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国際開発協会（IDA）第 18次増資 

概要: 仮訳 
 

i. 国際開発協会（IDA）の第 18 次増資では、世界的な開発意欲の高まりとリスクの増大を受

け、IDA 対象国の開発目標達成に向けて大胆なパラダイム・シフトが行われた。IDA 第 18 次増資

（IDA18）は、過去 56年に及ぶ IDAの歴史上、最大規模の増資であると共に、その開発政策と資金

調達枠組みにおける重要な転換点となった。IDA は、そのグローバルなリーダーシップと最貧国との緊密な

パートナーシップに基づき、野心的な開発アジェンダを実行に移すことを目指している。2015 年に合意された

アジェンダ1では、貧困と飢えのない世界、平和で公平な世界、ジェンダーの平等を促進する世界、そして天

然資源や環境に配慮する世界を目指すものであった。IDA はこれまでの実績を踏まえつつ、画期的かつ革

新的なファイナンス・モデルに裏付けられた今回のパラダイム・シフトを通じて、世界の最貧国の成長加速、

強靭性強化、機会創出のために、各国の状況に合ったソリューションを提供していく。 
 
ii. IDA 対象国は、変化するグローバル経済の中で複雑かつ相互に関連する無数の課題に直面し

ており、開発に向けた革新的アプローチを必要としている。途上国の状況は国によって大きく異なり、開発

の進捗にはばらつきがある。貧困率は低下したものの、極度の貧困は依然として厳しい環境にある地域に

集中している。気候変動と脆弱性・紛争・暴力（FCV）が「持続可能な開発目標」（SDGs）に向けた

進捗を脅かしており、このままでは極度の貧困に陥る人の数がさらに増える可能性がある。 
 

a. 気候変動の影響により、2030年までに新たに 1億人以上が貧困に陥りかねない。 

b. 世界中で極度の貧困状態にある人口の内、「脆弱・紛争の影響下」（FCS）にある人の数は

現在約 20％、IDA の FCS国では 50％を占めており、この数は 2030 年までに倍増するとみられ

る。 

c. 雇用機会が乏しい中、特に若年人口の急増に直面している国では人口圧力も加わり、IDA 対

象国では今後 10年間、失業者が増加する見込みである。 

d. 現在の難民危機や強制移動を引き起こしている地政学的圧力に加え、根強い所得格差、人口

構成の不均衡、環境変動、社会的迫害、汚職、不十分な行政サービスなどの結果、より良い

機会を求めて人々が移動せざるを得ない状況が生じている。 

e. ジェンダー格差は依然として根強く、例えば、サブサハラ・アフリカの妊産婦死亡が占める成人生涯

リスクの高さ、IDA 対象各国でみられるジェンダーに基づく暴力（GBV）の頻発、有償・無償労

働それぞれに存在する大きな格差、女性が資産を利用できる機会が極端に限られていることや発

                                                      
1  2015年、国際社会は、「持続可能な開発目標」（SDGs）、「アディスアベバ行動目標」、

「COP21パリ協定」、「仙台防災枠組」などの合意を実現した。 
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言権や決定権も限定的であること、などが挙げられる。 

f. 長期的な課題をさらに複雑にしているのは、これまで長年かけて達成された貧困削減の進捗を脅

かす世界経済の逆風である。特に危機的な状況にあるのは、近年成長が鈍化している IDA 対

象国の最貧困層及び貧困ラインに近い人々である。 

 
iii. こうした課題に取り組むために、「2030アジェンダ」との整合性も踏まえた、革新的で野心的な政

策・資金パッケージに裏付けられた新生 IDAが求められる。G20と国際社会は、世界銀行グループ（WBG）

が、「2030 アジェンダ」の実現に向けた中心的実施機関として革新的な手法の導入と共にあらゆる努力を

行うことを求めており、IDA18 の支援パッケージは、この要請に呼応している。同支援パッケージはまた、対象

国からの声にも応えるものでもある。IDA が対象とする６地域すべてが、こうした IDA18 の資金の有効活用

に向けて実効性のある戦略を備えてきており、これまでにない資金需要の高まりがみられる。本パッケージは、

SDGs 達成に向けた各国の取り組みを支援するものであり、SDGs は、WBG の 2 大目標（持続的な形で

「極度の貧困の撲滅」と「繁栄の共有の促進」）とも合致している。IDAの比較優位は、「Value for Money」

の実現と、持続的な開発成果を伴う長期的成長を重視した、強靭で効果的、かつ効率的なそのビジネス

モデルにある。IDAは、「2030アジェンダ」との一層の整合性を目指す WBGの「Forward Look」の取り組み

において、国際復興開発銀行（IBRD）、国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関（MIGA）

