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一年を振り返って

活動概要｜ 2009 年度
2009 年度

2008 年度

2007 年度

2006 年度

2005 年度

32,911
15,532

13,468
3,967

12,829
3,635

14,135
4,906

13,611
4,264

126
34

99
16

112
22

113
21

118
23

うち開発政策融資

18,564
9,138

10,490
3,485

11,055
4,096

11,833
5,406

9,722
3,605

元本返済額（前納分を含む）

IBRD（単位：100 万ドル）
承認額
うち開発政策融資
プロジェクト数
うち開発政策融資
実行総額

10,217

12,610

17,231

13,600

14,809

実行純額

8,347

(2,120)

(6,176)

(1,767)

(5,087)

融資残高

105,698

99,050

97,805

103,004

104,401

51,125

38,176

35,440

34,938

33,744

572

2,271

1,659

1,740

1,320

36,303

36,888

33,754

33,339

32,072

35%

38%

35%

33%

31%

2008 年度

2007 年度

2006 年度

2005 年度

11,235
2,672

11,867
2,645

9,506
2,425

8,696
2,331

176
33

199
29

188
35

173
30

165
33

9,219
1,872

9,160
2,813

8,579
2,399

8,910
2,425

8,950
2,666

元本返済額

2,209

2,182

1,753

1,680

1,620

実行純額

7,010

6,978

6,826

7,230

7,330

融資残高

112,894

113,542

102,457

127,028

120,907

29,903

27,539

24,517

22,026

22,330

未実行額（グラント）

5,652

5,522

4,642

3,630

3,021

開発グラント額

2,575

3,151

2,195

1,939

2,035

未実行額
業務利益

a

利用可能資本および準備金
資本／貸出比率

a. IBRD の財務諸表では「非商品勘定ポートフォリオについて公正価値調整を行う前の純利益で、総務会承認済の移転前のもの」として報告されている。

IDA（単位：100 万ドル）
承認額
うち開発政策融資
プロジェクト数
うち開発政策融資
実行総額
うち開発政策融資

未実行額（融資）

2009 年度
14,041a
2,820

注：プロジェクト数には、追加融資により拡大されたプロジェクトを含む。
a. コートジボワールに対する 4550 万ドルの HIPC グラントを含む。

通知
本年次報告は、2008 年 7 月 1 日から 2009 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―の理事が、それぞれの機関の規定に従って作成した
ものです。IBRD と IDA の総裁および理事会議長を兼務するロバート・

B・ゼーリックは、本年次報告、運営予算、および監査済み財務諸表を
総務会に提出しました。

国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関（MIGA）、および投資
紛争解決国際センター（ICSID）の年次報告は別途刊行されます。
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注：財務諸表の全文（世銀幹部の所見と分析、および国際復興開発銀行・国際開発協会の監査済み財務諸表）は本年次報告の添付 CD-ROM に収められています。本年次報告の内容はインターネットでも公開されています
（http://www.worldbank.org）。
本書中のドル表記はすべて、特に断りがない限り、現在の米ドルを意味します。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。
なお、本書中の「世界銀行」および「世銀」は IBRD と IDA を指すものとします。また、
「世界銀行グループ」は IBRD、IDA、IFC、MIGA、および ICSID を指すものとします。
この早刷り版は仮訳です。
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世界銀行グループ総裁兼理事会議長からのメッセージ

2009 年度は、世界銀行グループそのもの、また借入国のニーズに対し

ため、今後 2 年間の農業セクター向け融資を 120 億ドルに引き上げ、

て世銀グループが対応力を持っているかどうかが試される年となりま

生産性や生産の拡大を図っています。

した。金融危機は経済危機、失業危機へと発展し、今後、政治的意味合

深刻な資金不足を解消し、ドナーによる支援を助長するため我々

いを伴う社会・人道危機へと進んでいく恐れもあります。このように

は、中小の新興国の銀行を強化する資本増強ファンドや、世界最貧の

急速に変化し不確実な環境の中、2009 年度の年次報告は、世界銀行が

国々における 6000 万人に上る貧困層への融資を支援するマイクロ

いかに柔軟性、スピード、改革、結果重視の姿勢をもって借入国のため

ファイナンス・ファシリティを立ち上げました。また、貿易信用市場

に積極的な取り組みを進めたかを映し出しています。
今回、我々が焦点を当てたものは、支援の緊急性の高いプロジェク
トや人々に対し必要な資金を動員することでした。我々は IBRD 借入

が枯渇しないよう、IFC の世界貿易流動性プログラムを通じて貿易金
融の支援もしています。このプログラムでは今後 3 年間で最大 500 億
ドルの貿易を支援する予定です。

国への支援を 2011 年度までに 3 倍に伸ばし最大 1000 億ドルまで増

これらすべての支援活動において、我々は、国連機関、地域開発銀

やすことが可能であり、今日までこうした資金が有効活用されるよう

行、財団、民間企業、シビルソサエティなどとの連携・ネットワークの

迅速に行動してきています。最貧困国に対しては、金融危機対応のた

拡大を図っています。たとえば昨年、世銀は「気候変動に関する国際連

めの緊急融資制度を設置し 20 億ドル分の IDA 贈与および無利子融資

合枠組条約」を支援する気候投資基金を設置しました。同基金は、幅広

の承認プロセスを短縮しました。IDA 資金は 2011 年度までで 420 億

い開発パートナーが関与した協議プロセスを通じて設計され、気候変

ドルが確保されています。

動の喫緊の課題に取り組むため途上国・先進国双方との連携を強化す

また、貧困層や脆弱な人々に対する危機支援を効率化するため脆弱
層支援ファシリティ（VFF）を設置しました。このファシリティは、昨

ることを目指しています。
世銀グループは 2009 年度において、加盟国およびその民間企業に

年度の食糧価格高騰により打撃を受けた国々に緊急支援を提供した世

対する融資、贈与、直接投資、保証として 588 億ドルを承認しました。

界食糧危機対応プログラム（GFRP）の成果を踏まえて設置されたも

これは昨年度（382 億ドル）と比べ 206 億ドル（54％）の増加に当たり

のです。GFRP は、食糧価格の乱高下が続いていることに対する各国

ます。

の対策をさらに支援するため本年 12 億ドルから 20 億ドルに拡大され

世銀グループの取り組みの強化には、我々自身の貢献、創造性、コ

ましたが、VFF の農業支援はこの GFRP を通じて行われます。また、

ミットメントが不可欠です。世銀職員の献身的な努力は世界中から評

新たに設けられた緊急弱者対策プログラムの下で、雇用、セーフティ

価されており、我々の行動やアイデアに引き続き期待が寄せられてい

ネット、そして栄養を含む基本的な社会保障といった社会的支援にも

ます。そのため我々は、借入国の声に耳を傾け、誓約を実行に移し、結

取り組みます。

果をモニターし、リスクを想定し、ガバナンスや腐敗防止をあらゆる

こうした活動は、80 年代のラテンアメリカや 90 年代の東アジアを
襲った金融危機から得られた教訓に基づいています。

活動の中心に据えることにより、我々に寄せられた幅広い信用を維持
していかなければなりません。

各国政府が対象を絞った社会保障予算を維持し、効果的なセーフ

最後に、ワシントンそして世界各国で働く世銀グループの全職員に

ティネットのための資金を確保できるようにするため、世銀グループ

感謝の意を表します。職員は、我々の直面する新たな課題に着実に対

は、学校給食、栄養、条件付現金給付プロジェクト、臨時雇用などの

応を進め、我々自身もよりダイナミックで柔軟かつ創造力に富んだ機

セーフティネット・プログラムへの支援を 3 倍に拡大しています。こ

関へと変貌してきております。更に、理事会、総務会、そして数多くの

うした活動においては、危機による悪影響を特に受けやすい女性や女

ドナーおよびパートナーの皆様による絶え間ない御支援と御助言に対

児に特別の配慮がなされています。

して厚く御礼申し上げます。

インフラについては、雇用創出をもたらすと同時に長期的な経済成
長の基礎となることから重要と考えており、世銀グループの融資を今
後 3 年間、年間 150 億ドルに拡大します。我々は、パートナー諸国が世
界的危機に対応できるようインフラ復興プラットフォームを 3 年間の
施策として設置し、インフラへの投資拡大とインフラにおける官民
パートナーシップ（PPP）を進めています。また、農業支援を拡大する
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ロバート・B・ゼーリック

理事会

世界的な金融・経済危機に対処するため、理事会は定期的に状況説明

債務削減に関して、理事会は、拡充重債務貧困国（HIPC）イニシア

を受け、
「世銀グループの危機対応」について討議し、脆弱層支援ファ

ティブや多国間債務救済イニシアティブ（MDRI）などの債務救済イニ

シリティ（VFF）などのイニシアティブに関して助言を行いました。

シアティブの持続可能性と完全実施に、2009 年度も引き続き注意を

VFF は貧しい人々や弱い立場の人々を保護するための迅速な支援を目

向けるよう求めました。理事会は 3 か国の HIPC 完了時点提案を検討

的としており、理事会は同ファシリティの中で特に、世界食糧危機対

しました。HIPC 完了時点とは、すべての債権者が先に HIPC プロセス

応プログラム（GFRP）と緊急社会的対応プログラムの 2 つのコンポー

の決定時点で同意した債務削減の割当の残りを無条件に提供する「時

ネントに着目しました。そして、GFRP 国別プロジェクトを進めるた

点」のことです。完了時点は、各国の PRSP に示された主要な改革や方

めの優先的措置の継続を承認しました。

針の実行と結びついています。理事会はまた、HIPC と MDRI に関す

2009 年度、理事会は、世銀グループのガバナンスに対する途上国

る進捗状況報告書の検討、そして、低所得国の債務管理慣行強化に関

や体制移行国のボイスと参加を増やすための一連の改革について検

する世銀 - 国際通貨基金（IMF）間の業務プログラムについての最新情

討し、総務会での承認、勧告を行いました。提案された改革は、アフリ

報を検討しました。

カ地域を代表する理事一名の増設や、全加盟国の基礎票の増加を含み
ます。
理事会は世銀の貧困削減の取り組みの実施状況を引き続き厳密に監

理事会は 2009 年度、開発委員会のための各種重要文書の評価を行
いました。これらの文書には、ミレニアム開発目標の達成に向けた進
捗状況に関して毎年発表される「グローバル・モニタリング・レポー

視しています。借入国が策定した貧困削減戦略文書（PRSP）を検討し

「開発と気候変動：世界銀行グループの戦略枠組み」が
ト」の第 6 版や、

た上で、2009 年 2 月、各国の貧困削減戦略への世銀の資金投入効率を

含まれていました。また理事会は、援助効果を高めるための世銀グ

改善し、借入国と機関の取引コストを減らすため、貧困削減戦略文書

ループの行動計画、世界的な食糧・燃料・経済危機で受けた打撃に対

で求められる合同アドバイザリー・ノートの要件が簡素化・合理化さ

処する国々、脆弱な国や紛争後の国、ドーハ開発ラウンドの妥結、貿易

れました。2009 年度、理事会は国別 PRSP 9 件と国別 PRSP 進捗状

のための援助増大といった分野での進捗状況報告書を検討しました。

況報告書 9 件を検討し、その際には、貧困削減への取り組みにおける

さらに、理事会内部のガバナンスについて、有効性を確保するための

現実主義ならびに成果獲得と進捗状況評価に必要なモニタリング・評

見直しを行いました。

価能力を重視しました。また、幹部、内部監査局、および独立評価グ

世銀グループの国レベルでの活動では、2009 年度、理事会は 22 件

ループが共同でまとめた報告書の中の、IDA の内部統制についても検

の国別援助戦略（CAS）、10 件の進捗状況報告書、7 件の暫定戦略ノー

討しました。

トを検討し、IBRD 貸出 329 億ドルおよび IDA 融資枠 140 億ドルを承

左から右へ :（起立）Toga McIntosh, Sun Vithespongse, Abdulhamid Alkhalifa（理事代理）, Dante Contreras, Rudolf Treffers, Eli Whitney Debevoise, Svein Aass, Louis Philippe Ong Seng,
Pulok Chatterji, Samy Watson, Merza Hasan, Konstantin Huber, 式部 透 , Michel Mordasini, Sid Ahmed Dib, Ambroise Fayolle, Jose Rojas;（着席）Carolina Renteria, Jim Hagan, Zou Jiayi,
Alexey Kvasov, Susanna Moorehead, Michael Hofmann, Giovanni Majnoni. 写真なし : Abdulrahman Almofadhi.
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認しました。理事会は審議の中で、IBRD/IDA、IFC、MIGA の間の協

性、効率性、および有効性について理事会に対し独立した立場から助言

調性向上を訴えると共に、世銀グループと他の開発パートナー（いわ

を行います（http://www.worldbank.org/boards および http://

ゆる伝統的ドナー以外のドナーを含む）が分業と相互補完性、財政支

www.worldbank.org/ieg 参照）。また、同じく理事会直属の組織で

援に向けた共同基盤の整備、貧困削減に向けた戦略の共有、派遣団を

ある査閲パネルは、世銀のプロジェクトにより影響を受ける人々の懸

通じて協調を強化する必要性を強調しました。また、理事会は援助効

念に対処する役割を担い、プロジェクトの設計・準備・実行段階で世銀

果に関する世銀行動計画について検討し、アクラ・ハイレベル・フォー

がその業務方針・手順を確実に守っていることを確認します。

ラムでまとめられた援助効果に関する行動計画を歓迎しました。

理事会は監査委員会、予算委員会、開発効果委員会、ガバナンス・運

理事会は総額 22 億 4570 万ドルの 2010 年度運営予算（返済金額を

営委員会、人事委員会の 5 つの常任委員会を設けており、これらの委員

控除後）を承認しました。2009 年度の運営予算総額は 21 億 8910 万

会は、世銀グループの方針・手順、財政状態、リスク管理・評価プロセ

ドル（返済金額を控除後）で、このうち 2 億 110 万ドルは開発グラン

ス、ガバナンス・統制の妥当性、および開発・貧困削減活動の有効性に

ト・ファシリティ、機関グラント・プログラム、および国家・平和構築

ついて理事会が行う監督と意思決定を支援します。さらに、倫理委員

基金に割り当てられました。運営予算の純額は 17 億 1730 万ドルで、

会が、理事行動規範の対象となる事項についての指針を提供します。

2008 年度予算からの名目増加率は 4.9％でした。
理事は定期的に加盟国を訪問して、進行中の世銀の援助を検討し、

査閲パネル

プロジェクト管理者、受益者、政府職員、非政府組織、経済界、その他

査閲パネルの主な目的は、世銀が出資するプロジェクトにより影響を

の開発パートナー、金融機関、現地の世銀職員など様々な関係者と面

受ける人々の懸念に対処することと、プロジェクトの設計・準備・実

会します。2009 年度はベナン、コロンビア、ホンジュラス、ジャマイ

行段階で世銀がその業務方針・手順を確実に守っていることを確認す

カ、パラグアイ、トーゴを訪問したほか、チュニジアを訪問してアフリ

ることです。査閲パネルは理事会に査閲請求の調査を勧告し、全会一

カ開発銀行の理事会と会合を持ちました。

致での承認を求めます。調査が承認されれば、査閲パネルは調査報告

理事会は世銀業務全般の運営に対して責任を負っており、総務会か
ら委任された権限に基づいてその任務を遂行します。世銀協定の定款

書を作成します。理事会がこの報告書と幹部の回答を検討し、幹部の
回答に盛り込まれた幹部行動計画を承認します。

により、24 名の理事のうち 5 名は 5 大出資国によりそれぞれ任命さ

2009 年度は、西アフリカ・ガスパイプライン・プロジェクト、ウガ

れ、残りの理事はその他の加盟国により 2 年ごとに選任されます。常

ンダの民間発電（ブジャガリ）プロジェクト、アルバニアの沿岸域総合

任理事会は、世銀グループの役割に関して加盟国の見解を代弁するも

管理・浄化プロジェクト、およびガーナの第 2 次都市環境衛生プロ

のです。

ジェクトについて、査閲パネルが調査し、理事会が検討しました。査閲

理事会は、世銀の業務全般および戦略的方向性の指針となる方針の

パネルは現在、アルバニア電力セクターの発電・再編プロジェクトに

策定、そして、総裁が提出する IBRD の貸出・保証案件および IDA の融

関する調査を完了しようとしています。アルゼンチンのサンタフェ道

資・贈与・保証案件の決定において、重要な役割を果たします。また、

路インフラ・プロジェクトについては、査閲パネルが行った調査に対

監査済み財務諸表、運営予算、世銀の業務や政策についてまとめた年次

する回答を幹部が準備しています。査閲パネルはまた、世銀が出資し

報告、および総務会に提出する必要があると理事会が判断した諸事項

たコンゴ民主共和国、インド、パナマ、およびイエメン共和国でのプロ

を、年次総会時に総務会に提出する任を負っています。独立評価グ

ジェクトに関して 6 件の査閲請求を受け取りました（http://www.

ループは理事会直属の組織であり、プロジェクトの適切性、持続可能

inspectionpanel.org 参照）。
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理事、理事代理、および委員会委員 | 2009 年 6 月 30 日
理事

理事代理

国名

任命理事
E. Whitney Debevoise a, e
式部 透 c, d, f（VC）

Michael Hofmann a, c
Susanna Moorehead

b, d

Ambroise Fayolle a, d（VC）

（空席）

米国

神田 眞人

日本

Ruediger Von Kleist

ドイツ

Stewart James

英国

Frederick Jeske-Schonhoven フランス

選任理事
Konstantin Huber c, f

（オーストリア）

Rudolf Treffers b, e

（オランダ）

Jose A. Rojas b, d

（ベネズエラ・ボリバル共和国）

Samy Watson b, e

（カナダ）

Carolina Renteria c,d

（コロンビア）

Giovanni Majnoni c（C）

（イタリア）

James Hagan a（VC）, d

（オーストラリア）

Pulok Chatterji a, e, f

（インド）

Toga McIntosh b（VC）, e

（リベリア）

Svein Aass e（C）

（ノルウェー）

Sid Ahmed Dib d（C）

（アルジェリア）

Michel Mordasini b（C）

（スイス）

Merza H. Hasan c, e（VC）, f（C）

（クウェート）

Zou Jiayi b, c（VC）

（中国）

Abdulrahman M. Almofadhi a（C）

（サウジアラビア）

Alexey Kvasov

（ロシア連邦）

Sun Vithespongse a, b

（タイ）

Dante Contreras c, e

（チリ）

Louis Philippe Ong Seng a, d, f

（モーリシャス）

Gino Alzetta c

オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、チェコ共和国、ハンガリー、カザフスタン、ルクセンブルグ、
スロバキア共和国、スロベニア、トルコ

Claudiu Doltuh

アルメニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、グルジア、イスラエル、
マケドニア（旧ユーゴスラビア共和国）、モルドバ、モンテネグロ、オランダ、ルーマニア、ウクライナ

Marta Garcia Jauregui

コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、スペイン、
ベネズエラ（・ボリバル共和国）

Ishmael Lightbourne

アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、カナダ、ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、
アイルランド、ジャマイカ、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、
セントビンセントおよびグレナディーン諸島

Rogerio Studart

ブラジル、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、ハイチ、パナマ、フィリピン、スリナム、
トリニダード・トバゴ

Nuno Mota Pinto

アルバニア、ギリシャ、イタリア、マルタ、ポルトガル、サンマリノ、東ティモール

Do-Hyeong Kim

オーストラリア、カンボジア、キリバス、韓国（大韓民国）、マーシャル諸島、
ミクロネシア（ミクロネシア連邦）、モンゴル、ニュージーランド、パラオ、パプアニューギニア、サモア、
ソロモン諸島、バヌアツ

Kazi M. Aminul Islam

バングラデシュ、ブータン、インド、スリランカ

Hassan Ahmed Taha

アンゴラ、ボツワナ、ブルンジ、エチオピア、ガンビア、ケニア、レソト、リベリア、マラウイ、
モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、セーシェル、シエラレオネ、南アフリカ、スーダン、
スワジランド、タンザニア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ

Jens Haarlov

デンマーク、エストニア、フィンランド、アイスランド、ラトビア、リトアニア、ノルウェー、
スウェーデン

Javed Talat

アフガニスタン、アルジェリア、ガーナ、イラン（・イスラム共和国）、モロッコ、パキスタン、チュニジア

Michal Krupinski

アゼルバイジャン、キルギス共和国、ポーランド、セルビア、スイス、タジキスタン、トルクメニスタン、
ウズベキスタン

Ayman Alkaffas

バーレーン、エジプト（・アラブ共和国）、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、モルディブ、
オマーン、カタール、シリア・アラブ共和国、アラブ首長国連邦、イエメン（共和国）

Yang Yingming

中国

Abdulhamid Alkhalifa

サウジアラビア

Eugene Miagkov

ロシア連邦

Irfa Ampri

ブルネイ・ダルサラーム、フィジー、インドネシア、ラオス人民民主共和国、マレーシア、ミャンマー、
ネパール、シンガポール、タイ、トンガ、ベトナム

Felix Alberto Camarasa

アルゼンチン、ボリビア（多民族国）、チリ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ

Agapito Mendes Dias

ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、カーボヴェルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、
コンゴ（民主共和国）、コンゴ（共和国）、コートジボワール、ジブチ、赤道ギニア、ガボン、ギニア、
ギニアビサウ、マダガスカル、マリ、モーリシャス、ニジェール、ルワンダ、
サントメ・プリンシペ、セネガル、トーゴ

d. 人事委員会
e. ガバナンス・理事会運営委員会
f. 倫理委員会

C = 委員長
VC = 副委員長

（ベルギー）

（ルーマニア）
（スペイン）
（バハマ）

（ブラジル）

（ポルトガル）
（韓国）

（バングラデシュ）
（スーダン）

（デンマーク）
（パキスタン）
（ポーランド）

（エジプト・アラブ共和国）
（中国）

（サウジアラビア）
（ロシア連邦）

（インドネシア）
（アルゼンチン）

（サントメ・プリンシペ）

委員会
a. 監査委員会
b. 予算委員会
c. 開発効果委員会
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幹部、理事、および職員の報酬
優れた職員を採用・維持するため、世銀グループは国際競争力のあるパフォーマンス重視型の給与・諸手当制度を設けています。この制度は、出
身国が多様でしかも外国で生活することが多いという職員の特殊なニーズを考慮したものとなっています。世銀グループ職員の給与体系は理事
会によって毎年見直され、理事会が認めた場合は、米国市場の民間企業（金融機関など）や代表的な公的機関の給与と同水準に調整されます。比較
対象となる民間企業や公的機関の最新の給与を分析した結果、理事会は 2009 年度分として、ワシントン本部に勤務する職員を対象に 2008 年 7
月 1 日から平均 3.32％の昇給を実施することを承認しました。

2008 年 7 月 1 日から 2009 年 6 月 30 日までの世銀グループ上級幹部の年間給与（税引後）は以下の通りです。
上級幹部の年間給与（税引き後、単位：ドル）
氏名と役職

年金制度への
世銀グループ年間拠出額 b

年間手取り額 a

その他諸手当への
世銀グループ拠出額 c

Robert B. Zoellick, 総裁 d

441,980

67,181

191,825

Ngozi N. Okonjo-Iweala, 専務理事

351,740

76,996h

77,735

Graeme Wheeler, 専務理事

347,050

75,969h

88,498

Vincenzo La Via, 最高財務責任者

347,050

52,752

76,698

Lars Thunell, 執行副総裁（IFC 長官）

347,050

52,752

76,698

Juan Jose Daboub, 専務理事

347,050

52,752

76,698

Anne-Marie Leroy, 上級副総裁兼世銀グループ法律顧問 e

335,800

51,042

74,212

小林いずみ , 執行副総裁（MIGA 長官）f

334,900

50,905

74,013

Marwan Muasher, 上級副総裁（対外関係担当）

326,404

49,613

72,135

Vinod Thomas, 独立評価グループ（IEG）事務局長

321,050

70,278h

81,868

Yifu Lin, 上級副総裁兼チーフ・エコノミスト

304,580

46,296

67,312

理事 g

230,790

該当なし

該当なし

理事代理 g

199,650

該当なし

該当なし

a. 米国人以外の世銀グループ（WBG）職員は通常、WBG の報酬に対して所得税を課せられないため、こうした職員に支払われる給与は税引後の額を基準に設定されている。
b. 2008 年 7 月 1 日から 2009 年 6 月 30 日までの職員退職制度および繰延報酬制度への WBC 拠出額（概算）。
c. その他諸手当には、年次休暇、医療・生命・障害保険、未払い雇用終了給付などの給与以外の手当が含まれる。
d. ゼーリック氏は、その他諸手当への WBG 拠出金の一部として、経費を賄うための補足手当 7 万 9120 ドルを受け取っている。また、米国人である同氏は給与に課税されるため、世銀から支払われる給与・諸手当への
課税見積額に相当する納税充当金を受け取っている。さらにゼーリック氏は、年金に加え、年間給与の 5％相当の追加退職給付金を受け取っている。
e. Anne-Marie Leroy 氏は 2009 年 3 月 9 日に現職に就任した。2009 年 3 月 9 日から 2009 年 6 月 30 日までに同氏が実際に受け取った給与は 10 万 4938 ドル。WBG は同氏の勤務期間分の年金費用として約 1 万
5951 ドルを、その他諸手当として 2 万 3191 ドルを拠出した。
f. 小林いずみ氏は 2009 年 1 月 1 日に現職に就任した。2009 年 1 月 1 日から 2009 年 6 月 30 日までに同氏が実際に受け取った給与は 16 万 7450 ドル。WBG は同氏の勤務期間分の年金費用として約 2 万 5452 ドルを、
その他諸手当として 3 万 7006 ドルを拠出した。
g. これらの数字は、米国人の理事および理事代理には適用されない（米国議会の給与上限が適用されるため）。
h. これらの職員の年金給付額は、1998 年 4 月 15 日以前に有効であった職員退職金積立制度（SRP）規定に基づいて計算されている。

職員の給与体系（ワシントン DC）

2008 年 7 月 1 日から 2009 年 6 月 30 日までの期間中、世銀グループ職員の給与体系（税引後）および平均給与額・諸手当額は以下の通りでした。
最低額（ドル）

市場の
基準額（ドル）

最高額（ドル）

職階別の
職員の割合（%）

職階別
平均給与額

平均諸手当額 a

33,568

15,696

職階

代表的な職位

GA

事務アシスタント

23,760

30,880

40,130

GB

チーム・アシスタント、情報技術者

30,110

39,150

54,810

1.1

40,251

18,822

GC

プログラム・アシスタント、情報アシスタント

37,670

48,980

68,580

10.7

51,062

23,876

GD

上級プログラム・アシスタント、
情報スペシャリスト、予算編成アシスタント

42,610

55,390

77,550

8.5

62,416

29,186

GE

アナリスト

57,040

74,140

103,790

10.0

72,609

33,952

GF

専門職

76,420

99,340

139,080

18.3

93,442

43,694

GG

上級専門職

102,140

132,790

185,900

30.9

129,091

60,363

GH

管理職、専門職主幹

142,250

184,950

239,000

17.1

178,244

83,347

248,900

282,000

2.9

232,820

108,866

0.1

GI

局長、シニア・アドバイザー

188,000

GJ

副総裁

256,760

287,570

322,000

0.4

287,652

134,506

GK

専務理事、執行副総裁

282,010

319,810

351,740

0.1

336,267

126,822

注：米国人以外の世銀グループ（WBG）職員は通常、WBG の報酬に対して所得税を課せられないため、こうした職員に支払われる給与は税引後の額を基準に設定されている（大半の場合、WBG が給与算定の参考にする
組織・企業の職員の税引き後手取り額と同額になります）。給与体系の上部 3 分の 1 に達する職員は比較的少数にとどまっている。

a. 年次休暇、医療・生命・障害保険、未払い雇用終了給付などの給与以外の手当が含まれる。
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世銀グループ年度概観

世界銀行グループは世界有数規模の開発機関であり、世界中の途上国

ドルの保証を発行しました。

への財政支援・技術協力の主要な供給源となっています。グループを
構成する国際復興開発銀行（IBRD）、国際開発協会（IDA）、国際金融公

世界金融危機に対処するための協力

社（IFC）、多数国間投資保証機関（MIGA）、投資紛争解決国際センター

世銀グループ各機関による共同プロジェクトや共同プログラムは、途

（ICSID）は互いに協力し、それぞれの活動を補完し合いながら、貧困

上国での金融市場の拡大、投資家や金融事業者への保証発行、よりよ

を削減し生活を向上させるという共通の目標の達成をめざしていま

い投資環境を創造するための助言サービスの提供を通じて、持続可能

す。世銀グループの目的は、貿易、金融、保健、貧困、教育、インフラ、

な開発を促進することに重点を置いています。世銀と IFC は 2009 年

ガバナンス、気候変動など途上国の人々（特に新たな機会を求めてい

度、共通の優先事項を基に、前年度の 78 件を上回る 104 件の助言プロ

る貧困層）の利益になる国際プロジェクトを提案することです。
ミレニアム開発目標の中間点通過は、国際社会が世界中の貧困層の
基本的ニーズ充足に今後も力を注がなければならないことを改めて明

ジェクト（現在進行中）を IDA 国で実施しました。また、2009 年度に
は世銀と IFC の IDA 国向け共同投資プロジェクト 14 件が承認された
ほか、33 件が準備中です。

