世界銀行年次報告 2016
財務諸表 IBRD と IDA 幹部の議論及び分析、ならびに監査済み財務諸
表（以下、「財務諸表」）は、本年次報告に組み込まれ、本報告の一部を
構成するとみなされます。財務諸表は以下のウェブサイトでご覧ください。
worldbank.org/financialresults
IBRD と IDA の財務、融資、組織に関する詳細情報は、世界銀行年次報告 2016
のウェブサイト worldbank.org/annualreport でご覧いただけます。
 世界銀行年次報告 2016、8 カ国語
 グローバル・リポーティング・イニシアティブ（GRI）2016 年度指標
 世界銀行 2016 年度補足資料：
−
−
−
−

融資データ
新規承認プロジェクト
地域別所得
IBRD と IDA の組織に関する情報

近年の世界銀行プロジェクトによる
援助受入国支援の成果

目次

 1,490 万人と中小・零細企業に金融サービスを提供
 200 万ヘクタールの土地に灌漑施設を整備
 11 万 3,600km の道路を建設又は補修
4
,287 メガワットの従来型エネルギー、2,461 メガワットの再生可能エネ
ルギーを発電
 660 万人の教員を採用又は研修
 3 億 7,700 万人に基礎的な保健・栄養・人口サービスを提供
 3,270 万人に社会的セーフティネット・プログラムを実施

 2016 年度の世界銀行貸出に関する説明資料（パワーポイント）

 4,220 万人に改善された水源へのアクセスを提供

印刷製作コーディネータ
Denise Bergeron

デザイン・編集製作コーディネータ
Susan Graham

デザイン・組版・印刷
デザイン：Naylor Design
組版：BMWW

編集チーム
Nancy Lammers, Janet Sasser, John Felton,
Barbara Karni

© 2016 International Bank for Reconstruction and
Development / The World Bank
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
Telephone: 202-473-1000
Internet: www.worldbank.org

表示―本書は次のように表示してください。World Bank.
2016. World Bank Annual Report 2016. Washington,
DC: World Bank. doi: 10.1596/978-1-4648-0856-2.
License: Creative Commons Attribution–NonCommercial–
NoDerivatives 3.0 IGO（CC BY-NC-ND 3.0 IGO）
.

一部不許複製
1 2 3 4  19 18 17 16

改変禁止―本書を変更・改変・増補する事はできません。

本報告は世界銀行職員により作成されたものです。本書
中の地図に示されている国境、色、名称などは、それぞ
れの地域の法的地位に対する世界銀行の意見や、こうし
た国境線への支持或いは承認を示すものではありません。
本報告に含まれるいかなる部分も、世界銀行の特権及び
免責についての制限又は放棄となるものではなく、その
ように解釈されるべきものでもありません。全ての特権
及び免責はここに明確に留保されます。
権利と許可

本書は、クリエイティブ・コモンズ表示
- 非営利 - 改変禁止 3.0 政府間組織向け
ライセンス（CC BY-NC-ND 3.0 IGO）
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
igoでご利用いただけます。クリエイティブ・コモンズ表示
- 非営利 - 改変禁止ライセンスに基づき、利用者は本書を下
記の条件にて、非営利目的でのみ複製・配布・伝送する事
ができます。

ISBN：ISBN：978-1-4648-0856-2
ISBN（電子版）：978-1-4648-0864-7
doi：10.1596/978-1-4648-0856-2

2

世界銀行グループ総裁兼理事会議長からのメッセージ

8

理事会からのメッセージ

11

極度の貧困の撲滅、及び繁栄の共有の促進を持続可能な形で実現

23

地域別概要

48

新たな可能性を通じた世界の開発アジェンダ促進

51

組織の内部業務の持続可能な管理

54

世界銀行における説明責任の強化と業務の改善

56

世界銀行の役割と原資

64

成果重視

 特別気候変動対策により年間 5 億 8,800 万トンの CO2 換算排出量を削減

15 「数十億ドルから数兆ドルへ」の実行

 36 カ国で国家の優先課題としての災害リスク削減の制度化を支援

19

 済性・効率性・有効性：世銀グループ・プロジェクトが確実に
経
価値をもたらすために

21

有償助言サービスで、援助受入国の多様な需要に対応

55

世界銀行の情報公開政策

主な図表

非営利―本書を営利目的で利用する事はできません。
第三者のコンテンツ―世界銀行は必ずしも本書のコンテン
ツの各要素に対する所有権を保有してはいないため、本書
の内容の内、第三者が所有する個々の要素又は部分を使用
しても第三者の権利を侵害する事にはならないと保証する
ものではありません。もしそうした侵害に対して申し立て
が起きた場合、全責任を負うのは使用者となります。本書
の要素の再利用を希望する場合、そうした再利用に対する
許可取得の必要性の有無の判断、及び著作権者からの許可
取得は、再利用者の責任において行うものとします。要素
の例としては図表や画像が挙げられますが、これに限定さ
れるものではありません。
権利及びライセンスに関するお問い合わせは下記にお送り
くだ さ い。The Publishing and Knowledge Division,
The World Bank, 1818 H Street NW, Washington,
DC 20433, USA; ファックス：202-522-2625；Eメール
pubrights@worldbank.org.

世界銀行グループ 2016 年度の成果概要

主な囲み

 1,660 万人に整備された衛生設備へのアクセスを提供

世界銀行年次報告 2016 チーム
編集・Web 製作コーディネータ
Daniel Nikolits

2

年次報告 2016

世界銀行は国際復興開発銀行（IBRD）及び国際開発協会（IDA）で構成され
ています。資金、知識、動員力を提供する事で、援助受入国が主要な開発課題
に対応できるよう支援しています。世界銀行の特性は、世界的な規模で成長、
包摂性、持続可能性を促進する点にあります。上記は、援助受入国が 2013～
15 年に世界銀行プロジェクトの下で達成した成果の一部です。

62

IBRD の業務概要及びテーマ別、セクター別融資、2012～16 年度

63

IDA の業務概要及びテーマ別、セクター別融資、2012～16 年度

本年次報告は、2015 年 7 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までの活動を対象に、国際復興開発
銀行（IBRD）と国際開発協会（IDA）（世界銀行と総称される）の理事により、それぞれの機
関の規定に従い作成されたものです。世界銀行グループ総裁及び理事会議長を兼務する
ジム・ヨン・キム博士は、本年次報告、運営予算、及び監査済み財務諸表を総務会に提出し
ました。

本年次報告において、「世界銀行」及びその略称である「世銀」は、IBRD と IDA のみを指し
ています。また、「世界銀行グループ」及びその略称の「世銀グループ」は IBRD、IDA、
IFC、MIGA の総体としての取組みを指しています。本年次報告中のドル表記は全て、特に断
りがない限り、米ドルの現在価額を示しています。複数の地域にまたがるプロジェクトに配
分された資金は、図表及び本文中では国レベルで集計されています。また、四捨五入の結果、
表中の数字の合計値が総計と異なる場合や、図中のパーセンテージの合計値が 100 にならな
い場合があります。

世界銀行
SKU 210856

世界銀行の組織としての持続可能性促進の成果

国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関（MIGA）、及び投資紛争解決国際センター
（ICSID）の年次報告は別途刊行されます。

worldbank.org/annualreport

世界銀行

53

財務諸表 IBRD と IDA 幹部の議論及び分析、ならびに監査済み財務諸
表（以下、「財務諸表」）は、本年次報告に組み込まれ、本報告の一部を
構成するとみなされます。財務諸表は以下のウェブサイトでご覧ください。
worldbank.org/financialresults
IBRD と IDA の財務、融資、組織に関する詳細情報は、世界銀行年次報告 2016
のウェブサイト worldbank.org/annualreport でご覧いただけます。
 世界銀行年次報告 2016、8 カ国語
 グローバル・リポーティング・イニシアティブ（GRI）2016 年度指標
 世界銀行 2016 年度補足資料：
−
−
−
−

融資データ
新規承認プロジェクト
地域別所得
IBRD と IDA の組織に関する情報

 2016 年度の世界銀行貸出に関する説明資料（パワーポイント）



世界銀行年次報告 2016 チーム
編集・Web 製作コーディネータ
Daniel Nikolits

印刷製作コーディネータ
Denise Bergeron

デザイン・編集製作コーディネータ
Susan Graham

デザイン・組版・印刷
デザイン：Naylor Design
組版：BMWW

編集チーム
Nancy Lammers, Janet Sasser, John Felton,
Barbara Karni




H Street NW, Washington, DC 20433
Telephone: 202-473-1000
Internet: www.worldbank.org

表示―本書は次のように表示してください。World Bank.
2016. World Bank Annual Report 2016. Washington,
DC: World Bank. doi: 10.1596/978-1-4648-0856-2.
License: Creative Commons Attribution–NonCommercial–
NoDerivatives 3.0 IGO（CC BY-NC-ND 3.0 IGO）
.

一部不許複製
1 2 3 4  19 18 17 16

改変禁止―本書を変更・改変・増補する事はできません。

本報告は世界銀行職員により作成されたものです。本書
中の地図に示されている国境、色、名称などは、それぞ
れの地域の法的地位に対する世界銀行の意見や、こうし
た国境線への支持或いは承認を示すものではありません。
本報告に含まれるいかなる部分も、世界銀行の特権及び
免責についての制限又は放棄となるものではなく、その
ように解釈されるべきものでもありません。全ての特権
及び免責はここに明確に留保されます。
権利と許可

本書は、クリエイティブ・コモンズ表示
- 非営利 - 改変禁止 3.0 政府間組織向け
ライセンス（CC BY-NC-ND 3.0 IGO）
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
igoでご利用いただけます。クリエイティブ・コモンズ表示
- 非営利 - 改変禁止ライセンスに基づき、利用者は本書を下
記の条件にて、非営利目的でのみ複製・配布・伝送する事
ができます。

非営利―本書を営利目的で利用する事はできません。
第三者のコンテンツ―世界銀行は必ずしも本書のコンテン
ツの各要素に対する所有権を保有してはいないため、本書
の内容の内、第三者が所有する個々の要素又は部分を使用
しても第三者の権利を侵害する事にはならないと保証する
ものではありません。もしそうした侵害に対して申し立て
が起きた場合、全責任を負うのは使用者となります。本書
の要素の再利用を希望する場合、そうした再利用に対する
許可取得の必要性の有無の判断、及び著作権者からの許可
取得は、再利用者の責任において行うものとします。要素
の例としては図表や画像が挙げられますが、これに限定さ
れるものではありません。
権利及びライセンスに関するお問い合わせは下記にお送り
くだ さ い。The Publishing and Knowledge Division,
The World Bank, 1818 H Street NW, Washington,
DC 20433, USA; ファックス：202-522-2625；Eメール
pubrights@worldbank.org.
ISBN：ISBN：978-1-4648-0856-2
ISBN（電子版）：978-1-4648-0864-7
doi：10.1596/978-1-4648-0856-2

世界銀行

世界銀行
SKU 210856

世界銀行年次報告 2016
財務諸表 IBRD と IDA 幹部の議論及び分析、ならびに監査済み財務諸
表（以下、「財務諸表」）は、本年次報告に組み込まれ、本報告の一部を
構成するとみなされます。財務諸表は以下のウェブサイトでご覧ください。
worldbank.org/financialresults
IBRD と IDA の財務、融資、組織に関する詳細情報は、世界銀行年次報告 2016
のウェブサイト worldbank.org/annualreport でご覧いただけます。
 世界銀行年次報告 2016、8 カ国語
 グローバル・リポーティング・イニシアティブ（GRI）2016 年度指標
 世界銀行 2016 年度補足資料：
−
−
−
−

融資データ
新規承認プロジェクト
地域別所得
IBRD と IDA の組織に関する情報

近年の世界銀行プロジェクトによる
援助受入国支援の成果

目次

 1,490 万人と中小・零細企業に金融サービスを提供
 200 万ヘクタールの土地に灌漑施設を整備
 11 万 3,600km の道路を建設又は補修
4
,287 メガワットの従来型エネルギー、2,461 メガワットの再生可能エネ
ルギーを発電
 660 万人の教員を採用又は研修
 3 億 7,700 万人に基礎的な保健・栄養・人口サービスを提供
 3,270 万人に社会的セーフティネット・プログラムを実施

 2016 年度の世界銀行貸出に関する説明資料（パワーポイント）

 4,220 万人に改善された水源へのアクセスを提供

印刷製作コーディネータ
Denise Bergeron

デザイン・編集製作コーディネータ
Susan Graham

デザイン・組版・印刷
デザイン：Naylor Design
組版：BMWW

編集チーム
Nancy Lammers, Janet Sasser, John Felton,
Barbara Karni

© 2016 International Bank for Reconstruction and
Development / The World Bank
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
Telephone: 202-473-1000
Internet: www.worldbank.org

表示―本書は次のように表示してください。World Bank.
2016. World Bank Annual Report 2016. Washington,
DC: World Bank. doi: 10.1596/978-1-4648-0856-2.
License: Creative Commons Attribution–NonCommercial–
NoDerivatives 3.0 IGO（CC BY-NC-ND 3.0 IGO）
.

一部不許複製
1 2 3 4  19 18 17 16

改変禁止―本書を変更・改変・増補する事はできません。

本報告は世界銀行職員により作成されたものです。本書
中の地図に示されている国境、色、名称などは、それぞ
れの地域の法的地位に対する世界銀行の意見や、こうし
た国境線への支持或いは承認を示すものではありません。
本報告に含まれるいかなる部分も、世界銀行の特権及び
免責についての制限又は放棄となるものではなく、その
ように解釈されるべきものでもありません。全ての特権
及び免責はここに明確に留保されます。
権利と許可

本書は、クリエイティブ・コモンズ表示
- 非営利 - 改変禁止 3.0 政府間組織向け
ライセンス（CC BY-NC-ND 3.0 IGO）
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
igoでご利用いただけます。クリエイティブ・コモンズ表示
- 非営利 - 改変禁止ライセンスに基づき、利用者は本書を下
記の条件にて、非営利目的でのみ複製・配布・伝送する事
ができます。

ISBN：ISBN：978-1-4648-0856-2
ISBN（電子版）：978-1-4648-0864-7
doi：10.1596/978-1-4648-0856-2

2

世界銀行グループ総裁兼理事会議長からのメッセージ

8

理事会からのメッセージ

11

極度の貧困の撲滅、及び繁栄の共有の促進を持続可能な形で実現

23

地域別概要

48

新たな可能性を通じた世界の開発アジェンダ促進

51

組織の内部業務の持続可能な管理

54

世界銀行における説明責任の強化と業務の改善

56

世界銀行の役割と原資

64

成果重視

 特別気候変動対策により年間 5 億 8,800 万トンの CO2 換算排出量を削減

15 「数十億ドルから数兆ドルへ」の実行

 36 カ国で国家の優先課題としての災害リスク削減の制度化を支援

19

 済性・効率性・有効性：世銀グループ・プロジェクトが確実に
経
価値をもたらすために

21

有償助言サービスで、援助受入国の多様な需要に対応

55

世界銀行の情報公開政策

主な図表

非営利―本書を営利目的で利用する事はできません。
第三者のコンテンツ―世界銀行は必ずしも本書のコンテン
ツの各要素に対する所有権を保有してはいないため、本書
の内容の内、第三者が所有する個々の要素又は部分を使用
しても第三者の権利を侵害する事にはならないと保証する
ものではありません。もしそうした侵害に対して申し立て
が起きた場合、全責任を負うのは使用者となります。本書
の要素の再利用を希望する場合、そうした再利用に対する
許可取得の必要性の有無の判断、及び著作権者からの許可
取得は、再利用者の責任において行うものとします。要素
の例としては図表や画像が挙げられますが、これに限定さ
れるものではありません。
権利及びライセンスに関するお問い合わせは下記にお送り
くだ さ い。The Publishing and Knowledge Division,
The World Bank, 1818 H Street NW, Washington,
DC 20433, USA; ファックス：202-522-2625；Eメール
pubrights@worldbank.org.

世界銀行グループ 2016 年度の成果概要

主な囲み

 1,660 万人に整備された衛生設備へのアクセスを提供

世界銀行年次報告 2016 チーム
編集・Web 製作コーディネータ
Daniel Nikolits

2

年次報告 2016

世界銀行は国際復興開発銀行（IBRD）及び国際開発協会（IDA）で構成され
ています。資金、知識、動員力を提供する事で、援助受入国が主要な開発課題
に対応できるよう支援しています。世界銀行の特性は、世界的な規模で成長、
包摂性、持続可能性を促進する点にあります。上記は、援助受入国が 2013～
15 年に世界銀行プロジェクトの下で達成した成果の一部です。

62

IBRD の業務概要及びテーマ別、セクター別融資、2012～16 年度

63

IDA の業務概要及びテーマ別、セクター別融資、2012～16 年度

本年次報告は、2015 年 7 月 1 日から 2016 年 6 月 30 日までの活動を対象に、国際復興開発
銀行（IBRD）と国際開発協会（IDA）（世界銀行と総称される）の理事により、それぞれの機
関の規定に従い作成されたものです。世界銀行グループ総裁及び理事会議長を兼務する
ジム・ヨン・キム博士は、本年次報告、運営予算、及び監査済み財務諸表を総務会に提出し
ました。

本年次報告において、「世界銀行」及びその略称である「世銀」は、IBRD と IDA のみを指し
ています。また、「世界銀行グループ」及びその略称の「世銀グループ」は IBRD、IDA、
IFC、MIGA の総体としての取組みを指しています。本年次報告中のドル表記は全て、特に断
りがない限り、米ドルの現在価額を示しています。複数の地域にまたがるプロジェクトに配
分された資金は、図表及び本文中では国レベルで集計されています。また、四捨五入の結果、
表中の数字の合計値が総計と異なる場合や、図中のパーセンテージの合計値が 100 にならな
い場合があります。

世界銀行
SKU 210856

世界銀行の組織としての持続可能性促進の成果

国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関（MIGA）、及び投資紛争解決国際センター
（ICSID）の年次報告は別途刊行されます。
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IBRD貸出対象国

主要な地球規模課題への取組み

IBRDとIDA双方の融資対象国
（ブレンド国）
IDA融資対象国

ロシア連邦

現在、融資が行われていない
IDA融資対象国

ロシア連邦

ポーランドベラルーシ

気候変動

4

15

1 億人が

2015 年、 地 球 の 平 均 気 温 は
20世紀の平均と比べ0.9℃上昇。
極端な気候現象回避のために
国 際 社 会 が 目 指 す 2℃ 以 内 の
上昇の既に2 分の1近くまで到達

パンデミック

貧困
に陥る危険

パンデミックとは、感染症が国境を越えて流行し、既存の保健システムでは
封じ込められなくなる事態 ― 貧困国の方が陥るリスクが高い

ハイチ
ジャマイカ
14
ベリーズ
グアテマラ ホンジュラス
エルサルバドル ニカラグア

20

コスタリカ
パナマ

ベネズエラ・ ガイアナ
スリナム
ボリバル共和国
コロンビア

エクアドル

9
5

ペルー

ブラジル

3
ボリビア

強制移動

ギニア

犠牲者 1 万 1,300 人以上
28 億ドル（GDP 損失）

シエラレオネ

ナミビア ジンバブエ

パラグアイ

1
チリ

ウルグアイ

アルゼンチン

ドナー国はエボラ危機への対応と
その後の復興に総額 70 億ドル以上の
支援をコミット

難民＋国内避難民＋庇護希望者
＝全世界で 6,000 万人超

世界銀行グループが新たに策定した気候変動行動計画は、
2020 年に向けて、30ギガワット以上の再生可能エネル
ギー、1億人以上を対象とする早期警報システム、40カ国以上で
の気候変動対応型農業への投資計画など、意欲的な目標を掲げて
います。世界銀行グループとパートナー達は、炭素の排出量に
価格を付ける取組みを進めており、2020 年までに炭素排出量の
25％を炭素価格制度の対象とし、2030 年までにこの割合を 2
倍にする予定です。

世界銀行グループは、世界保健機関（WHO）やそ
の他のパートナーと連携して、パンデミック緊急
ファシリティ（PEF）を立ち上げました。PEF は、最貧国に
おけるパンデミックの発生に対し最大 5 億ドルを提供できる
他、保健システムの強化や将来のパンデミック発生への備え
を促すインセンティブを提供します。

南
アフリカ

4
13
グレナダ

17 ケニア：2015 年現在、セーフティネッ

21 パキスタン：パキスタン貧困緩和基金が

18 モーリタニア：政府の税務管理能力が強

22 パプアニューギニア：2011 年以降、実

19 ネパール：2007～14 年、400 以上の小

23 フィリピン：子供の健康と教育への投資

規模水力発電所の建設により、農村部の
15 万世帯に環境負荷が小さく安定的な
電力アクセスを提供。

ポーランド

レソト

ドミニカ国

登録サービスの改善を図る財産権プロ
ジェクトにより、45 万 8,557 人（内、
半数以上が女性）が恩恵を享受。

全国で 770 万人（内、61％が女性）に融
資を提供。

務研修を修了した若者の 35％に有償労
働を提供。

を奨励する条件付き現金給付プログラムに、
2015 年までに合計 440 万の貧困世帯が
登録。

28

モーリシャス

スワジランド

20 ニカラグア：2012～15 年、土地所有権

化 さ れ、2011～14 年 に、 税 収 が 36％
拡大。

世界銀行グループは、強制移動を強いられた人々の
緊急及び長期的な開発ニーズを捉え、パートナー達
と協力して人道援助を補完する対応を図っています。例え
ば、国連及びイスラム開発銀行と共同で、ヨルダン及びレバ
ノンにおけるシリア難民と受入れコミュニティを支援する資
金イニシアティブを立ち上げました。これにより、基礎的プ
ログラムやサービスの拡充のために最大 8 億ドルの譲許的融
資が可能となります。

セントクリストファー・
ネーヴィス

モザンビーク

16 インドネシア：コミュニティ・エンパワ

ト・プログラムで 260 万人に現金給付を
実施（2013 年は 170 万人）。

革新的資金調達とソリューション

アンティグア・
バーブーダ

マダガスカル

トリニダード・
ベネズエラ・ボリバル共和国
トバゴ

メント・プログラムにより小口融資への
アクセスが改善され、67 万人以上が恩恵
を享受。

全世界で 122 人に 1 人

ボツワナ

ドミニカ共和国

セントルシア
セントビンセントおよび
グレナディーン諸島

リベリア

8

ウクライナ ルーマニア ブルガリア

近年のエボラ危機による犠牲者と
経済的被害

世界銀行の融資を受けていない国

モンゴル

大韓
民国
中国
アラブ
イラン・
アフガニスタン
レバノン 共和国
イスラム
モロッコ
ヨルダン川西岸・ガザ地区
イラク 共和国
ブータン
パキスタン
ネパール
エジプト・ヨルダン
アルジェリア
リビア
アラブ 11
21
19
バングラデシュ
共和国
18
ミャンマー ラオス
カーボ
2
人民民主 29
ヴェルデ モーリタニア
共和国 ベトナム
マリ ニジェール
スーダン エリトリアイエメン
イン
ド
23
セネガル
タイ
チャド
共和国 30
マーシャル諸島
ガンビア
ブルキナ
カンボジア
フィリピン
ギニアビサウ
ミクロネシア連邦
25
12 ジブチ
ギニア ファソ ナイジェリア 中央
コート
6
南 エチオピア
スリランカ
カメルーン アフリカ
シエラレオネ ジボワール
マレーシア
ソマリア
共和国 スーダン
パラオ
リベリア
7
ガーナ
モルディブ
17
24 ウガンダ
コンゴ
トーゴ
26
キリバス
ケニア
共和国 ルワンダ
べナン
22
ガボン
セーシェル
赤道ギニア
ソロモン
ブルンジ
10 コンゴ
パプア
インドネシア
サントメ・プリンシペ
諸島
民主 タンザニア コモロ
ニュー
共和国
ギニア
ツバル
東ティモール
アンゴラ
16
サモア
ザンビア マラウイ
チュニジア

メキシコ

ウクライナ
カザフスタン
モルドバ
27
ルーマニア
ジョージア ウズベキスタン
ブルガリア
キルギス共和国
アゼルバイジャン
アルメニア
タジキスタン
トルコ シリア・ トルクメニスタン

バヌアツ

キリバス

フィジー
トンガ

クロアチア
セルビア
ボスニア・
ヘルツェゴビナ
コソボ
モンテネグロ
アルバニア
マケドニア
旧ユーゴスラビア共和国

24 ルワンダ：2010～15 年、丘陵地での園

芸・食用作物生産により3 万3,000 人分の
雇用を創出。

25 スリランカ：2012 年以降、約18 万 6,500

人の教員を対象に、実務研修による能力
育成プログラムを実施。

26 タンザニア：2015 年までに、タンザニア

農村部の 800 万人が、清潔で安全な水へ
のアクセスを確保（2007 年の 75％増）
。

27 ウズベキスタン：2012～15 年、ブハラ

の 3,500 世 帯 及 び サ マ ル カ ン ド の 1 万
1,000 世帯を公共下水システムに接続。

28 バヌアツ：2014 年 9 月から2015 年12 月、

521 世帯が送電網にアクセスを確保。

29 ベトナム：2008～14 年、9 万 3,400 人

以上の農民が持続可能な農業技術や新技
術の研修を受け、導入後は売上が平均
22％増加。

30 イ エ メ ン 共 和 国：2012～15 年、10 万

1,042 人が改善されたプライマリ・ケア・
サービスに、12 万 1,193 人が改善された
水源に、4 万 1,039 人が改善された衛生
設備に、それぞれアクセスを確保。

世界銀行年次報告 2016
2030 年までに極度の貧困を撲滅し繁栄の共有の促進を持続可能な形で実現する

事は、世界銀行グループの大きな使命です。一見わかりやすい目標のようですが、
実現までの道のりは決して平坦ではありません。極度の貧困の背景には、相互に
関連する数多くの原因が重なり合っているため、解決のために必要となる方策も

