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本年次報告は、2021年7月1日から2022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）の理事達
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デイビッド・マルパスは、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。

世界銀行グループ機関である国際金融公社（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。

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5つのグループ機関（IBRD、IDA、IFC、MIGA、ICSID）を指しています。 
本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、地域別内訳を示す図表及
び本文中では被援助国レベル、セクターやテーマ別の内訳ではプロジェクトレベル
で集計されています。年度別の承認額・実行額のデータは2022年度のIBRD及び
IDAの財務諸表並びに「世界銀行マネジメントによる議論及び分析」の中で報告 
されている監査済みの数値に基づいています。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。



世界が重複する危機に見舞われる中、世界銀行グループは引き続き途上国
と連携し、各国が開発成果を上げ、開発目標を達成できるよう支援してい
ます。世界銀行コーポレート・スコアカードの最新データから、世界銀行
の支援で実現した成果を抜粋してご紹介します。

危機の時代の開発援助

食料不足への対応

740万人の 
農業従事者が改良された 
農業技術を導入

240万ヘクタールの 
土地に新規又は改良型の 
灌漑・排水サービスを提供

1億7,500万人が 
社会的セーフティネット・ 
プログラムの恩恵を享受

人と雇用の保護

4,900万人に 
雇用を中心とする 
支援を提供

3億7,600万人に 
基礎的な保健・栄養・ 
人口サービスを提供

500万人の 
女性に金融サービスへの 
アクセスを提供

強靱性の強化

1億1,800万トン
（二酸化炭素換算）の 
温室効果ガス年間排出量を削減

4,300万人に 
新規又は改良型の 
電力サービスを提供

85カ国が 
国家の優先事項として 
災害リスクを軽減できるよう 
支援（2021年度）

より良い回復

2億9,600万人の
生徒が直接的な学習支援の 
恩恵を享受

3,600万人に 
整備された水源への 
アクセスを提供

3,000万人に 
インターネット・アクセスを
提供

2019～21年度に世界銀行の支援によるプロジェクトを実施した被援助国から報告された成果より抜粋。

詳細とその他の成果については、 
世界銀行グループのコーポレート・スコアカードをご参照ください。 
https://scorecard.worldbank.org/



世界銀行グループの使命： 
2大目標の持続可能な方法での達成

極度の貧困の撲滅
世界中で1日1.90ドル未満で生活する人々の 

割合を削減

繁栄の共有の促進
所得の下位40％の人々の収入を増大

敬意
成果

誠実
チームワーク

イノベーション





重複する危機が世界中の国々を脅かし、開発目標達成に向けた各国の進捗
を妨げるばかりか、これまでに達成された開発成果の一部を帳消しにさえし
ています。2020年には世界全体で極度の貧困層の数がこの20年以上の間で
初めて増加に転じました。今も多くの国が、コロナ危機による保健、経済、
社会への悪影響に苦しんでおり、最貧国のワクチン接種率は依然として低い
水準が続いています。ロシアによるウクライナ侵攻によって、それでなくて
も高かったインフレ率は一段と上昇し、食料、エネルギー等の必需品の価格
高騰が、特に最貧困層・最脆弱層に大きな打撃となっています。加えて、多
くの国で債務の脆弱性が深刻化し、経済的・社会的課題に対応するための	
財源が逼迫しています。気候変動は各国に長期に及ぶリスクを継続的にもた
らし、自然災害や異常気象が、農業からインフラに至るまでありとあらゆる
分野に悪影響をもたらしています。加えて、世界各地で拡大している脆弱性
と紛争は食料不安を深刻化させ、何百万人もが移住を余儀なくされ、その結果、
この2年間のコロナ危機によって下方修正されていた成長見通しは、さらに
悪化しています。
世界銀行は適切な措置を迅速に講じることで、途上国がこうした危機に対応

し、変化する世界に適応できるよう、データと分析、政策助言、速やかな融資、
そして動員力を組み合わせた包括的支援を提供しています。その対象は、	
コロナ・ワクチンへのアクセス拡大、保健システムの強化、社会的保護の	
徹底、学習危機への対応、債務の持続可能性の確保、環境に配慮した強靱な
インフラの構築、様々なクリーン・エネルギーへの投資、ジェンダー格差の
縮小、脆弱性・紛争・暴力（FCV）との闘い、気候変動の緩和・適応等、	
多岐にわたります。
こうした取組みをさらに強化しているのが、ほかの国際機関や国連機関、

非政府組織、市民社会、学術機関、民間セクターとの多様なパートナーシップ
です。それぞれの組織が強みを持ち寄り、知見やベスト・プラクティスを共
有することで、途上国への融資を拡大し、特にアクセスが困難な最脆弱地域
にも支援を拡大できるようになりました。他機関とのパートナーシップは、
コロナ危機との闘いにおいて重要な役割を果たしてきただけでなく、食料不足
の悪化等、ロシアによるウクライナ侵攻がもたらす広範な影響に対応する上
でも役立っています。
途上国は、先行きのみえない厳しい状況に適応しようと懸命に取り組んで

います。世界銀行は、各国が危機や紛争による悪影響を克服し、力強く回復
するための基盤を構築できるよう、喫緊のニーズに対応すると共に、環境に
配慮した強靱で包摂的な長期的な開発目標の達成に向けた継続的支援も提供
していきます。

はじめに
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世界が複合する深刻な危機に見舞われる中、途上国への悪影響は甚大で、貧困層・
脆弱層を直撃し、世界の格差は拡大しています。インフレ率上昇、ウクライナで
の戦争、マクロ経済の著しい不均衡、エネルギー・肥料・食料の不足は、世界経済
に80年ぶりの大幅な減速を引き起こし、膨大な数の犠牲者を出し、経済活動の停止、
学校閉鎖といったコロナの世界的流行による影響をさらに深刻化させています。
低・中所得国は清潔な水と電力アクセスの確保、読解力の向上、質の高いインフラ
の整備、気候関連投資といった長期的な開発ニーズを満たすための取組みを進め
てきましたが、現在、天然ガスや肥料の価格高騰と、この10年で最悪の食料危機
に直面しています。
貧困の削減と生活水準の向上に向けた世界規模の闘いにおいて、2022年はこ

れまでの数十年間で最悪の一年となる可能性があります。多くの途上国で実質平均
所得が一段と減少し、パンデミックにより大きく失われた開発成果がさらに後退
しています。世界銀行が6月に発表した報告書「世界経済見通し」の最新版は、
スタグフレーションのリスクが高まり、その影響は貧困層に集中していると指摘
しました。財政、金融、規制関連で打ち出された政策の結果、世界の資本と所得
が高所得国に偏る傾向にあり、格差が社会の不安定化を招く大きな要因となって
います。今後数年間で格差は一層深刻化し、多くの国が開発目標を達成できなく
なると懸念されています。
こうした課題に迅速に対応するため、世界銀行グループは効果をもたらす明確

かつ大規模な支援を提供しています。人々を支え、雇用を維持し、成長軌道に戻
れるよう、世界銀行グループは2度にわたって融資、分析活動、アドボカシー、
政策助言を強化する旨を表明しました。まずは感染症危機対策に1,500億ドルを
提供したのに続き、食料危機、ウクライナでの戦争とその波及的影響への対策に
15カ月間で1,700億ドルを提供する用意があります。コロナ対策の一環として、
世界銀行グループはパンデミックが始まってから2022年度末までの間に、保健
面の影響に対応し、ワクチン接種を進めるために100カ国以上に総額140億ドル
以上の支援を提供しました。
2022年度、国際復興開発銀行（IBRD）は45カ国を超える中所得国も対象と	

して総額331億ドルの支援を承認しました。この内3億ドルは、地熱エネルギー
への民間投資拡大を目的にトルコに提供されました。国際開発協会（IDA）は	
70カ国以上に総額377億ドルのグラント及び譲許的融資を承認しました。この内
6億4,500万ドルは、ブルキナファソ、カメルーン、マリ、モーリタニア、	
ニジェール、トーゴにおいて食料システムの強靱性強化と緊急対応を支援するも
のです。IDAのパートナー各国がIDA第20次増資（IDA20）の増資交渉を1年間
繰り上げ、2021年12月に妥結したことを歓迎します。合意された資金パッケージ
930億ドルの内、IDAドナーからの拠出金は3年間の合計で過去最高となる	
235億ドルでした。IDA20の対象期間である2023～25年度に、雇用と経済変革、
人的資本、学習と識字率の向上、ジェンダー、気候変動、脆弱性・紛争・暴力
（FCV）を緊急性の高い優先事項と位置付け、最貧国が再び成長へと舵を切ること
ができるよう支援していきます。
国際金融公社（IFC）は、経済が強い逆風にさらされる中、民間セクターへの	

支援を強化しました。2022年度はインパクトの最大化を目指し、2021年度の	
投融資額315億ドルを上回る総額328億ドル（動員分を含む）の支援を承認しま

総裁からのメッセージ
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した。金融機関が貿易金融を縮小する中、
IFCは輸出入企業が制約の中でも事業を継続
できるよう支援しています。2022年度の貿
易金融に対する承認額は過去最高の97億ド
ルで、その約75％はIDA適格国及びFCV
の影響を受ける国々に対するものでした。
例えば、ブルキナファソのコリス銀行は、
IFCの貿易金融支援を受けて様々な国から米
を輸入しました。
多数国間投資保証機関（MIGA）は49億

ドルの保証を発行し、各国が開発目標を	
達成できるよう支援しました。MIGAの保証
により、約1,500万人への新規又は改善さ
れた電力サービスの提供や、現地の企業等への19億ドルの融資が可能
になります。MIGAは引き続き戦略的優先分野に注力しており、2022年
度のプロジェクトの85％がFCVの影響を受ける国々やIDA適格国、気候
変動の緩和と適応に特化したものでした。
脆弱性・紛争・暴力（FCV）は、アフガニスタン、エチオピア、サヘル地域、

イエメンをはじめ、世界各地で拡大しつつあります。ウクライナでは、戦争に
よって人命、家屋、生計手段が失われ、何百万人もの難民が発生し、インフラが
破壊され、復興にかかる費用は既に数千億ドルに上っています。2022年8月現在、
世界銀行グループは緊急支援として130億ドルの資金の動員や移転を行い、内
90億ドル以上は既に実行済みで、ウクライナ政府による重要な行政サービスの	
維持と、人的・経済的インパクトの緩和に充てられています。例えば15億ドルの
世界銀行パッケージ（内10億ドルはIDAからの臨時支援）は、政府職員や学校
職員への賃金の財源となります。このほか、世界銀行グループは、ウクライナか
らの難民を受け入れている国々にも支援を提供しています。
エネルギー価格や食料価格の高騰とヨーロッパで起きている深刻な天然ガス	

不足も、途上国の人々と経済に新たな負担を強いています。食料価格の急騰は、
多くの途上国で政治的・社会的緊張を高め、最貧困層・最脆弱層に壊滅的な打撃
を与える可能性があります。例えば東部・南部アフリカの一部では、約6,600万人
が食料不足や飢餓の危機にさらされています。2022年5月、世界銀行グループ
は食料安全保障危機に対する世界規模の対応への支持を表明し、物価上昇の影響
を緩和し、農産物の生産・供給を強化するために、2023年8月までに最大	
300億ドルを提供する計画を明らかにしました。この内120億ドルは新規プロ
ジェクトに提供されます。こうした対応には以前の食料価格危機の際の経験が生
かされると共に、「一次産品市場の見通し」をはじめとするデータや分析作業も	
活用されています。2022年7月には国際通貨基金（IMF）や国連機関のリーダー
と共に、世界の食料安全保障を改善するためには迅速な行動が不可欠であるとし
て、脆弱層に対する迅速な支援、貿易と国際的な食料供給の促進、農産物の生産
拡大、気候変動対応型農業への投資を呼びかけました。
エネルギー供給の混乱は、特に燃料を輸入に依存する国々の成長を鈍化させて

います。天然ガスの価格上昇や供給不足は肥料の供給と農産物の収穫量に打撃と
なり、電力網の安定を損ない、環境汚染度の高い燃料の使用拡大につながります。
エネルギーの供給量を増やし、貧困国のために安定的な電力アクセスを大幅に	
拡大することが急務ですが、そのためにはクリーン・エネルギーやエネルギー	
効率、電力網・送電網に大規模な新規投資が必要です。ヨーロッパがロシアに	
依存することなくエネルギーを確保できる体制を整えるためには、天然ガス、	
水力、地熱、原子力を利用した発電を大幅に強化し、炭素集約度の低いベース
ロードを提供し、電力網の維持・拡大を図ることが不可欠です。
気候変動と異常気象が各国の経済・社会に与える負担は着実に高まっており、
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その傾向は特に脆弱国で顕著です。世界銀行グループの気候変動行動計画（CCAP、
2021～25年）は、気候変動対策と開発の取組みを一本化し、温室効果ガスの	
排出量削減と気候変動への適応においてインパクトの最も大きなプロジェクトを
特定・策定し、グループ全体で直接融資を拡大することを目指しています。	
同計画の下で、貧困国における地球公共財保護のための多額の資金をグラントの形
で提供する手段が国際社会に提供されます。グリーンボンドや、世界銀行グループ
が2022年3月に世界に先駆けて発行した野生動物保護債券等の革新的な金融	
ツールも拡大していく必要があります。気候変動行動計画では、新たな主要診断
ツールとして「国別気候・開発報告書（CCDR）」が導入されました。2022年	
7月末現在、トルコ、ベトナム、サヘル地域5カ国に関する報告書を発行済みで
す。また、本年次報告では世界銀行の気候変動対策に関する情報開示が大幅に	
拡充されています。
現在の重複する危機がもたらす大きな影響の1つは、政府債務の大幅な増加です。

多くの最貧国では、債務負担がすでに持続不可能な水準に達している、又はその
リスクが高い状況にあります。新たな投資や成長を実現するには、債務の削減に
抜本的に取り組まなければなりません。世界銀行は、IMFやほかのパートナーと
密接に連携しながら、途上国が債務の持続可能性を確保するための重要なステップ
として、透明性、ガバナンス、説明責任の強化を支援しています。公的債権者と
民間債権者に対しては、債務残高を削減する取組みへの迅速かつ全面的な参加を
引き続き呼びかけています。現在の債権国政策では、2022年と2023年に予定さ
れる最貧国から債権国への返済額は、最貧国への開発援助の総額を大幅に上回る
ことになります。世界銀行の「世界開発報告2022」は、相互につながった金融
リスクを軽減し、世界が持続可能で公平な回復に取り組むための政策を分析して
います。
今年は多くの職員がオフィス勤務を再開できたことを嬉しく思います。顔を合

わせたやり取りが、被援助国への質の高い成果の提供や、職員のキャリア構築に
とって重要であることを認識しつつ、今後も職員の健康と福祉を守る勤務形態を
検討していきます。世界銀行グループの反人種差別タスクフォースは、グループ
内と被援助国の両方で、民族差別や人種差別と闘うための重要な活動を続けてい
ます。また、職場文化に関するタスクフォースを通じて、今後もオープンで信頼
できる文化の醸成と、組織全体の多様性と包摂性の向上にも取り組んでいきます。
被援助国に打撃を与えている危機は根深いものの、状況は必ず改善できると	

確信しています。こうした課題に対応するためには職員のイノベーションと献身、
パートナーシップの強み、国際社会の決意が不可欠です。世界銀行グループは、
途上国が困難を乗り越え、より強靱で持続可能な未来を実現できるよう今後も	
支援を惜しまない所存です。

デイビッド・マルパス
世界銀行グループ総裁兼理事会議長

6 世界銀行	年次報告	2022

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35799
https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022


	 総裁からのメッセージ	 7 



世界銀行グループは昨年、パンデミックとウクライナでの戦争という2つの危機
に対応するために、既に実施中の幅広い活動に加え、大規模な支援を提供するよ
う出資国から要請を受けました。これを受け世界銀行グループによる2022年度
の支援は、かつてない規模となりました。内訳は、IBRDとIDAが708億ドル、
IFCが328億ドル（動員資金を含む）、MIGAの保証が49億ドルです。
世界銀行グループは、パンデミックが貧困、保健医療、人間開発・経済開発、福祉

に与える悪影響に途上国やその人々及び企業が引き続き対応できるように、保健	
関連プロジェクトやワクチン調達等の取組みに資金を提供しました。ウクライナで
戦争が勃発すると、その広範な影響にも迅速に対応しました。戦争という新たな
危機がもたらした混乱は、難民や食料安全保障、エネルギーにとどまらず、流通、
外国投資、世界経済に対する信認、財政的圧迫に不透明感をもたらすと共に、	
長期的な悪影響をもたらす恐れがあります。理事会は、貧困の削減と繁栄の共有
という2大目標の達成を目指し、環境に配慮した強靱で包摂的な開発を優先的に
進めるべく、危機対応のための重要な取組みやプログラムについて協議し、承認
を行いました。
とは言え、求められる支援は山積みであり、できることはまだ多くあります。

世界銀行グループはドナー国と連携し、パンデミックに対する予防、備え及び	
対応（PPR）のための金融仲介基金、ウクライナへの特別保証とグラント資金等、
各種の経路を通じて、支援に必要な資金を動員しました。また、現地のステーク
ホルダーと協力しながら、世界銀行グループの気候変動行動計画（CCAP）、	
IFCのグローバル・ヘルス・プラットフォーム、MIGAのコロナ対応ファスト	
トラック・プログラム、世界銀行のコロナ対策のための戦略的な予防・対応プロ
グラム等の重要プログラムを実施すると共に、債務の脆弱性への対応、食料シス
テムの強靱性強化、エネルギー・アクセスと移行を進めています。我々はまた、	
アフガニスタン、ハイチ、スーダン、イエメン等の国々について、人的資本の	
構築、格差の是正、雇用と経済回復の促進のためには、脆弱性と貧困の背景にあ
る主な要因を解消する必要があると訴え続けています。
こうした取組みには莫大な資金が必要となることから、IDA第20次増資

（IDA20）交渉が1年前倒しで開始されました。交渉は2021年12月に妥結し、
930億ドルの増資パッケージについて合意に至りました。これは61年に及ぶIDA
の歴史の中でも最大規模の支援であり、低所得国が世界の直面する複数の危機に

理事会からのメッセージ
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着席（左から右へ）：Katharine	Rechico、カナダ；Koen	Davidse、オランダ（共同筆頭理事）；
Monica	E.	Medina、ペルー；Abdulmuhsen	Saad	Alkhalaf、サウジアラビア；Merza	Hussain	
Hasan、クウェート（筆頭理事）；Matteo	Bugamelli、イタリア；Nigel	Ray、オーストラリア；
Lene	Lind、ノルウェー；Richard	Hugh	Montgomery、英国；Rajesh	Khullar、インド
起立（左から右へ）：Alphonse	Ibi	Kouagou、ベナン；Katarzyna	Zajdel-Kurowska、ポーランド；
Roman	Marshavin、ロシア連邦；Mohd	Hassan	Ahmad、マレーシア；Abdelhak	Bedjaoui、
アルジェリア；宮原隆、日本；Adriana	Kugler、米国；Arnaud	Buissé、フランス；Eva	Valle	
Maestro、スペイン；Hayrettin	Demircan、トルコ（世界銀行/IFC理事兼MIGA理事代理）；
Michael	Krake、ドイツ；Taufila	Nyamadzabo、ボツワナ；Erivaldo	Gomes、ブラジル；
Armando	Manuel、アンゴラ；Junhong	Chang、中国

対応し、環境に配慮した強靱で包摂的な未来を築くために活用されます。ドナー
国はIDA投票権の見直しについても合意し、投票権の枠組みに大幅な修正が加え
られました。これにより、ドナー間の公平性が確保され、被援助国の投票権が	
保護・強化されます。
2021年の年次総会と2022年の春季会合では、開発委員会が世界銀行に対し、

差し迫った食料安全保障と社会的保護のニーズへの各国の対応、ワクチンの製造・
配布、診断と治療薬への投資、保健システム強化、債務の持続可能性と透明性の
各項目への支援継続と共に、CCAPに基づいた自然資本と生物多様性の保全、	
デジタル化の推進、民間資金のさらなる動員に加え、IMFとの協力による環境に
配慮した強靱で包摂的な回復に向け、取組みを調整し、各国の方向付けを図るよ
う要請しました。また、こうした目標の達成を目指すと共に、引き続き極度の	
貧困の撲滅と繁栄の共有の促進という2大目標に重点的に取り組み、各国による
持続可能な開発目標（SDGs）の達成を支援するよう求めました。
理事会は、世界銀行グループのマネジメント・チームと職員が今年、職員で構成

されるタスクフォースからの提言を受けて、人種間の不平等と職場文化の問題に
対処するために実施した重要な活動を強く支持します。同時に、オフィスワークと
リモートワークを組み合わせたハイブリッドな勤務形態に移行する中で、こうし
た改善が実現したことを歓迎します。また2022年度には、今回のパンデミック
が始まって以来初めて、被援助国を訪問し、世界銀行グループの取組みの成果を
現地で直接確認することができました。
この稀にみる困難な時期にあっても、理事会を含め、組織のあらゆる部門で	

世界銀行グループの使命に献身的かつ精力的に取り組んでいる職員に心から感謝
します。また、長期に及んだ在宅勤務の期間を経て、職員がオフィスでの勤務を
安全に再開できるよう粘り強く職務にあたってくれた緊急時対応チームにも深く
感謝します。
現在、世界はいくつもの危機に見舞われていますが、世界銀行グループは世界

中の国やその人々が人的課題や経済的課題に挑み、開発を進展させることができ
るよう支援していきます。
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重複する世界的危機の中での途上国支援
世界では今、武力紛争が続き、強制移動が広がりつつあります。ウクライナで

の戦争が短期間のうちにヨーロッパで、第二次世界大戦以来最悪の難民危機を	
発生させ、世界の食料安全保障、エネルギー市場、一次産品価格に深刻な打撃を
与えています。その結果、アフガニスタン、エチオピア、サヘル地域、イエメン
等、世界各地で脆弱性や紛争の影響が拡大しています。しかもこうした事態は、
各国が、コロナ危機による保健、経済、社会への悪影響や、気候変動による長期的
リスクへの対応になおも追われている最中に起きたのです。
世界全体でみると、感染症危機により、極度の貧困層の数が20年以上の間で初

めて増加に転じました。多くの国で、教育、保健、栄養、ジェンダー平等の分野
で達成された開発成果の一部が失われ、貧困層や不利な立場にある人々をさらに
厳しい状況に追いやろうとしています。最貧国の多くが高いインフレ率、不十分
な雇用、食料不安、気候変動への適応コスト等の問題に直面していますが、その
内の多くは危機を乗り越え、回復へと舵を切るために必要な資金を確保できてい
ません。低所得国の約60％はすでに過剰債務の状態にあるか、そのリスクを抱え
ているからです。世界銀行は、各国がこうした危機を乗り越えられるように、	
データと分析、政策助言、技術協力、柔軟な融資を通じて短期的ニーズに応える
と共に、環境に配慮した強靱で包摂的な回復と開発を支援しています。
2022年4月、世界銀行は、ウクライナでの戦争が地域や世界に及ぼす影響を	

見極め、各国の対応を支援するために世界銀行が提供している分析活動と融資を
まとめたロードマップ「ウクライナでの戦争がもたらした世界規模の影響に対す
る世界銀行グループの対応」を発表しました。2022年6月現在、世界銀行は、	
ウクライナがこの戦争による広範な人的・経済的影響を緩和できるよう動員した
資金は約68億ドルに上りました。ここには政府による基本的な行政サービスの	
維持、医療や年金、公務員の給与の財源確保のための迅速な融資が含まれます。
こうした支援は世界銀行自らの資金のほか、グラントや保証、開発パートナーか
らのパラレル融資といった形で提供されています。
しかし、戦争の影響はウクライナにとどまらず、はるかに広範囲にわたり及ん

でいます。貿易、生産、消費のパターンが世界規模で変化し、食料価格の記録的
な高騰を誘発しました。世界銀行は、2008年の世界食料価格危機に対応した経験
を生かして、食料安全保障に対する世界規模の包括的対応を支援すると同時に、
農業、栄養、社会的保護、水、灌漑分野の実行中又は新規のプロジェクトに最大
300億ドルを提供し、途上国が危機的状況にあっても必要な食料を確保できるよ
う継続して支援していきます（詳細は47ページ参照）。
ウクライナでの戦争は、エネルギー価格にもただちに影響を及ぼしました。	

各国はエネルギー供給を増やし、人々に安定したエネルギー・アクセスを確保す
るだけでなく、化石燃料への依存度を下げていく必要もあります。世界銀行はこ
の5年間に、クリーン・エネルギーと再生可能エネルギー分野のプロジェクトに
総額86億ドルを提供すると表明し、約8,000万人に新規又は改善された電力への
アクセスを提供しました。さらに、途上国が増大するエネルギー需要に応え、	
経済成長を支え、雇用を創出できるよう、様々なクリーン・エネルギーへの移行
も支援しています。コロナ危機、そして現在では戦争がエネルギーの価格と供給
に悪影響を与えていることから、こうした課題への対応はかつてないほど急務と
なっています（詳細は54ページ参照）。
2030年には、極度の貧困層の最大3分の2が、脆弱性・紛争・暴力（FCV）の

影響を受ける国々に集中すると予測されています。このところの紛争や脆弱性の
高まりは、状況が急転し、何百万人もの人々が移住を迫られ、開発の成果が失わ
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れる可能性のあることを明確に示しています。2022年度、世界銀行はFCVの	
影響を受ける国々に対し、IDA第19次増資（IDA19）から163億ドルの支援を
承認しました。また2021年12月に承認されたIDA第20次増資（IDA20）では、
こうした国々に300億ドル以上を配分しています。また、困難な状況に効果的か
つ迅速に対応するために、人道支援組織とのパートナーシップを強化しています
（詳細は48ページ参照）。

こうした危機は、気候変動の長期的なリスクをさらに増幅させました。気候変動
により、2030年までに最大1億3,200万人が新たに極度の貧困に陥り、2050年
までに途上国で2億1,600万人以上が移住を強いられると予測されています。世界
銀行は支援の強化に引き続き取り組んでおり、2022年度に262億ドルの気候変動
対策資金を途上国に提供しました。気候変動への適応策に対する支援は、過去最
高の129億ドルに上りました。また、2021～25年を対象とする気候変動行動計画
（CCAP）に基づき、新たに導入した「Country	Climate	and	Development	
Reports	(CCDR)（国別気候・開発報告書）」を通じて、気候対策と開発の取組み
の一本化を図っています。その一環として、全ての資金をパリ協定に沿って提供
すると共に、気候変動対策資金が世界銀行グループによる支援全体に占める割合
を年間平均で35％まで引き上げ、世界の二酸化炭素排出量の90％を占める主要
セクターを対象とした取組みを重点的に進めています（詳細は52ページ参照）。
世界銀行は、途上国が、重複して発生したこれらの危機を乗り越えられるよう

支援しています。2020年4月から2022年3月の間に展開した過去最大規模の	
危機対応では、コロナ危機がもたらした広範な影響との闘いに総額2,000億ドル
以上を提供すると表明しました。ここにはIDAが最貧国に提供する730億ドル以
上の資金が含まれます。さらに直近のIDA第20次増資（IDA20）では、2025年
までを対象期間として、最貧国の増大するニーズに対応するために930億ドルを
確保しました。
さらに、低・中所得国に打撃を与えている危機に対応するため、2022年4月か

ら2023年6月までの期間に最大1,700億ドルを迅速に提供します。世界銀行グ
ループは、途上国が環境に配慮した強靱で包摂的な回復と開発を達成し、貧困	
削減と繁栄の共有に向けて再び持続可能な発展の軌道に乗ることができるよう、
各国への支援に引き続き力を注いでいきます。
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世界銀行グループは、途上国に知識と資金を提供する世界最大規模の援助�
機関であり、貧困の撲滅、繁栄の共有促進、持続可能な成長と開発の推進と
いう目的を共有する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極めて譲許的な条件で資金を
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、�
融資、保証、直接投資、アドバイザリー・サービス、プロジェクト開発
サービスを提供すると共に、ほかの投資家から追加資金を動員

◆ �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証や信用補完を提供

◆ �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
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世界銀行グループによる支援

表1：
世界銀行グループの承認額、実行額、総引受額
年度別 単位：100万ドル

2018 2019 2020 2021 2022

世界銀行グループ
承認額a 74,265 68,105 83,547 98,830 104,370
実行額b 45,724 49,395 54,367 60,596 67,041

IBRD
承認額c 23,002 23,191 27,976	 30,523 33,072
実行額 17,389 20,182 20,238	 23,691 28,168

IDA
承認額c,d 24,010 21,932 30,365 36,028 37,727
実行額 14,383  17,549 21,179d 22,921d 21,214d

IFC
承認額e 19,027 14,684 17,604 20,669 22,229
実行額 11,149 9,074 10,518	 11,438 13,198

MIGA
総引受額 5,251 5,548 3,961	 5,199 4,935

被援助国実施信託基金
承認額 2,976 2,749 3,641	 6,411 6,407
実行額 2,803 2,590 2,433	 2,546 4,461

a.	IBRD、IDA、IFC、被援助国実施信託基金（RETF）の承認額、並びにMIGAの引受総額を含む。
RETFの承認額は、被援助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.	同年度中の承認額に係る契約終了・解除の全額を控除した後の金額。
d.	IDA-IFC-MIGA民間セクター・ウィンドウ（PSW）の活動を除く承認額と実行額。
e.	IFC自己勘定の長期コミットメント及び短期投融資コミットメントを含むが、ほかの投資家から

動員した資金は含まない。
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世界各地での活動
2022年度、世界銀行グループはデータの収集や綿密な分析、各種調査を実施すると共に、
途上国が必要とする資金を提供しました。また政府や民間セクターをはじめとする各種 
機関との連携の下、危機が重複し、脆弱性が高まる中で、途上国が緊急のニーズに対応し、
強靱性を強化できるよう支援しました。

世界銀行グループ

ラテンアメリカ・カリブ海地域

174億ドル

加盟国の政府・民間企業に対する融資、グラント、直接投資、
保証等の支援総額

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。2022年度、IFCは各地域を構成する国を変更した。
地域別の総額の内、IFCに係る部分は、IFCの国別コミット 
メントを世界銀行の地域分類に合わせて再集計している。

総額
1,044億ドル



ヨーロッパ・中央アジア地域

153億ドル
東アジア・太平洋地域

127億ドル

アフリカ地域

135億ドル

中東・北アフリカ地域

67億ドル

385億ドル

南アジア地域
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世界銀行は140を超える国々で様々な取組みを進めてい
ます。被援助国、特に脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響
を受ける国々の現場で存在感を高めつつ、現地の政府や
その他のパートナーとこれまで以上に効果的かつ効率的
に連携しています。2022年6月現在、国別担当局長・	
マネージャーの99％、職員の48％が、世界銀行が定義
する7つの地域でそれぞれの任務にあたっています。

地域別取組み
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東部・南部アフリカ地域

東部・南部アフリカ地域の成長率は、2021年の4.1％から2022年は3.1％に
減速し、2023年には3.4％、2024年には3.8％になると予測されます。2022年
の成長鈍化は、短期的な逆風、世界経済の減速、感染症危機の長引く影響、	
インフレ率上昇、持続不可能な水準まで膨らんだ公的債務に連動した金融リスク
の高まり、進行するサプライチェーンの混乱、ウクライナでの戦争等の影響によ
るものです。
域内でも国によって回復の状況は大きく異なります。2大経済大国のアンゴラと

南アフリカでは景気低迷が続いています。南アフリカは、一次産品価格の上昇か
ら恩恵を受けているものの、構造的な問題からの回復は進んでおらず、2022年
の成長率は2.8％ポイント低下するとみられます。アンゴラでは、原油価格の高騰
や好調な非石油セクター等を追い風に、成長率は2.7％ポイントの上昇が見込まれ
ます。地域全体でみると、金属・鉱物の輸出国では有利な交易条件がプラス材料
となり、2022～24年の成長率は4.8％となる見込みです。一方、資源の乏しい
国々では、一次産品価格の上昇がマイナスに働き、地域全体の成長率を押し下げ
るとみられます。

世界銀行の支援
2022年度、世界銀行は東部・南部アフリカ地域の100件のプロジェクトに対し、

182億ドルの支援を承認しました。その内訳は、IBRDの承認額が29億ドル、
IDAの承認額が153億ドルでした。5カ国に提供した有償助言サービスからの	
収益は700万ドルでした。
世界銀行は、途上国が感染症危機の影響に対応し、コロナ・ワクチンを迅速に

供給できるよう支援すると同時に、エネルギー網、交通網、デジタル・ネット	
ワークの強化、貿易と域内バリューチェーンの促進、女性のスキル向上とエン	
パワーメントによる人的資本開発、そして気候変動、食料安全保障、水不足に対す
る強靱性の強化を支援しています。また、サヘル地域、大湖地域、「アフリカの角」
地域等の脆弱地域では、他のパートナーと協力しながら国境を越えたアプローチ
を支援しています。

生命、生計、人的資本の保護
世界銀行はパンデミックが始まったとき、人的資本の損失を食い止め、最貧	

困層・最脆弱層を感染症危機による最悪の影響から守るために速やかに行動を起
こしました。域内諸国の感染症対策を支援するために承認した支援は総額131億
ドルに上り、その内40億ドルを2022年度に提供しました。このほか、20カ国
に総額29億ドルを提供し、ワクチンの購入と配布、保管と低温物流の拡大、追跡
システムの開発、保健従事者の研修、市民とコミュニティの参加促進、保健シス
テムの強化も支援しています。
世界銀行は、包摂的で持続可能な回復を目指し、引き続き質の高い保健サービス

と教育へのアクセス確保に重点的に取り組んでいます。ザンビアでは、1億5,500万
ドルの緊急保健サービス提供プロジェクトを通じて、公衆衛生サービスの提供を
最前線で支援することにより、感染症危機が保健や人間開発に与える影響を緩和
し、人々の生計や栄養、長期的な人的資本の成果を脅かすことのないよう取り組
んでいます。タンザニアでは、5億ドルの成果連動型プログラムを通じて、幼稚

表2：東部・南部アフリカ地域
地域への融資承認額と融資実行額 ― 2020～22年度

融資承認額（単位：100万ドル） 融資実行額（単位：100万ドル）
2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度

IBRD 1,716 1,525 2,907 932 325 2,441
IDA 9,581 14,089	 15,266 7,904 8,081 7,133

実行中プロジェクトのポートフォリオ：641億ドル（2022年6月30日現在）
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園と初等学校の安全性と包摂性を高め、子供に十分配慮し、教師の能力を向上さ
せることにより、1,200万人以上の子供に恩恵をもたらすことを目指しています。
マラウイでは、1億ドルのプロジェクトを通じて、技術・起業・職業関連の訓練・
研修を提供するプログラムへのアクセスを、女子生徒を優先対象として拡大して
います。

雇用創出と女性の経済的エンパワーメントの促進
世界銀行は、域内諸国の強靱な回復に向けて、各国の構造改革を支援し、生産

性、雇用創出、事業環境を改善し、社会的保護システムがショックに対応できる
よう強靱性の強化を図っています。ウガンダでは、2億ドルのプロジェクトを	
通じて成長回廊への投資を促進し、製造・輸出分野の中小企業が流動性の制約に
対応できるよう支援しています。これにより、パンデミックが民間セクター投資
や雇用に及ぼす悪影響を緩和し、難民や受入コミュニティにとっての機会を含む
新たな経済機会の創出に貢献します。ケニアでは、25万社超の中小企業を対象と
する金融アクセス・企業回復支援プロジェクトが、イノベーションを促進し、	
マイクロ・ファイナンス機関や地域の貯蓄協同組合、デジタル・チャネルを通じて
流動性を提供し、貸付リスクの顕在化を回避することで、若者や女性が経営する
ものを含めた企業の資金調達機会を拡大しています。
ブルンジでは、世界銀行グループが社会的セーフティネット・プログラムの拡

大・管理を改善し、最脆弱層が雇用機会にアクセスできるようにするキャッシュ・
フォー・ジョブズ・プロジェクトを支援しています。また、雇用の創出や社会的
保護の拡充のほか、国の社会的保護システムへの難民とコミュニティの統合にも
取り組んでいます。

包摂的な成長とネットワークの強化
東部・南部アフリカ地域では、エネルギー網やモバイル通信網へのアクセスに

依然として大きなばらつきがあり、都市部と農村部では歴然たる格差が存在しま
す。そこで世界銀行は、域内諸国がエネルギー・インフラやモバイル通信インフラ
の強化・効率化に投資できるよう支援しています。ソマリアでは、電力回復プロ
ジェクトを通じて、100万世帯以上（約700万人。内、半数は女性）を対象に、	
クリーンで安価な電力へのアクセスを改善すると共に、200以上の医療施設と
400近い学校に電力を供給することで、保健・教育サービスの拡充にも貢献する
見込みです。
ルワンダでは、ブロードバンド・アクセス拡大とデジタル・イノベーション促

進を図るデジタル化加速プロジェクトを通じて、25万世帯が多機能情報端末を入
手できるよう支援すると共に、300万人を対象に基礎的なデジタル・リテラシー
研修を実施し、さらにデジタル分野で少なくとも300社の新興企業に資金を	
提供しています。このほか、国民の75％に新しくデジタル身分証明書を発行する
など、政府が行政サービスのリモート化を安全に進められるよう支援しています。	
モザンビークでは、3億ドルのプロジェクトを通じて、農村部や脆弱地域の	
エネルギー・アクセスとブロードバンド・サービスへのアクセスの拡大を図ると
共に、国内の公営電気事業を強化し、環境負荷の少ないクリーン・クッキングの
普及に努めています。