確に喚起するものです。世銀グループにとって、これは資金拠出や技術

これらのイニシアティブは官民間の協力をさらに強化するものであ

協力、そして、サービス提供のあり方を改善して各国の復興・開発プロ

り、現在の世界的経済危機の中、こうした協力は特に重要です。IFC が

ジェクト投資の促進に対する取り組みを強化することを意味します。
世界的な経済危機によって、行動することの必要性が高まっていま

2009 年度に開始した投資プロジェクト 447 件の半数以上は IDA 国向
けであり、これは、2011 年度までに IFC のプロジェクトの半数を IDA

す。数十年におよぶ開発の進展が今回の危機で帳消しとならないよ

国向けにするという要件の実現に一歩近づくポートフォリオ配分とな

う、世銀グループは最貧困国の中でも最も弱い立場の人々の保護、長

りました。また、IFC は IDA 国の銀行、貿易、中小企業、インフラの各

期的なインフラ投資プログラムの継続、民間セクター主導の経済成

セクターのプロジェクトを支援する一連のイニシアティブに取り組ん

長・雇用創出の継続といった取り組みを強化しました。また、世銀は

でおり、これらのイニシアティブは今後 3 年間に合計約 300 億ドルに

各国の保健制度強化に向けた取り組みを支援する活動を増やすと共

達すると予想されます。

に、HIV／エイズやマラリアなどの世界的な問題にコミュニティ単位

IFC は 2009 年度、IDA 第 15 次増資（IDA15）に 4 億 5000 万ドルを
追加拠出しました。これを含めた IFC の IDA15 承認額は合計 17 億
5000 万ドルとなり、アフリカ地域などの途上国の生活環境改善に向
けた共同の取り組みを前進させました。ミレニアム開発目標（MDGs）
の人間開発目標を支援するため、IDA15 は 2009 年度から 2011 年度
にかけて、世界の最貧困国のうち 78 か国に 420 億ドルを用意します。

で取り組む革新的な活動を促進しています。

世銀グループの支援

2009 年度、世銀グループはプロジェクト 767 件に対し、合計 588 億
ドルの融資、貸出、贈与、および保証を承認しました。2009 年度の資
金拠出額は前年度を 54％上回り、世銀グループにとって記録となる額
でした。IDA は低所得国 63 か国のプロジェクト 176 件に対して、合計
140 億ドルの拠出を承認しました。この金額は、2008 年度の 112 億
ドルを 25％上回る最高記録となりました。IBRD は中所得国と信用力
のある低所得国のプロジェクト 126 件に対して、2008 年度の 135 億
ドルを 144％上回る 329 億ドルの拠出を承認しました。IBRD は貧困

世銀グループの投資プロジェクトは、主に貧困削減と成長加速に向
けたインフラ・サービスの改善を目的としています。2009 年度、世銀
グループは、危機を早急に脱するための土台作りと雇用創出の支援に
欠かせないインフラ・セクターに 207 億ドルを拠出することを承認し

層の生活水準を向上させ、大幅な財政難に陥っている国を支援し、長

ました。2008 年 7 月に開始された「持続可能なインフラ行動計画」は、
2009 〜 2011 年度の官民投資に最大 1490 億ドルを追加出資するた
め、最大 720 億ドルを活用することになっています。

期的な投資プロジェクトを継続させるため、2011 年度までに約 1000

東ヨーロッパ地域最大の国際投融資機関である欧州復興開発銀行、

億ドルを承認することが可能です。IFC は途上国の民間セクターを対

EIB グループ（欧州投資銀行と欧州投資基金）、世銀グループの 3 機関

象とする国際金融の最大の提供者であり、2009 年度は、途上国や体制

は、同地域の銀行セクターを支援し、世界経済危機の影響を受けた企

移行国の持続可能な民間企業を支援するプロジェクト 447 件に対し

業に融資を行うため、最大 245 億ユーロを拠出することを誓約しまし

て自己勘定で 105 億ドルの拠出を承認したほか、40 億ドルを追加動

た。2009 〜 2010 年度の 2 年計画の下で、世銀グループは合計 75 億

員しました。MIGA は途上国のプロジェクト 26 件に対して合計 14 億

ユーロを拠出することにしています。IFC は最大 20 億ユーロを拠出
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すると見られており、この資金は銀行、インフラ、貿易など複数のセク

を承認しました。MIGA は、世界金融危機の打撃が大きい国の投資プ

ターでの危機対応策を通じて、また従来の投資／アドバイザリー・

ロジェクトのリスク軽減と保証拡大に向け、最大 20 億ドルの投資保

サービスを通じて供給される見通しです。IBRD は 2009 年度から

証を提供することにしています。

2010 年度にかけて、欧州・中央アジア諸国への貸出を 160 億ユーロ

世銀と IFC の共同プログラム「アフリカに光を」は、燃料を使う照明

に増やす予定であり、そのうち実に 35 億ユーロは欧州新興国の銀行

への支出を活用して、効率的で環境にやさしい近代的な照明への切り

セクターの問題解決のために利用されることになっています。MIGA

替えを促進しようとするものです。市場障壁を緩和し、世界の照明産

は最大 20 億ユーロの政治リスク保証をする予定です。

業界やアフリカ地域の企業・起業家・政府・シビルソサエティを関与

ラ テ ン ア メ リ カ・カ リ ブ 海 地 域 の 経 済 成 長 を 加 速 さ せ る た め、

させることにより、新技術の普及が実現すると考えられています。

IBRD、IFC、MIGA の 3 機関は、米州開発銀行、米州投資公社、アンデ

ガーナでは、IDA と IFC が共同で中小・零細企業（MSME）への資金

ス開発公社、カリブ開発銀行、中米経済統合銀行と協力しながら、危機

供給を増やす取り組みによって、民間セクターの小規模事業者の競争

への対応を調整しています。このプログラムへの拠出承認額 900 億ド

力強化と雇用水準向上をめざしています。MSME は重要な雇用創出

ルのうち、世銀グループ機関は 356 億ドルを拠出する予定です。

源であるため、その開発は貧困削減に不可欠と考えられています。

2009 年度、世銀グループとアフリカ開発銀行は他のパートナーと

IDA と IFC は共同で、起業家の持続的開発を支援し MSME が直面す

共同で、アフリカ地域の金融システムを支援し民間セクターへの融資

る技術的障害を軽減するためのリスク分散融資を提供する予定です。

を増やすことを目的に、
「アフリカのための国際金融機関・開発金融機

IFC は地元の銀行と共同で、新規の現地通貨建て融資に 300 万ドル超

関共同行動計画」に着手しました。財政支援の主な目的は、貿易促進、

を供給するためのリスク分散融資制度に投資することになっていま

インフラ整備プロジェクトへの融資増、そして官民両セクター関係者

す。IDA はこの融資制度の損失を保証すると共に、100 万ドルのパ

間の調整の促進です。IFC は、農業関連企業の支援と地元銀行の資本

フォーマンスベースの贈与を行う予定です。

基盤強化をめざす危機対応イニシアティブを通じて、10 億ドルの拠出

8

世界銀行年次報告 2009

世界銀行グループ機関

国際復興開発銀行（IBRD）

1944 年設立｜ 186 加盟国

IBRD は中所得国および信用力のある低所得国向けの融資を行っており、

累積融資額：4790 億ドル *

貸出、保証、リスク管理サービス、および分析・助言サービスなどの非融資
業務を通じて持続可能な開発を促進しています。IBRD の健全な財務体質

2009 年 度 融 資 額：42 か 国 の 126 件 の 新 規 プ ロ
ジェクトに対して 329 億ドル

は、資本市場から低利で資金を調達し、借入国に緩やかな条件で融資を行

* 2005 年度から保証額を含む。

うことを可能にしています。

IBRD の主要財務指標｜ 2005 〜 2009 年度
（単位：100万ドル）

業務利益 a
融資残高
総資産
自己資本

2005
1,320
104,401
222,008
38,588

2006
1,740
103,004
212,326
36,474

2007
1,659
97,805
208,030
39,926

2008
2,271
99,050
233,311b
41,548

2009
572
105,698
275,420
40,037

a. IBRD の財務諸表では「非商品勘定ポートフォリオについて公正価値調整を行う前の純利益で、総務会承認済の移転前のもの」として報告されている。
b. 本年度の表示と一致させるため行った一定の組換えの効果が反映されるよう再表示。

国際開発協会（IDA）

1960 年設立｜ 169 加盟国

IDA は無利息の長期融資と贈与を、市場の条件で借入れを行うことがほと
んどもしくはまったくできない世界の最貧困国 82 か国に提供しています。
IDA の融資は、ドナー国から IDA への資金拠出、IBRD 純利益の移転、IFC
からのグラント、および IDA の融資還流によって調達されています。

累積承認額：2070 億ドル *

2009 年 度 承 認 額：63 か 国 の 176 件 の 新 規 プ ロ
ジェクトに対して 140 億ドル
* 2005 年度から保証額を含む。

IDA の主要財務指標｜ 2005 〜 2009 年度
（単位：100万ドル）

開発融資残高
開発原資の源泉合計／自己資本 a

2005
120,907
130,378

2006
127,028
102,871

2007
102,457
110,212

2008
113,542
123,619

2009
112,894
127,950

a. 2007 年 6 月期の会計年度までは、IDA は特定目的財務諸表を作成していた。2007 年 7 月 1 日から、IDA の財務諸表は米国で一般に認められた会計原則（U.S. GAAP）に準拠して作成されている。
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国際金融公社（IFC）

IFC は長期融資、出資、ストラクチャード・証券化商品、アドバイザリー
サービス、リスク軽減サービスを開発途上国や経済移行国の民間企業に提
供することにより、貧困削減と人々の生活向上に寄与しています。IFC の
支援対象となるのは、資本・市場へのアクセスが限定的で、IFC の関与なし
で投資するにはリスクが大きすぎると民間投資家が考えている地域・国の

1956 年設立｜ 182 加盟国
承認済みポートフォリオ 344 億ドル（IFC 自己勘
定）。このほか協調融資 80 億ドル。
2009 年度承認額：103 か国 447 件のプロジェクト
に対し、105 億ドルの契約調印、加えて 40 億ドル
の民間資金動員

企業です。IFC のサービスに政府保証は不要です。

IFC の主要財務指標｜ 2005 〜 2009 年度
（単位：100万ドル）

業務利益（損失）
流動資産（関連デリバティブ控除後）
引当金控除後の投融資
資本合計

2005
1,953
13,325
11,489
9,821

2006
1,409
12,730
12,787
11,141

2007
2,739b
13,269
15,796
14,017

2008
1,938b
14,622
23,319
18,261

2009
(153)
17,864
22,214
16,122

「公正価格に基づくその他非事業金融資産の評価損益および IDA への贈与を考慮する前の収益 ( 損失 )」と報告されている。
a. IFC の財務諸表では、
b. 修正後。

多数国間投資保証機関（MIGA）

MIGA は開発途上国への外国直接投資を促進するため、政治リスク保険
（または保証）を提供しています。また、保証した投資が順調に継続し、期待

1988 年設立｜ 174 加盟国
累積保証額：209 億ドル *
2009 年度保証額：26 件のプロジェクトに対し 14

どおりの利益が得られるようにするため、投資家とホスト国政府との間で

億ドル

起きた紛争の解決にも取り組んでいます。MIGA の知識共有・技術協力活

* 協調保険引受プログラムを通じて保証した金額を含む。

動は、各国の投資促進戦略の立案・実行に役立つとともに、事業機会、投資
環境条件、政治リスク保険に関する情報を提供しています。

MIGA の主要財務指標｜ 2005 〜 2009 年度
（単位：100万ドル）

業務利益
業務資本 a
保証残高純額

IDA 適格国向けの保証残高純額

2005
24
830
3,138
1,341

2006
17
863
3,310
1,435

2007
49
950
3,209
1,411

a. 業務資本には、払込資本、利益剰余金、および保険ポートフォリオ責任準備金（再保険金収入控除後）が含まれる。

投資紛争解決国際センター（ICSID）

1966 年設立｜ 143 加盟国

ICSID は、外国の投資家とホスト国との間で起きた国際投資紛争を調停・

合計受理件数：292 件

仲裁する場を提供しています。加盟国数、取扱件数、仲裁の投資協定・投資

2009 年度受理件数：24 件

法上の有効性に関する照会の件数がいずれも非常に多いことから分かるよ
うに、ICSID は国際投資と経済開発の分野で重要な役割を果たしていま
す。ICSID はまた、国際的な仲裁や外国投資法に関する研究や関連文献の
出版も行っています。
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2008
55
1,019
3,578
1,477

2009
51
1,044
3,966
1,362

世界的危機の沈静化と進行中プロジェクトの拡大に向けた
革新的イニシアティブ

1

ナス成長となるのは 60 年ぶり以上のことです
（囲み 1.1 参照）。途上国の 2009 年の成長率は 4
ポイント以上低下し、わずか 1.2％になると予想
されています。ヨーロッパ・中央アジア地域およ
びラテンアメリカ・カリブ海地域では、国内総生
産（GDP）の低下が予想されています。財とサー
ビスの世界貿易高は今年、過去 80 年で最大の

10 ％近い下落幅を記録すると予想されていま
す。これは、貿易高の大きい商品カテゴリーであ
る耐久財および資本財の消費やそうした財への
支出が各国で急落しているためです。
世界の工業生産は 2009 年 4 月までの 12 か月

危機的状況にある世界

間に過去最大の 13％減となりました。下落率が最も高かったのは、耐

世界は今、第二次大戦以後最大の金融・経済問題に対応しています。

国々でした。こうした工業生産の減少は大規模な一時解雇につながっ

2007 年に始まった金融不安が 2008 年 9 月には本格的な経済危機へ

ており、特にその影響を受けているのが移民労働者ですが、その大半

と発展し、失業率の上昇を引き起こし、今や重大な人道上の問題とな

は途上国からの移民です。国際労働機関は、今回の危機的状況が終わ

久財および資本財の生産に特化した国々と多額の経常赤字を抱えた

るおそれがあります。こうした危機的状態の広まりによる影響を免れ

るまでに新たに 2000 万人が失業すると予測しています。景気低迷の

た国は事実上ひとつもなく、その影響は 2011 年まで続きそうです。

深刻さや回復の遅れが予想されることから、失業率が危機以前の水準

世界経済は、2008 年度には 1.9 ％の成長を遂げましたが、2009 年

に戻るまでには数年を要することになりそうです。

度は 2.9％のマイナス成長が予想され、2009 年 4 月時点での世銀の見

途上国の成長率が 1％低下すると新たに推定 2000 万人が貧困状態

通しであるマイナス 1.7％を大きくしのぐでしょう。世界経済がマイ

に陥るとされています。この計算どおりになると、今回の危機により

囲み 1.1

過去の金融危機から得られた教訓

世銀の独立評価グループ（IEG）は、過去の金融危機に世銀が介入した

ループとパートナーとの間であれ、相乗効果を高めるばかりでなく、

際に得られた教訓に関する報告書を 2009 年度に発表しました。その

世銀グループと国際通貨基金（IMF）の間で時折生じるような緊張状

要点は以下の通りです。

態を避けるためにも極めて重要であることは実証済みである。

• 受託者としての配慮 。希少な資源が意図された受益者に届き、マイ
• 質を伴った多額の援助 。介入を成功させるためには、公共支出の構
成と有効性が極めて重要である。

• 貧困と社会的セーフティネット 。過去の金融危機においては、貧困
問題への配慮が不十分であった。社会的セーフティネットへの影響
については、危機発生時から考慮に入れることが重要である。

• 環境と気候変動 。介入策では、危機が環境や気候変動にもたらす影
響を考慮に入れる必要がある。世銀グループは、気候変動への対処
や環境に優しい開発活動の促進を目的とした資金動員における最近
の勢いを推進することができる。

• 資源の有効利用 。パートナーと共同利用する資源も含め、十分な資
源の確保が重要である。協力関係は、世銀グループ内であれ、世銀グ
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ナスの影響が回避されるようにするため、財務管理とリスク管理、
ならびに環境面および社会面でのセーフガードが引き続き重要と
なる。

• モニタリングと評価 。迅速さも重要であるが、目標、プログラム費用
および便益を結びつけて考える成果ベースの枠組みの必要性が高
まっている。資源が希少である場合は、成果への着目が特に重要で
ある。

• 準備態勢と早期警戒 。危機的状況に早期に警告を発することができ
るよう、より効果的なメカニズムが必要とされている。世銀グルー
プは、IMF をはじめとする国際金融機関と協力して、そうしたメカ
ニズムの設計・実施に取り組む必要がある。

新たに 5300 万人が 1 日 1.25 ドル未満で暮らすことになります。厳し
い借入条件や将来に対する不安のため、過去数年間の途上国への資本
の流れが突然に削減されました。その結果、多額の経常赤字を抱える
国々、特にヨーロッパ・中央アジア地域の多くの国で深刻な経済問題
が生じています。投資家がリスクをとることに慎重になった結果、途
上国は 2009 年度に 3520 億ドルから 6350 億ドルの資金不足に直面
すると推定されています。外部からの支援がなければ、多くの国は、保
健、教育、農業、社会的プログラムへの支出を削らざるを得なくなる可
能性があります。脆弱な紛争経験国は、危機の影響への対応や社会的

安定しているためです。その結果、外貨供給源としての送金の重要性

影響の調整において、ほかの途上国よりも弱い立場にあります。

が危機前よりもさらに高まるでしょう。しかし、送金額についても

途上国に対する民間資本の流れや公的援助の減少は、送金額の減少
よりもはるかに大きいと予想されます。世界中の移民の蓄えは比較的

2009 年度には 7 〜 10％の減少が見込まれ、過去数年間に 2 桁成長を
していたことを考えると相当な減少です（囲み 1.2 参照）。

ミレニアム開発目標（MDGs）に向けた前進
世界金融危機により MDGs の達成が危ぶまれており、今やそのほとんどが達成不

5. 妊産婦の健康の改善

可能のように見えます。危機以前から達成が危ぶまれていた目標は現在では達成

すべての MDGs の中で歩みの最も遅いのが、妊産婦の健康の改善です。毎年 50 万

はまず難しいと考えられ、米国で始まった金融・経済危機が世界で最も脆弱な地域

人以上の女性が、妊娠中、出産時、または出産後 6 週間以内に合併症で死亡してい

に人道的、政治的、そして安全保障上の深刻な状況をもたらしかねないリスクは今

ます。妊産婦の死亡率が最も高いアフリカ地域では、ほとんど前進が見られていま

や現実のものとなっています。

せん。

1. 極度の貧困と飢餓の撲滅
2015 年までに貧困を 1990 年レベルから半減させるという目標は現在も達成可能
ですが、リスクは山積です。2009 年、極度の貧困状態にある人々の数は、半分以上
の途上国（全低所得国の 3 分の 2、アフリカの 4 分の 3 の国々を含む）で増加する可
能性があります。世界的な景気後退の結果、2009 年に新たに 5500 万人から 9000
万人が極度の貧困状態に陥ると予想され、慢性的飢餓状態にある人々の数が 10 億

6. HIV／エイズ、マラリアなどの疾病の蔓延防止
2007 年度の HIV 感染者数は約 3300 万人であり、約 200 万人がエイズにより死亡
しましたが、その大半はアフリカ地域の人々でした。世界のほとんどの国は HIV／

人以上へと増加するなど、栄養不良対策の成果が損なわれています。

2. 初等教育の完全普及
初等教育の目標に向けた歩みには、地域によってばらつきがあります。東アジア・
大洋州地域およびラテンアメリカ・カリブ海地域の多くの国々では順調ですが、一
方、ヨーロッパ・中央アジア地域および中東・北アフリカ地域の歩みは遅く、アフ
リカ地域および南アジア地域もこの目標については、順調に達成に向かっていると
は言えません。

3. ジェンダーの平等と女性のエンパワーメント
女性の労働参加は増加しているものの、参加率、就業水準、賃金には重大な男女間
格差が存在しています。東アジア・大洋州地域およびヨーロッパ・中央アジア地域
では、すべての教育水準でジェンダー格差解消の目標達成まであと少しのところま
できています。ラテンアメリカ・カリブ海地域は、初等教育では目標達成に向けて
順調に進んでいますが、中等教育および高等教育では男児に対する明らかなジェン
ダー・バイアスが存在します。南アジア地域およびアフリカ地域は、この目標に関
してすべての教育水準、特に高等教育で後れを取っています。

4. 子供の死亡率の削減
5 歳未満児の死亡率は 1990 年以降にすべての地域で低下しており、1990 年から
2015 年の間にこの死亡率を 3 分の 2 削減するという目標に向けてほぼ順調な地域
もあります。しかし、データ入手可能な国の 4 分の 3 以上で、5 歳未満児の死亡率
は、2015 年までに目標を達成できるほどのペースでは低下していません。

エイズに関する目標達成に向けた歩みが順調ではありません。それは主に、資金お
よび抗レトロウィルス薬の供給が十分でないためです。しかしながら、政府間の連
携と国際機関や非政府組織からの助成金などにより世界の多くの国で無償の投薬
治療が行われており、抗レトロウィルスの使用が一般化し、安価にもなっていま
す。マラリア感染対策として蚊帳を配布する試験的プログラムがめざましい成功
を収めているものの、依然としてマラリアのために年間 100 万人以上の 5 歳未満
児が死亡しており、その大半はアフリカの子供達です。

7. 持続可能な環境づくり
データ入手可能な途上国のうち約半数は、上水道に関する改善目標をすでに達成し
ているか、もしくは達成に向けて順調に進んでいます。一方、下水道に関する改善
目標をすでに達成しているか、もしくは達成に向けて順調に進んでいる国は、全体
の 4 分の 1 足らずです。途上国における気候変動対策には 2010 年から 2020 年の
間に 1000 億ドルから 2000 億ドルの追加投資が必要となり、2020 年以降になる
とこの額がさらに年間平均 4000 億ドルに増大すると予想されます。

8. グローバルな開発パートナーシップの構築
経済協力開発機構の開発援助委員会加盟国からの政府開発援助は、2006 年度および

2007 年度に減少した後、2008 年度には実質ベースで約 10％増加しました。にもか
かわらず、援助額は、2010 年までに 1300 億ドルというグレンイーグルズ・サミット
で定められた目標を約 290 億ドル下回っています。援助効果に係るアクラ・ハイレベ
ル・フォーラムでは、パリ宣言でのコミットメントが再検討され、協調よりもさらに
先に進んで、借入国のオーナーシップと包括的パートナーシップ構築が着目され（囲
み 1.4 参照）
、アラブ世界イニシアティブでは、インフラ、ジェンダーをはじめとする
分野に重点を置いたパートナーシップを通じて開発と機会の促進を図っています（囲
み 1.5 参照）
（http://www.developmentgoals.org 参照）
。
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危機と既存の開発課題を克服するための対応策
世銀は、各国の危機対応を支援するため迅速に行動すると同時に、既
存のプロジェクトやプログラムにも配慮しています。重点分野は 3 つ
で、今回の危機による直接のあるいは長期的な副次的影響から最も弱
い立場の人々を保護すること、長期的なインフラ投資プログラムを維
持すること、そして、特に中小企業やマイクロファイナンスを通じて、
民間セクター主導の経済成長と雇用創出の潜在力を維持することで
す。HIV／エイズや気候変動といった長期的な開発課題も重要です。
現 在 の 金 融・経 済 危 機 は、途 上 国 で 推 定 1 億 3000 万 人 か ら 1 億

短期的な危機への対応と長期的な危機への対応は連動して進められる

5500 万人を貧困状態に陥らせた 2008 年の食糧価格と燃料価格の高

ものです。当面の緩和策によって、将来まで及ぶ問題の解決に向けた

騰に加えて生じたものです。世界的に穀物供給量が増加し、国際的な

活動を強化する戦略が明らかになり、そのための手段を提供すること

食糧価格が低下しているにもかかわらず、多くの国では食糧価格がな

ができるからです。

おも高水準のままです。

2009 年 6 月までに、原油価格は 2008 年半ばのピーク時と比べて
50％以上低下し、非石油商品価格も約 30％低下しています。こうした

世銀グループは 2009 年度、その財務力と世界有数の開発に関する
分析・データを基に、新たに一連のプログラムや金融商品に着手しま
した。世銀はこの時期に最貧困国に対する援助を拡大した数少ない開

価格低下が途上国の貧困層にとってある程度の救済になったものの、

発機関のひとつであり、2009 年度は前年度比 28 億ドル増を拠出し

2009 年 6 月末現在で 1 バレル約 70 ドルという原油価格は、2008 年

ました。

の急騰前と比べると依然としてはるかに高い水準です。短期的には、

IDA 第 15 次増資が過去最高額となったのを受け、2009 〜 11 年度

石油輸出国は、2008 年以降に蓄えた偶発的な利益を世界的な景気低

の IDA 融資承認額は 420 億ドル近くに達すると予想されます。そうし

迷による自国経済への影響緩和に利用できるはずです。

た資金は長期的な国別開発プログラムに配分されます。国際復興開発

世界経済が安定化して回復が始まりつつあることを示す兆候が高

銀行（IBRD）による融資額は 2009 年度に 135 億ドルから 3 倍近い

まっています。しかし、回復はゆっくりとしたものになると予想され、
今回の危機による人道的・経済的影響が今後何年間も途上国の人々に

329 億ドルに増加し、その多くは迅速に実行される開発政策融資を通
じて提供されました。IBRD 融資額は 2009 〜 11 年度にかけても堅調

及び続け、数十年間にわたる開発の歩みが損なわれる可能性がありま

であると予想されます。

す。例えば、2009 〜 15 年についての概算推定によると、途上国にお

追加融資は極めて重要ですが、資金を注入するだけでは途上国の問

ける 1 年間の乳児死亡数は経済危機がなかった場合と比べて 20 〜 40

題を解決することも途上国が将来進むべき道筋を示すこともできませ

万人多くなる可能性があります。

ん。そのため世銀は、過去に有効であった施策に基づいて金融ソリュー

2009 年度年次報告書では、世銀が持続可能な解決策を創出するた
めに 2009 年度にどのような施策を講じ、どのようなアイデアを生み

ションを開発すると共に（囲み 1.1 参照）、金融危機が低所得国や中所
得国にもたらす影響には著しいばらつきがあることを認識し、他の国

出したかを探ります。また、世界経済危機の今後の見通しと世銀が借

際開発金融機関と協力して世界中の人々の支援に取り組んでいます。

入国の課題対応を支援する活動、食糧・燃料危機の波及効果と世銀に

最貧困国や最脆弱国が金融危機に伴う状況悪化への対応を支援する

よる対応、そして低所得国および中所得国にとって引き続き課題と

ため、世銀は 2008 年 12 月、金融危機対応緊急融資制度を設置して、

なっている保健、教育、インフラ、ジェンダー、気候変動の問題を重点

20 億ドルの IDA 贈与や長期無利子融資の承認を促進しました。この

的に取り上げて行きます。

ファシリティの恩恵を最初に受けたのは、アルメニア、中央アフリカ
共和国、コンゴ共和国でした。

独立評価グループが国際開発協会（IDA）を審査

IDA が世銀協定および方針に従っていることを関係者に証明するため、理事会
は、独立評価グループ（IEG）に対し、IDA 幹部による自己評価および世銀の内部

枠組みは高水準で機能しているとの調査結果を示しました。欠点としては、信託

監査部による検査と連動して現在の統制システムに関する全面的な審査を実施

摘されました。国際開発金融機関がこの種の調査を実施したのは、初めてのこと

するよう依頼しました。IEG は、いくつかの重要な条件付で、IDA の内部統制の

です。
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管理の領域、不正や腐敗に対する取引レベルでの統制策に具体的焦点の欠如が指

2009 年度には、12 億ドルの世界食糧危機対応プログラムと新設の
緊急弱者対策プログラムの原資を再配分することにより、脆弱層支援
ファシリティを設置しました。このファシリティには、世銀がすでに
保有していた資金とドナーからの新たな拠出の両方が含まれていま
す。世界食糧危機対応プログラムは、2009 年度末までに 31 か国に対
して 7 億 8020 万ドルの融資を実行しました。緊急弱者対策プログラ
ムは、喫緊の社会的ニーズを抱えたすべての借入国を支援し、将来の
危機を緩和するための土台を築くことを目指しています。日本と英国
が支援する借入国主導のマルチドナー信託基金からさらなるドナー資

ロジェクト準備活動の継続に取り組んでいます。世銀自身も、インフ

金が提供され、この資金は今回の危機によって最も深刻な影響を受け

ラ投資額を過去 3 年間の投資額から 150 億ドル引き上げ、少なくとも
3 年間で 450 億ドルにする予定です。この資金は、INFRA パートナー

ている低所得・脆弱国に対する IDA 支援を補完します。
世銀は 2009 年度、融資に加え、健全な債務管理の枠組みの構築およ

からの拠出金と共に、たとえばカメル―ンでの電力網建設や、インド

び実施で各国政府と連携するための助言サービスも提供しました。ま

ネシアやベトナムでの新港湾施設の建設など、過去数か月間にわたっ

た、借入国のリスク管理や希少な公的資金の保護を支援するため、カ

て停滞していたプロジェクトを始動させるために役立てられます。

スタマイズされた金融商品やサービスの種類も拡大しました。

世銀は、貧困を削減し、人々が貧困状態に陥らないようにすること、

2009 年 4 月、世銀は他の国際開発金融機関やドナー国政府と協力

そして借入国が経済危機に耐えられるよう支援しながら、既存のプロ

してインフラ復興（INFRA）プラットフォームを立ち上げました。こ

グラムの監視や危機と関係のない新たな手段の実施を行うことという

のプラットフォームは、世界的な景気後退の中でもドナー国政府がイ

二重の課題に直面しています。

ンフラ整備への資金提供や基本的なインフラ・サービスの提供を継続
するよう設けられたものです。借入国が世界経済危機からの復興の基
礎を築くのを支援すべく、世銀はドナーらと共同で国別診断分析やプ