また複雑であり、各国固有の状況に応じてそれぞれ異なる対応が求められます。

とは言え、根本にある考え方は一貫しています。どの国も、誰もが恩恵を受けら
れるように包摂的な経済成長を図り、国民への投資を行い、貧困から脱却した人々
が再び貧困に陥らないようにする事です。

しかし、今日の世界の状況は、わずか数年前と比べても様変わりしました。国

際社会が直面する課題は、経済、人道、環境など、多岐にわたりますが、そこに

は共通する特徴があります。第一に、こうした課題は、過去数十年間かけて達成
された開発の歩みを脅かすものである事、第二に、一国の中だけにとどまらない

という事です。実際、数百万もの人々が、紛争によって住まいを追われ、より一
層不安定な場所に住む事を余儀なくされています。また、感染症大流行のリスク

は個人の健康を脅かすだけでなく、国家経済をも蝕みます。さらに、気候変動の
脅威が顕在化しつつあります。

影響はあらゆる人に及びますが、特に大きな打撃を受けるのが最貧困・脆弱層

です。こうした課題に取り組むため、世界銀行グループは、機敏に行動するパー
トナーとして、世界中で差し迫った課題に対処すべく尽力しています。世界銀行

グループは、途上国が各種の課題に、国内、域内、世界の各レベルで対処できる
よう、革新的な資金と創造的なソリューションの提供を目指しています。世界的
な取組みが進む中、世界銀行グループは、開発を支援し、2030 年を期限とする持
続可能な開発アジェンダに向けて確かな歩みを進めるため、今後も着実にその役
割を果たしていきます。

本年次報告では、世界銀行を構成する国際復興開発銀行（IBRD）と国際開発協

会（IDA）の 2 機関が、2030 年までに極度の貧困の撲滅、繁栄の共有の促進、そ
して世界の持続可能な開発アジェンダ支援のために、各国とどのように連携して
いるかを重点的に取り上げています。

詳細は、以下のウェブサイト及び本年次報告書の本文中に記載のリンク先をご

参照ください。

・ 年次報告 2016：worldbank.org/annualreport
・ コーポレート・スコアカード：worldbank.org/corporatescorecard
・ 世界銀行の成果：worldbank.org/results
・ 世界銀行オープン・データ：data.worldbank.org
・ 社会的責任：worldbank.org/corporateresponsibility
・ 情報アクセス：worldbank.org/en/access-to-information

世界銀行グループ 2016 年度の成果概要
世界銀行グループ総裁兼理事会議長からのメッセージ

近年、極度の貧困の撲滅に向けた歴史的な進捗が、世界
各地で確認されており、過去15 年間だけでも、10 億人
以上が貧困状態から脱却しました。世界銀行グループの
試算では、2015年の全世界の極度の貧困層の割合は、史上
初めて10％を下回りました。これは大きな成果と言えます。

とは言え、世界は今、これまでに無い複雑で困難な課題に直面しています。
強い逆風が世界の経済成長を失速させ、脆弱さや紛争のために数千万人が住ま
いを追われ、国家と経済が共に、自然災害や気候変動に伴うショックに晒され
ている上、感染症が突然大流行する恐れもあります。その影響は誰の身にも及
びます。しかし、真っ先に、そして最も大きな打撃を受けるのは最貧困層です。
世界銀行グループの使命は、2030 年までに極度の貧困を撲滅し、低・中所
得国における所得の下位 40％の人々の繁栄を促進するという 2 つの目標が示す
通りです。この 2 つの目標を達成するため、広範囲にわたる包摂的な成長に力
を注ぐ一方で、これまでの開発の成果が各種のショックによって損われる事が
ないように注視しています。
世界銀行グループは、従来のやり方では不十分との認識の下、これまで以上
に多様なパートナーと新たな形での協調を図っています。例えば今年度、国連
及びイスラム開発銀行グループと共同で、ヨルダン及びレバノンにおいてシリ
ア難民と受入れコミュニティを支援する革新的な資金ファシリティを立ち上げ
ました。8 カ国と欧州委員会からの支援を基に資金を動員し、ヨルダン及びレ
バノン向けに最大 8 億ドルの譲許的融資が可能になります。これにより、プロ
グラムの規模拡大による保健や教育など基礎的サービスを拡充し、難民と受入
れコミュニティの双方の需要を満たす事ができるのです。
同資金ファシリティは、今日我々が直面する地球規模の課題解決のために世
界銀行グループが実施中の数多くの革新的ソリューションの 1 つです。世界銀
行グループの国際復興開発銀行（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）の有能で献身的なスタッフは、包摂
的な経済成長を支援すべく、革新的なソリューションや投資を動員するために
一丸となって取り組んでいます。
2016 年度、世界銀行グループは加盟国の政府や民間セクターに対して、総
額 642 億ドル近い融資、贈与、直接投資、保証をコミットしました。IBRD 貸
出に対する援助受入国からの需要は引き続き根強く、2016 年度の IBRD のコ
ミットメント総額は、金融危機時を除くと過去最高の 297 億ドルに上りました。
世界銀行グループの最貧困層向け基金である IDA は、特に困窮している国々が
困難な課題に立ち向かうための支援として 162 億ドルをコミットしました。

世界銀行グループ

開発目標達成に必要な規模の資金を確保するには、民間セクターとの連携が
益々重要になります。世界銀行グループで民間セクターを支援する IFC と
MIGA の 2 機関もまた、こうした取組みを強化しています。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 77 億ドルを
含め、過去最高の約 188 億ドルに達しました。IFC による脆弱・紛争地域への
投資は前年度比で 50％以上増加し、約 10 億ドルに上りました。MIGA もまた、
過去最高の総額 43 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、各種の投資を支援しました。現在実行中の投資の内、IDA 適格国向けが
45％、紛争・脆弱国向けが 10％を占めています。
過去数十年間の歩みを見ると、我々は、極度の貧困を撲滅し得る人類史上初
の世代と言えるでしょう。難しい課題ではありますが、同時に大きなチャンス
でもあります。世界銀行グループ、加盟国、そして全世界のパートナーが一丸
となって決意を固める中、こうした課題に対し、各地域、各国、そして個人が
一つずつ取り組んでいけば、全ての人のために、豊かで包摂的な世界を作り出
す事ができるのです。私のこの楽観的な見方は今も揺るぎません。

ジム・ヨン・キム博士

世界銀行グループ総裁兼理事会議長

2016年度の成果概要
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世界各地での活動
2016 年度、世界銀行グループは引き続き、途上国に多くの支援を提供する事ができました。

これは、より迅速な成果の達成、援助受入国やパートナーとの関係強化、そして各地域の課題
解決にグローバルなソリューションを用いて力を注いだ結果です。

ラテンアメリカ・カリブ海地域

114 億
ドル

642 億
ドル

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。

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分類による。

世界銀行グループ

ヨーロッパ・中央アジア地域

103 億
ドル

東アジア・大洋州地域

114 億
ドル

63 億
ドル

中東・北アフリカ地域

133 億

113 億
ドル

南アジア地域

ドル

サブサハラ・アフリカ地域

2016年度の成果概要
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世界銀行グループによる支援
年度別

単位：100 万ドル
2012

2013

2014

2015

2016

承認額 a

51,221

50,232

58,190

59,776

64,185

実行額 b

42,390

40,570

44,398

44,582

49,039

承認額

20,582

15,249

18,604

23,528

29,729

実行額

19,777

16,030

18,761

19,012

22,532

承認額

14,753

16,298

22,239

18,966

16,171

実行額

11,061

11,228

13,432

12,905

13,191

承認額 c

9,241

11,008

9,967

10,539

11,117

実行額 d

7,981

9,971

8,904

9,264

9,953

2,657

2,781

3,155

2,828

4,258

承認額

3,988

4,897

4,225

3,914

2,910

実行額

3,571

3,341

3,301

3,401

3,363

世界銀行グループ

IBRD

IDA

IFC

MIGA
総引受額
援助受入国実施信託基金

a. IBRD、IDA、IFC、援助受入国実施信託基金（RETF）のコミットメント、ならびに MIGA の引受総額を含む。
RETF コミットメントは援助受入国実施グラントの全てを含んでおり、信託基金による活動の一部のみを
反映する世界銀行グループのコーポレート・スコアカード記載のコミットメント総額とは異なる。
b. IBRD、IDA、IFC、RETF の支援実行額を含む。
c. IFC 自己勘定の長期コミットメント。短期融資や他の投資家を通じて動員した資金を除く。
d. IFC 自己勘定。短期融資や他の投資家を通じて動員した資金を除く。

世界銀行グループ

世界銀行グループの各機関
世界銀行グループは、途上国に資金や知識を提供する世界有数の機関であり、貧困の撲滅、

繁栄の共有の促進、持続可能な開発の推進という共通の目的を持つ 5 つの機関で構成されて
います。

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）

新興国への対外直接投資（FDI）を促進するために投資家や貸手に政治的リスク保険や信用
補完を提供

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

2016年度の成果概要
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理事会からのメッセージ

世

界銀行の加盟 189 カ国を代表する理事 25 名は、世界銀行の業務全
般に責任を負い、総務会から委任された権限に従い職務を遂行して
います。世界銀行は、国際復興開発銀行（IBRD）及び国際開発協
会（IDA）で構成されています。総裁は理事会が選任し、理事会

議長を兼任します。現在の理事会の任期は 2014 年 11 月から 2016 年 10 月まで
です。
理事会は、世界銀行グループ（WBG）全体の業務全般、及び戦略的方向性を導
く上で重要な役割を果たし、世界銀行の役割についての加盟国の見解を代弁しま
す。また、総裁が提出する IBRD 及び IDA の貸出・融資・グラント・保証、新規政
策、運営予算、その他の業務上や財務上の問題について検討し、決定を下します。
更に、世界銀行グループの援助受入国との関わりや開発プログラムに対する支援
の支柱となる国別パートナーシップ枠組みについても、世界銀行幹部や理事会が
協議します。また、財務諸表、運営予算、更に会計年度ごとの世界銀行の実績に
ついてまとめた世界銀行年次報告を総務会に提出する任を負っています。
理事会には監査委員会、予算委員会、開発効果委員会、ガバナンス・運営委員
会、人事委員会といった 5 つの常任委員会があります。これらの委員会は、政策
や実務についての綿密な検討を通じ、理事会の監督責任の履行を補佐しており、
各理事は 1 つ又は複数の委員会に属しています。理事会運営委員会は隔月で開催
され、理事会の戦略的作業計画に関する協議を行います。
理事達は定期的に加盟国を訪問して、各国の経済的・社会的課題を直に感じる
と共に、IBRD や IDA が支援するプロジェクトの視察や、世界銀行グループとの協
調について政府関係者と意見交換を行います。2016 年度には、バングラデシュ、

コンゴ民主共和国、インド、インドネシア、モーリタニア、フィリピン、セネガル、
スリランカ、ベトナムを訪問しました。また、ヨルダンとレバノンで、シリア
難民及び受入れコミュニティを訪問しました。
8
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後列（左から右へ）：Mohamed Sikieh Kayad、ジブチ；Heenam Choi、大韓民国；
Louis Rene Peter Larose、セーシェル；Antonio Silveira、ブラジル；Subhash Chandra Garg、
インド；菅正広、日本；Matthew McGuire、米国；Andrei Lushin、ロシア連邦
中列（左から右へ）：Jose Alejandro Rojas Ramirez、ベネズエラ・ボリバル共和国；
Satu Santala、フィンランド；Jiandi Ye、中国（代理）
；Rionald Silaban、インドネシア；
Ursula Müller、ドイツ；Melanie Robinson、英国；Khalid Alkhudairy、サウジアラビア；
Alex Foxley、チリ；Franciscus Godts、ベルギー
前列（左から右へ）：Patrizio Pagano、イタリア；Ana Afonso Dias Lourenco、アンゴラ；
Alister Smith、カナダ；Merza Hasan（筆頭理事）
、クウェート；Nasir Mahmood Khosa、
パキスタン；Jörg Frieden、スイス；Frank Heemskerk、オランダ；Hervé de Villeroché、
フランス

理事会は、委員会を通じて、理事会直属の独立した組織である査閲パネル及び
独立評価グループに協力を仰ぎながら、IBRD 及び IDA の活動の有効性を定期的に
検証しています。

2016 年度の理事会の実績
各委員会の今年度の実績としては、監査委員会が、IBRD、IDA、MIGA の財務
基盤の強化及び世界銀行グループの財務リスクやその他のリスク管理のための諸
提案をまとめました。予算委員会は、予算編成「W プロセス」及び世界銀行グ
ループの支出見直し作業の円滑な実施を支援し、世界銀行グループの財務の持続
可能性に関する助言を行いました。開発効果委員会は、世界銀行の環境・社会枠組
みの刷新、独立評価グループの外部レビュー、世界銀行森林行動計画、開発政策融
資レビューなど、世界銀行グループの戦略的方向性及び世界銀行プロジェクトの質
と成果に関する問題に重点的に取り組みました。ガバナンス・運営委員会は、
2015 年の出資比率見直し実施の一環として IBRD 出資比率の動的計算式の策定を
中心とした審議を行いました。人事委員会は、キャリア構築、財政援助、契約体
系、短期労働力、戦略的人員配置、多様性と包摂性など、世界銀行グループの人事
戦略に関連した様々な活動について検討しました。
理事会の重点課題は、世界銀行が極度の貧困の撲滅と繁栄の共有の促進という
目的を持続可能な形で達成できるよう支援する事です。その一環として 2016 年
度、理事会が世界銀行幹部と共に取り組んだ作業があります。それは、2015 年の
出資比率見直しの際の総務会からの要請に応じ、変化する世界の開発環境に呼応
した世界銀行グループの役割に関する中長期的展望の確立を図った事です。理事
理事会からのメッセージ
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会はまた、世界人道サミット、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）第 21 回締約
国会議（COP 21）、国連持続可能な開発サミット 2015、開発資金国際会議、
IDA 増資プロセス、持続可能な開発目標などを通じて、パートナーと協働しなが
ら支援を進めています。理事会は、世界銀行のこれまでの発展の経緯と、今後も
優れた世界的開発機関であり続けるためにどのような変革が可能であるかの両方
を考慮しつつ、財政状態の強化について議論しており、2016 年の年次総会までに
結論が導かれる予定です。
理事会は、世界銀行の目標達成に向け、様々なアプローチを用いて世界銀行幹部
を監督し、彼らの指針となるよう努めています。2016 年度は、強制移動、原油価
格下落が世界経済に及ぼす影響、開発データの格差、成長・貧困・気候変動に関す
る目標達成のためのエネルギー転換、防災の主流化、人口構造が変化する時代の開
発目標、世界の住宅問題、観光事業を通じた開発効果、金融包摂、国有企業、不正
な資金の流れ、低所得国の公的債務の脆弱性など、世界銀行プロジェクトにとって
重要な意味を持つテーマについて議論しました。また、組織内の主要な活動につい
ても、中・長期的な世界銀行グループの将来、コーポレート・スコアカード、IDA
支援、非譲許的資金、新調達ガイドラインの実施、世界銀行グループの財務の持続
可能性、中東・北アフリカ地域の地域戦略、脆弱性・紛争・暴力といった戦略的優
先課題、気候変動行動計画、世界銀行グループのジェンダー戦略などを慎重に議論
しました。更に、
「世界開発報告 2016：デジタル化がもたらす恩恵」の結果とプ
ロジェクトへの影響について検討すると共に、ガバナンスと法律をテーマとする
「世界開発報告 2017」にも注目しています。
更に理事会は、エクアドル、イラク、モザンビーク、ミャンマー、パキスタン、
シエラレオネといった国に対する危機対応や緊急対応を承認した他、西アフリカ
でのエボラ熱大流行への具体的な対策としてパンデミック緊急ファシリティを承
認しました。また、独立評価グループによる「世界銀行グループの成果と業績
2015」
、ならびにケニア、コソボ、モンゴル、ネパール、ウガンダにおける査閲
パネルの報告を受理し、イラクの投資紛争解決国際センター（ICSID）への加盟、
ナウル共和国の IBRD 及び ICSID への加盟、大韓民国の IBRD 卒業を歓迎しました。
理事会は 2016 年度、総額約 459 億ドルの支援を承認しました。この内 297 億
ドルが IBRD 貸出、約 162 億ドルが IDA による支援でした。また、75 件の国別支
援が理事会で議論されました。更に、世界銀行の 2017 年度運営予算 25 億ドルも
理事会で承認されました。
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極度の貧困の撲滅、及び
繁栄の共有の促進を持続可能な形で実現

世

界銀行の活動は、極度の貧困の撲滅（極度の貧困状態にある人
の割合を 2030 年までに世界人口の 3％まで引き下げる）、及び
繁栄の共有の促進（途上国における下位 40％の人々の所得を引
き上げる）という目標を実現するために行われています。この
2 つの目標は持続可能な形で達成されなければなりません。
世界銀行の試算では、世界人口に占める極度の貧困層の割合が、史上初め
て 10％を下回りました。これは大変喜ばしい知らせです。しかし今なお数億
人が、極度の貧困の現行基準である 1 日 1.90 ドル未満で暮らしているのも事
実です。貧困削減の取組みは、到底終わったとは言えません。持続可能な開
発目標（SDGs）、持続可能な開発のための 2030 アジェンダ、世界銀行の 2
大目標に明言されている世界の開発についての包括的ビジョンを達成するた
めには、まだ数多くの課題が残されています。
経済成長は、極度の貧困削減の推進力としての役割を果たしますが、その
動向は依然として期待に反するものであり、需要の低迷、金融市場逼迫、貿
易の低迷、低水準で推移する原油を含む一次産品価格、不安定なキャピタル・
フローといった世界経済のダウンサイド・リスクも依然残っています。更に
世界は、長期的な繁栄に対する複雑かつ重大な脅威に晒されています。例え
ば、数百万人もの難民を生んだ地域紛争や局地的な脆弱性、地域を越えた感
染症大流行など保健分野のリスク、多くの国々に異常気象のショックや食糧
安全保障上の脅威をもたらす気候変動の影響などが挙げられますが、そこか
ら最も大きな影響を受けるのは貧困・脆弱層です。

ラオス人民民主共和国：学校で昼食前に清潔な水で手を洗う児童。幼い子供への投資は、
最も賢明な投資の 1 つ。
©Bart Verweij/ 世界銀行

エジプト・アラブ共和国：ルクソール市内の縫製工場。世界銀行は、零細企業や小規模
企業を支援し、主に若者と女性を対象に、7 万人分の雇用提供に貢献。
©Dominic Chavez/ 世界銀行

同時に、世界の開発の動向も劇的に変化しています。世界ははるかに豊か
になり、世界経済の重心は新興経済国に移行しつつあります。今や民間投資
が世界の資本移転の主流となり、特に中所得国では、政府開発援助に対する
国内資金の動員の重要性が高まりつつあります。世界中で相互のつながりが
強まる中、開発を成功させるためには、経済、社会、環境の側面を統合させ
たセクター横断的なアプローチが要求されるのです。
こうしたかつてない課題や変化に満ちた環境下にあって世界銀行は、世界
の開発アジェンダを支援する適性を備えた機関です。今後も、途上国を長期
的に支援するパートナーとして力を尽くし、国別の固有のニーズに合わせた
戦略、プロジェクト、革新的な資金調達の構築を図っていきます。世界銀行
は、国、地域、世界のすべてのレベルにおいて開発に取り組めるよう組織さ
れており、貧困削減を支援し、包摂的な繁栄を促進するソリューションに向
けて協調し、よどみなく歩を進める事が可能です。
2016 年度、世界銀行は、援助受入国が困難な開発課題に対するソリュー
ションを見出すため、複雑に交差するいくつものセクターにわたって、パー
トナーと協力してきました。本章では、そうした活動を紹介します。

包摂的かつ公正な経済成長の促進
どの国においても、経済成長の恩恵を最貧困層まで行き渡るようにするには、
公正な政策と制度が重要な役割を担います。貧困を削減し包摂的な成長を促
進するための基本的な要素としては、公平さと包摂性、持続可能なマクロ経
済、公共セクターの透明性と効率、生産性、金融セクターの深化と安定性な
どが挙げられますが、世界銀行は、これらの要素を促進するため、政策立案
者が十分な情報と実証に基づいて決定を下せるよう支援しています。
経済的機会や良質な基礎的サービスへのアクセスは、極度の貧困の撲滅と
繁栄の共有に決して欠かす事のできない要素です。世界銀行は、援助受入国
が公平性と包摂の課題に取り組めるよう、分析と助言、金融サービス、貸出、
動員力を組み合わせた支援を提供しています。その際、貧困層まで行き渡る、
対象を絞った公平な支援を心がけており、その結果、支援を受けた援助受入
国は、客観的根拠に基づいた政策決定ができるようになります。例えば、国
12
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際開発協会（IDA）による「生活水準調査の調和化・近代化のための地域プ
ログラム」のためのグラントは、西アフリカ経済通貨同盟の加盟 8 カ国によ
るデータ収集の質と頻度の向上に役立っています。チリでは、教育のアクセ
スと質の向上、貧困測定の正確性向上、社会プログラムの対象の絞り込みに
重点を置いた改革を、世界銀行プロジェクトが支援しています。
持続可能なマクロ経済・財政政策は、民間セクター主導型の成長を実現す
る環境を創出すると共に、効果的な開発計画及び公共支出の基盤になります。
世界銀行は、援助受入国が財政運営、負債政策、成長の適正な組み合わせを
実現できるよう支援しています。例えばメキシコでは、公共支出レビュー
（PER）を通じて、同国政府による短・中期的な財政再建の参考となるよう、
効率化についての一連の選択肢を提示しました。この取組みは、他の国で実
施された PER 同様、財政運営及び公共セクター全体の有効性強化に向けた継
続的な政策対話の継続に役立ちます。
公的資金の流動化及び支出の効率が高まれば、政府によるサービスの提供
が向上します。世界銀行は、支出の優先順位付け、予算管理の改善、国内資
金の効率的利用に対する制約の解消などを通じ、公共セクターの効率化を支
援しています。援助受入国による公正かつ効率的な税制の構築や国庫歳入拡
大の支援もその一環です。2016 年度、世界銀行は、最新の知識を駆使して税
制を刷新し、他の国際機関と連携しながら国際的な税務問題に関する協調的
な対話を実現するグローバル・タックス・チームを発足させました。また、
先般立ち上げられた税務協力プラットフォームの下、世界銀行、国際通貨基
金（IMF）、経済協力開発機構（OECD）、国連（UN）が正式な協力関係を結
びました。その結果、途上国がより優れた税制構築に向け機能を高められる
と共に、途上国の関心事項も配慮されるようになります。
経済の統合が進むと、民間セクターの貢献が持続的な経済成長を促進し、
その結果、貧困層の所得向上や賃金の高い雇用の創出につながります。世界
銀行は、国際金融公社（IFC）と協力して、開かれた競争市場の構築及び民間
投資を促進する環境整備を図っています。最近の活動としては、ブラジルの
生産性主導型成長やケニアの競争力評価に対するプログラム助言、環太平洋
パートナーシップ協定（TPP）がベトナムに与える影響についての政策分析
を実施しました。更に、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国では、世界銀行
の支援により、広範な投資環境改革、投資や製造業の設備増強の奨励策を通じ、
輸出志向型の工業化が図られています。複数の国にまたがるプロジェクトと
しては、ブルキナファソとコートジボワールで運輸・税関部門の改革により
両国間での取引コストの削減を図る「地域貿易円滑化及び競争力強化のため
の融資」が挙げられます。また、ミャンマーでは、新たな投資法の策定を促
進しています。
包摂的かつ効率的で安定した金融システムは、経済成長と貧困削減の迅速
化に寄与します。企業、貧困層、インフラ、住宅のための資金不足といった
格差の解消が、世界銀行の取組みの重要な部分を占めています。例えば世界
銀行は、テクニカル・パートナーとして、関係者間の業務の調整や資金の優
先順位付けを行うなど、援助受入国の国家金融包摂戦略の策定を支援してい
ます。パキスタンでは世界銀行と IFC がパキスタン国立銀行と協力してこれ
を実施しました。また、世界的な協力活動の一環として、透明性と説明責任
の強化ならびに不正な資金の流れの削減にも、援助受入国と協力して積極的
に取り組んでいます。具体的には、各種財源から資金を得た人物・機関につ
いての情報への政府機関のアクセスを改善し、税金関連の情報交換を強化す
る事により、政府がマネーロンダリングを発見できるよう支援しています。
こうした取組みは、不正行為を行わない公務員や企業を評価し、逆に不正や
犯罪に手を染めた者には徹底した制裁を科すというものです。
2016年度の概観
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コロンビア：ボゴタの TransMilenio。世界銀行の資金による高速バス輸送システムは、
渋滞が進む都市で通勤客を運ぶ、比較的高速かつ効率的で、環境に優しい手段。
©Dominic Chavez/ 世界銀行

世界銀行は、加盟国と連携し、金融の安定性と経済成長を支援するために
主要金融機関の強化を図っています。準備資産助言管理プログラム（RAMP）
を通じて、60 以上の加盟機関（中央銀行、国家の年金基金、政府系ファンド）
と共に、外貨準備などの金融資産の運用向上に取り組んでいます。中央銀行
の財務の健全性確保のためには、安定的でかつ流動性の高い外貨準備金ポー
トフォリオが重要です。世界銀行は、加盟国政府の債務管理戦略が、国及び
地方自治体レベルで良い例を模して構築・実行されるようキャパシティ・ビ
ルディングを進めています。効果的な公的債務管理こそが、安定した財務と
持続可能な財政政策の基礎となるからです。

