% 71% 71% 63%

1   一般管理費には、年金および他の定年退職後の給付プランの費用が含まれる。 

2 運営利益は純受取保険料から一般管理費を減じたもの。

 

百万ドル 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度

経済資本（EC）合計* 360  414  508  572  620 

株主資本  875  924  905  911  974 

総保証残高  7,723  9,122  10,346  10,758  12,409 

運営資本に対する経済資本合計の比率 35% 38% 45% 49% 49%

総保証残高／運営資本の比率 7.5 8.3 9.2 9.1 9.8

* 経済資本合計は、保証ポートフォリオの資本減価に、オペレーショナル・リスクと投資リスクへの対応に要する資本を加算したもの。

株主資本と 
総保証残高の比率

1:13

詳しい情報についてはウェブサイト（www.miga.org/financial-statement-FY14）をご覧ください。

66.3

2013 年度

 61.7

2012 年度
 50.8

2011 年度

 72.5 

2014 年度

 46.0 

2010 年度

純受取保険料
百万ドル

66.3

2013 年度

 61.7

2012 年度
 50.8

2011 年度

 72.5 

2014 年度

 46.0 

2010 年度

億ドル9.7
株主資本 71

純保証残高

億ドル

総保証残高

124 億ドル

連絡先 
 

上級幹部

本田桂子
長官兼CEO

khonda@worldbank.org

Ana-Mita Betancourt 
局長兼法務顧問

abetancourt@worldbank.org

Edith P. Quintrell 
業務担当局長

equintrell@worldbank.org

Ravi Vish 
経済・持続可能性担当局長

rvish@worldbank.org

地域拠点

アジア・大洋州 — Muhamet Fall
アジア拠点責任者

mfall3@worldbank.org

ヨーロッパ — Elena Palei
ヨーロッパ拠点責任者

epalei@worldbank.org

保険引受部門

Antonio Barbalho 
エネルギー・資源採掘産業

abarbalho@worldbank.org

Carlo Bongianni 
インフラ（通信、運輸、水）

cbongianni@worldbank.org

Nabil Fawaz 
アグリビジネス・一般サービス

nfawaz@worldbank.org

Olga Sclovscaia 
金融・資本市場

osclovscaia@worldbank.org

再保険部門

Marc Roex mroex@worldbank.org

商品に関する問合せ

migainquiry@worldbank.org

マスコミに対する窓口

Mallory Saleson msaleson@worldbank.org
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