囲み 1.2

移民と送金

送金による資本流入が最大の外貨供給源となっている国は多く、一部

East and North Africa（未来の形成：中東・北アフリカ地域の人々と

の小規模国ではそうした送金が国民所得の 3 分の 1 以上を占めていま

職業流動性に関する長期的展望）」では、同地域で予想される人口動態

す。途上国の貧しい人々にとってはそれが命綱となっています。2009

や労働力の不均衡の結果として生じ得る雇用や、労働力の流動性の急

年度、途上国では経済危機の結果として送金額が約 7 ％減少する見通

激な加速化に対する備えに関して、送金国と受領国を支援するための

しです。しかし、国際移民の蓄えは減少しないと予想されるため、送金

政策枠組みを構築しています。移民と送金と開発を取り上げ広く読ま

による資本移動は、途上国にとっての他の外部資金調達源と比べれば

れているブログ「People Move（人口移動）」は 2008 年 6 月に立ち上

回復が早いでしょう。

げられました（http://blogs.worldbank.org/peoplemove 参照）。

世銀の移民・開発プログラムは、データを向上させ、移民と送金が貧

2008 年 10 月の世銀／IMF 年次総会で、世銀は中央銀行総裁が参加

困や経済成長に及ぼす影響を理解し、送金国と受領国の双方について

するワークショップを開催し、世銀が中央銀行を対象として実施した

政策提言を形成するための活動です。研究およびセクター別の取り組

送金に関する世界的調査の結果についての協議が行われました。2009

みでは、送金を促進する方法、送金手数料を削減する方法、熟練移民労

年 3 月には、アフリカ移民研究プロジェクトに関する会議をチュニス

働者の移住に伴う技能の喪失を最小限にする方法、貿易、投資と移民、

にあるアフリカ開発銀行で開催しました。2008 年 7 月、G8 諸国が世

社会的保護、年金受給権の移動可能性の間の関係を理解する方法、そし

界送金作業部会の設置を求め、その作業の調整と促進を世銀に要請し

て在外居留民を開発のために活用する方法が重点対象となっています。

ました。この作業部会は、送金手数料を 5 年間で現在のレートから 5

2009 年度には、いくつかの重要な地域別報告書や世界報告書が発

パーセンテージ・ポイント引き下げるという目標を設定しました。こ

行されました。そのひとつである「Shaping the Future: A Long-

れにより途上国への年間資本流入額が 150 億ドル以上増加する可能性

Term Perspective of People and Job Mobility for the Middle

もあります。

世界的危機の沈静化と進行中プロジェクトの拡大に向けた革新的イニシアティブ

15

2009 年 4 月、世銀は、肺炎球菌ワクチン開発に対する市場の不備を
補うための革新的な融資メカニズムである事前買取制度（AMC）の試
験的実施を承認しました。このメカニズムを通じて、IBRD は、肺炎球
菌ワクチンの存続可能な市場づくりを促進することにより、世界の最
貧困国の子供達が安全で効果的なワクチンを迅速かつ安価に入手でき
るようにすることを目的とした試験的なワクチンプログラムの金融プ
ラットフォームを提供します。

財務戦略

限られた公的資源の保護

金融危機が始まって以来、資金借入コストの削減あるいは為替レート

の国が債務管理戦略の見直しを求められています。最も重要なのは、

や金利の変動の管理のために IBRD の専門知識やリスク管理サービス

変化を続ける市場環境において長期に渡り安定的な債務を実現するた

を求める国が急増しています。コロンビア、インドネシア、メキシコと

めに役立つ強固な公共債務管理の枠組みの改善あるいは新たな導入が

金融危機により世界中で大規模なマクロ経済調整が行われる中、多く

いった国々が、リスク管理戦略を遂行するために 2009 年度に IBRD

差し迫って必要とされていることが、今回の危機によって明らかと

とパートナー関係を結びました。

なったことです。

世 銀 の 機 動 的 融 資 手 段 で あ る 繰 延 引 出 オ プ シ ョ ン（DDO）付 き
IBRD 開発政策融資（DPL）は、差し迫った資金調達を必要している加
盟国のニーズに柔軟に対応します。コロンビアは、2009 年度に世界的

実行、リスク管理、ガバナンス、国際資本市場へのアクセス、キャパシ

な金融不安によって資本市場へのアクセスが難しくなりましたが、資

ました。複数のドナーが出資する信託基金である「債務管理ファシリ

金の流動性不足を、DPL DDO で解消することができました。DPL

ティ」は、低所得国および IDA からしか融資を受けられない国が債務

DDO の恩恵を受けたもうひとつの国が、インドネシアです。世銀とそ

管理能力を強化するのを支援するため設置されました。世銀は、他の

の他のドナーは、インドネシアが金融危機に対処するための支援とし

ドナーと連携し、従来の債務削減ファシリティを使用してリベリアが

こうした課題に対応するため、世銀は、借入国政府が戦略の策定と
ティ・ビルディングなど債務管理の改善あるいは新たな導入を支援し

て 55 億ドルの機動的融資ファシリティを設置しました。このうち、最

12 億ドルの債務買い戻しプロジェクトを通じて対外商業債務を削減

も大きかったのが 20 億ドルの DPL DDO であり、これによってイン

するのを支援しました。この買い戻し額は額面の約 3 ％となり、こう

ドネシアの資金流動性に全く問題がないことが内外の市場に明確に示

した取引において過去最大の割引率となりました。

され、インドネシアが他の資金源から融資を得るために役立ちました。

囲み 1.3

投融資改革

世銀の投融資モデルを改善し、借入国のニーズや世界環境の変化に対

• 投融資オプションの統合・合理化。具体的には、迅速な対応や緊急プ

応したものとするための重要な取り組みが進められています。投融資

ロジェクトのための各種手段、リスクの種類別のメニュー、成果

改革では、結果重視をさらに明確化し、リスクをより効果的に管理す
ることを目指しています。資金提供の事前の準備および実行に関係し
た問題、ならびにこの改革を支援するための政策枠組みとそれに関係
する制度やシステムの問題が取り上げられます。
改革は、次の 5 大目標に沿って進められます。

• プロジェクトおよびその実行要件を評価するためのリスクベースのモ
デルを高度化することにより、リスク管理を改善すること。
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ベースの融資をよりよく支援する各種手段の改善。

• 監督および実行の支援を強化すること。
• 投融資の指針となる政策の枠組みの見直しを行うこと。
• インセンティブの見直し、説明責任の問題への取り組み、チームへ
の IT の 利 用 な ど に 関 す る 研 修 や 支 援 を 提 供 す る こ と 等 に よ り、
改革を可能にする環境を培うこと（http://www.worldbank.org/
investmentlendingreform 参照）。

貿易の促進と金融・民間セクターの開発
貿易
世銀は、迅速な対応が特長の貿易促進ファシリティを立ち上げました。
これは、借入国が貿易コストを削減し、国境を越える財・サービスの移
動を迅速、安価、かつ予想通りに行う能力を強化すると共に、インフ
ラ、制度、政策、規制の近代化によって貿易促進システムに即時に直接
的改善をもたらす活動への融資を意図したものです。貿易コストの削
世銀は 2009 年度、危機的状況にある金融シス

減は、借入国がこの経済危機の中にあっても、経済発展および貧困削

危機への備えと分析

減の目標を実現するための重大な機会をもたらします。

テムの主要な特徴や行動を再現するための、各国によるシミュレー

14 の途上国で輸出業者、輸入業者、貿易金融を手がける地元銀行を

ション実施を支援しました。このプロセスは、当局に対し、潜在的危機

対象とした調査の結果、貿易金融のコストが著しく増加し、輸出金融

を適切に管理し対応を迅速化するための態勢を整えさせることを意図

の供給が減少していることが明らかになりました。世銀は、IFC の世

したものです。これに加え、貧困層支援協議グループ（CGAP）が、全

界貿易金融プログラム（GTFP）および世界貿易流動性プログラム

世界でのマイクロファイナンスの実績を追跡した一連の分析を発表し

（GTLP）を通じて、貿易金融関係のコンポーネント 40 億ドルを含む

ました。また、責任ある融資のためのキャンペーンの一環として、

業務プログラムを実施しています。官民のパートナーと共に、GTLP

CGAP は投資家がクライアント保護原則を実施に移すのを支援しま

により 3 年間で最大 500 億ドルの短期貿易金融の拠出が予想されてい

した（http://www.cgap.org 参照）。

ます（http://www.worldbank.org/trade 参照）。
金融セクター改革

金融・民間セクター開発

世銀は、2009 年度に数多くの国の政府に対し、規

制改革の策定に関して助言を提供しました。低所得国および中所得国

金融・民間セクター開発に関する世銀の 2009 年度の活動では、金融

を対象に IMF と共同で実施した金融セクター評価プログラム（FSAP）

危機への対応管理、金融安定性の維持、金融アクセス、とりわけ零細・

は、金融システムの脆弱性と開発課題を理解するための主たる診断手

中小企業や貧困層の金融アクセスの確保、経済回復と成長のための条

段として、引き続き重要な役割を果たすでしょう。世銀は過去 10 年間

件づくりといった分野における各国政府への支援に重点が置かれまし

に 120 か国以上で FSAP および FSAP アップデートに関わり、金融セ

た。これは、危機への備え、金融セクター改革、投資環境改革という 3

クター改革の分析基盤づくりや最近の危機関係の対政府融資の一部に

つのメカニズムを通じて行われました。

貢献しています。

囲み 1.4

アクラ後の援助効果向上

2008 年 9 月にガーナで開催された第 3 回援助効果に係るアクラ・ハ
イレベル・フォーラムで採択されたアクラ行動計画（AAA）は、パリ宣
言の実行においてこれまでに達成された歩みを踏まえたものです。

AAA での誓約を果たすためには歩みをさらに加速させる必要があり
ます。

AAA に基づき、世銀は援助効果に係る行動計画を 2009 年 3 月に策

AAA は、途上国の声を反映して、協調よりもさらに先に進んで、借入

定しました。重点課題は、借入国のオーナーシップの拡大と国別シス

国のオーナーシップの強化と包括的パートナーシップづくり、成果に

テムの活用促進、すべての開発パートナーの効果的な関与（特に新し

対する相互の説明責任の重視、すべての開発パートナーの具体的行動

いドナーの関与や脆弱国家への関与）、開発成果や援助の予測可能性に

の見極めに着目しています。

ついての管理の改善です。

途上国もドナーも、パリ宣言および AAA で誓約された援助効果向上

援助効果向上に関する国際的関与の一環として、世銀は現在、開発援

に関して成果を出しています。2008 年のモニタリング調査では、途上

助委員会の援助効果作業部会およびその執行委員会で共同副委員長を

国では国家開発戦略とそれを監視する堅実な成果枠組みの策定でいく

務めています。世銀は、2011 年に韓国で開催予定の第 4 回援助効果に

らかの改善が見られ、ドナーの支援もそうした戦略に沿ったものにな

係るアクラ・ハイレベル・フォーラムの議題決定で中心的な役割を果た

りつつあるとされています。しかし、多くの分野で、途上国もドナーも

すこととなるこの作業部会に対し、重要な技術情報も提供しています。
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世銀は、50 か国以上で基本的な決済サービスの安定性強化とアクセ
ス促進を支援しています。IFC と共同して 50 か国以上で信用調査局
の展開を促進しており、これまでに、約 190 億ドルの融資を支援して
いる 13 の信用調査局の設立もしくは改善を助けたほか、9 か国では担
保付取引および担保登録のプロジェクトに取り組んでいます。そうし
たプロジェクトのひとつが中国では 2009 年 6 月に完了し、売掛債権
を用いた 3500 億ドル以上の資金調達を支援しました。
世 銀 の 世 界 送 金 価 格 デ ー タ ベ ー ス（http://remittanceprices.

worldbank.org）には、134 組の二国間での送金にかかる費用の詳

マルチドナーの外国投資助言サービス（FIAS）は 2009 年度、約 40

細情報が掲載されています。これらのデータは送金市場の透明性の向

か国で測定可能な投資環境改善の改革支援に主眼を置き、アフリカ、

上を意図したものであり、適切な消費者保護と共に、送金市場の競争

IDA 適格国、紛争経験国など戦略的重点地域での活動を拡大しまし

力と安全性を促進し、コスト削減の重要な要因となっています。

た。また、世界金融危機を受けて、ビジネス改革の活動を拡大し、融資
と担保の枠組み、貿易ロジスティクスを確立し、事業税の簡素化を実

世銀は、活発で競争力のある民間セクターの促進を目

現しました。また、債務超過や企業再建のための法的・制度的枠組み

的として、ビジネス環境を向上させるための途上国政府による改革を

の改善で借入国を支援するための新たな破産関連商品の開発も開始し

支援しています。この活動では、取引規制を効率化し、起業やフォーマ

ました（http://www.fias.net 参照）。

投資環境改革

ル・セクターでの雇用機会増大に重点が置かれています。世銀と IFC
が毎年発行する「Doing Business（ビジネス環境の現状）」
（http://

www.doingbusiness.org）では、過去 5 年間に 158 か国で約 1,000
件のそうした改革を追跡しています。たとえば、メキシコでの事業立ち

世銀の知識基盤の転換と展開

上げに関する改革は、フォーマル・セクターの雇用を 3％近く上昇させ

知識は、効果的な開発のための鍵であり、開発機関の成功を推進しま

ました。今年から新たに始められたオンラインのジェンダー法ライブ

す。世銀は、120 か国の拠点に広がる世界的ネットワーク、パート

ラリー（www.doingbusiness.org/gender）では、181 か国におけ

ナーとの長きにわたる緊密な関係、世界や国家の政策問題についての

る女性の経済的地位に影響する法律や規制を追跡しています。この

深い理解、圧倒的な量の開発データや専門知識の蓄積、健全なバラン

データベースは、法律の比較分析を容易にし、女性の本格的な経済参加

スシート、意欲的で起業家精神にあふれた人材を活用することができ

を促進する改革に寄与しています。

ます。

囲み 1.5

アラブ世界イニシアティブを通じた開発と機会の促進

アラブ世界イニシアティブ（AWI）は、パートナーシップの強化、成果

ける女性雇用の障壁に関する評価を試験的に実施し、食糧価格高騰に

を上げている地域イニシアティブの拡大、影響力の大きな新規の地域

より深刻な打撃を受けた国々に対する支援を拡大し、イラク、レバノ

別・国別イニシアティブの試験的実施を通じて、アラブ世界における

ン、モーリタニア、スーダン、ヨルダン川西岸・ガザ地区など脆弱な紛

開発と機会を促進することを目指しています。
国家当局やその他の関係者との広範な協議を経て、AWI は 2009 年
度、数件の新規プログラムを支援し、いくつかの既存プログラムを拡
大しました。具体的には、教育実績についての総合指標の開発、ヨルダ
ンを本拠とする「学習および教育リーダーのための地域アカデミー」立
ち上げのための技術協力の提供、アラブ世界におけるエネルギー統合
の評価の開始、エジプト・アラブ共和国、ヨルダン、チュニジアにおけ

争経験国におけるコミュニティ・プロジェクトへの支援を拡大しまし
た。AWI はさらに、持続可能な資源管理に関する知識交換やアラブの
リーダーシップ強化の場として、アラブ水アカデミーに対する支援も
提供しました。

AWI の下で、IFC と多数国間投資保証機関（MIGA）は住宅ローン、
学生ローン、投資保証の活動規模を拡大し、世界銀行研究所は企業の

る港湾、空港、ロジスティクスへの投資支援、イラク、ヨルダン、レバノ

社会的責任プログラムに着手し、世銀の開発経済担当副総裁室は地域

ン、シリア・アラブ共和国、ヨルダン川西岸・ガザ地区における国境を

研究能力開発プログラムに着手し、財務局は準備金管理のキャパシ

越えた往来の円滑化やインフラの評価などです。また、ヨルダンにお

ティ・ビルディングを拡大しました。
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世界金融危機が起こり、これまでの一般通念が疑問視されるように
なったことで、今後、世銀の知識サービスに対する需要が高まると思

GET は、2009 年 2 月の設置以来、広範な活動を提供してきました。
例えば、災害リスク管理に関する GET は、40 年来の最悪の洪水に見

われ、世銀の知識基盤強化の必要性が浮き彫りになっています。

舞われたナミビアに対する援助を動員するための予備調査を実施しま

最近設立された知識戦略グループは、今後の広範囲にわたる一連の

した。官民パートナーシップに関する GET は、インドネシア、メキシ

行動の指針となる共通のビジョンを構築しています。知識アジェンダ

コ、タイで、インフラ資金調達評価を実施しました。保健システムに関

を活性化するには、世銀のあり方を深く変革する必要があります。そ

する GET は、世界エイズ・結核・マラリア対策基金（GFATM）、GAVI

のためには、以下のような組織を生み出すための継続的かつ包括的な

アライアンス、世界保健機関（WHO）が参加するハイレベルの保健シ

再生プログラムへの取り組みが求められています。

ステム強化会議を主催・主導しました。

• 世界的に卓越した開発効果を中心目標として重視し、インセンティ
ブや文化もそうした目標に沿ったものとする。

その他の活動としては、科学・技術・イノベーションに関する GET
が、ガーナおよびルワンダ政府と密に協力してそれぞれの国別戦略で

• クライアントを重視する。

科学技術プログラムの開発に取り組んでいます。ガーナでは、公共セ

• 世銀内外の多彩な専門家ネットワークと深いつながりを持つ機動力

クター業務に関する GET が、公共セクター賃金改革に関する国家チー

の高い技術・管理職員を擁し、世界中で迅速な対応が可能である。

ムを支援するために診断を行いました。

• 成果を重視する。
• 開発政策や問題に関する率直な議論を重視する。
世界的な専門家の展開

2009 年度、世銀グループは、気候変動への適応、災害リスク管理、金

気候変動
気候変動は、最貧困層や最貧困国に最も深刻な影響を与え、数十年間

融危機、脆弱性および紛争状況、成長、保険システム、官民パートナー

にわたる開発の成果を台無しにし、いくつかの MDGs に向けた歩み

シップ、公共セクター・パフォーマンス、社会的セーフティネット、科

を滞らせる可能性もあります。この問題が特に重大なのは、金融危機

学・技術・イノベーションなど、戦略的重点分野に関する 10 の国際専

によって気候変動への取り組みの勢いが損なわれているためです。

門家チーム（GET）を設置しました。これらチームは、借入国に迅速最

借入国が気候変動対策を自国の開発計画に盛り込むための支援が極

高品質のサービスを提供し、最高の世界的専門家（世銀の内外から）を

めて重要であるとの認識と、この問題に関する 10 年以上にわたる経

動員・展開し、それぞれの分野内での知識の獲得、共有、利用を向上さ

験に基づき、世銀は 2009 年度、気候変動対策を世銀のプロジェクトや

せることを主な目的としています。GET は、当該テーマに関する専門

プログラムの本格的な統合を目指しました。これに先立ち、2008 年年

家を世銀中から集めるためのかけがえのない機会を提供するもので

次総会で開発委員会の支持した世銀グループの「気候変動と開発に関

す。このようなメカニズムは他にありません。

する戦略的枠組み」が承認されています。

自然災害に対する金融ソリューション
世銀は 2009 年度、借入国に対して壊滅的な気象災害への効率的な対応の計画を支
手となったのが、アフリカの内陸国で干ばつの重大なリスクにさらされているマラ

した。2009 年度には、新たに設けられた災害リスク繰延引出オプション（CAT
DDO）付き開発政策融資も初めて利用されました。6500 万ドルの融資に対する理
事会承認が下り、コスタリカが自然災害に対する IBRD の機動的融資 CAT DDO

ウィで、IBRD の支援を得て、気象関係のリスクへのエクスポージャーを分散しま

の恩恵を受けた最初の国となりました。

援するための金融ソリューションを提供する活動で一歩前進しました。その一番
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この枠組みに基づき、世銀は、借入国主導の開発プロセスにおける

る低炭素技術の実証、配備、移行のための融資拡大の促進を目的とし

気候変動対策の支援、新たな譲許的融資や革新的融資の動員、市場

たクリーン・テクノロジー基金に配分されました。クリーン・テクノ

ベースの融資メカニズム構築の促進、民間セクター資源の活用、新技

ロジー基金は、革新的な再生可能エネルギーや、炭素強度を低下させ

術の加速度的な開発と展開の支援、政策研究、知識、キャパシティ・ビ

る効率的な技術、運輸セクターにおける効率化やモーダルシフト、温

ルディングの活動を強化していきます。

室効果ガス排出量の大幅削減が可能な建物、工業、農業、その他の分野

新たな譲許的融資や革新的融資を動員する必要性を受け、世銀理事

におけるエネルギー効率化などに対して融資を行います。2009 年 5

会は 2008 年 7 月に気候投資基金（CIF）の設置を承認しました。他の

月、トルコが初めてこの基金からの直接的な支援として、再生可能エ

多国間開発金融機関との緊密な協力の下で設置された CIF は、国別の

ネルギーおよびエネルギー効率化の大規模なプログラムに対する融資

温室効果ガス排出量について、2012 年以降の国際的な体制が確立さ

を受けました。その他の国々も詳細な融資申請を提出しています。

れるまでの暫定措置として形成されています。

もうひとつの基金、戦略気候基金は、特定の気候変動課題をター

CIF では、途上国に対する気候変動関連支援を拡大し、開発コミュ

ゲットとした新たなアプローチの試行や活動拡大のための資金を提供

ニティにおける気候変動に関する知識基盤の強化を図ります。また、

します。気候変動への耐性力強化のための国家開発計画を支援するた

CIF により、多国間開発金融機関や途上国は、気候変動に強い経済や
低炭素の開発への移行に役立つ投資を実施することができます。CIF

めに、気候対策パイロット・プログラムが設置されました。また、途上

の最も革新的な特長のひとつは、意思決定を下す委員会に参加してい

する政策や施策に対して触媒作用を及ぼすため、森林投資プログラム

る潜在的な借入国とドナー国が同数であることです。

が策定されました。

気候変動対策への投資によるデモンストレーション効果の重要性を

国において森林の減少や劣化を削減し、森林の持続可能な管理を促進

2009 年度前半、世銀は、効率的な適応政策を実施するために必要

認識し、ドナー国は、CIF への 61 億ドル以上の拠出を誓約しました。

となる資金水準を見極めるために、適応の経済性に関する包括的な分

この資金の大半は、温室効果ガス排出量を大幅に削減する潜在性のあ

析に着手しました。また、気候変動対策をどのように国家開発計画に
盛り込むべきかに関する知識の共有を図るため、6 か国（ブラジル、
中国、インド、インドネシア、メキシコ、南アフリカ）における低炭素
成 長 戦 略 の 研 究 も 開 始 し ま し た（http://www.worldbank.org/

climatechange 参照）。
気候変動に関して計画されていた一連の評価の一環として、IEG は
最近、エネルギー・セクターにおいて双方に利益となる重要な政策と
して、開発の前進と温室効果ガス排出量の削減を組み合わせた政策に
関する世銀の経験に着目しています。最終利用者のエネルギー効率化
を促進するような、ターゲットを絞った社会的セーフティネットおよ
び政策にエネルギー関係の助成金を移行するべきであると提言してい
ます。どちらも、2008 年の燃料価格高騰や現在の経済・金融危機を受
け、これまで以上に重要性が高まっています。

インフラ整備
過去 10 年間にわたってインフラ分野では極めて大きな前進が見られ
たにもかかわらず、依然として世界中で 25 億人は下水設備がなく、16
億人は電気がなく、10 億人は舗装道路への容易なアクセスがなく、9
億人近くは安全でない水を使用せざるを得ない状況にあります。借入
国がこうした状況を解消できるよう、世銀は 2009 年度、インフラ投資
を 50％増の 172 億ドルまで引き上げました。
さらに、世銀は「持続可能なインフラ行動計画」によりインフラ整備
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へのアプローチを刷新しました。この行動計画は、環境の持続可能性

食糧危機に対応するため、12 億ドルの緊急融資制度である世界食糧

や社会的弱者の取り込みの土台ともなる近代的で費用効果の高いイン

危機対応プログラムが 2008 年 5 月に世銀によって設置されました。

フラ・サービスへの投資の拡大を導くロードマップとなっています。

高い需要に応えるため、世銀は 2009 年 4 月に融資枠を 20 億ドルに引

重点分野として、以下の 3 つがあります。

き上げました。この制度の設置以来、33 か国で合計 12 億ドル近くの

• 気候変動の緩和・適応のための活動におけるインフラの役割、イン

プロジェクトが承認され、31 か国で 7 億 8020 万ドルの融資が実行さ

フラ・サービス提供における官民パートナーシップの役割、農村と

れています。世銀によるこうした継続的な対応は、国連の食糧安全保

都市の統合と開発に対するインフラ支援提供のための新たな方法な

障に関するハイレベル会合との連携で進められています。

ど、いくつものセクターにまたがる複雑な問題に対して、より焦点

「World Development Report 2008: Agriculture for
Development（世界開発報告 2008：開発のための農業）」を発表し

を絞ったアプローチを策定する。

• 成果の監視および持続可能なインフラ介入の評価を改善する。
（経済／財務面、環境面、社会面の持続可能
•「トリプルボトムライン」

た世銀グループは、食糧危機が起きたことを受け、農業セクターおよ

性）に重点を置くことにより、持続可能性をインフラ介入の中心に

〜 08 年度の基準平均支援額の年間 41 億ドルから 2010 〜 12 年度に

び農業関連セクターに対する（IDA、IBRD、IFC からの）支援を 2006

位置づける。

は年間 62 〜 83 億ドルに引き上げることを計画しています。世銀の支

過去の金融危機で得られた教訓では、インフラ投資を維持・拡大す

援は、農業生産性の向上、生産者と市場の結びつきとバリューチェー

る必要性が指摘されています。世銀の脆弱国基金の一部として設置さ

ンの強化、リスクと脆弱性の低下、農業への参入および撤退と農村部

れたインフラ復興（INFRA）プラットフォームは、IFC が新たに設けた

の非農業所得の促進、環境面の持続可能性およびサービスの強化の 5

インフラ危機ファシリティと並行して、途上国が世界的な景気後退の

つを重点分野に掲げています。これに加えて、世銀は、飢餓や貧困を削

中でインフラ投資を維持・拡大していくことを可能にする一連の技術

減し、人間のための栄養や健康を改善し、環境を保護するために最先

協力と財政援助を提供します。INFRA は、インフラ投資を「グリーン・

端の科学を結集する国際農業研究協議グループ（CGIAR）への支援を

アジェンダ」の推進に利用したいとする政府に対し、再生可能エネル

続けていきます。

ギー、大量輸送システム、上下水道といった分野への融資を行います。
こうしたインフラ投資は 2009 〜 11 年度に年間 150 億ドルに達す
ると予想され、現場での民間セクターの活動を強化・支援し、景気後退
期にあっても雇用を創出します。このプラットフォームは長期にわ

人間への投資

た っ て 堅 固 で 持 続 可 能 な 成 長 の 基 礎 も 築 き ま す（http://www.