官民パートナーシップによるインフラの質の向上
世界銀行は、受入国政府がインフラ・サービスへのアクセス及び質の向上
に関する意思決定を十分な情報に基づいて行えるよう支援していますが、状
況に応じて官民パートナーシップ（PPP）を活用する事もあります。また、
データ収集の強化、キャパシティ・ビルディング、ツールの開発と試行、情
報開示の促進に加え、関係各機関が全て関与するよう奨励しています。
2016 年度、政策担当者がインフラ・プロジェクトについての意思決定を適
切に行えるよう、いくつかのツールが開発されました。その多くは、他の国
際開発金融機関や開発パートナーと共同で開発されたものです。例えば、PPP
調達に関する 80 カ国対象の調査、国別診断ツール、IMF と共同開発した PPP
の潜在的な財政への影響評価ツール、優先順位決定ツール、PPP の開示枠組み、
PPP 契約へのジェンダーの組み入れ方に関する分析、PPP 大規模オープン・
オンライン・コース（MOOC）のフランス語版などがそうです。
2016 年 4 月、世界銀行は他の国際開発金融機関と協力し、また国連とも連
携しながら、第 1 回グローバル・インフラストラクチャー・フォーラムを開
催しました。全ての国際金融機関の長が一堂に会してインフラについての議
論が行われたのは、同フォーラムが初めてであり、このテーマが持つ重要性
及び多角的協力への各機関のコミットメントを反映する形となりました。主
要参加者は、開発パートナー、20 カ国・地域（G20）・対東欧支援関係国会
14
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「数十億ドルから数兆ドルへ」の実行
2015 年、エチオピアのアディスアベバで開催された第 3 回開発資金国際会議で「数十億
ドルから数兆ドルへ」
（B2T）の構想が、世界銀行グループ（WBG）、国際通貨基金（IMF）、
地域レベルの国際開発金融機関（MDB）により表明されました。この構想は、MDBのバランス
シートを通じた数十億ドルの融資承認額を活用して官民両セクターから数兆ドルの資金を動
員し呼び込む事を目指すものです。これ以降、B2T は、多くの国際的なフォーラムにおいて、
開発のための資金調達（FFD）に関する議論の土台となっています。出資国は、世界銀行
グループがこの誓約を果たし、「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の目標達成に
向けて更なる資金を動員する新アプローチや資金調達ソリューションの確立及び規模拡大を
率先して進めていく事を期待しています。
2016 年度、世界銀行グループは、アディスアベバでの誓約の進捗状況のフォローアップ
や検討を行う「開発資金に関する国際連合機関合同タスクフォース」の中心的メンバーとし
て FFD に深く関与してきました。更に、国内資金の動員能力を構築する世界銀行・IMF 合同
税制イニシアティブ、民間投資動員につながるインフラ・プロジェクトの領域拡大に重点を
置いた MDB グローバル・インフラストラクチャー・ファシリティという、FFD を支援する
2 つの重要なイニシアティブも立ち上げられました。世界銀行グループは、開発資金フォー
ラムを毎年開催し官民調整の機会を模索するために民間セクターとも積極的に関与していま
す。今後、援助受入国やパートナーが更なる資金動員を実現するための能力を高めるインセ
ンティブとして、世界銀行グループのプログラムにおける資金動員の取組みを測定・評価す
る一連の指標が 2017 年度に策定される予定です。

議（G24）・途上国グループ（G77）の代表、OECD、グローバル・インフ
ラストラクチャー・ハブ等でした。官民インフラ投資をより一層活用できる
よう、また投資の質を高めていくために、参加者に今後 1 年間に求められる
行動が明らかにされました。次回のグローバル・インフラストラクチャー・
フォーラムは 2017 年に開催予定です。
2016 年度、グローバル・インフラストラクチャー・ファシリティ（GIF）
は、最初の GIF プロジェクト・サポート（ソロモン諸島における水力発電）、
及び 4 件の計画グラント（ブラジル、コートジボワール、エジプト・アラブ
共和国、ジョージア）を承認しました。官民インフラ助言ファシリティ
（PPIAF）は 2016 年度、引き続きサブサハラ・アフリカ地域及び最貧国に特
に重点を置きつつ、キャパシティ・ビルディングと知識構築に対する支援を
60％以上拡大しました。

開発促進のための主要因とその持続可能性
2015 年 9 月の持続可能な開発目標（SDGs）の採択と、2016 年 4 月の気
候変動に関するパリ協定署名により、経済成長、貧困削減、環境の持続可能
性は密接に結び付いており、持続可能な開発達成のために不可欠である事が
国際社会において認識されました。
世界の貧困層の 78％が農村部に住み、その大半が農業で生計を立てている
事からも、農業の生産性や強靭性の強化、農家と市場の結び付きの向上、安
価な食糧の提供は、貧困撲滅と繁栄の共有を実現する手段であるという事は
明らかです。世界銀行の農業プログラムもこれら領域に重点を置き、中でも
気候変動に適切に対応できる農業、栄養の改善、農業バリューチェーンの強
化、雇用創出に力を注いでいます。例えばセネガルでは、多収性で干ばつに
強い 14 種の穀物新品種の採用を促進しています。またウガンダでは、微量栄
2016年度の概観
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ガーナ：西アフリカ農業生産性プログラムで、農家の出荷用と自家消費用に栄養価の高
い食糧を生産し、若者の仕事を創出する持続可能な食糧システムの構築を 13 カ国で支
援。また、ガーナにある同センター等による農業研究を通じ品種改良を支援。
©Dasan Bobo/ 世界銀行

養素が豊富で現地の嗜好や栽培条件に適応した作物の生産や、バイオ作物の
種子銀行を支援しています。ネパールでは、野菜や果物を保存するための天
日乾燥装置の改良など、省力化技術を促進しています。
エネルギー・セクターにおける取組みは、2030 年までのエネルギーへの普
遍的アクセス達成、エネルギー効率の改善ペースの倍速化、世界全体での再
生可能エネルギーのシェア倍増という 3 つの目標を掲げるイニシアティブ「万
人のための持続可能なエネルギー」と連動しています。例えばバングラデシュ
では、農村コミュニティで個別家庭用太陽光発電システム・プロジェクトが
大きな成果を上げ、今では 350 万世帯が屋根に設置した太陽光パネルから電
力を得ています。また、原油をはじめとする一次産品価格の下落に伴い、資
源国の多くが世界銀行に対し、採掘産業における価格変動への対応、経済の
多角化、セクター別ガバナンスの強化、利益共有の拡大、環境・社会面の持
続可能性の確保のための支援を求めています。
世界銀行はまた、援助受入国が開発計画を策定する際、環境の悪化、汚染、
資源の不足などにより生じるコストに加えて、自然資本（海産物から森林や河
川流域に至るまで）の価値や雇用創出の潜在性も組み入れるよう支援していま
す。例えば、モロッコでは、貧しい農村コミュニティにとって重要な収入源と
なっている漁業、農業、旅行業などが、天然資源の枯渇によって打撃を受けて
いるため、そうしたセクターの持続可能性を高めるため、グリーン成長開発政
策を導入しています。一例を挙げると、農業セクターにおける地下水のより効
果的な管理、土壌保全、農家向けの効果的な気象情報の提供があります。
2016 年度、世界銀行は、世界銀行グループとして 5 カ年の森林行動計画を立
ち上げ、持続可能な森林管理を、開発及び気候変動対策の必須項目としました。
同行動計画では「森林に配慮した」支援策というコンセプトを取り入れ、森林
景観を全体的な視点で捉え、森林破壊や土壌侵食の防止を図っています。
運輸と情報通信技術は、人々を仕事、市場、社会サービスと結び付ける役
割を担っており、SDGs、気候変動、交通安全を巡る国際的議論においても中
心に据えられています。しかし、持続可能な移動性をフルに実現するには、
アクセス、効率性、安全性の面で重大な課題が残されています。例えば、
現在、舗装された道路を利用できない人は 10 億人、インターネットへのアク
16
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セスを持たない人は 30 億人に上ります。より安全でクリーンかつ効率的な輸送
手段構築への取組みとしては、中国の武漢のバス利用者数 40％拡大、インド
における交通安全向上などが挙げられます。テクノロジーとデータ管理も、
移動パターンや利用者ニーズの把握に役立つと共に、市民の関与を促進し、
大量輸送システムの質向上につながっています。ブロードバンド・サービス
へのアクセス拡大も不可欠です。
都市開発の 90％を占める途上国には、気候に迅速かつ適切に対応できる都
市づくりを進める好機が訪れていると言えます。世界銀行の都市化レビュー
は、政策のひずみの特定や投資優先順位の分析ができる診断ツールを提供す
るなど、都市のリーダーが都市開発で難しい決断を下す際の枠組みの役割を
果たしています。「持続可能な都市のためのグローバル・プラットフォーム」
は、世界銀行が調整役となり、国際開発金融機関、国連機関、シンクタンク、
様々な都市ネットワークの支援の下で 2016 年に設立された知識共有プログ
ラムで、最先端ツールへのアクセスを提供し、持続可能な都市計画及び資金
調達の総合的アプローチを促進しています。
水セクターにおいて世界銀行は、引き続き「世界の水の安全保障（WaterSecure World for All）」のビジョンを掲げ、衛生設備の普及と水の安全保障
の推進に力を注いでいます。活動はセクター横断的であり、例えばエジプト、
ハイチ、インド、ベトナムでは、農村部の公衆衛生のための新アプローチを
用い、政府の全国プログラムが地方レベルで説明責任を果たせるよう支援す
ると共に、住民の行動変革を促しています。更に、チャド湖流域委員会によ
る新行動計画では、チャド湖の周辺コミュニティが気候変動関連の喫緊の課
題に適応するためのエンパワメントを実施し、地域の食糧安全保障に果たす
チャド湖の役割が一層増すよう支援援助します。
この取組みを支えているのが、水循環の変化が経済にもたらす深刻な影響を
予測する「温暖化と砂漠化：水、気候変動、経済（High and Dry：Water,
Climate Change, and the Economy）
」などの報告書です。同報告書は、保健、
エネルギー、食糧、都市、雇用が水に大きく依存している事実を強調し、水資
源の根本的な重要性を認識した政策が必要であると訴えています。世界銀行は
また、国連と連携して首脳パネルを立ち上げ、水と衛生設備に万人がアクセス
できるよう、行動や資金援助を呼びかけています。

気候変動への適応支援
世界銀行グループは、気候変動と貧困は本質的に関連しているとの認識の下、
気候変動への対応を積極的に拡大しています。パリでの国連気候変動枠組み
条約第 21 回締約国会議（COP21）の直前に発表された報告書「衝撃波：
気候変動が貧困に及ぼす影響（Shock Waves：Managing the Impacts of
Climate Change on Poverty）」は、気候変動が貧困層に与える脅威を明確
に説明し、直ちに行動を起こさなければ 2030 年までに新たに 1 億人以上が
貧困に陥りかねないと警告しています。
パリ協定を受け、世界銀行グループは気候変動行動計画を策定し、気候変
動を世界銀行のあらゆる戦略及びプロジェクトに重点課題として組み込むと
いう根本的な方向転換を図っています。同行動計画は、気候変動対策の加速
化を掲げると共に、今後 5 年間の意欲的な目標として、途上国による再生可
能エネルギー30 ギガワット（1 億 5,000 万世帯への電力供給が可能）の提供、
1 億人を対象とする早期警報システムの整備などを含んでいます。
気候変動行動計画は、気候変動への適応への更なる支援に重点を置いてい
ます。例えば、気候変動対応型農業への投資計画を 2020 年までに 40 カ国以
上で策定し、気候・災害リスク・スクリーニング・ツールの使用を国際開発
2016年度の概観
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カザフスタン：技術商業化プロジェクトが、中央アジアの人々の心臓病治療用 DNA
鑑定システムを開発中の研究者グループに、グラントを提供。
©Shynar Jetpissova/ 世界銀行

協会（IDA）プロジェクト以外にも拡大します。同行動計画は、世界銀行グ
ループが、加盟国と協力しながらグループ全体の気候変動対策資金を 3 分の 1
引き上げ、年間 290 億ドルにするという誓約を後押しするものです。

人的資本への投資を通じた機会の促進
どのような社会であっても、その社会を構成する全ての人々の完全かつ平
等な参加なしには、潜在能力を発揮する事も、21 世紀の課題に対応していく
事もできません。人々が参加する社会を実現するには、教育、保健医療、社
会的保護、雇用を通じた人的資本への投資が必要です。世界銀行は、人々が
健康かつ豊かな状態で長生きし、生産的で包摂的な仕事に就き、経済、保健、
気候変動などの危機やリスクに直面しても機会を生み出し強靭性を養う事が
できるよう、平等な機会の確保を支援しています。いずれも、貧困の世代間
連鎖を断ち切るため、また貧困集中が見られる多くの国々においては人口動
態上の傾向を有効活用するための、不可欠な条件です。
保健・栄養・人口分野における世界銀行の取組みは、途上国による強靭な
保健医療システムの構築、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の実
現に加え、あらゆる人々が質の高い基礎的保健医療へのアクセスを得て、保
健医療費の自己負担が原因となって貧困に陥らない事を全体目標としています。
中でも重点課題には、回避可能な妊産婦や乳幼児の死亡の 2030 年までの撲
滅、慢性栄養不良を原因とする子供の発育阻害の解消、予防可能な伝染性・
非伝染性の病気の蔓延阻止、大流行への備え拡充などが挙げられます。
2016 年度、西アフリカで発生したエボラ危機の教訓に基づき、世界銀行グ
ループは、世界保健機関（WHO）、民間セクター、開発パートナーと連携し
て、パンデミック緊急ファシリティ（PEF）を考案し、2016 年の G7 伊勢志摩
サミットで設立を発表しました。PEF は、流行病の発生時に、エボラ出血熱
のような多数の死者と多額の損失をもたらす大流行を食い止めるため、最貧
国に対する迅速かつ大規模な資金や支援の提供を可能にします。PEF を通じ
て世界銀行は、初の感染症債を発行し、感染症リスクに対する世界初の保険
市場を立ち上げます。
18
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経済性・効率性・有効性：
世界銀行グループ・プロジェクトが確実に価値をもたらすために
世界銀行グループは、極度の貧困撲滅と繁栄の共有促進を持続可能な形で達成するために、
活用できる資源から最大限の開発効果を得ようと努めています。世界銀行プロジェクトの「金
額に対する価値」を最大限確保するために尽力しており、近年、多くの面で前進が見られます。
・プロジェクトの経済性の強化：世界銀行グループは、広範囲にわたる支出レビューを実施し、
グループ内の運営予算で 4 億ドルの節減が可能である事を明らかにしました。また、財務
状況を最適化するために、革新的ながらも慎重な資金調達の仕組みを立ち上げました。
・効率化の促進：世界銀行グループは、大規模な機構改革を実施しました。まず 2013 年に、
援助受入国の喫緊の開発課題にその専門知識を駆使して対応するための組織再編を行いま
した。また、毎年行われる戦略の策定及び予算執行のための「W」プロセスを導入しま
した（p.60 を参照）
。更に、これまで以上に迅速に援助受入国に対応できるよう、業務政策
や手続きの簡素化と人材管理に関する人事方針の改革を続けています。
・開発の有効性の確保：世界銀行グループは、現場での開発の進捗状況及びリスクをモニター
するため、組織、制度、国、プロジェクトの各レベルで一連のツールを用いています。例
えば、プロジェクト・ポートフォリオのリスク管理の枠組みとして、体系的プロジェクト・
リスク評価ツール［SORT］を導入しました。更に、成果連動型融資を活用するなど、成
果重視に向けたサービスの向上を引き続き行っています。
これらの他にも世界銀行グループは、世界の開発ニーズを満たす最も効果的な手段を見出
すために、プロジェクトから学びプロジェクトの改善を図るべく、数多くの取組みを実施・
遂行しています。

2015 年 7 月にエチオピアのアディスアベバで開催された第 3 回開発資金国
際会議 の 場 で、「 女 性、 子 供 及 び 青 少 年 の 健 康 の ための世界戦略（Every
Woman Every Child）」を支援する「グローバル・ファイナンシング・ファ
シリティ（GFF）」が立ち上げられました。世界銀行は、同ファシリティを通
じて、女性、子供及び青年の健康を増進する国家主導の取組みを支援してい
ます。GFF は、援助受入国からの資金と国際的なドナーや民間セクターから
の資金を合わせ、援助受入国が実証済みの施策に対する支援の規模を拡大し、
低所得国から中所得国への移行時に持続可能な資金を確保します。運用初年
度、GFF 信託基金は、女性、子供、青年のユニバーサル・ヘルス・ケアの分
野で全世界の不足資金の約半分を占める 10 数カ国を支援しました。
世界銀行はまた、乳幼児期の栄養状態や五感への刺激、衛生的な環境への
投資を拡大しており、過去 2 年間だけで 30 億ドル以上、2000 年度以降では
60 億ドルを支援しています。科学的・経済的観点から見た最近の研究では、
乳幼児期の栄養状態や五感への刺激への投資が脳の発達や健康、学習、将来
の収入に大きく影響する事が示されています。世界銀行は乳幼児関連の支援
にも力を入れており、この 1 年間にユニセフ、各種の財団、その他の開発パー
トナーと共に「栄養の潜在力（Power of Nutrition）」や「早期幼児ケア・
ネットワーク」といった革新的なパートナーシップを立ち上げました。
世界銀行は、途上国の教育を支援する世界有数の国際金融機関であり、万
人のための包摂的かつ良質な教育を実現すべく尽力しています。また保健医
療においても、成果連動型融資を広範に駆使して、恵まれない子供や青少年
への援助に途上国がインセンティブを見出せる教育制度の構築に実績を築い
てきました。さらに 2016 年 4 月、女性や女児へのエンパワメントの重要性
2016年度の概観
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ネパール：世界銀行は、住宅再建費用の分割払いへの支援など、多くの問題に直面する
ネパール大地震被災者の生活を立て直すための援助を提供。
©Laxmi Prasad Ngakhusi/ 世界銀行

に鑑み、青年期女子に直接的な恩恵をもたらす教育プログラムに、5 年間で
25 億ドルを提供する事を発表しました。
また、世界銀行は、社会的保護プログラムを拡大し、最貧困・脆弱層が
ショックに直面した際の強靱性強化においても主導的な役割を担っています。
世界銀行グループと国際労働機関（ILO）の共同声明は、社会的保護を必要と
する誰もが、いつでもその機会を得る事ができる世界、「全ての人への社会的
保護」という共通の理念を掲げています。世界銀行グループは、社会的セー
フティネットに対して、過去 5 年間で 17 億ドル以上を投じ、現金給付、労働
集約的な公共事業、学校給食プログラムなどを通じて、世界の貧困世帯に直
接的な効果をもたらしています。現金給付は、紛争の影響下で避難を余儀な
くされたり、脆弱又は暴力的な状況の中で生活する人々のセーフティネット
として、その重要性が認められつつあります。2015 年現在、世界中の全ての
国で少なくとも 1 種類以上の社会的セーフティネット・プログラムが実施さ
れており、19 億人以上に恩恵をもたらしています。
2015 年 11 月に北京で開催された南南協力学習フォーラムには、75 カ国か
ら約 250 人の政策担当者が集まり、世界の貧困層の集中が進む都市部での社
会的保護について、新たな知識や革新的対策に関する議論、情報共有、学習
の場となりました。セーフティネットは、都市部の貧困層を特定し、社会サー
ビスや雇用機会に結びつける上で、重要な役割を果たします。
現在、世界全体で 2 億人以上の人々が失業中で職を求めていますが、その
多くが若者です。良質な雇用や経済成長に向けた歩みを加速させるため、世
界銀行は、詳細な雇用診断を 15 カ国以上で実施し、技能構築、労働インセン
ティブ、労働移動性の促進などの労働市場改革を通じ、より良質かつ包摂的
な雇用をこれまで以上に創出すべく支援しています。

ジェンダー格差の是正による経済機会拡大
男女の役割について固定観念や偏見を持つ事は、男性と女性の両方に制約
をもたらしますが、歴史的に見て、女性や女児の方が不利な立場に置かれて
きました。特に経済的機会に関して女性は、ほとんどの指標において男性に
20
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有償助言サービスで、援助受入国の多様な需要に対応
世界銀行は、各国・機関からの要請に応じ、その国に適した分析・助言サービスを有償で
提供しています。こうしたサービスにより、各国・機関からの助言を求める声の内、世界銀行
の財源では対応できないものにも応える事が可能となりました。有償助言サービスの需要は、
特に中・高所得国を中心に、大きくなっています。同サービスの対象となるのは、世界銀行の
全加盟国に加え、加盟国の州や地方自治体、国有企業、市民社会組織、他の国際機関です。
有償助言サービスは、高い柔軟性を備えている他、技術協力及び研修、研究・分析、ワー
クショップ、会議、援助受入国出資プロジェクトの準備・実施面の支援など、その活動内容
は多岐にわたります。現在、世界銀行は、6 地域全ての 60 カ国以上において、200 件以上の
案件を進めています。2016 年度、世界銀行は、40 カ国以上で 223 件の有償助言サービスを
提供しました。近年の各国・機関からの需要の高まりを反映し、2016 年度の同サービスに
よる収益は 9,150 万ドルに上り、2010 年度以降の増加率は約 300％となりました。

後れを取っており、この事実は、個人のみならず経済全体にとっても妨げと
なっています。ジェンダー格差の是正は、国家が生産性を高め、次世代にとっ
ての可能性を高めるために役立ちます。世界銀行は、援助受入国の官民両セ
クターと協力して、ジェンダー格差の是正に取り組んでいます。
主要な指標（女子の就学率・修了率、妊産婦死亡率、就業率、資産所有、
金融サービスへのアクセスなど）を改善するには、水と衛生、運輸、金融な
ど様々なセクターへの投資が不可欠です。この点は、新たに策定された「世
界銀行グループ・ジェンダー戦略（2016-23）：貧困の削減と繁栄共有促進に
向けたジェンダー平等の促進」にも反映されています。同戦略は、有意義な
成果につながるアプローチと支援を重視するもので、（i）保健医療、教育、社
会的保護を通じた人材育成、（ii）技能格差や職業上の性差別への取組み及び
無償介護労働への対処など、就業に当たっての制約の除去、（iii）女性による
土地、建物、技術、金融資産の所有や管理についての障壁の撤廃、（iv）男性
や少年も参加した女性の発言権・行動力の強化、という 4 つの主目標を掲げ
ています。
世界銀行は、精度の高い男女別データをより多く収集・抽出するためのコ
ミットメントやパートナーシップの拡大を続けており、国連機関等と協力して、
人口動態統計、資産所有、時間の使用、労働、保健医療、金融サービスの
活用などに関するデータを収集しています。ジェンダーに関するデータは、
刷新・拡充された世界銀行のジェンダー・データ・ポータルを通じて発信さ
れています。
経済面でのジェンダー格差是正のためには何が効果的かを援助受入国が識
別できるよう、4 つの地域別ジェンダー・イノベーション研究所が、様々な状
況における各種の客観的根拠を集めデータベースを構築しています。現在、
技能、土地の権利、インフラ・アクセス、就業率、起業、若年層の雇用、ジェ
ンダーに基づく暴力、10 代の妊娠に関して 75 件のインパクト評価が進めら
れています。また、女性所有の正規中小企業の借入金不足（推定では全世界
で 3,000 億ドル）、金融口座所有に見られるジェンダー格差の是正にも取り組
んでいます。

紛争と脆弱性の原因、及びその影響への対応
世界の人口の 4 分の 1 以上に相当する約 20 億人が、開発成果が脆弱性、
紛争、暴力による悪影響を受ける国に住んでいます。この問題は、長期化する
2016年度の概観
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強制移動、暴力的な過激思想、市民の安全保障も含まれるなど広範かつ複雑
です。世界銀行は、紛争に配慮した開発の経験から、より広い視野でこうし
た問題に取り組むアプローチを採っています。2016 年度の活動では、世界的
危機への迅速な対応を可能にするため民間セクターの関与を求めるなど、革
新的な資金調達ソリューションの開発や、人道機関や開発機関との戦略的連
携の強化にも重点が置かれました。
世界銀行のプロジェクトは、脆弱性、紛争、暴力に対応するための分析作
業に基づいて進められます。紛争に配慮したプログラム策定のための診断ツー
ルが用いられ、世界銀行グループの体系的国別診断、及び国別パートナーシッ
プ枠組みのために、リスク及び強靱性に関する46 項目の評価が行われています。
2016 年度の重点課題は、分析作業を実施する事により、プロジェクト関与の
枠組みを構築すると共に、7 つの国際開発金融機関の共同アプローチを確立し
て、強制移動に対し開発の観点から対応を強化する事でした。対話と知識共
有を促進するため、世界銀行が 2016 年初めに開催した世界的な脆弱性フォー
ラムには、強制移動に関するグローバル・プログラム、国連・世界銀行脆弱
紛争国パートナーシップ信託基金、国家・平和構築基金、経済・平和構築へ
の移行のための韓国信託基金など、100 以上の組織が参加しました。
世界銀行は、紛争によって難民となり脆弱な状況下で暮らす人々への支援
強化など、脆弱性軽減のプロジェクトを進めています。アフリカでは、コンゴ
民主共和国、ジブチ、エチオピア、ウガンダ、ザンビアにおいて、難民と受
入れコミュニティに対し総額 2 億 5,000 万ドルの IDA 融資を提供しました。
アフリカ地域に対する融資拡大は、強制移動が世界的な課題であるという認
識に立ったものです。この資金提供は、ジム・ヨン・キム世界銀行総裁と潘
基文国連事務総長が 2013 年 5 月のアフリカ大湖地域、2014 年 10 月の「ア
フリカの角」地域へ合同訪問した際に表明した誓約でもあります。両機関の
協力は 2016 年度も続き、2016 年 3 月には中東・北アフリカ地域における平
和と開発を促進するために、ヨルダン、レバノン、チュニジアを共に訪問し
ました。
平和的な政権交代や、
「転換期」の移行プロセスを強化する事は、その国が
再び紛争状態に陥らないために不可欠です。IDA の移行支援では、安定と強靱
性の構築が見込まれる国に対し、脆弱性からの脱却を加速するための拡大融資
を提供します。2016 年度は、ギニアビサウとマダガスカルが適格国として認
められました。いずれも、政府の改革に対する意欲が裏付けられ、主要開発
パートナー間で支援拡大に共通の理解が得られたためで、ギニアビサウに
2,000 万ドル、マダガスカルに 2 億 3,000 万ドルがそれぞれ配分されました。
2015 年 3 月、「性とジェンダーに基づく暴力（SGBV）に取り組む世界銀
行グローバル・プラットフォーム」が、SGBV 被害者へのサービス提供、防止、
市民の意識喚起、南南の知識共有を通じた援助受入国のキャパシティ・ビル
ディングを目的に立ち上げられました。同プラットフォームには、コンゴ民
主共和国、ジョージア、ネパール、パプアニューギニアにおける革新的な
パイロット・プロジェクトが含まれます。2015 年には全プロジェクトの代表者
が参加したグローバル学習ツアーが実施され、2016 年には援助受入国が地域
内のベスト・プラクティスを学ぶ地域学習ツアーが開催されています。
世界銀行のセクター別の取組みの詳細は、以下のウェブサイトをご覧くだ
さい。
www.worldbank.org/topics
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地域別概要