と連携しつつ、WBG が有する手法と知見を最大限に活用することで、有効かつ、対象国の個別のニーズに

合ったソリューションを提供していく。 
 
iv. 雇用創出と貧困削減の進捗がすべて IDA のおかげというわけではないが、IDA はこれまでも資

金供給や政策対話、知識移転を通じて最前線でその進捗に向けて取り組んできており、今後も、ドナーか

らの十分な支援で以てこれを継続していく。雇用創出には、経済成長や、多角的で競争的な経済への転

換が求められる。IDA18 期間中、IDA 対象国は平均的に 4.5～5％で成長すると予測される2。これまでの

GDP と雇用の連動性から判断すると、4.5～5％の平均成長率は 3,100 万人の新規雇用を創出すると見

込まれる3。。所得の増加と貧困の削減との間には強い相関がある。現時点から人口が増えないと仮定する

と、貧困者数は 1億 3,400万人減少することになる（2013年の 4億 5,400万人から 2020年は 3億 2,000

                                                      
2  世界銀行の「世界経済見通し」（2016年 6月）は、新興国・途上国の実質 GDP成長率を、

2016年が 4.4％、2018年が 4.7％と予測。 
3  創出される雇用の約 3分の 2はインフォーマル・セクター（小規模農業を含む）、残り 3分の 1がフ

ォーマル・セクターの雇用と予想される。ただし、IDA借入国による天然資源への依存度低下及び経済改革

の成功により、全般的な雇用創出とフォーマル・セクターの賃金雇用の両面で規模の拡大が可能となる。雇

用の大幅な拡大について考える際には、IDA18期間中に推定 3,600万人が新たに労働力人口に加わる

（人口推計ではなく過去実績に基づく）という背景を考慮すべきである。脚注 44も参照。 
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万人まで減少）4。ところが、人口増加が推計の通りに続いた場合、貧困者数の減少はわずか 1,800万人