世界経済危機の結果、低所得国および中所得国での数十年間にわたる

worldbank.org/infrastructure 参照）。

人間開発の成果が損なわれる危険にさらされています。そのため、教
育、保健、HIV／エイズ、社会的保護と労働に重点を置いている人間開
発ネットワーク（HDN）は、世銀借入国が経済危機による最悪の影響

食糧および農業の支援

を切り抜けるのを支援するため、過去最大の融資と知識サービスを動
員しました。HDN の提言は、2009 年 4 月に発表された政策報告書

食糧価格の大幅な変動と金融危機の影響が重なって、食糧不安がさら

「Averting a Human Crisis during the Global Downturn:

に高まり、最貧困層がさらに厳しい状況に直面することになる恐れが
あります。国連食糧農業機関（FAO）による最新の推定によると、世界

Policy Options from the World Bank s Human Development
Network（世 界 的 景 気 後 退 の 中 で の 人 道 危 機 の 回 避：世 界 銀 行 の

中で 10 億人以上の人々が栄養不良に陥っています。

人間開発ネットワークからの政策オプション）」に示されています

世界的危機の沈静化と進行中プロジェクトの拡大に向けた革新的イニシアティブ
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（ http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/

中等教育が急速に拡大しています（http://www.worldbank.org/

AvertingTheHumanCrisis.pdf 参照）。

education 参照）。

教育

保健・栄養・人口

世銀は過去 1 年間に教育セクターへの支出をほぼ倍増させ、2008 年
度の 19 億ドルから 2009 年度は 34 億ドルとしました。教育セクター

2009 年度の保健・栄養・人口（HNP）分野への融資承認額は、前年比
の 3 倍の 29 億ドル（過去最高）を記録しました。こうした資金は、低所

への 94 億ドルの融資で 89 か国 152 件のプロジェクトが支援され、そ

得国で保健システムの強化により保健分野の成果を高め、伝染病の効

の半分以上は IDA を通じて譲許的条件で提供されています。

果的な予防・治療を促進し、幼児と妊産婦の健康、衛生状態を改善する

2009 年度の教育セクターへの新規融資額が最も多かったのは、合
計 9 億 4100 万ドルを受け取った東アジア地域であり、それに次いで
アフリカ地域が 7 億 2000 万ドル、ラテンアメリカ地域が 7 億 1100 万
ドル、南アジア地域が 6 億 4800 万ドル、ヨーロッパ・中央アジア地域
が 3 億 5700 万ドル、中東・北アフリカ地域が 6800 万ドルでした。

ために利用されます。

HNP は 2009 年度、2007 年 5 月に承認された世銀の HNP 成果の
ための戦略「健全な開発」の実施状況に関する進捗報告書を理事会に

ほとんどすべての教育プロジェクトが教育の質の向上に重点を置

提出しました。この進捗報告書では、IEG が先般実施した 1997 〜
2007 年の HNP セクターに関する評価を考慮に入れた上で、貧困層を
対象とする HNP 成果の達成に向けた世銀グループの取り組み、すな

き、新規プロジェクトの 90 ％近くが教員訓練のための支援を、3 分

わち健康の増進と財政的保護、ならびにそのための手段としての保健

の 2 が教材の改良もしくは使用拡大のコンポーネントを含んでいま

システムの強化について論じています。

した。全プロジェクトのうち約半数は中等教育の拡大に関するもの

HNP 支援に関する IEG の先般の評価によると、世銀グループは、政
策助言および分析活動に加えて、1997 年以降に国別プロジェクト融
資で 170 億ドル、民間の保健・薬剤投資で 8 億 7300 万ドルを提供し

で、多くの国では初等教育の就学率と修了率が上昇したのを受けて、

ています。保健および栄養に関する主要な成果はすべての開発途上地
域で向上していますが、進捗の程度は国によってばらつきがあります。

HNP セクターに関する 3 月の理事会への最新報告には、エチオピ
ア、マリ、モザンビーク、ネパールに上級プログラム実施専門家が配属
されており、2011 年までにアフリカでさらに 9 か国に専門家が配属
される計画であることが述べられています。世銀は、アフリカ地域に
おける保健システムの中枢をダカールとナイロビに設置し、この両拠
点から、保健融資、ガバナンス、サービス提供、サプライチェーン、医
薬品に関する国家の政策立案者への専門的な助言や、保健のための人
的資源が提供されます。

HIV／エイズ
各国の HIV 予防・治療・緩和における重大な資金不足を解消するため
の支援として、世銀は 2009 年度に既存プロジェクトに対して承認済
みの 2 億 9000 万ドルの融資を実行し、3 億 2584 万ドルの新規融資を
承認しました。

2009 年度には、HIV に関するいくつかの重要な分析活動も完了し
ま し た。経 済 危 機 の 影 響 に 関 し て 71 か 国 を 対 象 と し た 緊 急 調 査
（UNAIDS との共同調査）が、治療・予防プログラムの混乱防止を目的
としたドナーによる活動の一部として行われました。南アジアを対象
に新たに行われた分析では、罹患率が低い地域における福祉と HIV の
財政コストについて重要な洞察が得られました。また、入手可能なす
べてのデータの合成による分析（UNAIDS との共同分析）により、ケ
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ニア、レソト、スワジランド、ウガンダ、ザンビア、ならびに西アフリ

銀の調査に基づき、各国で社会的セーフティネット・プログラムが必要

カの 14 か国における感染パターンや大流行の主な要因について新た

とされる理由、個々の国のニーズに最も適したプログラムの種類、そし

な洞察が得られました（http://www.worldbank.org/aids 参照）。

て最大限の効果を得るにはそうしたプログラムをどのように策定すべ

パンデミック対策

きかを示しています（http://www.worldbank.org/sp 参照）。

世銀は、鳥インフルエンザおよびヒト・インフルエンザに対する抑制
戦略およびパンデミック対策計画の展開で世界中の国々を積極的に支

ジェンダー

援しています。世銀の「鳥インフルエンザの抑制およびヒト・パンデ

世銀のジェンダー行動計画「賢明な経済としてのジェンダーの平等」

ミック準備と対応のための世界プログラム」には IBRD および IDA か

の実施に向けて、目覚ましい進歩が見られました。2009 年度末まで

ら最大 10 億ドルの資金枠があり、鳥インフルエンザ／ヒト・インフル

に、この計画を通じて 70 か国を超える国々で 150 件以上の活動に資

エンザ信託基金制度は 1 億 2500 万ドルの拠出を誓約しています。こ

金が提供されました。こうした活動は、土地、労働、融資、商品市場へ

うしたプロジェクトでは、世界、地域、国内のパートナーとの緊密な協

の女性のアクセスを拡大させることによって、女性の経済進出を助け

力下で、動物およびヒトを対象とする保健システム、疾病監視、そして

るための投資を促進するものです。

各国の獣医サービスの強化に主眼が置かれています。

世銀の推定によると、世界経済危機は 33 の途上国で貧しい女性や
女児に深刻な脅威を及ぼしていることから、世銀職員は世界経済危機

社会的保護と労働

の中でのジェンダー問題に特に注意を払っています。今回の危機で女

2009 〜 2011 年度の社会的セーフティネット関連プロジェクトへの

性は特に弱い立場にある一方、女性は変革者ともなる可能性がありま

世銀の投資は、過去 3 年間の支出の 3 倍以上に相当する 45 億ドルに増

す。そのため、2009 年度のジェンダー行動計画の残りの資金の大半で

加すると予想されています。この融資では、迅速なセーフティネット

ある約 300 万ドルが、脆弱層支援ファシリティを通じて実施される世

対応プログラムと条件付現金給付が組み合わされています。

銀の緊急対応で女性や女児による参加が支援されるよう留保されてい

世 銀 は、2009 年 初 め に HDN-PREM 共 同 報 告 書「How Should

ます。

Labor Market Policy Respond to the Financial Crisis?（金融危

2009 年度、世銀理事会はジェンダー問題に効果的に取り組む様々な

機に労働市場政策はいかに対応すべきか）」を発表し、その中で世界危

プロジェクトを承認しました。メキシコにおける貯蓄・農村金融プログ

機が労働市場にもたらす影響に対して中所得国および低所得国がどの

ラムへの追加融資の 5000 万ドル、バングラデシュで危機的状況にある

ように対応するのが最善であるかを指摘しました。この報告書は、中

障害者および子供のためのプログラムへの 3500 万ドル、アフガニスタ

所得国が積極的な労働市場および失業者に対する所得支援プログラム

ンで農村部の貧困層のための保健活動強化を目的としたプログラムへ

の拡大を考えるべきであると勧告しています。また低所得国について

の 3000 万ドルなどです。世銀は、青年期の女性のためのイニシアティ

は、公共事業を拡大し、マイクロクレジット制度に着目するよう提言

も立ち上げ、2 つの重要な刊行物、
「Girls Education
ブ（囲み 1.6 参照）
in the 21st Century: Gender Equality, Empowerment, and
Economic Growth（21 世紀の女子教育：ジェンダーの平等、エンパ
ワーメント、経 済 成 長 ）」と「Equality for Women: Where Do We
Stand on Millennium Development Goal 3?（女性にとっての平
等：ミレ ニ ア ム 開 発目標 3 の 現 状 ）」を 発 表しまし た（http://www.
worldbank.org/gender 参照）。

しています。
世 界 危 機 が 始 ま っ て 以 来、社 会 的 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト に 対 す る 関
心 が 急 速 に 高 ま っ て い る こ と か ら、HDN は、
「For Protection and

Promotion: The Design and Implementation of Effective
Safety Nets（保護と促進のために：効果的なセーフティネットの策定
と実施）」を 2008 年末に発表しました。同書は、100 か国以上での世
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ラ、社会サービスなど、すべてのセクターが対象となっています。世銀
は、アフガニスタンをはじめとする国々でマルチドナー信託基金を管
理し、ドナー調整でも引き続き重要な役割を果たしています。

IDA 第 15 次増資により、世銀は脆弱な紛争経験国にさらなる財政
支援を提供することができるようになりました。IDA による支援に加
え、世銀の国家・平和構築基金が、滞納国、あるいは IDA の通常の融資
や贈与プロジェクトでは資金調達が容易でない小規模かつ緊急の活動
に対する融資を提供しています。2008 年 4 月に設立された国家・平和
構築基金は、2009 年度に世銀から初めての年間拠出金として 3330
万ドル、その他のドナーから 1730 万ドルを受け取り、コロンビア、
コートジボワール、グルジア、ギニアビサウ、ハイチ、タイに対して約

脆弱な紛争経験国への関与の向上

2690 万ドルの贈与を承認しました。
脆弱な紛争経験国に対する援助介入を成功させるには、協調した取

脆弱な紛争経験国には 10 億人が暮らしています。こうした国々の貧

り組みが必要不可欠です。2008 年 10 月に締結された「危機下および

困率は、低所得国全体の 22％に対し、平均 54％に上っています。脆弱

危機後における国際連合と世界銀行のパートナーシップ枠組み」は、

な制度と戦争による影響が特徴のこうした国々は、開発の成果が長き

国連と世銀が共同でより効果的な取り組みをするための基盤となって

にわたって達成できないでいます。

います。こうした協定の結果として、2009 年度、世銀はグルジア、ハ

こうした国々では行動しても失敗するリスクが高いですが、行動を

イチ、ヨルダン川西岸・ガザ地区、イエメン共和国における災害や紛争

起こさないことによるリスクはそれ以上に高いと言えます。世界全体

による損害を評価するために、国連や欧州委員会などのパートナーと

における紛争コストは年間約 1000 億ドルと推定されています。紛争

のこれまで以上に緊密な協力を開始しました。

によって人命が失われ、人々が傷つくなど人々の苦しみに加え、紛争

2009 年度、世銀は、紛争終了後や自然災害後の迅速な融資提供を可

は資産や制度も破壊します。復旧や再建には何年も必要ですが、そう

能にし、脆弱な紛争経験国にある世銀事務所の職員を増員するため

した努力が必ずしも実を結ぶわけではなく、紛争後の国の 40 ％は 10

に、業務および人的資源に関する方針を修正しました。

年以内に再び紛争状態に戻っています。
貧困の削減を達成した国々を見ると、開発の成否は、安全保障、法の
支配、その他の公共財など中核的なサービスを提供できるほど国が有
能かどうかにかかっていることが分かります。紛争が終結したばかり

中所得国への支援の強化

の国では、多くの場合、有効に機能する政府を構築するための支援が

中所得国には、世界の貧困層の 70％近くが住んでいます。こうした中

必要とされています。そうした支援は総合的なものである必要があ

所得国のほとんどは、インフラ、保健、教育、そして投資環境の改善に

り、安全保障と外交・開発支援の統合が求められます。

不可欠な政策・制度改革への投資に必要な資金の調達で制約に直面し

2009 年度も世銀は引き続き数多くの紛争経験国で国づくりのため

ています。外国市場での借入れやリスク管理手段の利用が可能な国も

の支援を提供しました。この支援は、行政、コミュニティ開発、インフ

ありますが、投資適格の格付を得ている中所得国はごくわずかである

囲み 1.6

青年期の女性のためのイニシアティブ

世銀が借入国政府およびナイキ財団など民間セクターのパートナーと

用維持に対する奨励策を提供しています。

連携して 2008 年 10 月に開始した青年期の女性のためのイニシア
ティブは、16 歳から 24 歳の女性を対象に、そうした女性が教育を修了

このプログラムの最初の試行は、リベリアで 2009 年半ばから開始

し、市場の需要に合った技能を身につけ、指導者や就職先を見つける

されました。アフガニスタン、ネパール、ルワンダ、南部スーダンでも

ための支援をすることにより、学校から生産的雇用への移行を円滑に

同様のプロジェクト活動の準備が進められており、各国はそれぞれ

進めることを目指しています。雇用主にも、若い女性の採用、訓練、雇

300 万ドルから 500 万ドルが提供される予定です。
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ため、償還期間が短く金利が高い場合が多くなっています。
世界危機はこうした国々に大きな打撃を与えています。世界的な景
気後退の広がりに伴った貿易、一次産品価格、観光業、送金、投資の減
退が成長率の急落や失業率の上昇をもたらし、中所得国では堅調な成
長が失速し、貧困削減への取り組みにも悪影響が生じています。中所
得国は、資本市場へのアクセスが制限され、スプレッドが大幅に拡大
するなど、金融市場でも厳しい状況に直面しています。世銀は、分析活
動と融資を通じてこうした事態に精力的に対応しており、危機対応に
おいても予防的措置においても資本市場へのアクセス、社会的セーフ
ティネット、持続的なインフラ支出に重点的に取り組んでいます。

ガバナンスと腐敗防止の主流化

中所得国に対する IBRD 貸出は 2009 年度に約 3 倍の 329 億ドルに

世銀は 2009 年度、ガバナンスおよび腐敗防止の活動強化のための戦

達しました。具体的には、ラテンアメリカ・カリブ海地域に対する融資

略を前進させるべく、ガバナンスおよび腐敗防止を数多くの国別・セ

承認額が 138 億ドルへと大幅に増加したほか、カザフスタン南西部道

クター別のプロジェクトやプログラムに組み入れました（囲み 1.7 参

路改修プロジェクトへの 21 億 2500 万ドルの融資は、カザフスタンで

照）。ガバナンス・腐敗防止委員会が毎月会合を開き、世銀全体でのそ

最も貧しい地域の一部で切望されていた経済刺激をもたらすものと期

うした活動の実施を監視し、課題に取り組んでいます。

待されています。この融資は、カザフスタン政府の国際交通路開発プロ

この委員会は、アルバニア、バングラデシュ、ホンジュラス、モンゴ

グラムの一環として、カザフスタンばかりでなくキルギス共和国、タジ

ル、ネパール、ザンビアなど十数か国で、開発効果に対するガバナンス

キスタン、ウズベキスタンにも恩恵をもたらすでしょう。IBRD の貸出

の制約の診断、ガバナンスや腐敗防止の問題に関する関係者との対

は 2009 〜 11 年度にかけても堅調の見込みです。

話、一連のプロジェクトへのガバナンスおよび腐敗防止の要素の統合

世銀は、従来型支援と革新的支援の両方に対する需要に応え、金融危
機への対応を越えて、中所得国への支援を大幅に拡大しています。開発

を通じて、ガバナンスおよび腐敗防止の主流化についてのグッド・プ
ラクティスを監視しています。

ソリューションをより効果的なものとするため、各国の状況に合わせた

各地域担当副総裁室もガバナンスおよび腐敗防止をリスク管理の枠

ものを提供すると共に、単純で容易に再現可能なプロジェクト、成功し

組みに組み入れており、国別調達システムなど重要分野での試験的実

たプロジェクトへの追加融資のメカニズム、緊急時や迅速対応の融資

施が開始されています。ガバナンスおよび腐敗防止の活動には、世銀

政策の見直しなど、融資面や融資以外の面でも一連の革新的な手法を

（2 年間で約 2700 万ドルの増額を承認）からも二国間パートナーから

導入しました。2008 年 4 月に世銀理事会の承認を受けた財務管理およ

も多額の追加融資が用意されています。オランダ、ノルウェー、英国国

びセーフガードの試験的実施のための国別システムが国家調達システ

際開発省が約 6500 万ドルを拠出したガバナンス・パートナーシッ

ムまで拡大されており、投融資手続きの見直しと合理化も進められて

プ・ファシリティにより、国別チームがガバナンスおよび腐敗防止の

い ま す（http://www.worldbank.org/middleincomecountries

活動を世銀プロジェクトに組み入れるための一連のイニシアティブに

参照）。

着手することが可能になっています。

囲み 1.7

腐敗防止イニシアティブ

世銀の組織公正局（INT）担当副総裁室は、世銀融資を受けたプロジェ

いくつもの地域やセクターに影響を与えられるようにしています。腐

クトで、職員関与の可能性も含め、不正・腐敗の申し立てを調査してい

敗防止プログラムの強化や不正対策パートナーへの働きかけにより、

ます。INT は、2001 年の設立以来、3300 件以上を扱ってきました。

抑止効果が促進されています。

INT による調査結果は世銀幹部に、また正当な理由がある場合は制裁
委員会に報告され、とるべき是正措置が決定されます。

2009 年度、INT は、ポール・ヴォルカー元 FRB 議長が委員長を務
める独立評価委員会のすべての提言を実行しました。INT に新設され

INT による調査の結果、これまでに 355 の企業や個人が世銀から排

た予防対策部門は、これまでに 68 の世銀プロジェクト・チームに腐

除処分を受けています。INT は、単一案件の調査を実施するほか、相互

敗リスクの軽減や対処に関する助言を行っています（http://www.

に関連のある申し立てをまとめて調査し、ひとつの多面的調査により

worldbank.org/integrity 参照）。

世界的危機の沈静化と進行中プロジェクトの拡大に向けた革新的イニシアティブ
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開発影響評価イニシアティブ

ることを目的とした複数国にまたがるテーマ別プログラムの一部とし

影響評価を行うことにより、開発プログラムが受益者の幸福にもたら

て実施されています。2009 年度、世銀は、農業分野での適応、地元の

す因果関係についての科学的に有効な推定を得ることができます。影

ガバナンスと説明責任、青年期の女性に関する多国間イニシアティブ

響評価は導入グループと対照グループとの比較により行われます。開

を新たに開始したほか、HIV／エイズのプログラムも大幅に拡大しま

発プログラムが借入国主導で実施される場合は、実施機関での意思決

した。教育における説明責任と質の向上、保健システムの有効化、マラ

定方法を本当の意味で転換することができます。

リア対策、農村インフラおよび上水道の整備、セーフティネットの強

世銀内では、開発影響評価イニシアティブ（DIME）が、制度開発に

化、若者および雇用に関する成果の向上、市街地の改善などの分野で

おける影響評価の役割強化を目指しています。DIME による評価には、

プログラムが進行中です。

関連政府機関や地元研究者も関与します。こうした関与はオーナー
シップの確保に役立つばかりでなく、実地訓練を通じて現地の能力も

DIME は、複数国にまたがる影響の証拠を系統的に検討していま
す。世銀の研究者は 2009 年、条件付現金給付に関する報告書を作成

育成します。

し、現在は教育サービスの提供に関する報告書を作成中です。

地域とネットワークの協力を通じて、世銀はこれまでに 139 件の影

2009 年度に新設された農業適応（AADAPT）プログラムでは、農業

響評価を完了しています。現在、52 か国で 221 件の影響評価を実施中

開発および気候変動への適応における根本的な方針転換の必要性への

です。こうした影響評価は、普遍的な重要性を持つ開発問題に取り組

取り組みを図っています。2009 年 4 月、12 か国からの代表団、世銀や

み、事実やグッド・プラクティスを共有する実務家コミュニティを創

その他の開発機関の業務職員、そして 6 つの国内・国際学術機関の研
究者が、AADAPT 支援前進の基礎としてそれぞれのプログラムの学
習戦略を策定しました。AADAPT は、世銀プロジェクトを学習ツール
として利用し、多国間の実践コミュニティの発達を促進することによ
り、農業および土地管理に関する力強く業務上有益な学習を生み出し
ていきます（http://www.worldbank.org/dime 参照）。

シビルソサエティ

2009 年度は世銀とシビルソサエティの関係がさらに緊密になりまし
た。食糧危機や金融危機に関して世銀幹部と主要な国際的シビルソサ
エティ組織（CSO）のリーダーの間で 4 回にわたって開催されたハイ
レベル円卓会議での広範囲にわたる政策対話は、危機に対処するため
の共同の取り組みを示す明確な証拠となりました。このことは、世銀
の年次総会や春季会合に参加する CSO、特にその幹部らの数が増加
していることにも現れています。

2009 年度にはまた、気候変動および情報開示に関する政策の検討
のため、世銀と様々な CSO の間での幅広い協議の取り組みが行われ
ました。国レベルでは、2009 年度に承認された世銀プロジェクトの
80％以上で、シビルソサエティが準備に参加しています。CSO は、本
格的な国別援助戦略の約 87 ％および本格的な貧困削減戦略の 100 ％
の準備に関与しており、その他の政策文書や戦略文書の作成にも関
わっています（http://www.worldbank.org/civilsociety 参照）。
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各地域での世銀の活動

2

世界銀行の地域区分、現地事務所、および融資適格国
現在、世界銀行は世界 120 か所近くに設立された現地事務所を通して活動を展開していま
す。借入国での事務所数を増やすことで、借入国に対する理解を深め、借入国との協力や連
携を効果的に行い、これまで以上に迅速にサービスを提供することができます。現在、国別
担当局長／マネジャーの 89％、職員の 37％が現地事務所で活躍しています。

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
2009 年度 新規融資承認額
2009 年度 新規融資承認額
億 2900
万ドル
IBRD：138 IBRD
：138
億 2900 万ドル
万ドル
IDA：2 億 200
IDA：
2 億 200 万ドル
プロジェクトのポー
トフォリオ：
260 億ドル260 億ドル
プロジェク
トのポートフォリオ：

IBRD融資のみの適格国
IBRD融資のみの適格国
IBRDとIDA 融資の適格国
とIDA 融資の適格国（ブレンド国）
IBRD（ブレンド国）
IDA 融資のみの適格国
IDA 融資のみの適格国
現在、融資が行われていない
IDA 融資適格国
現在、融資が行われていない
IDA 融資適格国
世銀の融資を受けていない国
世銀の融資を受けていない国
世銀現地事務所

世銀現地事務所

国別担当局長が駐在する現地事務所
国別担当局長が駐在する現地事務所
世銀地域区分の境界線
世銀地域区分の境界線
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中東・北アフリカ地域
中東・北アフリカ地域
新規融資承認額
2009 年度
年度 新規融資承認額
2009
ドル 万ドル
IBRD：IBRD
15 億：
5100
15 億万5100
ドル 万ドル
IDA：1 億
：1 億万
IDA7200
7200
プロジェク
トのポー
トフォリオ：
70 億ドル
プロジェク
トのポー
トフォリオ：
70 億ドル

ヨーロッパ・中央アジア地域
ヨーロッパ・中央アジア地域
年度 新規融資承認額
20092009
年度 新規融資承認額
億89
万ドル
IBRD：
89：
7800
億 7800
万ドル
IBRD
万ドル
IDA：IDA
3 億：8400
万ドル
3 億 8400
プロジェク
トのポー
トフォリオ：
ドル
210 億
プロジェク
トのポー
トフォリオ：
億ドル
210

東アジア・大洋州地域
東アジア・大洋州地域

年度年度
新規融資承認額
20092009
新規融資承認額
：69：億
万ドル
IBRDIBRD
億 500
万ドル
69500
億124700
万ドル
IDA：IDA
12：
億 4700
万ドル
プロジェク
トのポー
トフォリオ：
億ドル
260260
プロジェク
トのポー
トフォリオ：
億ドル

南アジア地域
南アジア地域
年度 新規融資承認額
2009 2009
年度 新規融資承認額
万ドル万ドル
IBRD：
12 億：8600
IBRD
12 億 8600
万ドル万ドル
IDA：41
IDA億：4800
41 億 4800
プロジェク
トのポー
トフォリオ：
ドル億ドル
260 億
プロジェク
トのポー
トフォリオ：
260
アフリカ地域
アフリカ地域
新規融資承認額
2009 年度
年度 新規融資承認額
2009
億 6200
ドル 万ドル
IBRD：3
：3 億万
IBRD
6200
a
億：
ドル 万ドルa
IDA：78IDA
8700
78 億万8700
プロジェク
トのポー
トフォリオ：
ドル 億ドル
290 億290
プロジェク
トのポー
トフォリオ：
ドル 万ドル
a. コートジボワールに対する
4550 万
a. コートジボワールに対する
4550
の HIPCの
グラン
グラントを含む。
HIPCトを含む。
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アフリカ地域
アンゴラ

チャド

エチオピア

ベナン

コモロ

ガボン

ボツワナ

コンゴ民主共和国

ガンビア

ブルキナファソ

コンゴ共和国

ガーナ

ブルンジ

コートジボワール

ギニア

カメルーン

赤道ギニア

ギニアビサウ

カーボヴェルデ

エリトリア

ケニア

中央アフリカ共和国

レソト

食糧危機、燃料危機、世界的経済危機

した。2009 年の予想成長率は 1.7% にすぎず、MDGs 達成に向けた

マクロ経済政策の改善、堅調な一次産品価格、そして援助、資本フロー

歩みが減速することとなるでしょう。これは、ガーナのように、2015

および国外からの送金の大幅な増加により、2000 年に 3.1% だった

年までに貧困を半減させるという目標に手が届きつつあった国々につ

アフリカの成長率は、2007 年には 6.1% へと上昇しました。この経済

いてさえ言えることです。

発展と共に、ガバナンスと説明責任も向上しました。この時期、アフリ
カ地域は、貧困削減とミレニアム開発目標（MDGs）の達成に向けて前

危機の影響の軽減

進を遂げました。域内では 1 日 1.25 ドル未満で暮らす人の割合が、

世銀グループは、アフリカ諸国が危機に対応するのを支援すべく、断

1996 年の 58% から、2009 年第 1 四半期には 50% へと減少しまし

固とした措置を講じてきています。具体的には、各国の危機対応計画

た。HIV／エイズの流行は沈静化し、初等教育への就学率は上昇し、そ

策定を支援していますし、改革の勢いを維持し、制度およびガバナン

の他の人間開発の分野でも進歩が見られました。

ス上の重要な課題への取り組みを引き続き進めるのを支援するため、

しかしながら、2007-08 年の食糧・燃料危機に続いて起こった世界

政策助言を行っています。これには、モザンビークやザンビアなど、資

的金融危機は、一次産品価格、観光収入、輸出、国外からの送金および

源が豊富な国におけるコモディティのバリューチェーン管理の改善を

民間資本フローの減少を通じて、アフリカ諸国に深刻な影響をもたら

目的とした、採掘産業透明性イニシアティブ・プラスプラス（EITI++）

しています。この危機により、これまで何年にもわたって積み重ねて

アプローチ等を通じた助言も含まれます。

きた進歩が帳消しになってしまいかねません。 金融危機以前は年間

アフリカ地域への貸付は 99 件のプロジェクトを対象とし、2009 年

約 200 億ドルだったアフリカ地域への送金は 4 〜 8% 下落し、特に、

度に 44.3% 増加して 82 億ドルとなりました。その内訳は、IBRD に

国外からの送金が通常、国内総生産（GDP）の 29% を占めるレソトな

よる貸出 3 億 6200 万ドル、IDA の融資承認額 79 億ドル（うち 20 億ド

どの国々に大きな打撃となっています。民間資本フローは、2007 年に

ルは贈与および HIPC グラント 4550 万ドル）となっています。コート

は 530 億ドルへと急増し、切望されていたインフラ整備や一次産品関

ジボワールおよびトーゴの 2 か国は重債務貧困国（HIPC）イニシア

連投資の原資となっていましたが、2009 年度下期には 40% 減少しま

ティブの決定時点、ブルンジおよび中央アフリカ共和国は HIPC 完了

アフリカ地域の概要

8 億人
2.5%
平均寿命：
52 歳
：
乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）
89 件
若い女性の識字率：
67%
HIV 感染者・エイズ患者数：
2230 万人
： 1,082 ドル
2008 年の一人当たり国民総所得（GNI）
一人当たり GDP 指数（1998＝100）
122
総人口：

人口増加率：

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は 2007
年、その他の指標は 2008 年の「世界開発指標」データベース、HIV 感染者・エイズのデータは国連・
世界保健機関「2008 年エイズ流行に関する報告書」の数字です。
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2009 年度の

2009 年度の

IBRD：3 億 6200 万ドル
IDA：78 億 8700 万ドル a

IBRD：1 億 2000 万ドル
IDA：43 億 1700 万ドル

新規融資承認額

融資実行額

2009 年 6 月 30 日現在において実施中のプロジェクトのポートフォリオ：290 億ドル
a. コートジボワールに対する 4550 万ドルの HIPC グラントを含む。

世銀融資適格国

リベリア

ナミビア

シエラレオネ

マダガスカル

ニジェール

南アフリカ

マラウィ

ナイジェリア

スワジランド

マリ

ルワンダ

タンザニア

モーリタニア

サントメ・プリンシペ

トーゴ

モーリシャス

セネガル

ウガンダ

モザンビーク

セーシェル

ザンビア

時点に到達しました。2009 年度のアフリカへの貸付には、中央アフリ

疾病との闘いおよび保健システムの強化

カ共和国やガーナ等緊急の財政ニーズを抱える国々に対する、IDA か

多国間 HIV／エイズ プログラム（MAP）は、2001 年以来、30 を超え

らの緊急かつ前倒しの支援が含まれています。IDA はまた、コンゴ民

るアフリカ諸国における HIV／エイズの予防・治療のために 18 億ド

主共和国に対し、インフラ維持および教師への給与支払い資金とし

ル（2009 年度の 2 億 1800 万ドルの融資承認を含む）を提供してきま

て、1 億ドルの緊急融資を行いました。
世銀は、助言サポートを通じてアフリカの中所得国との関わりを深

した。MAP のフェーズⅠでは、約 2 億人の人々に HIV 予防プログラム
を提供し、100 万人超の女性が母子感染予防サービスを受けられるよ

め、これら新興諸国が危機を上手く乗り切ることができるよう、より

うにし、22 か国において孤児や弱い立場に置かれた子供たちへの支援

柔軟性に富んだ新しい資金供給ツールを提供しました。例えば、IBRD

を行いました。各国およびドナーの協力した取り組みにより、現在ア

はモーリシャスに対する開発政策融資に繰延引出オプションを追加し

フリカでは、210 万人超の人々が HIV／エイズ治療を受けており、16

ました。また、国際金融公社（IFC）は、有望ながら財政難に陥った民間

か国においては母子感染予防を支援するサービスの普及率が 25% に

資本によるインフラ・プロジェクトに対し 3 億ドルの追加融資を承認

達しています。

しました。

世銀はマラリアとの闘いのため、2009 年度に、アフリカの「マラリ
ア抑制のための予防接種プログラム」フェーズⅡ（2009 − 12 年）に対

食糧危機の克服と農業の強化

し、10 億ドルを超える融資承認を行いました。フェーズⅠは、ザンビ

アフリカは、食糧危機により特に深刻な打撃を受けたいくつかの国々

アの世帯の 72%（2004 年時点での普及率は 5%）、エチオピアの世帯

に緊急援助を提供してきた世界食糧危機対応プログラム（GFRP）の

の 90% 超（2004 年時点では 5%）、そしてベナンでは 5 歳以下のすべ

優先対象地域でした。GFRP はセーフティネット・プログラム、学校

ての子供たちに対する蚊帳の支給に大きく貢献しました。フェーズⅡ

給食および「労働の対価としての食糧支給」プログラム、種子や肥料購

では、世銀は、最も被害が深刻な国に分類されるコンゴ民主共和国お

入のための資金を拠出してきました。同プログラムはまた、食糧およ

よびナイジェリアに優先的に取り組みます。

び原油価格の高騰により財政状況が悪化した各国政府に対し、財政支
援を実施しました。

また、世銀は 2009 年度、保健融資、保健関連の人材、医薬品および
サプライチェーン、ガバナンスおよびサービス提供、インフラ、情報通

世銀は 2009 年度中に、農業の発展と生産性向上を後押しするため

信技術等の分野における新しいプログラムである成果指向の保健シス

に、合計約 14 億ドルに上る新規融資を承認しました。これは、2008

テムを立ち上げました。このプログラムは、ベナン、ブルンジ、エリト

年度実績の 3 倍にあたります。カメルーン、ニジェールおよびナイ

リア、エチオピア、ガーナ、ケニア、マダガスカル、マリ、モザンビー

ジェリアでは、中小規模の穀物、園芸、魚、肉類および乳製品の生産者

ク、ナイジェリア、ルワンダおよびザンビアが対象です。

に対し、事業の競争力を強化し売上・利益を増加させるための支援が
提供されました。2009 年 6 月に承認された東アフリカ農業生産性プ

教育支援

ログラムは、エチオピア、ケニアおよびタンザニアの 3 か国間におけ

保健セクターと同様に、世銀のアフリカの教育セクター支援は、他の

る、特に小麦、コメ、飼料、キャッサバ、乳牛分野の新技術創出と普及

パートナーの貢献を活かし、各国政府によるプログラムを拡大しま

に関する協力を支援します。

す。2009 年度、IDA の教育・訓練分野に対する融資承認は、前年の 3
億 6800 万ドルから 6 億 9700 万ドルまで増加しました。さらに、世銀
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31