世

界銀行は現在、130 カ国以上に置く現地事務所を通じて業務を展開しています。現
場に権限を委譲する事により、援助受入国に対する理解を深め、協力や連携を密に
し、これまで以上に迅速にパートナーにサービスを提供する事ができます。現在、
国別担当局長・マネージャーの 96％、職員の 40％が、6 地域にある国々で活躍して

います。本セクションでは、2016 年度に達成された主な目標、実施されたプロジェクト、改訂が
行われた戦略、発表された報告書等についてご紹介します。詳細は worldbank.org/countries を

ご覧ください。

表 1：2016 年度の融資承認額
地域
アフリカ地域

IBRD
IDA
IBRD/IDA 合計 IBRD/IDA 合計
（単位：100万ドル）（単位：100万ドル）（単位：100万ドル） での割合（％）
669

8,677

9,346

20

東アジア・大洋州地域

5,176

2,324

7,500

16

ヨーロッパ・中央アジア地域

7,039

233

7,272

16

ラテンアメリカ・カリブ海地域

8,035

183

8,218

18

中東・北アフリカ地域

5,170

31

5,201

11

南アジア地域

3,640

4,723

8,363

19

29,729

16,171

45,900

100

合計

表 2：2016 年度の融資実行額
地域
アフリカ地域

IBRD
IDA
IBRD/IDA 合計 IBRD/IDA 合計
（単位：100万ドル）（単位：100万ドル）（単位：100万ドル） での割合（％）
874

6,813

7,687

21

東アジア・大洋州地域

5,205

1,204

6,409

18

ヨーロッパ・中央アジア地域

5,167

365

5,532

15

ラテンアメリカ・カリブ海地域

5,236

303

5,539

16

中東・北アフリカ地域

4,427

44

4,471

13

南アジア地域

1,623

4,462

6,085

17

22,532

13,191

35,723

100

合計

2016 年 6 月 30 日現在、実施中のプロジェクトのポートフォリオ：2,073 億ドル

アフリカ地域

ア

フリカ地域は、過去 10 年間に経済成長と貧困削減の両面で前進が見られましたが、
現在、世界的な一次産品価格下落とアフリカ地域特有のリスクを主な要因とする
大きな課題に直面しています。アフリカ地域の 2015 年の成長率は、2014 年の
4.5％から 3.0％に低下し、2009 年以来の低成長となっており、2016 年は更に
2.5％まで低下すると予測されています。1人当たり所得の伸び率は、人口増加が足かせとな
り、更に低水準になっています。
国別に見ると、資源が豊富な国とそうでない国との間に差があるとは言え、アフリカ地域
全体の経済成長の傾向は、依然として金融危機以前の水準を下回っています。低成長は、貧
困削減の課題を深刻化させています。また、進歩は見られたものの 1 日 1.90 ドル未満で暮ら
す人の割合はなおも高く、2012 年は推定 42.7％でした。

世界銀行の支援
2016 年度、世界銀行は、アフリカ地域の 109 件のプロジェクトに対し 93 億ドルの支援を
承認しました。その内訳は、IBRD の貸出が 6 億 6,900 万ドル、IDA 承認額が 87 億ドル（う
ち 2 億ドルは IDA スケールアップ・ファシリティから）でした。重点対象分野となったのは、
農業生産性の向上、安価で安定的なエネルギーへのアクセス拡大、気候変動への強靱性の
構築、脆弱・紛争国の強化、質の高い教育の促進などでした。
2016 年度、世界銀行は知識の貢献も積極的に行いました。報告書「アフリカの発展と
貧困（Poverty in a Rising Africa）」は、アフリカ地域の実際の貧困率が現在の推定を下回
る可能性を示唆しています。ただし、人口は増加しているため、アフリカ地域で極度の貧困
状態にある人の数は、1990 年を少なくとも 5,000 万人上回っています。

農業生産性の向上
アフリカ地域では、農業従事者が就業人口の 65％を占めています。そのため農業セクター
の開発は、一次産品価格下落による課題に直面する国もある中、経済多角化のためにも有効
です。ブルキナファソ、チャド、マリ、モーリタニア、ニジェール、セネガルの 6 カ国を対
象にしたサヘル地域牧畜支援プロジェクト（2 億 4,800 万ドル）は、5,000 万人と推定され
る域内の牧畜民の内 200 万人の生活改善を目指し、基本的な生産資産、サービス、市場への
アクセス向上を図っています。また、牧畜民が危機や緊急事態に直面した際に、より効果的
な対応が行われるよう支援しています。この 6 カ年プロジェクトの受益者のほとんどが、女
性と若者です。

安価で安定的なエネルギーの拡大
アフリカ大陸は、水力、太陽光、地熱など、膨大な再生可能エネルギーの可能性を秘めて
います。しかし皮肉な事に、アフリカ地域は電力アクセスにおいて常に他の地域に後れを取っ
ています。安価で安定的かつ持続可能なエネルギーへのアクセス拡大は、アフリカ地域にお
ける世界銀行の主要目標の一つです。2016 年度、世界銀行は、ガーナ西岸 60km 沖で海洋
天然ガス資源の開発を行うサンコファ・ガス・プロジェクトに 7 億ドルを提供しました。同
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プロジェクトにより、現在のガーナ国内の発電設備容量の約 40％に相当する 1,000 メガワッ
トの発電が行われる予定です。また、79 億ドルの民間セクター投資が見込まれており、ガーナ
に大きな財政収益と恩恵をもたらす事が期待されています。

気候変動への適応と強靱性の構築
気候変動、中でも気温と降水パターンの変化は、アフリカの最貧困層に特に深刻な影響を
もたらす事から、気候変動適応技術と防災への投資は、引き続き世界銀行の最重要課題です。
2015 年 12 月にパリで開催された第 21 回締約国会議（COP21）の場で気候変動に関する協
議が行われ、対アフリカ気候変動対策が発表されました。同対策には、アフリカ諸国が気候
変動による影響を軽減し、適応を図るための計画が明確に示されています。2016 年 4 月、世
界銀行は、パートナーと共に、西アフリカの沿岸・島嶼国が直面している海岸侵食や洪水な
ど気候変動に伴う災害に関する知識基盤を強化するため、西アフリカ沿岸観測所を設置する
事に合意しました。同観測所は、各国や地域が気候変動に対する沿岸部の強靱性強化の機能
構築に貢献するもので、取組みの促進が期待されます。

脆弱・紛争国の支援
2016 年度、IDA はギニアビサウ及びマダガスカルへの移行支援のための資金を承認しま
した。同資金は、脆弱・紛争国の脆弱性の根本的原因への対処を図り、各種の機能を高める
ための支援に充てられます。ギニアビサウ及びマダガスカルでは、透明性と説明責任のある
財政管理システムの強化など、主要な政府改革イニシアチブの支援が行われています。
世界銀行と国連は、大湖地域、サヘル地域、「アフリカの角」地域において脆弱性の根本的
原因に取り組むため、国境を越えた活動を地域レベルで展開しています。世界銀行は、大湖
地域と「アフリカの角」地域で、急務である難民問題に取り組むため 2 件のプロジェクトを
実施し、難民と受入れコミュニティへの支援を通じて継続的な危機管理を図っています。

人的資本開発の促進
アフリカ地域では、今後 10 年間にわたり毎年 1,100 万人の若者が労働市場に参入する事
になります。こうした若者が成功するためには、適切な技能や訓練が必要です。アフリカの
学生の学習内容と雇用者側の求める能力とのギャップを埋めるため、世界銀行は、アフリカ
地域で科学・技術・工学・数学（STEM）教育を促進する活動を立ち上げました。また、
アフリカ東部・南部の高等教育機関の中から適正な競争を経て選定された 24 のセンターに資
金を提供するアフリカ高等教育 COE（Center of Excellence）プロジェクト（1 億 4,000 万
ドル）の下、学生の能力育成が図られ、農業、保健、教育、応用統計学といった優先度の高
い分野における優れた研修、応用研究、知識移転が重点的に実施されています。

⬅データを表示
地域別概要
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図1

アフリカ地域

IBRD・IDA のセクター別融資 – 2016 年度
総額 93 億ドルに占める割合
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表 3 アフリカ地域
地域概要
指標

2000 年

2010 年

現状 a

総人口（100 万人）

668

874

1,001

人口増加率（年率、%）

2.7

2.8

2.7

504

1,280

1,627

1 人当たり国内総生産（GDP）成長率（年率、%）

0.9

2.7

0.2

1 日 1.90 ドル未満で生活している人口（100 万人）

1 人当たり国民総所得（GNI）
（アトラス方式、現在の米ドル）

399

398

389

平均寿命、女性（歳）

51

58

60

平均寿命、男性（歳）

49

55

57

青年層の識字率、女性（15-24 歳、%）

62

66

66

青年層の識字率、男性（15-24 歳、%）
二酸化炭素排出量（100 万トン）

b

75

76

76

556

720

753

57.1b

46.1

42.7

43

38

36

846

625

547

傾向

持続可能な開発目標（SDGs）のモニタリング
SDG 1.1 極度の貧困
（1日1.90ドル未満で生活する人口の割合、2011年PPP、％）
SDG 2.2 発育阻害率
（年齢に見合う身長で測定、5 歳未満児、％）
SDG 3.1 妊産婦死亡率
（モデルに基づく推定、出生児 10 万人当たり）の削減
SDG 3.2 5 歳未満児死亡率（出生児千人当たり）の削減

154

101

83

SDG 4.1 普遍的な初等教育の達成
（修了者が当該年齢層に占める割合、％）

55

68

69

SDG 5 女性就業率の男性就業率に対する比率
（モデルに基づく ILO 推定、％）

81

84

84

SDG 5.5 女性国会議員の割合
（全議席数に占める割合、％）

12

19

24

SDG 6.1 安全な飲料水を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

55

63

68

SDG 6.2 基本的な衛生施設を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

25

28

30

SDG 7.1 電力を利用できる人々の割合
（人口に占める割合、％）

26

32

35

SDG 7.2 再生可能エネルギーの消費量
（最終エネルギー総消費量に占める割合、％）

73

71

70

SDG 17.8 個人のインターネット普及率
（人口に占める割合、％）

0.5

10

22

注：ILO ＝国際労働機関；PPP ＝購買力平価
a. 2011～15 年までの最新データ、最新データは http://data.worldbank.org を参照の事。
b. 2002 年のデータ。
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図2

アフリカ地域

IBRD・IDA のテーマ別融資 – 2016 年度
総額 93 億ドルに占める割合
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表 4 アフリカ地域
2014～2016 年度のアフリカ地域への融資承認額と融資実行額
融資承認額（単位：100 万ドル）

融資実行額（単位：100 万ドル）

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

IBRD

420

1,209

669

335a

816

874

IDA

10,193

10,360

8,677

6,604

6,595

6,813

2016 年 6 月 30 日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：561 億ドル
a. 四捨五入のため、年次報告 2014 の数値とは異なる。

西アフリカにおける農業生産性の向上

2

008 年、世界銀行はガーナ、マリ、セネガルにおいて、西アフリカ農業生
産性プログラム（WAAPP）を試験的に実施しました。結果は目を見張る
もので、受益者の収入が 34％、収量が 30％それぞれ増加しただけでなく、
カロリー摂取量が伸び、食糧不足に悩まされる期間が短縮されました。取組みの
成功を受け、WAAPP は更に10 カ国（ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、
ガンビア、ギニア、リベリア、ニジェール、ナイジェリア、シエラレオネ、トーゴ）
に拡大されました。
プログラムの拡大後、直接的な受益者 700 万人（内、42％が女性）及び間接的
な受益者約 5,000 万人の所得が増加し、食糧がより安定的に確保できるようにな
りました。自作農（耕作面積は合計 400 万ヘクタール）には、160 種の新品種作
物、食品加工ツール、その他の農業技術が提供されました。WAAPP はまた、将
来に向けて、農業革新を実現するため、アフリカ全域での研究と技術導入を調整
する 9 つの専門研究センターの設立の他、1 千人以上の若い科学者を対象とした
修士・博士課程の奨学金提供や、大学との協力による農業技術開発を進めています。
同プログラムの成功を踏まえ、世界銀行は 2016 年度、セネガルにもプログラ
ムを拡大しました。2 千万ドルの追加資金により、一定の品質基準を満たしている
と認定された保証種子の生産及びラッカセイのマーケティング・システム強化に
向け政府を支援すると共に、ラッカセイ栽培地域における活動の多様化を推進し
ています。
アフリカ地域における世界銀行の取組みの詳細は、以下のウェブサイトをご覧
ください。
www.worldbank.org/afr
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東アジア・大洋州地域

東

アジア・大洋州地域の途上国の 2015 年の成長率は 6.5％とやや減速し、2014
年の 6.8％を下回りました。経済成長率低下の主な要因となったのは、中国、
インドネシア、マレーシア、モンゴルの経済成長の減速です。中国を除く域内
途上国の成長率は、2014 年とほぼ同水準の 4.8％でした。ただ、減速したとは
いえ、東アジア・大洋州地域の成長率は、2015 年の全世界の成長の 5 分の 2 近くを占めてお
り、この割合は 2014 年よりも拡大しています。
極度の貧困の割合は、他のどの地域よりも速いペースで減少しており、1981 年の 80％が、
2012 年は 7.2％まで低下したと推定されています。このように目覚ましい進歩が見られたに
もかかわらず、約 9,000 万人が今なお極度の貧困状態にあり、更に 2 億 5,000 万人が、気候
変動、自然災害、病気、経済的ショックなどのために再び極度の貧困に陥りかねない状況に
あります。ほとんどの国で、下位 40％の人々の所得が、それ以外の国民よりも速いペースで
上昇しているものの、多くの国で大きな経済的格差が見られます。所得格差の要因として、
保健医療や教育へのアクセスに差があるなど、機会不均等も影を落としています。

世界銀行の支援
2016 年度、世界銀行は、東アジア・大洋州地域の 41 件のプロジェクトに対し 75 億ドルの
支援を承認しました。その内訳は、IBRD の貸出が 52 億ドル、IDA 承認額が 23 億ドルでした。
同地域における世界銀行の戦略は、包摂性とエンパワメント、仕事と民間セクター主導の成
長、ガバナンスと組織・制度、インフラと都市化、気候変動と防災という 5 つの優先分野に
重点を置いています。また、ジェンダーや脆弱性といった分野横断的なテーマも、同地域に
おける世界銀行の取組みの中心となっています。

栄養不良対策と健康状態の改善
東アジア・大洋州地域は、発育阻害と肥満の二つの問題を抱えていますが、いずれも背景
には栄養不良があります。全世界の発育阻害の 90％を占める 34 カ国に、インドネシア、
ミャンマー、フィリピン、ベトナムが含まれている一方、中国とインドネシアが、世界の肥満
の 50％以上を占める 10 カ国に含まれています。
発育阻害は、子どもの身体・知的能力を大幅に低下させてしまうため、結果的に深刻な
人的・経済的損失をもたらします。例えば、インドネシアでは、小児の 37％が発育阻害を抱
えており、それに伴う経済的損失は GDP の 2～3％に上ると推定されます。
世界銀行は、栄養不良への対策で、政策担当者、市民社会、民間セクター、開発パートナー
と連携し、栄養への投資や政策対応の基礎となる研究を促進する戦略を採っています。また、
インドネシアで母子保健の改善を図る住民エンパワメント国家プログラム（PNPM Generasi）
など、栄養プロジェクトへの投資を行っています。同プロジェクトにより、インドネシアのあ
る最貧困州では、低体重児及び深刻な低体重児の割合がそれぞれ 20％、33％減少し、発育阻
害も 21％改善しました。
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気候変動緩和及び気候変動に対する強靱性の促進
気候変動に対して世界で最も脆弱な 30 カ国の内、実に 13 カ国が東アジア・大洋州地域に
あります。また、世界の自然災害の 70％が同地域で発生し、2000 年以降の域内の被災者は、
16 億人以上に上ります。特に深刻な影響を受けているのが大洋州島嶼国で、海面上昇により
沿岸部や環礁島が脅かされています。
東アジア・大洋州地域は、温室効果ガスの排出量が最も多く、世界の二酸化炭素排出量の
3 分の 1、石炭消費量の 60％を占めています。そのため同地域は、世界の気候変動対策を進
める上でカギを握ると言えるでしょう。世界銀行は、各国政府、民間セクター、その他の開
発パートナーと協力し、炭素価格制度など環境に優しくクリーンなエネルギー政策を支援す
る革新的なソリューションを推進しています。
世界銀行はまた、都市開発や農業といった分野における気候変動対応型アプローチの採用
について援助受入国を支援しています。例えば北京では、国内の各都市の模範となるべく、
資源効率が高く環境に優しい都市としての経済成長を目指し、世界銀行からの支援を得て、
小・中学校 800 校に計 100 メガワットの屋上太陽光発電システムを設置しています。また
ベトナムでは、稲作に気候変動対応型アプローチを導入する事で、3 万世帯以上の農家で、
コスト削減とメタン排出量を削減しながらのコメ増産が実現しています。

開発ソリューションのための知識パートナーシップ強化
世界銀行は、援助受入国が、変化し続ける開発課題へのソリューションを特定できるよう、
知識や研究分野でのパートナーシップを促進しています。「ベトナム 2035 年：繁栄、創造、
公平、民主主義を目指して」は、ベトナムが 20 年後に近代工業国家になるための方向性を探
る報告書です。2016 年、世界銀行は、借入国でない加盟国とのパートナーシップを拡大し、
3 月にはマレーシアのクアラルンプールに事務所を開設しました。同事務所は、大韓民国の
松島事務所やシンガポールのグローバル・インフラストラクチャー（GIF）ハブと同様に、
開発に関する知識、教訓、ソリューションを生み出し、域内及び世界の各国と共有する事を
目的としています。

⬅データを表示
地域別概要
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図3

東アジア・大洋州地域

IBRD・IDA のセクター別融資 – 2016 年度
総額 75 億ドルに占める割合

水・衛生・治水

12%

農業・漁業・林業

9%

教育

4%
運輸

17%
エネルギー・鉱業

28%
行政・法律・司法

15%

情報・通信
産業・貿易

金融

4%

0%
6%

保健・その他の社会サービス

5%

表 5 東アジア・大洋州地域
地域概要
指標

2000 年

2010 年

現状 a

1,815

1,964

2,035

1.0

0.7

0.7

912

3,757

6,407

1 人当たり国内総生産（GDP）成長率（年率、%）

6.4

9.0

5.7

1 日 1.90 ドル未満で生活している人口（100 万人）

総人口（100 万人）
人口増加率（年率、%）
1 人当たり国民総所得（GNI）
（アトラス方式、現在の米ドル）

553

226

147

平均寿命、女性（歳）

72

75

76

平均寿命、男性（歳）

68

71

72

青年層の識字率、女性（15-24 歳、%）

98

99

99

青年層の識字率、男性（15-24 歳、%）
二酸化炭素排出量（100 万トン）

b

98

99

99

4,212

9,558

10,485

29.2b

11.2

7.2

26

15

11

120

79

63

傾向

持続可能な開発目標（SDGs）のモニタリング
SDG 1.1 極度の貧困
（1日1.90ドル未満で生活する人口の割合、2011年PPP、％）
SDG 2.2 発育阻害率
（年齢に見合う身長で測定、5 歳未満児、％）
SDG 3.1 妊産婦死亡率
（モデルに基づく推定、出生児 10 万人当たり）の削減
SDG 3.2 5 歳未満児死亡率（出生児千人当たり）の削減

42

23

18

SDG 4.1 普遍的な初等教育の達成
（修了者が当該年齢層に占める割合、％）

90

105

105

SDG 5 女性就業率の男性就業率に対する比率
（モデルに基づく ILO 推定、％）

82

79

79

SDG 5.5 女性国会議員の割合
（全議席数に占める割合、％）

17

18

20

SDG 6.1 安全な飲料水を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

80

90

94

SDG 6.2 基本的な衛生施設を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

59

70

75

SDG 7.1 電力を利用できる人々の割合
（人口に占める割合、％）

91

95

96

SDG 7.2 再生可能エネルギーの消費量
（最終エネルギー総消費量に占める割合、％）

31

22

21

2

29

45

SDG 17.8 個人のインターネット普及率
（人口に占める割合、％）
注：ILO ＝国際労働機関；PPP ＝購買力平価
a. 2011～15 年までの最新データ、最新データは http://data.worldbank.org を参照の事。
b. 2002 年のデータ。
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図4

東アジア・大洋州地域

IBRD・IDA のテーマ別融資 – 2016 年度
総額 75 億ドルに占める割合
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表 6 東アジア・大洋州地域
2014～2016 年度の東アジア・大洋州地域への融資承認額と融資実行額
融資承認額（単位：100 万ドル）

融資実行額（単位：100 万ドル）

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

IBRD

4,181

4,539

5,176

3,397

3,596

5,205

IDA

2,131

1,803

2,324

1,459

1,499

1,204

2016 年 6 月 30 日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：323 億ドル

革新的な保険でモンゴルの遊牧民を保護

冬

のモンゴルの風景は美しいものの、極めて過酷な状況に見舞われる事もあ
ります。厳冬期には「ゾド」と呼ばれる冷温・大雪で家畜が犠牲になり、
遊牧民の生計手段が失われます。
こうした甚大な損失から遊牧民を保護するため、世界銀行は、家畜インデック
ス保険を設けました。2006 年に立ち上げられ 2016 年に完了した同プロジェクト
により、世帯ごとの損失ではなく、家畜種ごと、又は地区ごとの家畜死亡数の合
計に基づいて保険料が決定されるという革新的な保険制度が導入されました。同
プログラムは、自家保険、市場ベースの保険、社会的セーフティネットを組み合
わせたもので、遊牧民は牧畜業の存続を脅かさない程度の少額の損失の場合は自
己負担しますが、より大きな損失は、民間の保険会社が補償します。甚大な損失
が発生した場合には、政府が支援します。同システムは、遊牧民にとって、災害
に遭っても家畜の管理を続けようという強力なインセンティブとなります。ゾド
や干ばつに見舞われ、多くの遊牧民達が家畜の大半を失う中で、損失を被らなかっ
た遊牧民がいれば、そうした遊牧民も地域全体の損失に基づいた補償額を、人一
倍努力した褒美に受けとる事ができます。
従来型の制度では、保険業者は、モンゴルの広大な国土で個々の遊牧民の損失を
確認するという困難な作業を強いられましたが、インデックス保険は、立証可能な
統計に基づいているため、損失の査定が大幅に簡素化され、誤差が生じる可能性も
小さくなります。この革新的保険商品は、遊牧民にとって有益であると共に、保険
会社にとってもビジネスとして十分に成立します。
東アジア・大洋州地域における世界銀行の取組みの詳細は、以下のウェブサイト
をご覧ください。
www.worldbank.org/eap
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ヨーロッパ・中央アジア地域

ヨ

ーロッパ・中央アジア地域の 2016 年の経済成長率は、2015 年のマイナス 0.1％
と比べてわずかに上昇すると予測されます。世界的な低成長、英国の国民投票で
の EU 離脱支持による影響、地政学的緊張の継続や難民危機などが要因となり、
域内の景気回復が抑制されています。ユーラシア諸国では原油収入の低下や送金
の減少が続き、経済成長率は 2015 年のマイナス 1.1％の後も低迷しています。
過去 10 年間に大きく進んだ貧困削減は今や後退しつつあり、繁栄の共有も多くの国で失速
しています。域内人口の約 14％に相当する 6,600 万人以上が貧困状態にあり、その内、ヨー
ロッパ・中央アジア地域における極度の貧困の基準である 1 日 2.50 ドル未満で暮らす人は
1,900 万人近くに上っています。

世界銀行の支援
2016 年度、世界銀行はヨーロッパ・中央アジア地域の 42 件のプロジェクトに対し 73 億
ドルの支援を承認しました。その内訳は、IBRD の貸出が 70 億ドル、IDA 承認額が 2 億 3,300
万ドルでした。世界銀行はまた、域内 9 カ国と有償助言サービス 34 件（総額 3,410 万ドル）
の協定を締結しました。その内容は、教育制度改革、公共セクターガバナンスと制度面のキャ
パシティ・ビルディング、インフラ投資の計画と管理といった問題に関する専門的助言です。
ヨーロッパ・中央アジア地域の戦略は、脆弱性やリスクが高まる中、援助受入国のニュー・
ノーマル（新常態）への適応を目指しています。この目標を達成するため世界銀行は、マク
ロ経済の安定及び通貨圧力への政策対応、主要な改革を実行するための予算、セーフティネッ
ト構築、投資の優先順位決定について支援と助言を提供すると共に、援助受入国と協力しな
がら難民問題及び送金減少への対応を図っています。一方で、同地域に影響を及ぼしている
構造的・長期的課題への取組みにも引き続き対応しています。