図1：東部・南部アフリカ地域
IBRD・IDAのセクター別融資 ― 2022年度
総額182億ドルに占める割合

水・衛生・廃棄物処理 農業・漁業・林業9% 11%

行政 18%

運輸 8%

社会的保護 12%

情報通信技術 3%

教育6%

エネルギー・採取産業11%

金融セクター5%

保健13%

産業・貿易・サービス4%
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気候変動リスクと食料・水不足対策
東部・南部アフリカ地域では、気候変動がもたらす課題が一段と深刻化してい

ます。さらに食料・水不足が貧困をますます深刻化させ、人的資本分野の進捗を
帳消しにしています。そこで我々は、気候変動行動計画（CCAP）に沿って、	
域内諸国が包摂的で持続可能な食料・水道システムを構築できるよう支援してい
ます。アンゴラでは異常気象が猛威を振るい、人々の健康と経済の安定を脅かし
ているため、水供給体制の改善と水資源管理の強化を目指す3億ドルのプロジェ
クトを通じて、気候変動への強靱性強化を図っています。
南スーダンは、相次ぐ大洪水によって壊滅的な打撃をこうむってきました。	

コミュニティ強靱性強化・現地ガバナンス・プロジェクトの第2フェーズでは、
現地コミュニティが電力、清潔な水、保健医療、教育等の必要不可欠なサービス
を提供できるよう支援すると共に、異常気象の予測精度を高め適切な対応を実施
できるよう、国・地方レベルの総合的な防災システムを開発中です。
世界銀行はまた、世界初の取組みとして野生動物保護債券を発行し、南アフリカ

において絶滅危惧種であるクロサイの保護活動を支援しています。通称「ライノ
ボンド（サイ債券）」と呼ばれる本債券は、期間5年、総額1億5,000万ドルの	
サステナブル・ディベロップメント・ボンド（持続可能な開発を支える世銀債）
であり、アドゥ・エレファント国立公園とグレートフィッシュリバー自然保護区
に生息するクロサイの保護と個体数増加に貢献します。

表3：東部・南部アフリカ地域
地域概要
指標 2000年 2010年 現状a 傾向
総人口（100万人） 398 518 695

人口増加率（年率、％） 2.6 2.7 2.6
1人あたり国民総所得（GNI）	
（アトラス方式、現在の米ドル） 667 1,449 1,476

1人あたり国内総生産（GDP）成長率（年率、％） 0.7 2.3 1.7

1日1.90ドル未満で生活している人口（100万人） 228 245 288

平均寿命、女性（歳） 53 60 67

平均寿命、男性（歳） 49 57 62

二酸化炭素排出量（100万トン） 356 530 603
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、％） 57.3 47.3 43.6

財及びサービスの輸出額及び第1次所得に対する
債務の割合 12 6 25

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） 85 86 87

不安定な雇用形態（総雇用数に占める割合、％）	
（モデルに基づくILO推定） 75 74 70

出生児1,000人あたりの5歳未満児死亡率 138 86 58
初等教育修了率	
（修了者が該当年齢層に占める割合、％）b 54 68 70

個人のインターネット普及率（人口に占める割合、％） 1 5 27

電力を利用できる人（人口に占める割合、％） 20 28 46
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、％） 65 63 61

基礎的な衛生サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 23 27 31

基礎的な飲料水サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 41 50 60

注：ILO＝国際労働機関；PPP＝購買力平価
a.	2015～21年までの最新データ。それ以降のデータについてはhttp://data.worldbank.orgをご参照ください。
b.	サブサハラ・アフリカ地域の全ての低・中所得国のデータを含む。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。
www.worldbank.org/en/region/afr/eastern-and-southern-africa
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道路整備による生活の改善（マダガスカル）
マダガスカルでは、国道44号線がアンバトンドラザカの米作地帯とアラオトラ・

マンゴロ地域の主要道路網を結ぶ唯一の道路です。ところがこの道路は長年にわ
たり劣悪な状態にあったため、近隣コミュニティの農業生産性と成長の可能性が
阻害されていました。路上で立ち往生したトラックは格好の襲撃対象となるため、
市場に行くことは危険と困難を伴いました。
マダガスカルは、道路網の整備が世界で最も遅れている国の1つです。道路密

度は100平方キロメートルあたり5.4キロメートルにすぎず、農村部では道路を
利用できない人の数が約1,700万人に上っています。ほとんどの道路は劣悪で、
サイクロンから大きな被害を受けやすい状態にあります。世界銀行は1億4,000万
ドルの農村生計接続性改善プロジェクトを通じて、国道44号線と国道12A号線
の全長148キロメートルの区間、2つの橋、及び全長500キロメートルのコミュ
ニティ道路の修復を支援し、近隣の村へのラスト・ワンマイルのアクセスを確保
できるよう支援しています。また、幹線道路沿いにデジタル情報キオスクを設置
し、農業従事者が市場の価格や需要をリアルタイムで把握できるよう支援してい
ます。物理的なアクセスとデジタル・アクセスの両方を改善することで、農村	
コミュニティは商品を最適なタイミングで販売できるようになるはずです。
国道44号線の40キロメートルの区間が完成したことで、農業従事者は地域の

中心地であるアンバトンドラザカを気軽に訪れ、農産物をこれまでより高い価格
で販売できるようになりました。国道44号線と国道12A号線の工事が完了すれ
ば、60万人が恩恵を受け、移動時間は最大で3分の1に短縮される見込みです。
また、125の学校と45の保健センターへの道路アクセスも改善され、ライチ等の
主要農産物の生産量が2倍以上に増えると期待されています。
世界銀行は、マダガスカル政府が運輸セクターの発展に長期的に取り組めるよ

う支援しています。最脆弱コミュニティや食料不足の危機に瀕する人々に集中的
に投資することで、インフラやネットワークへの重要なアクセスを提供すると同
時に、異常気象に対する強靱性を強化しています。

プロジェクト紹介
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西部・中央アフリカ地域

西部・中央アフリカ地域では、2022年に4.2％、2023年に4.6％の成長が	
予測されています。域内諸国はウクライナでの戦争、特に小麦やエネルギーなど
一次産品価格の世界的高騰により大きな影響を受けています。ロシアとウクライナ
は、この地域の貿易、投資、送金、移住での直接的な関係は限られていますが、
穀物の大部分を両国からの輸入に頼っているカメルーンやガンビアはさらなる	
打撃を受ける可能性があります。
この新たな難局が感染症危機に重なる中、域内統合がアフリカの回復にとって

いかに重要かが浮き彫りになっています。域内統合は、疾病監視や対応計画、	
域内貿易、脆弱性・紛争・暴力（FCV）、民間セクターの回復等、様々な分野にお
いてほかの域内諸国との連携を強化するために役立つ可能性があるからです。	
世界銀行グループは、アフリカの包摂的で持続可能な開発を支援する戦略的枠組み
「アジェンダ2063」に沿って、域内協力や域内統合に関するパートナーシップの
拡大に力を注いでおり、そのための施策としてアフリカ大陸自由貿易圏、デジタル
統合とエネルギー統合、貿易促進等の旗艦プロジェクトを展開しています。

世界銀行の支援
2022年度、世界銀行は西部・中央アフリカ地域の92件のプロジェクトに対し、

126億ドルの支援を承認しました。その内訳は、IBRDの承認額が3億8,600万ドル、
IDAの承認額が122億ドルでした。こうした資金の半分以上が、FCVの影響を受
ける国々に提供されました。また、2022年度は142件の助言・分析サービスを
提供しました。
世界銀行は、経済的打撃を受けている国や感染症危機からの回復を図る国を	

支援するため、ガバナンスの強化、雇用創出と経済改革の推進、人的資本の改善、
女性のエンパワーメント、気候変動への強靱性強化に取り組んでいます。また、
保健分野に投資し、域内の最脆弱層へのセーフティネット拡大により、域内諸国
の回復を支援しています。

ガバナンスとサービス提供の強化
世界銀行は域内諸国との連携の下、マクロ経済の脆弱性と債務の持続可能性に

対応すると共に、各国の組織・制度や政府機能の強化、サービス提供の拡充、	
デジタル機会の促進、市民参加の支援を進めています。ブルキナファソでは、	
政府が新たな法的枠組みを導入し、公的債務の報告を見直すことで、債務の透明
性と管理を向上させ、地方分権のあり方を管理できるよう支援しました。また、
42万人以上の国内避難民に生活必需品を提供すると共に、国内の治安情勢悪化や
感染症危機の影響を、脆弱層を中心に緩和するため自治体の機能を強化しました。
世界銀行は、2026年までに電力アクセス率を50％から64％に、2024年まで

にインターネット接続率を30％から43％に引き上げるという地域目標の達成も
支援しています。モーリタニアでは、ブロードバンド・ネットワークの普及と	
通信サービスのコスト削減を目指すプログラムを支援しました。また、モバイル・
インターネット接続の改善のため、国によって1,700キロメートルの光ファイバー・
ケーブルが敷設されました。

表4：西部・中央アフリカ地域
地域への融資承認額と融資実行額 ― 2020～22年度

融資承認額（単位：100万ドル） 融資実行額（単位：100万ドル）
2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度

IBRD 9 500 386 155 132 261
IDA 9,514 10,955 12,213 5,469 6,045 6,544

実行中プロジェクトのポートフォリオ：503億ドル（2022年6月30日現在）
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雇用の量と質の向上
世界銀行グループは域内諸国との連携により、基幹インフラの整備、民間	

セクター投資の促進、さらなる雇用の創出に取り組んでいます。例えば5億3,800万
ドルのカメルーン／チャド間輸送道路プロジェクトは、インフラの改善を通じた
域内の接続性強化と市場アクセスの拡大により、約1,200万人への便益提供を	
目指しています。
コンゴ共和国では、脆弱層の若者約5,500人（内44％は女性）が主要セクター

で仕事を獲得するための研修を受け、スキルを習得できるよう支援しました。	
トーゴでは、極度の貧困状態にある200の農村コミュニティで1万4,000人超の
若者を支援するために、短期雇用を提供し、零細企業経営者向けの研修、所得	
創出活動を実施しました。セネガルでは、技術教育、職業教育、研修制度を強化
し、9万人近くの若者が主要セクターでの仕事に就けるよう支援しました。さらに
リベリアでは、1万人以上の若者（内、半数は女性）を対象に、技能・ビジネス
研修を実施し、農具や関連物資を入手できるよう支援しました。

人的資本の強化と人命の保護
貧困や格差を克服する上で、教育は極めて重要な役割を果たします。世界銀行

は2021年12月に発行した「サヘル教育白書」の中で、地域の学習危機への対応
における主要な目標を明らかにしました。サヘル5カ国の首脳は、白書の内容を
もとに、学習の質の向上、女子の中等教育へのアクセス改善、若年層の基礎的	
技能と識字率の向上を目的とする改革を重点的に実施することで合意しました。
2022年6月にはガーナでの閣僚級会合にて、40人を超える財務・教育大臣が	
地域教育戦略を承認し、教育分野の成果を向上させるために改革を拡大し、地域
連合を立ち上げるよう呼びかける共同声明を発表しました。
またガーナでは、今回の感染症危機にあたり、450万人の生徒が遠隔授業を受

けられるよう支援したほか、580万人以上の子供に衛生キットを配布し、学校	
給食を毎日提供しました。アフリカ地域全体では、開発インパクトを高める	
アフリカ高等教育研究センター・プロジェクトにより、1万4,000人以上の学生
（内30％以上は女性）の進学を支援し、大学院教育を大幅に拡大したほか、2,000
を超えるインターンシップの機会を提供しました。
世界銀行は、域内諸国が感染症危機の予防と保健システムを強化できるよう	

迅速に行動し、2022年度は域内諸国のワクチン摂取を支援するために総額	
9億2,600万ドルを提供しました。モーリタニアでは、国立公衆衛生緊急オペレー
ション・センターの始動、個人防護具や、患者を特定し接触者を追跡するツール
の提供、基礎的保健サービスの維持を支援したほか、医薬品やワクチンを提供し
ました。ナイジェリアでは、ポリオ撲滅に向けた取組みを支援した結果、2021年
9月に世界保健機関（WHO）によりポリオ根絶が認定されました。

図2：西部・中央アフリカ地域
IBRD・IDAのセクター別融資	― 2022年度
総額126億ドルに占める割合
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気候変動に対する強靱性の強化
西部・中央アフリカ地域では、脆弱性、高い貧困率、気候変動、環境破壊、	

生産性の低い農業等の構造的な課題ゆえに、食料不足のリスクが高まっています。
ウクライナでの戦争により、最大1,000万人が新たに食料不足に陥る可能性があ
ります。世界銀行はこうした差し迫った懸念に対応するため、3億3,000万ドル
の地域食料システム強靱化プロジェクトや、ブルキナファソ、カメルーン、	
モーリタニア、ニジェールの食料緊急対応プロジェクトを支援しています。
世界銀行は、各国が気候変動のもたらす衝撃を吸収し、変化に適応し、シス	

テムを効果的に変革できるように、引き続き支援を提供しています。サヘルと	
西アフリカで実施されているセクター横断的なプログラムであるグレート・グリーン・
ウォール・イニシアティブでは、乾燥と砂漠化が進む160万ヘクタール以上の	
土地の回復を促進し、この10年間で累計1,700万人以上が恩恵を享受しました。	
ナイジェリアでは、侵食・流域管理プロジェクトを通じて、18万5,000人の地方
自治体職員と地域住民を対象に、土地劣化の管理、土壌と水の保全、貯水池管理
計画、持続可能な農法、廃棄物処理、取水に関する研修を実施しました。また、
ナイジェリア政府によるアフリカ初のグリーンボンド発行を支援し2017年に
3,000万ドル、2019年に4,100万ドルが調達されました。

表5：西部・中央アフリカ地域
地域概要
指標 2000年 2010年 現状a 傾向
総人口（100万人） 267 351 471

人口増加率（年率、％） 2.7 2.8 2.6
1人あたり国民総所得（GNI）	
（アトラス方式、現在の米ドル） 456 1,576 1,729

1人あたり国内総生産（GDP）成長率（年率、％） 1.0 4.1 1.2

1日1.90ドル未満で生活している人口（100万人） 156 148 136

平均寿命、女性（歳） 50 55 60

平均寿命、男性（歳） 48 53 57

二酸化炭素排出量（100万トン） 142 165 221
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、％） 58.6 42.2 30.5

財及びサービスの輸出額及び第1次所得に対する
債務の割合 11 3 12

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） 84 84 81

不安定な雇用形態（総雇用数に占める割合、％）	
（モデルに基づくILO推定） 86 82 79

出生児1,000人あたりの5歳未満児死亡率 169 121 94
初等教育修了率	
（修了者が該当年齢層に占める割合、％）b 54 68 70

個人のインターネット普及率	
（人口に占める割合、％） 0 7 34

電力を利用できる人（人口に占める割合、％） 34 42 52
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、％） 83 81 77

基礎的な衛生水サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 22 28 35

基礎的な飲料水サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 50 61 72

注：ILO＝国際労働機関；PPP＝購買力平価
a.	2015～21年までの最新データ。それ以降のデータについてはhttp://data.worldbank.org	をご参照ください。
b.サブサハラ・アフリカ地域の全ての低・中所得国のデータを含む。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。
www.worldbank.org/en/region/afr/western-and-central-africa
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コロナ・ワクチン配布の支援（カーボベルデ）
西アフリカの沖合500キロメートルにあるカーボベルデは、10の島からなる	

群島国家です。コロナの感染者が確認されると、政府は感染拡大を防ぐために	
出入国を禁止しました。しかし、この決定は国民の生活と生計に甚大な打撃を	
与え、経済成長の大きな原動力となっていた観光業が突然停止したことで、多く
の人が仕事を失いました。
2021年初頭にはワクチンの登場によって希望が見え始めましたが、カーボベルデ

は国土が細分化されているため、40万人超の対象者にワクチン接種を進めること
は容易ではありませんでした。ワクチン需要が急増した2021年3月、政府は	
世界銀行グループや二国間・多国間パートナーの助けを得て、ワクチンの供給を
開始しました。世界銀行などからの国際的な支援によってワクチンの供給量が増
えたことから、ワクチン接種キャンペーンは2021年末に向けて迅速に展開され
ました。世界銀行が2021年2月以降、IDAを通じてワクチンの調達・配布のた
めにカーボベルデに提供した支援は1,500万ドルに上ります。
政府はまた、世界銀行の支援を得て、デジタル形式のヘルスパス「NhaCard」

を導入しました。これはコロナの検査結果提示や、ワクチン接種済みの証明に役
立つと共に、遠隔治療等の保健医療サービスの利用を可能にします。2021年7月
のヘルスパス導入に伴い、イベントやコンサート、レストラン、バー、長距離	
フライトの利用時にはワクチンの接種証明提示が義務付けられました。現在、	
ヘルスパスはヨーロッパの全ての国で認知されており、カーボベルデが観光客の
受入れを再開する上でも不可欠になっています。
強力な保健システムと確実なワクチン供給戦略が功を奏し、カーボベルデは	

コロナ対応とワクチン接種キャンペーンにおける模範例になりました。現在、国内
の成人の70％以上がワクチン接種を完了しており、セーシェルとモーリシャスに
次いで、サブサハラ・アフリカ地域で3番目に高いワクチン接種率を誇っています。

プロジェクト紹介
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東アジア・太平洋地域

2022年初頭、東アジア・太平洋地域はコロナ危機の克服も近いと思われてい
ました。ところが、ウクライナでの戦争が、一次産品の供給混乱、金融逼迫、	
グローバル経済の成長鈍化をもたらしました。感染症危機の影響、利上げによる
金融引締め、コロナの流行が再燃した中国での景気減速等のリスクに追い打ちを
かけた形です。
域内諸国の中でも、一部の大国はこうした打撃に耐えることができましたが、

ほとんどの国が経済活動に大きな影響をこうむりました。2022年の域内成長率
は、2021年10月には5.4％と予測されていましたが、現在は4.4％に下方修正
されています。世界情勢がさらに悪化する中、各国が十分な政策対応を取らなけ
れば、成長率は4.0％まで下がり、2022年には新たに600万人が1日5.50ドル
未満で生活する貧困状態に陥る恐れがあります。それでも、財政、健全性、貿易、
イノベーションの分野で大胆な政策改革を実行すれば、各国はこうしたリスクを
軽減し、新たなチャンスをつかむことも可能になります。

世界銀行の支援
2022年度、世界銀行は東アジア・太平洋地域の62件のプロジェクトに対し、

72億ドルの支援を承認しました。その内訳は、IBRDの承認額が55億ドル、IDA
の承認額が17億ドルでした。また、2カ国と有償助言サービス協定を締結し、そ
の総額は300万ドルに上りました。
東アジア・太平洋地域における世界銀行の活動には、大きく4つの重点分野が

あります。経済回復、人的資本とイノベーション、強靱なインフラ、そして持続
可能性です。パンデミックへの対応は引き続き、活動の大きな柱でした。また、
韓国、マレーシア、シンガポールといった域内の非借入国とのパートナーシップ
も一層深まり、開発に関する教訓、共通の重点分野に対するソリューションを生
み出して共有しています。

人的資本の構築
途上国が持続可能な成長を長期にわたって維持し、貧困を削減するには、人的

資本への投資が不可欠です。カンボジアでは、中等教育改善プロジェクトの支援
により、学校運営の強化と教員のスキル向上を図っています。これまでに2,000人
以上の教員と500人以上の職員が研修に参加し、授業の改善と専門能力育成の	
両方に役立つコンピュータとインターネットの技能を習得しました。
インドネシアでは、緊急現金給付を支援することで、1,000万の貧困世帯・脆弱

世帯に対し、生計維持のための資金を迅速に提供しています。IFCもインドネシア
国境地域の食品製造業者に融資を提供して雇用を支えています。フィリピンでは、
世界銀行の融資により440万の貧困・脆弱世帯を対象とする緊急現金給付が実施
されたほか、短期集中型の技術協力により給付システムの強化も進められました。
IFCも、フィリピンで女性が経営する中小企業やマイクロ・ファイナンス機関に
支援を提供しました。

表6：東アジア・太平洋地域
地域への融資承認額と融資実行額 ― 2020～22年度

融資承認額（単位：100万ドル） 融資実行額（単位：100万ドル）
2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度

IBRD 4,770 6,753 5,482 4,679 4,439 5,439
IDA 2,500 1,115 1,673 1,589 1,297 1,502

実行中プロジェクトのポートフォリオ：347億ドル（2022年6月30日現在）
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経済回復の促進
世界銀行は、域内諸国が民間セクターにさらなる機会を提供し、投資とイノベー

ションの環境を整備できるよう支援することで、持続可能な成長を後押ししてい
ます。フィジーでは、社債市場の創設、中小企業のためのデジタル・ソリューション
を活用した個人・法人取引の効率化と費用効果の向上等、民間セクターの回復を
促す改革を支援しています。タイでは、温室効果ガス排出量削減を図る市場ベース
の手法に対して、技術・分析面の支援を提供し、モンゴルでは、牧畜民の市場	
アクセス改善と牧畜生産性の向上を支援しました。世界銀行はまた、東南アジア
地域経済回廊・連結性プロジェクトを通じ、ラオス人民民主共和国北部の東西	
回廊沿いに気候変動に強い交通網を整備して域内貿易の振興を図っています。	
ベトナムでは、電力会社に資金と助言を提供することで、大手格付け会社のフィッチ
から初の信用格付けを取得して市場から資金を調達できるよう支援しました。

強靱な成長のための気候変動対策資金の動員
世界銀行は、中国、インドネシア、マレーシア、ベトナム等の域内諸国が、	

炭素価格設定手法を確立するための行程表と行動計画を作成し、法規制の枠組み
を強化できるよう支援しています。また、域内諸国によるカーボン・クレジット
の認証加速も促進しており、例えばフィジー、インドネシア、ラオス人民民主	
共和国、ベトナムでは、森林炭素パートナーシップ・ファシリティ（FCPF）の下
で、総額2億1,600万ドルの排出削減支払契約が承認されました。
インドネシアでは、60万ヘクタールのマングローブ林の再生を支援するため、

エリアの管理を強化すると共に、カーボン・クレジットを利用した資金動員を図っ
ています。また、インドネシアのジャンビ州と協力して、約500万ヘクタールの
森林の景観管理を強化することにより、排出量の削減と代替生計手段の確保を	
支援しています。ベトナムでは、小規模な水力発電プロジェクトを通じて、認証
された排出削減クレジットを100万件以上提供することで民間投資家と再生可能
エネルギー市場から資金を調達し、地域社会を支援しています。こうした取組み
の結果、現地の銀行や民間セクターから総額2億2,000万ドル以上の追加投資が
得られました。

強靱性と持続可能性の構築
東アジア・太平洋地域は気候変動の影響に対して、極めて脆弱な状態にあります。

世界銀行は域内諸国と連携することにより、強靱性の強化、汚染の抑制と二酸化
炭素排出量の削減、気候変動対応型農業の支援、クリーン・エネルギーや再生	
可能エネルギーへの移行を促進しています。カンボジアでは、農村部の病院や	
学校への道路アクセス改善と、農業サプライチェーンや物流の輸送コストとリスク
の削減により、気候変動に対する強靱性の強化を支援しています。インドネシア
では、国内初の揚水式水力発電所の建設を支援し、ピーク時の発電能力を増強す
ると共に、エネルギー移行と脱炭素化を促進しました。

水・衛生・廃棄物処理 農業・漁業・林業10% 13%

運輸 14%

社会的保護 4%

行政 26%

教育3%

エネルギー・採取産業5%

金融セクター1%

保健17%

情報通信技術3%

産業・貿易・サービス4%

図3：東アジア・太平洋地域
IBRD・IDAのセクター別融資 ― 2022年度
総額72億ドルに占める割合
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表7：東アジア・太平洋地域
地域概要
指標 2000年 2010年 現状a 傾向
総人口（100万人） 1,816 1,966 2,122

人口増加率（年率、％） 1.0 0.7 0.4
1人あたり国民総所得（GNI）	
（アトラス方式、現在の米ドル） 910 3,755 9,300

1人あたり国内総生産（GDP）成長率（年率、％） 6.6 9.1 6.9

1日1.90ドル未満で生活している人口（100万人） 632 212 20

平均寿命、女性（歳） 72 75 78

平均寿命、男性（歳） 68 71 73

二酸化炭素排出量（100万トン） 4,137 9,648 12,492
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、％） 34.8 10.8 0.9

財及びサービスの輸出額及び第1次所得に対する
債務の割合 16 5 10

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 80

不安定な雇用形態（総雇用数に占める割合、％）	
（モデルに基づくILO推定） 62 51 45

出生児1,000人あたりの5歳未満児死亡率 42 23 14
初等教育修了率	
（修了者が該当年齢層に占める割合、％） 92 96 98

個人のインターネット普及率（人口に占める割合、％） 2 29 67

電力を利用できる人（人口に占める割合、％） 91 95 98
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、％） 32 16 15

基礎的な衛生サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 56 74 90

基礎的な飲料水サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 80 88 94

注：ILO＝国際労働機関；PPP＝購買力平価
a.	2015～21年までの最新データ。それ以降のデータについてはhttp://data.worldbank.orgをご参照ください。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/eap

マーシャル諸島では、公共施設や都市空間の気候変動に対する強靱性を高め、
気候変動への適応を促進するために、都市部の防災対策を支援しています。例え
ば首都マジュロのインフラを保護するために、護岸・土手・堤防等の海岸保全	
施設が建設された際は、「マーシャル諸島における海面上昇への適応」調査や
「Legal	Dimensions	of	Sea	Level	Rise（仮題：海面上昇の法的側面）」報告書等、
世界銀行の知識成果物が活用されました。

コロナへの対応
世界銀行は、感染症危機が始まって以来、域内でのコロナ・ワクチンの調達・

配布、検査、治療を支援するために、総額14億ドルを提供しました。重点的に取
り組んだのは、最貧困層・最脆弱層に対する支援です。強力なパートナーシップ
と柔軟な融資アプローチは、域内諸国がワクチン・プログラムの強化と保健や	
社会的保護への投資を両立する上で重要な役割を果たしました。例えばフィジー
では保健システムを強化し、インドネシアではワクチンの効果的な配布のために、
政府が迅速に行動を起こせるよう支援しました。
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コロナ対策の支援（フィリピン）
今回のパンデミックはフィリピンに大きな打撃を与えました。人命の損失や	

保健面の影響に加えて、消費、投資、輸出、観光、送金が大きく落ち込み、2020年
の経済成長率はマイナス9.5％となりました。多くの人が仕事を失い、食料不足に
直面し、十分な保健医療を受けられなくなっています。ウイルスの拡大を抑える
ために、当局は検疫措置を導入し、移動や営業活動を制限したほか、大規模な	
ワクチン・プログラムを立ち上げ、最貧困層・最脆弱層を最優先対象に、保健	
システムを強化しました。
2020年4月、世界銀行はこの国の差し迫った保健医療ニーズに対応し、公衆衛生

面の対策を強化するために1億ドルを提供しました。この資金は、個人防護具、
抗ウイルス剤や抗生物質等の医薬品、人工呼吸器、心拍モニター、X線装置、	
実験機器、検査キット等の医療機器の調達に活用されました。2021年3月には、
コロナ・ワクチンの調達・配布を支援するために、さらに5億ドルを提供し、	
まずは最前線で働く医療従事者、高齢者、教員、政府職員、先住民族、その他の
脆弱層を対象に接種が行われました。2021年12月には接種対象を若者にも広げ、
最もリスクの高い医療従事者等に追加接種を行うために、さらに3億ドルを提供
しました。
ワクチン接種率の上昇と保健分野の対応機能の向上に伴い、フィリピンは感染

拡大を以前よりも抑制できるようになりました。世界銀行をはじめとする開発	
パートナーの支援の下、フィリピンのワクチンの接種件数は2022年6月時点で	
1億5,300万回を超えました。現在、感染者数がおおむね少ない状態で推移する
中、移動制限は解除され、保健サービスも以前より受けやすくなり、大半の企業
が営業を再開しています。景気は回復傾向にあり、2022年第1四半期の経済成長
率は8.3％でした。世界情勢には不透明感が漂っていますが、感染者数が減少し、
人の移動が増え、広い範囲で経済・社会活動が再開されていることから、現在の
成長基調は2022年いっぱい続くとみられています。

プロジェクト紹介
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ヨーロッパ・中央アジア地域

ロシアによるウクライナ侵攻は、ヨーロッパ・中央アジア地域の途上国にとっ
て、この2年間で新型コロナウイルス感染症に次ぐ2番目に大きな打撃となり、
域内経済は大幅に落ち込みました。戦争の影響は一次産品市場と金融市場、貿易
と移住を通じた各国の結びつき、企業や消費者の心理にも波及しており、この	
地域の2022年のGDP成長率はマイナス3％と予測されています。
ウクライナでの戦争は、多くの国で財政悪化、インフレ率上昇、食料不足の各

リスクを増大させました。戦争が長引けば政策の不確実性はさらに高まり、貿易
と投資の域内統合が妨げられる恐れがあります。今回の戦争は既に、ヨーロッパ
で第二次世界大戦以来最大の難民危機を発生させています。

世界銀行の支援
2022年度、世界銀行はヨーロッパ・中央アジア地域の47件のプロジェクトに

対し、85億ドルの支援を承認しました。内訳は、IBRDの承認額が60億ドル、
IDAの承認額が25億ドルでした。また、6カ国と16件の有償助言サービス協定
を締結し、その総額は3,600万ドルに上りました。
支援における短期的な重点分野は、コロナ危機とウクライナでの戦争による影響

への対応です。ウクライナ、そして難民を受け入れているモルドバやルーマニア
といった国々への支援に加え、エネルギーの効率化や安全保障、グリーン経済へ
の移行、食料安全保障、域内投資にも力を注いでいます。長期的には、引き続き
この地域の4つの重点分野であるグリーン経済への移行の支援、人的資本の強化、
市場の整備、組織・制度の構築と強化に取り組んでいきます。

グリーン経済への移行の支援
グリーン経済への移行は、ヨーロッパ・中央アジア地域の成長、強靱性、包摂

性を支援する上で、重要性を増しています。ウクライナでの戦争は、緊急支援の
必要性だけでなく、化石燃料からの転換加速によるエネルギー安全保障の強化と、
いかなるコミュニティも置き去りにしない公正な移行の重要性を浮き彫りにして
います。世界銀行は、域内諸国が持続不可能な資源採取と環境破壊への対応、自
然災害と気候変動に対する強靱性の強化、包摂的なインフラへの投資、クリーン・
エネルギーの普及を通じて、グリーン経済への移行を進められるよう支援してい
ます。そのために、地域初となるトルコの国別気候・開発報告書（CCDR）や、
EU循環経済報告書といった分析活動が、役立てられています。さらに世界銀行は、
化石燃料への依存度が高く、環境に生じる悪影響に対応していないセクターの	
どの部分で、環境負荷の高い仕事を減らし、環境に配慮した仕事を創出できるの
か見極めることで、社会から疎外された脆弱コミュニティ出身者を中心に女性や
若者の労働参加等を支援しています。
ポーランド、セルビア、ウズベキスタンでは、エネルギー効率の向上や太陽光発

電等の再生可能エネルギーの普及を通じて、環境にやさしい住宅用暖房システム
の実現を進めるなど、グリーン経済への移行を支援しています。トルコでは、	
地熱エネルギーへの民間セクター投資を拡大するために3億ドルを提供しました。

表8：ヨーロッパ・中央アジア地域
地域への融資承認額と融資実行額 ― 2020～22年度

融資承認額（単位：100万ドル） 融資実行額（単位：100万ドル）
2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度

IBRD 5,699 4,559 5,974 3,100 3,625 4,580
IDA 1,497 1,315 2,511 	365	 	880	 764

実行中プロジェクトのポートフォリオ：359億ドル（2022年6月30日現在）
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タジキスタンとウズベキスタンでは、土地の再生を支援することで環境劣化を抑
え、ボスニア・ヘルツェゴビナ、タジキスタン、トルコ、ウズベキスタン等では、
気候変動対応型農業を支援しています。トルコの都市等では、気候変動や災害に
対する強靱性の強化にも取り組み、キルギス共和国では、気候変動に強い水	
サービスやその他の気候対策をインフラ・プロジェクトに組み込んでいます。	
また、カザフスタン、モルドバ、ルーマニア、ウズベキスタンといった国々では、
グリーン経済への移行に必要な政策・制度改革を可能にする開発政策融資を提供
しています。

人的資本の強化
世界銀行は、教育、高齢化、保健に関連する地域固有の課題等、人的資本に関

する喫緊のリスクにも引き続き取り組んでいます。こうしたリスクは、コロナの
影響により一段と悪化しています。タジキスタン、トルコ、ウクライナでは、	
保健システム、ワクチン、社会的保護の分野で緊急支援を実施しました。また、
域内諸国が適応性の高い包摂的な人的資本を構築できるように、質の高い保健	
サービス、教育、社会的保護、雇用へのアクセス改善も図っています。
ジョージアでは、4億ドルの成果連動型プログラムを通じて、サービス提供の

効率化と、不利な立場の最脆弱層の包摂を促進し、人的資本の強化を図っています。
プログラムは、子供がいる貧困世帯の社会的保護の改善、失業者への雇用機会の
提供、プライマリ・ヘルスケアと病院での治療の強化、学校施設と授業の質の向
上、教育用デジタル・ツールの普及を目指しています。このほか、アルメニアと
クロアチアでは持続可能な包摂的教育を、アルバニアとボスニア・ヘルツェゴビナ
では保健システムの改善を、コソボとトルコでは労働市場と社会的扶助の改革を
支援しています。

市場の整備
市場、イノベーション、投資を活性化するには、競争の促進が不可欠です。	

世界銀行は、域内諸国が市場経済への移行を進め、民間セクター投資を促進でき
るよう支援しています。カザフスタンでは、制度の見直しや政策の転換のために
4億ドルを提供し、活力ある民間セクターと説明責任を果たす公共セクターに支
えられた、競争力のある経済の実現に取り組みました。コソボでは、経済成長を
促進し、コロナからの持続可能で包摂的な回復を確実に実現するための資金とし
て、5,600万ドルを提供しました。支援の重点分野は、民間セクター開発促進と
デジタル化加速のための規制措置です。
ウズベキスタンでは、特に農業セクターにおいて、国家主導モデルから市場	

重視モデルへと移行するための改革を加速しています。また事業創出サポートや
助言サービス、市場アクセス、グリーン・テクノロジー、女性起業家への融資を
通じて、農村部での起業を促進しています。タジキスタンでは、中小企業が商業
銀行から融資を受けるための環境整備に取り組み、モルドバでは輸出競争力拡大
のために、規制による企業の負担軽減と資金調達を支援しています。

水・衛生・廃棄物処理 農業・漁業・林業5% 9%
運輸 6%

社会的保護 10%

行政 32%

教育3%

エネルギー・採取産業15%

金融セクター3%

保健12%

情報通信技術1%

産業・貿易・サービス4%

図4：ヨーロッパ・中央アジア地域
IBRD・IDAのセクター別融資 ― 2022年度
総額85億ドルに占める割合
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組織・制度の構築と強化
世界銀行は、域内諸国が組織・制度の効率性、透明性、包摂性を改善できるよ

う支援を続けており、その一環として健全なマクロ金融政策と規制枠組みを促進
し、国有企業改革を推進しています。ウクライナに対しては、2021年12月に	
3億5,000万ドルの財政支援を承認し、ガバナンスと管理の強化による土地市場
の開放、EUとの結びつき強化のための貿易改革、コロナ危機のような保健・所得
への打撃に弱い年金受給者のための社会的セーフティネットの強化に取り組んで
います。
アルメニアでは、デジタル・サービスの提供を改善することにより、公共	

サービスの近代化と経済変革の促進を支援しています。ウズベキスタンでは、	
政府の統計システムを強化することで、ジェンダー平等、貧困削減、環境の持続
可能性といった重要な開発課題に関するデータの不足解消に取り組んでいます。
アルバニアとタジキスタンでは、上下水道事業者の業績と経営の改善、サービス
へのアクセス向上を支援し、キルギス共和国では、電力セクターの財務実績と信
頼性の強化を支援しています。

表9：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 傾向
総人口（100万人） 369 378 402

人口増加率（年率、％） 0.0 0.6 0.2

1人あたり国民総所得（GNI）	
（アトラス方式、現在の米ドル） 1,796 7,415 8,351

1人あたり国内総生産（GDP）成長率（年率、％） 8.4 5.0 6.6

1日1.90ドル未満で生活している人口（100万人） 34 11 5

平均寿命、女性（歳） 73 75 77

平均寿命、男性（歳） 62 66 69

二酸化炭素排出量（100万トン） 2,583 2,846 2,943

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、％） 7.4 2.4 1.1

財及びサービスの輸出額及び第1次所得に対する
債務の割合 19 22 27

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 70

不安定な雇用形態（総雇用数に占める割合、％）	
（モデルに基づくILO推定） 23 19 18

出生児1,000人あたりの5歳未満児死亡率 36 18 11

初等教育修了率	
（修了者が該当年齢層に占める割合、％） 94 98 100

個人のインターネット普及率（人口に占める割合、％） 2 38 80

電力を利用できる人（人口に占める割合、％） 100 100 100

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、％） 5 5 6

基礎的な衛生サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 88 91 95

基礎的な飲料水サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 93 95 96

注：ILO＝国際労働機関；PPP＝購買力平価
a.	2015～21年までの最新データ。それ以降のデータについてはhttp://data.worldbank.orgをご参照ください。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/eca
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戦時下のウクライナに対する迅速な支援
2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻は、人道上の悲劇を引き起こした