図2.1

図2.2

アフリカ地域
IBRDとIDAのテーマ別融資｜2009年度

アフリカ地域
IBRDとIDAのセクター別融資｜2009年度

総融資額82億ドルに占める割合

総融資額82億ドルに占める割合

都市開発

9%

貿易・統合
社会的保護・リスク管理
社会開発・
ジェンダー・参加
農村開発

経済管理

2%

5%

7%

農業・漁業・林業

15%

環境・天然資源管理

3%

運輸

4%
19%

15%

14%

金融・
民間セクター開発

3%
25%

上下水道・治水

人間開発

教育

9%
法律・司法・行政

19%

17%

エネルギー・鉱業
金融

1%
情報・通信
法規

<1%

14%

公共セクター・ガバナンス

産業・貿易

2%
4%

12%

保健・
その他の社会サービス

は 2009 年度、
「万人のための教育ファスト･トラック・イニシアティ

プログラム」が、ガーナ、ケニア、マダガスカル、モザンビーク、ナイ

ブ触媒基金」から、9 か国における基礎教育を支援する目的で 3 億

ジェリア、ルワンダ、セネガルおよびタンザニアの 8 か国で開始されま

5900 万ドルのグラントを実施しました。これによって、アフリカ地域

した。「Accelerating Catch Up: Tertiary Education for Growth
in Sub-Saharan Africa（さらに遅れを取り戻すために：サブサハ

で触媒基金の恩恵を受ける国は 20 か国、グラント総額は 14 億ドルに
達しました。

ラ・アフリカの成長のための高等教育）」という報告書に基づき、アフ

アフリカにおける世銀の IDA・IBRD 活動は、分析作業、非融資技術
協力および政策対話によって補完されています。例えば、当初は情報

リカ地域は、高等教育用の資金調達に関する政策対話を進めるための
高等教育プログラムを立ち上げました。

通信技術に焦点を絞っていた、
「アフリカにおける新たな経済スキル・

注目すべき成果

現場の声

経費削減、貿易拡大および収入改善̶東アフリカ共同体の事例
マイナ・ジチョヒは、毎朝仕事や商談のために車でナイロビへ向かい

また、道路の改修により、車両操業コストも下がりました。

ますが、その際、いつも 北部回廊を一定区間通ります。彼は「最近道路

マイナの職場は、モンバサからカンパラへ延びる北部回廊沿いにあ

が改修されたおかげで、市内への車の乗り入れがずっと簡単で割安に

ります。一帯は、年間交通量が 10% 増加するなど、地域で最もにぎや

なった」と言います。
「時間がかかったけれど、やっと完成しそうで良
かった」。同回廊の改修は、北部回廊交通改善プロジェクト（NCTIP）
および東アフリカ貿易・運輸促進プロジェクト（EATTFP）の主要目的
です。これらプロジェクトはいずれも、東アフリカ共同体に加盟する
ケニア、タンザニア、ウガンダの 3 か国間における輸送コストを削減
し、交易拡大を促進することを目的としています。プロジェクトの恩
恵はこれら 3 か国にとどまらず、ブルンジ、コンゴ民主共和国東部、ル
ワンダおよびスーダンにも及びました。
東アフリカの主要な交易路（モンバサからキガリまでの北部回廊、お
よびダルエスサラームからキガリまでの中央回廊）に対する世銀グ
ループの関与は、物的インフラ、官民の関係者への制度面での支援、お

かな場所のひとつであり、ケニアおよび近隣国経済の中心と見なされ
て い ま す。ウ ガ ン ダ の 貿 易 の 90% 近 く、お よ び ル ワ ン ダ の 貿 易 の

70% 近くが、この回廊を通じて行われています。世銀が支援した復旧
活動は、現在、マイナのような企業の幹部や民間運送業者の交通・輸送
コストを削減するのに役立っています。
この回廊およびアフリカの他の主要な交易路で実施中の地域的復旧
プロジェクトが、沿岸国および内陸国における交通アクセスおよび貿
易環境を改善、交通費削減に役立っています。例えば、中部アフリカ経
済通貨共同体（CEMAC）の運輸・交通促進プロジェクトにより、中央
アフリカ共和国の 400 万人の住民、およびカメルーン北部の 400-500

よ び 貿 易 活 動 促 進 施 策 を 組 み 合 わ せ た も の で す。NCTIP お よ び

万の住人は、全天候型道路が使えるようになります。このプロジェク

EATTFP は、モンバサ港での取引を改善することで、到着した船から
の貨物の移動時間を 24 時間以上短縮し、モンバサ−キガリ間の輸送所

トではまた、カメルーンのドゥアラ港における貨物の滞留時間を 30%
短縮し、国を横断して中央アフリカ共和国までの輸送時間を 20% 短縮

要時間、およびケニア−ウガンダ国境の越境所要時間を削減しました。

します。
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表 2.1

アフリカ地域に対するテーマ別、セクター別融資 | 2004 〜 2009 年度
単位：100 万ドル

テーマ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

経済管理

68.0
195.2
810.9
618.2
818.4
28.3
360.7
374.3
209.2
371.5
261.1

46.5
217.2
768.2
620.2
708.0
30.9
537.2
221.8
294.3
232.0
211.4

31.4
250.6
979.1
673.3
964.7
179.7
528.6
198.5
262.7
413.1
304.9

94.6
212.0
962.7
1,104.5
859.2
13.1
780.0
314.3
272.3
449.7
734.5

139.4
338.0
982.1
572.2
1,612.1
22.7
526.4
275.2
169.0
407.3
642.2

183.5
246.1
1,556.4
1,259.1
1,131.0
11.7
2,047.5
236.6
348.9
423.0
759.1

4,115.9

3,887.5

4,786.6

5,796.9

5,686.5

8,202.9

268.5
362.9
365.8
165.7
723.1
95.4
52.9
1,004.2
716.6
360.8

215.3
369.0
509.5
68.6
590.3
253.8
20.0
1,077.5
507.2
276.2

585.5
339.3
524.5
142.3
614.0
348.4
5.0
1,263.0
602.7
361.9

369.7
706.6
773.0
26.3
687.3
144.2
146.0
1,352.5
870.8
720.5

367.6
373.0
939.4
129.7
467.5
196.2
0.8
1,748.0
986.5
477.9

1,249.3
719.7
1,417.7
75.4
1,004.3
289.9
144.3
1,602.3
1,146.5
553.6

4,115.9
0.0
4,115.9

3,887.5
0.0
3,887.5

4,786.6
40.0
4,746.6

5,796.9
37.5
5,759.4

5,686.5
30.0
5,656.5

8,202.9
361.5
7,841.4

環境・天然資源管理
金融・民間セクター開発
人間開発
公共セクター・ガバナンス
法規
農村開発
社会開発・ジェンダー・参加
社会的保護・リスク管理
貿易・統合
都市開発
テーマ総額

セクター
農業・漁業・林業
教育
エネルギー・鉱業
金融
保健・その他の社会サービス
産業・貿易
情報・通信
法律・司法・行政
運輸
上下水道・治水
セクター総額
うち、IBRD

IDA

注：2005 年度からは、保証と保証ファシリティを含む。数字は端数を四捨五入したため、合計額が合わないことがある。

インフラ拡張および地域別解決策の支援

る IDA および IBRD の融資承認は 11 億ドルでした。ブルキナファソ、ブ

世銀のインフラ融資は、インフラに対する金融危機の影響を軽減し、

ルンジ、コンゴ民主共和国、レソトおよびリベリアでの上下水道設備お

危機が去った後の回復および成長の準備を整えるため、2009 年度に

よび都市開発にも投資しました。また、マラウィ、モザンビーク、ルワン

33 億ドル（2006 年の倍）に増加しました。世銀は、アフリカ連合、ア

ダおよびタンザニア向けの情報通信技術関連の投資が承認されました。

フリカ開発のための新パートナーシップおよび地域経済委員会によっ
て示された域内インフラの優先課題に対応しつつ、またアフリカ開発

気候変動への対応

銀行および他の二国間・多国間枠組みと緊密に連携しつつ、地域プロ

アフリカでは気候変動のために、毎年 1-2% の GDP が失われていま

ジェクトへの支援を拡大しています。

す。世界的な気温の上昇は、アフリカ西部および南部には降水量の減

世銀は 2009 年度、アフリカのエネルギー（鉱業を含む）セクターに、

少、水不足、生育期間の短縮を、またアフリカ北東部には降水量の増

合計 14 億ドルを投資しました。これは、制度改革、発電量増大、送電、農

加、洪水の深刻化、より大規模かつ頻繁なサイクロンの到来をもたら

村エネルギーおよび再生可能エネルギーなどの支援に使われ、南アフリ

すと考えられます。世銀は 2009 年度、アフリカでの活動に気候変動

カ電力プールに対する 1 億 8100 万ドルの投資や、ベナン、中央アフリカ

への対応をより取り込むための戦略を策定し、この戦略を、まずはエ

共和国、コートジボワール、ケニア、マリおよびナイジェリアなどの国々

チオピアおよびモザンビークにおける投資や分析業務の中心に据えよ

における投資も含まれています。2009 年度、アフリカの交通輸送に対す

うとしています（http://www.worldbank.org/afr 参照）。
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東アジア・大洋州地域
カンボジア

大韓民国

ミクロネシア連邦

中国

ラオス人民民主共和国

モンゴル

フィジー

マレーシア

ミャンマー

インドネシア

マーシャル諸島

パラオ

キリバス

世界金融危機の結果、東アジア・大洋州地域の低・中所得国における

スは低下しています。本来ならば貧困を脱け出していたはずの 1000

2009 年 の 成 長 率 は 急 落 し、2001 年 以 来 初 の 下 落 と な り ま し た。
2009 年における当地域の実質経済成長率はわずか 5.3% と予測され
ています（2008 年は 8.0%、2007 年は 11.4%）。

万人以上の人々が、金融危機の結果、未だ貧困ライン以下に留まると
みられています。
東アジア各国の政府は、危機に素早く対処しました。すべての中所

この成長率は他の地域と比較すればまだ好調な水準ではあるもの

得国が景気刺激策を講じ、低所得国は開発パートナーからの追加支援

の、東アジア・大洋州地域の人々（特に最も貧しく弱い立場の人々）は、

を要請しました。多くの国々が、早い段階で社会的保護を強化しまし

数世代ぶりの最悪の世界経済・金融危機により、深刻な影響を受けて

た。中国は、数百万の農村部住民を含む 7400 万人の貧困層に対し一

います。当地域における見通しは、他の途上地域に比べればましとい

時金を支給し、貧困層が医療を受けやすくなるよう、大規模な医療制

えるかもしれませんが、再び高度成長を達成するまでには時間がかか

度改革を導入しました。インドネシアは、貧困層を対象とした現金援

り、雇用創出、生活水準および貧困削減に悪影響を与えると懸念され

助プログラムを強化し、フィリピンは条件付現金給付プログラムを導

ています。

入しました。

当地域の中所得国（中国、インドネシア、フィリピンおよびタイ）は、

1997-98 年のアジア金融危機後に実施した構造改革に助けられ、当初

世銀の支援

の衝撃には持ちこたえました。しかし現在、世界的な需要衰退および

世界金融危機の影響に対処するため、世銀は 2009 年度に、東アジア・

輸出・工業生産の急激な縮小が当地域のすべての国々に影響を及ぼし

大洋州地域における戦略を修正しました。長期的優先課題は変わらな

ています。特に深刻なのは、電化製品（フィリピン）、一次産品（インド

い一方、短期的には、各国政府による景気刺激策や主要な社会・インフ

ネシア、ラオス人民民主共和国、モンゴル、パプアニューギニアおよび

ラ投資の維持を支援するなど、危機の社会・経済的影響に対応するこ

東ティモール）、衣料（カンボジアおよび太平洋諸島）の製造および輸

とに主眼が置かれました。また、世銀は、危機の社会・経済面における

出に大きく依存する国々です。

潜在的影響に関する詳細な分析を提供する形で、その専門的分析力を

雇用が縮小し国外からの送金が減少する中、域内の貧困削減のペー

役立てました。

東アジア・大洋州地域の概要
総人口：

19 億人
0.8%
平均寿命：
72 歳
：
乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）
22 件
若い女性の識字率：
98%
HIV 感染者・エイズ患者数：
240 万人
： 2,515 ドル
2008 年の一人当たり国民総所得（GNI）
一人当たり GDP 指数（1998＝100）
207
人口増加率：

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は 2007
年、その他の指標は 2008 年の「世界開発指標」データベース、HIV 感染者・エイズのデータは国連・
世界保健機関「2008 年エイズ流行に関する報告書」の数字です。
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2009 年度の

2009 年度の

IBRD：69 億 500 万ドル
IDA：12 億 4700 万ドル

IBRD：32 億 7500 万ドル
IDA：12 億 5400 万ドル

新規融資承認額

融資実行額

2009 年 6 月 30 日現在において実施中のプロジェクトのポートフォリオ：260 億ドル

世銀融資適格国

パプアニューギニア

東ティモール

フィリピン

トンガ

サモア

バヌアツ

ソロモン諸島

ベトナム

タイ

世銀は 2009 年度、東アジア・大洋州地域の 40 件の開発プロジェク

的な、または自然災害による食糧不足を緩和する支援を行っていま

トに対し、82 億ドルを承認しました。これは、2008 年度の拠出額 45

す。また、世銀は、母子保健サービスの利用を促進するために設計され

億ドルのほぼ 2 倍にあたります。その内訳は、IBRD の貸出 69 億ドル

た条件付現金給付制度を試験運用しています。ベトナムでは、インフ

および IDA の承認 12 億ドル（うち 3640 万ドルは贈与）です。

ラ投資を重視する、政府の景気刺激策に必要な資金調達を支援してい
ます。

世界的危機への対応

一次産品価格急落の打撃が大きかったモンゴルでは、政府により、

東アジア・大洋州地域の多くの国々は、2008 年の原油・食糧価格のは

危機の影響を緩和し、鉱物資源に立脚した経済の景気循環の影響を低

なはだしい高騰から立ち直りつつあったまさにそのとき、世界金融危

減させるための改革プログラムが導入されました。世銀および他の開

機に見舞われました。世銀は 2009 年度、これらの国々が両方の危機

発パートナーは、一連の開発政策融資計画などを通じて政府の政策改

を乗り切ることができるよう、全域で支援を拡大しました。

革アジェンダを支援しています。

インドネシアで、世銀は地域インフラ・プロジェクト、学校施設の改

ソロモン諸島での職員倍増と事務所新設をはじめ、大洋州地域では

修、貧困家庭が子供を学校に行かせるための直接援助などコミュニ

世銀業務が大幅に拡張されており、大洋州の島嶼国、パプアニューギ

ティ・レベルの活動に対し、4 億 1500 万ドルの追加ブロック・グラン

ニアおよび東ティモールの需要に応えるのに役立っています。こうし

トを拠出し、都市および農村部における貧困層の支援を行っていま

た国々は、若年層を対象とした雇用創出プログラムの計画立案におい

す。財政支援は、インドネシアが 10 年にわたり全国コミュニティ・エ

て世銀の技術協力を要望しています。

ンパワーメント・プログラムで成果を上げてきたことを踏まえたもの
です。
世銀はまた、
「学校運営支援−透明性と説明責任のための知識向上」

より大規模な支援として、世銀は、アジア開発銀行、オーストラリア
および日本政府と共に、インドネシアの経済状態がさらに悪化した場
合に備え、同国に対する機動的な財政支援プログラムの実施を図って

と呼ばれる革新的な学校グラント・プログラムを支援するため、6 億

います。この公的支出制度の中で最も大きな割合を占めているのは、

ドルの融資を承認しました。このプログラムは、7 歳から 15 歳までの

世銀による 20 億ドルの支援です。インドネシア政府は、必要に応じて

すべての児童が質の高い教育を受けられるようにすることと、コミュ

重要な社会・インフラ・プログラムの資金を賄うためにこの基金を利

ニティによる学校運営への参加拡大を目指しています。このプログラ

用することができ、これによって、不況下にあっても不可欠な公共

ムはまた、金融危機により失業した家庭への直接支援を拡大する手段

サービスや投資を継続することが可能になります。

としても使われています。
フィリピンでは、食糧価格の高騰により生じた緊急事態への対処を

自然災害への対応

資は、新たな条件付現金給付プログラムなど、貧困層や弱い立場の家

7 万人近い犠牲者を出した 2008 年 5 月の四川省文川地震からちょう
ど 1 カ月後、中国政府と世銀は、復興の国際的グッド・プラクティスに

庭に対する社会的保護およびセーフティネットを強化するための施策

関する国際ワークショップを開催しました。これらの取り組みが土台

支援するため、2 億ドルの開発政策融資が実施されています。この融

に充てられます。
ラオス人民民主共和国では、300 万ドルの世界食糧危機対応プログ
ラム・グラントにより、小規模農家のコメ生産を拡大することで、季節

となって、2009 年度に 7 億 1000 万ドルの緊急復旧融資が理事会で承
認されました。この融資は、四川・甘粛省における被災地のインフラ
新設や、保健・教育施設の再建に充てられています。

各地域での世銀の活動
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図2.3

図2.4

東アジア・大洋州地域
IBRDとIDAのテーマ別融資｜2009年度

東アジア・大洋州地域
IBRDとIDAのセクター別融資｜2009年度

総融資額82億ドルに占める割合

総融資額82億ドルに占める割合

都市開発

7%

貿易・統合

環境・天然資源管理

7%

上下水道・治水

13%

農業・漁業・林業

2%

2%

教育

11%

社会的保護・リスク管理 11%
社会開発・
ジェンダー・参加
農村開発

24%

2%

金融・
民間セクター開発

運輸

15%

12%

エネルギー・鉱業

12%

金融

9%

9%

経済管理

法律・司法・行政

18%

7%
公共セクター・ガバナンス

19%

10%

人間開発

情報・通信

<1%

保健・
その他の社会サービス

9%

産業・貿易

2008 年 5 月にミャンマーで 14 万 6000 人の犠牲者を出したサイク

ます。中国では、1 億 2000 万ドルの、環境に配慮した農業プロジェク

ロン・ナルギスは、約 80 万世帯を破壊・損傷し、国内の農地を広範囲

トにより、農家が生産システムにバイオガスを取り入れ、カーボン・ク

にわたって荒廃させました。2009 年度、世銀は国連および二国間ド

レジットを家庭に還流させる仕組みを支援しています。このプロジェ

ナーと協力し、東南アジア諸国連合（ASEAN）が、将来の自然災害お

クトから得られた教訓は、中国政府による農村バイオガス・プログラ

よび人道危機への対応能力を向上させるよう支援しました。

ムの指針となるでしょう。また、1970 万ドルの地球環境ファシリ
ティ・グラントが、山西省、山東省および広東省にて、低効率の石炭火

気候変動の課題への取り組み

力発電施設の閉鎖を支援しています。ベトナムでは、2 億 200 万ドル

東アジア・大洋州地域全域で、二酸化炭素排出削減および気候変動の

の IDA 融資が、再生可能エネルギー源を使った発電量を増加させるた

影響軽減という二重の課題に対する画期的な取り組みが続けられてい

めに利用されています。

注目すべき成果

現場の声

電灯を点ける̶フィリピンの地方州における機会創出
フィリピン・ボホル州農村部の小さな町に住む、コスメ・デュベルテ
（45 歳）の暮らしは、2009 年初頭、初めて蛍光灯を点けた瞬間から変
わり始めました（34 頁、写真参照）。それは、世銀の資金援助を受けた
コミュニティ主導プロジェクトのおかげで、辺鄙な山間部にある彼の
村にもようやく電気が通った瞬間でした。
「今では子供たちも夜に宿題が出来るようになり、成績が上がった」
と、7 人の子供を持つ彼は誇らしげに言いました。彼の妻は、村や町の
中心地で売るためのキャッサバのケーキとアイスキャンデーを作ると
いうささやかな商売を始めました。農民兼大工であった彼自身も企業
家精神を持っており、家具製作ビジネスの注文受付を始めました。
「電
気があれば、夜も働くことができる」と言う彼は、仕事用の電動工具を
買うために少しずつお金を貯めていると付け加えました。
コスメは、近くに立つ、村に電気を運んでくるコンクリートの電柱

出したコミュニティ主導型開発プログラムである KALAHI-CIDSS か
らの贈与によるものでした。

KALAHI とは、フィリピンの言葉で「貧困と闘うために腕を組む」
という意味の Kapitbisig Laban Sa Kahirapan の頭文字を取った
も の で す。CIDSS は、Comprehensive and Integrated Delivery

of Social Services（社会サービスの総合的・統合的提供）の頭文字で
す。このプロジェクトは、地方区のガバナンスに対する地域コミュニ
ティの参画を強化し、貧困削減のための開発活動を設計、実施、管理す
る能力を地方レベルで育成することを目的としています。

KALAHI-CIDSS は、村民に対し、プロジェクト計画、技術設計およ
び資金管理・調達のトレーニングを提供し、地域レベルで将来のリー
ダー達を育成するものです。このプロジェクトは、村民に対し、透明性

を指差し、これを人の力だけで山の上まで引っぱり上げて設置するの

を重視しつつ、情報へのアクセス、意見の表明および地域ガバナンス

に、コミュニティの 24 人の人手が必要だったと説明しました。彼らは

に影響を及ぼす機会を計画的に提供します。資金の使途は公開の会合

労働を通じて、この電化プロジェクトに対して貢献したのであり、プ

で公表され、コミュニティ・プロジェクトに関する情報は、コミュニ

ロジェクト資金の大部分は、フィリピン政府が実施し世銀が資金を拠

ティの掲示板に掲載されます。
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表 2.2

東アジア・大洋州地域に対するテーマ別、セクター別融資 | 2004 〜 2009 年度
単位：100 万ドル

テーマ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

経済管理

0.0
432.2
553.9
164.6
299.0
67.3
400.9
167.2
5.5
82.9
399.2

87.0
446.9
340.6
184.6
344.5
45.8
484.1
241.1
88.7
126.5
493.5

78.7
396.4
720.7
543.7
385.9
13.4
465.7
83.3
144.9
112.1
456.9

82.5
565.0
999.1
213.4
705.4
0.0
608.2
189.9
43.8
233.0
403.7

0.0
746.0
1,132.9
229.0
644.4
23.5
555.4
197.1
99.3
177.3
663.2

784.1
550.0
1,927.5
818.7
1,568.1
0.0
717.8
178.0
888.2
175.9
544.4

2,572.7

2,883.3

3,401.6

4,043.9

4,468.1

8,152.7

290.4
118.6
67.2
49.0
84.3
78.7
0.0
257.5
1,209.9
417.1

207.9
228.0
359.1
213.1
204.3
159.1
5.0
436.6
306.7
763.7

373.3
287.9
425.2
197.6
160.6
29.3
5.3
693.6
652.3
576.5

268.6
125.3
118.5
230.1
132.7
102.0
0.0
887.7
1,554.7
624.3

112.8
234.3
666.1
263.0
213.0
189.5
10.0
888.8
1,531.7
359.0

200.8
941.3
946.0
1,009.4
581.5
753.6
11.0
1,474.2
1,204.9
1,030.2

2,572.7
1,665.5
907.2

2,883.3
1,809.8
1,073.6

3,401.6
2,344.3
1,057.2

4,043.9
2,806.6
1,237.4

4,468.1
2,676.7
1,791.4

8,152.7
6,905.4
1,247.4

環境・天然資源管理
金融・民間セクター開発
人間開発
公共セクター・ガバナンス
法規
農村開発
社会開発・ジェンダー・参加
社会的保護・リスク管理
貿易・統合
都市開発
テーマ総額

セクター
農業・漁業・林業
教育
エネルギー・鉱業
金融
保健・その他の社会サービス
産業・貿易
情報・通信
法律・司法・行政
運輸
上下水道・治水
セクター総額
うち、IBRD

IDA

注：2005 年度からは、保証と保証ファシリティを含む。数字は端数を四捨五入したため、合計額が合わないことがある。

フィリピンでは、世銀はクリーン開発メカニズムを活用し、風力発

上げるため、パートナーシップの構築を特に重視しています。2009 年

電所等のエネルギー企業などが、温室効果ガス排出削減市場から恩恵

に締結された南カリフォルニア大学（USC）とのパートナーシップは、

を受けられるよう支援しています。世銀は、自ら運営する様々なカー

USC の都市・社会計画に関する専門性と世銀の持続可能な開発に関

ボン・ファイナンス制度を通じ、企業や公共機関から認証排出削減量

するスキルを組み合わせるものです。新たな世銀・シンガポール・

を買い取ることによって、フィリピンにおける温室効果ガス排出削減

アーバン・ハブ計画は、途上国が直面する主要な都市問題に対する現

を支援しました。

実的な解決策を助言・支援を提供し、双方の機関の専門性を活かして

当地域の各都市が、自らの気候変動に対する脆弱性を認識し易くす
るため、世銀は、国連の国際防災戦略および防災グローバル・ファシリ

都市問題に対し実効性のある解決策を見いだそうというものです。
そして、バンコクを拠点とした世銀の新たなガバナンス・ハブは、

ティに参加し、
「気候変動に屈しない都市」という入門書を作成しまし

2009 年 1 月に活動を開始し、ガバナンスおよび腐敗防止に関する課題

た。この地方政府向け「ハウツー」本は、地方政府が自らの脆弱性を認

への最も効果的な取り組み方を模索するために、地域の学術機関、シ

識し、自然災害や気候事象の影響を緩和する計画を策定するのに役立

ビルソサエティ組織および政府に働きかけています。このハブは、そ

ちます。

の活動を強化すると共に、当地域で生じている変化をより良く理解す
るため、世銀を、有力な研究機関、専門家組織およびシビルソサエティ

パートナーシップ構築

組織と結びつけるのに役立っています（http://www.worldbank.