強靱性、多角化、競争力の支援
2016 年度、世界銀行は、マクロ経済成長、グッドガバナンス、競争力、雇用創出のため
の投資（アルメニア、カザフスタン、キルギス共和国、ポーランド、セルビア、ウクライナ）
を行った他、公共セクター・ガバナンスの改善及び質の高い公共サービス確保のための投資
（アルバニア、アルメニア、ベラルーシ、キルギス共和国、モルドバ、セルビア、ウクライナ、
ウズベキスタン）を行いました。更に、技術革新、起業、民間セクター成長の促進（クロアチア、
キルギス共和国）、中小・零細企業の金融アクセスの改善（トルコ）、競争力のある観光サー
ビスの発展（ジョージア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国）を支援しました。また、世
界銀行の融資を受けたプログラムが、金融セクター及び銀行システムの強靱性と効率性を強
化し（ブルガリア、カザフスタン、キルギス共和国、ウクライナ）、成長、接続性、競争力を
確保するため、運輸インフラの近代化と拡大を促進しました（アルメニア、アゼルバイジャン、
ジョージア、カザフスタン、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、ウクライナ）
。
助言・分析サービスとしては、投資環境及びビジネス環境の改善（ギリシャ、カザフスタン、
キルギス共和国、ポーランド、ルーマニア、ロシア連邦、スペイン）、財政及び公共セクター
の効率化（アルバニア、アルメニア、カザフスタン、キルギス共和国、マケドニア旧ユーゴ
32
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アルバニア
アルメニア
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ボスニア・ヘルツェゴビナ
ブルガリア

クロアチア
ジョージア
カザフスタン
コソボ
キルギス共和国

マケドニア旧ユーゴスラビア
共和国
モルドバ
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トルコ
トルクメニスタン
＊
2016 年 6 月 30 日現在
ウクライナ

スラビア共和国、ポーランド、ルーマニア、セルビア、ウズベキスタン）、貿易と競争力の強
化（カザフスタン、キルギス共和国、ロシア、トルクメニスタン、西バルカン諸国）を図り
ました。
世界銀行は、域内の経済に関する報告書の中で、マクロ経済分析やセクター別の政策提言
を 示 し て い ま す。 最 新 の「 ロ シ ア 経 済 報 告： 回 復 へ の 長 い 道 の り（Russia Economic
Report：The Long Journey to Recovery）」は、ロシアにおける経済活動多角化の問題を
重点的に取り上げ、「南東ヨーロッパ定期経済－報告特別テーマ：高齢者が経済成長に及ぼす
影響（South East Europe Regular Economic Report Special Topic：The Impact of
Aging on Economic Growth）」は、西バルカン諸国における高齢化が経済成長に及ぼす影
響を分析しています。

人的資本の開発と包摂性の推進
世界銀行は、援助受入国と協力して、各国の年金、社会的保護、教育、保健医療制度の効
率性や財政の持続可能性を高める改革の計画立案と実施を進めています。2016 年度は、保
健医療制度の改善（カザフスタン）や教育制度の改善（コソボ、ウズベキスタン）で政策立
案者を支援した他、年金制度の効率化と財政面での持続可能性の強化（アルバニア、アルメ
ニア、アゼルバイジャン、ジョージア、ハンガリー、カザフスタン、ポーランド、ロシア、
西バルカン諸国）、セーフティネット・システムの改善（ギリシャ、カザフスタン、ウズベキ
スタン）のための分析・助言サービスを提供しました。
2016 年、世界銀行は、
「公平でより良い暮らし：社会から疎外されたロマ族に平等な機会を
（Being Fair, Faring Better: Promoting Equality of Opportunity for Marginalized
Roma）」を発表し、中・東欧諸国が不利な状況にあるロマ族にどのように公平な機会をもた
らしているかを示しました。

気候変動への適応とエネルギー効率化の支援
ヨーロッパ・中央アジアは、世界で最もエネルギー集約度の高い途上地域であるため、気
候変動への適応とエネルギー効率化が、引き続き戦略上の重要課題となっています。世界銀
行は、キルギス共和国、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、欧州連合諸国に対してエネル
ギー効率化のための政策改革に関する助言を提供した他、ポーランドでは洪水管理の支援を、
中央アジア、ルーマニア、西バルカン諸国では気候変動に対する強靱性強化のための投資や
分析サービスを行いました。

⬅データを表示
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図5

ヨーロッパ・中央アジア地域

IBRD・IDA のセクター別融資 – 2016 年度
総額 73 億ドルに占める割合
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表 7 ヨーロッパ・中央アジア地域
地域概要
指標

2000 年

2010 年

現状 a

総人口（100 万人）

393

399

411

人口増加率（年率、%）

0.0

0.5

0.6

1,767

7,326

8,226

1 人当たり国内総生産（GDP）成長率（年率、%）

8.0

4.8

–01.2

1 人当たり国民総所得（GNI）
（アトラス方式、現在の米ドル）
1 日 1.90 ドル未満で生活している人口（100 万人）

29

13

10

平均寿命、女性（歳）

73

75

76

平均寿命、男性（歳）

63

66

68

青年層の識字率、女性（15-24 歳、%）

98

99

99

青年層の識字率、男性（15-24 歳、%）

b

99

100

100

2,699

3,085

3,208

6.2b

2.8

2.1

SDG 2.2 発育阻害率
（年齢に見合う身長で測定、5 歳未満児、％）

19

12

10

SDG 3.1 妊産婦死亡率
（モデルに基づく推定、出生児 10 万人当たり）の削減

56

29

25

二酸化炭素排出量（100 万トン）

傾向

持続可能な開発目標（SDGs）のモニタリング
SDG 1.1 極度の貧困
（1日1.90ドル未満で生活する人口の割合、2011年PPP、％）

SDG 3.2 5 歳未満児死亡率（出生児千人当たり）の削減

42

25

21

SDG 4.1 普遍的な初等教育の達成
（修了者が当該年齢層に占める割合、％）

94

98

100

SDG 5 女性就業率の男性就業率に対する比率
（モデルに基づく ILO 推定、％）

73

73

72

7

15

18

SDG 6.1 安全な飲料水を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

92

95

97

SDG 6.2 基本的な衛生施設を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

82

85

86

SDG 7.1 電力を利用できる人々の割合
（人口に占める割合、％）

99

100

100

SDG 7.2 再生可能エネルギーの消費量
（最終エネルギー総消費量に占める割合、％）

6

6

6

SDG 17.8 個人のインターネット普及率
（人口に占める割合、％）

2

36

60

SDG 5.5 女性国会議員の割合
（全議席数に占める割合、％）

注：ILO ＝国際労働機関；PPP ＝購買力平価
a. 2011～15 年までの最新データ、最新データは http://data.worldbank.org を参照の事。
b. 2002 年のデータ。
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図6

ヨーロッパ・中央アジア地域

IBRD・IDA のテーマ別融資 – 2016 年度
総額 73 億ドルに占める割合
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表 8 ヨーロッパ・中央アジア地域
2014～2016 年度のヨーロッパ・中央アジア地域への融資承認額と融資実行額
融資承認額（単位：100 万ドル）

融資実行額（単位：100 万ドル）

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

IBRD

4,729

6,679

7,039

6,536a

5,829

5,167

IDA

798

527

233

519

314

365

2016 年 6 月 30 日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：272 億ドル
a. 四捨五入のため、年次報告 2014 の数値とは異なる。

ボスニア・ヘルツェゴビナの洪水後の強靱性強化

ボ

スニア・ヘルツェゴビナ北部のプルド村に住むドラガン・ペトリックや
近隣の住民達は、家禽・家畜の飼育、果物や野菜の栽培等、土地に依存
した生活を送っています。2014 年 5 月のある夜、ドラガンの家族が異変
に気づいて目を覚ましたところ、自宅には 1.5 メートル以上の高さまで泥水が流れ
込んでいました。何日も降り続いたかつてない大雨で、近くのサヴァ川が氾濫し
て、住宅、家具、自動車を飲み込み、道路や橋を破壊し、周辺一帯を水没させた
のです。
洪水の後、地方自治体が被災者への緊急援助を実施し、世界銀行は、住民が被
災前の生活を取り戻せるよう、洪水災害緊急復旧プロジェクトから 1 億ドルを提
供しました。ドラガンは、この洪水により、家族の生計を支える上で大切な資産
であるトラクターを失いましたが、同支援を通じて新しいトラクターを手に入れ
る事ができました。
プロジェクトの実施開始から 2 年間で、約 15 万人がインフラ復旧の恩恵を受け、
約 10 万人が建設資材、農機具、その他の緊急物資を受領しました。他にも被災地
区や同地域内のインフラ再建のため、サブプロジェクトが多数実施されており、
洪水災害緊急復旧プロジェクトは、最終的にボスニア・ヘルツェゴビナの被災地
に暮らす 30 万人に支援を提供するという目標を達成すると見込まれています。
ヨーロッパ・中央アジア地域における世界銀行の取組みの詳細は、以下のウェブ
サイトをご覧ください。
www.worldbank.org/eca
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ラテンアメリカ・
カリブ海地域

ラ

テンアメリカ・カリブ海地域は、10 年間にわたり堅調な包摂的経済成長を遂げた後、
5 年連続で経済が減速し、過去 2 年間はマイナス成長となっています。外的条件の
悪化に加え、国内の課題にも直面する中、域内の2015 年の成長率はマイナス0.7％
と予測され、2016 年もマイナス1.3％まで落ち込むと見られています。
こうした地域全体の予測の影には、域内の深刻な格差が存在しています。南米経済は、一
次産品価格下落と中国の景気減速によって特に大きな打撃を受けており、2016 年の経済成
長はマイナス 2.6％と予測されています。一方、メキシコ、中米、カリブ海諸国では、一次
産品輸出への依存度が低い上、米国経済との結びつきが強いため、2016 年は小幅ながら
2.7％の成長が予測されています。
成長率の伸び悩みが長期化する可能性もある事から、ようやく達成した同地域の社会面の
進捗が損われかねない状況です。同地域の極度の貧困基準である 1 日 2.50 ドル未満で生活す
る人の割合は、2003 年の 24.5％から 2013 年には 11.0％まで改善しました。数にすると合
計 7,600 万人が貧困状態を脱した事になります。にもかかわらず、2014 年の時点で人口の
39％が依然として貧困に陥りやすい状態にあり、中産階級の伸びも鈍っています。

世界銀行の支援
2016 年度、世界銀行は、ラテンアメリカ・カリブ海地域の 31 件のプロジェクトに対し
82 億ドルの支援を承認しました。その内訳は、IBRD の貸出が 80 億ドル、IDA 承認額が 1 億
8,300 万ドルでした。
同地域における世界銀行の役割がこの数十年間でどのように進化してきたかは、域内諸国
に対する支援が単なる直接融資にとどまらず、リスク保険、コモディティ・スワップ、気候
変動への適応のための融資といったサービスにまで拡大している事が示す通りです。その一
例が、2007 年に世界銀行が協力して立ち上げたカリブ海災害リスク保険ファシリティです。
同ファシリティにより、カリブ海及び中米の 20 カ国以上がリスクをプールし、災害保険に低
コストで加入し、災害リスクをより効果的に管理できるようになりました。
世界銀行はまた、アイディアやベスト・プラクティスを提供し、動員力を発揮するなどの
重要な役割を果たしています。「ラテンアメリカのニートのリスクと機会（Out of School
and Out of Work: Risk and Opportunities for Latin America's Ninis）」、「21 世紀の
ラテンアメリカ先住民族：最初の 10 年（Indigenous Latin America in the Twenty-First
Century: The First Decade）」の 2 本の研究を通じて主要な開発問題への洞察や指針を示し
た一方、4 月にウルグアイで開催された「公平な成長のためのガバナンス（Governance for
Growth with Equity）」会議では、世界銀行の呼びかけで各国のリーダーが域内で顕在化し
つつある問題への対応を図っています。

景気回復の促進
景気回復の基盤として同地域は、生産性向上、ビジネス環境の改善に加え、内外の企業の
競争力構築の必要に迫られています。この目的のために世界銀行は、コロンビアで専門家の
生産スキルの強化と配置、ならびに技術開発のための規制合理化を進めています。またペルー
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では、公教育の質的向上による生産性拡大や企業の参入、運営、市場撤退のコスト削減により、
ビジネス環境の改善を図っています。

持続可能なインフラの構築
ラテンアメリカ・カリブ海地域の高成長の実現には、持続可能で質の高いインフラの構築
が不可欠であり、そのために、官民両セクターから資金を動員する必要があります。世界銀
行は、炭素排出量が少なく、質の高いインフラ構築のための融資や技術協力を提供するなど、
触媒的な役割を果たしています。ペルーのリマ及びエクアドルのキトでは、炭素排出量の削
減と渋滞の解消を実現するため、地下鉄システムの構築に取り組んでいます。またカリブ海
では、電力供給系統の近代化を図る他、企業の建物改造を通じた、企業によるエネルギー節
減及び再生可能エネルギーの導入を促進しています。

貧困・脆弱層への投資
同地域では、貧困・脆弱層を景気低迷から保護し、成長の恩恵が行き渡るよう人的投資を
充実させる事が最優先課題です。コスタリカでは貧困層のための保健医療の質とアクセスの
改善を図っています。ハイチでは「万人のための教育」プログラムのパートナーと共に、恵
まれない境遇にある子供達 7 万 3,000 人を対象に学校及び質の良い教育へのアクセスを改善
し、2016 年度、13 万 2,000 人に給食を提供しました。またメキシコでは、条件付き現金給
付プログラム「プロスペラ」の受益者が、より広範な社会サービスへのアクセスを享受して
います。

強靱性の構築とショックへの対応
自然災害や公衆衛生上の緊急事態など、予期せぬショックに対する国の強靱性強化は、世
界銀行の業務全般にわたる分野横断的テーマです。ボリビアでは、災害対応能力の強化に向
けて総合的なシステムづくりを支援しています。世界銀行は 2016 年 2 月、域内でのジカウ
イルスへの対応に 1 億 5,000 万ドルを提供しました。エクアドルでは、死亡者数百人と負傷
者数千人を出した 4 月の大地震を受け、世界銀行は直ちに、承認したばかりのリスク軽減・
緊急復旧プロジェクト（1 億 5,000 万ドル）から資金を提供し、医薬品、巡回医療、その他
の基礎的サービスに充てました。

⬅データを表示
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図7

ラテンアメリカ・カリブ海地域

IBRD・IDA のセクター別融資 – 2016 年度
総額 82 億ドルに占める割合
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表 9 ラテンアメリカ・カリブ海地域
地域概要
指標

2000 年

2010 年

現状 a

総人口（100 万人）

464

531

562

人口増加率（年率、%）

1.5

1.2

1.1

3,625

7,669

8,331

1 人当たり国内総生産（GDP）成長率（年率、%）

2.7

4.3

–2.2

1 人当たり国民総所得（GNI）
（アトラス方式、現在の米ドル）
1 日 1.90 ドル未満で生活している人口（100 万人）

70

38

34

平均寿命、女性（歳）

74

77

78

平均寿命、男性（歳）

68

71

71

青年層の識字率、女性（15-24 歳、%）

96

98

98

青年層の識字率、男性（15-24 歳、%）
二酸化炭素排出量（100 万トン）

b

96

97

97

1,084

1,375

1,399

13.2b

6.5

5.6

18

13

11

104

84

70

傾向

持続可能な開発目標（SDGs）のモニタリング
SDG 1.1 極度の貧困
（1日1.90ドル未満で生活する人口の割合、2011年PPP、％）
SDG 2.2 発育阻害率
（年齢に見合う身長で測定、5 歳未満児、％）
SDG 3.1 妊産婦死亡率
（モデルに基づく推定、出生児 10 万人当たり）の削減
SDG 3.2 5 歳未満児死亡率（出生児千人当たり）の削減

34

26

19

SDG 4.1 普遍的な初等教育の達成
（修了者が当該年齢層に占める割合、％）

96

99

101

SDG 5 女性就業率の男性就業率に対する比率
（モデルに基づく ILO 推定、％）

61

67

68

SDG 5.5 女性国会議員の割合
（全議席数に占める割合、％）

15

23

29

SDG 6.1 安全な飲料水を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

89

93

94

SDG 6.2 基本的な衛生施設を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

72

79

81

SDG 7.1 電力を利用できる人々の割合
（人口に占める割合、％）

93

95

96

SDG 7.2 再生可能エネルギーの消費量
（最終エネルギー総消費量に占める割合、％）

31

31

30

3

33

53

SDG 17.8 個人のインターネット普及率
（人口に占める割合、％）
注：ILO ＝国際労働機関；PPP ＝購買力平価
a. 2011～15 年までの最新データ、最新データは http://data.worldbank.org を参照の事。
b. 2002 年のデータ。
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図8

ラテンアメリカ・カリブ海地域

IBRD・IDA のテーマ別融資 – 2016 年度
総額 82 億ドルに占める割合
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表 10 ラテンアメリカ・カリブ海地域
2014～2016 年度のラテンアメリカ・カリブ海地域への融資承認額と融資実行額
融資承認額（単位：100 万ドル）

融資実行額（単位：100 万ドル）

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

IBRD

4,609

5,709

8,035

5,662

5,726

5,236

IDA

460

315

183

306

383

303

2016 年 6 月 30 日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：288 億ドル

透明性と説明責任の向上に世界銀行の動員力を活用

同

地域では、透明性、説明責任、そして一切の汚職を容認しない姿勢が広
く市民の間に根付いています。この10年間で中産階級が増加するにつれ、
質の高い公共サービスや政府の説明責任が求められるようになりました。
経済成長が低迷し、資金や人材が不足している時には、公共支出の一層の効率化
が必要であり、税金の有効な使い方について納税者に納得してもらうために、透
明性を確保し信頼を得る事が鍵となります。
4月にウルグアイのモンテビデオで世界銀行が主催したハイレベル地域会合でも、
こうした問題が中心議題となりました。
「Cuentas Claras：ラテンアメリカ・カ
リブ海地域における公平な成長のためのガバナンス」と題した同会合には約 300
人が出席し、公共支出における透明性、法の支配、公共の利益としての司法、よ
り良い公共サービス提供のための調達の役割などについて議論が行われました。
地域の課題におけるガバナンスの重要性が高まる中、アルゼンチン、パラグアイ、
ウルグアイの財相をはじめ閣僚級高官も 10 人以上が出席し、域内の研究者や
ジャーナリストも参加しました。更に、約 1 万 2,000 人がオンラインで議論に加
わりました。
このように、域内共通の開発目標に対する喫緊の課題解決を図るには、域内各
国 か ら ト ッ プ レ ベ ル の 政 策 担 当 者 の 参 加 を 促 す 必 要 が あ り ま す。「Cuentas
Claras」は、そうした際に世界銀行が重要な役割を果たし得る事を如実に示すも
のとなりました。
ラテンアメリカ・カリブ海地域における世界銀行の取組みの詳細は、以下の
ウェブサイトをご覧ください。
www.worldbank.org/lac
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中東・北アフリカ地域

中

東・北アフリカ地域は、なおも過渡期にあります。イラク、リビア、シリア・
アラブ共和国、イエメンでは衝突が続いており、イラク、ヨルダン、レバノンは
数百万人に上る難民を抱えています。エジプト・アラブ共和国とチュニジアでは
政治環境が安定しつつあり、ヨルダンとモロッコでもガバナンス・経済面の改革
が進んでいます。湾岸協力会議（GCC）加盟国は安定しているものの原油価格の下落に直面
し、経済活動の多角化に向けた改革に着手しています。ヨルダン川西岸・ガザ地区の状況は
ほぼ変わらず、偶発的な武力衝突も発生しています。
2016 年、同地域の経済成長率は 2.9％にとどまると予測され、GCC 加盟国（2.2％）及び
レバノン、モロッコ、チュニジア（1.8％）はこの平均を下回る一方、域内途上国の成長率
（4.4％）はこれを上回ると見られます。2017 年の成長率は、リビア及びイラン・イスラム
共和国における原油増産を前提に、4.2％に上昇すると予測されます。極度の貧困状態にある
人口の割合は 3％未満ですが、1 日 4.00 ドル未満で生活している人の割合が 53％に上るため、
脆弱性は高い水準にあります。

世界銀行の支援
2016 年度、世界銀行は中東・北アフリカ地域の 15 件のプロジェクトに対し 52 億ドルの
支援を承認しました。その内訳は、IBRD の貸出が 52 億ドル、IDA 承認額が 3,100 万ドルで
した。また、ヨルダン川西岸・ガザ地区の 5 件のプロジェクトに対する特別融資に 5,300 万
ドルを承認しました。
2016 年度、世界銀行は 187 件の分析・助言サービスを行いました。難民問題の解決を図
るため、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）と共同で報告書「シリア難民の福祉：
ヨルダンとレバノンでの実証（The Welfare of Syrian Refugees: Evidence from Jordan
and Lebanon）」を発表し、実証的な政策提言を示しています。世界銀行が発表したもう 1
つの報告書「信頼、言質、インセンティブ：中東・北アフリカ地域でのサービス提供の成功
例 の 教 訓（Trust, Voice, and Incentives: Learning from Local Success Stories in
Service Delivery in the Middle East and North Africa）」は、インセンティブ、信頼、取
組みの果たす役割を検証し、政府がいかにして説明責任、政策の実施、サービスの提供を改
善できるかを示唆しています。世界銀行はまた、GCC 加盟国政府に総額 3,000 万ドルを超え
る有償助言サービスを提供しましたが、重点分野は、教育、ガバナンス、経済活動の多角化、
中小企業でした。
2016 年度、世界銀行は平和と社会的安定の推進を中心に据えた新たな地域戦略を発表し
ました。同新戦略には、より包摂的で説明責任のあるガバナンス構造と民間セクター主導型
経済を創出する新たな社会的盟約の構築、域内協力の強化、難民問題も含めた強靱性の構築、
経済の回復と再建の支援の 4 つの Pillar（テーマ）があります。

社会的盟約の刷新
世界銀行は、域内諸国による雇用、質の高いサービス、市民参加という少なくとも 3 つの
分野での社会的盟約の刷新を支援する事により、短期的には平和と安定に、長期的には経済
40
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成長に寄与する役割を担う事ができます。政府機関やプロセスに対する信頼構築に向けて、
世界銀行は、財政状況の安定化とガバナンス改革の重点化のためにイラクに対する 12 億ドル
の融資を承認しました。またエジプトでは、財政収支の改善及びエネルギー補助金改革に 10
億ドルの融資を承認しました。チュニジアでは、5 億ドルの融資を提供し、政府による雇用
創出のための改革とガバナンス促進を可能にします。モロッコには 2 億ドルの融資により、
透明性と説明責任の強化を図ります。

域内協力の強化
エネルギー、水、教育といった分野での域内統合の進捗は、経済的な恩恵にとどまらず、
域内協力と信頼の構築にもつながります。ヨルダンに対する 2 億 5,000 万ドルの融資は、エ
ネルギー輸入を多様化し、近隣輸出国との関係構築による同国のエネルギー安全保障の大幅
な強化が見込まれます。チュニジアでは、道路輸送のための 2 億ドルの融資により、国内で
取り残されている地域や近隣諸国のどちらとも結びつきが強化されます。

強制移動に対する強靱性の構築
強制移動に対する強靱性の構築とは、域内における難民とその受入れコミュニティの福祉
を増進する事を意味します。世界銀行による具体的な支援として、イラクにおける 3 億 5,000
万ドルのプログラムは、イラク・シリア・イスラム国（ISIS）から解放された 7 つの市や町の
再建と、帰還した難民の再定住を進めます（プロジェクトの詳細は囲み記事を参照）。また、
ジブチに対する 2,000 万ドルの IDA グラントは、ジブチの難民対策に充てられます。レバノン
では、1,230 万ドルの融資により、国内でシリア危機の影響を受けている人々への社会的扶
助の適用範囲拡大の他、レバノンの全ての脆弱世帯への支援が図られています。

経済再建への支援
紛争や社会不安の影響を受けてきた経済の再建は、同地域における世界銀行の中心的使命
です。若者の失業を一因とする社会不安に繰り返し見舞われてきたチュニジアは、国内で最
も失業率が高い高等教育修了者の雇用強化を図っています。世界銀行は 7,000 万ドルの融資
を提供し、政府による雇用強化の取組みに充てています。同様に、ヨルダン川西岸・ガザ地
区への 500 万ドルの融資も、民間セクターにおける雇用創出を支援しています。

⬅データを表示
地域別概要
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図9

中東・北アフリカ地域

IBRD・IDA のセクター別融資 – 2016 年度
総額 52 億ドルに占める割合
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表 11 中東・北アフリカ地域
地域概要
指標

2000 年

2010 年

現状 a

総人口（100 万人）

279

332

363

人口増加率（年率、%）

1.8

1.8

1.8

1,581

3,963

4,390b

1 人当たり国内総生産（GDP）成長率（年率、%）

2.3

3.5

–2.2b

1 日 1.90 ドル未満で生活している人口（100 万人）c

11

10

9

平均寿命、女性（歳）

71

74

74

平均寿命、男性（歳）

67

69

70

青年層の識字率、女性（15-24 歳、%）

81

89

89

1 人当たり国民総所得（GNI）
（アトラス方式、現在の米ドル）

青年層の識字率、男性（15-24 歳、%）
二酸化炭素排出量（100 万トン）

91

94

94

873

1,287

1,309

4.17

3.3

2.7

24

19

17

125

99

90

傾向

持続可能な開発目標（SDGs）のモニタリング
SDG 1.1 極度の貧困
c
（1日1.90ドル未満で生活する人口の割合、2011年PPP、％）
SDG 2.2 発育阻害率
（年齢に見合う身長で測定、5 歳未満児、％）
SDG 3.1 妊産婦死亡率
（モデルに基づく推定、出生児 10 万人当たり）の削減
SDG 3.2 5 歳未満児死亡率（出生児千人当たり）の削減