だけでなく、地政学的安定を損ない、戦争前から既に一様でなかった世界経済の回復を	
一層脅かしています。深刻な打撃を受けたウクライナでは、財政・金融の逼迫と貿易の	
混乱が生じ、数百万人が移住を余儀なくされ、インフラは甚大な被害を受けています。
2022年のウクライナのGDP成長率はマイナス45％と予測されており、その後も大幅な
回復は期待できないでしょう。戦争がいつまで続くかにもよりますが、1日5.50ドルの
貧困ライン以下で生活する人の割合は、2021年の1.8％から2022年には19.8％に増加
するとみられる上、さらに59％が貧困状態に陥りかねない状況です。生産能力、輸出	
能力、人的資本に対する打撃も、ウクライナの経済と社会に永続的な影響を与えつつあり
ます。復興に向けた努力により、2025年には成長率が7％を超える可能性がありますが、
GDPは2021年の3分の2に落ち込む見通しです。
世界銀行は、ウクライナでの戦争の影響に迅速に対応し、マクロ経済の安定、基礎的な

公共サービスの維持、人道援助など、最も緊急度の高い重点分野を支援しています。世界
銀行は、2022年の春季会合の際に開かれたウクライナ支援に関する閣僚級円卓会議を前
に、支援のアプローチをまとめた「Relief,	Recovery	and	Resilient	Reconstruction	
（仮題：「緊急支援、回復、強靱な復興）」の中で、所得回復と貧困削減のためにただちに
対応が必要な分野と、強靱で包摂的な回復・復興を支援するために重点的に取り組むべき
分野について提言を行いました。
ウクライナは、利用可能な資源が限られている中でも、多くの紛争国と異なり、中央・

地方政府が今も基礎的サービスを提供し、損傷したインフラを修復し、緊急救援活動を	
展開しています。戦争が始まると、世界銀行はただちにパートナーと連携して財政支援
パッケージを動員し、医療従事者の賃金や高齢者・脆弱層の年金といった重要な公共サー
ビスや社会支出を継続できるよう資金を提供しました。ここには約4億9,000万ドルの
IBRD融資に加えて、二国間ドナーからIBRDへの約1億4,000万ドルの保証が含まれま
す。このほか、マルチドナー信託基金を通じて二国間パートナーからグラント資金を確保
したほか、パラレル融資を通じても資金を動員しました。また、ワクチン接種を含め、	
コロナの世界的流行がもたらした緊急ニーズへの支援を続けるための資金として、9,100万
ドルの追加融資を承認しました。6月には、財政・金融が逼迫する中、ウクライナ政府が
業務を継続し、職員への給与支払いを続けられるよう、さらに15億ドルの追加融資を	
承認しました。内訳は、IDAからの特別支援が10億ドル、残りはドナー保証です。
ウクライナではまた、既存のプロジェクトの調整や再編も進めています。例えば、人的

資本の保護に向けて、低所得世帯の学生22万人以上を対象とする奨学金の財源として	
1億ドルを再配分しました。さらに、実施中の保健プロジェクトの下、戦闘地域で患者を
受け入れている病院のために医療機器や医薬品を調達・供給するための緊急資金として
3,500万ドルを承認しました。また、国内避難民の緊急ニーズに対応するため、実施中の
プロジェクトの中の緊急対応コンポーネントを通じて9,900万ドルを再配分しました。

プロジェクト紹介
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ラテンアメリカ・カリブ海地域

ラテンアメリカ・カリブ海地域のGDP成長率は、2020年に大きく落ち込んだ
ものの、2021年には6.7％まで回復してパンデミック前の水準に完全に戻りまし
た。しかし、コロナ危機がもたらした社会的コストは甚大であり、その傷跡は今
も残っています。GDP成長率は2022年は2.5％、2023年は1.9％の低水準にと
どまる見通しで、再び低成長期が始まり、社会面の改善はほぼ期待できなくなる
と懸念されています。
貧困率もこの数十年間で最も高い水準に達しています。手厚い削減策を実施し

たブラジルを除くと、1日5.50ドル未満で生活する人々の割合を示す貧困率は、
依然としてコロナ前の水準より2％ポイント近く高い27.5％です。また、コロナ
危機の影響は長期に及ぶとみられ、学齢期の子供は最長1年半にわたって教育を
受けられなかった結果、生涯所得が12％減少すると予測されています。雇用の	
回復も限定的で、経済成長は引き続き深刻な課題に直面しています。

世界銀行の支援
2022年度、世界銀行はラテンアメリカ・カリブ海地域の55件のプロジェクト

に対し、104億ドルの支援を承認しました。その内訳は、IBRDの承認額が94億
ドル、IDAの承認額が10億ドルでした。また、チリと1件の有償助言サービス	
協定を締結し、その総額は20万ドルに上りました。
世界銀行は、人的資本の保護と人的資本への投資、強靱性の強化によるショック

への対応力向上、包摂的な成長の促進、民間投資の誘致、組織・制度の強化、先住
民族やアフリカ系住民、農村コミュニティ等、長く排除されてきた人々への支援
を通じて、域内諸国を支援しています。また、域内諸国が構造改革を実施し、	
包摂性、ジェンダー平等、環境に配慮した成長を促進するための支援も提供して
います。2022年度は、コロナ危機がもたらした悪影響を解消し、域内諸国の	
公正かつ持続可能な成長を促進することに注力し、保健、社会的保護、教育分野
の支援に加えて、ビジネス、雇用創出、ワクチンの調達・配布を支援しました。

包摂的な成長の促進
世界銀行は、生産性の向上、雇用創出の促進、社会的保護システムの強化、	

デジタル・トランスフォーメーションの促進、全ての人への機会創出を支援する
ことにより、域内諸国の包摂的成長を促進しています。ボリビアでは、パンデミック
が始まって以来、総額2億5,400万ドルのプロジェクトを通じて感染症対策を支
援しています。例えば、社会的保護の拡大として、350万人以上（内、150万人以
上は女性）を対象に緊急現金給付を実施しました。カリブ海地域では、グレナダ、
セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島の3Gネットワークの
拡大を支援しており、人口の95％以上への普及達成と、約7万人への質の高い	
デジタル・ネットワークへのアクセス提供を目指しています。これにより、重要
なサービスへのアクセスが改善され、市場との結び付きが強化されると期待され
ています。

表10：ラテンアメリカ・カリブ海地域
地域への融資承認額と融資実行額 ― 2020～22年度

融資承認額（単位：100万ドル） 融資実行額（単位：100万ドル）
2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度

IBRD 6,798 9,464 9,407 5,799 8,741 8,911
IDA 978 769 1,030 466 495 510

実行中プロジェクトのポートフォリオ：338億ドル（2022年6月30日現在）
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人的資本への投資
世界銀行は域内諸国と連携しながら、全ての人を対象に、保健サービスへの	

アクセス改善と、質の高い教育の提供を目指しています。コロンビアでは、	
ベネズエラからの移民を社会に組み入れるための政府の取組みの一環として、移
民の子供数千人が教育を受ける機会を確保できるよう支援しました。また、総額
14億ドルを超える2件のプログラムを通じてこの国の移民問題に対応し、財政の
持続可能性を高め、市場競争力の向上による包摂的な成長を促進しています。	
ドミニカ共和国では、コロナ対策に1億ドルを提供し、物資の供給とサービスの
提供を強化するための保健措置、検査のための融資に加え、4,200床以上の隔離
ベッドの確保等、病院設備の強化に取り組みました。

環境に配慮した持続可能な回復の促進
ラテンアメリカ・カリブ海地域は、気象関連の災害や気候変動がもたらす深刻

な課題の影響に対し極めて脆弱ですが、中でも大きな影響を受けているのは、	
貧困層や不利な立場にある人々です。世界銀行は域内諸国と連携しながら、環境
に配慮した持続可能な成長を支援すると共に、強靱なインフラの構築に取り組ん
でいます。ブラジルでは、3億ドルのプロジェクトを通じて、トカンティンス州
の40万人が道路を通年で利用できるよう道路網整備に取り組んでいます。また、
農業や観光分野の小規模事業開発、教育サービスの充実、環境管理の強化も進め
ています。アルゼンチンでは、約20万ヘクタールの原生林で持続可能な方法での
自然資産の活用を促進すると共に、農村コミュニティのための経済面の代替手段
を創出することで、生態系への負担を軽減しています。こうした取組みを通じて、
蜂蜜生産や持続可能な畜産業、自然を活用した観光を促進し、保護区やその周辺
地域に住む約1,000人の農民と先住民族の生計を改善しました。
ドミニカ、グレナダ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、	

セントビンセント及びグレナディーン諸島等、カリブ海地域の国々は、気象現象
の影響を特に受けやすい傾向にあります。域内諸国が活力あるブルー・エコノミー
に移行し、地域の自然資産を経済的機会に変えて、貧困や失業に対応するために
は、持続可能な海洋資源に対する意識を高めることが不可欠です。2022年度、
IDAと、世界銀行が管理するマルチドナー信託基金PROBLUEは、海洋汚染や	
漁場管理関連の法律や海洋資源に関するデータと合わせて、この地域のブルー・	
エコノミー戦略的行動計画を支援するための資金を提供しました。

各国の開発目標の支援
世界銀行は、域内諸国が開発目標を達成できるように、資金だけでなく助言サー

ビスや技術協力、分析も提供しています。世界銀行の地域別報告書「Strengthening	
Public	Health	Surveillance	through	Wastewater	Testing（仮題：廃水解析に
よる公衆衛生サーベイランスの強化）」は、コロナ等の疾病の原因となるウイルス
の検出、診断、制御、モニタリングの仕組みを強化する方法を考察しています。

図5：ラテンアメリカ・カリブ海地域
IBRD・IDAのセクター別融資 ― 2022年度
総額104億ドルに占める割合

水・衛生・廃棄物処理 農業・漁業・林業1% 12%

行政 23%

情報通信技術 0%

運輸 10%

社会的保護 10%

産業・貿易・サービス 5%

教育5%

エネルギー・採取産業10%

金融セクター6%

保健18%
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世界銀行の報告書「Inclusion	of	Persons	with	Disabilities	 in	Latin	America	
and	the	Caribbean（仮題：ラテンアメリカ・カリブ海地域における障害者の包摂）」
は、障害者が直面する物理的障害と法的障害、障害者の包摂を促進する方法を	
考察しています。報告書「The	Fast	Track	to	New	Skills（仮題：新たな技能の
迅速な習得）」は、感染症の世界的流行のような危機的状況では働き方が急激に	
変わり、大勢の人が変化に適応するための技能を習得することを求められるため、
技術系の学位や専門性の高いキャリア、高度職業訓練プログラムが重要な役割を
果たすと強調しています。
世界銀行はまた、包摂とジェンダー平等の促進方法に関する助言を提供してい

ます。メキシコでは、女性の労働力参加を促進し、脆弱層の女子を中心に10代の
妊娠を減少させるための政策措置を提案しました。チリでは、ジェンダーに基づく
暴力の被害者を支援する機関のガバナンスを強化するために、事案管理用の総合
的プラットフォームの構築を支援し、迅速な対応と事案のモニタリングを可能に
することで、支援の遅れや暴力の再発防止に貢献しました。

表11：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 傾向
総人口（100万人） 469 531 596

人口増加率（年率、％） 1.5 1.1 0.9

1人あたり国民総所得（GNI）	
（アトラス方式、現在の米ドル） 4,021 7,619 7,537

1人あたり国内総生産（GDP）成長率（年率、％） 2.1 5.5 5.5

1日1.90ドル未満で生活している人口（100万人） 66 35 24

平均寿命、女性（歳） 75 77 79

平均寿命、男性（歳） 68 71 73

二酸化炭素排出量（100万トン） 1,038 1,296 1,382

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、％） 12.8 6.1 4.1

財及びサービスの輸出額及び第1次所得に対する
債務の割合 43 14 30

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） 60 66 68

不安定な雇用形態（総雇用数に占める割合、％）	
（モデルに基づくILO推定） 36 33 34

出生児1,000人あたりの5歳未満児死亡率 35 25 16

初等教育修了率	
（修了者が該当年齢層に占める割合、％） 99 100 99

個人のインターネット普及率（人口に占める割合、％） 3 34 73

電力を利用できる人（人口に占める割合、％） 91 96 98

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、％） 30 30 29

基礎的な衛生サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 73 81 88

基礎的な飲料水サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 90 94 97

注：ILO＝国際労働機関；PPP＝購買力平価
a.	2015～21年までの最新データ。それ以降のデータについてはhttp://data.worldbank.orgをご参照ください。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/lac
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災害に対する強靱性の強化
ラテンアメリカ・カリブ海地域では、気候変動の影響がますます深刻化し、	

域内諸国の経済と社会に大きな打撃を与えています。ハリケーン、洪水、干ばつ
が頻発し、多くの住民やコミュニティが津波、感染症、地滑り、山火事の危険に
さらされています。
気候関連の災害により、域内諸国はこの20年間に平均で年間GDPの1.7％を

失いました。2030年には、主に安全な水・衛生設備の不足、著しい気温上昇や
大規模洪水の増加により、600万人近くが極度の貧困に陥る恐れがあります。
何の手も打たなかった場合、最大の打撃を受ける可能性があるのは農業です。

事実上、全ての域内諸国で穀物生産高が減少し、水循環の変化によって発電が	
困難になるものとみられます。域内諸国が持続可能な開発目標を達成するには、
この地域の適応を支援することが不可欠です。ウルグアイでは、気候変動対応型
農業と天然資源管理を推進することで、5,000人以上の農業従事者を支援したほか、
270万ヘクタール以上の土地に持続可能な管理手法を導入しており、土壌劣化や
水質汚染を防ぐだけでなく、気候関連の事象がもたらす悪影響の緩和にも貢献し
ています。
パナマでは、ほかの多くの域内諸国と同様に大災害の頻度と規模が拡大し、	

国内経済や、災害の予防・対応に必要な資金の調達能力に影響が出ていますが、
その影響を最も強く受けるのは貧困層です。貧困層には、住宅喪失や生計の減少、
基礎的サービスの途絶に対応するだけの余裕がないに等しいからです。世界銀行
はこの問題に対応するため、パナマが財政・金融面の強靱性を高め、自然災害や
気候変動による悪影響に対応できるよう支援しています。
エクアドルでは、2億ドルのプロジェクトを通じて、社会的セーフティネット・

プログラムの公平性、統合、持続可能性の改善を支援し、マクロ経済的ショック
に対する強靱性の強化と政府のリスク管理能力の向上を図っています。パンデミック
の発生にあたっては、約250万人（内、約半数は女性）を支援しました。ドミニカ
共和国では、地震や、ハリケーンに熱帯低気圧等の災害に対する強靱性強化のた
めに1億5,000万ドルを提供しました。これらの資金は、強靱性向上のための組
織・制度の強化や、公共投資と建設工事のリスク軽減を義務付ける規制の推進に
充てられました。

プロジェクト紹介
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中東・北アフリカ地域

コロナ危機に、ウクライナでの戦争をはじめ様々に困難な状況が重なり、中東・
北アフリカ地域は大きな打撃をこうむっています。回復には国によってばらつき
があり、先行きも不透明です。地域全体の2022年のGDP成長率は、世界的な原
油価格高騰が域内の石油輸出国にプラスに働いていることなどから、平均5.2％に
なると予測されています。域内の高所得国の多くは、コロナ・ワクチン接種キャン
ペーンを展開し、概ね成果を上げました。一方、低所得国や紛争の影響を受ける
国々はワクチン接種率が低く、気候変動に対する深刻な脆弱性をはじめとする様々
な課題を抱えています。また、ウクライナでの戦争によって食料安全保障が悪化
し、多くの国で一次産品市場に混乱が生じました。その一因は、食料の輸入依存
度の高さにあります。例えば、ヨルダンとレバノンは小麦消費量の90％を輸入に
依存しており、エジプトは輸入量でみた場合、世界最大の小麦輸入国です。

世界銀行の支援
2022年度、世界銀行は中東・北アフリカ地域の29件のプロジェクトに対し、

49億ドルの支援を承認しました。その内訳は、IBRDの承認額が41億ドル、IDA
の承認額が8億1,700万ドルでした。このほか、ヨルダン川西岸地区・ガザ地区
のプロジェクトに8,000万ドルの特別融資を提供しました。また、96件の助言・
分析サービスを提供し、有償助言サービス（RAS）からの収益は2,800万ドルに
上るなど、引き続き湾岸協力会議（GCC）諸国の社会・経済改革に戦略・技術協力
を提供しました。
世界銀行グループは、この地域における喫緊の危機対応を支援する一方で、	

域内諸国が包摂的かつ持続可能な開発を実現するための構造改革を支援すること
により、各国の強靱性強化を図っています。世界銀行グループはこうした支援を
通じ、ガバナンス、サービス提供、透明性強化を通じた市民と国家の信頼関係の
回復、競争力のある市場と民間セクター主導の成長による若者と女性の雇用の	
促進、教育、保健、社会的保護システムの近代化による人的資本の成果向上、復興
支援と紛争の根本原因への対応による脆弱性の低減、気候変動や環境悪化をくい
止めると共にエネルギー移行の準備を整えることによる環境に配慮した成長の	
促進を目指しています。

コロナ・ワクチンへのアクセス拡大
世界銀行は2022年度も引き続き、今回のパンデミックがもたらした保健面へ

の影響を和らげ、域内諸国のワクチン接種促進を支援しており、2021年1月以来、
ワクチン資金として3億ドル以上を提供しました。イラクでは、ワクチンの供給・
配布を支援する1億ドルのプロジェクトを通じて、約600万人分のワクチンの	
調達、医療廃棄物の処理設備や電子登録システムの整備、物流とサプライチェーン
の管理、ワクチン忌避対策としての広報キャンペーン等を支援しています。	
レバノンでは、全国の公立病院に個人防護具、人工呼吸器、病床を提供し、	
シリア難民を含む200万人以上がワクチンへの公平なアクセスを確保できるよう
支援しました。

表12：中東・北アフリカ地域
地域への融資承認額と融資実行額 ― 2020～22年度

融資承認額（単位：100万ドル） 融資実行額（単位：100万ドル）
2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度

IBRD 3,419 3,976 4,135 	2,415	 2,764 3,407
IDA 203 658 817 151 379 559

実行中プロジェクトのポートフォリオ：235億ドル（2022年6月30日現在）
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社会的保護の強化
パンデミックが始まって以来、世界銀行は域内の国々に29億ドルの融資と技術

協力を提供し、現金給付プログラムの実施、現金収入が得られる就労機会の提供、
社会的保護システムの強化を支援しました。チュニジアでは、感染症危機が貧困・
脆弱世帯に与える影響を緩和するための緊急現金給付を実施し、主要な社会的	
扶助プログラムの拡充を支援しています。こうした支援は、対象者の特定、効率
化、所得の下位10％の人々に対する支援の拡大を促す新たなプロセスの導入を	
促進します。また、将来のショックに備えてプログラムの柔軟性や対応力の向上
も図っています。
ヨルダン川西岸地区・ガザ地区では、感染症危機の影響で収入を失った、又は

社会経済情勢悪化の影響を受けた約7万8,000の貧困世帯に対する現金給付プロ
グラムを資金面で支えています。また、非政府組織と提携して現金報酬型労働	
プロジェクトの実施を支援し、3,000人以上（内、約半数は女性）に一時的な雇用
を提供しています。

基幹インフラの改善と域内統合の強化
世界銀行は域内諸国が電力、水、農業、運輸等の重要セクターを強化できるよう

支援しています。また、世界銀行と地域の開発パートナーが支援するハイレベルな
イニシアティブである汎アラブ地域市場技術協力プログラム等を通じて、地域の	
電力システム統合や国境を越えた電力取引、「アフリカの角」地域の主要な運輸・
エネルギー・インフラの強化を支援するなど、域内統合の拡大を図っています。
ヨルダン川西岸地区・ガザ地区では、エネルギー源の多様化や電力事業者の	

業務・財務パフォーマンスの改善を支援しています。2億ドルのプログラム的	
多面アプローチを通じて、既存の電線を補強し、太陽光エネルギーの吸収能力を
強化することにより、特に電力が不足している地域での電力インフラ改善に取り
組んでいます。また、配電事業者にスマート・メーターを提供し、公立病院への
太陽光エネルギー供給量を増やしています。ガザ地区では、架空送電線から地中
送電線への転換を支援し、低圧ネットワークの再設計により、停電の減少と強靱
性の強化を図り、現在の気候変動リスクや将来起こり得る紛争に備えています。

気候変動に対する強靱性の強化
域内では引き続き、気候関連の打撃に対する強靱性の強化が支援の重点事項で

す。世界銀行は現在、エジプト、イラク、ヨルダン、モロッコ等を対象に、地域
初の国別気候・開発報告書（CCDR）を作成しています。気候変動リスクが高ま
る中、この報告書は各国が強靱性を高める機会やそのプロセスに関する政策対話
の土台として役立てられます。2022年度には、中東・北アフリカ地域気候ロード
マップも発表しました。このロードマップは、世界銀行グループの気候変動行動
計画（CCAP）に沿って、食料と水の安全保障、エネルギー移行と低炭素型モビ
リティ、気候変動対応型の都市、サステナブル・ファイナンスといった分野で域
内変革に向けた意欲的アジェンダを掲げています。このアプローチは、モロッコ

水・衛生・廃棄物処理 農業・漁業・林業1% 12%

行政

運輸 7%

社会的保護 27%

16%

教育3%

エネルギー・採取産業3%

金融セクター3%

保健12%

産業・貿易・サービス13%

情報通信技術3%

図6：中東・北アフリカ地域
IBRD・IDAのセクター別融資 ― 2022年度
総額49億ドルに占める割合
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のグリーン・ジェネレーション成果連動型プログラム（農業食品バリューチェーン
の強化と農村部の若者の雇用を支援）、エジプト首都圏の大カイロ大気汚染管理・
気候変動プロジェクト（二酸化炭素排出量削減と大気質の改善を支援）等、世界
銀行の既存プロジェクトの経験を生かしたものです。
2022年2月には、大気汚染と海洋汚染がもたらす影響を検証した報告書「Blue	

Skies,	Blue	Seas（仮題：青い空、青い海）」を発表し、一部の国では大気汚染と
海洋汚染が年間GDPの3％以上に相当する損失をもたらしている可能性があると
指摘しました。報告書は、きれいな空気、健全な海、海岸線等、地域の海洋資源
を保護しつつ、環境に配慮した成長を支援し、雇用の創出、経済の多様化、生活
環境の改善を促すための政策を提言しています。

表13：中東・北アフリカ地域
地域概要
指標 2000年 2010年 現状a 傾向
総人口（100万人） 279 333 403

人口増加率（年率、％） 1.8 1.8 1.7

1人あたり国民総所得（GNI）	
（アトラス方式、現在の米ドル） 1,775 4,519 3,461

1人あたり国内総生産（GDP）成長率（年率、％） 4.2 3.4 2.4

1日1.90ドル未満で生活している人口（100万人） 10 7 27

平均寿命、女性（歳） 71 74 76

平均寿命、男性（歳） 68 70 72

二酸化炭素排出量（100万トン） 822 1,245 1,489

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、％） 3.4 2.1 7.5

財及びサービスの輸出額及び第1次所得に対する
債務の割合 15 8 20

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 26 24

不安定な雇用形態（総雇用数に占める割合、％）	
（モデルに基づくILO推定） 36 33 31

出生児1,000人あたりの5歳未満児死亡率 46 29 23

初等教育修了率	
（修了者が該当年齢層に占める割合、％） 81 89 93

個人のインターネット普及率（人口に占める割合、％） 1 21 74

電力を利用できる人（人口に占める割合、％） 92 95 97

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、％） 3 3 3

基礎的な衛生サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 80 85 90

基礎的な飲料水サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 86 90 94

注：ILO＝国際労働機関；PPP＝購買力平価
a.	2015～21年までの最新データ。それ以降のデータについてはhttp://data.worldbank.orgをご参照ください。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/mena
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食料安全保障の支援（イエメン）
イエメンは、紛争の激化、食料価格の高騰、サプライチェーンの混乱、燃料不足、

不透明な市場動向、通貨安、コロナの世界的流行等により、深刻な食料不足と	
栄養不良に直面しています。この状況は、支援の現場にも複雑な問題をもたらし、
紛争地域の人々を中心に最脆弱層への支援が困難になっています。総合的食料	
安全保障レベル分類（IPC）によると、2022年3月の時点でイエメンで緊急支援
を必要としている人は1,740万人に上り、2022年末には1,900万人に増加する
恐れがあります。
世界銀行はイエメンがこの危機を乗り越えられるよう、IDA危機対応ウィンドウ

と世界農業食糧安全保障プログラムを通じて確保した1億2,700万ドルの早期対応
資金によるプロジェクトを実施しています。国内の隅々にまで支援を拡大するた
め、プロジェクトは食糧農業機関（FAO）、世界食糧計画（WFP）、国連開発計画

（UNDP）の各国連機関や、社会開発基金と公共事業プロジェクト等の現地パートナー
機関と共同で実施されています。
プロジェクトは、特に深刻な食料不足に直面する地域の脆弱層50万人以上が、

栄養価の高い食事を確保できるよう支援すると共に、地域の食料増産に貢献しつ
つ、現地の労働者に短期的な所得機会を提供しています。この取組みは、農産物、
畜産物、水産物の生産量と売上を増やし、脆弱な農村世帯の栄養状態を改善する
と共に、食料安全保障を管理し、気候変動に対する強靱性を強化する機能を構築
します。重点分野は、1万9,000人以上の女性を対象とする農業生産の支援、	
約7,000人の女性への現金報酬型労働機会の提供、50万人以上の女性と子供への
栄養補給支援です。

プロジェクト紹介
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南アジア地域

南アジア地域のGDP成長率は、2022年は6.8％、2023年は5.8％になると	
予測されています。しかしウクライナでの戦争の影響により、それでなくても一様
でなく不安定だった回復は勢いをそがれ、域内諸国ではインフレ率上昇、経常収支
の悪化、債務の急拡大が進みました。貧困率は、経済成長と共に改善が見込まれ、
2022年、域内貧困層（1日3.20ドル以下で暮らす人々）の数はコロナ以前の
2019年を下回り、6億1,500万人から7億400万人の間で推移するとみられます。
南アジア地域は、気候変動や自然災害の影響に極めて脆弱で、人口の半数以上

に相当する7億5,000万人が、これまで20年間に少なくとも1度は気候関連の	
災害を経験しています。影響は、格差によってさらに拡大する傾向にあります。
貧困・脆弱層、社会から疎外された人々は気候変動や自然災害から特に大きな	
打撃を受けやすく、立ち直るための手段がないに等しいからです。

世界銀行の支援
2022年度、世界銀行は南アジア地域の44件のプロジェクトに対し、90億ドル

の支援を承認しました。その内訳は、IBRDの承認額が48億ドル、IDAの承認額
が42億ドルでした。また、8カ国に対し33件（総額600万ドル）の助言・分析
サービスを承認しました。こうしたサービスを通じて、世界銀行は感染症の予防
やワクチン接種、債務管理、雇用創出、女性の労働力参加、大気汚染、防災、	
気候変動に対する強靱性等、様々な課題について専門的な助言を提供しました。
この地域に対する支援の重点事項は、包摂的な開発を推進するための人的資本

への投資の加速、環境に配慮した成長の促進、経済・市場・社会全体の強靱性の
強化です。

危機への対応
世界銀行はアフガニスタンに対し、2021年8月の政治危機以降、マルチドナー

型のアフガニスタン復興信託基金を通じて、人々への支援を続けています。同信託
基金は、コミュニティの生計、食料安全保障、プライマリ・ヘルスケアを支援する
プロジェクトに資金を提供するもので、特に女性と女児が重点対象であり、プロジェ
クトの実施機関は国連機関や国際NGOです。この数十年間で最悪の経済危機に陥っ
ているスリランカでは、人々を迅速に支援するために既存プロジェクトの資金を再
配分し、保健、社会的保護、農業、エネルギー分野の緊急ニーズに対応しました。

人的資本への投資の加速
南アジア地域の開発は大きく進展しましたが、人的資本の面では依然として大き

な課題を抱えています。コロナの世界的流行によって状況はさらに悪化しており、改
善のペースは鈍化し、これまでの成果が完全に帳消しになった分野もあります。平均
すると、この地域の子供たちは潜在能力の48％しか発揮できないと危惧されていま
す。こうした状況を是正するため、世界銀行は保健システムの強化、プライマリ・	
ヘルスケアへのアクセス拡大、的を絞った迅速な対応を可能にする強力な社会的保
護システムの構築を支援しています。また、全ての人が学習の機会に恵まれ、将来
必要となるスキルを身につけ労働市場に参加できるよう、教育政策も支援しています。
インドでは、1億2,500万ドルのプロジェクトを通じて、西ベンガル州が総合的

な戸籍簿を整え、貧困・脆弱層に対する社会的扶助の対象者とアクセスを拡大でき
るよう支援しています。パキスタンでは、連邦レベルと州レベルのプロジェクトを
支援することにより、プライマリ・ヘルスケアや教育の成果の改善、生計の向上、
的を絞った社会的セーフティネットの拡充、危機への備えの強化を図っています。

表14：南アジア地域
地域への融資承認額と融資実行額 ― 2020～22年度

融資承認額（単位：100万ドル） 融資実行額（単位：100万ドル）
2020年度 2021年度 2022年度 2020年度 2021年度 2022年度

IBRD 5,565 3,746 4,781 3,158 3,665 3,129
IDA 6,092 7,127 4,217 5,235 5,744 4,202

実行中プロジェクトのポートフォリオ：574億ドル（2022年6月30日現在）
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パキスタンではこの数十年間に経済が成長して教育が普及し、出生率は低下し
ましたが、ほかの域内諸国と比べれば高く、女性に認められた機会は今も極めて
限定的です。世界銀行は女性の経済参加を促す政策改革を支援するプログラムの
一環として、女性が労働者の大多数を占めるインフォーマル・セクターでは、	
在宅労働者が公正な賃金と社会保障を利用できるようにし、フォーマル・セクター
では育児サービスや男女別トイレの整備、安全な交通手段の提供、男女同一賃金
の実現、ジェンダーに基づく差別の撤廃を支援しています。このほか、女性の労働
参加を阻んでいる障壁を取り除くために、域内諸国にできることや、フォーマル・
セクターとインフォーマル・セクターの両方で仕事の質を改善する方法を探るた
め、分析を進めています。

経済全体の強靱性の強化
世界銀行は、民間セクター主導のソリューション、債務と投資の透明性向上、

中小企業の市場アクセスと金融アクセス、そしてデジタル・トランスフォーメー
ションを支援することにより、域内諸国が新たな機会を確保し、さらなる成長を
達成し、雇用を創出できるよう支援しています。また各種の調査活動を通じて、
域内諸国が製造業主導の成長からサービス業主導の開発モデルへと移行し、長期
的な強靱性を強化する方法を分析しています。
バングラデシュでは、財政と金融セクターの強化、税制の近代化、国際競争力の

ある輸出産業の育成を支援すると共に、洪水やサイクロン等の異常気象に迅速に
対応するための現金給付のプラットフォーム構築を進めています。ネパールでは、	
1億5,000万ドルのプロジェクトを通じて、金融セクターの安定化、金融ソリュー
ションの多様化、金融サービスへのアクセス向上、そして資本市場、保険市場、	
災害リスク・ファイナンス市場の開放を支援しています。また、環境に配慮した
融資の原則やインセンティブを導入するための政策措置の導入も支援しています。

環境に配慮した成長の促進
南アジア地域では、主要都市の約80％が洪水のリスクにさらされており、中でも、

海抜が低く人口密度の高い沿岸地域は、海面上昇によって大規模な高潮災害が発生
するリスクに直面しています。特に大きな負荷がかかっているのが水道システムと
食料システムです。降水量の変動と気温の上昇が水不足を引き起こし、農産物の
生産性を低下させ、食料価格、栄養、農民の生計に影響を及ぼしており、気候変動
により、域内で最大8億人の生活環境が急激に悪化することが懸念されています。
世界銀行は2022年度、南アジア気候ロードマップを発表し、域内諸国が気候

変動対策を通じて気候変動リスクに対応し、より質の高い雇用を数多く創出し、
貧困を削減できるよう支援しています。効率的で住みやすい都市への移行、環境
に負荷をかけないエネルギー・システムへの投資、気候変動対応型農業の推進は、
こうした対策の一例です。バングラデシュでは、1億2,000万ドルのプロジェクト
を通じて、洪水管理の強化と気候変動対応型の灌漑・排水による農業・漁業の	
保護を支援し、食料安全保障の促進、生計の改善、生産性の向上に貢献していま
す。スリランカでは、9,200万ドルのプロジェクトを通じて、1,100万人以上に
恩恵をもたらすべく、気象、洪水、地滑りの予測システムの近代化、早期警報	
システムの改善、洪水に強いインフラへの投資を促進しています。ブータンでは
斬新なリスク評価を実施し、その結果を農業や道路建設への投資に役立てること
で、気候変動や自然災害に対する強靱性を強化しています。

水・衛生・廃棄物処理 農業・漁業・林業6% 2%

行政 5%

運輸 24%

社会的保護 4%

産業・貿易・サービス 10%
情報通信技術 3%

教育5%

エネルギー・採取産業11%

金融セクター11%

保健19%

図7：南アジア地域
IBRD・IDAのセクター別融資 ― 2022年度
総額90億ドルに占める割合
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域内統合と域内協力の促進
世界銀行は域内協力の促進を通じ、各国の経済的つながり、気候変動に対す	

る強靱性、人間開発の強化を図っています。世界銀行の報告書「Regional	
Investment	Pioneers	in	South	Asia（仮題：南アジア：新しい域内投資のあり方）」
は、域内投資における障壁を分析した上で、複数の政策措置を提言しています。
報告書「South	Asia's	Digital	Opportunity（仮題：南アジア地域のデジタル	
機会）」では、デジタル・トランスフォーメーションが地域経済の活性化にどのよ
うに貢献するかを分析しています。
バングラデシュ、ブータン、インド、ネパールでは、全長3,500キロメートル

の内陸水路の修復と、道路・鉄道との接続を支援しています。また、東部地域の
交通網・貿易網の整備を加速させるための多面的プログラムに着手し、まずは	
バングラデシュとネパールに11億ドル以上を投資しました。世界銀行の気候	
イノベーション・チャレンジ、及びIFCのハイテク支援プログラム「テック・	
エマージ」のインド強靱化プログラムの下では、気候関連ニーズへの対応と、	
災害への強靱性強化のためのソリューションが試行されています。このほか、	
エネルギー・電力セクターの女性専門家ネットワークWePower、気象情報・	
気候サービスの改善に取り組む南アジア地域ハイドロメット・フォーラムといっ
た地域レベルのフォーラムを通じて取組みを進めています。

表15：南アジア地域
地域概要
指標 2000年 2010年 現状a 傾向
総人口（100万人） 1,391 1,639 1,878

人口増加率（年率、％） 1.9 1.4 1.1

1人あたり国民総所得（GNI）	
（アトラス方式、現在の米ドル） 445 1,147 2,104

1人あたり国内総生産（GDP）成長率（年率、％） 2.2 5.9 7.1

1日1.90ドル未満で生活している人口（100万人） 577b 425 262

平均寿命、女性（歳） 64 68 71

平均寿命、男性（歳） 62 66 69

二酸化炭素排出量（100万トン） 1,073 1,877 2,784

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、％） 39.6b 25.9 15.2

財及びサービスの輸出額及び第1次所得に対する
債務の割合 17 7 16

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） 37 34 31

不安定な雇用形態（総雇用数に占める割合、％）	
（モデルに基づくILO推定） 80 78 69

出生児1,000人あたりの5歳未満児死亡率 93 62 39

初等教育修了率	
（修了者が該当年齢層に占める割合、％） 69 87 92

個人のインターネット普及率（人口に占める割合、％） 0 7 39

電力を利用できる人（人口に占める割合、％） 56 73 96

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、％） 49 39 36

基礎的な衛生サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 18 43 69

基礎的な飲料水サービスを利用できる人	
（人口に占める割合、％） 82 86 91
注：ILO＝国際労働機関；PPP＝購買力平価
a.	2014～21年までの最新データ。それ以降のデータについてはhttp://data.worldbank.orgをご参照ください。
b.	2002年のデータ。貧困に関する推定値はhttps://pip.worldbank.orgの地域別データをご参照ください。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/sar
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海面上昇・気候変動対策への支援（バングラデシュ）
バングラデシュは長年サイクロンに悩まされ、数え切れないほどの犠牲者を出

してきましたが、沿岸地域を頻繁に襲う暴風雨への備えを強化し、目覚ましい	
経済成長を遂げることで、現在では沿岸地域の強靱性において世界有数のレベル
にあります。バングラデシュは、サイクロンが頻繁に襲っては高潮を引き起こす
ベンガル湾の北側に位置し、デルタ地帯が大半を占める国土に1億6,500万人が
暮らしています。国は、数多くの避難所を建設し、数百万人を速やかに避難させ
ることのできる早期警報システムを構築し、全長6,000キロメートルを超える	
脆弱な海岸線を保護する堤防を築きました。
世界銀行は、こうした取組みを支援するため、サイクロン襲来時に備えて120万

人以上を収容できる1,000カ所以上のシェルターの建設・修復を支援したほか、
全長550キロメートルの道路を舗装・修復し、周辺の村へのアクセスを改善しま
した。シェルターは、時速260キロメートルを超える猛烈な風にも耐える頑丈な
つくりで、平時は小学校として使われています。色鮮やかに塗られた教室の壁の
奥に鉄筋コンクリートの壁があり、床下には1,000人以上を収容できるスペース
が設けられています。家畜の避難場所もあるほか、太陽光パネルと雨水受けを	
利用して必要な電力と水も確保しています。サイクロンが発生しない季節には、
シェルターは集会所や投票所、診療所として利用され、コミュニティの中心となっ
ています。また、障害者用のスロープも設置されています。
世界銀行はまた、バングラデシュのサイクロン事前準備プログラムも支援しま