世銀は、自らの知識基盤を拡げ、東アジア・大洋州全域で開発の成果を

org/eap 参照）。

各地域での世銀の活動
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南アジア地域
アフガニスタン

ブータン

バングラデシュ

インド

南アジアは過去 10 年近くにわたって力強い経済成長を遂げており、
2000 年以降の平均成長率は 6% でした。この堅調な成長は、貧困削減

そのうち 13 億ドルは IBRD の貸出、41 億ドルが IDA（うち 2 億 7260

世銀は 2009 年度、南アジアで合計 36 件のプロジェクトを承認し、

や、人間開発分野の目覚しい進展をもたらしました。しかしながら、世

万ドルは贈与）の承認でした。強固な融資ポートフォリオを補完する

界経済の減速に直面し、当地域の成長見通しはかんばしくありません。

のが、世銀の分析・助言活動です。マクロ経済・投資環境の改善および

南アジア諸国は危機に対処するため、様々な通貨・財政政策を発動

投資の停滞の反転に向けた迅速な政策助言を行うため、この活動の一

しました。しかし、危機の影響を軽減し、高度成長回復への道筋をつけ

部に再度焦点が当てられています。また、世銀は、南アジアの国々が、

るためには、追加的施策が必要となります。世銀は、景気刺激策とな

セーフティネット・プログラムを貧困層や弱者に行き渡るように強化

り、堅実な公共インフラ・プロジェクトに投資し、望ましい投資環境を

することを支援すべく、継続的な分析支援を提供しています。

作り出し、貧困層を保護するための既存のセーフティネット・プログ
ラムを拡大するような政策を提唱しています。

2009 年度、アフガニスタンおよびネパールに関する新中間戦略メ
モが理事会で検討されました。アフガニスタン戦略は、数百万人のア
フガニスタン国民の日常生活水準を改善してきた堅実な国営プログラ

世銀の支援

ムへの支援に力を入れています。また、財政運営と安定性の強化、なら

世銀が現在南アジアで推進している戦略は、成長の加速および持続、貧

びに透明性と説明責任の向上に向けた取り組みを通じ、信頼性のある

困層に配慮した開発、人間開発の強化という 3 つの柱から成っていま

国づくりの要である中核的統治システムを強化することを目指してい

す。公的セクターの説明責任および良いガバナンスは、3 つの柱に共通

ます。ネパール戦略は、堅調さが確認された分野およびプログラムを

する基盤となります。世銀は、南アジアには大きな格差が存在し、それ

基盤とし、社会的一体性を重視しています。同戦略は「平和のフィル

がさらに拡大する様相を示しており、一部地域は中所得層であるもの

ター」を採用していますが、これは紛争および社会的緊張の根本的原因

の、低所得層は今も大きな割合を占めていると認識しています。また、

に対し世銀融資プロジェクトがより配慮することを意図しています。

紛争国の数が増加しており、世銀の支援を実施するにあたって、個々の
事情に応じた解決策が必要とされていることも認識しています。
南アジア地域の概要

15 億人
1.5%
平均寿命：
65 歳
：
乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）
59 件
若い女性の識字率：
74%
HIV 感染者・エイズ患者数：
260 万人
： 986 ドル
2008 年の一人当たり国民総所得（GNI）
一人当たり GDP 指数（1998＝100）
164
総人口：

人口増加率：

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は 2007
年、その他の指標は 2008 年の「世界開発指標」データベース、HIV 感染者・エイズのデータは国連・
世界保健機関「2008 年エイズ流行に関する報告書」の数字です。
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2009 年度の

2009 年度の

IBRD：12 億 8600 万ドル
IDA：41 億 4800 万ドル

IBRD：12 億 200 万ドル
IDA：27 億 9200 万ドル

新規融資承認額

融資実行額

2009 年 6 月 30 日現在において実施中のプロジェクトのポートフォリオ：260 億ドル

世銀融資適格国

モルディブ

パキスタン

ネパール

スリランカ

世界的危機への対応

ルガンジュ電力強化プロジェクトに対し、3 億 5000 万ドルの拠出を

南アジア諸国は、2007 年および 2008 年の世界的食糧価格高騰によ

を承認しました。このプロジェクトは、世銀グループの、バングラデ

り、大きな打撃を受けました。バングラデシュでは、食糧価格ショック

シュのエネルギーセクターへの長きにわたる関与に立脚したものであ

により、2008 年に約 400 万人が貧困層に転落しました。世銀はこれ

り、その中には、送電網整備や家庭用太陽光発電システムを通じて、何

を 受 け、世 界 食 糧 危 機 対 応 プ ロ グ ラ ム（GFRP）の 一 環 と し て 1 億

十万人もの消費者に電力を供給することに成功した、地方電化および

3000 万ドルの拠出を承認し、同国政府が苦慮していた、社会的保護プ

再生可能エネルギー開発プログラムへの支援が含まれています。ネ

ログラムをはじめとする食糧関連支出の増加による財政圧迫の緩和を

パールでは、送電網から消費者への電気供給が 1 日 8 時間しか行われ

図りました。GFRP の下、アフガニスタンは、約 500 の小規模かつ伝

ないという、未曾有のエネルギー危機への対応として、8920 万ドルの

統的な灌漑システムの復旧のため、800 万ドルを受け取りました。

拠出を承認しました。

また、世銀は、南アジア諸国による世界経済危機の影響への対処に

不十分な道路インフラも、南アジアの貧困層に配慮した持続的成長

ついても重点的に支援しています。パキスタンでは、経済の安定性を

に対する重大な制約要因となっています。スリランカでは、国道が全

回復・維持し、再び高成長の軌道に乗せようとする政府プログラムを

交通量の 70% 以上を支えていますが、無秩序な沿道開発、長年にわた

支援すべく、5 億ドルの拠出を承認しました。インドでは、競争力のあ

る道路の放置およびずさんな整備が、移動所要時間の長さおよび低レ

る条件でのタイムリーかつ十分な資金調達、特に長期融資へのアクセ

ベルのサービスに繋がっています。この国の道路状況改善を支援する

スが極めて困難な国内の中小企業が資金調達手段を利用しやすくなる

ため、世銀は現在進められている道路セクター支援プロジェクトの追

よう、4 億ドルの融資を承認しました。

加資金として、9800 万ドルを承認しました。同プロジェクトはこれま

インフラへの投資

でに島全域で 420km の国道を改修・完成しています。

世銀は、南アジアの持続的な高度成長に対する最大の障害としてしば
しば指摘される、都市・地方の膨大なインフラ不足を解消する取り組
みを進めています。例えば、インドの人口の 40% 超には電力が供給さ
れておらず、不安定かつ不十分な電力供給ゆえの高コストは、産業だ
けでなく家計にも打撃を与えています。新しいインド国別戦略では、
切望されているインフラを早急に整備することが計画されています。
世銀は 2009 年度、インド電力網公社に対し、地域間・州間の安定した
電力取引を増やす目的で、4 億ドルの融資を承認しました。
バングラデシュもエネルギー・セクターで同様の問題を抱えていま
す。世銀による最新の投資環境アセスメントにて調査対象となった製
造業者は、電力供給不足により、年間推定 12% の売上が失われている
としています。この問題への取り組みを支援するため、世銀は 2009
年度、需要ピーク時の安定した電力供給増加を目的とした、シディー

各地域での世銀の活動
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図2.5

図2.6

南アジア地域
IBRDとIDAのテーマ別融資｜2009年度

南アジア地域
IBRDとIDAのセクター別融資｜2009年度

総融資額54億ドルに占める割合

都市開発

総融資額54億ドルに占める割合

3%

貿易・統合

<1%

社会的保護・
リスク管理

経済管理

3%

3%

運輸

農業・漁業・林業

10%

7%

5%

社会開発・
ジェンダー・参加

5%

農村開発

14%

法規

環境・天然資源管理

5%

上下水道・治水

34%

金融・
民間セクター開発

法律・司法・行政

17%

産業・貿易

3%

<1%

公共セクター・
ガバナンス

7%

23%

人間開発

人への投資

保健・
その他の社会サービス

16%

12%

教育

22%

エネルギー・鉱業

10%

金融

世銀は、南アジアの保健セクターで積極的な活動を続けています。

南アジアは、世界で最も貧困が深刻な地域の一つです。栄養不良の児

マラリア、黒熱病およびポリオ撲滅のための新たな大規模計画とし

童は世界で最も多く、推定 2600 万人の子供たちが未就学とされてい

て、世銀は、インドにおける予防、診断および治療サービス拡大のため

ます。一方で、目覚ましい進歩も見られます。例えばバングラデシュ

に 5 億 2100 万ドルを拠出しました。また、3000 万ドルの贈与によ

は、中等教育において男女平等を実現しました。この成果を踏まえ、世

り、アフガニスタンの保健セクター改善を継続支援しています。この

銀は 2009 年度、この国の中等教育の質を向上させ、教育へのアクセス

プロジェクトは、2001 年以来の保健セクターにおける重要な実績に

および教育の公平を拡大するために、1 億 3070 万ドルの融資を承認

基づいています。その中には、機能する医療施設数の倍増や、乳児死亡

しました。

率の 22% 低下により年間 8 万人の児童の命が救われていることなど

一方、バングラデシュの高等教育では、こうした成果は達成されて

が含まれます。スリランカでは、現行の保健サービス提供プログラム

いません。この国の高等教育進学率は 6% と、世界最低水準に留まっ

に対して 2400 万ドルの拠出を承認しましたが、そのうち 50% は、紛

ています。世銀は 2009 年度、バングラデシュの高等教育機関におけ

争の影響を受けた北部および東部地域で 25 万人を超える国内避難民

る授業および研究の質と妥当性を向上させる目的で、8100 万ドルを

対象の基本的保健サービス提供に充てられます。

提供しました。

注目すべき成果

現場の声

パキスタン地震の被災者に新たな安心感
シャミム・ビビ（33 歳）
（39 頁の写真参照）は、2005 年 10 月 8 日にパ

の資金および技術援助を受け、15 億ドルに上る意欲的な所有者主導の

キスタン北部を襲った地震で、夫と娘を失いました。
「子供の安否を確

農村住宅再建プログラムを立ち上げました。家屋所有者への技術協

かめに学校へ行くと、校舎は崩壊していました。私は瓦礫の中から、2

力、およびプログラムに定める耐震設計の遵守状況を確認するため

人の子供を何とか助け出しましたが、娘は亡くなりました。その後、主

の、再建の様々な段階における検査が、このプログラムの際立った特

人の安否を確かめに行きましたが、主人も亡くなりました」と彼女は

長です。

言います。
ムザファラバードの近郊の村、ガン・チャッターにある彼女の家は、

このような個別住宅ごとの援助および検査は、3 万平方キロメート
ルに及ぶ山間部に点在するグラント受益者に働きかけるため、膨大な

瓦礫と化しました。それは、他の数千軒と同様、最初の数回の揺れで倒

ロジスティクス活動を伴うものでした。そして、3 年間で約 60 万世帯

壊しました。その理由の一つは、質の悪い資材を使ったずさんな建築

に対し、13 億ドル近くの住宅再建グラントが迅速に支出されました。

にありました。

シ ャ ミ ム・ビ ビ は、家 の 再 建 の た め に 合 計 17 万 5000 ル ピ ー（約

ムザファラバード市内では 1 万人以上が犠牲となり、市内のビルの

2200 ドル）のグラントを受け取りました。彼女の家を含め約 40 万戸

約半数が破壊されました。被害の規模が大きく、厳しい山岳地帯に

の住宅が、耐震建築技術を用いて完全に再建されました。
「与えられた

あったため、復興は困難を極めました。

設計に従って建築した新しい家は、以前の家よりずっと良くなりまし

復興活動を支援するため、政府は地震復興再生機構を設置し、世銀
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た。今ではもう、幸せで安全です」と彼女は言います。

表 2.3

南アジア地域に対するテーマ別、セクター別融資 | 2004 〜 2009 年度
単位：100 万ドル

テーマ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

経済管理

7.7
94.8
689.9
760.6
669.8
2.9
314.1
642.8
98.6
52.7
87.8

87.5
433.9
923.0
1,041.6
639.5
10.5
1,132.5
265.3
337.0
63.7
59.0

56.6
93.0
550.4
391.7
597.9
7.2
568.6
366.9
472.3
138.8
553.7

11.2
309.7
809.9
1,476.3
916.6
50.4
1,095.5
372.5
550.5
31.3
7.7

122.8
386.6
1,344.5
788.3
423.7
26.0
574.1
321.5
145.4
68.8
45.2

161.6
250.3
1,873.4
1,279.0
360.2
1.7
739.2
294.4
282.0
30.4
161.4

3,421.6

4,993.3

3,797.2

5,631.6

4,246.8

5,433.6

251.9
665.8
130.8
331.4
334.6
46.1
16.9
925.5
444.8
273.7

940.8
286.4
83.6
461.8
493.2
485.2
91.9
885.7
1,181.0
83.7

368.9
377.2
483.0
73.0
195.9
306.5
50.0
1,101.4
520.1
321.3

733.6
724.7
243.7
678.1
1,006.2
292.9
2.8
1,165.8
559.9
223.9

420.5
694.5
1,481.4
86.6
247.5
167.5
13.2
699.6
229.9
206.1

551.7
648.0
1,178.7
558.8
892.1
167.3
0.0
855.0
402.8
179.2

3,421.6
439.5
2,982.1

4,993.3
2,095.9
2,897.4

3,797.2
1,231.0
2,566.2

5,631.6
1,599.5
4,032.1

4,246.8
1,490.6
2,756.2

5,433.6
1,286.0
4,147.6

環境・天然資源管理
金融・民間セクター開発
人間開発
公共セクター・ガバナンス
法規
農村開発
社会開発・ジェンダー・参加
社会的保護・リスク管理
貿易・統合
都市開発
テーマ総額

セクター
農業・漁業・林業
教育
エネルギー・鉱業
金融
保健・その他の社会サービス
産業・貿易
情報・通信
法律・司法・行政
運輸
上下水道・治水
セクター総額
うち、IBRD

IDA

注：2005 年度からは、保証と保証ファシリティを含む。数字は端数を四捨五入したため、合計額が合わないことがある。

弱者の保護

件のコミュニティ・インフラ計画、および 23 万 2000 人に対する事業

南アジアにおける世銀の戦略は、取り残された地域、セクターおよび

開発スキル教育支援を提供してきました。

コミュニティに存在する成長阻害要因を取り除き、より貧困層に配慮
した成長を実現することです。
人口 3800 万人のうち半数が貧困ライン以下で暮らすインドのオ

バングラデシュでは、世銀は、サイクロン・シドルの被害を受けた家
庭の財産および生計を回復するために、社会投資プログラム・プロ
ジェクトに対し 5000 万ドルの追加拠出を承認しました。既に、バン

リッサ州で、世銀は、同州の道路網を改善し、農業タンクシステムを増

グラデシュ全域の 1,000 を超える村が、このプロジェクトの恩恵を受

強し、農村貧困層の生計手段を拡大することを目的として、4 億 4400

けています。また、世銀は、2 万 2000 以上の村（農村人口の約 68%）

万ドルの支援パッケージを提供しました。オリッサ農村生計手段プロ

を対象とした農村開発イニシアティブであるアフガニスタン国家連帯

ジェクトは、農村貧困層、特に女性および社会経済的弱者の、自助グ

プログラム（NSP）に対し、7500 万ドルを拠出しました。2003 年の

ループへの加入を通じたエンパワーメントを目指しています。

設 立 以 降、NSP は、灌 漑、電 力、上 水 道 お よ び 道 路 開 発 な ど の 4 万

同様に、世銀は、現在パキスタンの 134 地方のうち 119 地方で進め
られているパキスタン貧困緩和基金（PPAF）に対し、2 億 5000 万ド
ルの拠出を承認しました。このプログラムは 2000 年以来、8 万のコ

4200 件以上の小規模プロジェクトを支援するため、コミュニティに
対 し 5 億 6400 万 ド ル 以 上 の ブ ロ ッ ク・グ ラ ン ト を 拠 出 し ま し た
（http://www.worldbank.org/sar 参照）。

ミュニティ組織の立ち上げを促進し、190 万件の小口融資、1 万 6000
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ヨーロッパ・中央アジア地域
アルバニア

ブルガリア

コソボ

アルメニア

クロアチア

マケドニア

アゼルバイジャン

グルジア

旧ユーゴスラビア共和国

ベラルーシ

カザフスタン

モルドバ

ボスニア・ヘルツェゴビナ

キルギス共和国

モンテネグロ

世界金融・経済危機は、ヨーロッパ・中央アジア地域に大きな打撃を与

りました。中央・東ヨーロッパの一部では、ユーロ圏への早期統合へ

えました。2007 年に 7.1% だった当地域の成長率は、2008 年に 4.2%

の期待感が、慢心と改革努力の緩みに繋がりました。

へと下落し、2009 年には 3.0% まで続落するとみられています。

危機の影響は、金融市場、製品市場および労働市場という 3 つの主

1999 年以降、当地域の人口 4 億 8000 万人のうち 9000 万人近く
（人口の約 18%）が貧困と脆弱な立場から脱却しましたが、金融危機

要な伝達メカニズムを通じて実感されています。金融セクターでは、

の影響で、この成果が危機にさらされています。当地域の住民のほぼ

況を生み出しています。工業生産は低下し、一部の国では、2008 年実

多額の経常赤字を抱える国々の借り換えリスクが、ひどく不安定な状

40% が未だ貧困または脆弱な状態にあると考えられており、今後この
数字は増加が予想されます。2009 年末までには、新たに 2500 万人が
貧困層や弱者層に加わると考えられています。2010 年末には、さらに
1000 万人がこのカテゴリーに入る可能性があります。
1990 年以降の大幅な経済成長をもたらしたグローバリゼーション

績に対する 2009 年初頭の下落率は 2 桁台に上りました。輸出需要も
という空前のペースで失業者が増加し、近い将来失業率が 2 桁台に達

の力そのものが、今はヨーロッパ・中央アジア地域の脆弱性および世

ニア、モルドバおよびタジキスタンが大きな影響を受けています。

大きく落ち込みました。失業率は上昇しており、一部の国では月 1%
すると予想される国もあります。国外からの送金の急激な落ち込みは
数百万人を貧困に陥れると予想されており、特にアルバニア、アルメ

界の他地域への依存度を露呈しています。比較的多額の経常赤字、対
外債務残高の増加、極めて急速な信用拡大、および外貨借入を資金源

世銀の支援

とした消費ブームが、ヨーロッパ・中央アジアおよびバルト諸国、そし

世銀は 2009 年度、ヨーロッパ・中央アジアに対し 94 億ドルを承認し

て一部の独立国会共同体（CIS）諸国において脆弱性を生み出し、その

ました。これは IBRD の貸出 90 億ドルと IDA 融資承認額 3 億 8400 万

うち何か国かは深刻な危機にさらされています。一次産品価格の急落

ドル（うち 3200 万ドルは贈与）からなり、合計 49 件のプロジェクトが

が、ロシア連邦やカザフスタンをはじめとする地域東部の経済大国の

対象です。世銀は資金援助に加え、借入国に対し、国別および地域全体

成長を阻み、それほど豊かでない CIS 諸国には極めて大きな打撃とな

の経済最新情報を含む調査および分析を継続的に提供しました。

ヨーロッパ・中央アジア地域の概要

4 億人
0.3%
平均寿命：
70 歳
：
乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）
21 件
若い女性の識字率：
99%
HIV 感染者・エイズ患者数：
160 万人
： 7,418 ドル
2008 年の一人当たり国民総所得（GNI）
一人当たり GDP 指数（1998＝100）
170
総人口：

人口増加率：

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は 2007
年、その他の指標は 2008 年の「世界開発指標」データベース、HIV 感染者・エイズのデータは国連・
世界保健機関「2008 年エイズ流行に関する報告書」の数字です。
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2009 年度の

2009 年度の

IBRD：89 億 7800 万ドル
IDA：3 億 8400 万ドル

IBRD：48 億 8700 万ドル
IDA：4 億 9300 万ドル

新規融資承認額

融資実行額

2009 年 6 月 30 日現在において実施中のプロジェクトのポートフォリオ：210 億ドル

世銀融資適格国

ポーランド

タジキスタン

ルーマニア

トルコ

ロシア連邦

トルクメニスタン

セルビア

ウクライナ

スロバキア共和国 *

ウズベキスタン

* スロバキア共和国は 2008 年 11 月に世銀の融資対象国を卒業。

金融セクターの安定化

ビスの品質、効率性および持続性向上を支援し、アルメニアにおける

世銀は、域内のほぼ半数の国々における改革の財政支援、銀行セク

2500 万ドルの主要幹線道路改修プロジェクトは、道路網の特定部分

ターの診断、ならびに借入国の再編および資本増強といった支援を通

を改修し、危機の影響が深刻だったこの国で切望されている臨時雇用

じ、金融セクターの安定化を図っています。欧州復興開発銀行、欧州投

を創出します。

資銀行および世銀グループは合同イニシアティブとして、域内の世界
の銀行セクター支援および世界経済危機の打撃を受けた企業への貸付

ビジネス環境の改善

の資金として、最大 310 億ドルを提供することを約束しました。この

当地域の危機後に向けた準備に対する支援の一環として、世銀は、ビ

支援には、エクイティ・ファイナンスおよびデット・ファイナンス、与

ジネス・投資環境の改善を図っている国々を支援しています。既にか

信枠および政治リスク保険などが含まれます。

なりの成果が見られており、ヨーロッパ・中央アジアは 5 年連続でビ

緊急援助の提供

ジネス規制改革が世界で最も進んだ地域となっています。2007 年 6
月から 2008 年 6 月までに、域内 25 か国のうち 23 か国で、ビジネス環

金融危機に対処するための緊急の支援要請に応え、理事会は、ウクラ

境を改善する 62 の改革が実施されました。規制改革を最も進めた 10

イナへの金融仲介融資による財政支援を承認し、ハンガリー、ラトビ

か国のうち 4 か国が、ヨーロッパ・中央アジアにありました。世界で最

アなど、他のいくつもの国々における貸付業務を準備しています。ま

も規制改革を進めた国としてアゼルバイジャンは、ビジネス環境の世

た、理事会はエネルギー危機に対処するため、キルギス共和国に対し、
エネルギーへのアクセス改善および冬季の火力発電と地域暖房システ
ムの信頼性を向上する、政府のエネルギー危機緩和行動計画の実施を
支援するため、1100 万ドルの緊急エネルギー援助プロジェクトを承
認しました。

雇用維持およびインフラ整備
ヨーロッパ・中央アジアにおける雇用創出を支援するため、世銀は、同
地域全土にわたり労働集約型のインフラ・プロジェクトに資金を提供
しています。1 億 2250 万ドルを提供したクロアチアにおける第二次
リエカ・ゲートウェイ・プロジェクトは、官民のパートナーシップに
より、リエカ港を拡大する交通需要に対応させることを目的としてい
ます。グルジアでは、7000 万ドルの追加融資により、周辺道路や地方
道路の拡張および再建が可能になると共に、雇用が創出されます。ま
た、世銀は 2009 年度、グルジアの地方および市レベルのインフラ・プ
ロジェクトに対し、4000 万ドルの拠出を承認しました。ベラルーシへ
の 6000 万ドルの融資は、約 170 万人の消費者に対する上下水道サー

各地域での世銀の活動
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図2.7

図2.8

ヨーロッパ・中央アジア地域
IBRDとIDAのテーマ別融資｜2009年度

ヨーロッパ・中央アジア地域
IBRDとIDAのセクター別融資｜2009年度
総融資額94億ドルに占める割合

総融資額94億ドルに占める割合

都市開発

経済管理

7%

2%

上下水道・治水

農業・漁業・林業

2% <1%

教育

4%
環境・天然資源管理

5%
貿易・統合

社会的保護・
リスク管理

17%

25%

運輸

26%

7%

金融

7%

保健・
その他の社会サービス

10%

社会開発・
ジェンダー・参加

<1%

農村開発

2%

法規

金融・
民間セクター開発

14%
<1%

9%

エネルギー・鉱業

31%

人間開発
公共セクター・ガバナンス

法律・司法・行政

25%

7%

産業・貿易

界ランキングにおいて 97 位から 33 位に躍進しました。規制改革で第

社会セクターの支援

2 位だったアルバニアは、4 つの分野で改革を実施し、世界ランキング
を 135 位から 86 位に上げました。

政府予算が圧縮されたことで、ヨーロッパ･中央アジア諸国の政府は、
貧困層や弱者層を直接支援する社会プログラムへの支出削減圧力にさ

このセクターへ資源を投入しようとする国々を支援するため、理事

らされることになります。社会的支出の傾向やパターンを観察し、危機

会は 2009 年度、中小企業の資金調達アクセスを拡大するため、トルコ

においても保護されるべき保健、教育および社会的保護プログラムへ

に対し 2 億ドル、アルメニアに対し 5000 万ドルの追加拠出を承認し

の必要不可欠な支出を見極めるという取り組みが進められています。

ました。また、理事会は、ビジネス環境改善に向けた取り組みを含むセ

世銀は、労働市場のモニタリング、社会的セーフティネットのモニ

ルビア政府の構造改革プログラムを支援するため、5000 万ドルの活

タリングおよび迅速な調査により、危機が当地域の人々にもたらした

動を承認しました。2009 年度、タジキスタンに対し承認された 2000

影響を積極的に追跡しています。現在進行中の分析では、社会的保護

万ドルの第三次プログラム的開発政策グラントは、民間セクター開発

および人々の暮らしに対する危機の影響、年金への影響、セーフティ

環境、公共セクター全般の機能、および主要な公共サービスの提供を

ネットでどこまで危機に対応できるか、そして世銀の役割について検

改善する政府の取り組みを支援しています。

証を行っています。

注目すべき成果

現場の声

小さな村の壮大な構想
モルドバの小さな村カルファは、以前にも増して小さくなりつつあり
ます。国外に出稼ぎに行って本国に送金しようと親が家族を残して出
て行くからです。村の学校に通う子供の半数以上は、両親のいずれか
が外国に住んでおり、両親共に家を遠く離れて働いている家庭も数多
くあります。
残された者たちは協力しています。住民が村の小学校を援助し、現
在は生徒用のコンピュータが設置され、親たちが様々な活動を支援し
ています。
世銀が拠出する社会投資基金（SIF）に援助され、村では、雨漏りする
校舎の屋根を修繕し、誰かが一日中燃料を補給して火を絶やさないよ

設置されました。
カルファ市民は、こうしたプロジェクト資金の 30% を負担し、残り
は SIF からグラントとして支給されました。この基金は、コミュニ
ティが選び、コミュニティ・メンバーで構成される評議会によって運
営されるプロジェクトを支援しています。
カルファのある老夫婦（43 頁、写真参照）は今年、50 回目の結婚記
念日を迎えました。ガスの供給を町でほかの誰よりも先に受けた二人
が、お祝い気分になるのも不思議ではありません。
「SIF プロジェクト
は、私たちの労働の 50% を解消してくれた。もう薪を割る必要はな

うにしなくても学校に暖房が通るよう、ガスボイラーを設置しました。

「以前はお湯も
い」と、夫のイオン・クラフチョフ（71 歳）は言います。

生徒が学校へ辿り着くまでに泥まみれになるほど劣悪な状態だった町

なかったのに、今は風呂場があり、シャワーを浴びることも出来るん

の主要道路は再舗装され、改修部分が水に流されないよう、排水溝が

だ！やっと余生を楽しむ時間が出来たよ」
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表 2.4

ヨーロッパ・中央アジア地域に対するテーマ別、セクター別融資 | 2004 〜 2009 年度
単位：100 万ドル

テーマ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

経済管理

242.0
309.4
950.2
297.1
895.1
132.3
117.4
33.9
305.3
182.6
93.6

17.4
394.4
933.9
539.4
272.3
66.8
161.5
246.6
668.8
424.4
368.0

4.6
148.8
1,461.1
360.3
589.1
401.6
238.5
95.1
335.9
226.6
183.0

5.7
397.6
823.6
258.3
328.8
230.4
150.1
23.2
346.7
539.5
658.2

2.6
461.4
1,295.9
228.8
515.0
170.6
260.2
24.4
125.5
497.9
588.8

692.5
452.0
2,396.9
1,286.1
850.9
1.4
180.2
17.5
890.3
2,359.3
235.8

3,559.1

4,093.5

4,044.6

3,762.2

4,171.1

9,362.8

168.6
164.0
352.2
836.9
244.3
126.3
7.0
1,176.8
321.2
162.0

107.0
263.8
657.9
259.1
484.9
253.5
10.9
1,160.6
557.9
337.9

117.9
126.7
1,108.3
374.5
339.9
274.8
0.0
1,271.7
416.7
14.2

53.4
81.9
337.6
353.5
192.9
395.5
0.0
812.6
712.3
822.4

126.3
67.4
546.7
311.5
215.9
499.0
23.6
919.0
893.7
568.0

9.0
357.1
1,547.1
621.0
630.9
699.5
0.0
2,346.9
2,912.2
239.1

3,559.1
3,012.9
546.2

4,093.5
3,588.6
504.9

4,044.6
3,531.9
512.8

3,762.2
3,340.1
422.1

4,171.1
3,714.3
456.8

9,362.8
8,978.4
384.4

環境・天然資源管理
金融・民間セクター開発
人間開発
公共セクター・ガバナンス
法規
農村開発
社会開発・ジェンダー・参加
社会的保護・リスク管理
貿易・統合
都市開発
テーマ総額

セクター
農業・漁業・林業
教育
エネルギー・鉱業
金融
保健・その他の社会サービス
産業・貿易
情報・通信
法律・司法・行政
運輸
上下水道・治水
セクター総額
うち、IBRD

IDA

注：2005 年度からは、保証と保証ファシリティを含む。数字は端数を四捨五入したため、合計額が合わないことがある。

また、世銀は、アルメニア、キルギス共和国、モルドバおよびタジキ

借入国の経済危機対応策への支援に加え、世銀は、それらの国が危

スタンにおいて、セーフティネット、栄養、社会基金などの活動に資金

機終結後に備えるための手助けとして、金融セクター改革、社会的保

を提供することで、危機の最中に人々を保護する取り組みを直接支援

護の拡大、ガバナンスの改善などを支援しています。

し、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国では、条件付き現金給付を支
援しています。

地球規模および地域的な長期的課題への対処
当地域は、2009 年度に「Adapting to Climate Change in Europe

制度構造改革およびオープンな貿易政策の促進

and Central Asia（ヨーロッパ・中央アジアにおける気候変動への適

世銀は、ヨーロッパ・中央アジア諸国における制度構造改革の導入を、

応）」という報告書を発表し、気候変動の影響が予想よりも深刻なもの

継続的に支援しています。
「Anticorruption in Transition 3（移行期

となると警告しています。これは、環境が適切に管理されず、域内の大

の腐敗防止 3）」と題する書物および最新のビジネス環境・企業業績調

半のインフラが不備という長年にわたる負の遺産のため、域内諸国の

査は、公共セクター改革、法制度・司法改革および腐敗防止の分野で課

適応能力が低いことによるものです。世銀は、試験的適応、クリーン・

題が残るものの、大多数の国々において、特に法的枠組みの分野で着

テクノロジーおよび気候変動適応プロジェクトへの投資を通じ、各国

実な改善がなされていることを示しています。当地域における世銀の

の気候変動への適応を支援しています。

経済・セクター分析は、多くの国で今も活発ではない国際貿易を拡大
するためには規制改正が必要であることに着目しています。

世銀はまた、当地域が直面する人口構造面の変化への対策も支援し
ています（http://www.worldbank.org/eca 参照）。
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ラテンアメリカ・カリブ海地域
アンティグア・
バーブーダ
アルゼンチン
ベリーズ