にとどまる（2013年の 4億 5,400万人から 2020年は 4億 3,600万人まで減少）。この 2 つのシナリオの

違いは、IDA 対象国における人口増加が如何に貧困削減により見込まれる効果を減殺してしまうかを明ら

かにしている。 
 
v. WBG の「Value for Money」重視はその開発効果にも反映されており、結果として援助の単位

金額当たりの効果を高めている。より具体的には、IDA はエビデンスベースのプロジェクトの設計・実施、質の

高い基準と政策、資金の規模と効率性、WBG の諸機関の相乗効果を実現している。IDA のバリュー・プロ

ポジションは、持続可能な開発を妨げる複雑な課題に対処する際のアプローチに本来備わっているものであ

る。IDAは、確固たる財源、比類のないグローバルな知識と経験、グローバルなリーダーシップ、緊密なパートナ

ーシップに裏付けられた、個別の状況に応じたソリューションを提供する。IDAは、国際社会をまとめる重要な

役割を果たしており、最貧国でのプロジェクトにおいて、他の組織やあらゆる開発段階の国々とのグローバルな

パートナーシップを実現している。資本市場を通じて IDAの資金力を活用する事は、IDAのバリュー・プロポジ

ションを一段と強化する歴史的な一歩となる。この画期的な提案は、開発資金調達を数十億ドル規模か

ら数兆ドル規模に拡大するという国際社会の取り組み（Billions to Trillions）を実現する開発金融のパラ

ダイム・シフトであると同時に、国際開発金融機関（MDBs）に対しバランスシートの最適化を求めるもので

ある。 
 
vi. IDA交渉官と借入国代表（以下、「参加者」）は、IDA18の全体テーマとして「2030年に向け

て：成長、強靭性、そして機会への投資」（Toward 2030: Investing in Growth, Resilience and 

Opportunity）を選んだ。この全体テーマが表現しているのは、開発に悪影響を与える気候変動や脆弱性を

緩和する包括的で大規模なアプローチの緊急性と必要性と、貧困削減と万人による繁栄の共有に繋がる

成長と平等やガバナンス改善に向けた取り組みの促進である。さらに参加者は、IDA 対象国全体にとっての

重要課題を掘り下げ、成果を高めるため、5 つの「特別テーマ」を設けた。そのうち、3 つのテーマ（「ジェンダー

と開発」、「気候変動」、「FCV」）は、IDA第 17次増資（IDA17）からの継続テーマであり、さらに 2つの

テーマ（「雇用と経済改革」、「ガバナンスと組織・制度」）が、現在の重要課題に取り組むために新たに加

えられた。 
 
vii. 数ある SDGsのうち、IDA18の特別テーマに選ばれた分野は相互の結び付きが強く、IDA対象

国が直面する特に関連性の高い課題に着目することで国別援助枠組みを補完している。特別テーマに焦

点を絞ることで IDAは、IDA対象国の強靭性向上と成長加速を目指す取り組みを通じ、FCVにおける開

                                                      
4  こうした貧困関連の推計値は概算に過ぎず、過去の消費や所得を基に将来の水準を推計するため

に単純化した仮定に基づいている。欠損データについては、数値を補完している。また成長の成果については、

各国の人口集団（例：貧困世帯と非貧困世帯）の間で均等に分配されると仮定。 
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発支援、気候変動対策、ジェンダーの平等と開発の促進、ガバナンスと組織・制度の改善を支援していく。

特別テーマは、（特に女性と若者の）競争力強化と雇用の促進、ガバナンスと組織・制度の改善、国内

資金動員（DRM）の強化、包摂性の高い社会の構築、根強く残る人間開発格差の縮小、そして持続

可能なインフラ整備の促進である。IDA18 は、特別テーマ相互の結び付きを強める機会を提供している。例

えば、脆弱な環境下での雇用創出に向けた WBG の取り組みは、ジェンダーの平等を目指し男女双方を対

象にしている。また、こうした脆弱な環境下では、気候変動による悪影響をより受けやすくなっている他、ガバ

ナンスがひと際重要である。 
 

viii. 参加者は、これまでで最も革新的かつ野心的な今回の IDA 支援パッケージを歓迎した。参加者

は特に、2016 年 9 月、格付会社 2 社から、IDA 初の格付として AAA を得たことを歓迎した。IDA 資金に

対する需要拡大に応えることに加えて、市場を活用し新たな資金調達の手法を導入する IDA18 の画期的

な資金調達パッケージはパラダイム・シフトであり、IDA によるパートナー資金の効率的活用という点において、

新たな次元への移行を示すものである。パートナーの貢献と資本市場での債券発行を組み合わせるハイブリッ

ド型資金調達モデルの導入による IDA のバランスシート最適化は、IDA のパートナーと対象国に「Value for 

Money」をもたらし、IDA のレバレッジ効果を高めるもので、参加者はこの点を評価した。参加者はまた、IDA

による資本市場での債券発行に向けて世銀マネジメントが準備を進めることを支持した。 

 

ix. IDA18 は、SDGs 達成に必要な資金調達の規模拡大を目指すアディスアベバ行動目標

（AAAA）へのこれまでで最も具体的かつ有意義な対応と言える。市場の活用により、最貧国に何十億

ドルもの追加資金を提供し、ドナー国に比類のないバリュー・プロポジションを行うことができる。この革新的手

法により、IDA18 は、パートナーからの貢献１ドル当たり約 3 ドルという大きな価値を生み出すが、これは

IDA17の割合（1 ドルにつき約 2 ドル）を上回るもので、パートナーの貢献のインパクトが大幅に強化される。

参加者は、新たなハイブリッド型資金調達モデルを IDAのバランスシートの最適化につながる画期的な一歩と

見ている。 
 
x. この新たな資金調達モデルについては、IDA18 の革新的な提案に対する政策の変化やそこから

得られる教訓を踏まえて、慎重な導入とモニタリングを行っていく。参加者は、枠組みが堅実で将来的にも

持続的であることを確認し、その枠組みが対象国のニーズに対応した条件で譲許的資金を提供するという

IDA のマンデートの維持を可能にする点を評価した。また、IDA の長期的な財務持続性を確保するためには、

パートナーからの力強い貢献が、このハイブリッドな枠組みにおいて鍵となることを強調した。さらに参加者は、

IDA18 の選択が、必ずしも将来の増資についての意思決定を左右するものではないことを確認した。参加者

は IDA 資産を国際復興開発銀行（IBRD）のバランスシートを介してレバレッジする可能性についても協議

した。この手法は IDA18では導入されないものの、将来的な協議の可能性を残すことで合意した。 
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xi. 参加者は、画期的な資金調達パッケージとパートナーからの継続的支援を背景に、対象国の高い