45

29

25

SDG 4.1 普遍的な初等教育の達成
（修了者が当該年齢層に占める割合、％）

83

92

93

SDG 5 女性就業率の男性就業率に対する比率
（モデルに基づく ILO 推定、％）

25

27

28

4

11

17

SDG 6.1 安全な飲料水を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

88

89

93

SDG 6.2 基本的な衛生施設を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

78

86

90

SDG 7.1 電力を利用できる人々の割合
（人口に占める割合、％）

90

95

96

3

3

3

0.8

21

38

SDG 5.5 女性国会議員の割合
（全議席数に占める割合、％）

SDG 7.2 再生可能エネルギーの消費量
（最終エネルギー総消費量に占める割合、％）
SDG 17.8 個人のインターネット普及率
（人口に占める割合、％）

注：ILO ＝国際労働機関；PPP ＝購買力平価
a. 2011～15 年までの最新データ、最新データは http://data.worldbank.org を参照の事。
b. 推定値
c. 1999 年、2005 年、2008 年のデータ。
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図 10

中東・北アフリカ地域

IBRD・IDA のテーマ別融資 – 2016 年度
総額 52 億ドルに占める割合
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表 12 中東・北アフリカ地域
2014～2016 年度の中東・北アフリカ地域への融資承認額と融資実行額
融資承認額（単位：100 万ドル）

融資実行額（単位：100 万ドル）

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

IBRD

2,588

3,294

5,170

1,666

1,779

4,427

IDA

199

198

31

273

194

44

2016 年 6 月 30 日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：145 億ドル

イラクの回復と改革への支援

2

014 年夏、イラク第 2 の都市モスルをはじめ、イラク国内の多くの市や町
が ISIS に制圧されました。この敗北をもって政権は倒れ、改革派の新政権
を支持する西側諸国や域内の勢力が介入しました。
翌年夏までに、イラク軍と有志連合がイラク国内のかなりの部分の支配権を奪
還し、解放された 7 つの市や町の再建と避難していた数千人の住民の帰還に向け
た準備が必要になりました。2015 年 7 月、世界銀行は、崩壊した電力・水・衛生
ネットワークや道路・橋梁の修復と再建、保健医療サービスの強化、紛争で破壊
された住宅の再建を支援するイラク開発プロジェクト緊急対応（3 億 5,000 万ド
ル）を承認しました。これは、紛争による被害を受けた 2 つの行政区域サラーフッ
ディーン及びディヤーラの 7 つの市（アル・アジーム、アルアラム、アルダルー
ヤ、アズサディヤ、ダウア、ジャローラ、ティクリート）を対象とした 5 年間の
大規模プログラムの一環です。
2015 年 12 月、世界銀行は、公共支出管理の強化、エネルギー供給の（ガスフ
レアの減少、天然ガスの活用、エネルギー補助金の削減を通じた）持続可能性の
向上、民間銀行とイラクの 2 大国有銀行との競争導入など国有企業の透明性向上
の 3 点に焦点を置いた 12 億ドルの融資を承認しました。同融資が支援する改革は、
経済の安定化を進め、全イラク国民にとっての包摂的な成長の基盤構築に役立つ
と期待されています。
中東・北アフリカ地域における世界銀行の取組みの詳細は、以下のウェブサイト
をご覧ください。
www.worldbank.org/mena
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南アジア地域

南

アジア地域は、資本流入の落込み、インフレ上昇傾向、石油輸出国からの送金
減少といった環境にはあるものの、引き続き世界で最も急成長を遂げている地
域です。経済成長率は 2014 年の 6.8％から 2015 年には 7.0％に上昇し、2016
年は 7.1％、2017 年は 7.2％へと加速すると予測されています。中でも目覚ま
しい成長を示しているのがインドで、主要な新興市場経済の中でもトップの座を維持してい
ます。
力強い成長に伴い貧困は減少し、人間開発の面でも大きな進歩が見られます。1 日 1.90 ド
ル未満で生活している人の割合は、2012 年には 18.8％だったと推定されています。しかし、
同貧困ラインをかろうじて割り込まないレベルで生活している人は今なお数億人に上り、2
億人以上がスラムに住み、約 5 億人が電気のない生活を送っています。また、多くの国で極
端な社会的排除や深刻なインフラ・ギャップが存在し、域内の大国では格差が広がりつつあ
ります。貧困と繁栄を掲げる国際目標の達成には、同地域の開発が鍵となります。

世界銀行の支援
2016 年度、世界銀行は南アジア地域の 37 件のプロジェクトに対し総額 84 億ドルを提供
しました。その内訳は、IBRD の貸出が 36 億ドル、IDA 承認額が 47 億ドルで、その内 1 億ド
ルが IDA スケールアップ・ファシリティからのものでした。屋外排泄の習慣をなくすための
インドのクリーン・インディア・ミッション（Swachh Bharat）プロジェクト（15 億ドル）、
パキスタンの競争力強化と構造改革を図る IDA 及び IBRD の融資パッケージ（9 億 2,000 万ド
ル）、バングラデシュの地域水上輸送プロジェクト（3 億 6,000 万ドル）、アフガニスタンの
ヒンドゥークシ山脈横断道路プロジェクト（2 億 5,000 万ドル）など、状況を一変させるよ
うなプロジェクトへの融資が行われました。また、分析・助言サービスは 166 件に上った他、
10 件の援助受入国実施信託基金（RETF）プロジェクト（アフガニスタン向けの 5 億ドルを
含む）が承認されました。

持続可能な成長の推進に向けて
南アジア地域が 2030 年までに目標を達成するためには、年間 7％以上の持続可能な成長
が必要です。世界銀行の南アジア地域戦略は、民間セクター開発（インフラ、雇用創出、都
市化が重点課題）、包摂的な社会及び金融包摂（就労促進とジェンダーが重点課題）、ガバ
ナンス及び安全保障、域内協力強化に主眼を置いています。こうした Pillar（テーマ）に沿った
プロジェクトの例としては、ヒンドゥークシ山脈横断道路プロジェクト（アフガニスタン）、
ビハール州変革的開発プロジェクト（インド）、電力セクター改革開発政策融資（パキスタン）
があります。

新たな域内向けジェンダー行動計画の採択
2016 年、世界銀行は、南アジア地域における 2016～20 年度の新たな域内ジェンダー行
動計画を採択しました。同行動計画は、ジェンダー格差の解消と人的能力や資質の向上、経
済的エンパワメントの促進、女性の発言権・行動力の拡大を重点課題とするもので、具体的
44
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には、女性の就業率引上げ、高い技能を備えた女性のための雇用創出、金融、貿易、民間企
業の女性への門戸開放を図ります。インドのビハール州変革的開発プロジェクト（2 億 9,000
万ドル）は、最貧困世帯の女性が自助団体や連盟に参加する事で、正規の融資サービスへの
アクセス、農業生産者団体への加入、家計貯蓄の増大などを可能にします。

世界的な気候変動への対応
世界銀行の気候変動関連融資の 33％以上、防災関連融資の 40％が、南アジア地域に振り
向けられています。例えば、バングラデシュの気象・気候サービス地域プロジェクト（1 億
1,300 万ドル）は、水文気象の観測・予報の強化及び早期警報システムの改善を通じ、気象・
水・気候について信頼できる情報サービスを提供できるようにするものです。世界銀行の支
援により、農家が生産性を高め、極端な気候現象に対応できるよう農業気象サービスが強化
されます。

雇用支援、ガバナンスと治安の向上
パキスタンのパンジャブ州成果連動型雇用及び競争力促進プログラム（1 億ドル）は、
パンジャブ州内のビジネス環境を改善し、有望な産業クラスターを支援しようというもので
す。連邦直轄部族地域（FATA）一時避難民緊急生活再建プロジェクト（7,500 万ドル）は、
FATA 内の治安悪化の影響を受けた世帯の生活を支援し、乳幼児の健康改善と、緊急セーフ
ティネット提供システムの強化を図ります。また、アフガニスタンの第 2 次財政管理改革プ
ロジェクト（4,100 万ドル）により、公共セクターの調達、国庫、監査システムの強化が進
められています。

最先端の知識の創出
2016 年度、世界銀行は、主要報告書を複数発表しました。「南アジア地域における都市化
の活用：豊かで暮らしやすい空間への変容管理（Leveraging Urbanization in South Asia:
Managing Spatial Transformation for Prosperity and Livability）」は、南アジア地域の
都市では、住宅、インフラ、基礎的都市サービスが不十分であり、汚染対策も進んでいない
ため、集積による恩恵を十分に実現できないでいると指摘しています。「豊かさは実現できる
か？ 南アジアのアパレル産業の雇用、取引、経済開発（Stitches to Riches? Apparel
Employment, Trade, and Economic Development in South Asia）」は、労働集約的な
アパレル産業における雇用の拡大と改善の可能性を検証しています。
世界銀行は 2015 年 11 月に南南知識交流フォーラムを北京で開催しました。南アジア地域
の代表が、パキスタンのベナジル所得支援プログラムや、バングラデシュ都市部のスラム街
で妊産婦・新生児・乳幼児の健康のために実施された BRAC Manoshi プログラムの教訓を発
表しました。エネルギー・セクターにおいても活発な知識交流が行われました。

⬅データを表示
地域別概要
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図 11

南アジア地域

IBRD・IDA のセクター別融資 – 2016 年度
総額 84 億ドルに占める割合
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表 13 南アジア地域
地域概要
指標

2000 年

2010 年

現状 a

1,386

1,629

1,744

1.9

1.4

1.3

451

1,191

1,533

1 人当たり国内総生産（GDP）成長率（年率、%）

2.2

7.5

5.8

1 日 1.90 ドル未満で生活している人口（100 万人）

総人口（100 万人）
人口増加率（年率、%）
1 人当たり国民総所得（GNI）
（アトラス方式、現在の米ドル）

583

437

309

平均寿命、女性（歳）

64

68

70

平均寿命、男性（歳）

62

66

67

青年層の識字率、女性（15-24 歳、%）

64

79

79

青年層の識字率、男性（15-24 歳、%）
二酸化炭素排出量（100 万トン）

b

80

87

87

1,336

2,198

2,328

40.8b

27.2

18.8

51

41

37

388

228

182

傾向

持続可能な開発目標（SDGs）のモニタリング
SDG 1.1 極度の貧困
（1日1.90ドル未満で生活する人口の割合、2011年PPP、％）
SDG 2.2 発育阻害率
（年齢に見合う身長で測定、5 歳未満児、％）
SDG 3.1 妊産婦死亡率
（モデルに基づく推定、出生児 10 万人当たり）の削減
SDG 3.2 5 歳未満児死亡率（出生児千人当たり）の削減

94

64

53

SDG 4.1 普遍的な初等教育の達成
（修了者が当該年齢層に占める割合、％）

70

91

91

SDG 5 女性就業率の男性就業率に対する比率
（モデルに基づく ILO 推定、％）

43

40

39

8

20

19

SDG 6.1 安全な飲料水を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

80

89

92

SDG 6.2 基本的な衛生施設を利用できない人々の割合を削減
（利用できる人の割合、％）

29

40

45

SDG 7.1 電力を利用できる人々の割合
（人口に占める割合、％）

61

74

78

SDG 7.2 再生可能エネルギーの消費量
（最終エネルギー総消費量に占める割合、％）

53

42

41

SDG 17.8 個人のインターネット普及率
（人口に占める割合、％）

0.5

7

24

SDG 5.5 女性国会議員の割合
（全議席数に占める割合、％）

注：ILO ＝国際労働機関；PPP ＝購買力平価
a. 2011～15 年までの最新データ、最新データは http://data.worldbank.org を参照の事。
b. 2002 年のデータ。
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図 12

南アジア地域

IBRD・IDA のテーマ別融資 – 2016 年度
総額 84 億ドルに占める割合

都市開発

6%

貿易・地域統合

経済管理

7%

7%

社会的保護・リスク管理
社会開発・ジェンダー・
貧困層の参加支援

1%

17%

金融・民間セクター開発

11%

人間開発

9%
農村開発

環境・天然資源管理

4%

6%

32%

公共セクターガバナンス
法規

0%

表 14 南アジア地域
2014～2016 年度の南アジア地域への融資承認額と融資実行額
融資承認額（単位：100 万ドル）

融資実行額（単位：100 万ドル）

2014 年度

2015 年度

2016 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

IBRD

2,077

2,098

3,640

1,165

1,266

1,623

IDA

8,458

5,762

4,723

4,271

3,919

4,462

2016 年 6 月 30 日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：485 億ドル

アフガニスタンにおける道路整備

ア

フガニスタンの運輸インフラは、接続性とアクセスの面で深刻な不備を
抱えています。道路網は総延長が約 12 万 3,000km に上りますが、その
内約 80％が未舗装のため、天候次第で通行不能になります。また、国民
の約 63％は、舗装道路から 2km 以上離れた場所に住んでいます。こうしたイン
フラ・ギャップにより国内の一部地域は孤立状態となり、域内・国内の統合や交
易にも悪影響をもたらしています。同国の貨物輸送の 90％以上、都市間の旅客輸
送の約 85％が、道路を利用して行われています。
ヒンドゥークシ山脈横断道路プロジェクト（2 億 5,000 万ドル）では、この地
域の開発潜在性を引き出すと共に、運輸面の課題を克服するため、既存の山脈横
断道路を常時通行可能とするための舗装工事が進められています。現在、ヒン
ドゥークシ山脈を横断する道路は、ほぼ全ての往来が集中するサラン道路と、
バグランとバーミヤンを結ぶ未舗装の二級道路しかありません。同プロジェクトは、
バグラン－バーミヤン間の 152km を舗装道路として整備し、87km のサラン道路
及びトンネルを整備する土木工事を予定しています。これにより、ヒンドゥー
クシ山脈を越え、人や物品の輸送が一年を通して可能になるという運輸面での大
きなニーズが満たされる事になります。
南アジア地域における世界銀行の取組みの詳細は、以下のウェブサイトをご覧
ください。
www.worldbank.org/sar

地域別概要
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015 年度は、数々の意欲的な目標や歴史に残る国際的合意が達成され
た年でした。それを受けて 2016 年度は、世界中で経済に厳しい逆風が
吹き荒れる中、国際社会が約束を果たすために、直面する困難な課題
への取組みに期待が高まりました。こうした状況の下、世界銀行グループ
（IBRD、IDA、IFC、MIGA）は、急速な変化を遂げつつある世界における支援と
協調のあり方について、新たな可能性の構想づくりに着手しました。

リーダーシップの活用

世界銀行グループ（WBG）は、変革期の様々な分野においてリーダーシップを
発揮してきました。例えば中東・北アフリカ地域では、国連及びイスラム開発銀
行との連携の下、ヨルダンやレバノンなど、多数のシリア難民を受け入れている
中所得国に譲許的融資を提供する新たなファシリティを立ち上げました。ロンドン
で開催された「シリア危機に関する支援会合」の席上で世界銀行グループの
ジム・ヨン・キム総裁は、ヨルダン政府及び英国国際開発省（DFID）との共同イ
ニシアティブを発表しました。同イニシアティブは、難民に就労許可を発行する
代わりに国際的な資金が得られるというもので、受入コミュニティと難民の双方
に相互利益をもたらす、これまでに類を見ない手法です。2016 年度、世界銀行グ
ループは、キム総裁ならびに国際通貨基金（IMF）のクリスティーヌ・ラガルド
専務理事らのリーダーシップの下、シリア危機がもたらす深刻な経済的課題を明
確にし、そうした課題への対応は国際社会の連帯責任である事を指摘しました。
世界銀行グループは、イスタンブールで開催された初の世界人道サミットに参加
し、度重なり長引く危機に世界銀行独自の立場から対処し、開発を通じて人道援
助や和平構築の取組みを補完していくという姿勢を示しました。同サミットでは 7
つの国際開発金融機関（MDB）が共同声明を発表し、難民危機に共同で対応して
いく事を確認しました。
世界銀行グループは、2016 年 MDB 総裁会合の議長として、国際的合意から更
に踏み込んで有意義な成果を上げるべく、強制移動、気候変動、インフラの課題
を進めてきました。この 3 つのテーマ全てにおいて MDB 9 機関が一丸となって
協力する事に同意し、行動を起こす事を明確に表明しました。世界銀行グループ
は、例えば、アディスアベバ行動目標の重要なフォローアップとなる最初のグロー
バル・インフラストラクチャー・フォーラムを共催するなど、次のステップに
向けてリーダーシップを発揮しています。更に広範な見地から、世界銀行グルー
プは、協調こそが共通の課題の解決を図る唯一の方法であると認識し、アジアイ
ンフラ投資銀行、新開発銀行、イスラム開発銀行を MDB 首脳グループに迎える働
きかけを行いました。
世界銀行グループの春季会合及び年次総会は引き続き、パートナーらが結集し
て主要課題への取組みを進展させる重要な国際的議論の場となっています。2016
年春季会合では、強制移動、女性・女児のエンパワメント、開発資金といった
分野におけるコミットメントが示されました。春季会合で開催されたあるイベン
トでは、ヨルダンのラーニア王妃が、強制移動により罪もない人達が犠牲になっ
ていると訴える、感動的なスピーチを行いました。このイベントには、潘基文国
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ペルーのリマ、2015 年世界銀行グループ・国際通貨基金の年次総会にて開催された、
市民社会タウンホール・ミーティングで発言する参加者（©Franz Mahr/ 世界銀行）

連事務総長をはじめとする主要な関係者が集まり、国際社会として、人道面に配
慮した開発の必要性を確認しました。ミシェル・オバマ米国大統領夫人は、青年
期の女子の教育とエンパワメントの必要性を切々と訴え、キム総裁は、女子を対
象とする教育プロジェクトに対して 5 年間で 25 億ドルの投資を発表しました。春
季会合の最後に開催されたハイレベル委員会にはビル・ゲイツ氏が参加し、開発
資金の将来についての自らのビジョンを示すと共に、開発効果を高める上での
IDA の役割を強く支持しました。春季会合に合わせて開催された世界銀行グルー
プ・IMF 国会議員ネットワークの年次会合に参加した 200 人の国会議員もまた、
IDA が貧困国の経済開発に重要な役割を果たしているとして支持を表明しました
（worldbank.org/parliamentarians 参照）。

協力関係の構築

2016 年度、世界銀行グループは、各課題のアドボカシー活動について、これま
で以上に多様なパートナーと協力しました。乳幼児期への投資を途上国の経済成長
や競争力強化のための優先課題と位置付け、より多くの関係機関と連携して支援の
拡大を図りました。世界銀行グループとユニセフは、早期幼児ケアを計画的に支援
し、世界的なアドボカシー活動を進めるため、新たに提携関係を結びました。この
新たな関係について、世界の様々な財団の理事長らは、世界銀行グループの財団諮
問委員会年次会合の場で支持を表明しました。世界銀行グループはまた、セルビア
での早期幼児ケア・プロジェクトを通じた協力を受け、ノバク・ジョコビッチ財団
と国際的パートナーシップを立ち上げました（worldbank.org/foundations 参照）
。
パリで開催される国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）に先駆
け世界銀行グループは、世界のリーダーや民間セクターと炭素価格制度推進に関
する連携を強化しました。2016 年度、世界銀行グループが先頭に立ち、20 カ国
の政府と90社以上の企業で構成される炭素価格制度リーダーシップ連合が構築され、
パリ COP21 において正式に立ち上がりました。2016 年 4 月には、キム総裁が 6
カ国の政府代表者及び IMF のクリスティーヌ・ラガルド専務理事と共に、世界の
排出量に占める炭素価格制度の対象を 2020 年までに倍増する事を世界に向けて
訴えました。
同じく COP21 に先立ち、世界銀行グループは、ローマ法王フランシスコが回勅
「ラウダート・シ」を発表して以降、気候変動に警鐘を鳴らしているバチカンとの
連携を確認しました。バチカンの支持と多数の組織との協力により世界銀行グルー
プは、「フィアット・ルクス（光あれ）
：我々共通の家に光をともそう（Fiat Lux：
Illuminating our Common Home）」と題するパブリックアートをサン・ピエト
ロ広場で披露しました。
世界の開発アジェンダ促進
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世界銀行グループは、地球規模の取組みやリーダーシップを高めると共に、国
レベルの支援強化が極めて重要であると認識しており、2016 年度には世界的なア
ドボカシー活動と地域に根付いた活動とを結びつけ、国レベルの関係者との協働
を図りました。この一環として世界銀行グループは、貧困の根絶を目指すために
国連が定めた「貧困撲滅のための国際デー」において、2030 年までに極度の貧困
を撲滅するという目標を大きく取り上げました。また、キム総裁はガーナを訪問し、
同国における貧困削減の成功に焦点を当てました。更に世界銀行は、報告書「ア
フリカの発展と貧困（Poverty in a Rising Africa）」を発表し、進捗状況を正確に
追跡するためには精密な開発データが必要であると強調しました。2030 年に向け
たアドボカシー活動の中で、「貧困撲滅のための国際デー」は貧困削減のあり方が
広く議論される機会となるでしょう。
世界銀行グループは、2016 年度も市民社会、宗教組織などと連携を深め、政
策 議 論 へ の 参 加 を 奨 励 す る と 共 に、 業 務 面 で の 一 層 の 協 働 を 図 っ て い ま す
。
（worldbank.org/civilsociety 参照）
2016 年度、世界銀行グループのセーフガード政策に関するコンサルテーション
の第 3 フェーズが実施されました。2015 年 8 月から 2016 年 3 月までの間にコン
サルテーションに参加した関係者は、93 カ国 3,000 人近くに上ります。セーフ
ガード政策に関するコンサルテーションは、世界銀行グループの 2 つの目標達成
に不可欠である堅実な環境・社会政策を提供する上で最も大規模なものとなりま
した。正式なコンサルテーションの終了後も、2016 年春季会合で開かれた市民社
会フォーラムにおいて、市民社会組織が税務、金融仲介機関、市民社会の活動の
制限、人権など、数々の課題について世界銀行グループと話し合いました。
世界銀行グループは、独自のアウトリーチ活動に加え、自身の取組みに対する
主要関係者からのフィードバックを重要視しています。そのため、国別意識調査
プログラムを通じて毎年約 40 カ国の援助受入国において、7 千～1 万人のオピニ
オン・リーダーを対象とする調査を続けています。その結果、世界銀行グループ
の関与が効果を上げている事、世界銀行と一緒に仕事をしている人の方が、世界
銀行の取組みやアウトリーチを肯定的に受けとめている事が概ね確認されています。
また、世界銀行が更に高い効果を目指すためには、各国政府以外の相手との連携
をより行うべきであると指摘したオピニオンリーダーが大きな割合を占めた事も
注目に値します。世界銀行が世界各地で進める革新的な協力関係の構築は、正に
この求めに直接応えるものです（countrysurveys.worldbank.org 参照）。
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組織の内部業務の持続可能な管理

世

界銀行は、職員の健全性ならびに世界銀行の活動が関わる生態系、
コミュニティ、経済を保護する形で内部業務を管理しています。2016
年度、世界銀行は、気候や環境への影響を削減すると同時に、多才で
多様な専門家の採用と活用のために尽力しました。本年次報告で紹介
している情報以外の詳細は、2016 年グローバル・リポーティング・イニシアティブ
指標をご覧ください（worldbank.org/corporateresponsibility 参照）
。

世界銀行の気候変動対策

世界銀行は、気候変動対策におけるリーダーとなるべく、業務に伴う温室効果ガス
排出量の測定、削減、オフセット、報告を行っています。世界銀行の施設、飛行機を
使った職員の移動、保有する車両、主要会議に伴い発生した排出量は、2015 年度
に5,000トン減少しました。その要因となったのが、全世界でのディーゼル発電機
への依存度の低下、インドのチェンナイ事務所のエネルギー効率改善、ワシントン
DC 本部での電力使用量削減などです。回避できない排出は、VER（Voluntary
Emission Reduction）や CER（Certified Emission Reduction）といったクレ
ジットの購入によりオフセットしています。マダガスカルで初の自流式水力発電
プロジェクトとなった小規模水力発電プロジェクトや、同じくマダガスカルで初めて
の炭素開発プロジェクトから、こうしたクレジットがありました。その他、ルワンダ
でのゴールドスタンダード認証型調理オーブン・プロジェクトやベトナムでの
バイオガス発生装置プロジェクトによるクレジットも含まれています。