コスタリカ
ドミニカ国
ドミニカ共和国
エクアドル

ボリビア多民族国
ブラジル

エルサルバドル
グレナダ

チリ

グアテマラ

コロンビア

ガイアナ

ラテンアメリカ・カリブ海地域において、平均成長率 5.3% を記録し

方、エクアドルやベネズエラ・ボリバル共和国のような石油輸出国は、

た 5 年にわたる堅調な経済成長は、世界金融危機により突如中断され

国際原油価格の急落を受け、歳出を削減しています。

ました。2008 年の成長率は 4.3% ですが、2009 年には約 2% 縮小し、
その後 2010 年になって 2.4% に回復する見通しです。

好景気の間に貯蓄を増やした国々、および多様な市場やアジア各国
との関係が強い国々（ブラジル、チリ、コロンビアおよびペルー）は、他

域内の多くの国々は今回の危機が発生した際、主に好景気の期間の

の国に較べ影響が軽微にとどまっています。全体として、最も良い状

堅実な財政政策およびマクロ経済面の脆弱性解消により、比較的有利

況にある国々は、独立した中央銀行、変動為替相場制、インフレ目標政

な状況にありました。一部のラテンアメリカ諸国において 2001-02

策、および堅実な財政プロセスを採用した国々でした。

年の金融危機勃発の後、金融規制・監督を強化していた結果、当地域
は、国内の銀行業界が危機に陥ることが一例もなく、今般の危機を乗

世銀の支援

り切ってきています。

世銀は 2009 年度、世界的危機への対応として、ラテンアメリカ・カリ

ラ テ ン ア メ リ カ・カ リ ブ 海 諸 国 は、2002 年 か ら 2008 年 の 間 に

ブ海に対する支援を飛躍的に拡大しました。世銀は、通常貸付額の 3

6000 万人の人々を貧困から救い出すことに成功しましたが、現在、こ

倍近くにあたる 140 億ドルの新規融資を承認しました。うち IBRD 融

の流れが逆転する危険にさらされています。世銀の推定では、今回の

資は 138 億ドル、IDA 融資承認は 2 億 250 万ドルでした。借入額が大

世界経済の混乱によって、2009 年末までに域内で 400 万 -600 万人が

きかった国は、ブラジル、メキシコ、アルゼンチンで、資金が最も多く

貧困層（1 日あたり所得が 4 ドル未満）に転落する可能性があります。

投入されたセクターは、保健・社会サービス、公共行政・法律、上下水

経済が米国と密接に結びついているメキシコおよび中米・カリブ諸
国は、長引く不況の被害を最も強く受けると考えられます。例えばメ

道 で し た。2009 年 度 中 の 当 地 域 へ の 支 援 は、IBRD 融 資 の 42%、

IBRD／IDA 融資合計額では約 3 分の 1 を占めています。

キシコでは、2009 年はマイナス成長になると考えられます。当地域へ

世銀は当地域の借入国に対し、貧困、機会均等など、気候変動および

の国外からの送金は激減し、特にメキシコおよび中米・カリブ諸国で

競争力など幾つかの論点に関する革新的な金融・知識商品を提供して

は、2008 年の実質ベース減少率が 6% となり、2009 年には 10% 減も

います。世銀とアルゼンチンおよびブラジルの機関の研究者が共同開

予想されるなど、悪影響が特に深刻です。南アメリカでは、アルゼンチ

発した新たな人間機会指数は、個別の国々の環境が、飲料水、下水道、

ン、ブラジル、パラグアイおよびウルグアイも影響を受けています。一

電力、基礎教育などの基本的サービスへのアクセスをいかにして可能

ラテンアメリカ・カリブ海地域の概要

6 億人
1.1%
平均寿命：
73 歳
：
乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）
22 件
若い女性の識字率：
97%
HIV 感染者・エイズ患者数：
190 万人
： 6,780 ドル
2008 年の一人当たり国民総所得（GNI）
一人当たり GDP 指数（1998＝100）
121
総人口：

人口増加率：

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は 2007
年、その他の指標は 2008 年の「世界開発指標」データベース、HIV 感染者・エイズのデータは国連・
世界保健機関「2008 年エイズ流行に関する報告書」の数字です。
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2009 年度の

2009 年度の

IBRD：138 億 2900 万ドル
IDA：2 億 200 万ドル

IBRD：78 億 6400 万ドル
IDA：1 億 8000 万ドル

新規融資承認額

融資実行額

2009 年 6 月 30 日現在において実施中のプロジェクトのポートフォリオ：260 億ドル

世銀融資適格国

ハイチ

パラグアイ

スリナム

ホンジュラス

ペルー

ジャマイカ

セントクリストファー・
ネーヴィス

トリニダード・
トバゴ

メキシコ
ニカラグア
パナマ

セントルシア
セントビンセントおよび
グレナディーン諸島

ウルグアイ
ベネズエラ・
ボリバル共和国

にしたり妨げたりするかを示しています。これは、当地域に暮らすす

世銀はアルゼンチン、ベリーズ、コスタリカ、ドミニカ共和国、ホン

べての人々の機会拡大に焦点を当てた公共政策を主要な対象とする、

ジュラスおよびニカラグアなど域内の国々に対し、新型インフルエン

全く新しい研究分野を拓くものです。

ザ（H1N1）ウイルスの影響を軽減するための直接支援を提供しま
した。

中所得国のニーズへの対応
世銀は、域内各国で益々多様化するニーズに対応するため、地域戦略

最貧困国に対する援助

をカスタマイズしました。中所得国に対して世銀は、分析・助言、新し
い金融商品および技術協力を含む総合的サービス・パッケージを提供

IDA は 2009 年度、ラテンアメリカ・カリブ海地域の最貧困国に対す
る援助として 2 億 250 万ドルを拠出し、5 か国に対して無利子融資お

します。

よびグラントを提供しました。ボリビアは、国内の特定の小区域に住

繰延引出オプションとして知られる承認済み与信枠は、幾つかの国

む貧しい農民の市場アクセス改善を目的とする地方連携プロジェクト

で役立ちました。2009 年度に 8 件の繰延引出オプション付融資が、コ

に対し、3000 万ドルの財政支援を受けました。合計 2500 万ドルの贈

ロンビア、コスタリカ、グアテマラ、ペルーおよびウルグアイの 5 か国

与を受けた 2 件のプロジェクトが、2008 年 8 月および 9 月にこの国を

に対して承認され、ショックの際に流動性を確保するために即時利用

襲ったハリケーンと熱帯性低気圧により破壊・損壊されたハイチのイ

可能な財源として提供されました。この新しい融資手段は、資金供給

ンフラ再建に充てられるため、承認されました。ホンジュラスは食糧

の予防的財源を作ることで、各国政府が市場に前向きなシグナルを送

危機対応のため、1000 万ドルの無利子融資を受けました。ニカラグア

ることができるよう支援するという、世銀のコミットメントを反映し

当局は、上下水道サービス改善のため、グラントと融資で合計 4000 万

たものです。

ドルの財政支援を受けました。

アルゼンチン、ブラジル、メキシコなどの現 G-20 加盟国は、グロー
バルなプレーヤーになりました。こうした国々の開発課題により適切
に対応するために、世銀は幾つかの革新的プログラムを導入しまし
た。例えば 2009 年度、世銀は、ブラジルの持続可能な環境管理に対し

13 億ドルの融資、メキシコにおける低所得層の住宅アクセス拡大の取
り組みへの支援として 10 億ドル、やはりメキシコの環境持続可能性
に配慮した開発政策プロジェクトに対し 4 億 100 万ドルの融資、ペ

2009 年 6 月 30 日、ハイチは、IDA および IMF の理事会の承認を受
けた拡充重債務貧困国（HIPC）イニシアティブに定める完了時点に到
達したことで、12 億ドルの債務削減を受けました。ハイチは、HIPC
イニシアティブの完了時点に到達した 26 番目の国となりました。債
務返済免除は、HIPC イニシアティブ（2 億 6500 万ドル）および多国
間債務救済イニシアティブ（9 億 7270 万ドル）によるものでした。

ルーの新しい環境省の強化および主要経済セクターにおける環境管理

金融危機時における条件付現金給付プログラムの拡大

の改善のために 3 億 3000 万ドルの融資、そしてウルグアイにおける

ラテンアメリカ・カリブ海諸国は、子供や若者が定期健康診断を受け

政府の改革プログラム支援および世界経済危機の影響への対応の追加

学校に通うことができるよう各家庭に給付金を支給する条件付現金給

資金として 4 億ドルの融資を承認しました。

新型インフルエンザ（H1N1）の大流行への対応

付プログラムをほかの地域に先駆けて導入しました。ブラジルの

Bolsa Família（家族のバッグ）やメキシコのOportunidades（機
会）に類似したプログラムが、コロンビア、エルサルバドル、ジャマイ

世銀は、新型インフルエンザ（H1N1）ウイルスの流行を阻止しようと

カおよびパナマでも開始されました。当地域での条件付現金給付プロ

す る メ キ シ コ の 取 り 組 み を 支 援 す る た め に、2009 年 度 分 と し て
2500 万ドル、2010 年度への準備金として 4000 万ドルを承認しま

大し、世界的危機の影響を最も受けやすい人々を保護する手段として

した。

用いられました。

グラムは、2009 年度に世銀が供給した 25 億ドル近くの資金により拡

各地域での世銀の活動
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図2.9

図2.10

ラテンアメリカ・カリブ海地域
IBRDとIDAのテーマ別融資｜2009年度

ラテンアメリカ・カリブ海地域
IBRDとIDAのセクター別融資｜2009年度

総融資額140億ドルに占める割合

総融資額140億ドルに占める割合

都市開発

7%

貿易・統合
社会的保護・
リスク管理
社会開発・
ジェンダー・参加
農村開発

経済管理

3%

2%
25%

15%

20%

教育

5%
1%

4%

エネルギー・鉱業
金融

14%

<1%

11%

金融・
民間セクター開発

16%

12%

人間開発

情報・通信

1%
法律・司法・行政

<1%

公共セクター・ガバナンス

農業・漁業・林業

10%

環境・天然資源管理
運輸

4%

法規

上下水道・治水

産業・貿易

22%
5%

23%

保健・
その他の社会サービス

新たな国別パートナーシップ戦略作り

そして結果に対するモニタリングおよび評価を通じ、良いガバナンス

理事会は 2009 年度、アルゼンチン、コスタリカ、ドミニカ共和国、グ

および透明性を促進するための効果的・持続的方法を開発する各国の

アテマラ、ガイアナ、ハイチおよびパラグアイなどラテンアメリカ・カ

取り組みを支援しています。

リブ海地域諸国に対する、幾つかの国別パートナーシップ戦略を承認

こうした成果を達成するため、世銀は、ブラジルのペルナンブコ教

しました。2008 年度に承認されたブラジルおよびメキシコの国別戦

育成果および説明責任プロジェクトに対し、1 億 5400 万ドルを拠出

略は、環境保護や社会セーフティネット・プログラム支援などの主要

しました。このプロジェクトは、同地域における以前のプロジェクト

開発分野で成果を上げ始めました。

の成功を踏まえたものであり、公教育の品質、効率性および公平性の

2009 年 3 月、ベリーズに対する 2 カ年暫定戦略が承認されました。

向上と子供の識字率向上を目的としています。パナマでは、民間セク

これは、この国に世銀が再び関与し始めたことを示すものです。2009

ターの競争力強化、財政規律の確立および公共セクターの説明責任向

年 6 月には、ボリビア多民族国に対しても新たな暫定戦略が承認され

上を図る政府の取り組みを継続的に支援しており、1 億ドルの新規融

ました。

資を行いました。

競争力の向上および成果主義マネジメント

世界的気候変動解決策の一環としてのラテンアメリカ

世銀は、国家システムの強化、サービス提供に関する説明責任の向上、

「低炭
2008 年 12 月、世銀は当地域に関する主要年次報告書として、

注目すべき成果

現場の声

奨励金による児童および家族の健康・教育改善
ソコロ・パルマは、メキシコ東部の州プエブラにある小さな家に住ん

付プログラムの支援のために 25 億ドルを供給しました。現在、ブラジ

でいます。ささやかな家ですが、家族は壮大な野心を持っています。5

ルの Bolsa Família 、コロンビアの Familias en Acción 、および地

人の子供は学齢期で、全員が学校に通っており、ソコロ自身も夜間ク

域全体での条件付現金給付（CCT）プログラムを合わせると、約 1 億人

ラスに通い始めたのです。
メキシコにいる他の何百万人もの低所得者と同様、パルマ一家も

Oportunidades の支援を受けています。これは、世銀の資金により、
子供たちを学校に通わせ、適切な保健／栄養ケアを受けられるように
することを条件に、貧困家庭に対し資金援助と基礎的サービスを提供
するプログラムです。2009 年度に世銀が同プログラムに行った追加

の人々が恩恵にあずかっています。
世銀の報告書「条件付現金給付：現在および将来における貧困の削減
（Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future

Poverty ）」によると、CCT プログラムは極めて高い加入率と低い脱退
率を示し、子供の健康状態を改善しました。この結果は極めて説得力を

資金は、メキシコ人口のほぼ 4 分の 1 に当たる 2500 万人に対する援

持つものであったため、世銀は 2009 年度、バングラデシュ、コロンビ

助を保証するものです。

ア、ケニア、マケドニア、パキスタンおよびフィリピンの 6 か国を、新た

世銀は 2009 年度中、ラテンアメリカの他の場所でも、条件付現金給
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に同プログラム支援の対象国リストに加えました。

表 2.5

ラテンアメリカ・カリブ海地域に対するテーマ別、セクター別融資 | 2004 〜 2009 年度
単位：100 万ドル

テーマ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

都市開発

111.2
159.1
912.4
1,046.7
672.0
270.9
249.6
268.9
926.9
364.6
337.6

310.4
841.2
729.6
469.8
506.2
147.9
331.7
187.9
950.4
233.4
457.1

42.5
454.0
1,518.7
502.6
1,054.2
108.8
236.5
282.6
606.2
720.3
384.1

54.3
353.0
498.9
1,022.5
519.9
97.5
415.4
175.4
419.0
300.5
696.9

131.8
664.8
622.7
445.5
943.4
50.1
307.5
109.2
307.0
224.8
853.1

483.0
3,437.6
1,569.7
1,643.8
2,180.7
1.0
531.6
65.7
2,853.4
254.1
1,010.3

テーマ総額

5,319.8

5,165.7

5,910.5

4,553.3

4,660.0

14,031.0

379.6
218.3
50.5
405.1
1,558.9
428.0
14.0
1,521.3
675.7
68.4

233.4
680.0
212.6
530.0
443.4
199.9
44.7
1,776.0
556.4
489.5

291.0
712.7
172.8
907.3
821.8
569.2
20.8
1,278.8
785.4
350.7

83.4
369.1
19.5
286.4
649.1
236.3
0.0
1,187.8
1,223.9
497.8

333.5
525.3
266.8
249.5
436.7
462.0
0.0
851.4
1,083.4
451.3

1,329.2
710.6
502.3
1,921.0
3,190.5
696.2
173.9
3,137.4
204.3
2,165.7

5,319.8
4,981.6
338.2

5,165.7
4,904.4
261.3

5,910.5
5,654.1
256.4

4,553.3
4,353.3
200.0

4,660.0
4,353.5
306.5

14,031.0
13,828.5
202.5

経済管理
環境・天然資源管理
金融・民間セクター開発
人間開発
公共セクター・ガバナンス
法規
農村開発
社会開発・ジェンダー・参加
社会的保護・リスク管理
貿易・統合

セクター
農業・漁業・林業
教育
エネルギー・鉱業
金融
保健・その他の社会サービス
産業・貿易
情報・通信
法律・司法・行政
運輸
上下水道・治水
セクター総額
うち、IBRD

IDA

注：2005 年度からは、保証と保証ファシリティを含む。数字は端数を四捨五入したため、合計額が合わないことがある。

素・高成長：気候変動に対するラテンアメリカの対応（Low Carbon,

フネス新大統領が基調演説を行いました。

High Growth: Latin American Responses to Climate
Change ）」を発表しました。この報告書は、ラテンアメリカのエネル
ギー資源からの排出量は世界全体のわずか 6% であり、世界の他地域

エネルギー会社の経営者たちが、メキシコで会合を開きました。参加

2008 年 11 月、100 名を越える西半球のベテラン議員および主要な
者は、世界金融危機を解決する取り組みは経済的に持続可能で、かつ

よりクリーンエネルギー源を使っているとしています。当地域は豊富

2050 年までに温室効果ガス排出量を 1990 年の水準から 80% 削減す

な水力発電量を擁し、他の地域に比べ石炭への依存度がかなり低く、

るために役立つものでなければならない旨で合意しました。メキシコ

持続可能な運輸システムに関して世界をリードしています。同報告書

議会が主催し、世銀および地球環境国際議員連盟（GLOBE）が共同ス

は、当地域が、森林破壊による排出の削減、水力発電開発の行き詰まり

ポンサーとなったこの会合は、南北アメリカ大陸の議員が、特に気候

の打破、エネルギー効率の向上および都市運輸システムの転換におい

変動対応策につき協議し合意するために集まった、初の会合でした。

て中所得国を主導する立場にあると結論付けています。

2008 年 10 月、メキシコ財務省と世銀は、当地域の財務分野の広報
担当者を対象とする初のフォーラムを開催しました。メキシコで始

地域的活動

まった対話および情報交換を今後も継続していく場を財務分野の広報

2009 年 4 月の春季会合に合わせ、ラテンアメリカ・カリブ海地域諸国

担当者たちに提供するため、ウェブベースのプラットフォームが構築

は金融危機に関するセミナーを開催しました。世銀春季会合の代表団

されました（http://www.worldbank.org/lac 参照）。

の一部も参加したこのセミナーでは、エルサルバドルのマウリシオ・

各地域での世銀の活動
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中東・北アフリカ地域
アルジェリア

イラン・イスラム共和国

ジブチ

イラク

エジプト・アラブ共和国

ヨルダン

この項ではヨルダン川西岸・ガザ地区についても報告する。

中東・北アフリカ地域もまた、世界経済危機の打撃を受けています。

原油価格がさらに下落したり、不動産危機が深刻化するようなことが

2009 年の実質国内総生産（GDP）成長率は 2.2% の見通しです（2008
年は 6.2%、2000-07 年は平均 5.1%）。食糧・燃料価格の高騰が消費
者物価の上昇を煽り、2007 年の 7.2% から 2008 年には 10.6% とな

あれば、こうした国々でさえ、準備金を取り崩し投資を縮小せざるを

りました。

ラブ共和国およびイエメン共和国など人口の多い石油輸出国は、危機

得なくなる可能性があります。
アルジェリア、イラン・イスラム共和国、イラク、リビア、シリア・ア

当地域の銀行や投資会社は、サブプライム関連のモーゲージ担保証

が発生した際に、財政・経常収支バランスが湾岸協力会議加盟国より

券を大量には保有しておらず、湾岸諸国の多くが、2008 年後半に起き

も脆弱でした。こうした国々は補助金などの社会分野で大きなコミッ

た短期資金の大量流出の影響を吸収するに十分な資金力を有していま

トメントをしているため、景気後退時の歳出削減が困難になっていま

した。しかし、世界金融危機は当地域の金融見通しに影響を与えまし

す。ジブチ、ヨルダンおよびレバノンなどの、湾岸諸国と経済的に結び

た。国債スプレッドは拡大し、域内の株式市場は大幅に下落し、外国直

ついた非石油輸出国では、観光、国外からの送金および湾岸諸国から

接投資の流れは減退する見通しであり、輸出収入および観光・貿易関

の直接投資が減少すると考えられます。さらに、国外への出稼ぎ労働

連サービスは減少し、国外からの送金は縮小すると予想されてい

者が帰国することで、社会的摩擦が増大する可能性もあります。ヨー

ます。

ロッパと深い交易関係を持つ国々（エジプト、モロッコおよびチュニ

世界金融危機の実際の影響は、地域内でも様々に異なると考えられ

ジア）は、ヨーロッパの需要後退が輸出、観光、国外からの送金、外国直

ます。湾岸協力会議（GCC）加盟国（バーレーン、クウェート、オマー

接投資、そして恐らくは国外からの援助をも減少させるため、当地域

ン、カタール、サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦）は危機が発生

の他の国々よりも危機の被害は大きくなるでしょう。輸出業界におけ

した際、極めて良好な財政および対外収支バランス、または原油価格

る失業が、人々の争いを拡大させる可能性もあります。以前、これらの

高騰時の収入により築いた十分な資金準備を備えていたおかげで、世

国々は経常収支赤字を補填するため国際金融市場を利用しましたが、

界経済危機を乗り切るために最も有利な立場にありました。しかし、

これは現在の状況では難しいかもしれません。

中東・北アフリカ地域の概要
総人口：

3 億人
1.8%
平均寿命：
70 歳
：
乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）
32 件
若い女性の識字率：
86%
HIV 感染者・エイズ患者数：
21 万人
： 3,242 ドル
2008 年の一人当たり国民総所得（GNI）
一人当たり GDP 指数（1998＝100）
128
人口増加率：

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生 1000 件当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は 2007
年、その他の指標は 2008 年の「世界開発指標」データベース、HIV 感染者・エイズのデータは国連・
世界保健機関「2008 年エイズ流行に関する報告書」の数字です。
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2009 年度の

2009 年度の

IBRD：15 億 5100 万ドル
IDA：1 億 7200 万ドル

IBRD：12 億 1600 万ドル
IDA：1 億 8300 万ドル

新規融資承認額

融資実行額

2009 年 6 月 30 日現在において実施中のプロジェクトのポートフォリオ：70 億ドル

世銀融資適格国

レバノン

シリア・アラブ共和国

リビア

チュニジア

モロッコ

イエメン共和国

世銀の支援
世銀は 2009 年度、中東・北アフリカ地域に対し 17 億ドルの拠出を承

定と持続的成長を可能にする環境創出の取り組みを支援しています。
当地域のビジネス環境は改善しつつあります。2008 年度末には、域

認しました。うち 16 億ドルが IBRD の貸出、1 億 7200 万ドルが IDA

内諸国の 3 分の 2 が、27 件という目覚ましい数の改革を導入しまし

による承認（1 億 2900 万ドルの贈与を含む）でした。こうした増加は、

た。昨年当地域で一位にランクされたエジプトは、過去 4 年間で 3 度、

ひとつには食糧、原油および金融危機への対応によるものでした。

世界で最も改革が進んだ上位 10 か国に入っています。他にも、ジブ

また、世銀は、37 件の経済・セクター分析および 74 件の融資を伴わ

チ、ヨルダン、レバノン、モロッコ、オマーン、サウジアラビア、シリ

ない技術協力活動を実施しました。これらの活動には、民間セクター

ア、チュニジア、アラブ首長国連邦、ヨルダン川西岸・ガザ地区、およ

開発に関する地域主要報告書および移民に関する地域レポート、リビ

びイエメン共和国などの国々が、改革を促進しました。

アおよびイエメン共和国の公共支出調査、およびいくつかのガバナン
ス関連レポートが含まれます。アラブ世界イニシアティブとの関連で

持続可能な開発および天然資源管理の支援

も、地域インフラから教育・知識共有まで多様な分野にわたるいくつ

気候変動、水不足および天然資源管理が、中東・北アフリカ地域におけ

かの報告書が発行されました。
（18 頁、囲み 1.5 参照）

る主要な課題です。こうした問題に対処するため、世銀はイエメン共
和国に対し、水セクター・プログラム支援に 9000 万ドル、太陽光発電

インフラのボトルネック解消

に焦点を当てた農村エネルギー・プロジェクト援助のために 2500 万

世界的景気後退に関連する喫緊のニーズに対応する一方、2009 年度

ドルを提供しました。固形廃棄物管理システムを改善するため、世銀

における世銀のプログラムは、世銀が引き続き長期的成長を重視して

はモロッコに対し 1 億 3300 万ドル、ヨルダンに対し 2500 万ドルの

いることを反映し、エジプト、ヨルダン、レバノンおよびモロッコに対

融資を行いました。2008 年 10 月にイエメン共和国を襲った洪水の

し、大規模なインフラプロジェクトが承認されました。理事会はエジ

後、世銀はニーズ・アセスメントの実施を支援し、同国の将来の災害へ

プトに対し、アイン・ソフナ電力プロジェクトに 6 億ドル、エジプト鉄

の準備態勢を強化すべく、モニタリング・プログラムおよび政策対話

道の再建に 2 億 7000 万ドルと、2 件の大型融資を承認しました。レバ

を拡大しました。2009 年 3 月には、治水および緊急復興のために、

ノンに対する 7000 万ドルの都市交通整備プロジェクト、およびヨル

3500 万ドルの追加資金拠出を承認しました。2009 年度の早い段階

ダンに対する 3300 万ドルのアンマン開発回廊プロジェクトは、交通

で、理事会はイエメン共和国の地下水および土壌保全を推進するた

ボトルネックの解消と、将来における持続的成長への道筋をつけるこ

め、1500 万ドルの追加資金拠出を承認しました。

とに力を注いでいます。

若年層の教育
民間セクター開発、競争力およびガバナンスの強化

中東・北アフリカ地域の教育セクターにおける課題は、当地域の若者

中東・北アフリカ地域は、グローバリゼーションによってもたらされた

がグローバル経済の中で競争していけるように、質の高い教育を提供

社会的問題への対処と競争力強化の課題という、2 つの課題を両立さ

することです。ヨルダンにおける 2500 万ドルの「知識経済に向けた

せる困難に直面しています。世銀は、チュニジアに対し、グローバル市

高等教育改革プロジェクト」は、品質とガバナンスの問題に重点を置

場への統合を進めるために 2 億 5000 万ドルの融資を行いました。モ

いており、6000 万ドルの「第二次知識経済に向けた高等教育改革プロ

ロッコでは、世銀は、良いガバナンスのアジェンダを促進する一方で安

ジェクト」は、これらの課題を踏まえて、高等教育以前の段階の教育機

各地域での世銀の活動
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図2.11

図2.12

中東・北アフリカ地域
IBRDとIDAのテーマ別融資｜2009年度

中東・北アフリカ地域
IBRDとIDAのセクター別融資｜2009年度

総融資額17億ドルに占める割合

総融資額17億ドルに占める割合

都市開発

44%

環境・天然資源管理

9%

上下水道・治水

11%

農業・漁業・林業

3%

教育

4%
21%
5%
1%
貿易・統合

12%

社会的保護・リスク管理

5%
2%

1%

金融・
民間セクター開発
人間開発

39%
運輸

エネルギー・鉱業

23%

公共セクター・
ガバナンス
農村開発
社会開発・
ジェンダー・参加

法律・司法・行政

4%

産業・貿易

12%

保健・その他の社会サービス

<1%

3%

金融

関で学ぶ学生に対し、知識経済に参画するためのより高度なスキルを

女性を経済の中心に据える取り組み

提供する必要性を重視しています。

世銀は 2009 年度を通じ、中東・北アフリカ地域において様々なジェ
ンダー研究およびプログラムを開始または実施しました。エジプトで

紛争経験国の国民に対する支援

は、労働市場へのアクセスおよび制約のジェンダー的側面に関する評

世銀は 2009 年度のガザ紛争に迅速に対応し、停戦から 1 週間以内に

価を実施しました。ヨルダンでは、コミュニティ・カレッジを卒業し

評価チームを派遣しました。評価チームが作業の結果として提出した

た若い女性の労働市場へのアクセス促進を目的としたプログラムを計

勧告の中心部分は、復旧・復興作業は、ガザにおける現行の開発と密接

画しています。サウジアラビアでは、女性が家長である家庭の調査を

に連携すべきというものでした。これは、実務的には、上下水設備、電

行っている、ジェッダやメディナの「都市観測所」に支援を行っていま

力、社会的セーフティネット、地方開発、および非政府組織からの支援

す。イエメン共和国では、保健および教育セクターへの公共支出に関

など、いくつかの主要分野において成果を上げている様々な援助案件

するジェンダー分析を準備しています。また、世銀は、制度開発基金グ

に継続的な資金提供を行い、それらを拡大することを意味していま

ラントを通じ、国家の政策や戦略がジェンダーの平等に与える影響を

す。2009 年 4 月には、投資の可能性について協議し、健全なビジネス

測定するプログラムを支援しています。

環境の創出を支援するため、世銀グループの代表団がイラクを訪問し

ジェンダー予算の作成に関するワークショップを開催しました。また、

ました。

注目すべき成果

世銀はレバノンにおけるジェンダー評価を実施し、モロッコでは

現場の声

イエメン共和国の洪水被害への即時対応

2008 年 10 月、ハドラムートおよびアル・マハラ地方の住民たちは、

破壊されたと報告されています。1 万 3000 エーカー近い農地が土壌

過去 10 年超の間にイエメン共和国で起きた中で最悪の洪水を経験し

浸食により甚大な被害を受け、約 50 万本の椰子の木が根こそぎ倒れた

ました。何十人もの人々が命を落とし、約 2 万 5000 人が家を失いま

と報告されています。

した。
この洪水は、農地および人々の生活に破壊的な打撃を与えました。

洪水の影響に関する迅速な分析から 4 カ月後に、理事会は、道路アク
セスの復旧および地方レベルにおける災害準備態勢／軽減／対応の能

50 万人を超えるイエメン人が財産または収入の実に多くを失いまし

力強化を目的として、ハドラムートおよびアル・マハラの被災地にお

た。家畜被害は 3 万 6000 頭（ラクダ、山羊および乳牛）を超え、有名な

ける主要インフラ設備の復旧を支援するため、3500 万ドルの追加資

ハドラムートの蜂蜜を生み出していた蜜蜂についても約 6 万の巣箱が

金拠出を承認しました。
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表 2.6

中東・北アフリカ地域に対するテーマ別、セクター別融資 | 2004 〜 2009 年度
単位：100 万ドル

テーマ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

経済管理

0.0
113.8
259.3
192.1
19.6
1.7
65.1
70.7
31.6
158.3
178.7

45.8
160.2
166.6
95.4
166.0
1.8
155.3
123.0
98.5
0.0
271.1

0.0
44.5
907.8
128.5
229.0
46.9
177.9
67.8
69.7
0.0
28.5

0.0
179.7
166.7
14.3
59.8
33.0
126.6
174.9
15.4
16.0
121.6

0.0
65.0
778.0
17.2
208.0
11.2
53.3
75.5
35.7
17.2
208.8

0.0
149.3
371.0
92.0
17.5
0.0
82.3
21.0
32.9
201.4
755.7

1,091.0

1,283.6

1,700.6

907.9

1,469.8

1,723.0

27.2
154.9
0.0
20.8
52.0
23.4
0.0
93.6
409.6
309.5

229.2
124.0
0.0
142.5
0.3
277.9
18.5
232.9
29.0
229.3

15.3
146.8
316.5
625.0
0.0
14.0
0.0
249.2
237.6
96.4

208.5
14.3
291.6
39.2
84.3
10.3
0.0
61.9
27.4
170.5

0.0
32.0
280.0
500.3
27.3
29.4
9.0
189.6
104.7
297.6

60.0
68.0
675.8
50.0
6.3
200.0
0.0
75.7
390.1
197.2

1,091.0
946.0
145.0

1,283.6
1,212.1
71.5

1,700.6
1,333.6
367.0

907.9
691.9
216.0

1,469.8
1,202.5
267.3

1,723.0
1,551.0
172.0

環境・天然資源管理
金融・民間セクター開発
人間開発
公共セクター・ガバナンス
法規
農村開発
社会開発・ジェンダー・参加
社会的保護・リスク管理
貿易・統合
都市開発
テーマ総額