した。早期警報システムの運用には、災害対策の訓練を受けた7万6,000人以上
のボランティアが大きく関わっており、その半数が女性です。こうしたボランティア
により、沿岸地域や内陸部の辺鄙な場所にある何千ものコミュニティでも最新の
気象予報にアクセスし、サイクロンの発生時には住民をシェルターに避難させる
ことが可能になっています。2021年5月にサイクロン「ヤース」が上陸した時
も、この仕組みが大きな役割を果たしました。政府はまた、防御の最前線として
139の堤防システムの強化を実施しています。2013年以来、世界銀行は全長
700キロメートルを超える堤防に加えて、排水路網や海岸保護インフラの修復も
支援し、嵐や高潮、塩害、海岸浸食に備えています。
バングラデシュは、48カ国が参加する気候脆弱性フォーラムの議長国（2020

～22年）として、気候変動の影響を受けやすい国々が持続可能で強靱な体制を構築
できるよう支援しています。政府は2018年、バングラデシュ・デルタ計画2100
の下、年間GDPの2.5％に相当する約60億ドルを強靱性の強化と社会・経済的
発展の促進に投じることを表明しました。2021年11月には世界初の気候繁栄計
画を発表し、強靱性の強化、経済成長、雇用創出、再生可能エネルギーの促進に
取り組む計画を明らかにしました。強靱性の強化で成果を上げたバングラデシュ
は、多くの人命を救っただけでなく、気候変動への適応、コミュニティの動員、
災害予防に対する長期投資のロードマップも手にすることができたのです。

プロジェクト紹介
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世界銀行は、データと分析、政策助言、融資、技術協力、動員力を駆使して、
開発目標の達成に取り組む途上国を支援しています。また、様々な国、地域、	
セクターでの活動を通じて得た経験を、地球規模の開発アジェンダに関する取組
みに活用しています。世界銀行のデータと調査は、地球公共財として各国の政策
立案やプロジェクト、開発ソリューションに貢献しているだけでなく、世界銀行
や開発コミュニティ全体が活動の影響を評価し、共通の開発目標に向けた進捗を
モニタリングするためにも活用されています。世界中の国々が複数の危機に直面
する中、世界銀行はその比較優位を生かし、信頼できるパートナーとして、各国
の持続可能な回復に向けた取組みを支援しています。

変化する世界における食料安全保障
この1年は、長引くコロナの影響、食料・肥料価格や輸送費の高騰、地域紛争、

貿易の混乱、気候変動による異常気象の頻発等により、安全で栄養価の高い食料を
得られない人が数十億人に上りました。ウクライナでの戦争は、食料・エネルギー・
肥料のさらなる価格上昇を招き、世界の食料安全保障を脅かすと共に、貧困層を

危機の中での開発目標の達成

感染症、インフレ、戦争が最貧困層に与える影響の追跡
コロナ危機からの回復の状況は国によって異なりますが、世界銀行は	

引き続き、世界の最貧困層への影響を追跡しています。パンデミック、	
インフレ、ウクライナでの戦争による影響が続く中、様々なデータからは、
2022年が貧困との闘いにとって、今世紀で2番目に厳しい年になること
がうかがえます。世界銀行の分析の結果、感染症危機によって国家間はも
ちろん国内でも所得格差が広がり、一部ではこれまでの20年間に達成さ
れた格差縮小が帳消しになったことが明らかになりました。貧困と格差の
拡大は人的資本に長期的な打撃をもたらす恐れがあります。世界銀行は	
貧困や格差等との闘いで再び成果を上げられるよう、世界規模での連携や
支援を受けつつ各国が講じるべき政策措置を特定しました。
ステークホルダーと世界規模の課題について話し合う場では、格差の	

問題を集中的に取り上げました。2022年1月に開催したコロナ危機と	
格差の拡大に関するライブ・イベントには、各国から政策担当者や専門家
が参加しました。2021年の世界銀行グループ・IMF年次総会では「危機
の時代における成長」をテーマに、包摂的な経済成長を実現する方法を	
多角的視点から議論しました。
世界銀行はまた、国連児童基金（UNICEF）との協力により、感染症	

危機が子供に与える影響の分析も実施しました。UNICEFとの共同報告書
は、コロナの世界的流行下において、子供のいる世帯の内3分の2が収入
を失い、4分の1では大人が1日以上食事をとることができなかったと指摘
しています。
世界銀行の貧困・格差プラットフォームは、150を超える国々の貧困、

格差、繁栄の共有について把握できる新しい対話型ツールで、匿名化され
たマイクロ・データを使い、各国の状況を個別に分析することが可能です。
同ツールの導入に伴い、これまでのPovcalNetと貧困・公平性データ・
ポータルの2つが2022年3月までに段階的に廃止されました。
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中心に人々の栄養状態に悪影響をもたらしています。世界銀行は、2008年の	
世界食料価格危機等での経験を生かして、各国がこうした課題に対応しながら、
食料システムの強靱性強化という長期的課題に取り組んでいけるよう支援してい
ます。2022年5月、世界銀行グループは食料安全保障について世界規模の包括的
な対応を支援すると発表し、農業、栄養、社会的保護、水、灌漑の各分野におけ
る既存及び新規のプロジェクトに対して、2023年6月までに最大300億ドルを
提供する計画を明らかにしました。さらに、データと分析、政策助言、融資を	
通じて、食料・肥料の生産促進、食料システムの強化、貿易の促進、脆弱な世帯
や生産者の支援にも取り組んでいます。その一環として、パートナーと共に、	
食料安全保障のためのグローバル・アライアンス、食料・エネルギー・金融に	
関する国連グローバル危機対応グループの食料作業部会、世界農業食糧安全保障
プログラム、食料不安に対処するための国際金融機関行動計画等の世界規模の	
イニシアティブに参加しています。
2021年11月、世界銀行は西アフリカ地域の食料安全保障と栄養の支援を目指し、

5億7,000万ドルの食料システム強靱性プログラムに着手しました。プログラム
は強靱性の強化、域内バリューチェーンの促進、地域の農業リスク管理能力の向上
を通じて、400万人を支援する予定です。ハイチでは、農民が種子や肥料を入手
できるよう緊急資金の調達を支援し、強靱な農業・景観管理手法の導入を促進し
ました。
世界銀行は、ヒトの健康と経済・地球の健全性を支援するために食料システム

を見直す取組みに積極的に参加しています。2021年の国連食料システム・サミット
では、国際食料政策研究所（IFPRI）及び食糧生産・土地利用連合と共に、食料分野
の財政的インセンティブを高める5つの方法を提案しました。2022年1月には
IFPRIとの共同報告書を発表し、途上国は農業政策を見直すことで生産性を高め、
温室効果ガス排出量を削減できると指摘しました。世界銀行の信託基金である食料
システム2030は、各国がこうした提言に沿った取組みを進められるよう支援し
ています。
コロナ危機は「ワンヘルス」アプローチ、つまり人間、動物、環境が健全な関係

を維持することの重要性を再認識させました。世界銀行は食料システム2030を
通じて5つの地域の途上国にグラントを提供し、各国がセクター間の連携、制度的
取決め、地域戦略、人間と動物の疾病監視等、「ワンヘルス」アプローチの基礎を
構築できるよう支援しました。
脆弱性・紛争・暴力（FCV）の課題に直面する国が増える中、世界銀行はこう

した国々の食料システムに関する取組みを強化しています。食料システムの強化は、
平和の維持・回復と貧困削減を両立する鍵になる可能性があることから、報告書
「Future	of	Food（仮題：食の未来）」シリーズの一環として、食料システム強化
の際に役立つ調査結果を発表しました。気候変動は長年、飢餓の促進要因となっ
ており、その影響が深刻化するにつれて、気候変動に適切に対応できるイノベー
ションに投資する必要性が高まっています。世界銀行が2021年12月に実施した
アフリカの水耕栽培と昆虫利用農業に関する調査は、資源に乏しい国やFCV諸国
等が、新鮮な食料、家畜用飼料、肥料の調達先多様化のために希望の持てる道筋
を示しました。不確実性と脆弱性が高まっている中で、こうした情報は、食料	
安全保障と持続可能な未来を実現するための希望となります。

脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響を受ける国に対する支援
2030年には極度の貧困層の最大3分の2を、FCVの影響を受ける地域の人々が

占めるようになるとみられています。FCVは、気候変動や自然災害、感染症危機、
食料不安等のリスクと重なり合い、一段と複雑化します。今回の感染症危機によ
る影響は、女性と女児を含め、最貧困層や社会から疎外されている人々の状況を
特に悪化させました。
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世界銀行グループは、2020年2月に発表したFCV戦略に従って各国の対応を
支援しています。戦略には、紛争の防止、紛争・危機下での支援の継続、脆弱性
からの脱却の支援、波及的影響の削減に対する世界銀行のコミットメントがまと
められています。FCV戦略は、世界銀行のほかの戦略やイニシアティブ、コミット
メントにも反映されており、融資、プロジェクト、分析にあたって革新的アプローチ
が生み出され、世界銀行グループ内で展開されています。例えば、リスクと強靱性
を評価することにより、FCVの要因と強靱性の源を特定し、途上国支援に役立つ
情報を提供しています。FCV戦略の発表以降、世界銀行グループは22件の国別
評価、3件の地域別評価、1件の地方別評価を実施しました。
FCVの影響を受ける国々に対する世界銀行グループの融資は現在、過去最高の

水準に達しています。こうした国々への融資がIDA融資全体に占める割合は、
IDA第16次増資（IDA16：2012～14年度）からIDA第19次増資（IDA19：
2021～22年度）の間に3倍に増え、IDA19では303億ドルに達しました。
2022年度、世界銀行はFCVの影響を受ける国々に対し、IDA19から総額163億
ドルの支援を承認しました。ここにはFCV向けの資金枠からの支援に加えて、	
難民・受入コミュニティ、危機対応（食料安全保障を含む）、地域に特化したIDA
ウィンドウの資金が含まれます。IDAの民間セクター・ウィンドウ（PSW）は、
IFCの投融資又はMIGAの保証と組み合わせて、最貧国やFCV諸国への投資に	
充てられています。
現在、世界には2,700万人近くの難民が存在し、その大半が途上国で暮らしてい

ます。また、難民の4分の3は避難期間が5年を超えています。2022年度、世界
銀行は難民・受入コミュニティに対し、IDA19から総額14億ドルの支援を承認
しました。この内6億4,200万ドルは、ブルンジ、チャド、ジブチ、エチオピア、
ケニア、ニジェール、南スーダン、ウガンダの14件のプロジェクトに対する支援
でした。強制移動の影響を強く受けているサヘル地域、チャド湖地域、「アフリカ
の角」等では、地域レベルのアプローチを用いています。
IDA19では、FCVをめぐる困難に直面する貧困国を効果的に支援するための	

配分枠も用意されました。具体的には、ブルキナファソ、カメルーン、チャド、
コンゴ民主共和国、マリ、モザンビーク、ニジェールの紛争拡大防止政策に対す
る31億ドル、中央アフリカ共和国、ガンビア、ソマリア、スーダンの再支援の	
可能性に向けた17億ドル、南スーダンやイエメンの激戦地で効果的な支援を継続
するための3億5,100万ドルです。
IDA20ではさらに、2022年7月から2025年6月を対象に、FCVの影響を受

ける国々に300億ドル以上を配分します。IBRDの実行中プロジェクトのポート
フォリオの内、FCVの影響を受ける国々を対象としたプロジェクトの割合は
2016年度の2倍以上に拡大し、2022年度は64億ドルに達しました。
グローバル譲許的資金ファシリティ（GCFF）は、多数の難民を受け入れてい

る中所得国を援助しています。2016年以降、GCFFは7億9,500万ドルを超え
るグラント、約58億ドルの譲許的融資を提供し、難民と受入コミュニティの生活
向上を支援しました。こうした支援は、ヨルダンとレバノンでのシリア難民の	
受入れによる影響への対応の助けとなっているほか、コロンビアとエクアドルに
おいて100万人を超えるベネズエラ避難民と受入コミュニティのニーズへの対応
に役立てられています。GCFFは2022年にモルドバの参加を得て、ウクライナ
難民とその受入コミュニティを支援するために900万ドルのグラント、4,300万
ドルの譲許的融資を提供します。GCFFはまた、国際開発金融機関、国連、参加
国間の調整にも貢献しています。
世界銀行グループは、人道支援組織や開発援助機関、平和構築や安全保障の	

専門機関、民間セクター組織との協力を深めており、各組織が相互補完的な権限
で支援活動を展開し、被援助国により大きなインパクトをもたらすことができる
よう支援しています。極めて困難な環境下でも活動を継続できるように、危機的
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国際債務統計（IDS）は、途上国における対外債務の全体的な傾向
と国別の傾向をモニタリングすることにより、政策担当者と分析担当
官に有益な情報を提供しています。IDSは、途上国の対外借入と借入
先を借入国・債権者のタイプ別に包括的に示すもので、データの入手
可能性や比較可能性に関する情報も提供します。国際債務統計2022
は、途上国がリスクを評価・削減し、持続可能な債務レベルを維持す
るためには、債務を包括的アプローチで管理する必要があると指摘し
ています。多くの途上国が債務の拡大がもたらすリスクにさらされて
いる中、こうしたリスクへの対応には、債務の透明性を高めることが
不可欠です。そのため、国際債務統計2022には対外債務に関する
データがこれまでになく詳細に、かつ細分化されて掲載されています。
借入国の対外債務残高については、公的債権者と民間債権者別の内訳、
通貨別の内訳、融資条件も掲載されています。

状況にある40以上の地域で国連機関と連携しており、例えばイエメンでは、
UNICEF、FAO、WHO、世界食糧計画（WFP）に加えて、国際NGOとも緊密
に連携しています。IDAとGCFFの融資を受けたプロジェクトにおいて、避難を
強いられた人々とその受入コミュニティのニーズに対応する際には、国連難民	
高等弁務官事務所（UNHCR）が重要なパートナーとなります。一方、紛争の影響
を受ける国々でプロジェクトを実施する際に、例えば南スーダン等、世界銀行が
アクセスできない地域の脆弱層に重要なサービスを提供する場合には、赤十字国際
委員会のような組織との連携が欠かせません。

債務の持続可能性問題への対応
世界銀行は、途上国で膨らみ続ける債務の危険性を最初に指摘した国際機関の

1つであり、コロナ流行の1年以上前から、途上国の債務が維持できない水準にま
で高まっていると警告していました。実際、コロナの世界的流行により、途上国
の債務残高は50年ぶりの高水準に達し、財源は枯渇し、各国が債務超過に陥る	
リスクが高まりました。2021年度には、IDA加盟国の60％近くが既に債務超過
の状態にある、又はそのリスクが高まっていました。世界各国の金利上昇に伴い、
一部の中所得国もまた困難に直面しました。
世界銀行は、債務の持続可能性維持においてより一層のリーダーシップを発揮

し、各国が透明性と債務管理を改善できるよう支援しました。また、政策改革の
指針となる分析を実施し、世界規模の改革を強く呼びかけました。さらに、税務
コンプライアンス、歳出の有効性、国内資源の動員を強化することで、各国の	
財政状態の改善を支援しました。
世界銀行とIMFの呼びかけによって2020年5月に導入されたG20の債務支払

猶予イニシアティブ（DSSI）は、2021年12月末に終了しました。DSSIの下で、
50カ国近い貧困国が約130億ドルの債務の返済猶予を認められました。しかし、
G20の「DSSI後の債務措置に係る共通枠組み」の実施状況は芳しくなく、これま
でに債務救済を申請した国は3カ国にとどまり、申請から1年がすぎても救済	
手続きは始まっていません。世界銀行はプロセスを加速させるため、同枠組みの
改善を提案しました。具体的には、並行して実施される債務再編交渉の場に民間
債権者を最初から参加させること、債権者間の負担を平等にすること等です。また、
この枠組みを利用して債務の救済を申請する国については、交渉中の債務返済は
停止することをIMFと共に提案しました。世界銀行の2つのグループ機関も、より
多くの国が債務救済を申請できるよう、適格要件を広げることを提案しました。
2021年11月、世界銀行は、債務の透明性に関して途上国が直面している問題

について、初の包括的な分析結果を発表しました。これによると、低所得国の
40％近くがこの2年間、政府債務に関する情報を一切開示していないことが判明
しました。その後、この割合は23％まで低下しましたが、これは主にIDAが持続
可能な開発融資政策を新たに導入し、透明性の向上と債務管理の強化を融資の	
条件としたことによるものです。
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強靱な保健システムの構築
世界銀行は、途上国が保健システムの強靱性を高め、パンデミックに対する予防、

備え及び対応（PPR）の機能を強化できるよう支援しています。また、人と動物の
健康と環境の健全性は相互に強く影響し合う1つのものと捉える「ワンヘルス」	
アプローチを採用し、質の高いデータと早期警報システム、デジタルを活用した危
機対策と情報キャンペーン、財政的に持続可能な支出を確保するためのキャパシ
ティ・ビルディングを支援しています。保健分野のポートフォリオは世界各地の
200件を超えるプロジェクトで構成され、その規模は270億ドルに上ります。こう
したプロジェクトは、プライマリ・ヘルスケアや主要な公衆衛生機能を強化するこ
とで、貧困層・脆弱層を中心に保健分野の成果と保健安全保障を向上させています。
IDA20も引き続き、最貧国が感染症危機の予防を強化できるよう支援していきます。
人命を救い、世界経済の回復を加速させるには、特に途上国においてコロナ・

ワクチンへの公平かつ広範なアクセスを確保する必要があります。低所得国の	
ワクチン接種率は高所得国を大幅に下回り、経済回復が二極化する一因となって
います。コロナによって経済が甚大な打撃を受けたことから、貧困国の大半は危機
の予防や対応機能の強化はもちろん、ワクチン供給に必要な資金さえ用意できな
いでいます。世界銀行による新たな報告書「From	Double	Shock	to	Double	
Recovery（仮題：保健と経済への二重のショック、回復における格差）」は、	
格差が拡大する中、財政状態の厳しい国々は保健分野で厳しい投資判断を迫られ
ることになると指摘しています。
2021年1月から2022年度末までの間に、世界銀行は約80カ国に対し、	

ワクチン、検査薬、治療薬の購入・配布、及び保健システムの強化を支援するた
め100億ドル以上を承認しました。この資金は低温物流、医療従事者向けの研修、
データシステムと情報システムの改善、ワクチン接種を促す広報活動等に活用さ
れます。2022年6月現在、世界銀行は全ての途上地域の53カ国に4億3,300万
回分以上のワクチンを提供し、その約82％は接種済みで、合計6億1,700万回分
のワクチンが世界銀行の融資により調達契約済みです。世界銀行のコロナ・	
ワクチン配布状況追跡プログラムは、財政・業務面の緊急支援を必要としている
途上国を特定すると共に、現地のボトルネックの監視、追跡、解消を支援してい
ます。また、UNICEF、WHO、Gaviワクチンアライアンスが主導するワクチン
提供パートナーシップと緊密に連携して、ワクチン接種率が特に低い国々を中心
に、接種の迅速な拡大と進捗のモニタリングを支援しています。
世界銀行は、ACTアクセラレータとそのワクチン部門であるCOVAX等の国際

的な取組みと連携することにより、ワクチンへのアクセスを改善し、検査、治療、
ワクチンの開発と製造を加速させています。このほか、IMF、WHO、WTOと組織
したタスクフォースを通じて、ワクチン、治療薬、診断法の提供を進めています。
グローバル目標に向けた進捗状況を正確に把握するための「コロナ・ワクチンへ
のグローバル・アクセス追跡プログラム」は、こうした取組みの一例です。
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「保健危機の予防と対応に係るプログラム」は、コロナをはじめとする保健危機
に対応するために追加資源を提供するもので、途上国が感染爆発の予防を強化す
るためのさらなる資金源となっています。プログラムは、支援を特に必要とする
国に緊急支援を提供しており、その中には通常は世界銀行の融資適格でない国々
も含まれます。プログラムは2022年6月までに34件、総額1億1,700万ドルの
グラントを提供しました。
世界銀行は、支払能力を問わず、誰もが質の高い保健サービスを手頃な価格で利

用できるユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）の実現を支援しています。
UHCは、疾病がもたらす財政リスクを低減し、公平性を高めると共に、各国が高齢
化や非伝染性疾患の増加に対応する際の助けとなります。しかし、世界銀行とWHO
がそれぞれ発表した2冊の互いに補完し合う報告書は、感染症危機がUHC達成を妨
げる可能性が高いとしています。コロナの世界的流行時には、新たに2億7,000万
人以上が基礎的保健サービスにアクセスできるようになりましたが、医療費負担に
より経済的に困窮した人は、過去最高の10億人近くに上りました。その数は、貧困
の拡大、所得の減少、財政の逼迫が進むにつれ、さらに増えると予想されます。
コロナ危機はまた、将来の緊急事態に備え、気候変動がもたらす保健への影響

拡大に対応するには、保健システムの強化が必要であることを浮き彫りにしました。
世界銀行が気候投資基金（CIF）と共同で作成した新しい報告書「COVID-19	and	
Climate-Smart	Health	Care（仮題：コロナ危機と気候変動対応型ヘルスケア）」
は、各国が気候変動のもたらす保健への影響に対応できる強靱なシステムを構築
しつつ、保健医療セクターが温室効果ガス排出等を通じ気候危機に与える悪影響
を軽減できるようにするための枠組みを提案しています。
グローバル・ファイナンシング・ファシリティ（GFF）は、世界銀行内に設置

された国際的なパートナーシップで、途上国が主導する女性、子供、青少年の	
健康状態改善に向けた活動を支援しています。世界の最貧国では、複数の危機が
女性と子供に大きな打撃を与え、保健サービスが利用しにくくなり、保健・人的
資本分野でこれまでに達成された成果が失われつつあります。GFFは調査の結果、
調査対象となったパートナー国の3分の2で2021年に入っても、財政難、医療	
従事者の不足、医薬品の不足等、保健システムの混乱が続いているとしています。
GFFは2022年度、支援対象国の緊急ニーズに対応すると同時に、プライマリ・
ヘルスケアの強化と公平性向上に貢献しました。モザンビーク、ルワンダ、	
シエラレオネでは、GFFが世界銀行やその他のパートナーと協力して、コミュ	
ニティの保健従事者を対象にコロナ・ワクチンの供給に関する研修を実施し、	
家族計画や栄養等の基礎的保健サービスの提供を支援しました。ニジェールは、
GFFの支援を得て、既婚の青年期女子が家族計画サービスをより容易に利用でき
るよう法的枠組みを改革し、学校の保健クラブを通じて、性と生殖に関する健康の
周知に取り組みました。カンボジアでは、コロナが猛威を振るう中、基礎的保健
サービスを支援し、栄養成果の向上を促進しました。2018年から2020年にかけて、
子供の発育状態のモニタリングは26％改善し、微量栄養素の補給を受ける妊婦の
割合は80％から89％に上昇しました。GFFはまた、貧困層によるサービス利用
を妨げている経済的障壁を取り除くため、国の貧困層向け保健基金の対象を、	
両親がインフォーマル・セクターで働く2歳未満児にまで拡大しました。

低炭素型の強靱な移行のための融資
世界銀行グループは、途上国が気候変動対策と開発の取組みを一本化できるよ

う支援しています。2021年6月にスタートした世界銀行グループの気候変動行動
計画（CCAP、2021～25年）は、地球規模の重点分野と国単位の気候診断を1つ
にまとめることで、各国が温室効果ガス排出量を削減しつつ、気候変動に適応でき
るよう支援しています。同計画はまた、気候変動対策資金を一段と充実させると表
明しており、今後5年間の支援総額の35％を気候変動対策に充てることを目指し
ています。また、世界銀行グループは資金フロー全体をパリ協定に沿って提供し、
2023年7月1日以降は世界銀行の全ての新規プロジェクトが、またIFCとMIGA
については、理事会が承認した実体経済部門のプロジェクトの内85％（2025年	
7月1日から100％）が、パリ協定の目標に沿って実施される見込みです。
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この計画は初年度から成果を上げており、2022年度には、2019年度の142億
ドルから83％増となる262億ドルの気候変動対策資金を途上国に提供しました。
気候変動への適応策に対する支援は、ドル額ベースで過去最高の129億ドルに達
しました。
世界銀行グループは、主要セクター（エネルギー、農業、食料、水、土地、	

都市、運輸、製造）における低炭素経済への移行を支援の重点分野としています。
トルコでは「強靱な景観統合プロジェクト」を通じて、脆弱な農村地域の強靱性
を強化し、コロナ危機からの持続可能な回復を支援し、環境に配慮した低炭素	
社会への移行を促進するための国家戦略の基盤構築を図っています。貧困率が高く、
気候変動の影響を受けやすいボラマン川とチェケレク川流域では、自然を活用し
た解決策とインフラを組み合わせることで、季節的な洪水、干ばつ、土壌侵食、
地滑りに備えています。プロジェクトはまた、森林景観の回復、持続可能な農業
に関する農業従事者向け研修、灌漑・給水インフラの整備、農村世帯の生計機会
の拡大にも貢献が見込まれています。
新たな主要診断報告書「国別気候・開発報告書（CCDR）」の1冊目も発表しま

した。CCDRは、各国が気候変動の緩和と適応との両立を図りつつ、いかにして開
発目標を達成できるかを分析するものです。CCDRは、各国が低炭素経済への強靱
な移行の方法を検討するにあたって、強力な分析基盤となります。CCDRは、人と
コミュニティを中心に据えたアプローチを採用しており、気候変動に取り組む政策
や経済の移行が持続可能な形で実を結ぶかどうかは、それが人々にプラスに働くか
否かで決まるとしています。例えば、気候リスクが人とコミュニティに与える影響
や、いかにして強靱性を強化するかを評価することが極めて重要です。世界銀行は
CCDR以降の気候リスク関連報告書は、金融安定理事会の気候関連財務情報開示
タスクフォース（TCFD）（詳細は89ページ参照）に沿って作成しています。
世界銀行が2021年9月に発表した報告書「Groundswell（仮題：大きなうねり）」

の最新版は、気候変動により2050年までに2億1,600万人が国内移住を余儀な
くされる恐れがあると指摘しました。しかし、世界中の国々が温室効果ガス排出
量の削減に向けて団結し、断固とした措置を講じれば、その数を最大80％削減	
できる可能性があります。今回発表された最新版は、サブサハラ・アフリカ、	
南アジア、ラテンアメリカ・カリブ海の3地域を対象とし2018年に発表された
「大きなうねり」1冊目に続くもので、今回は東アジア・太平洋、中東・北アフリカ、
東ヨーロッパ・中央アジアの各地域も分析の対象に加えられました。
世界銀行グループは、気候変動対策を推進する様々なグローバル・パートナー

シップに、議長、調整役、あるいは参加者の立場で関わっています。2022年4月
現在、70カ国以上が参加する「気候変動対策に取り組む財務大臣連合」は、こう
したパートナーシップの一例です。同連合は2022年の世界銀行グループ・IMF
春季会合において、気候危機に対応するためにカーボン・プライシングを重要な
政策手段とすべきだと訴えました。また、多国間及び地域のカーボン・プライシ
ングの提案は、オープンで協力的かつ包摂的なアプローチで進めるべきだと指摘
しました。同連合は2021年11月、グラスゴーで開催された第26回国連気候	
変動枠組条約締結国会議（COP26）に参加し、温室効果ガス排出量を正味ゼロに
するという目標達成に向けて、各国の財務省、中央銀行、金融セクターの監督	
当局が貢献できる主要分野を明確に示しました。
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エネルギーの普及
世界の温室効果ガス排出量の75％以上はエネルギー起源です。ウクライナでの

戦争は、世界中でエネルギー価格の高騰と供給不安を引き起こし、その影響が最
貧国において特に深刻なのは、その多くがエネルギーを輸入に大きく依存してい
るからです。今回の危機は、気候変動を緩和し、エネルギーの安定供給と安全	
保障を確保するには、再生可能エネルギーの普及が急務であることを浮き彫りに
しました。技術の進歩により、再生可能エネルギーのコストが大幅に低下し、	
世界全体のエネルギー構成に再生可能エネルギーが占める割合を高める機会が開
かれています。
世界銀行グループは公平なエネルギー移行の加速にも取り組んでいます。途上国

の再生可能エネルギーやエネルギー効率化プロジェクトに資金を提供する世界	
最大の援助機関の1つとして、この5年間に86億ドルの支援を承認し、民間投資
を促進してきました。特にサブサハラ・アフリカ地域では、再生可能エネルギー
のミニグリッド、オフグリッドの太陽光発電システム、保健医療施設や学校の	
ための持続可能な太陽光発電等、エネルギー・アクセス拡大のために再生可能	
エネルギーへの支援を強化しています。
しかし、世界では今も7億3,300万人近くが電気のない生活を送っており、	

環境負荷の低い調理方法を利用できない人は約26億人に上ります。世界銀行はこ
の5年間に、約8,000万人に新規又は改善された電力アクセスを提供し、主に	
アフリカ地域のエネルギー・アクセス・プログラムに対し総額46億ドルを提供し
ました。また、アフリカ地域と南アジア地域を中心に、4,000万人が環境負荷の
低い効率的な調理方法や暖房を利用できるよう支援しました。ルワンダでは、
1,900万ドルの民間投資を動員するなどして、200万人以上が環境負荷の低い調理
方法を利用できるよう支援しています。こうした取組みを支えているパートナー
の1つが、エネルギーセクター管理支援プログラム（ESMAP）です。ESMAPは、
2030年までにエネルギーへのユニバーサル・アクセスを実現するための専門	
知識と資金を提供するプログラムで、オフグリッド及びミニグリッド・ソリュー
ションの主流化を支援しており、世界のミニグリッド投資の4分の1はESMAPの
融資によるものです。
世界銀行は、各国が持続可能な成長と開発、コミュニティの保護、二酸化炭素排

出量の削減に資する方法で、採掘産業を管理できるよう支援しています。各国政府
が労働者、コミュニティ、環境を保護しながら、炭鉱や石炭火力発電所を閉鎖し、
公正な移行を進められるように、世界銀行グループとしてこの20年間に総額30億
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ドル以上を提供しました。2021年12月に発表した報告書「Global	Perspective	
on	Coal	Jobs	and	Managing	Labor	Transition	out	of	Coal（仮題：石炭産業
労働者と脱石炭による雇用への影響に対するグローバルな視点）」は、ポーランド
と米国の先行事例をもとに、インド、インドネシア、南アフリカの石炭発電の段
階的廃止を阻む要因を分析した上で、失業問題への対策として、労働者を支援し、
他の産業への移行を促進する政策等を提言しています。世界銀行は、関連諸国や
パートナーと連携しながら、資源の浪費につながるガス・フレアリングの削減に
も取り組んでいます。ガス・フレアリングは現在、年間推定約4億トン（二酸化
炭素換算）もの温室効果ガスを排出しているとされています。世界銀行とパート
ナーが2015年に立ち上げた「2030年までにルーティン・フレアガス排出量を	
ゼロに」イニシアティブには、2022年度の時点で世界のフレアガス排出量のほ
ぼ3分の2を占める34の政府と53の石油会社が参加しています。

強靱かつ持続可能な未来に向けた自然への投資
生物多様性と生態系サービスの損失は気候変動と密接に関連しており、特に	

低所得国に大きな影響を及ぼします。世界銀行は自然に配慮した開発を促進する
ために、各国が自然資本の価値を計算し、森林や景観の管理を改善すると共に、
持続可能なブルー・エコノミーに移行し、環境汚染の管理を強化できるよう支援
しています。
世界銀行は、森林と海洋の生態系保全を通じて人々の生計にも貢献しています。

2022年3月には、南アフリカの絶滅危惧種クロサイの保護を支援することで、	
周辺コミュニティにも利益をもたらす新たな金融商品「野生動物保護債券」を	
発行しました。また、地球環境ファシリティ（GEF）が資金を提供するアマゾン
持続可能な景観プログラムでも主導的な役割を果たし、ボリビア、ブラジル、	
コロンビア、エクアドル、ガイアナ、ペルー、スリナムにおいて、総合的な景観
管理と生態系保全の強化に取り組んでいます。プログラムの下で、これまでに
4,200万ヘクタールの保護区の拡大と管理を強化し、20万9,000ヘクタールの土地
で持続可能な生産活動を促進し、4,300ヘクタールの土地の回復を支援しました。
世界銀行の分析活動は、各国が自然資本の価値を体系的に算定する際の助けと

なっています。例えば世界銀行の主要報告書「Changing	Wealth	of	Nations	
2021（仮題：世界の富の推移2021）」は、富の会計に関してこれまでで最も	
包括的なデータ集です。新たに生物多様性や生態系サービスに対する支援のアプ
ローチをまとめた「Unlocking	Nature-Smart	Development（仮題：自然に	
配慮した開発の促進）」は、各国・経済
の持続可能な開発をいかに支援するか
のグローバルな枠組みを示しています。
世界銀行グループは気候変動行動計

画（CCAP、2021～25年）の中で、	
自然を活用した解決策に対する支援の	
拡大、意思決定支援ツールと富の会計
の強化、自然・気候変動リスクとサステ	
ナブル・ファイナンスの統合を表明し
ています。グラスゴーで開催された
COP26では、他の国際開発金融機関と
共に「自然、人々、地球に関する共同
声明」に署名しました。
世界銀行グループは、人の健康や環境

の健全性、気候に悪影響を及ぼす大気汚
染、化学物質汚染、プラスチック汚染を
削減する取組みも支援しています、その
一環として、各国がプラスチック汚染を
削減し、再生・修復型の産業システムを
支援するための政策シナリオ策定のため
の分析を進めています。
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世界経済見通し
「世界経済見通し」は、毎年1月と6月に発表される	
世界銀行の主要報告書で、新興国・途上国に重点を置いて、
世界経済の情勢、展望、政策を調査しています。2022
年6月に発表された最新版は、コロナ危機やウクライナ
での戦争がもたらした打撃が世界経済の減速をいかに深
刻化させたかを解説しています。同報告書の予測に影響
を与える主なリスクとしては、世界規模でのインフレ率
上昇とそれに伴う低成長があります。こうしたリスクは
低所得国にも中所得国にも同じように悪影響を及ぼす可

能性があります。同報告書は、最悪の結果を回避するための断固とした政
策措置の重要性を強調しています。例えば、戦争による人々への被害の軽
減、原油・食料価格の高騰がもたらす打撃の緩和、迅速な債務救済、低所
得国におけるコロナ・ワクチンの接種拡大といった世界規模の取組みです。
政策担当者に対しては、価格統制や補助金、輸出禁止のような市場を歪め
る政策は一次産品価格のさらなる上昇を招く可能性があるため、実施すべ
きではないとした上で、政府支出を見直し、脆弱層に的を絞った救済措置
を重点的に実行するよう呼びかけています。

世界の水の安全保障に向けた取組み
気候変動、人口増加、水を大量に消費する経済成長パターン、大気汚染の影響

により、世界の水の供給が脅かされています。一方で水の需要は増え続けており、
都市部では今後30年間に50％の増加が予想されています。良質な水の不足は、
経済発展、貧困削減、持続可能な開発を脅かす最大のリスクの1つです。
世界銀行は、途上国の水関連プロジェクトに資金を提供する世界最大の国際機関

として、パートナーと緊密に連携しながら、資源の持続可能な利用、サービス	
提供の改善、強靱性の強化を支援しています。タンザニアでは2021年、180万
人を対象に、自宅近くで利用できる水の量と質を改善したほか、約260万人が	
改善された衛生サービスを利用できるよう支援しました。ガーナでは、貧困世帯
がトイレを購入するための補助金に資金を提供しています。
世界銀行は、循環型経済アプローチ等の革新的ソリューションを通じて、都市

部の水の安全保障を支援しています。例えば、エクアドルのグアヤキルでは、	
数十年前から続く河川と河口域の下水汚染問題の解決を支援しています。特に	
インフラと下水道網の改善から貧困層のアクセス改善と運用の安定化まで、安全
な衛生設備の確保に重点を置いています。水質は上流でモニタリングされ、河川
流域計画を通じて水質を脅かす要因を特定しています。新たに建設された2つの
水処理施設は排水を処理するだけでなく、下水汚泥から発生するメタンを利用し
て施設が使用する電力の最大40％相当を発電しています。
インドでは、西ベンガル州の大規模な灌漑・洪水管理プロジェクトを通じて、

灌漑サービスへのアクセスを改善し、毎年発生する洪水から270万人の農業従事
者を保護し、気候変動の影響を緩和しています。プロジェクトは、地表水と地下
水の利用の最適化、農業の生産性向上、農村住民の収入増加に貢献しています。
世界銀行の分析活動はプロジェクトの強化にも役立っています。例えば、報告

書「Troubled	Tariffs（仮題：料金設定の問題点）」は水供給サービスを効率化し、
料金を抑え、持続可能性を高める方法を政策担当者に紹介しています。また、	
報告書「Seeing	the	 Invisible（仮題：地下水への戦略的アプローチ）」は、地下
水の水質が人の健康、農業、産業、環境にとっていかに重要であるかを浮き彫り
にしています。
マルチドナー信託基金「水の安全保障と衛生のグローバル・パートナーシップ」

は、途上国が水関連の持続可能な開発目標（SDGs）を達成できるよう支援してい
ます。また、官民両セクターと市民社会によるパートナーシップである2030	
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水資源グループは、水セクターを資金面で支援するグローバル・タスクフォース
を設置し、強靱な公益事業の構築、新しい技術の活用による水管理の改善、	
サービスの提供効率と適応力の向上を図っています。

経済的変革の促進
1990年以来、途上国を世界経済に統合することは雇用創出に大きな役割を果

たしており、10億人以上が貧困から脱却する助けとなりました。しかし、貿易面
の統合をさらに進めることは難しくなっています。パンデミックが始まり、さら
にウクライナで戦争が勃発すると、多くの国は内向的になり、食料・エネルギー
価格の高騰に対抗するため、国内生産への回帰と国内市場の保護へと舵を切りま
した。世界銀行が2022年3月以降に実施した調査は、国内生産への回帰は貿易
を縮小させ、特にサブサハラ・アフリカ地域を中心に5,200万人を貧困に追いや
る可能性があるとしています。そして食料の輸出制限は逆効果になりかねません。
こうした措置は、特に最貧困層の消費者に大きな打撃を与え、食料生産への投資
意欲をそぎ、長期的には世界の食料安全保障を損なう可能性があるからです。
雇用と経済改革の促進は、世界銀行の開発促進の柱です。世界銀行は、途上国