目標の達成を後押しする一連の施策に合意した。 
 

 以下の方法により、脆弱性に直面、又はそのリスクが高まっている国々に対する支援合計額を

倍増： (i) 国別パフォーマンス格付（CPR）の指数を 4から 3に引き下げることで通常の実績連

動型融資額配分（Performance-Based Allocation：PBA）制度における貧困への対応を強化、 

(ii) 年間の最低基礎配分を 400万 SDRから 1,500万 SDRに増額、 (iii) 多国間債務救済イニ

シアティブ（MDRI）による救済額の差し引き解消、 (iv) グラント割引の撤廃、 (v) 例外的な転

換期に直面する国（turn-around 国：TAR）への支援の継続、(vi) IDA18 の対象期間中、ギ

ニア、ネパール、ニジェール、タジキスタンに例外的なリスク軽減の支援を提供。 

 力強い経済成長を実現している国及び非 FCS国への支援を拡大：これらの国は今後も IDA資

金の大半（IDA コア資金の 65％近く）を受領する。 

 地域プログラムに対する資金提供の大幅な拡充：地域統合とインフラ拡大のための資金需要が

常に供給を上回っているため。 

 地域プログラムの中に難民向けの地域別サブウィンドウを設立：難民と受入コミュニティの双方のニ

ーズへの対応に苦慮する受入国政府専用の資金源。 

 危機への準備と対応を通じて強靭性を強化するための資金提供を拡充：危機対応ウィンドウ

（CRW）の強化を目指し、経済危機への対応を、自然災害やパンデミックへの対応の際のガバナ

ンスの取り決めと統一し 2段階のプロセスとする。参加者は、甚大な自然災害に見舞われ、GDPの

3 分の 1 以上の大規模なダメージと損失を被った国について、必要に応じて自然災害発生後に新

たに債務持続可能性分析（DSA）を実施し、その変更などを踏まえて同会計年度中に IDA の

資金提供の条件を調整することを支持。 

 IDA 対象国が危機への準備と対応に利用できる選択肢を拡大：不測の事態への資金提供の

需要に対し、災害リスク繰延引出オプション（CAT-DDO）の導入。 

 IFC-MIGA 民間セクター・ウィンドウ（PSW）を導入：IDA、国際金融公社（IFC）、多数国

間投資保証機関（MIGA）は、最も困難な状況下にある市場での業務の向上を図るため、これ

までとは違った連携を通じて、FCS国を中心に IDA対象国への民間セクター投資増加を目指す 

 革新的なプロジェクトに活用できる非譲許的資金を増額： IDA18 スケールアップ・ファシリティ

（SUF）を通じて対象国の強い需要に対応。 

 IDA18 卒業対象国に対する卒業移行支援の提供：IDA18 卒業対象国は、世界銀行からの資

金提供の減額に直面する一方、依然としてかなりの貧困が存在し脆弱性が残るため。 
 
xii. 参加者は、小国特有の課題を勘案し、IDA18では、IDAの関与を最大限に拡大できる調整パッケ

ージを承認した。第一に、上述の通り、年間の基礎配分は400万SDRから1,500万SDRへと4倍近く増額さ
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れる。第二に、人口が150万人以下の小国すべてに対して、小島嶼国向けの有利な融資条件が適用され