世界銀行の活動の場

世界銀行では、人や資金の管理を行い、不要物を減らし、職員に持続可能性に
資する行動を促すなど、業務運営の効率化を図る事により、持続可能性を促進し
つつ、日常業務のコスト削減を実現しています。
持続可能な形での事務所の運営 世界銀行は 136 カ国に事務所を置き、施設の
建設、管理、改良に当たっては、持続可能性を基本理念としています。これまで
に米国以外にある世界銀行の 5 つの事務所が LEED（Leadership in Energy and
Environmental Design）認証を取得しており、現在、設計・建設中の 6 事務所が
認証取得に向けて準備を進めています。また、既存の建物 10 棟について、エネル
ギー費用削減とエネルギー効率化を目的とした改善が実施されています。世界銀
行職員の 60％が勤務するワシントン DC では、3 つの建物が LEED 認証を取得して
います。それ以外にも省エネの取組みが実施されており、複数年にまたがるプロ
ジェクトの完了後は、エネルギー消費量が 15％削減されると見積もられています。
具体的には、ひとつの施設での、最適性能を下回る設備、照明、制御システムを
特定して調整するレトロコミッショニング（復性能検証）
、太陽光発電パネルの設置、
冷却塔の交換などが予定されています。最大の省エネ効果が期待されるのが、
既存の照明器具を LED に交換する新たな照明基準です。
スマートな業務の実施 世界銀行は、業務に必要な物品、サービス、コンサル
ティングの調達でコスト節減とベスト・バリュー（支払いに対して最も価値の高
いサービス）を追求する戦略を実施しています。調達レビュー委員会が設置され
た事により幹部の意識が高まり、世界銀行全体として、財政、社会、環境に与え
る影響に配慮した調達が可能になりました。
組織の内部業務の持続可能な管理
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世界銀行は、資材使用の効率性についても細かく追跡しています。最も顕著なの
が、ワシントン DC にある世界銀行の各事務所での紙の使用です。紙の消費量は
2007 年以降、37％減少していますが、その背景には、林管理協議会（FSC）の
CoC（加工・流通過程）認証を受けた印刷会社の多用があります。この変更によって、
世界銀行にとってコスト節減効果があるばかりでなく、紙や印刷の関わる業務の
持続可能な業務慣行の採用が保証されます。使用する全ての紙から生じる影響を
最小限に留めるため、世界銀行の新たな紙調達基準は持続可能性をコスト以上に
重視しています。その結果、世界銀行はプレミアムコート紙の市中回収古紙配合率を
10％から 30％に切り替え、コピー紙には 100％再生紙を維持しています。こうし
た取組みを通じて、全ての紙製品を FSC 認証紙に移行させる事ができました。
世界銀行の職員は、職員間や援助受入国との連絡に各種の通信環境を活用して
います。2016年度に職員が通信システムを介して実施した遠隔会議は33万9,000
回に上り、この内 7 万 8,700 回がテレビ会議、約 22 万回が WebEx、4 万 1,000
回がオンライン上で行われました。こうした方法により、出張への依存度が最小
限に抑えられ、職員の安全や事業の継続性を確保する上でも効果が認められます。
ワシントン DC 地区で働く職員は、持続可能な通勤手段を選択しやすくなってい
ます。2016 年度、ワシントン DC で勤務する職員の 72％が、自転車や車の相乗
りといった、カーボンフットプリントが低い、又はゼロの移動手段を選択しています
（2011 年度は 52％）。更に、職員に電気自動車の運転を奨励すると共に、駐車場
内のデュアル充電スタンドの数を 2 倍の 12 カ所に増やしました。
ワシントン DC にある事務所内の 4 つの職員食堂では、健康や環境意識を守りな
がら職員の多様性に対応しています。2016 年度、この内の 1 つがグリーン・レス
トラン協会の基準で 2 つ星を獲得しました。現在、同基準を全職員食堂に適用す
る取組みが進められています。また、ボトル入り飲料水の消費量が過去 1 年間で
5％減少しています。
地元コミュニティとの関わり 世界銀行は、地元コミュニティの一員としての責
任を真摯に捉えています。2016 年度、マッチングギフト制度での世界銀行グループ
の職員による寄付総額は、過去最高の 290 万ドルに上り、世界銀行からの同額の寄
付と合わせて総額 580 万ドルがワシントンDC 地区及び世界各地に寄付されました。
34 の現地事務所でのキャンペーンもそれぞれの過去最高を記録し、非政府組織のた
めに18 万 8,000ドル（ 世 界 銀 行の寄付 分を含む ）の資 金が 調達されました。
ミャンマーでの洪水及びエクアドルでの地震に対しても職員らが行動を起こし、総
額 4 万ドルの寄付が集まりました。現地グラント・プログラムも引き続き資本調達
キャンペーンや業績測定を支援し、2016 年度のコミュニティへの寄付総額は 660
万ドルに上りました（worldbank.org/en/programs/community-connections
参照）
。

世界銀行の人材

174 カ国の国籍で構成される職員 1 万 1,000 人は、世界銀行にとって最も重要
な財産です。世界銀行では、適材適所な人材の配置を行い、開発に携わる人材に
とっての最高の職場にする事を人事ビジョンとして掲げています。
2016 年度は、特に 2 つの分野で大きな前進が見られました。主な業務分野にお
けるキャリアパスの概要を示した世界銀行業務別キャリア・フレームワークを立
ち上げ、職員らの世界銀行全体における仕事の機会に関する体系的理解に役立て
ています。更に、世界銀行グループはワシントン DC 地区で「ジェンダー平等の経
済的配当（EDGE）」認証プロセスを完了し、最初のレベルである「EDGE 評価
（EDGE Assess）」を達成しました。評価の対象は、
「コーポレート・カルチャー」、
「リーダーシップの育成、トレーニング、メンタリング」、「採用と昇進」、「柔軟な
働き方」、「同一労働同一賃金」の 5 つの分野です。同認証の有効期間である 2 年間
に、世界銀行グループは、次のレベルである「EDGE 行動（EDGE Move）」に向
けた調査結果及び前進のための行動計画の取組みを完了させると共に、米国以外
での評価も実施していきます。
知識の蓄積 世界銀行が援助受入国のためのソリューションを提供し、最先端
の知識を共有し、最高の人材を維持していくためには、研修の機会は重要な要因
となります。2016 年度、研修に少なくとも 1 回参加した職員の割合はわずかに減
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少したものの、職員の研修のための支出、中でも「セッション受講」に費やされ
た金額は、2014 年度と 2015 年度に比較すると著しく増加しました。研修の提供
数 も、2014 年 度 の 水 準 に は 満 た な い も の の 増 加 し て い ま す。2016 年 1 月、
キム総裁は、世界銀行グループ職員、援助受入国、世界中のパートナーが研修を
通じて開発ソリューションを強化・推進するための共通の環境としてオープン・
ラーニング・キャンパス（OLC）を開設しました（olc.worldbank.org 参照）。
職場内での衝突の解消 前向きで互いを尊重する職場の構築は、世界銀行が優
秀な人材をつなぎとめるためにも有益です。自然発生的に起こる職場での衝突は、
世界銀行の内部公正制度（IJS）を通じて対処されます。IJS には、インフォーマル
部門、フォーマル部門、調査部門があり、2016 年度は、インフォーマル部門（尊
重し合う職場アドバイザー、オンブズマン、調停）に提起されたものが 1,404 件、
フォーマル部門（ピア・レビュー部門、行政審判所）が 126 件、調査部門（倫
理・業務遂行、公正性）が 249 件でした。今年は 5 年ぶりに IJS の取扱件数が減少
しました。IJS はアウトリーチ活動を続けており、各国にある現地事務所への訪問
を数多く実施しています。
職員の声を保護 職員の権利や利益は、世界銀行グループ・スタッフ・アソシ
エーション（SA）によって代表されています。全世界で 1 万 500 人以上の職員が
SA に加入しており、これ以外にも世界各地の 90 の現地事務所で SA が設立されて
います。2016 年度、職員によって選出された SA 代表者が、世界銀行グループが
「魅力ある雇用主」であり続けるため、福利厚生や職員支援制度の強化、職員満足
度調査の結果を踏まえた対応策の実施、戦略的人員配置の結果として配置転換や
退職の対象となる職員の公平な待遇を主張しました。
表 15
指標

世界銀行の組織としての持続可能性促進の成果
2014 年度

2015 年度

2016 年度

165,708

160,484

―

GHG 排出量 /FTE
a, b, c
（FTE 当たり CO2 換算トン）

13.4

13.5

―

c
全世界のエネルギー使用量（GJ）

519,589

538,966

―

0.88

0.90
56

57

68

60

62

a, c
GHG 排出絶対量（CO2 換算トン）

全世界のエネルギー使用度（GJ/m2）c

d
廃棄物リサイクルの割合（％）

PCW 再生紙の総使用量
d
（コピー紙及び印刷所の両方、％）
e
コミュニティへの寄付総額（100 万ドル）

正規職員総数（世界銀行）
米国以外の配属（％）

短期コンサルタント / 臨時職員
（世界銀行、FTE）
職員の参加（世界銀行、％）
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―

$6.0

$6.6

$6.7

12,328

11,933

11,605

4,033

4,295

4,757

39.6

71

39.6

70

41.0

73

多様性指数（世界銀行）

0.86

0.86

0.89

パート II 管理職（％）

40.8

41.4

43.5

女性管理職（％）

女性 GF+（テクニカルレベル、％）

サブサハラ地域/カリブ海地域 GF+
（％）

本部での職員 1 人当たり研修日数

現地事務所での職員 1 人当たり研修日数

37.6

42.5

11.7
3.2

3.8

37.8

43.1

11.6
3.2

3.6

37.5

関連指標

SDG13；
GRI EN15-17；
CDP CC7-10, 14

SDG7；
GRI EN3-5；
CDP CC10-11

SDG12；GRI EN23

SDG12；GRI EN1-2
GRI EC1
SDG8；GRI LA1

SDG8；GRI LA12

43.9

12.2
3.2

3.5

SDG8；GRI LA9

注：—＝入手不能；CDP ＝カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト；CDP CC ＝ CDP の気候変動指標；
FTE ＝のべ人数（職員）；GF+ ＝給与等級 GF 以上、すなわち専門職；GHG ＝温室効果ガス；GJ ＝ギガ
ジュール；GRI ＝グローバル・リポーティング・イニシアティブ；GRI EN ＝ GRI の環境指標；GRI LA ＝
GRI の労働慣行指標；PCW ＝消費財廃棄物；SDG ＝持続可能な開発目標
a. 世
 界中の世界銀行事務所全てのデータであり、スコープ1・2・3 排出量を含む。GHG排出量のデータは1年遅れ。
b. FTE データは、世界銀行人事総局による。
c. 世界中の世界銀行事務所全てのデータ。
d. ワシントン DC 本部のみのデータ。
e. 合計には、毎年の「コミュニティとのつながりキャンペーン」（CCC）による職場での寄付プログラム、地方
グラント、災害復旧募金運動による寄付が含まれる。CCC 及び災害復旧募金運動には IBRD/IDA、IFC、
MIGA のマッチング分が含まれる。現物寄付は総額に含まれていない。

組織の内部業務の持続可能な管理
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世界銀行における
説明責任の強化と業務の改善

業務実績に対する説明責任

援助受入国や出資国に対する説明責任を果たし、開発における最高レベルの水
準を維持するため、世界銀行には、独立した査閲パネル及び独立評価グループが
設置されています。
査察パネルは、IBRD 又は IDA が出資したプロジェクトにより自分達や環境が被
害を受けた、又は受ける可能性があるとする人やコミュニティからの申し立てに
対処する独立したメカニズムとして、1993 年に理事会により設立されました。査
閲パネルは、組織制度の開発の専門知識を基に選ばれた異なる国出身の委員 3 名
と、少人数から成る事務局で構成されています。
2016 年度、査閲パネルは 7 件の申し立てを受理し、コソボ及びウガンダで調査
を実施しました。組織としての学習の促進及び世界銀行プロジェクトの開発効果
の向上における役割の一環として、非自発的住民移転に関する報告書が発表され
ました。査察パネルが、過去 22 年間の取扱案件から得た教訓について発表した一
連の報告の中で、非自発的住民移転を取り上げたのは初めてです。査察パネルの
年次報告は、worldbank.org/inspectionpanel で閲覧が可能です。
独立評価グループ（IEG）は、理事会直属の独立組織であり、世界銀行グループ
全体の活動を評価し、改善について提案を行います。IEG による評価は、世界銀行
グループ内での説明責任強化に役立てられています。また IEG は、世界銀行グルー
プの業務に関する新たな方向性、政策、手続きや国別・セクター別の戦略策定に有
益な提案を行うなど、世界銀行グループ内の学習と改善にも貢献しています。
IEG が世界銀行グループの成果と実績に関して実施した前回の年次審査では、世
界銀行グループのプロジェクトや国別戦略にジェンダーを組み込むメカニズムが
どのように機能し、ジェンダーに関する進捗や成果に関する有意義な情報がどこ
まで提供されているかが議論されました。世界銀行グループの新ジェンダー戦略
展開の一環として、これまでの成果を記録し評価するアプローチの強化が図られ
ます。IEG による今回の分析は、その際の参考情報として役立てられる予定です。
IEG の年次報告は、ieg.worldbank.org で閲覧が可能です。

廉潔性と成果に対する説明責任

世界銀行は、組織公正総局と内部監査局という世界銀行グループ総裁直属の二
つの部局の活動を通じて、世界銀行プロジェクトの廉潔性と内部業務の有効性を
確保しています。
組織公正総局（INT）は、世界銀行の融資を受けたプロジェクトにおける不正・
汚職に関係した訴訟の防止、阻止、調査、管理を責務としています。世界銀行は
2016 年度、INT による調査に基づき 73 の事業体に対して制裁を科した他、違法
行為を企てていた企業への契約発注（20 件、約 1 億 3,800 万ドル）を未然に防ぎ
ました。また、INT は制裁対象となる違反行為に関わった企業との 18 件の和解に
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合意し、当該企業のコンプライアンス基準の改善に協力しています。取引資格停
止協定に参加する他の国際開発金融機関と共に発動した制裁の数は 140 件に上り
ました。複数の管轄区域にまたがる複雑なケースが増える中、INT による調査は、
世界銀行が特定のセクターや高額契約に伴うリスク、又は脆弱国におけるリスク
への取組みに役立っています。
INTは、リスク軽減と監視のためのツールの設計・実施にも助言を提供しています。
2016 年度、INTはフランス政府及び OECDと協力して「セキュリティ・汚職・開発」
に関する国際会議を主催し、世界銀行の国際汚職ハンターズ・アライアンスからも
16 人以上の会員が参加しました。ハイレベルな出席者が集った同会合では、脱税、
不正な資金の流れ、国境を越える贈収賄、汚職対策での国際協力強化のためのメカ
ニズムと情報共有、新たな金融犯罪捜査法などが重点的に取り上げられました。INT
の年次報告は、worldbank.org/integrity で閲覧が可能です。
内部監査局（IAD）は、世界銀行グループの業務向上に役立つ独立した客観評
価及びコンサルティングの活動を担っています。世界銀行グループのガバナンス、
リスク管理、内部管理プロセスのそれぞれの効果を評価する事により、世界銀行
が目標を達成できるよう貢献しています。また、幹部に内部管理のためのソリュー
ション構築について助言を提供し、是正措置の実施状況を監視しています。
2016 年度、IAD は、主要な基本的業務プロセス及び世界銀行グループの戦略実
施の重要要素について客観評価を実施し、現在進められている改革について、ど
の領域がより一層の効果を上げる事ができるかを幹部に助言しました。取り上げ
られたテーマは、開発データの収集と作成、事業継続性の管理、情報公開政策、
世界銀行全体の支出レビュー、職員の研修機会、ドナーへの報告、利益相反の管
理、情報セキュリティなどです。IAD の年次報告及び四半期報告は、以下のウェ
ブサイトをご覧ください。
worldbank.org/internalaudit

世界銀行の情報公開政策

世

界銀行の情報公開（AI）政策は、2010 年 7 月 1 日に発効し、前回改訂は
2015 年に行われました。AI 政策は、世界銀行全体で透明性、説明責任、
市民参加の重視を目指す取組みの中核に位置付けられています。このア
プローチは、関係者との協議においても、また市民参加を促進して成果を高める
取組みにおいても、極めて重要です。
AI 政策は、例外規定として定めた 10 項目のいずれかに該当しない限り、世界銀
行の保有する全ての情報を公開すると規定しています。同政策の下、世界銀行は、
豊富な情報を積極的に発信できるようになりました。AI 政策は、世界銀行が透明
性と情報開示を世界規模で推進するリーダー、促進者、パートナーとなるための
枠組みと、それを可能にする環境を提供しています。例えば、2016 年に IDA は
シビルソサエティ団体「Publish What You Fund」の発表する援助透明性指数で
第 6 位にランクされました。
AI 政策は、「オープンな開発」を推進する世界銀行にとって重要な意味を持ち、
オープン・データ、オープン・ナレッジ・リポジトリ、オープン・オペレーションズ、
オープン・ファイナンス、オープン・コントラクティングなど、透明性を推進す
る世界銀行のその他の活動の触媒としての役割も果たしています。世界銀行の情
報をオンラインで入手するための主なエントリー・ポイントとしては、融資プロ
ジェクトに関する詳細情報を提供している「プロジェクト・業務」と、20 万件以
上の文書に自由にアクセスできる「報告書・出版物」などがあります。
世界銀行のセクター別の取組みの詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
www.worldbank.org/topics

説明責任の強化と業務の改善
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世界銀行の役割と原資
世界銀行グループとしての活動

世界銀行グループの比較優位は、複雑な問題にグローバルに対応できる点にあ
ります。それが可能なのは、国ごとの深い関わりと世界的な広がり、官民両セク
ターとの協力関係、セクター横断的な知識、資金を動員し活用する能力などを効
果的に組み合わせ、駆使しているからです。
世界銀行では、援助受入国との新たなパートナーシップ戦略を構築する際、事
前に診断（
「体系的国別診断」
）を行い、その国の極度の貧困撲滅及び繁栄の共有
促進を阻んでいる要因を明確にします。パートナーとの協力の下、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・エリアの専門家が、
資金、分析、助言、動員力を通じた支援プログラムの重点分野を決定しますが、
このプロセスは、世界銀行の比較優位と援助受入国の優先課題に基づき、各国の
現地職員、国際金融公社（IFC）
、多数国間投資保証機関（MIGA）も加わって進
められます。世界銀行グループの支援は、国別パートナーシップの枠組みや戦略
に沿って行われます。2016 年度末（新モデル導入から 2 年後）までに、世界銀行
は 42 カ 国 で の 診 断 及 び 28 カ 国 で の 新 た な パ ー ト ナ ー 戦 略 を 完 了 し ま し た
（worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies 参照）
。
世界銀行グループの職員は、ジェンダー、雇用、気候変動、脆弱性、強制移動
といった世界規模の課題にも取り組んでおり、世界銀行が定義する 6 つの地域、
支援の現場との連携調整はクロス・カッティング・ソリューションのチームによ
り行われます。例えば気候変動に関して、世界銀行グループは、炭素価格制度や
気候に関する国際的議論に関与する一方、援助受入国が国レベルでの課題に対応
するための政策や投資の選択肢を評価できるよう尽力しています。
世界銀行は、コーポレート・スコアカード、IDA（国際開発協会）成果モニタ
リング・システム、プロジェクトの進捗に関する理事会との定期的な協議など、
一連のフィードバックや説明責任の制度を通じて、出資国やその国民への報告を
行う責任を負っています。また、援助受入国における成果やプロジェクトの有効
性を追跡し、指標についても改良を重ねています。

IBRD の貸出承認額、原資、サービス

国際復興開発銀行（IBRD）は、加盟 189 カ国が共同出資する国際開発金融機関
です。世界最大の開発金融機関として、中所得国及び信用力のある低所得国に
貸出、保証、リスク管理商品、各種助言サービスを提供する他、地域や地球規模
の課題への対応の調整を行って世界銀行グループの使命を支えています
（worldbank.org/ibrd 参照）
。
2016 年度の IBRD の新規貸出承認額は、114 件のプロジェクトに対する 297 億
ドルでした（地域別の内訳は 23 ページの表、セクター別及びテーマ別の内訳は
62 ページの表を参照）。

原資と金融モデル
加盟国の開発プロジェクトに資金を提供するため、IBRD は自己資本の他、資本
市場での世銀債発行により調達した資金を原資として貸出を行っています。IBRDは、
ムーディーズから Aaa、スタンダード＆プアーズから AAA の格付けを受けており、
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図 13

IBRD のビジネスモデル

借入

貸出
収入

投資

IDA及び信託基金

自己資本

他の開発業務

世銀債は投資家から信頼性の高い債券と評価されています。IBRD は、長期的に最
大の価値を、借入国にとって最も安定した持続可能な形でもたらす資金調達戦略
を採っており、国際資本市場で調達した資金を途上国へと導く事で組織の目標達
成を図っています。
IBRD は、世界各国の多数の投資家を対象とした大型公募債に加え、特定の市場
や投資家のニーズに合わせた私募債も発行しています。固定金利、変動金利、そして、
様々な通貨建てや償還期間の世銀債を世界中の投資家の需要に応えて発行します。
新興市場通貨建ての新たな金融手法や世銀債は、国際的な機関投資家に新たな市場
を開くケースも多くあります。IBRD の資金調達額は、年によって変動します。
こうした戦略により、IBRD は相対的に低い金利で資金を調達し、その結果借入
国も IBRD から低金利で資金を借り入れる事ができるのです。また、直ちに貸出に
回されない資金は、必要な時にすぐに現金化できる形で、IBRD の投資ポートフォ
リオで運用されています。
2016 年度、IBRD は 21 の通貨建ての世銀債を発行し、630 億ドル相当の資金
を調達しました。IBRD の資本は主に払込資本と準備金で構成されています。
2011 年 3 月 16 日に総務会が承認した一般増資及び選択増資の決議の条件に基づ
き、授権資本は 870 億ドル増加すると見込まれていますが、その内 51 億ドルは新
たに払い込まれる予定です。選択増資及び一般増資の応募期間は、出資国からの
延長請求に対する理事会の承認を経て、それぞれ 2017 年 3 月、2018 年 3 月に終
了する予定です。2016 年 6 月 30 日現在、授権資本の累積増加分は合計 730 億ド
ルで、増資に関連した払込額は 43 億ドルでした。
IBRD はその加盟国に対してサービスを提供する組織であり、営利を目的とはし
ていませんが、健全な財務体質を確保し、開発活動を継続するために十分な利益
を確保できるよう努めています。理事会は、2016 年度の当期未処分利益の内、
IDA への 4 億 9,700 万ドルの移転と一般準備金への 9,600 万ドルの振替（IBRD 内
部留保）を総務会に提言しました。
貸出、借入、投資といった活動に伴い IBRD は、市場リスク、金融取引を行う相
手方の信用リスク、援助受入国の信用リスクにさらされています。こうしたリス
クを管理するため、IBRD は幹部による監督機能を支える強力なリスク管理枠組み
を設けています。この枠組みは、IBRD が財政的に持続可能な形でその目標を達成
する事を可能にしたものです。こうした様々なリスクを総合的に管理する上で最
も重視している財務指標が「資本貸出比率」で、IBRD の財務・リスク見通しに基
づいて厳密に管理されています。2016 年 6 月 30 日現在、同比率は 22.7％でした。

世界銀行のグリーンボンド
2008 年以降 IBRD は、米国ドル、ユーロ、オーストラリア・ドルの大型公募債、
その他の通貨建ての私募債、及びストラクチャードなど、様々なグリーンボンドを
18 の通貨建てで 91 億ドル相当額以上を発行してきました。世界銀行のグリーン
ボンドは、24 カ国で 84 件の気候変動関連プロジェクトファイナンスを支えており、
エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの開発などに貢献してきました。
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IBRD は、2008 年に史上初のグリーンボンドを発行した同市場の先駆者です。
以降、世界中で機関投資家と個人投資家を対象に発行を行っている他、グリーン
ボンド発行プロセスを体系的に取り纏めた他、オスロ国際気候環境研究センター
（CICERO）からのセカンド・オピニオン取得、18 にも達する様々な通貨建て
での発行など、世銀以外の発行体の世界各国の市場でグリーンボンド発行も促進
すべく、様々な活動を行ってきました。更に、気候変動問題に関するグリーン
ボンドの具体的成果について、他の国際金融機関と共同の定期的なレポートの
作成も先導しました（インパクト・レポート）。投資における最も基本的な指標
は「投資収益額」ですが、インパクト・レポートは、投資の「社会的貢献度」を
検 証 し、 評 価 す る た め に、 投 資 家 に と っ て 重 要 な 参 照 資 料 と な っ て い ま す
（treasury.worldbank.org/cmd/htm/WorldBankGreenBonds.html 参照）。

リスク管理商品
IBRD は、援助受入国が自国の開発プログラムの資金を効率的に調達しながら、
通貨・金利・一次産品価格の変動ならびに災害に伴う様々なリスクを管理できる
金融商品を提供しています。2016 年度、世界銀行財務局は 11 億ドル相当の金
融取引を実行し、この内 7 億 9,000 万ドル相当は通貨スワップ取引（主にドルの
貸出を現地通貨建貸出に変換する取引）、3 億 4,900 万ドル相当は金利スワップ
取引（主に長短金利の交換取引）で、IBRD 貸出期間満了まで借入国が通貨及び
金利リスクを回避できるよう、それぞれ支援しました。世界銀行は、ウルグアイ
が将来の原油価格上昇によるリスクを抑えられるよう、3 億 3,000 万ドルのヘッ
ジ取引を実行しました。世界銀行が一次産品価格の変動に対するリスク管理を目
的に加盟国とデリバティブ契約を結んだのはこれが初めてです。防災関連では、
想定元本 4,300 万ドル（最大支払保険金）の太平洋自然災害保険プログラムを
更改しました。同プログラムは、IDA 支援に代わりクック諸島、マーシャル諸島、
サモア、トンガ、バヌアツを地震やサイクロンの被害から保護するものです。世
界銀行財務局は、IBRD のバランスシートのリスク管理の観点から 125 億ドル相
当を、同様に IDA では 15 億ドル相当のスワップ取引を、それぞれ実行しました
（treasury.worldbank.org/bdm/htm/risk_financing.html 参照）。

IDA の融資承認額、原資、サービス

国際開発協会（IDA）は、最貧国向けの譲許的融資を提供する国際機関として
は世界最大です。受益国自身が行う経済成長の促進、貧困削減、貧困層の生活の
改善を支援する譲許的な開発融資、贈与、保証を提供しています。2016 年度の
IDA 支援適格国は 77 カ国でした。この他に、インドは、2014 年度に IDA を卒業
しましたが、例外的に経過措置として IDA17 期間中（2015～17 年度）も継続し
て支援を行っています（worldbank.org/ida. 参照）
2016年度のIDA新規承認額は161件のプロジェクトに対する162億ドルでした。
内訳は、融資が 144 億ドル、贈与が 13 億ドル、保証が 5 億ドルでした（地域別の
内訳は、23 ページの表、セクター別及びテーマ別の内訳は 63 ページの表を参照）。

資金と財務モデル
IDA の活動資金は、主に先進国又は中所得国であるドナー国からの貢献で支え
られています。その他、IBRD からの純益移転、IFC からの贈与、過去の IDA 融資
に対する借入国からの返済金などによっても賄われています。3 年毎に開発パート
ナーが一堂に会し、IDA の増資交渉や政策のレビューを行います。管理費は主に、
援助受入国が支払う手数料で賄われます。
IDA 第 17 次増資（IDA17）において、資金総額は 377 億 SDR（568 億ドル相
当）に上りました（この額は増資交渉後の調整を反映したものです）。IDA 利用可
能資金の単位は「特別引出権（SDR）」です。ここに示すドル換算額は、IDA17 の
基準為替レートを基に算定したもので、参考として表示しています。
合計 51 カ国のドナー（内 4 カ国は新規ドナー）は 173 億 SDR（261 億ドル）
を贈与として提供しましたが、その内 6 億 SDR（9 億 3,000 万ドル）は、譲許的
58

世界銀行 年次報告 2016

図 14

IDA のビジネスモデル
加盟国からの
譲許的ローン返済

融資返済

融資と贈与

世界銀行グループからの
資金移転

IDA

加盟国
・拠出金
・譲許的ローン
・サービス料支払い

受益国

サービス料、
コミットメント・チャージ、
ハードターム融資の利息

管理費
（純額）

ローンのグラント・エレメント部分を計上したものです。ドナー国はまた、29 億
SDR（44 億ドル）を譲許的ローンとして提供しましたが、これはグラント・エレ
メントを除くと 22 億 SDR（34 億ドル）となります。ドナー国にはまた、多国間
債務救済イニシアティブ（MDRI）の下での債務削減として 30 億 SDR（45 億ド
ル）の負担が求められています。IDA 受益国からの返済資金（元利返済）は 99 億
SDR（150 億ドル）でしたが、これには、IDA 卒業国による融資残高の加速返済
及び自発的な期限前返済による 19 億 SDR（28 億ドル）が含まれます。関連投資
収益を含む、IBRD 及び IFC からの資金移転は、19 億 SDR（29 億ドル相当）です。
それぞれの移転は毎年 1 回、IBRD 総務会と IFC 理事会が、各機関のその年の成果
と資金余力の評価を踏まえて承認する事になります。
2016 年度、IDA17 の利用可能資金が 50 億ドル引き上げられました。この内
39 億ドルは、IDA17 の残りの期間に適用される新たなスケールアップ・ファシリ
ティの設置に、9 億ドルは、危機対応融資制度の財源補充に、2 億ドルは、中東・
北アフリカ地域の難民支援に、それぞれ使用されます。この 1 回限りの措置には、
IDA の流動性管理枠組みの調整により確保された資金が充てられました。
現在、2018～2020 年度までを対象とする IDA18 の増資交渉が進められてお
り、2016 年 12 月に妥結の予定です。

IDA 第 17 次増資
世界銀行グループ戦略に支えられた IDA17 の意欲的な政策パッケージには、一
連の政策コミットメント及び 4 つの層（Tier）で構成される IDA の成果測定シス
テムの指標が含まれています。「開発効果の最大化」を全体テーマとして、IDA 借
入国による民間資金、公的資金、知識の動員を支援する事に主眼を置き、成果と

図 15

IDA 増資

単位：10 億ドル

26.4

25.1

26.1

14.9

14.6
6.3

3.9

6.3
n.a.