が質の高い雇用の創出につながる生産的な活動に資源を再配分できるよう支援し
ています。また、途上国が貿易と都市化を通じてより大きな市場にアクセスし、
既存の仕事や企業の生産性を高める方法を探っています。
2022年度は、こうした目標を達成するために様々な分析活動を実施しました。

例えば、市場を歪める補助金の増加と複雑化に関する報告書、感染症危機からの
回復と貿易の関係の分析、気候変動に対処する貿易政策に関する調査等です。ま
た「Trade	Watch（仮題：貿易ウォッチ）」シリーズでは、ウクライナでの戦争
が貿易に与える影響を分析しました。
世界銀行は、各国の成長戦略や気候変動適応計画の指針となるいくつもの貿易

診断調査を実施しました。アフリカ大陸自由貿易協定を分析した報告書の第2弾
では、貿易と外国直接投資が拡大すればアフリカ地域の実質所得は2035年までに
約9％増加し、新たに1,000万人が極度の貧困から抜け出すことができると指摘
しています。

雇用の質向上と件数拡大による貧困削減
世界全体でみると、近年の貧困削減の約40％は労働所得の向上によるものです。

しかし、低所得国では今も労働者の90％超が質も生産性も低い仕事に従事してい
ます。こうした課題は、コロナ危機によって雇用、労働市場、生計が混乱したこ
とで悪化しました。途上国は、生産性の向上や所得の増加につながる仕事を創出
すると共に、不利な立場にある人々が仕事を獲得できるよう支援する必要があり
ます。政府は、効果的な規制を導入することで、民間セクターの労働需要の喚起、
特に質の高い雇用の創出に大きな役割を果たすことができます。この点は、中東・
北アフリカ地域の雇用問題について考察した2022年の報告書「Jobs	Undone
（仮題：民間セクターの雇用に政府が果たす役割）」でも強調されています。

世界銀行は、雇用面の成果を高める投資に資金を提供し、雇用診断を実施し、
世界規模での知識共有や研究を支援しています。2022年度、世界銀行は510件
の雇用関連プロジェクトを支援し、総額約740億ドルを投資しました。ザンビア
では、アグリビジネス・貿易プロジェクトを通じて、新興農家や中小規模のアグリ
ビジネスが有望かつ持続可能なバリューチェーンに参加し、さらに大きな市場と
つながることができるよう支援しました。プロジェクトは約500万ドルの民間資本
を動員し、農業従事者（約3万3,000人）の平均売上を27％、中小企業の平均	
売上を73％拡大しました。IDA20でも、雇用創出と経済変革の支援に引き続き
取り組むと共に、市場の失敗や制約に対応することにより、脆弱性・紛争・暴力
（FCV）の影響を受ける5カ国を含む20のIDA借入国で、民間セクター主導の	
投資機会と質の高い雇用の創出を支援していきます。
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世界銀行は、感染症危機下でも企業が事業を継続し、雇用を維持できるように、
エジプト、エチオピア、ジョージア、モンゴルでは中小企業を、インドネシア	
やウガンダでは、観光業など特に打撃の大きかったセクターの中小企業を支援し
ています。インドネシア、メキシコ、パラグアイ、ウルグアイでは、優良企業	
の事業継続、破産制度の改善、金融セクターの強靱性強化を支援しています。	
フィリピンとウガンダでは、金融テクノロジーと流動性を促進し、中小企業と	
女性を中心に融資アクセスを拡大しています。モルディブでは、コロナ緊急所得
支援プロジェクトを通じて、感染症危機によって仕事や収入を失った労働者に	
一時的な所得支援を提供したほか、将来の危機に備えて社会的保護システムの	
強化に取り組みました。約2万3,000人の労働者が経済的支援を受け、その内の
約9,000人は女性で、3分の2以上は自営業者でした。
世界銀行内に設置されたパートナーシップも、雇用面の成果向上や、移民労働

者に関する政策の立案に貢献しています。例えば、民間企業を巻き込んだ「若年
層雇用ソリューション」、移民の流れや送金の状況をモニタリングする「移民と開発
に関するグローバル知識パートナーシップ（KNOMAD）」等があります。世界	
銀行は、新しいKNOMAD・移住アンブレラ・マルチドナー信託基金の下で、まず
はコロンビアを対象に、移住と強制移動に関するプロジェクト拡大に向けた基盤
構築を進めています。2022年3月に発表されたKNOMAD政策提言は、2022年
はウクライナへの送金が大幅に増加する一方で、ロシアから中央アジア地域への
送金は減少すると予測しています。世界銀行は、パンデミック等の危機下でも	
本国送金の水準が維持されるよう、引き続きパートナーや各国と連携しています。

世界規模の学習危機への対応
コロナ危機以前から、世界はすでに学習危機に直面していました。感染の拡大

を防ぐために世界各地で学校が閉鎖され、ピーク時の2020年4月には、生徒の
94％が学校に通うことができず、学習危機が一段と深刻化しました。簡単な文章
を読んで理解することのできない10歳の子供の割合を示す学習貧困率が、低・	
中所得国では現在70％に達している可能性があります。学習の機会を奪われたこ
とで失われる生涯所得は、世界全体で総額21兆ドル、低・中所得国では11兆ドル
に達するとされています。
学校閉鎖の期間に、ほぼ全ての国が何らかの形で遠隔学習を提供しましたが、

不利な立場にある世帯の子供が遠隔学習に参加できるケースは多くありませんで
した。世界全体では、生徒の少なくとも3分の1に相当する4億6,300万人が	
遠隔教育を利用できず、特に女子、障害を持つ子供、低学年の生徒は大きな障壁
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に直面しました。こうした生徒がコロナ後に学校に戻る可能性は低いとみられて
います。
世界銀行は学習サイクル全体を対象とした支援を提供しており、全ての生徒が

学習を継続できる、強靱で公平かつ包摂的な教育システムを促進しています。	
世界銀行は途上国の教育に資金を提供する世界最大の援助機関であり、約230億
ドルのポートフォリオを通じて、学習を改善し、充実した人生を送るために必要
な教育へのアクセスを全ての人に提供することを目指しています。この3年間に、
教育分野への融資額はそれ以前の10年間と比べ2倍に増加しまし、少なくとも	
4億3,200万人の生徒と1,800万人の教師に利益をもたらしました。これは援助
受入国の生徒の3分の1、教員の4分の1近くに相当します。世界銀行はまた、	
教育のためのグローバル・パートナーシップ（GPE）が提供する低所得国向け	
グラントの最大の実施機関として、GPEのグラント・ポートフォリオの57％に	
相当する36億ドルを管理しています。
世界銀行はデータと分析作業、政策助言、融資、技術協力を通じて、各国政府

が意欲的な学習再建プログラムを推進し、生徒の復学、学習の遅れ解消、生徒と
教員のための健全な環境確保、社会から疎外された子供の支援、開発の加速を	
実現できるよう支援しています。ブラジルでは、学習に困難を抱えている生徒に
合わせた指導や、社会情動的スキルを伸ばすための体系的な訓練を取り入れるこ
とで、授業の遅れを取り戻せるよう支援しています。インドのグジャラート州で
は、教室単位の評価システムを強化し、評価結果を新しい補習教育手法に活用で
きるようにしたほか、教員の専門能力向上に投資しました。モザンビークでは、
事前に用意した台本を利用した授業計画の立案、教員向けの研修とコーチング、
頻繁な評価を通じて、学習のための心身の準備状態と低学年の識字率の向上を	
促進しています。また、学校の安全性強化、男女別の衛生設備、メンター・プロ
グラムの導入等、女子の高学年への進級や中退防止も支援しています。
こうした目標を達成するために、世界銀行は国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、

世界食糧計画（WFP）、経済協力開発機構（OECD）、ハーバード大学、オックス
フォード大学、ジョンズ・ホプキンス大学等、多くのパートナーと協力しています。
2020年にUNICEFと共同で開始したアクセラレーター・プログラムは、ビル＆
メリンダ・ゲイツ財団、英国政府、国連教育科学文化機関（UNESCO）、米国	
国際開発庁（USAID）の協力を得ながら、参加国の基礎的スキルの向上を引き続
き支援しています。UNICEF及びUNESCOとの共同報告書「State	of	Global	
Education	Crisis（仮題：世界の教育危機の現状）」では、コロナ危機が学習に与
えた影響を評価し、学校閉鎖の悪影響を緩和するための政策対応を示しています。
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公平な回復のための人的資本格差への対応
複数の世界的危機に対応している途上国では、人的資本を十分に育成すること

に投資を集中させることが極めて重要です。人的資本とは、個人が潜在的な能力
を発揮するために必要な知識、技能、健康、栄養等のことです。世界銀行の人的
資本プロジェクトは、調査、データ、分析に国レベル・世界レベルの支援を組み
合わせることで、こうした取組みを支援しています。
2022年、人的資本はIDA20の政策パッケージの特別テーマに選ばれ、最貧国

の人的資本の現状に対応し、投資を強化することを支援の重点分野とすることに
なりました。
世界銀行は、人的資本の成果を阻害している要因を各国政府が特定できるよう、

20件を超える人的資本レビューを進めているほか、各国が人的資本への支援を増
やし、支出を効率化することで、成果を改善できるよう取り組んでいます。また、
アフリカ、ラテンアメリカ・カリブ海、中東・北アフリカ、南アジアの各地域で
は、それぞれの地域に特化した人的資本計画を実行しています。
今年は、WHO、米国政府、複数の大学と共同で、コロナ患者のケアやコロナで

孤児となった子供の問題をテーマとする政策ノートを発行しました。ちょうどこの
タイミングで発表された別の政策ノートでは、武力紛争による人的資本の損失を、
ライフサイクルに沿って、また世代を超えて考察するもので、ウクライナでの戦争
がもたらした世界規模の影響に対する世界銀行の対応に役立てられています。
2021年12月に発表した報告書「The	Quality	of	Health	and	Education	
Systems	Across	Africa（仮題：アフリカ地域の保健・教育システムの質）」は、
保健・教育サービスの提供に関するデータが国民的議論の形成と各国の政策対応に
いかに役立ってきたかを明らかにしました。コロナ危機による人的資本の損失への
影響に関する分析作業が継続中で、世界銀行の支援活動に役立てられています。
人的資本プロジェクトにおいては、パートナーシップが重要な役割を果たして

います。世界銀行は年に2回の閣僚級会合において、保健と教育を改善し、経済
成長を促進するためには、人的資本への投資が重要であることを各国の財務・	
計画担当大臣やその他のパートナーに訴えています。今年の会合では、デジタル
時代にふさわしいサービス提供のあり方、コロナによって失われた学習と雇用の
回復に重点が置かれました。このほか、各国財務省の担当官を集めた会合等も	
開催しました。
人的資本アンブレラ・プログラムは、途上国が人的資本の構築、保護、活用に

向けた戦略を策定・実施できるよう支援するものです。プログラムは、ビル＆	
メリンダ・ゲイツ財団とカナダ政府から資金を得て、アフリカ地域と南アジア	
地域の16カ国に対して、人的資本の課題、特に女性の経済的エンパワーメントに
注目した分析と技術協力を提供しました。
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英国政府、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団、UNESCO、UNICEF、USAID、世界	
銀行が共同で作成する「State	of	Global	Learning	Poverty（仮題：世界の学習貧
困の現状）」の2022年版は、危機からの回復にはまず国レベルの政治的コミット
メントが必要であると強調しています。
課題の大きさと資金調達競争の激しさを考慮すると、途上国が学習貧困に取り

組む際は、最も緊急性の高い課題と費用対効果の高いアプローチに集中する必要
があります。UNICEF及びUNESCOと共同で作成した報告書「Where	Are	We	
on	Education	Recovery?（仮題：教育の回復はどこまで進んでいるか）」は、全て
の児童と若者が学校に通い、学業のためやその後に充実した人生を送るための基
礎的スキルを習得するためのRAPIDアプローチを提示しています。同アプローチ
は、学習の遅れを取り戻すために必要な全ての政策を網羅しており、全ての子供
の支援、中退の防止、学習レベルの定期的な評価、基礎教育の優先、授業の効率
化、学習の遅れ解消、心理社会的な健康と福祉の確保を目指しています。
世界銀行は現在、脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響を受ける国々に52億ドルの

支援を提供しています。紛争や暴力にさらされている子供を救うため、こうした国々
への支援は急速に拡大しており、現在では世界銀行の教育分野のポートフォリオ
の4分の1近くを占めています。このアプローチは世界銀行グループのFCV戦略
とも整合性があり、脆弱性と移住が児童と若者に与える影響を最小限に抑え、暴力
的な武力紛争を防ぐためには、教育が長期的にわたり極めて大きな役割を果たす
との認識に基づいています。

持続可能な成長と強靱性のための女性のエンパワーメント
世界銀行は各国と協力しながら、女性や女子のエンパワーメントと投資を進め

ており、この10年間に、妊産婦死亡率、女子教育の拡充、女性の法的保護強化等
の重要な分野で進展が確認されています。世界銀行の主要報告書「Women,	
Business,	and	the	Law（女性・ビジネス・法律）」に掲載の各国の平均スコアは、
女性の経済的権利と経済への参加が拡大していることを反映し、2012年から
2022年の間に6.4ポイント上昇しました。
一方で、深刻な課題は今も残されています。現在、途上国は無数の危機に直面

しており、いずれも少年、少女、男性、女性にそれぞれ異なる影響を及ぼしてい
ます。そうした影響は、差別的な法律や政策、経済的な役割や責任に関する社会
規範、ジェンダーに基づく暴力（GBV）によって、さらに拡大する傾向があります。
ジェンダー格差は、パンデミックと共に拡大を続けており、人的資本、経済的	
エンパワーメント、発言権と決定権といった分野で、女性と女子が達成してきた
成果を脅かしています。
開発成果を高めるために、途上国は女性のエンパワーメントと起業、女子の教育

と将来の仕事のための技能習得に加え、育児や性と生殖に関する健康等の基礎的
サービスへのアクセスにおける取組みを加速させる必要があります。また、脆弱
性や紛争の影響を受ける国々を中心に、GBVとその原因の予防・解消が不可欠で
す。世界銀行グループは、各国がこうした目標に向かって努力し、経済の包摂性
と強靱性を強化できるよう支援しています。その指針となる世界銀行グループの
ジェンダー平等戦略（2016～23年）は、「人々が受ける恵み（保健、教育、社会的
保護）」、「雇用」、「資産」、「発言権と決定権」の4つの柱の全てで男女格差を解消
することを目指しています。2022年1月には、この10年間の進捗と教訓を振り
返るため、1年間に及ぶイニシアティブ「#AccelerateEquality」を開始しました。
世界銀行はジェンダー格差の解消と、女性、男性、少女、少年のエンパワー	

メントを目指すマルチドナー信託基金「ジェンダー平等のためのアンブレラ・ファ
シリティ」を支援しています。同基金は地球公共財に資金を提供することで、	
イノベーションを促進し、政府、開発パートナー、民間セクターが導入できる	
解決策についてエビデンスを提供しています。
世界銀行は、研修やコーチング、心理社会的支援のような、生産的な経済的	

包摂を促進する措置等を通じて、女性の経済活動への参加を後押ししています。
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また、労働の対価としての現金給付プログラム、育児支援の拡大、農業改良普及
事業、女性が経営する企業の流動性を高める融資を含む金融・デジタルサービス
へのアクセス向上を支援しています。セルビアでは、学術研究、起業、金融アク
セスの改善によって成長を促進し、競争力を強化するプロジェクトを支援してお
り、提供した130万ドルのグラントの内、半分以上は女性に提供されました。	
アンゴラでは、90万人の若者を対象とする奨学金プログラム、中退者の復学支援、
教室の安全性確保、保健サービスの提供を通じて、学校に通っていない児童や若者、
特に青年期女子の急増に対応しています。また、女性起業家資金イニシアティブ
（We-Fi）を通じて途上国を支援し、女性が経営又は所有する企業を対象とした	
融資・支援制度の構築を促進しています。
世界銀行は、ジェンダー・データ・ポータルを通じてデータを収集・整理し、

人口統計、教育、保健、経済活動、資産、リーダーシップ、GBV等の分野を網羅
した900以上の指標について、男女別のデータを公開しています。ジェンダー・
イノベーション・ラボは、ジェンダー平等を推進するための知識とエビデンスの
創出、格差の見極め、解決策の検証を進めています。2022年2月には、強制移動
で女性と男性が生活にいかに異なる影響を受け、女性が身近なパートナーから	
暴力を受けるリスクが高まり、生計手段へのアクセスが困難になるかを考察した
研究を発表しました。
世界銀行は、女性が収益性の高いセクターに参入し、業績を向上させる方法を取

り上げた報告書「Breaking	Barriers（仮題：障壁を打破する）」を発表しました。
東アジア・太平洋地域では、女性の雇用での成果を最大化するために必要な育児	
支援を分析しました。中東・北アフリカ地域では、エジプトの女性労働参加率が	
低い原因を探り、域内の女性の経済的機会を加速させる政策に貢献しました。	
南アジア地域では、税制を再設計し、競争を促進し、ジェンダー規範を見直す方法
をまとめた報告書「Reshaping	Norms（仮題：規範の再構築）」を発表しました。
世界銀行はジェンダーに基づく暴力の防止と対応のため、遠隔カウンセリング・

サービスの支援、親を対象とする健全な人間関係の教育、公共交通機関における
セクシュアル・ハラスメントへの対応、深刻な事案を特定し専門機関につなぐた
めの医療従事者向け研修、データ収集・紹介メカニズムの強化等のプロジェクト
を実施しています。タンザニアでは、学校運営者と教員のキャパシティ・ビルディ
ングを通じて、GBVの防止と対応を支援しています。

「Women,	Business,	and	the	Law	2022（女性・ビジ	
ネス・法律2022）」は、190カ国を対象に女性の経済的機
会に影響を与えている法規制を分析する年次報告書の第8版
です。報告書は、女性が労働者として生涯を通じて行う経済
的な意思決定と、これまでの52年間の改革のペースを検証
することにより、女性の経済的エンパワーメントに関する研
究や政策議論に貢献しています。報告書は、女性が生涯や
キャリアの様々な局面を通じて関わる法律を、可動性、職場、
賃金、結婚、育児、起業、資産、年金という8つの指標から
検証しています。

第8版では、法的なジェンダー平等と女性の経済的包摂の関係を示す	
エビデンスを確立し、女性の経済参加を阻んでいる障壁を特定し、差別的
な法律の改革を奨励しています。その一環として、95カ国を対象に保育
関連の法律に関する新しい試験的な調査を実施しました。保育は、女性が
有給の仕事を続けるために欠かせない支援の1つです。また、今回初めて、
法規制の内容を分析するだけでなく、25カ国での法律の施行状態も調査
しました。これは、法律だけではジェンダー平等を必ずしも改善できない
こと、法律の制定だけでなく、その履行・施行、そして社会的・文化的・
宗教的な規範といった要素も重要であることを示しています。
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財政・金融改革の促進
途上国は、コロナ危機がもたらした財政面への影響、ウクライナでの戦争、	

インフレ率上昇、気候変動等、相互に関連しながら増え続ける複雑な課題に直面
しています。政府が適時に適切な行動をとりつつ妥協点を探るためには、包括的
な政策枠組みが必要です。2022年度には、ドイツから6,000万ユーロを得て、
財政・金融面の課題に直面している途上国が気候変動に対応できるよう支援する
包括的プログラムに着手しました。これは、財務、経済、貿易の各当局が政策に
気候対策を盛り込み、中央銀行や金融規制当局が取組みを強化するために役立つ
だけでなく、政府機関を強化することで、資源を効率的に配分し、環境負荷の	
低い生産と消費を実現できるよう貢献するものです。
2022年度は、途上国が国内資源の動員を強化する適切な方法をみつけられるよ

う支援することも、分析活動の重点分野でした。コロナ危機は多くの途上国から
財政の選択肢を奪い、新たな課題に取り組むための資源を減少させました。世界
銀行の報告書「Innovations	 in	Tax	Compliance（仮題：税務コンプライアンス
におけるイノベーション）」は、執行、円滑化、信頼をテーマに、税制を改善する
ための斬新で統合的な枠組みについて説明しています。報告書は、納税者と税務
当局の信頼関係を強化する戦略は、コンプライアンスの改善や、税制の効率化に
対する国民の支持につながると指摘しています。

公的機関の強化とガバナンスの改善
世界銀行は、途上国が効率性、包摂性、説明責任を備えた優れた組織・制度を

構築できるよう支援しています。こうした取組みは途上国において、公共部門の
生産性向上、テクノロジーを活用した公共サービスの提供、汚職の削減、気候	
関連の災害等の管理に貢献しています。
コロナ危機は、国民の保護とより良い未来の構築に政府が果たす重要な役割を

浮き彫りにしました。世界銀行の「政府の未来」イニシアティブは、政府が危機
を脱し、環境に配慮した強靱で包摂的な開発へ移行する方法を特定できるよう	
支援しています。このほか、健全な公共調達により、毎年最大1兆ドルを節約で
きることを示す包括的でグローバルな報告書も作成しました。
政策改革の効果的な設計と実施を支援するため、いくつかのツールも開発しま

した。例えば100カ国以上で会計検査機関の法的・運用面の独立性を評価するた
め、最高会計検査機関の独立性指標を導入しました。一方、GovTech成熟度指数
は198カ国の政府を対象に、公共サービスの提供の改善と、市民参加を強化する
ためにテクノロジーがどのように活用されているかを評価しています。また、	
世界官僚指標は公共セクターの雇用と賃金に関する最も包括的なデータセットで
あり、200カ国の192の指標で構成されています。
汚職は人命を奪い、基礎的サービスへのアクセスを阻害し、格差を拡大させか

ねず、特に最貧困層に悪影響を及ぼします。世界銀行の汚職防止行動計画は、	
世界銀行による汚職防止へのアプローチを強化するもので、政府が腐敗をできる
限り早期に発見して抑止できるようにしています。
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金融セクターの強靱性強化
コロナ危機は、今もなお企業と労働者に深刻な影響を与えています。景気刺激

策は経営難に陥った企業にとっては命綱となりましたが、各社が流動性を確保す
るために借入を行ったことで金融リスクが高まりました。世界銀行のビジネス	
動向調査によると、2021年の平均売上高は引き続き、2019年を28％ポイント
下回る低水準でした。利益の減少は、債務の返済を困難にする恐れがあります。
世界銀行は、大きな不確実性に直面している企業を支援するため、いくつかの

分析的評価を実施しました。世界銀行の報告書「Toolkit	 for	Corporate	
Workouts（仮題：企業再編の手法）」最新版は、裁判制度に過度の負荷をかける
ことなく、企業の経営不振に迅速かつ柔軟に対応するための費用対効果の高い	
方法を提示しています。世界銀行の報告書「Addressing	Corporate	Debt	
Overhang（仮題：企業の過剰債務への対応）」は、企業再建、金融安定化、資本
市場に関する世界銀行の専門知識を活用した解決策を提案しています。このほか、
アジア破産法改革フォーラムやアフリカ地域円卓会議、第1回カリブ海地域円卓
会議では、政策担当者、規制当局、実務家、司法関係者と共に、破産法やその	
実務の変化と現状について議論しました。
多くの国が民間投資、特にインフラや住宅への民間投資促進に取り組んできま

した。ケニアが世界銀行の支援を受けて発行した初の住宅ローン借換え債には、
募集枠の6倍の応募がありました。パキスタンは、住宅金融プロジェクトを通じ
て7億5,000万ドルの民間資本を調達する見込みです。
現在、デジタル金融サービスが、企業活動の形を変えつつあります。現金の	

役割が小さくなる一方で、新たに登場したデジタル通貨が勢いを増しています。
世界銀行とIFCの新しい報告書「Fintech	and	the	Future	of	Finance（仮題：
フィンテックと金融の未来）」は、金融サービスにおけるデジタル・トランス
フォーメーションと、それがもたらす根本的な変化に加えて、市場の行方、規制、
監督に対する影響を分析しています。また、各国がテクノロジーを活用して、今
もなお銀行口座を持たない20億人近くの人々が金融サービスを利用できるよう支
援しています。

「World	Development	Report	2022:	Finance	for	an	
Equitable	Recovery（仮題：世界開発報告2022：公平な
回復のための金融）」は、コロナ危機がもたらした景気後退か
らの回復において金融が果たす重要な役割を分析しています。
今回のパンデミックは、100年以上ぶりの最も深刻な経済危
機を引き起こしました。2020年には、90％の国で経済活動
が縮小し、世界経済が約3％のマイナス成長となり、世界の
貧困率はこの20年以上の間で初めて増加に転じました。各国
政府は財政・金融政策を迅速に打ち出すことで、感染症危機

が経済に与えた深刻な影響を緩和しました。とは言え、感染症危機と、そ
の影響を緩和するために政府が講じた措置によって生み出された、又は悪化
した金融・経済への重大かつ長期的なリスクとの闘いは終わっていません。
報告書は、途上国に打撃となる可能性が特に高い危機の影響に注目し、	
感染症危機がもたらした、相互に関連する経済リスクを軽減する政策や	
手段を提唱しています。こうしたリスクは、国レベル、世界レベルの景気
刺激策の終了に伴い、さらに深刻化する恐れがあります。報告書が提唱する
政策の例としては、不良債権の効率的で透明性の高い管理による金融の安
定性に対する脅威への対応、倒産法の改革による持続不可能な債務の削減、
リスク管理と融資モデルの革新による世帯や企業の継続的な融資アクセス
確保、公平な回復の実現に向けた公的債務の管理改善等があります。
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世界銀行は50カ国以上と協力して、金融セクターのグリーン化に取り組んでい
ます。エジプトでは、コロナ危機への対応を支援し、環境に配慮した強靱で包摂
的な回復を促進するために、新興市場のサステナブル・ボンドに20億ドルの民間
投資を動員するファンドの設立を支援しました。

強靱な社会的保護システムの構築
有効な社会的保護システムは貧困削減の要であり、人的資本を強化し、包摂的

で公正かつ強靱な社会の基礎を築きます。しかし世界の多くの地域、特に途上国
では、今も社会的保護へのアクセスに大きな格差が存在します。コロナ危機は、
こうした格差を浮き彫りにし、柔軟かつ持続可能な社会的保護システムを構築・
強化する必要性を明らかにしました。貧困層・脆弱層を様々なショックから保護
するためには、こうしたシステムが極めて重要です。
2022年度は社会的保護プロジェクトを通じて、16カ国（内8カ国は脆弱性・

紛争・暴力（FCV）の影響を受ける国々）に16億ドル以上の新規資金を提供し、
受益者は世界全体で10億人以上に上りました。こうした支援は、各国の政策や	
制度を強化し、現金給付を中心に既存の給付システムを通じて、より多くの人々
を支援することにより、社会的保護と雇用促進活動の拡大に貢献しています。	
イエメンでは、2億400万ドルのプロジェクトを通じて、緊急現金給付と短期	
雇用、基礎的サービスへのアクセスを促進し、900万人近くを支援しています。
インドネシアでは、全国規模の70億ドルの現金給付プログラムを通じて、	
7万4,000の村落区域と8,000の市街区域に所得支援と保健情報を提供し、感染
症危機の影響を受けている人々のモニタリングを行っています。バングラデシュ
では、IDAの融資をもとに、日常的な問題に対処するためのライフスキル研修、
訓練生制度、カウンセリング、マイクロ・ファイナンス、自営業者向け支援等を
提供し、コロナ危機の影響を受けている都市部の低所得層の若者約17万5,000人
を支援しています。
今回の感染症危機は、何らかのショックが起きた場合、特に失業保険が十分で

ない、又は存在しない状況では、短期的なニーズへの対応に年金基金が役立つ場
合があることを浮き彫りにしました。これにより、失業保険の仕組みを強化し、
年金や退職金との関連性を明確にする取組みが復活しています。世界銀行はショック
に対する効果的かつ包括的な対応策の設計に向けて、69カ国で130以上の年金改
革措置を評価しました。
世界銀行はフォーマル・セクターの労働者だけでなく、インフォーマル・セク

ターの労働者や高齢者、障害者も保護する、一般税に基づく資金援助モデルへの
移行を各国に強く呼びかけています。また、感染症危機によって政府の財政が厳
しくなる中、最終的にユニバーサル・カバレッジ、すなわち必要とする全ての人
がサービスを受けられるようにすることにも注力しています。世界銀行の新しい

「The	Global	Financial	 Inclusion	 Index：Global	
Findex（グローバル金融包摂指数：グローバル・フィン	
デックス）」は、成人の貯蓄、借入、決済、金融リスク管理
の方法を調査した世界で最も包括的なデータセットです。
2011年から3年ごとに発表されており、唯一のグローバル
な需要サイド・データソースとして、世界や地域の国同士
の比較が可能です。データは世界140カ国以上の15万人以
上の成人を対象とする全国規模の調査によって収集されて
おり、金融包摂に取り組む政策担当者にとって不可欠の	
情報源となっています。今回の第4版は、世界が感染症危機
に起因する景気後退から立ち直ろうとしている時期に発表されました。	
金融面の強靱性やデジタル決済（店舗や政府による決済を含む）の導入	
状況に関する詳細なデータも掲載されています。
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報告書「Revisiting	Targeting	 in	Social	Assistance（仮題：社会的扶助におけ
る対象選定の再検討）」は、130カ国以上での経験をもとに、様々な対象選定手法
の利点とコストを評価しています。各国はまた、本人確認、サービス提供、苦情
処理のための強力で透明な仕組みを整備することで、取引コストの削減、偏見の
軽減、対象者の抽出精度の向上、迅速な危機対応、社会的扶助へのアクセス改善
に取り組むことができます。

持続可能なインフラへの投資
インフラへの投資は、人々を機会と結びつけ、経済成長を促進し、生活の向上

を実現します。そして、再生可能エネルギー、環境配慮型の交通システム、デジ
タル・エコシステム関連の、二酸化炭素排出量を削減するプロジェクトへの投資
は、各国による気候変動対策と開発の取組みの一本化も可能にします。ただし、
持続可能な開発目標（SDGs）を達成し、基幹インフラへの投資を拡大するため
に、途上国は毎年、GDPの約4.5％に相当する1.5兆ドルを支出する必要があり
ます。債務問題が深刻化し、感染症危機によって財政が厳しい中で、この金額は
各国政府が独自に用意できるレベルを超えています。
世界銀行グループは、民間の資本を呼び込むことで、この不足分を調達しよう

とし2022年度は途上国のインフラ・プロジェクトに対し、2021年度より50％
近く多い147億ドルの支援を提供しました。また、2017～20年の間に、世界	
銀行グループは途上国のために1,000億ドルの民間資金を動員しました。この	
金額は、全ての国際開発金融機関が調達した資金の42％に相当します。
世界銀行グループの各機関は、連携してプロジェクトに取り組むだけでなく、	

ステークホルダーと強力なパートナーシップを構築することでその資源や強みも
活用しています。世界銀行の革新的なソリューションは、インフラ関連のプロジェ
クトに資金を提供し、インフラ整備を促進することで、こうした取組みを支援して
います。世界銀行の実践的かつ実用的なソリューションは、財務と開発の両面で目
にみえる成果をもたらしています。活動の優先順位は各地域やセクターのニーズに
基づいて定められ、その規模、レバレッジ、一貫性によって高い効率性を実現し、
財務と持続可能性に関する国際的に認知された基準と原則に準拠しています。
世界銀行グループは、取組みの重要な柱として、気候変動に良い影響を与える

大規模な投資機会のパイプラインを強化することを目指しています。例えば、世界
銀行内に設置されたG20の川上イニシアティブであるグローバル・インフラスト
ラクチャー・ファシリティ（GIF）は、質の高い持続可能なインフラ・プロジェクト
を立ち上げ、途上国のインフラ整備に民間投資を呼び込んでいます。GIFは2014年
の設立以来、62カ国で138件の助言プロジェクトを承認し、2022年度は新たに
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25件、総額1,900万ドルのプロジェクトを承認しました。GIFが支援したプロ
ジェクトの内、16件は契約締結、9件は融資契約締結にこぎつけ、総額69億ドル
以上の民間資本を動員しました。官民インフラ助言ファシリティ（PPIAF）も、
環境に配慮した強靱で包摂的なインフラに対する民間企業の参加を支援していま
す。2022年度、同ファシリティは環境に配慮したエネルギー、デジタル開発、
運輸手段の移行、プラスチック・固形廃棄物の処理、非従来型の水源開発等、	
持続可能な水供給に対する技術協力に約1,200万ドルを投入しました。気候変動
の緩和・適応にインフラと民間セクターが果たしている重要な役割を踏まえ、
PPIAF、GIF、世界銀行、IFCは2022年4月に報告書「インフラPPPのための	
気候ツールキット」を発表し、気候対策を国家計画に盛り込む際に起こりがちな
問題に各国政府が対応できるよう支援しました。
世界銀行グループはまた、気候関連の目標達成を目指す新興国・途上国（EMDE）

の債券に機関投資家の資金を動員するために、証券化の仕組みを活用しています。
また、持続可能な資金調達を最大限活用した取引によって、EMDEの国営公益	
事業者を支援しています。2013年以来、IFCは「協調融資運用ポートフォリオ・
プログラム（MCPP）」モデルによって100億ドル超を調達し、50以上の途上国で
インフラをはじめ様々なセクターの民間企業に直接融資を提供しました。こうした
取組みを通じて、IFCは投資適格債券の市場を構築し、パリ協定の目標達成に尽力
しながら、EMDEのインフラ債券に投資する機会を機関投資家に提供するとともに、
プロジェクトのパイプラインの強化と資金調達コストの削減を目指しています。

環境に配慮した強靱な運輸の支援
運輸は、人と経済を支える重要な分野であると同時に、セクター全体で世界の

温室効果ガス排出量の20％を排出しています。何の手も打たなければ、人口増加
と経済発展、移動ニーズ拡大に伴い、温室効果ガス排出量は2050年までに最大
60％増加する恐れがあります。世界銀行は、途上国が自動車等での不要な移動を
回避し、クリーンな技術を取り入れ、質の高い公共交通を促進し、都市と都市を
つなぎ、効率化を促進するアプローチを採用できるよう支援しています。世界銀行
は運輸セクターの開発に資金を提供する世界最大の援助機関として、特に気候変動
に配慮した運輸システムの実現を重視しています。現在、運輸セクターのポート
フォリオは総額314億ドルのプロジェクトで構成され、その75％近くがコベネ
フィット型気候変動対策を含み、温室効果ガス排出量の削減や各国の気候変動に
対する強靱性強化に直接的に貢献しています。
世界銀行が支援する運輸プロジェクトは、公共交通、物流、道路、鉄道、航空、

港湾、水路等、幅広い分野に広がっています。重点対象は、運輸の脱炭素化、	
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気候変動に対する強靱性の確保、包摂の促進です。途上国では、人々が仕事、	
教育、医療サービスにアクセスするために交通手段が欠かせません。世界銀行は、
アビジャン、ボゴタ、ダカール、リマ、キト、サンパウロ等、多くの大都市で、
地下鉄やバス高速輸送等の都市モビリティ計画に資金を提供しています。
途上国の交通システムが改善され近代化されれば、人々の健康にも良い効果が

生じ、安全な道路ときれいな空気は人々の命を救います。現在、世界で交通事故
による犠牲者数は年間140万人に上りますが、事故の90％は途上国で発生してい
ます。世界銀行はグローバル道路安全ファシリティ（GRSF）を通じて、2030年
までに交通事故による死傷者数を半減させることを目指しています。大気汚染に
よる死亡者は毎年420万人に上り、その9割は空気が汚染された環境で生活して
います。こうした課題に取り組むため、世界銀行はまずドイツ、ルクセンブルグ、
オランダ、英国の支援を得て、途上国が低炭素型モビリティを実現するための	
イノベーションと投資を促進する新しいマルチドナー信託基金「運輸の脱炭素化
のためのグローバル・ファシリティ」を立ち上げました。同基金は、プロジェクト
の準備、調査、キャパシティ・ビルディングを支援することで、各国が自国の状況
に見合った解決策を生み出せるよう支援します。
こうした取組みを支えているのが、世界銀行の調査と知識です。COP26では、

世界資源研究所やオランダと共に、新たな報告書「Transport	Decarbonization	
Investment	Series（仮題：交通の脱炭素化投資シリーズ）」を発表しました。	
報告書は、投資障壁の克服と革新的な金融商品の開発により、環境に配慮した	
モビリティへの移行を加速する実行可能な方法を提言しています。

健全かつ持続可能な都市づくり
都市化が急速に進み、気候変動の影響が深刻化する中、世界銀行は途上国が	

包摂的かつ持続可能な方法で都市インフラを強化できるよう支援しています。
2021年6月に発表した報告書「State	of	Cities	Climate	Finance（仮題：都市
の気候変動対策資金の現状）」は、都市が気候危機の影響に取り組むために必要な
資金を初めて世界規模で分析したもので、気候変動に対応できる低炭素型の都市
開発に気候変動対策資金を動員する方法を示しています。都市気候対策資金調達
ギャップ基金も技術協力を当面、33都市に提供しました、対象都市の数は、2025年
には180都市に達する見込みです。
世界銀行は、気候変動への緩和・適応の方法として、植樹や緑地保護といった

自然を活用したソリューションを提唱しています。世界銀行の「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、専門家との一連の対話を通じて、
失われた生物多様性を取り戻す取組みを加速させる一方で、社会経済的な包摂と
コミュニティ支援に弾みをつけました。こうした対話では、土地をめぐる権利の
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問題がクローズアップされました。例えばラオス人民民主共和国では、土地の	
権利と財産権に関する不安を解消すると同時に、土地保有の保障や土地行政	
サービスの改善に取り組んでいます。
高齢化と都市化が世界規模で進む中、世界銀行は活気ある包摂的で健全な都市