る。第三に、IDAの地域プログラムの下で20％を上限とするという現在の資格基準を、今後は、その国の年

間配分ではなく国の規模に連動させる。 
 
xiii. 参加者は、IDA の様々な条件と一連の資金調達手法を IDA 対象国に拡大することを歓迎し

た。IDA の融資条件は、各国の開発格差の拡大を考慮し、IBRD の貸出条件への移行を円滑にする内容

である。参加者は、IDAの中でも最も譲許的な小島嶼国向けの融資条件を IDA適格の小国すべてに拡大

することを支持した。またその際、グラント提供の条件と通常の条件には変更が生じないことも確認された。ブ

レンド国向け条件については、世界銀行と国際通貨基金の譲許性確保の最低要件である 35％を達成する

ために見直しが行われる（満期を 25年から 30年に延長）。さらに参加者は、地域プログラムのグラントと融

資の配分を、全受益国を対象とするコアの譲許的支援の配分に合わせることを評価した。IDA18 の卒業対

象国に対する移行支援の資金と IDA18 スケールアップ・ファシリティ（SUF）の資金は、IBRD の融資条件

で提供される。上述の通り、参加者は IDA対象国への CAT-DDOを歓迎した。 
 

xiv. 参加者は、IDA対象国に債務の持続可能性に配慮した条件で追加的な非譲許的資金を提供

する案を支持した。これに伴い、参加者は、IDA18 SUFを通じて適格国に IBRDの融資条件による資金提

供に同意した5。 
 

xv. 参加者は、ボリビア、スリランカ、ベトナムについて、近年の開発成果と IDA 第 17 次増資

（IDA17）の終了をもって IDA から卒業する事を歓迎し、移行を着実に進めるための施策を求めた。

IDA18 の卒業対象国となるボリビア、スリランカ、ベトナムには、IDA から IBRD への移行がスムーズに行われ

るよう、非譲許的資金が提供される。参加者は、IDA18 の中間レビュー（MTR）における効果の最大化に

繋がるよう、特別な理由がない限り卒業移行支援が支援の前倒しになることのないように世銀マネジメントに

要請した。MTR では、移行に向けた包括的かつ長期アプローチが検討される。MTR で提示される選択肢に

は、卒業対象国のスムーズな移行を支援するための更なる分析や、IBRD 資本に関する討議の結果を考慮

に入れる。また、将来の IDA 卒業国が卒業に向けた準備を整えられるよう、ブレンド期間のより良い活用法

を検討していく。 
 

xvi. 参加者はまた、加速償還条項の暫定的保留を支持した。参加者は、加速償還条項を実施した

場合、IDA18 卒業対象国に過度な負担がかかるとして、ボリビア、スリランカ、ベトナムに対する加速償還条

                                                      
5    IDA融資条件の新たな選択肢を周知するため、IDA借入国に対し固定金利や IDAの譲許金

利と比較した変動金利のリスクについての情報が提供される。当該 IDA借入国の債務持続可能性分析

（DSA）、IDAの非譲許的借入政策（NCBP）及び IMFの債務上限政策に関する対話の中で、必要

に応じてその国との間で固定金利の利点も話し合われる。 



- vii - 
 

項の実施を MTRでの協議まで判断を延期することを支持した。世銀マネジメントはまた、上述した移行分析

を踏まえ、加速償還について提案を行う。 
 

xvii. IDAがリザルツ重視であることは、開発効果の最大化し、対象国による 2030年までの SDGs達

成に貢献する。参加者は、IDA の成果測定システム（RMS）が明確な説明責任と管理の枠組みへと進

化し、国、プログラム、プロジェクトの各レベルでの成果のモニタリングと学習に大いに貢献していることを確認し

た。また参加者は、IDA18 の RMS に一段と高いレベルの目標が掲げられたことを評価すると共に、SDGs と

足並みをそろえ、IDA18の特別テーマを反映し、データの質、効率、厳選性、WBGのコーポレート・スコアカード

（CSC）との調和を図るためのRMSへの改定を承認した。参加者はまた、国レベルでのデータ収集・統計能

力の強化に向けた世銀マネジメントのコミットメントを歓迎した。参加者は、「2030アジェンダ」に向けて IDA対

象国を支援する政策と実績目標の野心的なパッケージを承認した（付属文書 1）。同パッケージは、政策コ

ミットメントと IDAの RMSの下での一連の指標で構成されている。 
 

xviii. 参加者は、援助効果の促進に不可欠な、成果に向けたパートナーシップの重要性を強調した。国

連機関、国際通貨基金（IMF）、国際開発金融機関（MDBs）、多くの専門分野別の基金、民間の

財団、宗教団体、シンクタンクなどを含む多数の市民社会組織（CSO）と IDA がパートナーシップを結び調

整を行うことは、IDA 対象国へのインパクトを最大化し、国内、民間、開発パートナーの資源を動員する上で

不可欠である。 
 

xix. 参加者は、IDA18 が掲げる野心的な目標を踏まえ、効果的なインパクトと成果をもたらす着実

な実施計画の必要性を強調した。参加者は、IDA が対象国に成果をもたらし、対応能力が高まるために出

来ることをすべてやれるよう、準備、パイプラインの構築、監督、モニタリング、学習、評価に関する予算・人員

の要件に細心の注意を払う旨を世銀マネジメントに求めた。参加者はまた、対象国、特に FCV 国向けの支

援を効果的に行うための実質的なプロジェクト準備・実施支援、及び効果的な業務遂行のための資金の重

要性を強調した。これに関連して、参加者は、プロジェクト準備ファシリティ（PPF）の効果向上を図る試案を

歓迎した。ことの重要性に鑑み、参加者は、MTRに先駆けた報告の場を求め、WBGの年次総会及び春季

会合で世銀マネジメントが実施の進捗状況や問題点とパイプラインの状況について最新の情報を提供すると

いう計画を歓迎した。 
 