IDA15 2009～11年度
IDA自己資金a
IBRDとIFCからの移転資金
MDRI債務免除に対するドナーからの補償

3.0

5.3

3.2

4.5

3.5

n.a.

IDA16 2012～14年度

IDA17 2015～17年度

ドナーからの拠出b
譲許的ローン
（贈与を除く）

注：n.a.＝該当なし。このデータは、最終増資報告、
ならびに増資交渉で使用された為替レートを反映。
a. IDAの自己資金は、元本返済金、手数料、
投資収益など。
b. 構造的な資金ギャップ控除後。
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表 16

借入国上位 10 カ国：2016 年度

単位：100 万ドル
IBRD

IDA

国

承認額

国

承認額

ペルー

2,850

エチオピア

1,862

カザフスタン

2,058

バングラデシュ

1,557

インド
中国

インドネシア
ウクライナ

エジプト・アラブ共和国
イラク

ポーランド
コロンビア

2,820

1,982

1,700

1,560

1,550
1,550
1,504
1,400

ベトナム

1,670

パキスタン

1,460

ナイジェリア

1,075

インド

1,025

タンザニア

864

ケニア

646

コンゴ民主共和国

600

ガーナ

500

注：複数の国を対象としたプロジェクトは、それぞれの当該国に計上。

表 17：融資実行中プロジェクト総額（純承認額）
単位：10 億ドル、2016 年 6 月 30 日現在
地域

アフリカ地域
東アジア・大洋州地域
ヨーロッパ・中央アジア地域
ラテンアメリカ・カリブ海地域
中東・北アフリカ地域
南アジア地域
合計

IBRD

IDA

合計

5.5

50.5

56.1

24.8

2.4

27.2

21.8
26.9
13.7

10.6
1.9
0.8

17.6

30.9

110.2

97.1

32.3
28.8
14.5
48.5

207.3

注：四捨五入のため、合計値が総計と異なる場合がある。

費用有効性をこれまで以上に重要視しています。IDA17 では包摂的な成長、ジェ
ンダーの平等、気候変動、脆弱・紛争国（FCS）支援という 4 つの特別テーマを設
け、グローバルレベル、地域レベル、国レベルでの最前線の問題に対する IDA の
取組みの強化を目指します。

援助受入国からの需要増に対応する効果的な予算編成

世界銀行グループは、2017～19 年度、持続可能な開発目標、開発のための資
金目標、気候変動の影響への対応に取り組む援助受入国をこれまで以上に支援す
るため、サービスの拡大と向上を目指します。また、援助受入国が世界的な景気
後退に対応できるよう、直近のニーズに応える必要があります。最近実施された
収益拡大・コスト管理策の効果を生かし、今後は予算環境の向上が期待されます。
世界銀行グループは、民間セクターの資金やソリューションを可能な限り活用し、
財務の持続可能性目標を達成すべく更なる前進を続けています。
世界銀行グループは、戦略計画の立案、予算編成、実績レビューに当たり、大
きく 5 つの「W」に分けられたプロセスを用いて資源の調整を図っています。5
つの「W」では、それぞれ以下のように決定が下されます。
W1：幹部による世界銀行グループの戦略計画の重点課題の設定。
W2：副総裁（VPU）レベルでの重点課題の検証、返答。
W3：幹部による重点課題の見直しと詳細なガイダンスの作成。グループ各機関へ
のプログラム及び VPU レベルでの 3 年間の予算枠の決定。
W4：重点課題及び予算枠の決定を受けた、VPU レベルでの活動計画及び人員配
置計画の策定。
W5：予 算の最終決定を受けた、向こう 3 年間の計画の最終決定。理事会による
VPU レベルの予算・活動計画の確認、及び正式承認。
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世界的に厳しい業務環境への適応

低金利、金融市場混乱の恐れ、難民問題、一次産品価格の低迷、主要国の成長
鈍化と景気後退波及のリスク、そして地政学的緊張と政情不安など、世界銀行の
業務環境は一層厳しいものとなっています。こうした状況は、世界銀行の援助受
入国にも影響を及ぼしており、その多くが、石油など一次産品の輸出国であるた
め、苦しい財政状況に直面しています。また、先進国の金融政策が正常化された
場合、貿易高の減少や資本流出などの混乱が懸念される国もあります。いずれの
国も、産業構造の発達による長期的成長と雇用創出のための改革を継続していく
必要があります。
こうした状況を反映して、世界銀行には、数多くの援助受入国から長期的な構
造支援を求める声が高まっています。世界銀行は、援助受入国の開発ニーズにつ
いては常に、自己資本及び資金調達コストを慎重に管理しつつ、戦略的重要課題
に沿って支援を提供しています。また、データや情報セキュリティへの脅威拡大、
業務の継続性や職員の身の安全を脅かす外的事象など、運営上のリスクの監視も
続けています。
世界銀行は、世界有数の国際開発機関として、国別のニーズを満たすと同時に、
世界全体の公共の利益を守るためにも、革新と適応を続けています。気候変動、
パンデミック、強制移動などの優先課題をはじめ、各種の課題に対応するため、
世界銀行は、官民両セクターと連携しながら、革新的な資金調達手段の開発に取
り組んでいます。
新たな国際開発機関の誕生は、建設的なパートナーシップ構築のための機会と
課題の両方をもたらしています。同時に、世界銀行は自らの財政構造について新
たな考え方を求められています。2016 年からは、世界銀行の中長期的なあり方に
関する検討作業が始まり、世界銀行のサービスに対する需要を精査すると共に、
そうした需要を踏まえ、自らの財務能力をいかにしてグループ全体で最大限に
活用、動員できるかを模索しています。
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表 18

IBRD の業務概要：2012～16 年度

単位：100 万ドル
指標

承認額

2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

20,582

15,249

18,604

23,528

19,777

16,030

18,761

19,012

11,970

9,470

9,805

9,005

うち開発政策貸出

10,547a

うち開発政策貸出

9,052

実行総額

元本返済額（前納分を含む）
実行純額

貸出残高

未実行額

分配可能な利益
利用可能資本

資本貸出比率（％）

7,806

7,282a
5,972

6,361

7,997

9,786

8,956

13,210

8,935

12,068

10,007

143,776

154,021

157,012

998

968

769

686

37,636

27.0

61,306

39,711

26.8

58,449

40,467

25.7

29,729

7,207

136,325

62,916

2016 年度

60,211

22,532

9,327

13,204

169,655

65,909

593

40,195

39,424

25.1

22.7

a. 過去の世界銀行年次報告における表を修正し、開発政策保証承認額を含めている。

表 19

IBRD によるテーマ別、セクター別融資：2012～16 年度

単位：100 万ドル
テーマ

2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

経済管理

1,160

353

461

715

1,340

環境・天然資源管理

2,429

1,308

1,231

1,836

3,758

金融・民間セクター開発

3,313

2,700

5,102

6,214

6,838

人間開発

2,672

1,534

1,803

1,916

2,652

公共セクターガバナンス

2,754

2,082

3,441

1,508

4,745

98

448

244

730

406

1,921

1,771

1,844

1,745

2,974

法規
農村開発
社会開発・ジェンダー・貧困層の参加支援

405

753

713

1,165

449

社会的保護・リスク管理

2,244

2,025

1,230

3,357

2,563

貿易・地域統合

1,437

1,031

1,243

2,132

3,503

838

1,555

20,582

15,249

18,604

23,528

29,729

都市開発

テーマ総額

2,150

403

2,447

セクター

農業・漁業・林業

1,163

851

801

797

547

教育

1,296

1,065

1,123

1,477

1,754

エネルギー・鉱業

2,848

1,208

2,356

3,150

4,557

金融

1,410

1,609

1,293

3,404

2,634

保健・その他の社会サービス

2,489

1,822

1,598

2,949

2,399

産業・貿易

713

747

1,054

1,653

3,426

情報・通信

94

102

262

77

186

行政・法律・司法

5,381

4,405

4,806

4,318

5,775

運輸

3,379

2,600

4,032

3,086

4,330

セクター総額

20,582

15,249

18,604

23,528

29,729

世界銀行の融資総額（IBRD ＋ IDA）

35,335

31,547

40,843

42,495

45,900

水・衛生・治水

1,807

注：四捨五入の結果、合計値が総計と異なる場合がある。
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840

1,279

2,616

4,121

表 20

IDA の業務概要：2012～16 年度

単位：100 万ドル
指標

2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

承認額

14,753

16,298

22,239

18,966

16,171

実行総額

11,061

11,228

13,432

12,905

13,191

4,023

3,845

3,636

4,085

4,327

うち開発政策貸出
うち開発政策貸出

元本返済額（前納分を含む）
実行純額

融資残高

未実行額（融資）

未実行額（贈与）
開発贈与

表 21

1,827

2,092

7,037

1,954

1,662

7,371

2,489

2,644

9,878

2,597

2,005

8,820

1,890

2,564

8,806

123,576

125,135

136,011

130,878

136,735

6,161

6,436

6,983

6,637

6,099

37,144

2,062

39,765

2,380

46,844

2,645

47,288

2,319

49,476

1,232

IDA によるテーマ別、セクター別融資：2012～16 年度

単位：100 万ドル
テーマ

2012 年度

2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度

133

131

495

430

546

環境・天然資源管理

1,568

1,163

2,652

1,329

1,122

金融・民間セクター開発

1,430

1,680

2,926

2,282

2,385

人間開発

2,289

2,814

3,389

4,128

2,262

公共セクターガバナンス

1,281

1,708

1,811

1,325

1,124

28

142

47

95

61

3,521

2,880

4,593

3,337

3,131

経済管理

法規
農村開発
社会開発・ジェンダー・貧困層の参加支援

842

556

352

570

534

1,258

1,931

2,356

3,220

2,882

435

1,676

1,239

2,380

1,362

1,424

14,753

16,298

22,239

18,966

16,171

農業・漁業・林業

1,971

1,261

2,257

2,230

1,657

教育

1,663

1,666

2,334

2,057

1,309

エネルギー・鉱業

2,151

2,071

4,333

1,360

2,645

354

446

691

649

458

1,701

2,541

1,755

3,698

3,303

産業・貿易

638

685

753

659

729

情報・通信

63

126

119

245

61

行政・法律・司法

3,347

3,586

4,031

3,862

2,836

運輸

1,066

2,535

2,914

2,064

2,039

総額

14,753

16,298

22,239

18,966

16,171

世界銀行の融資総額（IBRD ＋ IDA）

35,335

31,547

40,843

42,495

45,900

社会的保護・リスク管理
貿易・地域統合
都市開発
総額

1,967

1,618

889

698

セクター

金融
保健・その他の社会サービス

水・衛生・治水

1,798

1,381

3,052

2,144

1,132

注：四捨五入の結果、合計値が総計と異なる場合がある。
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成果重視

世

界銀行は、官民両セクターと共に、融資・知識共有を通じて援助受入国におけ
る持続可能な開発を促進しています。各国の開発課題への取組みを総合的な解
決策を用いて支援するためには、成果の重視が不可欠です。近年、世界銀行
は、援助受入国における開発成果に様々な分野で大きく貢献していますが、
以下はその一例です。地図には各加盟国の現在の融資適格性を示しています。詳細は、
worldbank.org/results をご参照ください。

1

アルゼンチン：1997～2010 年、オゾ
ン層を破壊するフロン類、ハロン類、
四塩化炭素の消費量を 5,052 トン削減。

8

中国：2011～14年、福建省で5,400km
以上の農村道路が修復され、保健医療や
市場への移動時間が 42％短縮。

2

バングラデシュ：2012～15 年、月間
約 5 万件の家庭用太陽光発電システム整
備を通じ、農村部の 370 万人が再生可
能エネルギー電力にアクセスを確保。

9

コロンビア：災害脆弱性軽減プロジェク
ト に よ り、 ボ ゴ タ で 自 然 災 害 の 被 災
リスクのある人が、60 万 4,000 人から
23 万 6,972 人に減少。

3

ボリビア：農村部で、自主管理型の草の
根組織を通じた自作農の市場アクセス改
善プロジェクトにより、1 万 6,000 世帯
以上の農家が恩恵を享受。

10 コンゴ民主共和国：2014～15 年、都

4

5

6

7

64

市 部 の 120 万 人 に 清 潔 な 飲 み 水 へ の
アクセスを提供。

11 エ ジ プ ト・ ア ラ ブ 共 和 国：2013～14

ボスニア・ヘルツェゴビナ：2014 年半
ばから 2015 年末、洪水被災地のインフ
ラ復旧により16万人以上が恩恵を受け、
約 9 万 4,000 人が建設資材など緊急物
資を確保。

12 エチオピア：農業改良指導サービスへの

ブラジル：2012 年以降、アマゾン地域
保護区プロジェクトにより、約 6,000
万ヘクタールの熱帯雨林を保全。

13 グレナダ：2013～14 年、規制改革に

カンボジア：全国の保健施設で熟練した
医療従事者の立ち会う出産の割合が、
2008 年の 39％から 2015 年末は 80％
に上昇。
カメルーン：都市部で自宅から 500m
以内に舗装道路のある人が、2009 年の
3万1,000人から2015年は43万5,000人
に増加。
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年、自動車スクラップ・リサイクル活動
プログラムにより、二酸化炭素排出を
13 万トン以上削減。

ア ク セ ス が、2005 年 の 400 万 件 か ら
2015 年は 1,300 万件に増加。

よりグレナダの観光収入が約 35％拡大。

14 グアテマラ：農村経済開発プログラムに

より、小規模農家及び小規模事業者 2 万
人にキャパシティ・ビルディングを実施
（内 90％が先住民族）。

15 ハイチ：2010～13 年、コレラ緊急対

応プロジェクトの一環として、保健医療
専門家及び地域の医療従事者合計5,571人
に研修を実施。

IBRD貸出対象国

主要な地球規模課題への取組み

IBRDとIDA双方の融資対象国
（ブレンド国）
IDA融資対象国

ロシア連邦

現在、融資が行われていない
IDA融資対象国

ロシア連邦

ポーランドベラルーシ

気候変動

4

15

1 億人が

2015 年、 地 球 の 平 均 気 温 は
20世紀の平均と比べ0.9℃上昇。
極端な気候現象回避のために
国 際 社 会 が 目 指 す 2℃ 以 内 の
上昇の既に2 分の1近くまで到達

パンデミック

貧困
に陥る危険

パンデミックとは、感染症が国境を越えて流行し、既存の保健システムでは
封じ込められなくなる事態 ― 貧困国の方が陥るリスクが高い

ハイチ
ジャマイカ
14
ベリーズ
グアテマラ ホンジュラス
エルサルバドル ニカラグア

20

コスタリカ
パナマ

ベネズエラ・ ガイアナ
スリナム
ボリバル共和国
コロンビア

エクアドル

9
5

ペルー

ブラジル

3
ボリビア

強制移動

ギニア

犠牲者 1 万 1,300 人以上
28 億ドル（GDP 損失）

シエラレオネ

ナミビア ジンバブエ

パラグアイ

1
チリ

ウルグアイ

アルゼンチン

ドナー国はエボラ危機への対応と
その後の復興に総額 70 億ドル以上の
支援をコミット

難民＋国内避難民＋庇護希望者
＝全世界で 6,000 万人超

世界銀行グループが新たに策定した気候変動行動計画は、
2020 年に向けて、30ギガワット以上の再生可能エネル
ギー、1億人以上を対象とする早期警報システム、40カ国以上で
の気候変動対応型農業への投資計画など、意欲的な目標を掲げて
います。世界銀行グループとパートナー達は、炭素の排出量に
価格を付ける取組みを進めており、2020 年までに炭素排出量の
25％を炭素価格制度の対象とし、2030 年までにこの割合を 2
倍にする予定です。

世界銀行グループは、世界保健機関（WHO）やそ
の他のパートナーと連携して、パンデミック緊急
ファシリティ（PEF）を立ち上げました。PEF は、最貧国に
おけるパンデミックの発生に対し最大 5 億ドルを提供できる
他、保健システムの強化や将来のパンデミック発生への備え
を促すインセンティブを提供します。

南
アフリカ

4
13
グレナダ

17 ケニア：2015 年現在、セーフティネッ

21 パキスタン：パキスタン貧困緩和基金が

18 モーリタニア：政府の税務管理能力が強

22 パプアニューギニア：2011 年以降、実

19 ネパール：2007～14 年、400 以上の小

23 フィリピン：子供の健康と教育への投資

規模水力発電所の建設により、農村部の
15 万世帯に環境負荷が小さく安定的な
電力アクセスを提供。

ポーランド

レソト

ドミニカ国

登録サービスの改善を図る財産権プロ
ジェクトにより、45 万 8,557 人（内、
半数以上が女性）が恩恵を享受。

全国で 770 万人（内、61％が女性）に融
資を提供。

務研修を修了した若者の 35％に有償労
働を提供。

を奨励する条件付き現金給付プログラムに、
2015 年までに合計 440 万の貧困世帯が
登録。

28

モーリシャス

スワジランド

20 ニカラグア：2012～15 年、土地所有権

化 さ れ、2011～14 年 に、 税 収 が 36％
拡大。

世界銀行グループは、強制移動を強いられた人々の
緊急及び長期的な開発ニーズを捉え、パートナー達
と協力して人道援助を補完する対応を図っています。例え
ば、国連及びイスラム開発銀行と共同で、ヨルダン及びレバ
ノンにおけるシリア難民と受入れコミュニティを支援する資
金イニシアティブを立ち上げました。これにより、基礎的プ
ログラムやサービスの拡充のために最大 8 億ドルの譲許的融
資が可能となります。

セントクリストファー・
ネーヴィス

モザンビーク

16 インドネシア：コミュニティ・エンパワ

ト・プログラムで 260 万人に現金給付を
実施（2013 年は 170 万人）。

革新的資金調達とソリューション

アンティグア・
バーブーダ

マダガスカル

トリニダード・
ベネズエラ・ボリバル共和国
トバゴ

メント・プログラムにより小口融資への
アクセスが改善され、67 万人以上が恩恵
を享受。

全世界で 122 人に 1 人

ボツワナ

ドミニカ共和国

セントルシア
セントビンセントおよび
グレナディーン諸島

リベリア

8

ウクライナ ルーマニア ブルガリア

近年のエボラ危機による犠牲者と
経済的被害

世界銀行の融資を受けていない国

モンゴル

大韓
民国
中国
アラブ
イラン・
アフガニスタン
レバノン 共和国
イスラム
モロッコ
ヨルダン川西岸・ガザ地区
イラク 共和国
ブータン
パキスタン
ネパール
エジプト・ヨルダン
アルジェリア
リビア
アラブ 11
21
19
バングラデシュ
共和国
18
ミャンマー ラオス
カーボ
2
人民民主 29
ヴェルデ モーリタニア
共和国 ベトナム
マリ ニジェール
スーダン エリトリアイエメン
イン
ド
23
セネガル
タイ
チャド
共和国 30
マーシャル諸島
ガンビア
ブルキナ
カンボジア
フィリピン
ギニアビサウ
ミクロネシア連邦
25
12 ジブチ
ギニア ファソ ナイジェリア 中央
コート
6
南 エチオピア
スリランカ
カメルーン アフリカ
シエラレオネ ジボワール
マレーシア
ソマリア
共和国 スーダン
パラオ
リベリア
7
ガーナ
モルディブ
17
24 ウガンダ
コンゴ
トーゴ
26
キリバス
ケニア
共和国 ルワンダ
べナン
22
ガボン
セーシェル
赤道ギニア
ソロモン
ブルンジ
10 コンゴ
パプア
インドネシア
サントメ・プリンシペ
諸島
民主 タンザニア コモロ
ニュー
共和国
ギニア
ツバル
東ティモール
アンゴラ
16
サモア
ザンビア マラウイ
チュニジア

メキシコ

ウクライナ
カザフスタン
モルドバ
27
ルーマニア
ジョージア ウズベキスタン
ブルガリア
キルギス共和国
アゼルバイジャン
アルメニア
タジキスタン
トルコ シリア・ トルクメニスタン

バヌアツ

キリバス

フィジー
トンガ

クロアチア
セルビア
ボスニア・
ヘルツェゴビナ
コソボ
モンテネグロ
アルバニア
マケドニア
旧ユーゴスラビア共和国

24 ルワンダ：2010～15 年、丘陵地での園

芸・食用作物生産により3 万3,000 人分の
雇用を創出。

25 スリランカ：2012 年以降、約18 万 6,500

人の教員を対象に、実務研修による能力
育成プログラムを実施。

26 タンザニア：2015 年までに、タンザニア

農村部の 800 万人が、清潔で安全な水へ
のアクセスを確保（2007 年の 75％増）
。

27 ウズベキスタン：2012～15 年、ブハラ

の 3,500 世 帯 及 び サ マ ル カ ン ド の 1 万
1,000 世帯を公共下水システムに接続。

28 バヌアツ：2014 年 9 月から2015 年12 月、

521 世帯が送電網にアクセスを確保。

29 ベトナム：2008～14 年、9 万 3,400 人

以上の農民が持続可能な農業技術や新技
術の研修を受け、導入後は売上が平均
22％増加。

30 イ エ メ ン 共 和 国：2012～15 年、10 万

1,042 人が改善されたプライマリ・ケア・
サービスに、12 万 1,193 人が改善された
水源に、4 万 1,039 人が改善された衛生
設備に、それぞれアクセスを確保。
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財務諸表 IBRD と IDA 幹部の議論及び分析、ならびに監査済み財務諸
表（以下、「財務諸表」）は、本年次報告に組み込まれ、本報告の一部を
構成するとみなされます。財務諸表は以下のウェブサイトでご覧ください。
worldbank.org/financialresults
IBRD と IDA の財務、融資、組織に関する詳細情報は、世界銀行年次報告 2016
のウェブサイト worldbank.org/annualreport でご覧いただけます。
 世界銀行年次報告 2016、8 カ国語
 グローバル・リポーティング・イニシアティブ（GRI）2016 年度指標
 世界銀行 2016 年度補足資料：
−
−
−
−

融資データ
新規承認プロジェクト
地域別所得
IBRD と IDA の組織に関する情報

近年の世界銀行プロジェクトによる
援助受入国支援の成果

目次

 1,490 万人と中小・零細企業に金融サービスを提供
 200 万ヘクタールの土地に灌漑施設を整備
 11 万 3,600km の道路を建設又は補修
4
,287 メガワットの従来型エネルギー、2,461 メガワットの再生可能エネ
ルギーを発電
 660 万人の教員を採用又は研修
 3 億 7,700 万人に基礎的な保健・栄養・人口サービスを提供
 3,270 万人に社会的セーフティネット・プログラムを実施

 2016 年度の世界銀行貸出に関する説明資料（パワーポイント）

 4,220 万人に改善された水源へのアクセスを提供
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