づくりを推進しています。現在、世界では5歳未満の子供よりも65歳以上の高齢
者の方が多く、2050年には6人に1人が65歳以上になると言われています。	
世界銀行の報告書「Silver	Hues（仮題：高齢化に備えた包摂的なまちづくり）」
は政策担当者に対し、こうした未来を踏まえて都市計画と都市設計に投資するよ
う呼びかけています。

高まる災害リスクへの対策
災害は貧困層・脆弱層、中でも女性と女児、高齢者、障害者に大きな打撃を	

与えます。脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響を受ける国々では、リスクはさら
に深刻です。こうした格差の解消に取り組んでいるのが、世界銀行内に設置され
た防災グローバルファシリティ（GFDRR）です。GFDRRの新しい報告書は、防災
に対する包摂的なアプローチを分析し、防災計画で常に脆弱な市民とコミュニティ
を中心に据えること等を提唱しています。GFDRRはまた、パートナーと共に、	
脆弱・紛争国の防災に向けた柔軟かつ総合的なアプローチの設計と試行に取り組
んでいます。
トンガでは、災害リスク・ファイナンスの仕組みを強化し、2022年1月の火山

噴火と津波の際に800万ドルのIDA資金を速やかに提供したほか、ただちに緊急
センターを立ち上げました。ジャマイカでは技術協力を通じて、サイクロンが	
甚大な被害をもたらした場合に最大1億8,500万ドルを受け取ることのできる
キャット・ボンド（大災害債券）を発行しました。2021年8月に大地震が発生し
たハイチでは、カリブ海諸国大災害リスク保険ファシリティを通じて、地震から
14日以内に約4,000万ドルが支払われました。同ファシリティは世界銀行が技術
面でリーダーシップを取り、複数のドナー国と共同で設立したものです。

持続可能かつ包摂的な社会の実現促進
世界銀行は包摂的な社会の実現を促進し、強靱で結束したコミュニティを構築

し、開発における説明責任と市民参加を強化することで、各国で社会から疎外さ
れた最脆弱層を支援しています。危機や課題が深刻化する中で、こうした取組み
はとりわけ緊急性を帯びています。
世界銀行はUNHCR及び英国と協力して、政策と投資が強制移動を発生させる

紛争の予防、難民や避難民の社会・経済への統合の促進、受入コミュニティと	
社会の開発成果向上にいかに貢献するかを分析した一連の結果を発表しました。
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この取組みは、避難民と受入コミュニティに対する支援を強化するもので、	
コロンビアやペルーで進めているベネズエラ人移民の統合支援はその一例です。
「アフリカの角」地域では、300万人に保健情報や水・衛生サービスを提供する	
ため、緊急支援の拡大に取り組んでいます。こうした支援は、受入コミュニティ
にさらなる経済的機会をもたらし、環境管理を強化すると予想されています。
世界銀行の気候変動対策では、現地コミュニティが重要な役割を果たすことも

稀ではありません。ケニアでは、コミュニティが気候変動リスクを評価し、コミュ
ニティのニーズや優先順位に合った社会包摂型の解決策を特定できるよう支援し
ています。また障害者支援のために、パートナーを通じてグラントや事業開発	
研修を提供しています。世界銀行は引き続き、開発の透明性を高め、説明責任を
強化する際の鍵となる市民参加を重視しており、ソロモン諸島では、再生可能	
エネルギー・プロジェクトの周辺コミュニティが、水・電気関係のインフラ整備
や職業訓練へのアクセスといった恩恵を享受できるよう支援しています。
世界銀行は性的少数者、障害者、先住民族、女性と女児を含む脆弱層に一層の

力を注いでいます。世界銀行の報告書「Equality	of	Opportunity	 for	Sexual	
and	Gender	Minorities（仮題：性的少数者のための機会均等）」は16カ国を	
対象に、LGBTIの人々の生活に影響を与えている法規制を6つの指標別に分析し
ています。包括的教育イニシアティブ（IEI）による世界規模の調査報告書は、	
感染症危機によって学校が閉鎖された際に、障害を持つ生徒（特に女子）とその
家族が、重要な支援へのアクセスを十分に得られなかった問題を分析しています。
中央アメリカ地域では、コロナ対策プロジェクトの大半に、先住民族の包摂を	
支援する政策措置が含まれていました。ナイジェリアでは、コミュニティと密接
に連携し、女性が経営する事業を市場に結び付け、金融包摂を支援することによ
り、女性の生計を支える取組みを進めています。

成長のためのデジタル開発への投資
デジタル技術は、経済の成長と発展にとって不可欠です。感染症危機の際には、

デジタル技術の活用により、企業や学校は活動を継続し、政府は行政サービスを
維持し、金融サービスの利用者を拡大することができました。しかし、途上国は
デジタル格差の問題を抱えており、何十億人もの人々が依然としてインターネット
にアクセスを持っていません。また、インターネットを効果的に利用するスキル
がない人や、インターネットを利用するだけの金銭的余裕がない人も少なくあり
ません。世界銀行は、各国政府がデジタル・トランスフォーメーションに必要な
資源を動員し、新しいテクノロジーを取り入れ、効果的なデジタル規制や政策を
策定できるよう支援しています。大規模なデジタル・コンポーネントを含む世界
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銀行プロジェクトは30件を超えており、2022年度のコミットメントは50億ドル	
近くに達しています。世界銀行は運輸、金融、教育、保健、農業等、多くのセクター
でデジタル開発を促進しています。
コソボは現在、1世帯あたりの高速インターネット契約数がヨーロッパで最も

多く、インターネットの普及率はEUの主要国を上回っています。世界銀行は国内
の農村部を対象としたブロードバンド・プログラムを支援し、民間資本を活用し
て、学校、保健センター、家庭等、ネットワークが最も必要とされている場所に
デジタル・ライフラインを整備しました。カーボベルデでは、デジタル形式のヘ
ルスパスの導入を支援しました。これはコロナの検査結果やワクチン接種証明等、
保健関連の証明書や情報を、ブロックチェーンを利用して安全に保管するもので、
ほかの保健サービスへのアクセスを促進するためにも活用されています。
2022年の世界銀行グループ・IMF春季会合では、開発委員会文書を発表した

ほか、デジタル技術がいかに感染症危機からの回復、包摂性の促進、将来の危機
に対する強靱性の強化（気候変動の緩和・適応を含む）に貢献できるかをテーマ
に大規模イベントを開催しました。世界銀行グループはまた、世界中のデジタル
開発イニシアティブも支援しており、アフリカ連合のデジタル変革戦略の柱であ
る「アフリカのためのデジタル経済」は、その一例です。
世界銀行は、デジタル開発パートナーシップ、開発のための身分証明（ID4D）、

政府・個人間支払いイニシアティブ、サイバーセキュリティ・マルチドナー信託
基金、韓国デジタル開発プログラム等、デジタル・トランスフォーメーションを
支援するためのイニシアティブや信託基金を運営しています。

世界銀行は、国連経済社会局（DESA）、21世紀の開発のための統計
パートナーシップ（PARIS21）と協力して、2021年8月から9月にかけ
て「持続可能な開発データのためのケープタウン世界行動計画の実施に関
する調査」を実施しました。調査には101カ国の国家統計機関が参加し
ました。調査のもとになっている2017年ケープタウン世界行動計画は、
各国の統計機能を強化することで、2030年までに持続可能な開発目標
（SDGs）を達成することを目指しています。調査の結果、統計機能の	
向上は徐々に進んでいるものの、特に途上国では抜本的な変化はまだ進ん
でいないことが明らかになりました。しかし、各国の統計機関は感染症危
機の最中も業務を継続し、その強靱性を証明しました。調査は、世界銀行
の「グローバル・データ・ファシリティ」とベルン・ネットワークの	
「開発データの資金調達のためのクリアリングハウス」に情報を提供す	
ることで、各国の統計機能の強化を図ります。この2つの仕組みは、	
データ・アジェンダを支援し、世界行動計画の実施を促進すると共に、	
各国が持続可能な開発目標（SDGs）の達成に取り組みながら、「世界	
開発報告2021：生活向上のためのデータ活用」に示された、データに	
関する新たな社会契約の実現を支援します。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/topics
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国際復興開発銀行（IBRD)は75年以上にわたり、中所得国への融資資金を債券
（世銀債）の発行によって調達（借入）してきました。1947年に初の世銀債を	
発行して以来、資本市場からの調達額は1兆ドルを超えています。IBRDは、投資
を通じた持続可能な開発目標（SDGs）への支援を促進すべく、重要な開発課題に
関して投資家と対話を続けています。投資家の間では、保健、教育、ジェンダー、
気候変動、安全な水といった、環境・社会・ガバナンスの視点を取り入れた投資
への関心がますます高まっています。世界銀行財務局は、IBRDが支援するプロ
ジェクトの成果をまとめた年次インパクト・レポートを投資家向けに発行してい
ますが、本章も2022年度の財務局の主な活動についてご紹介します。
2022年度、IBRDはトリプルAの格付けと市場での確固たる地位を生かし、

様々なストラクチャーや満期のサステナブル・ディベロップメント・ボンドを	
発行し、約410億ドルを調達しました。IBRDはサステナブル・ディベロップメント・
ボンドの最大の発行体であり、資本市場から調達した資金をもとに開発活動を	
支援しています。
一方、国際開発協会（IDA)は、2018年に初めて資本市場で債券（IDA債）を

発行し、15億ドルの資金を市場から調達しました。以来、ユーロ、英ポンド、	
スウェーデン・クローナ、ノルウェー・クローネをはじめ様々な通貨や満期の
IDA債を発行することにより、市場での存在感を高め、世界銀行の大規模な資金
調達プログラムを支えてきました。トリプルAの格付けを持つIDAは、出資国か
らの出資をもとにサステナブル・ディベロップメント・ボンドを発行することで
資金調達を拡大し、低所得国が喫緊の課題に対応できるよう支援しています。
2022年度は約100億ドルの資金を調達しました。

資本市場を活用した気候変動対策と保護活動の支援
2022年度、IBRDは債券投資家に対し、全てのプロジェクトとセクターにおい

て気候変動への対処を考慮し気候変動対策と持続可能な開発に向けた世界銀行の
包括的な取組みを紹介しました。これに伴いIBRDは、5銘柄のベンチマーク債と
いくつかの大型債券を発行した他、多くの私募債を発行し、総額120億ドル相当
以上の資金を調達しました。また、水・ジェンダー平等・栄養・保健といった	
優先度の高い開発分野での活動についても投資家からの支持を集めました。
2022年3月、世界銀行は南アフリカの2つの保護地域で実施されているクロサイ

の保護活動に民間資本を動員すると同時に、現地のコミュニティを環境・社会面
で支援する初の成果報酬型債券「野生動物保護債券」を発行しました。本債券は、
保護活動の成果に連動した成功報酬が地球環境ファシリティ（GEF）から拠出さ
れる仕組みになっています。本件は、プロジェクトのリスクをドナーであるGEF
から投資家に移転し、計測可能な指標とモデルを用いて、保護活動に民間資金を
動員する機会を創出しました。
「オークションを活用したメタンガス排出削減と気候変動緩和のためのパイロット・
ファシリティ」は、オークション並びに排出権の価格保証システムを活用するこ
とで、民間資金の気候変動対策への投資を促進しています。本ファシリティは
2015年に開始されて以来、2,100万トン以上もの二酸化炭素換算の炭素クレジット
と引き換えに、約5,500万ドルを投資家に支払っており、2021年12月に最後の
支払いを終えました。

持続可能な資金調達の促進と 
資本市場
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持続可能な資本市場の発展に貢献
IBRDはグリーンボンド市場のパイオニアとして、2008年に初めて「グリーン

ボンド」という名称の債券を発行しました。以来、累計で約180億ドル相当の	
グリーンボンドを発行し、発行額と同額を気候変動に取り組む適格プロジェクト
への融資資金のフローと共に管理しています。世界銀行の全ての活動を支える	
サステナブル・ディベロップメント・ボンドの発行も強化してします。世界銀行
はまた、途上国が気候変動や環境に関する目標を達成できるように、技術協力を
通じて、環境を考慮した持続可能な資本市場と金融システムの開発、市場を活用
した解決策の構築、環境や社会の課題解決に向けた民間資金の導入等を支援して
います。2022年度は、コロンビア政府によるソブリン・グリーンボンドの発行
並びに、グリーンボンド支援対象のプロジェクト及び活動を特定する国家グリーン・
タクソノミーの策定も支援しました。また、エジプト政府とインドネシア政府、
インドネシア政府系金融会社PT	Indonesia	 Infrastructure	Financeのために	
債券発行後のインパクト・レポートを作成しました。

金融商品と金融ソリューションに関する情報の提供
2022年1月、世界銀行はLIBORに代わる新たな金利指標への移行を開始しま

した。各国が新たな融資条件の下、十分な情報に基づき、最適な融資やリスク	
管理ソリューションを選択できるよう支援しており、広報キャンペーンを展開し
たほか、債務国や職員を対象としたオンライン研修、二国間債権者との連携等を
実施しました。さらに、移行に伴い想定される金融リスクを軽減するため、70億
ドル超の金利固定化を実行しました。
世界銀行は、資源の制約・乏しい財政余地・公的債務の増加といった課題に引き

続き直面している途上国に、資金調達に関する助言も提供しています。2022年度
は、ボツワナの債務返済とカザフスタンの債務負担軽減のため返済条件を調整し
たほか、ルワンダにブレンド・ファイナンスの手法による支援を提供しました。
メキシコでは現地通貨へのアクセス拡大を支援し、複数の国で緊急プロジェクト
の融資条件を最適化しました。

世界の資本市場を利用した災害リスクの管理
世界銀行は、再保険市場や資本市場への途上国からのアクセスを改善し、各国が

災害に備えて財政的な強靱性を高められるよう支援しています。世界銀行財務局
は、各国政府と共に、リスク移転取引の準備と実行に取り組み、大災害のリスク
に備えています。2022年6月現在、累積で51億ドルの災害リスクが国際市場の
多数の投資家によってカバーされました。この金額には、ジャマイカ・メキシコ・
フィリピンの地震やハリケーンのリスクを対象に、IBRD自身が発行した合計8億
4,300万ドルのキャット・ボンド（大災害債券）が含まれます。2021年10月には、
APECビジネス諮問委員会・アジア太平洋金融フォーラム・香港保険業監管局と
共同会議を開催し、自然災害リスクを国際資本市場の投資家に移転する手段として、
キャット・ボンド（大災害債券）が果たす役割を議論しました。

公共セクターの資産管理における人材の育成
世界銀行財務局の外貨準備資産管理助言パートナーシップ（RAMP）は、公的

部門の資産管理担当者に、実務に即したキャパシティ・ビルディングや資産管理
サービスを提供しています。RAMPは助言ミッションや専門性の高いワークショップ、
国際会議を通じて、中央銀行・国際金融機関・年金基金・政府系投資ファンドの
キャパシティ・ビルディングと各機関の投資運用管理能力の強化を支援していま
す。現在、RAMPには低所得国の6機関と脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響を
受ける国々の6機関を含む、73機関が参加しています。RAMP信託基金は、IDA
借入国やFCVの影響を受ける国々、諸事情で未加盟の国々の中央銀行やその他の
公的機関へもサービスを提供しています。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。treasury.worldbank.org
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複数の危機が世界を襲い、途上国政府やドナーの財源を圧迫し、努力の末に	
達成された開発成果を脅かし、複雑で深刻な開発課題を突きつけています。その
結果、国際機関、市民社会組織、民間セクター、財団、シンクタンクといった	
ステークホルダーとのパートナーシップが、これまで以上に重要性を高めていま
す。パートナーシップは、感染症危機や食料不足、世界規模の学習危機に対応し、
気候変動の緩和・適応を支援する上でも重要な役割を果たしています。世界銀行
は国、地域、セクター、グローバルの各レベルで、対話、知識の共有、業務上の
連携に力を注ぐことにより、全体としてのインパクトの最大化、さらなる資源の
動員、効率化、援助の細分化の防止を図っています。パートナーシップは、共通
の開発課題に対するアドボカシー活動の効果と規模を拡大し、パートナーの足並
みをそろえる助けとなるだけでなく、世界銀行の活動環境にも良い影響を及ぼし
ています。パートナーとの協力を通じ、脆弱性・紛争・暴力（FCV）の影響を受
ける南スーダンやイエメン等、世界銀行だけではアクセスが難しい地域でもプロ
ジェクトを実施し、現地の人々を支援することが可能になっています。
2022年4月、世界銀行グループは、オーストラリア政府、カナダ政府、米国政

府、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団、コンラッド・N・ヒルトン財団、フォード財
団、ウィリアム＆フローラ・ヒューレット財団、レゴ財団、エキドナ・ギビング
等のパートナーと共に、保育の分野に投資する世界規模の新しい作業プログラム
を立ち上げました。今後5年間で少なくとも1億8,000万ドルの資金を調達し、
低・中所得国における質の高い割安な保育サービスの拡大を図ります。やはり世界
銀行のプラットフォームである「持続可能な開発目標のためのパートナーシップ・
ファンド」は、グローバルなパートナーシップと協力の強化を通じ、開発目標の
達成に向けて触媒の役割を担うマルチドナー信託基金で、2022年度は、環境、
社会、ガバナンスのアプローチや低炭素型開発への投資を促進する取組みに400万
ドル以上を配分しました。
世界銀行は地域レベルの取組みも支援しています。例えば、20以上のアフリカ

諸国、アフリカ連合、EU、国連のパートナーシップであるグレート・グリーン・
ウォール・イニシアティブは、アフリカ各地で、荒廃した土地の再生、農業生産
性の向上、生計の改善を促進しています。また南アジア地域では、アジア開発銀
行、開発援助機関、業界団体、公益事業体と共に、女性がエネルギーセクターに
参入し、科学、技術、工学、数学の教育を受けられるようにするWePowerを	
支援しています。
世界銀行はパートナーと連携することで、共通の開発課題や新たな問題、地球

公共財に関するアイデアや視点を共有しています。その一環として、マネジメント・
チームは公開イベントや円卓会議に参加して様々なシンクタンクと意見交換を
行っています。現在、迅速な対応が求められている主なテーマとしては、コロナ
対応、危機と経済回復、長期的な開発重点分野、脆弱性、債務の持続可能性、食料
安全保障、気候変動、教育等があります。
世界銀行が各地域やセクターで参加している主なパートナーシップの例は、	

「地域別取組み」（17ページ）と「危機の中での開発目標の達成」（47ページ）で
紹介しています。

共通の開発課題達成に向けた 
パートナーとの連携
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2022年度のハイライト
2022年度、世界銀行は途上国が抱える様々な開発課題に取り組み、開発成果

の向上を支援するために、G7やG20、国際通貨基金（IMF）、ほかの国際開発	
金融機関（MDBs）、欧州連合（EU）、国連機関と密接に連携しました。2021年
10月に開催されたG20ローマ・サミットでは、IDA第20次増資（IDA20）への
支援が表明され、低所得国が抱える莫大な資金ニーズと、IDAが途上国に提供し
得る価値について言及があり、12月に930億ドルの増資実現につながりました。
世界銀行は、イタリアとインドネシアが議長国を務めたG20の下で、IMFと連携
し、債務の透明性の向上や、「DSSI後の債務措置に係る共通枠組」の強化等、	
債務アジェンダの進展に取り組みました。各国のニーズ拡大とG20の要請を受け
て、世界銀行内部に「パンデミックに対する予防及び対応のための金融仲介基金」
を設立する準備も進めています。
英国とドイツが議長国を務めたG7では、複数の危機の中で、気候変動の緩和、

持続可能なインフラ、脆弱な貧困国の支援のために専門知識を提供し、アドボカ
シー活動を展開しました。2022年2月にロシアがウクライナを侵攻すると、G7、
欧州委員会、MDBsと緊密に連携してウクライナへの支援を拡大し、ドナー間の
調整と取引コストの削減に取り組みました。戦争が途上国に及ぼしている波及的
影響への対応や、ウクライナからの難民と受入コミュニティに対する支援は、	
その一例です。
世界銀行はEUと協力し、各国が防災、保健、気候変動対策資金、金融包摂と

いった、共通の開発・人道上の優先事項に取り組めるよう支援しました。FCV	
分野における強固な協力関係は、サブサハラ・アフリカ地域、アフガニスタン、	
ウクライナにおける危機への取組み強化に貢献しました。
世界銀行グループは引き続き、UNICEF、世界保健機関（WHO）、世界食糧計

画（WFP）、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、国連開発計画（UNDP）、	
世界貿易機関（WTO）、赤十字国際委員会（ICRC）等の国連機関や国際機関と	
連携し、開発課題への対応と強靱性の強化を進めています。例えばコロナ危機へ
の世界規模の対応では、国連と連携して約40の取組みを展開しました。例えば、
多国間リーダーズ・タスクフォース、COVAXファシリティ、アフリカワクチン
入手トラスト、Gaviワクチンアライアンス、グローバル・ファンドを通じて途上国
におけるワクチン配布を支援しました。このほか、各国の回復や、脆弱性、食料
安全保障、気候変動等の構造的な課題への対応にも取り組んでいます。こうした
パートナーシップは、国連総会、国連事務局長調整委員会、持続可能な開発のた
めの資金調達フォーラム、ハイレベル政治フォーラムでも大きな役割を果たしま
した。
世界銀行グループは、主要な開発課題の解決を促進するために二国間パートナー

とも意見を交換しています。2021年9月、スウェーデンとハイレベルの戦略協議
を実施し、気候変動対策資金の仕組みや気候変動への適応のための民間資金動員
といった重点分野について議論しました。2021年12月に日本が主催したIDA20
の最終会合（オンライン開催）では、マルパス総裁が日本の国際協力機構（JICA）の
理事長と会談し、FCV、格差、気候変動等の重点分野において、協力関係をさら
に強化していくことを確認しました。2022年5月、IBRDは第2次世界大戦から
の復興に取り組むフランスに初の融資として2億5,000万ドルを提供してから75周
年を迎えました。パリで開催された記念行事には、フランスの各省庁、フランス
開発庁、フランス銀行が参加し、フランスと世界銀行グループとの間の新たな協力
関係について合意されました。
世界銀行は様々な開発目標において、市民社会組織（CSO）、特に途上国の

CSOと連携しています。今年度の世界銀行グループ・IMFの年次総会・春季会合
では、世界銀行と市民社会組織が意見を交換する最大の機会である市民社会政策
フォーラムに2,000人を超えるステークホルダーが参加し、その半数以上が途上
国の人々でした。市民社会組織は、40の主要セッションだけでなく、世界銀行の
マルパス総裁、理事、専務理事とのイベントにも参加し、マネジメント・チーム
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と直接交流しました。いくつかの主要イベントでは途上国のCSO代表者も登壇し、
現場の視点を共有しました。CSOとは、1年を通じて情報を交換しており、債務、
ジェンダー、気候変動、ビジネス環境、IDA等の重要なテーマについて各分野の
専門家と協議しています。また、1万1,000人以上の登録者を持つニュースレター、
定例の発表や二国間会議、毎月の電話会議等でも情報を共有しています。
2022年度にはまた、世界銀行グループの様々なチームが民間団体や慈善団体

のパートナーと情報を交換し、協力の機会を探る新たな場として「知見＆機会	
ブリーフィング」のシリーズを開始しました。これまでの会合では、コロナ対策、
ジェンダー平等、気候変動、アフリカの食料安全保障といったテーマが取り上げ
られ、ユニリーバ、バンク・オブ・アメリカ、マスターカード財団、イケア財団、
児童投資基金財団、ウィリアム＆フローラ・ヒューレット財団、スタンダード
チャータード銀行、HP、モ・イブラヒム財団、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団等が
参加しました。世界銀行グループは、コロナ対策の様々な側面で、民間セクター
やパートナー財団と引き続き協力しています。また、国レベルでジェンダー、	
気候変動、教育でインパクトをもたらすため、パートナー財団とのプロジェクト
やアプローチに関する掘り下げた議論にも参加しました。特に食料システムの	
改革、クリーン・エネルギーへのアクセス、水管理においては、温室効果ガス	
排出量を正味ゼロにすることを公約している民間団体や慈善団体との協力機会を
探っています。
難民投資マッチメイキング・プラットフォームは、難民を支援するために民間

セクターを動員し、雇用や投資、現場のニーズに合った製品・サービスを提供し
ています。プラットフォームはまずヨルダンに試験的に導入された後、2022年
度にジブチ、イラク、レバノンに拡大されました。対象国の拡大と、さらなる	
知見の収集のため、プラットフォームは「マシュレクのための民間セクターを	
通じた世界銀行難民支援プラットフォーム（PS4R）」に名称を変更し、2025年	
6月まで活動を継続する予定です。また、デジタル開発パートナーシップでは、
グーグル、GSMA、マイクロソフト等、官民両セクターのパートナーと共に、	
デジタル・ソリューションを進化させ、途上国が安全かつ包摂的なデジタル・	
トランスフォーメーションを加速させられるよう支援しています。
2022年度は、極度の貧困撲滅のための道徳的責務イニシアティブ、国連宗教・

開発タスクフォース、共同ラーニング・イニシアティブ、宗教と持続可能な開発
に関する国際パートナーシップ等、宗教団体や宗教関係者と連携して、コロナ	
危機、脆弱性、気候変動、人的資本等の喫緊の開発課題に取り組みました。また、
宗教が開発に果たす役割を研究する作業グループを支援し、その研究成果を世界
銀行の活動やステークホルダーの動員に活用しました。
世界銀行は、国会議員や議員連盟、特に世界銀行・IMF国会議員ネットワーク

と連携して、情報を交換し、環境に配慮した強靱で包摂的な開発を提唱していま
す。2度の世界議会フォーラムを含む国際イベントには、世界中から300人を超
える国会議員が参加し、気候変動、コロナ危機、ワクチン、ジェンダー、脆弱性、
デジタル化、民間セクター投資、税制、ガバナンス等の重要課題について対話が
行われました。こうした活動やその他の取組みは、国会議員が世界各国のベスト・
プラクティスを自国に取り入れるために役立っています。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/en/about/partners
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世界銀行の環境・社会フレームワーク
2018年10月1日に発効した環境・社会フレームワーク（ESF）は、被援助国

がプロジェクトのリスクを適切に管理し、環境・社会面の開発成果を向上できる
よう支援しています。ESFはステークホルダーの参加、透明性、情報開示の重要
性に配慮した枠組みであり、世界銀行はESFを通じて、途上国が気候変動、生物
多様性、労働安全衛生、不利な立場にある人々や脆弱層の包摂と保護といった、
環境・社会面の広範な課題とリスクに対応できるよう支援しています。世界銀行
は、各国の環境・社会管理システムの強化にも貢献しています。
ESFは、2022年6月の時点で実施中の投資プロジェクト融資ポートフォリオの

約35％に適用されています。その他のプロジェクトは、ESFの発効日よりも前に
承認されているため、引き続きセーフガード政策が適用されています。世界銀行
は、各プロジェクトにおいてESFが適切に実施されているか否かを注意深く	
モニタリングしています。ESFは、環境の持続可能性、気候変動対応型の開発、
社会的包摂を重視しており、コロナ危機、脆弱性・紛争・暴力（FCV）、気候危機
がもたらした世界規模の課題を前にしても本来の目的にかなっていることが示さ
れています。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/esf

調達フレームワーク
世界銀行の調達フレームワークは、公共調達における持続可能性と「バリュー・

フォー・マネー（VfM）」を重視しつつ、投資プロジェクトの特徴に合わせた調達
を可能にしています。同フレームワークの適用対象となるのは、コンセプト・ノー
トの日付が2016年7月1日以降のプロジェクトです。落札時の金額ベースにする
と、2022年度は世界銀行の投資プロジェクト融資（IPF）ポートフォリオの65％
に調達フレームワークが適用されました。この割合は、古いプロジェクトが完了
し、新しいプロジェクトが承認されるに伴い高まっていき、2026年には100％
に達する見込みです。
2022年度、世界銀行は各プロジェクトにおいて調達フレームワークが適切に

実施されているか否かを確認するための調査を実施しました。その結果、世界	
銀行の融資を受けたIPFプロジェクトでは、多くの意味で調達のあり方が大幅に
改善されていることが判明しました。借入国の調達制度や公共セクターの改革が
進んで、国の調達機能が格段に高まり、供給市場が多様化したことで、競争が	
促進されました。金額でみて、この5年間の契約の77％は新規参入企業との間で
締結されており、世界銀行の調達手続きに対する民間セクターの信頼感の高まり
がうかがえます。
世界銀行は、社会的責任、ジェンダー、環境に配慮した調達を支援しています。

この点は環境・社会フレームワーク（ESF）を実施する上でも不可欠です。ハンズ
オン型の拡大実施支援（HEIS）や世界銀行が力を貸す調達（BFP）といった革新
的な調達手法は、世界銀行のコロナ対策に重要な役割を果たしてきただけでなく、
世界銀行が途上国を支援し、新しい業務環境やグローバル・サプライチェーンの
変化に適応する上でも役立っています。
世界銀行はHEISを通じて、FCVの影響を受ける借入国を中心に直接支援を提供
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しています。その結果、調達に要する時間は平均で3分の2短縮され、FCVの影響
を受ける国ではさらに大幅に短縮しました。また、透明性も向上したことで、	
世界銀行は申立てにこれまでより短時間で対応できるようになり、2022年度は
申立ての半数に19暦日以内に対応しました。現在は、事後審査対象のものを含む
全ての契約が国連Development	Businessと世界銀行のウェブサイトで公開され
ています。
HEISはまた、世界銀行が調達に力を貸すこと（BFP）を可能にしました。BFP

の仕組みを用いることで、途上国の需要を集約し、世界銀行の動員力を生かして
市場へのアクセスを改善し、供給業者との交渉を有利に進めることができます。
途上国には、BFPを利用する場合も、契約の署名・締結、物流、管理の責任があ
りますが、必要に応じて、ニーズ・アセスメント、納品、契約の完了等、様々な
支援を世界銀行から受けることができます。世界銀行はこのアプローチを用いて、
コロナの世界的流行時に途上国が必要な医薬品を迅速に調達できるよう支援しま
した。例えばインドでは、デルタ変異株の感染が最も広がった時期に2万2,600台
の酸素濃縮器を2,700万ドルで調達できるよう支援しました。2022年4月には、
BFPを通じた交渉の結果6日間で政府の承認を得た契約に基づき、ウクライナが
3,100万ドル相当の医療機器・医薬品を迅速に調達しました。
世界銀行は今後、次の通り、調達フレームワークの実施を徹底していきます。

・・契約管理支援を強化
・	・	さらなる研修やHEISを通じ、品質評価基準やその他の高度な調達手法の利用を
促進

・・サプライチェーンの強靱性と安全性を強化
・・各国の公共調達改革やキャパシティ・ビルディングを継続的に支援
・・FCVの影響を受ける国々では、全ての調達で直接払いを義務化
・・国際入札の場合、落札者の実質的支配者を広く公表

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/procurement

プロジェクトにおけるジェンダーに基づく暴力の防止
世界銀行は、プロジェクトにおけるジェンダーに基づく暴力（GBV）の防止と

リスクの軽減に引き続き取り組んでいます。2020年11月には、ほかの国際開発
金融機関（MDBs）に先駆けて、GBVに関する義務を遵守していない契約事業者
を不適格とする仕組みを導入しました。不適格となった事業者は、その後2年間
にわたり、世界銀行が資金を提供する契約を受注できません。2年後に別の契約
に入札する場合は、世界銀行が定めるGBV防止要件を満たしていることを証明す
る必要があります。この仕組みは、2021年1月1日以降に調達された中で、性的
搾取・虐待・ハラスメント（SEA/SH）のリスクが「高」と評価された大規模な工事
契約に適用されます。2022年6月現在、23件の案件（7億5,000万ドル相当）
と、ブルキナファソで落札され実施中の2,400万ドルの契約がSEA/SH不適格認
定に該当しています。
工事関連の標準調達文書（SPD）には、入札者がGVB防止能力を有しているこ

とを確認するための具体的な要件が定められています。こうした要件には、契約
事業者が果たすべきリスク管理義務として、契約の一時停止や解消に至った事例
の公表、GBVリスクに焦点を合わせた行動規範の採用、全ての労働者と外注業者
を対象とした行動規範研修の実施、GBVの申立てに対応する仕組みや懲戒手続き
の導入、性的搾取・虐待・ハラスメントに関する問題の管理を支援する有資格者
の確保等が明記されています。契約事業者は、環境・社会管理計画にコミット	
メントや義務を追加することも期待されています。これらの計画は、世界銀行	
プロジェクト用に作成されるインパクト評価や管理計画と結び付けられています。
世界銀行は、この不適格認定の仕組みの策定・運用にあたり、世界中の業界団

体、市民社会、開発パートナーと広く協議してきました。GBVの防止と軽減を業
界慣行に組み込むために、研修プログラムを実施し、業界団体との連携を図って
います。
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苦情処理サービス
苦情処理サービス（GRS）は、世界銀行が支援するプロジェクトが住民

やコミュニティ、環境に悪影響を与えた、又は与える可能性が高いと考え
る人々やコミュニティが、世界銀行に直接申立てを行う手段です。GRS
は、独立評価グループ（IEG）によるセーフガード政策のレビュー結果に
基づき、2015年に設立されました。GRSは、各国の政府当局が監督する
プロジェクト・レベルの苦情処理メカニズムを補完するもので、世界銀行
に直接提出された申立てが、健全かつ持続可能な解決策を通じて迅速に	
処理されるよう徹底しています。
2022年度、GRSは383件の申立てを受理し、その内容は、生計や環境

に対する悪影響から、コミュニティの安全・衛生に関する懸念まで、多岐
にわたりました。GRSは、これまでの事案から傾向や制度的な問題を特定
し、組織レベルの学習を促進し、得られた教訓を新規及び実施中のプロ
ジェクトに適用する上で重要な役割を果たしています。
詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/grs

信託基金を通じた共通の開発目標の支援
信託基金と金融仲介基金（FIF）は、世界銀行グループの開発援助を支える重要

な役割を担い、資金の提供を通じて、世界銀行の核となる融資や活動を補完して
います。その柔軟性と対応力は、融資業務の拡大、知見の創出、新しいアプローチ
の試験的導入に貢献しています。
2022年度末の時点で、世界銀行が保有する信託基金は121億ドル、金融仲介

基金（FIF）は279億ドルでした。信託基金は、世界銀行の助言サービス・分析
の約3分の2に資金を提供しており、2018～22年度は信託基金の総実行額の
74％（148億ドル）が被援助国に提供されました。内86億ドル超はIDA借入国
及びブレンド国（IDAの融資適格国でありつつ、IBRDからいくらかの融資を受け
るだけの信用力のある国）に対するものでした。FIFに対する拠出額は年間平均
85億ドルでした。受託者に対する現金移転は一定の水準にあり、この5年間の平均
は年間75億ドルです。
世界銀行は信託基金改革を通じて、細分化されていたポートフォリオを統合し、

優先度が高く、戦略的にも一貫性のある、少数かつ大規模な「アンブレラ2.0」	
プログラムを中心に再構築しようとしています。これらのプログラムは、監視の
強化、効率化、結果報告の改善を目指すもので、開発パートナーとの協議の下で
策定されています。
信託基金とFIFは、2018年度から2022年度の間に、保健、気候変動対策、

ジェンダー、社会的保護、雇用、債務管理等、幅広い分野のプロジェクトに575億
ドルを提供しました。こうした資金は、世界銀行が環境に配慮した包摂的で強靱
な開発を通じて、極度の貧困撲滅と繁栄の共有促進という目標を達成できるよう
役立てられています。信託基金とFIFはまた、コロナ危機やウクライナでの戦争
への対応にも充てられています。2022年度末の時点で16億ドルが対コロナ緊急
支援活動に提供され、回復を目指す途上国を戦略的に支援したほか、250万ドル
がウクライナやその難民を支援するために提供されました。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/dfi
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世界銀行グループは、基本的価値観を堅持・実践し、職員の健康と福祉を守り、
環境への影響を軽減し、業務の効率を高める方法を探ることで、持続可能で責任
ある職場の実現に努めています。世界銀行グループが、プロジェクトや内部業務
において持続可能性にどのように配慮しているかは、グローバル・リポーティング・
イニシアティブ（GRI）指数と持続可能性レビューで示されています。いずれも	
世界銀行年次報告のサイトからアクセスが可能です。

世界銀行グループが求める価値観
世界銀行グループの基本的価値観である「成果」「誠実」「敬意」「チームワーク」

「イノベーション」は、世界銀行グループが組織として最も大切にしているもので、
職員が同僚、被援助国、パートナーと業務を進める際の指針となっています。こ
れを補完する倫理行動規範は、基本的価値観をいかに実践するかを具体的に示し
たもので、コンプライアンスというよりも行動を対象としています。2022年度
は倫理行動規範の中でも、民族差別や人種差別のような、多様性、公平性、包摂
性の側面を特に重視しました。また、倫理行動規範の原則を実践するための管理
職向けガイドや、基本的価値観に基づく包摂的な職場環境を実現するための職員
向け学習ガイドも発行しました。いずれも、障害者、LGBT+、精神衛生に重点を
置いています。不正行為の予防・禁止のための規制や政策はこれまで同様、職員
規定に定められています。世界銀行グループは、組織の基本的価値観と倫理行動
規範に関するオンライン研修の受講を職員に義務付けることで、職場の倫理・	
コンプライアンス問題に対する職員の理解を深めています。このほか、互いを	
尊重する職場づくり、上司・管理職の責任、第三者による介入についての対面式の
支援、職員との対話イベントや職場倫理に関する研修、組織内コミュニケーション
による啓蒙活動も行っています。

世界銀行グループの職員
世界銀行グループは引き続き、職員の採用、開発、成長に力を入れると共に、

開発に携わる人々にとって最高の職場を提供できるよう努めています。2022年度
末現在、世界銀行の正規職員は1万2,778人に上り、その46％がワシントン本部
以外の拠点で活動しています。2022年度に新たに加わった職員は915人でした。
新入職員の大半は当初からリモート勤務を余儀なくされたため、業務を効果的か
つ円滑に開始できるよう支援を徹底しました。
被援助国で脆弱性・紛争・暴力（FCV）が急速に拡大する中、世界銀行は現地

事務所で働く職員を増やし、世界銀行の資源を、それを最も必要としている場所、
特にIDA借入国やFCV諸国に届けることに引き続き力を注いでいます。今年度に
発生した事態の影響により、アフガニスタン、エチオピア等ではプロジェクトの
一時中断を余儀なくされました。2022年度末時点で、FCVの影響を受ける国々
で働く職員の数は、前年度の1,043人を上回る1,140人でした。また、カブール
やキーウ等、職員の避難が必要となった場所では、機密データを保護し、情報を
保全するための措置を講じました。

報酬と福利厚生の評価：世界銀行の報酬制度改革のための全面的レビューが
2022年度に完了しました。調査の結果、人材の獲得・維持や、グローバル市場
における競争力の点で、多くの課題が明らかになりました。世界銀行は現在、雇用
のバリュー・プロポジションと職員に対する支援を強化するために、こうした	
課題の解決に取り組んでいます。今年度は障害者プログラムのレビューも実施し、
その結果をもとに提言を作成中です。

世界銀行グループの価値観、職員、施設
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職員間の多様性、公平性、包摂性の促進：2022年度、世界銀行グループは	
「ジェンダー平等の経済的配当（Economic	Dividends	for	Gender	Equality、
EDGE）」の第2レベルとなる「EDGE	Move」認証を取得しました。EDGEは、
職場のジェンダー平等に関する主要なグローバル基準であり、認証を得るために
は「同一労働同一賃金」「採用・昇進」「リーダーシップ育成研修・メンタリング」
「柔軟な勤務形態」「企業文化」の5大分野で外部機関による厳しい評価を受けなけ
ればなりません。今回の認証は、世界銀行、IFC、MIGAについて、本部と全ての
現地事務所が対象に与えられました。

民族差別と人種差別への対応：ジョージ・フロイド殺害事件を受けて、マルパス
総裁は2020年6月、反人種差別タスクフォースを設置し、世界銀行グループ内
の民族差別と人種差別に対応するための提言をマネジメント・チームに提出する
よう命じました。第1フェーズでは、タスクフォースが様々な部門から50人以上
の職員を集め、組織全体で人種間の平等を確保し、差別のない職場を作るための
アイデアを出し合いました。その結果とりまとめられた提言はマネジメント・	
チームの承認を得た後に実施に移され、進捗状況は全ての職員がアクセスできる
インタラクティブなダッシュボードで公開されています。2022年度はタスクフォース
が提出した提言の内、人種平等担当室の設置（IFCと世界銀行では既に任命を完了）、
反民族差別・人種差別を明記した世界銀行グループ初の「反人種主義憲章」の制定
等が完了しました。
第2フェーズでは業務プロセスに注目し、世界銀行とIFCのプロジェクト、	

調達、コミュニティにおいて人種がどのように扱われているか、職員の国境を越
えた異動や契約形態に不平等がないかを評価しました。第1フェーズと同様に、
タスクフォースは職員主導のワーキング・グループからの情報をもとに、関連分野
に関する提言をまとめ、マネジメント・チームに提出する予定です。タスクフォース
の全提言の実施状況は、新設された実施・監視部門が調整・追跡し、関連部署と
密接に連携しながら、マネジメント・チームと職員に進捗状況を定期的に報告し
ていきます。

職員の健康と安全の促進：世界銀行グループは、職員の健康と安全を促進し保護
するため、職員の健康、予防、福祉、労働安全衛生、精神衛生に注力しています。
感染症危機においては、職員の感染リスクを軽減するために、継続的なガイダンス、
感染予防策、個人防護具の提供等のサービスを提供したほか、感染した職員が	

職員の職場回帰支援
今回のパンデミックの中、世界銀行グループは2022年度も引き続き、

職員の健康と安全、ワーク・ライフ・バランス、精神衛生に重点を置い	
た支援を提供しました。2年間に及んだ在宅勤務を経て、2022年度には	
ワシントン本部と一部の現地事務所の職員がオフィス勤務を再開し始めま
した。これを受け世界銀行は、各国の保健指標や動向に基づき、施設の	
安全対策を講じつつ、現地事務所での段階的な受入れに着手しました。	
在宅勤務とリモートワークに関する新しい政策に基づき、職員が在宅勤務
とオフィス勤務を柔軟に両立できるように、新しいハイブリッドな勤務	
形態を試験的に導入しています。
ハイブリッドな勤務形態への移行に向けて、世界銀行は次の通り支援を

提供しました。
・・	マネジメント・チームとの対話、健康と安全に関する情報、人事関連の
状況説明等をライブ配信することにより、職員との対話を継続。

・・	パンデミック、ワクチン、心身の健康に関するガイダンスをイントラ
ネットに掲載し、医療や安全に関する一般的な情報を職員とコンサル	
タントに提供。

・・	ハイブリッドな勤務形態への移行を支援するITサービスを拡充：サイ
バー・セキュリティを強化するための新しい認証イニシアティブ、ハイブ
リッドな勤務形態に関するオンライン情報、ヘッドセット、ドッキング・
ステーション、ウェブカメラ等のハイブリッド・ワーク用オフィス機器。

・・オフィス以外での勤務に関する政策を導入。
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治療を受けられるよう支援しました。また、国連機関と連携し、辺鄙な地域で	
働いている職員を含め、世界中の職員とその扶養家族にワクチンを提供したほか、
重症者の医療搬送や現地医療強化のためのサービスも提供しました。その結果、
職員の勤務地での任務継続が可能になりました。また、インドのチェンナイと	
ブルガリアのソフィアに保健サービスの地域拠点を新設しました。2022年度に
は、世界銀行グループの精神衛生タスクフォースの調査結果と提言に基づき、	
精神衛生に関する初の戦略を発表しました。同戦略は、心身の健康を重視する	
文化を育み、業務関連やその他のリスク要因を削減し、精神衛生上の問題を抱え
る職員やその家族への支援を強化することを目指しています。多くの職員がオフィス
勤務に戻る中、オフィス再開に伴う職員のニーズや懸念にも対応しました	
（84ページの囲み記事を参照）。

継続的な学習支援及びキャリアアップとモビリティのための技能開発：ワシントン
本部と現地事務所の職員は、世界銀行グループのオープン・ラーニング・キャン
パス（OLC）を利用して、自分のペースで進められるオンライン学習講座やマイ
クロ・ラーニング、サポート型ラーニング、実地研修等、様々な学習プログラム
に柔軟にアクセスすることができます。世界銀行は遠隔学習、ハイブリッド学習
プログラムを提供するために、2020年からプロジェクト、技術、リーダーシップ
に関する職員研修のカリキュラムを見直しています。OLCは2022年度、世界中
の職員や管理職の要望に応えて、4,000件近くの遠隔学習プログラムを職員に提
供し、全体として高い評価を得ました。職員の専門知識強化のため、FCV、環境、
インフラ等に関する学習週間や大規模なオンライン・イベントも複数回にわたっ
て開催しました。

職員の懸念と対立への対応促進：職員が職場の問題を匿名で相談し、対立を解消
できるように、世界銀行は内部公正制度（IJS）を通じて、オンブズマン・サービス、
「敬意ある職場づくり」アドバイザー・プログラム、調停サービス、ピア・	
レビュー・サービス、パフォーマンス管理審査等を提供、人種平等担当室を設置
しています。2022年度は、810人ほどの職員がこれらのサービスを利用しまし
た。また、IJSは8,900人以上の職員に研修等の支援を提供しています。
世界銀行グループの倫理・業務規範（EBC）局は、コンプライアンスや職場の

問題に関する相談に応じるほか、世界銀行内部の不正行為を防止し、その対応に
あたる組織として、職員の信頼を集めています。2022年度、EBC局は153件の
不正行為の申立てを審査し、7,100人を超える職員に倫理研修やその他の支援を
提供しました。利益相反の可能性等のコンプライアンス関連の問題について、	
倫理的なアドバイスを求める職員には、助言サービスを通じて平均8営業時間以
内に回答しています。2022年度は、1,400人以上の職員からコンプライス関連
の相談を受けました。EBC局は、不正行為のレビュー結果における透明性の向上
に注力したほか、リスクの高い事案や再発している事案については詳細なレビュー
を実施し、管理を強化できるよう支援しています。EBC局のハラスメント対策

表16：世界銀行（IBRD/IDA）職員のデータ、2020～22年度
指標 2020年度 2021年度 2022年度 関連指標

正規職員総数
　米国以外の配属（％）
　短期コンサルタント／臨時職員（FTE）

12,394
44

5,521

12,528
45

5,944

12,778
46

6,163

GRI	401;	SDG	8

職員満足度（％） 77 — 79
多様性指数 0.89 0.89 0.89
*	各カテゴリのジェンダーバランス目標からの偏差
　事務職員・サポートスタッフ（％）
　エントリー及びジュニア・レベルの専門職（％）
　シニア・レベルの専門職（％）
　管理職（％）

17.4
2.7
6.5
2.8

17.8
3.2
5.8
2.7

17.6
2.7
4.7
4.7

ワシントン本部での職員1人あたり研修日数 3.8 3.2 3.1 GRI	404;	SDG	8

現地事務所での職員1人あたり研修日数 3.4 3.3 2.8
注：	－＝入手不能；FTE＝のべ人数（職員）；GRI＝グローバル・リポーティング・イニシアティブ。2021年度は職員満足度

調査は実施されず。*「ジェンダーバランス」の定義は男性50％：女性50％（許容差＋/－	2％）。0％は、ジェンダー	
バランス目標が達成されたことを意味し、0％を超える場合は、女性又は男性の比率が目標よりも高いことを意味する。
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コーディネーターは、セクシュアル・ハラスメントだけでなく、あらゆる形の	
ハラスメントの申立てに対応しており、2022年度は187件の申立てを受理しまし
た。ほかのステークホルダー機関と共に、セクシュアル・ハラスメントの被害者
が安心して働けるように、解決後のモニタリングといった支援策も導入しました。

職場文化の強化：世界銀行グループがその使命を果たすためには、職場文化の強
さと質を確保する必要があります。2021年11月、マルパス総裁は、世界銀行	
グループの職場文化を見直すタスクフォースを立ち上げ、2022年春までに最初
の提言をまとめるよう指示しました。タスクフォースはその一環として、リーダー
シップの育成、透明性とコミュニケーション、懲戒手続き、評価とフィードバック、
被害者の保護措置、文化と価値観等の問題を掘り下げて検討する作業グループを
設置しました。モデレーターが進行するオンライン・ディスカッションでは、	
匿名での参加が可能なため、職員は提案や意見を率直に述べることができました。
タスクフォースは、ハラスメントや報復の被害者を支援し、管理責任に関する	
問題に直接対応した経験を持つ、25以上の小規模な職員グループとも意見を	
交換し、アイデアやフィードバックを求めました。タスクフォースは職員主導の	
グループと継続的に連絡を取り合うことで、管理責任と報復に関する最初の提言
をまとめ、総裁室に提出しました。

職員の意見の尊重：スタッフ・アソシエーションは、職員の権利と利益を代表す
る組織であり、加入者の意見をシニア・マネジメントや理事会に伝えています。
スタッフ・アソシエーションは加入者に対し、苦情に関する個別相談、ワシントン
本部の短期の臨時職員・コンサルタントの健康保険加入、職員に影響を与える	
可能性のある問題の周知と最新情報の伝達のための定期的なコミュニケーション等
を提供しています。2022年度は新たにスタッフ・アソシエーション代議員会が
発足し、職員の声をもとに重点分野や課題を特定しました。その1つが、感染症
危機による2年間の在宅勤務期間を経て、ワシントン本部で始まりつつあるオフィス
回帰です。スタッフ・アソシエーションは、職場の改革を支援するために複数回
にわたって対話イベントやアドボカシー・キャンペーンを展開し、職員の健康と
アクセシビリティ向上に寄与する新しい包摂的テクノロジーの導入を提言しまし
た。また、世界銀行グループの職員の報酬水準が低下しているという競争力調査
の結果に言及し、職場文化に関するタスクフォースの活動を支援しました。

世界銀行の施設
世界銀行は、現地事務所を置いている地域の生態系、コミュニティ、経済に	

プラスとなるよう、グループの内部業務が環境、社会、経済に与える影響を管理
しています。

排出量の削減：世界銀行は、関連施設、主要な会合、出張のために利用した航空機
に起因して排出される温室効果ガスの測定、削減、相殺、報告に取り組んでいます。
今回のパンデミックは、この全てに大きな影響を与えています。ワシントン本部で
は2022年4月以降、一般職員が段階的にオフィスに戻り、各チームはハイブリッド
な勤務形態の導入を推奨されています。世界銀行グループ・IMFの春季会合や年次
総会等の主要イベントはバーチャル形式又はハイブリッド形式で開催されました。
2021年度は2019年度比で出張が98％減少したため、2020年度から2021年度
にかけて温室効果ガス排出量は78％減少するとみられています。世界銀行は、	
リモート視察、遠隔管理、オンライン会議、各専門分野のオンライン・イベント
等、出張に代わる手段を用いたことで得た教訓を検証すると共に、職員には可能な
限り気候変動や環境に配慮した方法での移動を推奨しています。
世界銀行は毎年、削減できなかった二酸化炭素排出量を相殺しており、2021年

度は施設関連の二酸化炭素排出量の100％及び航空機を利用した全ての出張に起因
する排出量を対象に、二酸化炭素換算で2万1,304トンの炭素クレジットを償却
しました（データ収集のタイミングのため、データは1年度遅れで表示）。また、
ワシントン本部で使用される電力の100％に相当する5万3,910枚の再生可能	
エネルギー電力証書（REC）を、ACTコモディティーズから20万ドルで購入しま
した。RECは、送電網に追加された再生可能エネルギー発電の1メガワットアワー
（MWh）の環境負荷に相当します。カーボン・オフセット対象のプロジェクトは、
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表17：世界銀行が環境面に与えた主な影響、2019～21年度
指標 2019年度 2020年度 2021年度 関連指標

GHG絶対排出量（CO2	換算トン）a 250,070 182,106 39,812	 GRI	305;	CDP	C6;		
SDG	13

エネルギー使用量（GJ）b 458,315 471,930 393,758 GRI	302;	CDPC8.2;		
SDG	7

エネルギー使用度（GJ/m2）b 0.74 0.74 0.61
水使用量（m3） 299,054 261,534 201,134 GRI	303;	SDG	6
埋立地の廃棄物転換率（％）c 61 67 33 GRI	306;	SDG	12
再生材100％紙の総使用量	
（コピー紙及び印刷所の両方、％）c 57 54 34 GRI	301;	SDG	12

注：	データ収集のタイミングのため、データは1年度遅れで表示。世界銀行の施設は、2021年度の大半を通じて閉鎖される、
又は稼働率が低下した状態にあった。詳細及びデータは「Corporate	Responsibility（組織としての責任）」ウェブサイト
を参照；CO2＝二酸化炭素；CDP＝カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト；GHG＝温室効果ガス；GJ＝ギガジュール；
GJ/m2＝1平方メートルあたりギガジュール；GRI＝グローバル・リポーティング・イニシアティブ。

a.	 	世界銀行の世界各地の全施設のデータ。スコープ1、2、3の排出量を含む。スコープ3の航空機を利用した出張の排出量には、
放射強制力を含む。2020年度の数字には、世界銀行本部の食料調達からの「クール・フード・プレッジ」排出量が追加され
ており、詳細はインベントリ管理計画に記載。

b.	世界銀行の世界各地の全施設のデータ。電力、定常燃焼、移動燃焼を含む。
c.	 世界銀行本部の施設のみのデータ。

厳格な世界銀行グループのガイドラインに基づいてIDA借入国ごとに選択されて
おり、例えばタンザニアでは劣化した牧草地の再生を支援しています。

持続可能な施設の設計：世界銀行グループは関連施設から排出される温室効果ガス
を、2026年までに2016年比で28％削減するという目標に引き続き取り組んで
います。しかし、こうした削減のどのくらいが効率化の取組みによるもので、ど
のくらいが感染症危機によってオフィス稼働率が低下したことによるものなのか
を判別することは困難でした。職員のオフィス復帰を受けて、エネルギーの見直し、
新しい再生可能エネルギー・プロジェクトの導入、水利用の効率化といった実行
可能な改善策も特定されました。世界銀行が世界中に保有している施設の3分の1
は、環境に配慮した建物の認証基準（例：LEED）を満たしています。新たな建物
を設計する際は、持続可能性を重視し、既存の建物についても継続的な性能向上
を図っています。例えばワシントン本部では、主要施設を評価した結果に基づき、
水を管理する冷却塔を入替えました。これにより、最大で年間100万リットルの
水を節約できる見込みです。ワシントン本部では、5つの建物を対象に照明制御
装置の改良工事を実施し、1,500個以上のセンサーの修理、交換、アップグレード
を行いました。世界銀行は、職員が健康を維持しながら快適に仕事ができる、安全
性、持続可能性、柔軟性に優れた、現代的なオフィス空間を目指し、ワシントン
本部で2つのパイロット・プログラムを立ち上げました。これらのプログラムは、
柔軟な働き方が今後さらに広がることを見越し、ユニバーサル・デザインの採用
や共同作業用スペースの導入等、オフィス・スペースを最大限に活用する方法を
検討しています。また、人間工学に配慮したデザイン、暖房・換気・空調システム
の改善、自然光の導入、効率的な備品、環境に配慮した持続可能な素材の導入に
も取り組んでいます。

世界銀行のサプライチェーン
持続可能なサプライチェーンの確保：2022年度も、世界銀行グループは「持続可
能な調達フレームワーク」を引き続き活用し、社会と環境に与える影響の改善に取
り組みました。世界銀行は2つの重要な調達目標の達成に取り組んでいます。1つ
は、2023年までに女性が経営する企業からの調達を、2022年度の実績である
5.2％から7％とすること、もう1つは、少数派の人々が経営する企業からの調達
を増やし、2022年度の4.7％から2025年までに米国内の総調達額に占める割合
を8％まで引き上げることです。こうした取組みの成果が認められ、世界銀行	
グループは女性が経営する企業と大手企業の調達担当者を結びつけるグローバル・
ネットワークであるウィ・コネクト・インターナショナル（WEConnect	
International）から、「2022年サプライヤーの多様性と包摂性におけるプラチナ・
トップ・グローバル・チャンピオン」として表彰されました。世界銀行はまた、	
サプライチェーンから排出される温室効果ガスを管理するため、サプライヤーによる
排出量の追跡調査を開始しました。結果は2023年の年次報告で開示する予定です。
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世界銀行グループの気候変動行動計画（CCAP、2021～25年）は、貧困の	
削減と繁栄の共有促進という目標の達成のためには、気候変動対策と持続可能な
開発に同時に取り組む必要があると指摘しています。世界銀行グループは、気候
関連の指標、目標、成果の透明性を世界規模で高めることにより、機会を捉え、
課題に取り組み、途上国が低炭素社会への移行において最大限の成果を上げられ
るよう支援しています。
市場を動かし、二酸化炭素排出量の少ない持続可能な投資を促進する一方で、

気候変動がもたらすリスクにも対応するためには、気候変動と持続可能性に関す
る開示について国際基準を確立する必要があります。世界銀行グループは、持続
可能性に関する開示基準を統一する国際的な取組みを長年にわたり支援してきま
した。基準の統一は、G20のサステナブル・ファイナンス作業部会が2021年に
重点分野として掲げています。COP26では、国際会計基準（IFRS）財団が国際
サステナビリティ基準審議会（ISSB）の設立を発表しました。ISSBは、国際基準
の策定に関するこれまでの取組みの成果、例えば金融安定理事会の気候関連財務
情報開示タスクフォース（TCFD）の提言等を踏まえ、「持続可能性に関する優れ
た開示基準の包括的かつ国際的なベースラインの提供」に取り組むことになりま
す。TCFDの提言は2017年7月の発表以来、気候関連財務情報の開示に広く	
活用されています。
世界銀行は基準統一に向けた動きを歓迎すると共に、2023年度中に最終発表

が予定されているISSBの気候関連開示基準及び全般的な開示基準を、世界銀行独
自の業務モデルに適用し、開示に反映させる方法を検討しています。統一基準に
関する動向に注目する一方で、世界銀行はTCFDフレームワークの提言に沿って、
本年次報告において初の気候関連開示を行っています。世界銀行は以前より気候
変動対策を実践しており、2008年からはグローバル・リポーティング・イニシア
ティブ（GRI）指数、2009年からはCDP（旧カーボン・ディスクロージャー・
プロジェクト）を通じて気候関連の情報を開示しています。IFCとMIGAは世界
銀行に先立ち、すでにTCFDの提言に沿った開示を行っています。
TCFDフレームワークに沿って行った2022年度の気候関連開示は、世界銀行

が開発業務や組織としての活動において、気候関連のリスクや機会をどのように
管理しているかを説明しています。今年度の開示はTCFDフレームワークの4つ
のテーマ、すなわち「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」に沿っ
たもので、主な内容は次のとおりです。

業務活動：世界銀行グループの気候変動行動計画（CCAP、2021～25年）は
2022年度も大きな成果を上げ、各国が統一されたアプローチを用いて、気候変動
と開発に同時に取り組むことができるよう支援しました（詳細は52ページを参照）。

温室効果ガス排出量とフットプリント：世界銀行は2009年以降、国内外の全て
の施設と出張に係る温室効果ガス排出について、カーボン・ニュートラルを達成
しています。また、関連施設、主要な会合、ワシントン本部の食料調達、航空機
を利用した出張に起因して排出される温室効果ガスの測定、削減、相殺、報告に
も取り組んでいます。排出量削減に関しては、（1）世界銀行の国内外の施設から
排出される二酸化炭素の絶対量を2026年までに2016年比で30％削減する、	
（2）ワシントン本部のカフェテリア、コーヒー・スタンド、ケータリング・	
サービスが排出する食料関連の二酸化炭素排出量を2030年までに25％削減する、
の2つの目標を掲げており、達成に向けた取組みは順調に進んでいます（詳細は
86ページを参照）。

気候変動に関する情報開示
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リスク管理：世界銀行は2022年度も、リスク管理に気候関連の要因を一層効果
的に組み込む方法を探りました。世界銀行の国家信用リスク局は、IBRDやIDAの
支援対象国の信用力を評価する際、関連する環境要因を考慮しています。事業部
門はリスク管理の説明責任を負う立場から、気候変動が業務にもたらすリスクを
管理しており、気候関連のリスクはプロジェクトが抱えるリスクの1つであると
明確に認識しています。
世界銀行は、様々なプロジェクトや国別プログラムが追求する開発目標に影響

を与え得る気候関連リスクを評価し、モニタリングしています。全ての開発プロ
ジェクト、政策、プログラムについて、気候変動がもたらす物理的なリスクの	
スクリーニングを義務付け、IDAプロジェクトでは2015年度、IBRDプロジェクト
では2018年度から実施しています。IBRDとIDAの資金によるプロジェクトの全
てについて、計算方法がある限り、経済分析における計算上の価格を用いて温室
効果ガス排出量を算定しています。環境・社会フレームワーク（ESF）でも、投資
プロジェクト融資のデューデリジェンスの一環として、気候変動リスクが考慮さ
れます。

財務活動：世界銀行は、持続可能な資本市場の発展を牽引しています。IBRDが
2008年に発行した初のグリーンボンドの枠組みは、透明性の向上と投資目的に
焦点を当てており、債券市場におけるラベル付き債券の世界基準となりました。
IBRDの債券発行プログラムは、サステナブル・ファイナンスのベストプラクティス
として広く参照されており、様々なステークホルダーに積極的に働きかける等、
世界銀行は持続可能な資本市場の構築を支援しています。2018年に資本市場で
の資金調達を開始したIDAもIBRDと同様にサステナブル・ディベロップメント・
ボンドを発行しており、環境・社会面の要件を満たし良い開発インパクトをもた
らすためのIDAの使命を強調しています。IBRDとIDAが発行する債券は全て、	
ブルームバーグ等の定評ある債券情報プラットフォームにおいて、「サステナビリティ」
のタグが付与されています。また、IBRDとIDAのサステナブル・ディベロップ	
メント・ボンド及びグリーンボンドは全てが、サステナブル・ファイナンスに	
特化したルクセンブルク・グリーン取引所（LGX）のプラットフォームに上場し
ています（詳細は72ページを参照）。

今後に向けて
世界銀行は、気候関連の要因が世界銀行の事業、戦略、財務パフォーマンスに

与える影響を継続的に評価しています。今後2年間に、新しい統一基準に合わせ
て、さらに充実した開示を行っていく計画です。TCFDの提言に沿った開示は、
本年次報告の付録で全文をご覧いただけます。
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世界銀行の一切の権限は、国際復興開発銀行協定により、世界銀行の最高意思
決定機関である総務会に付与されています。各加盟国は、総務1名と総務代理	
1名を任命します。
総務会は、IBRD及びIDAの理事会を構成する25名の理事に大半の権限を委任

しています。加盟189カ国を代表する理事会は、世界銀行の業務全般に責任を負
い、職務を遂行しています。総裁は理事会が選任し、理事会議長を兼任します。
現在の理事の任期は2020年11月から2022年10月までです。
理事会は、世界銀行の戦略的方向性を監督する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、政策、運営予算、その他の業務上や財務
上の問題についてのプロポーザルに関する決定を下すほか、世界銀行グループと
被援助国との関係や開発プログラムに対する支援を決める国別パートナーシップ
枠組みについても協議します。財務諸表、運営予算、及び年度ごとの成果を示し
た世界銀行年次報告を総務会に提出する責任も負っています。
理事会には5つの常任委員会があります。これらの委員会は、政策やほかの重要

な文書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。全理事が所属する理事会運営	
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
会は、委員会を通じて、マネジメント、並びに理事会直属の独立した組織である
説明責任メカニズム及び独立評価グループと協力しながら、世界銀行グループの
活動の有効性を定期的に検証しています。

世界銀行の運営体制

図8：理事会の委員会
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世界銀行は、組織内のメカニズムと組織から独立したメカニズムの両方を通じ
て、業務のモニタリング、組織・制度面のリスク管理、申立てへの対応、業務の
透明性確保に取り組み、説明責任を果たしています。これらのメカニズムはいず
れも、開発効果を最大化し、最高水準の説明責任を果たすためのガイダンスと	
提言を提供しています。

独立評価グループ
独立評価グループ（IEG）の目標は、支援の成果と実績を評価し、改善点を提案

することにより、世界銀行グループの開発効果を向上させることにあります。IEGは、
国別プログラムやプロジェクトの成果に対する世界銀行グループの自己評価も	
検証しています。こうした評価や検証は、活動の成否に影響を与える要因の裏付
けとなるだけでなく、世界銀行グループの方向性、政策、プログラム、業務に資
する教訓も提供しています。
2022年度、IEGは世界銀行グループの戦略的重点分野に関する複数の大規模	

評価を実施し、これまで10年間の世界銀行グループの活動、例えば紛争の影響を
受ける国々の支援、循環型経済への移行促進、「ビジネス環境の現状」から得た	
教訓、世界銀行グループの分権化計画を検討しました。またIEGの評価結果に基
づく提言について、マネジメントの対応状況を確認したほか、IFCとMIGAによ
る中所得国の初等・中等教育の支援、IDAの持続可能な開発戦略と包摂的で持続
可能な農法に対する支援を評価しました。IEGはまた、エボラ出血熱流行への対応
での教訓や、感染症危機時の保健・社会面の対応を支援するイノベーションを活用
しながら、世界銀行グループによるコロナ対策を引き続き支援しました。

詳細及びIEGの年次報告書は、以下のリンクをご参照ください。
ieg.worldbankgroup.org

説明責任のメカニズム
世界銀行の説明責任メカニズムは、世界銀行が支援するプロジェクトから悪影

響を受けた、又は受ける可能性が高いと考える人々やコミュニティが利用できる、
世界銀行から独立した苦情処理の仕組みで、査閲パネルと新設された紛争解決	
サービス（DRS）で構成されています。査閲パネルは、1993年に国際金融機関
初の独立した説明責任メカニズムとして設立され、現在も独立した立場からコン
プライアンス・レビューを実施しています。DRSは、調査請求者や借入国が利用
できる、独立した自発的な紛争解決手段です。説明責任メカニズムは理事会直属
の組織であり、世界銀行マネジメントから独立して運営されています。

査閲パネルは、議長を含む3人のメンバーで構成された、理事会直属の組織です。
2021年度と2022年度は、ウガンダの道路プロジェクトに関する調査報告書を	
提出したほか、ネパール、トーゴ、ウガンダのプロジェクトについて調査するよ
う勧告しました。ネパールの地域貿易・輸送プロジェクトについては調査不要と
の判断を下し、ケニアで3件、ウガンダで1件、インドで1件のプロジェクトに
ついて登録不要通知を発行しました。2021年12月には、調査請求者に対する威
嚇や報復の問題を取り上げた助言報告書「Right	to	Be	Heard（仮題：申し立て
る権利）」を発表しました。

監督と説明責任
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紛争解決サービス（DRS）は2021年10月に活動を開始しました。本年度は、
世界銀行のプロジェクトに関する2件の調査請求の当事者が、DRSによる紛争解決
を進めることに合意しました（ウガンダの事案は2021年12月、ネパールの事案
は2022年4月に合意）。いずれの事案も現在、紛争の解決に向けた取組みが進め
られています。

説明責任メカニズムの詳細は、以下のリンクをご参照ください。
www.worldbank.org/en/programs/accountability

制裁制度
世界銀行グループは、自らのプロジェクトに関与している企業及び個人による

不正、汚職、談合、共謀、妨害に対処するために、複数の段階で構成される制裁
制度を設けています。2022年度、世界銀行グループは取引資格停止局長による
明確な判断、制裁委員会の決定、和解合意を通じて35の企業と個人に制裁を科し
ました。世界銀行グループは22の組織の制裁を解除し、1つの組織の「解除条件
付の取引資格停止」を「取引資格停止の条件付不適用」に変更しました。また、
ほかの国際開発金融機関（MDBs）による72件の取引資格停止について同一処分
を科す共同措置を発動しました。世界銀行グループによる取引資格停止の内、ほ
かのMDBsによる共同措置の発動対象になったものは28件でした。

組織公正総局（INT）は、世界銀行グループの融資を受けたプロジェクトや、
世界銀行グループの職員・調達先が関係する不正及び汚職の発見、抑止、防止に
取り組んでいます。INTは不正や汚職等、処罰の対象となる行為の申立てを調査
しており、申立ての内容が立証された場合、外部組織には制裁を科し、職員には
懲戒処分の検討材料として、調査結果を人事部門に提供しています。INTは、	
世界銀行グループのプロジェクトにおける不正リスクの特定、モニタリング、	
軽減にも取り組んでいます。また、INT内の独立した部局である規範遵守局（ICO）
は、制裁プロセスに関与する組織のコンプライアンス状況を審査し、制裁を受け
た組織が制裁解除に向けた条件を満たせるよう協力しています。
2022年度、INTは監督・説明責任を担当する独立した部局として、世界銀行	

グループ内に設置されてから20周年を迎えました。現代の汚職に対応し、世界	
銀行グループの業務を最大限に支えていくために、INTは2022～26年度を対象
に戦略を更新しました。新しい戦略は、INTの調査機能やICOの役割は維持しつ
つも、データ分析やツールを積極的に活用し、知見や助言を蓄積することにより、
INTの予防機能とリスクベースの調査アプローチを強化することを目指しています。

世界銀行の制裁制度では、第一段階の裁定は取引資格停止局長が率いる、取引 
資格停止局が下します。世界銀行の制裁事案の内、世界銀行グループの制裁委員会
に不服の申立てがなされなかったものについては、取引資格停止局長の裁定が適用
されます。不服の申立てがなかった場合の裁定は、その概要を公開しています。

制裁委員会は、全員が世界銀行グループ外部の、7人の委員で構成されており、
不服の申立てがあった世界銀行グループの全ての制裁事案について、最終的な	
裁定を行います。裁定の内容は十分な裏付けと共に公開され、不服の申立てはで
きません。

世界銀行グループの制裁制度と同制度の年次報告書は、	
以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/integrity

世界銀行グループが融資するプロジェクトにおいて、	
不正や汚職が疑われる場合は、以下のリンクから報告を受け付けています。	
www.worldbank.org/fraudandcorruption
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グループ内部監査局
グループ内部監査局（GIA）は、総裁直属の独立した組織として、理事会監査

委員会の監督下にあり、リスク管理のプロセス及び全体的なガバナンスが適切に
設計され、実効的に機能していることについて、一定の理解が得られるレベルで
の保証をシニア・マネジメントと理事会に提供しています。GIAの業務は、世界
銀行グループが被援助国を効果的に支援するために役立っています。このほか、
戦略、業務、財務、コーポレート機能（ITシステムやITプロセスを含む）等、	
組織の重要な領域全てを対象とした監査や、保証と助言のレビューも実施してい
ます。GIAの業務は、内部監査人協会の「専門職的実施の国際フレームワーク」
に従って遂行されています。GIAは、リスク管理やガバナンスを担当するマネジ
メントや、監督・説明責任を担当する世界銀行グループ内の独立した部局と連携
しています。
GIAは、組織と関係者にとっての重点分野及び重大なリスクに重点を置き、	

年間約25～30件のレビューを実施しています。2022年度の主なテーマは、IFC
のグローバル貿易金融とサプライヤー・プログラム、プロジェクトにおける国連
との連携、世界銀行グループの臨時職員・労災補償・障害者プログラム、情報	
セキュリティ事案への対応と脅威・脆弱性の管理、新しい統合基幹業務（ERP）
システムの導入でした。
コロナ危機の影響により、GIAは2022年度も遠隔監査を続け、支援の範囲や

重点分野、時期を適宜調整し、世界銀行グループの対応を支援しました。GIAは、
リスクベースの柔軟な支援モデルを採用することで、世界銀行グループの事業や
関連するリスク環境の変化に対応しています。

詳細及びGIAの年次・四半期報告書は、以下のリンクをご参照ください。
www.worldbank.org/internalaudit

世界銀行の情報公開政策
世界銀行の情報公開政策は、世界銀行を透明性において世界を牽引す

る組織と位置付けただけでなく、世界銀行と被援助国、市民社会、開発・
学術コミュニティ全体との関係も強化しました。同政策の導入により、
一部の例外項目を除き、世界銀行の業務、調査、財務、理事会活動に関
して、世界銀行が保有する全ての情報を誰でも請求できるようになりま
した。情報公開請求が棄却された場合は、情報公開政策又は公益、ある
いはこの両方への違反を申し立てることができます。全ての申立ては、
第1段階として世界銀行内に設置された「情報公開委員会」で検討され
ます。公益を根拠とした申立ての場合は、同委員会の決定が最終となり
ます。情報公開政策違反の申立ての場合は、第2段階の検討は独立した
外部の情報公開不服審査会が実施し、同審査会の決定が最終となります。
2022年度、世界銀行は445件の情報公開請求を受理し、その81％を

20営業日以内に処理しました。情報公開委員会は9件の申立てについて
決定を行い、不服審査会への申立ては2件でした。
詳細及び世界銀行への情報公開請求は、以下のリンクをご参照ください。

www.worldbank.org/en/access-to-information
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被援助国との関わりを定義
世界銀行グループは、被援助国のオーナーシップと開発成果の向上に重点を置

き、エビデンスに基づく体系化されたモデルを通じて、資金、分析、助言サービス
を提供しています。国別パートナーシップ枠組み（CPF）は、各国に対する4～6
年間の支援の指針を定めたもので、国内外の状況が急変した場合に備えて、一定
の柔軟性も確保しています。CPFは、世界銀行のマネジメントと理事会が国別	
プログラムを評価し、指針を提供する際の中心となるもので、次の方法により、	
世界銀行、IFC、MIGAが共同で作成し、実施しています。
・・被援助国の開発目標を考慮に入れる
・・	被援助国の政府当局や民間セクター等との緊密な協議に基づいて作成された	
体系的国別診断（SCD）を活用する

・・	世界銀行グループの比較優位性、これまでの活動を通じて得た教訓、ほかのパー
トナーの活動を考慮する

・・	世界銀行グループの目標と2018年の資本増強での世界銀行のコミットメント
との整合性を図る
2021年7月には、国別支援のガイダンス及び手続きが改訂され、各国のハイ	

レベルな開発成果に世界銀行グループがどのように貢献しているかを、より正確
に示されました。また、感染症危機の拡大に伴って中断されていた国別エンゲージ
メント関連文書の作成も再開されました。こうした文書では、環境に配慮した	
強靱で包摂的な開発に重点が置かれています。2022年度は25件のSCD、19件
の実績・教訓レビュー、10件の国別パートナーシップ枠組み（CPF）、1件の国別
エンゲージメント・ノートを作成しました。
世界銀行グループは財政支援と知識成果物を速やかに提供することで、各国が、

コロナ、ウクライナでの戦争、気候変動等、重複する危機の影響に対応できるよ
う支援しています。融資にあたっては、各国の個別のニーズや厳しい財政状況に
対応するために、投資プロジェクト融資（IPF）、開発政策融資（DPF）、成果連動
型プログラム（PforR）融資等の手段を総動員して、迅速な準備と提供を進めてい
きます。このほか、開発政策融資の追加コンポーネント、IPFへの追加融資、実施
中プロジェクトの緊急対応コンポーネント（CERC）、長期プロジェクトの再編と
いった手法やツールを活用する可能性もあります。このほか、危機対応を支える
ために各種の分析活動を実施し、包括的な支援を通じて、危機への予防、強靱性、
包摂性の向上を支援していきます。
気候変動が持続可能な開発に深刻な脅威を突きつける中、温室効果ガス排出量

を削減する取組みを一本化し、気候変動への適応と強靱性強化を開発戦略に統合
することが急務となっています。世界銀行グループは新しい気候変動行動計画
（CCAP、2021～25年）の下で、新たな主要診断ツールとして、世界銀行、IFC、
MIGAが共同で作成する「国別気候・開発報告書（CCDR）」を導入しました。
CCDR第1弾の大部分は、国連気候変動枠組条約締結国会議（COP27）が開催さ
れる2022年11月までに発表される見込みです。CCDRは、厳密なデータと調査
をもとに、各国が気候変動の緩和や適応に取り組みながら、開発目標を達成する
方法を分析します。CCDRにはまた、各国の気候コミットメントに加えて、官民
連携を通じてコミットメントの達成を支援する方法も明記されます。CCDRの	
情報はSCD、ひいては国別パートナーシップ枠組み（CPF）にも活用されます。

資金の戦略的活用
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コロナ危機への保健対応に関する最新情報
2020年以降、世界銀行グループは今回のパンデミックがもたらした

壊滅的影響に対応するために、最貧国と最脆弱層に重点を置きつつ、か
つてない規模とスピードで支援を提供してきました。2020年4月以降、
コロナ戦略的保健準備・コロナ対応プログラムを通じて、213件のプロ
ジェクトを対象に総額142億ドルの支援を承認しました。プログラムは、
プログラム的多面アプローチ（MPA）を世界規模で採用し、途上国が	
保健ニーズに対応できるよう資金を提供しています。
世界銀行は保健MPAを通じて、途上国が安全で効果的なコロナ・	

ワクチンを調達・配布できるよう引き続き支援しています。こうした	
支援は、途上国がCOVAX等の承認された供給源からワクチンを調達し、
ワクチンの配布や保健システムの強化を促進するために役立てられてい
ます。コロナ・ワクチンに関する世界銀行のプロジェクトのデータは全
てインターネット上で公開しています。こうした取組みの効果をさらに
強化するため、世界銀行は感染症流行対策イノベーション連合（CEPI）
やGaviワクチンアライアンス、グローバルファンド、IMF、UNICEF、
WHO、WTO等の幅広いグローバル・パートナーとも連携しています。
2022年度、世界銀行は新たに25カ国のワクチン関連活動に対して、

57億ドルをコミットしました。これにより、2020年12月以降のコミット
メント総額は約80カ国に対する101億ドルとなりました。ここには	
既存のプロジェクトから再配分された資金も含まれます。こうした支援
は、途上国がそれぞれの需要に応じて、合計5億回分以上のワクチンを
可能な限り迅速に調達・配布する助けとなりました。ワクチンへの公平
なアクセスと広範な配布を支援することにより、世界銀行は途上国が
人々の命を守り、感染の拡大を抑制し、危機から力強く回復できるよう
支援しています。その一例が、アフリカ連合とのパートナーシップによ
るアフリカワクチン入手トラストへの支援です。アフリカ主導の同イニ
シアティブは、最大で、アフリカ大陸の人口の最大30％に相当する2億
7,300万人分のワクチンの調達・配布の支援を目指しており、2023年
までにアフリカ大陸のワクチン接種率を70％に高めるというアフリカ	
連合の目標に貢献します。またCOVAXと協力し、途上国がドナーからの
全額補助金による購入分に加え、ワクチンの事前購入を可能にすること
で、迅速なワクチンの供給を実現する融資メカニズムを構築しています。
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各国の資金調達手段
世界銀行は、各国が開発目標を達成できるように様々な手段やアプローチを	

提供しています。以下は、その一例です。
・	・	物理的インフラと社会インフラの構築と組織・制度面のキャパシティ・ビルディ
ングを支援する投資プロジェクト融資（IPF）

・	・	借入国が政策改革や組織・制度改革を実行できるよう保証等を提供する開発	
政策融資（DPF）

・・融資の実行と所定の成果の達成を紐付ける成果連動型プログラム融資（PforR）
2022年度は、DPFの動向と実績、優先度の高い開発課題を支援する上でDPF

が果たす役割、これまでのプロジェクトから得られた教訓をまとめた「2021	
GPF	Retrospective（仮題：2021年DPF総括）」を作成しました。2021年度以
降は、融資手段を問わず、全てのプロジェクトに人種への配慮や、人種に基づく
差別・排除の防止を明確に組み込んでいます。
世界銀行グループは、利用可能な手段を総動員して各国のコロナ対策を支援し

ました。保健分野の対応の強化には、投資プロジェクト融資（IPF）を活用しまし
た。当初は検査機器と医療機器が支援の中心でしたが、現在はワクチンの調達・
配布に重点が置かれています。危機対応と回復のための制度・政策措置について
は、開発政策融資（DPF）を活用して、保健、社会的保護、財政・債務管理、	
事業規制、行政、教育、環境、農村開発、労働分野の改革を支援しました。
2022年度は、DPFの99％がコベネフィット型気候変動対策を含み、85％が

ジェンダー格差是正に貢献しました。さらに、2022年度は43件、総額103億ドル
のPforRプロジェクトが承認されました。その内、約93％はジェンダー格差の縮小
に貢献し、100％は気候変動への緩和又は適応に貢献しています。
プログラム的多面アプローチ（MPA）は、複雑な活動を複数のプロジェクト又

はフェーズで構成される1つのプログラムとして捉え、段階的に実施するもので
す。2020年度はMPAを初めて世界規模で適用し、コロナ危機による緊急事態に
途上国が対応できるように、理事会の承認を受けて、180億ドルの世界銀行融資
を迅速に動員しました。
MPAは、垂直型と水平型の2種類のプログラムに対応しています。垂直型プロ

グラムは、特定の国と深く関わり、その国を長期間にわたり支援します。水平型
プログラムは複数の国を対象とし、地球公共財の課題に取り組むケースが多く、
中期的には的を絞ることと、一般的なアプローチを採用することを重視していま
す。2022年度時点で、世界銀行理事会が承認したMPAは垂直型プログラムが
17件、水平型プログラムが8件で、金額はそれぞれ最大89億ドルと最大235億
ドルでした。

小規模国の支援
人口が少なく、経済基盤も小さい小規模国（人口150万人以下の国）は固有の

開発課題を抱えています。小規模国は、外因的なショックや自然災害、気候変動
の影響を特に受けやすい傾向があります。観光業に依存している国も多いため、
コロナ危機は各国が抱える、長期的な構造上の課題を悪化させました。2020年
のGDP成長率は、新興市場・途上国全体ではマイナス1.7％だったのに対し、	
小規模国ではマイナス7.4％でした。2021年のGDP成長率はプラスに転じたも
のの、新興市場・途上国全体では6.3％だったのに対し、小規模国は2.3％にとど
まりました。10の小規模国では、2020～21年の累積GDP成長率がマイナス
10％を超え、公的債務が大幅に増加した国も少なくありません。
世界銀行グループは、危機対応と長期的開発を通じて、小規模国が固有の課題

に対応できるよう支援しています。2022年度は26の小規模国に総額20億ドル
（内、IDAの資金が18億ドル、IBRDの資金が2億2,200万ドル）を提供し、その
内3億2,500万ドルはコロナ対応に充てられました。また、世界銀行内に小規模
国事務局を設置し、小規模国フォーラムを開催しています。小規模国フォーラム
は、50のフォーラム加盟国がハイレベルな対話を行う場であり、世界銀行・IMF

	 資金の戦略的活用	 97 



の年次総会・春季会合に合わせて開催されます。2022年度のフォーラムでは、
コロナ・ワクチンへのアクセスと譲許的融資の獲得に関する課題を中心に、小規
模国が経済活動を安全に再開するための政策オプションが議論されました。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/smallstates

開発成果のための専門的助言と分析
世界銀行グループは助言サービス・分析（ASA）を通じて、各国が政策や戦略

を改善し、制度を強化することで、開発成果を長期にわたって維持できるよう支援
しています。ASAは、国レベルではSCDやCPF、政府プログラム、世界銀行の融資
を受けたプロジェクトを支え、地域レベル及びグローバルレベルでは、グッド・
プラクティス・ノート、ツールキット、キャパシティ・ビルディングのイニシア
ティブを通じて開発ソリューションを支援し、地球公共財に貢献しています。
2022年度、世界銀行は130カ国以上で1,130件のASAを実施し、人間開発と
ジェンダー、公共セクター管理、民間セクター開発、経済政策、環境・天然資源
管理等の重要なテーマに取り組みました。これにはコロナ危機のリアルタイム	
分析や、各国が強靱かつ広範な回復を達成するための支援が含まれます。また、
精度の高い診断を提供し、気候変動対策と開発の取組みを一本化するために、
2022年には国別気候・開発報告書（CCDR）の作成も開始しました。
有償助言サービス（RAS）は、被援助国の要請を受けて、世界銀行が有償で実

施するもので、非借入国を含め、全ての加盟国が要請できます。2022年度は	
22カ国で83件のRASを実施し、技術協力やキャパシティ・ビルディング、プロ
ジェクトの実施支援を通じて、公共セクター管理、都市・農村開発、民間セクター
管理、経済政策、人間開発・ジェンダー等を支援しました。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/asa

未曾有の危機対応を支える予算管理
2022年度、世界銀行は途上国がコロナ危機から回復し、ウクライナでの戦争

が世界にもたらす影響も含めた脆弱性の高まりに対応し、強靱性を強化し、気候
変動対策を加速できるよう支援すると共に、包摂的な開発、貧困削減、繁栄の	
共有に向けた機運を再び高めるために大規模な支援を提供しました。前例のない
規模の資金提供、柔軟性の高い金融商品やファシリティの開発、パートナーシップ
の拡大・深化はその一例です。
世界銀行は資金、予算、人材面で最大限の支援を提供できるようにする一方で、

厳しい財政規律も求めました。業務部門、サポート部門の効率化、再編、コスト
削減を通じ、引き続き支出増加を積極的に抑制しました。その結果、より多くの
資源を現場に届けられるようになっただけでなく、国、地域、グローバルの各	
レベルで知識成果物の作成と分析を進め、現場での存在感を高めることにより、
被援助国に対する支援を強化することができました。

IBRDの貸出承認額とサービス
IBRDは、加盟189カ国による共同出資で成り立っている国際開発金融機関で

す。世界最大の国際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と共に、地域や地球
規模の課題への対応を調整しています。
2022年度のIBRDの新規貸出承認額は、136件のプロジェクト（内12件はIBRD

とIDAのブレンド・プロジェクト）に対する331億ドルでした。
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表18：IBRDの地域別承認額、2018～22年度
単位：100万ドル

地域 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

東部・南部アフリカ地域 470 315 1,716 1,525 2,907
西部・中央アフリカ地域 650 505 9 500 386
東アジア・太平洋地域 3,981 4,030 4,770 6,753 5,482
ヨーロッパ・中央アジア地域 3,550 3,749 5,699 4,559 5,974
ラテンアメリカ・カリブ海地域 3,898 5,709 6,798 9,464 9,407
中東・北アフリカ地域 5,945 4,872 3,419 3,976 4,135
南アジア地域 4,508 4,011 5,565 3,746 4,781

合計 23,002 23,191 27,976 30,523 33,072
注：同年度中の承認額に係る契約終了・解除の全額を控除した後の金額。

表19：IBRDの地域別実行額、2018～22年度
単位：100万ドル

地域 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

東部・南部アフリカ地域 210 159 932 325 2,441
西部・中央アフリカ地域 524 531 155 132 261
東アジア・太平洋地域 3,476 5,048 4,679 4,439 5,439
ヨーロッパ・中央アジア地域 4,134 2,209 3,100 3,625 4,580
ラテンアメリカ・カリブ海地域 4,066 4,847 5,799 8,741 8,911
中東・北アフリカ地域 3,281 4,790 2,415 2,764 3,407

南アジア地域 1,698 2,598 3,158 3,665 3,129

合計 17,389 20,182 20,238 23,691 28,168

表20：IBRDのセクター別承認額、2018～22年度
単位：100万ドル

セクター 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

農業・漁業・林業 2,561 1,025 1,767 1,260 3,611
教育 1,685 1,875 1,135 2,017 1,090
エネルギー・採取産業 3,084 2,847 2,053 2,379 3,069
金融セクター 764 2,299 3,702 3,828 1,877
保健 2,204 1,674 3,980 2,606 6,252

産業・貿易・サービス 3,416 2,361 2,208 3,030 1,916

情報通信技術 324 611 886 773 509

行政 2,189 5,327 4,301 5,666 6,484

社会的保護 2,091 2,115 4,786 4,800 3,446

運輸 2,074 1,485 1,323 2,273 3,036

水・衛生・廃棄物処理 2,610 1,571 1,834 1,891 1,782

合計 23,002 23,191 27,976 30,523 33,072
注：	同年度中の承認額に係る契約終了・解除の全額を控除した後の金額。四捨五入のため、合計値が総計と異なる場合がある。

詳細は、projects.worldbank.org/sectorを参照のこと。
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表21：IBRDのテーマ別承認額、2018～22年度
単位：100万ドル

テーマ 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

経済政策 1,124 1,363 1,000 2,194 3,147
環境・天然資源管理 10,409 8,514 9,423 10,902 13,664
金融 2,501 3,546 5,304 6,408 4,375
人間開発・ジェンダー 6,641 7,227 12,799 21,928 16,024
民間セクター開発 4,945 4,438 4,936 6,616 5,101
公共セクター管理 1,353 2,912 3,206 3,682 4,671
社会開発・社会的保護 2,844 2,453 4,721 5,603 3,964
都市・農村開発 8,593 6,511 6,777 7,945 10,549

注：同年度中の承認額に係る契約終了・解除の全額を控除した後の金額。個々のプロジェクトへの貸出承認額が複数のテーマ
にわたる場合、テーマ別の数値の合計が当該年度の承認総額と一致しないことから合計値は出していない。詳細は、projects.
worldbank.org/themeを参照のこと。

表22：IBRDの借入国上位10カ国、2022年度
単位：100万ドル

国 承認額 国 承認額

インド 3,986 トルコ 1,591
インドネシア 2,604 フィリピン 1,578
コロンビア 2,130 ウクライナ 1,572
モロッコ 1,830 アンゴラ 1,310
アルゼンチン 1,795 南アフリカ 1,230

世界銀行は、融資承認に関する監視、報告、意思決定向上のため、所定の分類
コードを利用して、全ての融資プロジェクトの対象セクター及びテーマを明確化
しています。セクター・コードは、生み出される財・サービスの種類をもとに経
済活動を大まかに分類したもので、世界銀行の支援が経済のどの部分を支えてい
るかを示します。テーマ・コードは、世界銀行が進める活動の目標や目的を示し、
持続可能な開発目標（SDGs）に対する世界銀行の支援を把握するために使用され
ます。

IBRDの原資と金融モデル
加盟国の開発プロジェクトに資金を提供するため、IBRDは自己資本のほか、	

世銀債の発行を通じて資本市場から調達した資金を原資として、開発プロジェクト
に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の格付けを得ており、IBRD債は投資家から信頼性の高い債券と評価さ
れています。世界規模の流動性危機とコロナ危機がもたらした課題を前に、IBRD
は資金の調達にあたり、最大限の長期的な価値を持続可能な形で借入国にもたら
すことを引き続き目指しています。国際資本市場からの資金調達は、IBRDの目標
を達成する上で重要な役割を果たしています。
IBRDは世界中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。IBRD債は、資産運用会社、保険会社、
年金基金、中央銀行、企業、銀行等、世界中の機関投資家を通じて、官民両セク
ターと世界銀行の開発目標を結んでいます。IBRDは、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商品や世銀債は、国際的な機関投資家に新た
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ほかの開発業務
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図9：IBRDのビジネスモデル

表23：IBRDの主要財務指標、2018～22年度
単位：100万ドル、ただし比率は％

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

貸出の概要
純承認額a 23,002 23,191 27,976 30,523 33,072
実行総額 17,389 20,182 20,238 23,691 28,168
実行純額 5,638 10,091 10,622 13,590 14,876

報告ベース
損益計算書
総務会承認済みの移転・その他の移転 （178） （338） （340） （411） （354）
純利益（純損失） 698 505 （42） 2,039 3,990
貸借対照表
総資産額 263,800 283,031 296,804 317,301 317,542
純投資ポートフォリオ 73,492 81,127 82,485 85,831 82,057
純貸出残高 183,588 192,752 202,158 218,799 227,092
借入ポートフォリオb 213,652 228,763 237,231 253,656 256,909

配分可能な利益
配分可能な利益 1,161 1,190 1,381 1,248 806
配分の内訳：
一般準備金c 913 831 950 874 589
国際開発協会 248 259 — 274 117
剰余金 — 100 431d 100 100

使用可能資本e,	f 43,518 45,360 47,138 49,997 50,481
自己資本
資本貸出比率（％） 22.9 22.8 22.8 22.6 22.0

注：年度別の全てのデータは、www.worldbank.org/financialresultsに掲載の財務諸表を参照。
a.	 保証承認額及び理事会が承認した保証ファシリティを含み、同年度中の承認額に係る契約終了・解除の全額を控除した金額。
b.	関連デリバティブの残高を含む。
c.	 	2022年6月30日の金額は2022年8月4日に理事会承認を受けた、2022年度純利益から一般準備金への振替案を示して

いる。
d.	2021年1月25日、剰余金からIDAへの3億3,100万ドルの移転が総務会で承認され、2021年2月1日に実行された。
e.	非トレーディング・ポートフォリオで市場レートで計算された未実現損益に伴う額及び関係する換算調整累計純額を除く。
f.	 利用可能資本は2022年8月4日に理事会承認を受けた、2022年度純利益から一般準備金への振替を含む。
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な市場を開拓する機会をもたらすことも少なくありません。IBRDの資金調達額は
年によって変動します。
こうしたアプローチにより、IBRDは相対的に低い金利で資金を調達することが

可能になり、その結果、借入国もIBRDから低金利で資金を借り入れることができ
ます。また、ただ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。2022年度、IBRDは様々
な通貨建ての世銀債を発行し、約410億ドルを調達しました。
IBRDは、加盟国に対してサービスを提供する組織であり、収益の最大化ではな

く、長期的な財務基盤を確保して開発活動を継続するために必要な利益の確保に
努めています。理事会は、2022年度の当期未処分利益の内、一般準備金への5億
8,900万ドルの振替（IBRD内部留保）を承認したほか、IDAへの1億1,700万	
ドルの移転、剰余金への1億ドルの移転を総務会に提言しました。IBRDは、貸出、
借入、投資活動を通じて、市場リスク、金融取引を行う相手方の信用リスク、	
被援助国の信用リスク、運営上のリスクにさらされています。
世界銀行グループでは、最高リスク管理責任者がリスク監視業務を主導してお

り、専任のリスク委員会を通じて組織全体の意思決定プロセスを支援しています。
さらにIBRDは、世界銀行のマネジメントによる監督機能を支えるため、強力なリ
スク管理枠組みを導入しました。同枠組みは、IBRDが財政的に持続可能な形で	
目標を達成することを可能にするものです。IBRDのリスクを総合的に把握する	
指標の1つに「資本貸出比率」があり、その値は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。2022年6月30日現在、同比率は22.0％、
IBRDの累積授権資本は総額3,071億ドル、内205億ドルが払込資本です。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/ibrd

IDAの融資承認額とサービス
国際開発協会（IDA）は、最貧国向けの譲許的資金を提供する世界最大の国際

機関であり、開発融資、グラント、保証の提供を通じて、受益国が経済成長、	
貧困削減、貧困層の生活改善を促進できるよう支援しています。
2022年度は、IDA第19次増資（IDA19）の対象期間の2年目でしたが、最終

年となりました。コロナ危機下の異例の状況と、IDA借入国における資金ニーズ
の高まりを踏まえて、IDA19資金の大部分が2021年度と2022年度に前倒しさ
れました。また、IDAパートナーは2023～25年度を対象期間とするIDA20の	
増資交渉を1年前倒しして開始することに合意しました。

表24：IDAの地域別承認額、2018～22年度
単位：100万ドル

地域 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

東部・南部アフリカ地域 8,067 7,512 9,581 14,089 15,266
西部・中央アフリカ地域 7,344 6,675 9,514 10,955 12,213
東アジア・太平洋地域 631 1,272 2,500 1,115 1,673
ヨーロッパ・中央アジア地域 957 583 1,497 1,315 2,511
ラテンアメリカ・カリブ海地域 428 430 978 769 1,030
中東・北アフリカ地域 430 611 203 658 817
南アジア地域a 6,153 4,849 6,092 7,127 4,217
合計 24,010 21,932 30,365 36,028 37,727

注：同年度中の承認額に係る契約終了・解除の全額を控除した後の金額。
a.	 IDA-IFC-MIGA	PSWの活動を含まない。
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表25：IDAの地域別実行額、2018～22年度
単位：100万ドル

地域 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

東部・南部アフリカ地域 4,695 6,168 7,904 8,081 7,133
西部・中央アフリカ地域 3,511 4,022 5,469 6,045 6,544
東アジア・太平洋地域 1,252 1,282 1,589 1,297 1,502
ヨーロッパ・中央アジア地域 298 931 365 880 764
ラテンアメリカ・カリブ海地域 223 340 466 495 510
中東・北アフリカ地域 569 647 151 379 559
南アジア地域 3,835 4,159 5,235 5,744 4,202
合計 14,383 17,549 21,179a 22,921a 21,214a

a.	 IDA-IFC-MIGA	PSWの活動を含まない。

表26：IDAのセクター別承認額、2018～22年度
単位：100万ドル

セクター 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

農業・漁業・林業 1,442 2,796 1,978 2,912 4,008
教育 2,836 1,767 4,037 3,585 2,335
エネルギー・採取産業 4,028 3,468 3,218 3,801 3,696
金融セクター 546 870 534 1,910 1,346
保健 2,062 1,736 4,295 3,840 4,269

産業・貿易・サービス 1,991 1,963 2,712 2,174 2,317

情報通信技術 419 779 1,202 1,151 1,245

行政 5,013 3,109 4,252 5,572 6,194

社会的保護 2,112 2,163 4,185 6,352 4,792

運輸 1,455 1,709 2,132 2,367 5,167

水・衛生・廃棄物処理 2,105 1,572 1,820 2,365 2,357

合計a 24,010 21,932 30,365 36,028 37,727
注：	同年度中の承認額に係る契約終了・解除の全額を控除した後の金額。四捨五入のため、合計値が総計と異なる場合がある。

詳細は、projects.worldbank.org/sectorを参照のこと。
a.	 IDA-IFC-MIGA	PSWの活動を含まない。

表27：IDAのテーマ別承認額、2018～22年度
単位：100万ドル

テーマ 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

経済政策 468 1,073 1,192 1,972 2,236
環境・天然資源管理 9,491 9,680 11,141 13,019 15,228
金融 1,642 2,418 2,680 6,161 5,760
人間開発・ジェンダー 7,509 7,860 15,974 26,353 22,846
民間セクター開発 4,240a 5,145a 7,232a 8,523 8,244
公共セクター管理 3,827 2,513 4,158 4,698 5,192
社会開発・社会的保護 2,980 2,722 4,738 8,114 6,568
都市・農村開発 8,654 7,866 8,899 11,647 19,375

注：	同年度中の承認額に係る契約終了・解除の全額を控除した後の金額。個々のプロジェクトへの貸出承認額が複数のテーマに
わたる場合、テーマ別の数値の合計が当該年度の承認総額と一致しないことから合計値は出していない。詳細は、projects.	
worldbank.org/themeを参照のこと。

a.	 IDA-IFC-MIGA	PSWの活動を含まない。
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2022年度のIDA対象国は74カ国、IDA新規承認額は305件のプロジェクト
（内12件はIBRDとIDAのブレンド・プロジェクト）に対し、377億ドルでした。
内訳は、クレジットが245億ドル、グラントが132億ドルでした。さらに、
IDA19のIDA-IFC-MIGA民間セクター・ウィンドウ（PSW）を通じて、23件の	
プロジェクト及びサブ・プロジェクトに対し、総額11億ドルの支援を承認しました。
理事会は2022年4月、IDA19の対象期間にウクライナに特別支援を提供する

ため、IDA19の支援を約10億ドル増額することを承認しました。これにより、
戦争の開始以来、ウクライナで緊急に必要とされている開発資金ニーズを満たす
ためにIBRDと開発パートナーが提供する支援を補完することが可能になりました。
今回の特別融資にはIBRDの融資条件が適用され、償還期間10年（据置期間6年）
という比較的短期の融資となります。この支援は当初合意されていたIDA19の	
配分額に上乗せして提供されるものなので、74のIDA適格国に対する融資計画に
影響はありません。
世界銀行は、融資承認に関する監視、報告、意思決定向上のため、所定の分類

コードを利用して、全ての融資プロジェクトの対象セクター及びテーマを明確化
しています。セクター・コードは、生み出される財・サービスの種類をもとに	
経済活動を大まかに分類したもので、世界銀行の支援が経済のどの部分を支えて
いるかを示します。テーマ・コードは、世界銀行が進める活動の目標や目的を示
し、持続可能な開発目標（SDGs）に対する世界銀行の支援を把握するために使用
されます。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。ida.worldbank.org

IDAの原資と金融モデル
IDAの活動資金は、主に高・中所得国であるドナー国からの拠出金、ほかの	

世界銀行グループ機関からの資金移転、過去のIDA融資に対する借入国からの	
返済金、資本市場で調達した資金によって賄われています。IDAは2016年に初
の信用格付けとして格付け機関からトリプルAを取得し、その後も高い自己資本
比率と出資国からの支援、自己資本比率の枠組みを含む、健全な財務方針と運用
に基づいた財務力により、この格付を維持しています。IDAは、IBRDと同じリスク
管理ガバナンスを採用しています。

表28：IDAの借入国上位10カ国、2022年度
単位：100万ドル

国 承認額 国 承認額

ナイジェリア 2,400 ニジェール 1,728
バングラデシュ 2,161 ウガンダ 1,715
コンゴ民主共和国 2,125 タンザニア 1,650
エチオピア 1,904 モザンビーク 1,287
ケニア 1,800 カメルーン 1,120
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この資金をもとに、IDAは5つの特別テーマと複数の分野横断的な課題からな
る意欲的な政策パッケージを支援しています。テーマと課題は、増資サイクル	
ごとに調整されます。IDA19（対象期間は2021～22年度）の特別テーマは、	
雇用と経済的変革、気候変動、ジェンダーと開発、脆弱性・紛争・暴力（FCV）、	
ガバナンスと組織・制度の構築です。この5つのテーマに加えて、基礎的かつ分野
横断的な課題として、債務、人的資本、テクノロジー、障害等が掲げられました。
IDA19では、IDA対象国に提供する融資、グラント、保証を賄うため、開発

パートナーは820億ドル（593億SDR相当）1の増資に合意しました。当初の計画
では、この内738億ドルは譲許的条件で、57億ドルはスケールアップ・ウィンド
ウを利用してIBRD条件で、25億ドルはPSWに活用される予定でした。途上国が
コロナ危機による保健、経済、社会面への影響に対応できるように、IDA19資金
の43％は2021年度に配分されました。続いて、2023年度に実行予定だった
IDA19資金を2022年度に前倒しすることで合意しました。これにより、IDAは
2021年度と2022年度にそれぞれ350億ドル規模の支援活動を実施できるように
なりました（PSWを除く）。残る約110億ドルはIDA20に繰り越されます。2022	
年6月30日現在、361億ドルは譲許的条件で、16億ドルは（スケールアップ・	
ウィンドウを通じて）非譲許的条件で、11億ドルはPSWを通じてコミットされ
ました。IDAの管理費は主に、被援助国が支払う手数料や利息で賄われています。
IDA19を支援するため、235億ドル（170億SDR相当）がパートナーから	

グラントとして提供されました。この内2億ドルは譲許的ローンのグラント・	
エレメント部分です。また、IDA19の期間中にドナー国は9億ドルを譲許的	
パートナーローン（CPL）として提供しており、これはグラント・エレメント部
分を除くと6億ドルとなります。さらに、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39億ドルを提供しました。2022年6月30日現在、	
49のパートナーがIDA19の応募証書（IoC）を提出済みです。これまでに拠出さ
れたIoCの総額は234億ドル、プレッジ額の99.7％に相当します。こうした資金
調達プログラムは、IDAがSDGsの達成に向けた支援を大幅に拡大することを	
可能にしただけでなく、投資家に世界の開発に効率的に貢献する機会をもたらし

1	 	IDA19の資金枠組みの単位は特別引出権（SDR）。ここに示すドル換算額はIDA19の基
準為替レートをもとに算定されたもの。

借入
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譲許的ローン及び投資

非譲許的ローン

グラント

返
済
及
び
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息
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図10：IDAのビジネスモデル
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表29：IDAの主要財務指標、2018～22年度
単位：100万ドル、ただし比率は％

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

融資・グラント・保証

純承認額a 24,010b 21,932b 30,365b 36,028b 37,727b

実行総額 14,383 17,549 21,179b 22,921b 21,214b

実行純額 9,290 12,221 15,112b 16,465b 14,477b

貸借対照表

総資産額 184,666 188,553 199,472	 219,324 220,014

純投資ポートフォリオ 33,735 32,443 35,571	 37,921 39,561

純融資残高 145,656 151,921 160,961	 177,779	 174,490

借入ポートフォリオc 7,318 10,149 19,653	 28,335	 35,032	

純資産合計 163,945 162,982 168,171	 180,876	 178,668

損益計算書

借入費用控除後受取利息 1,647 1,702 1,843 1,996 1,901

関連組織等からの資金移転 203 258 252 544	 274

開発グラント (4,969) (7,694) (1,475) (2,830) (2,372)

純利益（純損失） (5,231) (6,650) (1,114) (433) 12

調整後純利益（純損失） (391) 225 724	 394 260

自己資本

利用可能な戦略的資本比率（％） 37.4 35.3 35.8	 30.4 26.4		
注：年度別の全てのデータは、www.worldbank.org/financialresultsに掲載の財務諸表を参照。
a.	 理事会の承認額を含み、かつ同年度中に承認された契約終了・解除の全額を控除した後の金額。
b.	承認額、実行総額、実行純額はIDA-IFC-MIGA	PSWの活動を含まない。
c.	 関連するデリバティブを含む。

ています。この（ドナーからの拠出金と債券市場での調達資金を組み合わせた）
ハイブリッド型金融モデルにより、IDA19では開発パートナーからの拠出金1ドル
につき3ドル以上の動員が可能となりました。
2018年4月17日に国際資本市場で初の債券を発行して以来、IDAは5つの通貨

（ユーロ、英ポンド、スウェーデン・クローナ、ノルウェー・クローネ、米ドル）
で債券を発行し、約250億ドル相当の資金を調達しました。IDAは引き続き、
様々な通貨建ての債券を発行し、世界中から多様な投資家を呼び込むことで、	
投資家ベースの拡大と流動性の改善を進めています。今後も通貨構成の多様化を
図り、資本市場におけるIDAの存在感を高めていきます。
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IDA第20次増資（IDA20）
2021年12月、IDA史上初めて前倒しされた増資交渉において、IDA加盟国は

IDA20の業務・資金枠組みとして、930億ドルの増資パッケージに合意しました。
この資金は、52の加盟国からの235億ドルの拠出金、多国間債務救済イニシア
ティブ（MDRI）への拠出金、資本市場で調達された資金、IDA19からの繰越金、
内部資金（借入国からの返済等）、IBRDからの移転の合計で、2023～25年度が
対象期間です。また、IDA20では、適格国に対し、比較的短期の融資と満期50年
の融資という新たな融資条件が導入されました。
交渉の結果、IDA20の政策・資金パッケージは、これまでで最も意欲的であり、

IDA19の進捗状況と、コロナ危機における世界銀行の使命と対策を踏まえたもの
となりました。IDA20の全体テーマは「危機からのより良い回復：環境に配慮し
た強靱で包摂的な未来に向けて」です。IDA20の政策枠組みは、IDA19の4つの
特別テーマである気候変動、脆弱性・紛争・暴力（FCV）、ジェンダーと開発、雇用
と経済的変革を踏襲しつつ、5つ目の特別テーマとして人的資本を導入していま
す。IDA20はまた、4つの分野横断的な課題として、危機への予防（IDA20から
追加）、債務、ガバナンスと組織・制度、テクノロジーに集中しつつ、回復に向け
た取組みも強化します。複数の危機の中、IDA20は、重なり合って高まるリスク
への対応においてIDA借入国を支援できる状況にあります。IDA20の対象期間は
2022年7月1日から始まりました。

詳細は、以下のリンクをご参照ください。ida.worldbank.org
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成果重視

世界銀行は、融資や知識の共有、官民両セクターとの協力を通じて、被援助国が喫緊の
開発課題に取り組めるよう支援しています。幅広い地域、セクター、産業を対象とするこ
とにより、世界銀行は具体的な成果と持続的な開発効果を確保しています。

アゼルバイジャン：2008～19年、給
水・衛生施設を増強し、32万4,000人
以上の水・衛生関連サービスへのアク
セスを改善。

バングラデシュ：2011～21年、約40億
ドルの民間直接投資を通じて4万1,000
人分超の雇用を創出。

ブータン：2020～21年、全ての病院と
78のプライマリ・ヘルスケア・センター
にコロナ検査キットを配布し、20の	
地区保健当局に個人防護具を提供。

ブラジル：2009～20年、レシフェ都市
圏において約90万人が利用できる24
時間給水を実現。

ブルキナファソ：2020～22年、3,000
人以上（内3分の1は女性）が金融機
関から総額4,900万ドルの融資を獲得。

中国：2013～20年、洪水リスク総合
管理システムにより景徳鎮市の洪水対
策レベルが向上し、2020年は5億ドル
近い損失を回避。

コロンビア：2015～21年、ベネズエラ
からの約14万4,000人の移民・難民
が公的職業紹介サービスを利用。約
76万人（内、半数以上は女性）が一時
滞在許可を取得し、35万4,000人が
保健制度に加入。

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ジブチ：2019年以降、国の戸籍簿に
人口の3分の1を超える8万5,000世帯
超が登録された結果、健康保険、公営
住宅、食料支援、現金給付へのアクセス
が向上。

エジプト：2022年6月現在、約1,300
万人（内、約4分の3は女性）が現金
給付プログラムの恩恵を享受。

ガーナ：2020年以降、政府は約450
万人の生徒に遠隔教育を実施。さらに
580万人以上の子供に衛生キットを	
配布したほか、学校給食を毎日提供。

ホンジュラス：2010～21年、農村部の
小規模生産者向けに120の事業計画
が作成され、生産性と売上が約24％
向上。グラント、研修、市場アクセス
の改善を通じ約1万3,000人（内3分
の1は先住民族コミュニティの人々）を
支援。

インド：2016～21年、不利な立場に
ある10万人以上の若者（内、半数は
女性）が市場ベースの技能研修に参加。

ヨルダン：幼児教育へのアクセスが向上
し、2017年以降、ヨルダン人とシリア
人の子供3万2,000人以上の幼児教育
アクセスを改善。

8 

9 

10 

11 

12 

13 

詳細は、以下のリンクをご参照ください。www.worldbank.org/results
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ペルー：2020年、政府が災害の影響に
効果的に対応できるように、予防的クレ
ジット・ライン（CCL）を通じて12億ドル
を動員。

フィリピン：2020年以降、ミンダナオ島
の13件のコミュニティ・プロジェクトを 
通じて道路、水道網、収穫後貯蔵倉庫が
改善され、約3万2,000人（内、半数は
女性）が恩恵を享受。

ソマリア：2018～20年、対GDP債務
比率が113％から70％に減少。

タンザニア：2017～22年、450万人 
以上が電力アクセスを確保。

22

23

24

25

コソボ：2018年以降、僻地の76の学校
と27の保健センターに高速インターネット
接続環境を整備。

キルギス共和国：2014～19年、放牧地・
家畜管理の手法とコミュニティ組織が強化
されたことにより、19万人以上が恩恵を享受。

リベリア：2019～21年、国内初の都市 
プログラムを通じて、首都モンロビア近辺
の脆弱世帯の約1万5,000人（内、約70％
は女性）がモバイル口座経由で緊急現金
給付を受領。

マラウイ：2011～18年、銀行サービスを
利用できる女性の割合が17％から39％に
増加。

14

15

16

17

ウズベキスタン：2012～22年、アラト市
とカラクル市の26万8,000人以上が 
安全な飲料水へのアクセスを確保。

イエメン：2018～22年、9万1,000世
帯以上（内、約5分の1は女性が世帯主）
が安価な太陽光発電システムへのアクセス
を確保。

ザンビア：2014～22年、約9万5,000
人の女性が生計支援を利用しやすくなり、
5万8,000人以上の不利な立場にある 
女子が中等教育の機会を確保。

26

27

28

マレーシア：2017～19年、サバ州の送金
コストが4.5％から2.2％に減少したことで、
移民労働者の支出が3,100万ドル以上 
減少。

モルディブ：2020年以降、自動気象観測
所が36カ所から63カ所に増加し、気候
データの収集・管理、予報、災害対策が 
向上。

モンゴル：2020年以降、約120万人が 
コロナ・ワクチンを接種し、1,700人以上
の医療従事者が感染予防に関する研修に 
参加。

ニジェール：2020～21年、コロナ危機の
影響に対応するために、約280万人に緊急
現金給付を実施。
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Bank Group, 1818 H Street NW, Washington,  
DC 20433, USA; fax: 202-522-2625; eメール: 
pubrights@worldbank.org.

doi：10.1596/AR2022JP
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世界銀行は、国際復興開発銀行（IBRD）及び国際開発協会
（IDA）で構成されており、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することを使命としています。
詳細は以下をご覧ください。

世界銀行グループ
世界銀行 多数国間投資保証機関国際金融公社
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