セクター
農業・漁業・林業
教育
エネルギー・鉱業
金融
保健・その他の社会サービス
産業・貿易
情報・通信
法律・司法・行政
運輸
上下水道・治水
セクター総額
うち、IBRD

IDA

注：2005 年度からは、保証と保証ファシリティを含む。数字は端数を四捨五入したため、合計額が合わないことがある。

世銀は、隔年ベースの報告書「中東・北アフリカ地域における女性の
現状および発展（Status and Progress of Women in the Middle

に 600 万ドル近くに達し、2010 年度もほぼ同額となる見込みです。

East and North Africa ）」を発行し、経済への参画、教育アクセス、医

貿易金融の拡大および外国直接投資の保証

療へのアクセス、公的参画・意見表明および法的権利に関する進展を検
証しました。

IFC は 2009 年度、貿易金融プログラム、民間投資家への技術協力、助
言サービスを拡大しました。多数国間投資保証機関（MIGA）もまた、

人材育成・技術協力などのプログラムの拡大

らの保証制度の利用を計画しています。

中東・北アフリカ地域の借入国への外国直接投資を確保するため、自
有料プログラムを要請している中東・北アフリカ諸国の数は、2009 年

また、世銀は 2009 年度、アラブおよびイスラムの開発機関とのパー

度に 11 か国へと増加しました。こうしたプログラムからの総収入は約

トナーシップを強化しました。世銀はこれらの機関と、水および人間

1100 万ドルとなり、2010 年度も安定した需要が見込まれます。湾岸

開発セクターにおけるセクター・ワイド・アプローチの設計および実

諸国との戦略協調プログラムには、バーレーン、湾岸協力会議事務局、

施方法に関する経験を共有し、プロジェクト発掘、審査、監理およびモ

クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビアおよびアラブ首長国

ニタリング・評価に関する技術的ワークショップおよび対話を実施

連邦におけるプログラムとサービスがあります。こうしたプログラム

し、プロジェクトを発掘、審査、監理するための共同ミッションを行い

は、より戦略的かつ多年度にわたるものとなり、その規模は 2009 年度

。
ました（http://www.worldbank.org/mna 参照）

各地域での世銀の活動
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世銀の融資
世銀は国際資本市場からの資金の調達（IBRD）と富裕な加盟国からの
拠出金を使用した贈与や融資の配分（IDA）により資金を提供してい

図3.1

IBRDとIDAの地域別融資｜2009年度
合計469億ドルに占める割合

南アジア

アフリカ

17%

12%

ます。IBRD と IDA の資金はいずれも、加盟借入国の貧しい人々のた
めに役立てられています。
融資は借入国の個別のニーズに基づいて行われ、その手段はますま

中東・北アフリカ

4%
17%

す柔軟なものになっています。2009 年度の IBRD と IDA の融資の概

東アジア・大洋州

要については図 3.1 〜 3.3 と表 3.1 をご覧ください。

低所得国

ラテンアメリカ・カリブ海

30%

ヨーロッパ・中央アジア

20%

途上国の貧困は、国際比較プログラムの最新の報告書によると近年考
えられていたよりも深刻であるとが明らかになりました。2005 年の
物価水準（入手可能な最新値）で 1 日 1.25 ドルという国際貧困ライン
が新たに設定されましたが、これは世界の最貧困国 10 〜 20 か国の国
内貧困ライン中間値です。世銀が IDA 支援を通じて援助に尽力してい

図3.2

る低所得国 43 か国およびそこに暮らす約 9 億 7300 万人（2008 年）

IBRDとIDAのテーマ別融資｜2009年度

は現在、今後数世代にわたって貧困状態を抜け出せないリスクが過去
数十年間で最大となっています。

IDA の役割
IDA は世界の最貧困国に譲許的融資を行う最大の多国間機関です。
2009 年度は、2007 年の一人当たり国民総所得（GNI）が 1,095 ドル
以下であった国が IDA 融資適格国となりました。さらに IDA は、一部
の小島嶼国のように、融資適格国の基準となる一人当たり国民所得は
超えているものの、IBRD 融資を受けるだけの十分な信用力を持たな
い国にも支援を提供しています。2009 年度の IDA 融資適格国は合計

合計469億ドルに占める割合

都市開発

貿易・統合
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社会開発・
ジェンダー・参加
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農村開発
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へのアクセスを考慮に入れる必要があります。

IDA は、借入国による経済成長の促進、貧困の削減、貧困層の生活状
態の改善を支援しています。IDA は、そのプロジェクトにおいて、紛争

金融・
民間セクター開発
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公共セクター・ガバナンス
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14%

図3.3

IBRDとIDAのセクター別融資｜2009年度
合計469億ドルに占める割合
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農業・漁業・林業

7%

9%

後復興、経済移行、脆弱性、急速かつ持続可能な成長など各国の様々な
状況に直面します。IDA は、すべての低所得国への支援を継続する一

21%

9%

79 か国でした。これまでの IDA 卒業国は 27 か国に上り、その一部（最
近では中国とエジプト・アラブ共和国）は今や IDA ドナーとなってい
ます。IDA 資金の配分は主に、毎年実施される国別政策・制度評価に
おける各借入国の格付けによって決定されます。IDA と IBRD の両方
の援助を受けられる適格国の場合、IDA 資金の配分に際しては、そう
した国々が別の資金源から融資を得るための信用力やそうした資金源

環境・天然資源管理

11%

7%

社会的保護・
リスク管理

経済管理

5%

7%

教育

7%
13%

方、その成果を見ながら、IDA 第 15 次増資（IDA15）の対象となる 3
年間の財政援助の半分をアフリカに向けられ、南・東アジアの最貧困

13%

エネルギー・鉱業

国にも多額の援助が向けられる予定です。
金融

9%

IDA 承認額
2009 年度の IDA 融資承認額は 140 億ドルに到達しました（図 3.4 参
照）。その内訳は融資が 110 億ドル、贈与が 26 億ドル、保証が 4 億ドル

法律・司法・行政

20%
13%

情報・通信

1%

6%

保健・
その他の社会サービス
産業・貿易
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図3.4

図3.5

IDAの地域別融資承認額｜2009年度

IDAのアフリカ地域への融資承認額｜1999〜2009年度

合計140億ドルに占める割合
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注：2005年度から、融資には保証と保証ファシリティを含む。

で、合計 176 件のプロジェクトに対するものでした。承認額が最も多
かったのはアフリカ地域であり、その額は 79 億ドルで IDA 承認総額
の 56％を占めました。南アジア地域（41 億ドル）および東アジア・大
洋州地域（12 億ドル）も大きな割合を占めています。国別では、ナイ
ジェリアとパキスタンが単独では最も多くの IDA 資金を受け取りま
した。

図3.6

IDAのテーマ別融資承認額｜2009年度
合計140億ドルに占める割合

都市開発

IDA は、インフラ・セクター（エネルギー・鉱業、運輸、上下水道・治
水、情報通信技術）で重要な資金調達源のひとつです。これらのセク
ターを合計すると 49 億ドルで、IDA 承認額全体の 35 ％に上ります。
承認額が最も多かったセクターは行政（法律・司法を含む）であり、単
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貿易・統合

3%

社会的保護・
リスク管理
社会開発・
ジェンダー・参加

経済管理
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環境・天然資源管理

4%

5%
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金融・
民間セクター開発

20%

人間開発

4%

独のセクターとして 26 億ドルの融資を受けました（全体の 19％）。保
健・社会サービス・セクター（20 億ドル）および農業セクター（19 億
ドル）に対しても多額の支援が提供されました。
テーマ別に見ると、特に多くの資金を受け取ったのは、農村開発（32
億ドル）と人間開発（27 億ドル）でした。金融・民間セクター開発（25

農村開発

23%

法規

<1%

12%

公共セクター・ガバナンス

13%

農業・漁業・林業

億ドル）、公共セクター・ガバナンス（17 億ドル）、都市開発（10 億ド
ル）にも大きな関心が払われました（図 3.5 〜 3.7 は 2009 年度の IDA
融資の概要を、図 3.8 はインフラ関連の IDA 融資を示しています）。

IDA の原資
IDA の活動資金は主にドナー国からの拠出金でまかなわれています
（図 3.9）。そのほか、IBRD 純利益からの移転、IFC からのグラント、過
去の IDA 融資に対する借入国からの返済金などによってもまかなわ
れています。ドナー国と借入国の代表者は 3 年ごとに会議を開き、
IDA の融資方針と優先分野を話し合い、その後 3 年間の融資プログラ
ムに必要な額を決定します。通常、IDA 拠出額が最も多いのは主要先

図3.7

IDAのセクター別融資承認額｜2009年度
合計140億ドルに占める割合

上下水道・治水
運輸

法律・司法・行政

進国ですが、途上国や移行国もドナー国に名を連ねており、そうした
国の中には現在 IBRD から融資を受けている国や IDA から融資を受け

6%

情報・通信

10%
19%

産業・貿易

教育

18%

エネルギー・鉱業

1%

た経験を持つ国も含まれています。IDA 第 15 次増資（IDA15）交渉期
間中に、中国、キプロス、エジプト、エストニア、ラトビア、リトアニア

12%

4%

の 6 か国が新たにドナーとして加わりました。

2009 年度は、2009 〜 2011 年度を対象とする IDA 承認額の原資と
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保健・その他の社会サービス

14%

3%

金融

表 3.1

世界銀行によるテーマ別、セクター別の融資｜ 2004 〜 2009 年度
単位：100 万ドル

テーマ

2004

2005

2006

2007

2008

2009

経済管理

428.8

594.6

213.8

248.3

396.6

2,304.7

環境・天然資源管理

1,304.6

2,493.8

1,387.3

2,017.0

2,661.8

5,085.4

金融・民間セクター開発

4,176.6

3,862.0

6,137.8

4,260.8

6,156.2

9,694.8

人間開発

3,079.5

2,951.0

2,600.1

4,089.4

2,280.9

6,378.6

公共セクター・ガバナンス

3,373.9

2,636.4

3,820.9

3,389.7

4,346.6

6,108.4

503.4

303.8

757.6

424.5

304.2

15.8

農村開発

1,507.8

2,802.2

2,215.8

3,175.7

2,276.8

4,298.6

社会開発・ジェンダー・参加

1,557.8

1,285.8

1,094.1

1,250.3

1,002.9

813.2

社会的保護・リスク管理

1,577.0

2,437.6

1,891.7

1,647.6

881.9

5,295.7

貿易・統合

1,212.7

1,079.9

1,610.9

1,569.9

1,393.2

3,444.1

都市開発

1,358.1

1,860.0

1,911.2

2,622.7

3,001.2

3,466.7

20,080.1

22,307.0

23,641.2

24,695.8

24,702.3

46,906.0

農業・漁業・林業

1,386.1

1,933.6

1,751.9

1,717.4

1,360.6

3,400.0

教育

1,684.5

1,951.1

1,990.6

2,021.8

1,926.6

3,444.8

966.5

1,822.7

3,030.3

1,784.0

4,180.3

6,267.4

金融

1,808.9

1,675.1

2,319.7

1,613.6

1,540.7

4,235.6

保健・その他の社会サービス

2,997.1

2,216.4

2,132.3

2,752.5

1,607.9

6,305.5

産業・貿易

797.9

1,629.4

1,542.2

1,181.3

1,543.5

2,806.5

情報・通信

90.9

190.9

81.0

148.8

56.5

329.2

法律・司法・行政

4,978.8

5,569.3

5,857.6

5,468.2

5,296.4

9,491.6

運輸

3,777.8

3,138.2

3,214.6

4,949.0

4,829.9

6,260.6

上下水道・治水

1,591.6

2,180.3

1,721.0

3,059.4

2,359.9

4,364.9

20,080.1

22,307.0

23,641.2

24,695.8

24,702.3

46,906.0

11,045.4

13,610.8

14,135.0

12,828.8

13,467.6

32,910.8

9,034.6

8,696.2

9,506.2

11,866.9

11,234.8

13,995.2

法規

テーマ総額

セクター

エネルギー・鉱業

セクター総額
うち、IBRD

IDA

注：2005 年度から、融資には保証と保証ファシリティを含む。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がある。
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図3.8

図3.9

IDAのインフラセクターへの融資承認額｜1999〜2009年度

IDAの資金源
単位：10億ドル
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IDA15 2009〜11年

a

IDA自己資金

IDA融資承認総額に占める割合（右軸）

IBRDとIFCの純利益からの拠出
MDRI債務免除に対するドナーからの補填

注：2005年度から、融資には保証と保証ファシリティを含む。

b

ドナーからの拠出
注：n.a.＝該当なし。

a. IDAの自己資金は、元本返済金、手数料（管理費を控除）、投資収益など。
b. 構造的な資金ギャップを控除後。

なる IDA 第 15 次増資（IDA15）の初年度でした。この 3 年間に IDA 融
資適格国への譲許的融資として 417 億ドル（特別引出権 273 億ドル相
当）が承認される予定です。ドナーにより誓約された新たな拠出金は
過去最高の 252 億ドルに上りました。これらの拠出金に加えて、債務
削減コストのために過去に誓約された拠出金から 165 億ドル、IDA 融
資返済金と投資収益、世銀グループからの内部資金が確保されました。
世銀グループは IBRD の純利益および IFC の内部留保から 35 億ドル
を拠出すると誓約しており、この額は IDA 第 14 次増資（IDA14）での
拠出額の 2 倍以上となっています。

IDA15 の総額のうち 91 億ドルが、IDA による債務削減に伴う融資

中所得国
中所得国は、世界の貧困層の 3 分の 2 近くが暮らしており、数多くの開

返済金の減少分に対するドナーからの補填となっています。その内訳

発課題に直面しています。生産的雇用を創出する成長を持続させると

は、IDA15 実行期間中の多国間債務救済イニシアティブ（MDRI）に関

同時に、貧困を削減し、不均衡を是正しなければなりません。不安定な

係 す る 費 用 が 63 億 ド ル、IDA15 に お け る IDA の 重 債 務 貧 困 国

資本の流れ、偶発債務、金融市場、年金などから生じるマクロ経済的リ

（HIPC）イニシアティブに関係する費用が 17 億ドル、IDA15 での延滞

スクも管理しなければなりません。世界的な脅威に対処するための危

債務解消プロジェクトのための資金が 11 億ドルとなっています。これ

機管理能力も構築しなければなりません。また、競争力を高め、クリー

らの金額は、IDA が債務救済イニシアティブゆえにドナーからの拠出

ン・エネルギーを採用し、環境の持続可能性を確保し、存続可能な市場

にこれまでよりも依存するようになっていることを示すものです。

経済を支える制度構造やガバナンス構造を強化しなければなりません。
現在の金融危機により、中所得国に対する世銀の取り組みの必要性

HIPC イニシアティブと MDRI

が高まりつつあります。IBRD は中所得国がこうした課題に対処する

世界銀行は、HIPC イニシアティブおよび MDRI を通じて最貧困国の

のを支援することができます。先進国で始まった金融危機が中所得国

債務削減を行っています。現在までに IDA 融資適格国 40 か国のうち

の堅調な成長を妨げ、貧困削減の取り組みを大幅に減速させるおそれ

35 か国が HIPC 決定時点に到達し、HIPC イニシアティブの援助を受
ける資格を得ています。このうち 26 か国が HIPC 完了時点に到達し、
HIPC イニシアティブおよび MDRI の下での債務削減を受けていま
す。すべての融資適格国に対する HIPC イニシアティブの債務削減に
伴う債権者の負担総額は、2008 年末現在、正味現在価値で 740 億ドル
と推定されます。HIPC イニシアティブ完了時点に到達している 26 か
国で見ると、世銀による債務削減総額は 2008 年末時点で純現在価値
約 260 億ドルであると考えられ、そのうち 110 億ドルが HIPC イニシ
アティブ、150 億ドルが MDRI で提供されています。

があります。この金融危機は二面的な影響をもたらします。第一に、
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中所得国は、資本市場へのアクセスが制限され、償還期間が短期化し、
金利スプレッドが拡大するなど、金融市場で厳しい状況に直面してい
ます。そして第二に、世界的に景気後退が進んだことにより経済成長
率が急落し、失業が増え、貿易、一次産品価格、観光、送金、投資が減退
しています。世銀は、分析活動と貸出を通じてこうした事態に精力的
に対応しており、危機対応および予防的措置においては資本市場への
アクセス、社会的セーフティネット、インフラ維持に重点的に取り組
んでいます。

IBRD の役割

の通貨で発行されました。厳しい市場条件にかかわらず IBRD がこの

IBRD はトリプル A の格付けを得ている金融機関で、他の金融機関に
はないいくつかの特長を備えています。たとえば、IBRD の株主も支
援対象国も各国政府です。これらの政府はいずれも IBRD の政策決定
に発言権を持っています。世界的な開発協同機関である IBRD は、加

ように多額の資金を非常に有利な条件で調達することができているの

盟国による公平で持続可能な経済成長の達成のために協力し、経済開

同組織である IBRD は、利益の最大化よりも、健全な財務体質を維持

発や環境の持続可能性における地域的あるいは世界的な問題の解決策

し、開発活動を継続するために必要な利益の確保を重視しています。

は、資本市場におけるその立場と財務の健全性によるものです。IBRD
の健全な財務体質を支えている堅実な財務方針と運用は、IBRD がト
リプル A の信用格付を維持する上で重要な役割を果たしています。協

を見出すことを目的としています。いずれも、貧困の削減と生活水準

2009 年度の IBRD 業務利益は、世界的な金融や経済の混乱により 5

の向上の観点から行われるものです。IBRD は、こうした目的を達成

億 7200 万ドルとなり、2008 年度の 22 億 7100 万ドルを下回りまし

するための主な手段として、融資やリスク管理商品をはじめとする金

た。業務利益がこのように減少した主な要因は、2008 年度報告に比し

融サービスに加え、開発関連分野の専門家や知識へのアクセスも提供

て利息の減少と融資および保証の損失引当金の繰入れです。2008 年

することにより、借入国が開発関連の目的に使用する資金をプール

度後半に実施された資本長期化プログラムにより、IBRD の業務利益

し、管理し、優先させることができるようにしています。

は金利の大幅な低下の影響をほとんど受けませんでした。

、東アジア・大洋州地
ヨーロッパ・中央アジア地域が 90 億ドル（27％）

2009 年 度 純 利 益 か ら、3600 万 ド ル は 長 期 利 益 資 産 引 当 金 に、
2500 万ドルは退職給付引当金に、1100 万ドルは用途制限付き利益剰
余金勘定に繰り入れられました。2009 年 8 月、理事会は、総務会が
2009 年度純利益から 5 億ドルを IDA へ、さらに追加で剰余金勘定か
ら 2 億 8330 万ドルを IDA へそれぞれ移転することを承認するよう提
言しました。IBRD は業務を遂行するのに十分な流動性を保ちました。
2009 年 6 月 30 日現在の当座資産は約 382 億ドルでした。同日現在、
IBRD の資本市場からの借入金残高（スワップ後）は約 1036 億ドルで
した（図 3.13 参照）。融資実行額の合計は 1057 億ドルでした。
開発機関である IBRD にとって、最大のリスクは途上国に融資や保

域が 69 億ドル（21％）でした。2008 年度と比べて融資の集中度は低く

証を提供することによるカントリー・リスクです。金利や為替レート

なっています。2008 年度は上位 5 か国が全体の約 53 ％を占めていた

の変動リスクは最小限に抑えられています。世銀のリスク負担能力の

のに対し、2009 年度はブラジル、中国、インドネシア、メキシコ、ポーラ

基本指標となる資本に対する貸出の比率は、世銀の財務・リスク見通

ンドの 5 か国への融資承認額の合計は IBRD 融資全体の 49％でした。

しに基づいて厳格に管理されています。2009 年 6 月 30 日現在の資本

IBRD の金融サービス
2009 年度の IBRD の新規融資承認額は、126 件のプロジェクトに対
する 329 億ドルへと大幅に増加し、10 年前のアジア金融危機の際に
記録した過去最高水準（1999 年度の 220 億ドル）を上回りました。政
策融資の占める割合は全体の 47 ％で、2008 年度の 29 ％から上昇し
ました。

IBRD 新規融資承認額の配分が最も多かったのはラテンアメリカ・カ
リブ海地域で、138 億ドル（全体の 42 ％）を受け取りました。次いで

セクター別に見ると、IBRD 融資額が最も多かったのは法律・司法・

／貸出比率は 34.5％でした（図 3.14 参照）。

行政（69 億ドル）、次いで運輸（49 億ドル）、保健・その他の社会サービ
ス（43 億ドル）でした。テーマ別で見ると、最も多かったのは金融・民
間セクター開発（72 億ドル）、次いで社会的保護・リスク管理（45 億ド
ル）、環境・天然資源管理（45 億ドル）でした。

信託基金の役割

図 3.10 〜 3.12 は、IBRD 融資をそれぞれ地域別、テーマ別、セク

世銀グループは広範囲にわたる戦略的パートナーシップに関与してお

ター別で分類したものです。開発政策融資の承認額一覧は本年次報告

り、共通の開発目的を達成するために単一もしくは複数の主体と共同

の付属 CD-ROM をご覧ください。

で取り組んでいます。そうしたパートナーシップは、世銀自身の開発

IBRD は、借入国に対し、通貨、金利、物価、自然災害関連のリスクを
管理するためのリスク管理商品を提供しています。2009 年度、IBRD
は借入国に代わって 128 億ドル相当のヘッジ取引を実行しました。こ
のうち 117 億ドル相当が金利ヘッジ、11 億ドル相当が通貨ヘッジ（す

イニシアティブを補強すると共に、世界レベル、地域レベル、国レベル

べて現地通貨）でした。これに加え、財務局が予防接種のための国際金

の国家機関に加え、国際機関や民間セクターの機関、財団、非政府組織

融ファシリティに 5 億ドル相当、事前買取制度に 5 億ドルの融資を実

といった非国家機関も含まれています。世銀も剰余金の一部を、対象

行しました。

を厳選した上で一部の信託基金に拠出しています。

IBRD の原資

ます。2009 年 6 月 30 日現在、世銀の信託基金の数は 1,046 件で、法

IBRD は国際資本市場で債券（世銀債）を発行することにより、資金の
大半を調達しています。2009 年度は 443 億ドルの中長期資金を調達
しました。多様な償還期間とストラクチャーを持つ世銀債が 19 種類

す。その内訳は、約 64％が金融仲介資金で、残りの 36％はその他の信

でドナー、借入国、その他の利害関係者の活動の調和を促進します。
こうしたパートナーシップを支えるために世銀は信託基金を設置
し、ドナーからの拠出を受けています。ドナーには、多くの世銀加盟国

信託基金は、譲許的資金の提供手段として重要性が高まりつつあり
的取り決めに基づいたドナーからの拠出確約額は 720 億ドル相当で
託 基 金 で す。2004 年 度 か ら 2009 年 度 の 間 に、年 間 実 行 額 は 32 億
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表 3.2

図3.10

信託基金の上位 10 ドナー国｜ 2008 年度および 2009 年度

IBRDの地域別融資額｜2009年度
合計329億ドルに占める割合

単位：100 万ドル

ドナー国

2008

2009

米国

760

1,263

英国

1,075

918

オランダ

677

703

スペイン

321

491

ドイツ

505

480

フランス

736

436

欧州委員会

685

416

日本

402

405

ノルウェー

443

395

カナダ

516

372

その他のドナー

2,624

2,596

総額

8,744

8,475

南アジア

中東・北アフリカ

4%

アフリカ

1%

東アジア・大洋州

21%

5%

ラテンアメリカ・カリブ海 42%

ヨーロッパ・中央アジア

27%

図3.11

IBRDのテーマ別融資額｜2009年度
合計329億ドルに占める割合

都市開発
注：ICSID エスクロー勘定への現金拠出は 2009 年度の数値から除外されています。2008 年度の数値も
それに応じて修正再表示されています。

7%

貿易・統合
社会的保護・
リスク管理
社会開発・
ジェンダー・参加
農村開発

経済管理

6%

9%

14%

環境・天然資源管理

14%

1%

22%

金融・
民間セクター開発

3%

7000 万ドルから 69 億 2000 万ドルに増加しました。世銀が保有する

法規

信託基金の資産残高、すなわち未実行のドナー拠出金は 2004 年度の

公共セクター・ガバナンス

<1%
人間開発

11%

13%

85 億 9000 万ドルから 2009 年度の 284 億 8000 万ドルと、3 倍以上
に増加しています。このうち 198 億 6000 万ドルが現金、86 億 2000
万ドルが約束手形でした。

2009 年度は信託基金に対するドナーの追加拠出確約額が 108 億
7000 万ドルで、2008 年度の 100 億ドルからわずかに増加しました
（現金ベースのドナー国別拠出額を表 3.2 に示しています）。この新規
拠出のうち 1 億 7100 万ドルは、世界的な食糧危機への対応に充てら
れました。
信託基金の 2009 年度の実行額は、借入国管理実施型信託基金の目
覚ましい伸びを反映して 69 億 2000 万ドルとなり、2008 年度と比べ

図3.12

IBRDのセクター別融資額｜2009年度
合計329億ドルに占める割合

上下水道・治水

11%

教育

5%

て 3％増加しました。実行額のうち約 1 億 4100 万ドルは、世界的な食
糧危機による影響を緩和するためのイニシアティブに充てられま

農業・漁業・林業

5%

11%
運輸

エネルギー・鉱業

15%

した。
信託基金の実行額が最も多かったのは引き続きアフリカ地域

12%

金融

（32 ％）で、南アジア地域（16 ％）、東アジア・大洋州地域（14 ％）がそ
れに次いでいます。セクター別で見ると、保健・その他の社会サービ

法律・司法・行政

21%

13%

スが実行額の 42 ％を占め、次いで行政・法律（15 ％）、農業（8 ％）と
なっています。
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情報・通信

1%

7%

保健・
その他の社会サービス
産業・貿易

融資以外の活動
国別援助戦略

図3.13

IBRDの借入金および投資額｜2009年6月30日現在
単位：10億ドル

103.6

国別援助戦略（CAS）は、借入国における世銀グループの活動の指針

91.6

91.5

となるものです。CAS は借入国が定めた開発ビジョンを基に、政府と

81.1

80.7

の緊密な協力の下で、シビルソサエティ組織、開発パートナーなどの
関係者との協議を経て策定されます。借入国の開発上の課題や優先分
野を評価し、借入国の開発努力を支援する融資や融資以外の活動のプ
38.2

ログラムを定めています。

26.4

2009 年度、世銀は、22 件の CAS、10 件の CAS 進捗報告書および
7 件の暫定戦略ノートなど 39 件の CAS 成果物を作成しました。この
うち 24 件は IFC と共同で作成され、数件は他のドナーと共同で作成

05年度

されました。

24.9

06年度

現金および流動性の高い投資

23.0

22.2

07年度

08年度

09年度

スワップ後借入金残高

セクター別戦略開発

2009 年度には 6 件のセクター戦略が作成されました。開発委員会の依
頼を受けて作成された「気候変動と開発に関する戦略的枠組み」は、地
球規模の気候変動がもたらす新たな開発課題に対する世銀グループの

図3.14

業務上の指針や支えとなるものです。また、4 件の実施進捗報告書、す

資本／貸出比率｜2009年6月30日現在

なわちガバナンス・腐敗防止戦略、保健・栄養・人口戦略、世銀グルー
プ・ジェンダー行動計画の第 2 回改訂、民間セクター開発の中間改訂に

単位：％

37.6

40
31.4

関する報告書について、理事会が検討を行いました。2009 年度には金

33.0

35.0

34.5

融セクター戦略に関する中間進捗報告も理事会に提出されました。

経済・セクター分析と融資を伴わない技術協力
経済・セクター分析（ESW）および融資を伴わない技術協力（TA）活動
は、世銀の知識サービスの大部分を占めています。2009 年度の活動で
は、437 件の ESW と 545 件の TA が行われました。セクター別で見る
と、ESW および TA で主眼が置かれているのは、法律・司法・行政、次

0

05年度

06年度

07年度

08年度

09年度

いで金融でした。こうした活動では借入国のオーナーシップ、参加型プ
ロセス、パートナーシップ、キャパシティ・ビルディングなどがますま
す重視されるようになっており、プロジェクト設計や国別プログラム
策定の基礎となることも多くなっています。

研究開発

上国が長期的な開発の可能性を損なうことなく、現在の金融危機に対

2009 年度、世銀の研究グループは、マクロ経済と成長、貿易と統合、金

処するために講じることのできる具体的措置を示しています。

融と民間セクター、貧困と不平等、人間開発と公共サービス、農業と農

研究グループの国別研究は途上国 45 か国に及んでおり、国家間の

村開発、環境とエネルギーなど、極めて重要な開発問題を、研究グルー

比較研究も行われました。本年度の成果物は、書籍が 21 冊、学術論文

プの中心的な研究プログラムの中で取り上げました。世銀グループの

が 161 本、書籍の章が 69 章、研究成果報告書が 176 件以上でした。

研究結果やデータ、ソフトウェアは、外部の研究者や政策立案者が開発

2009 年度に提供された新たなデータや更新データは、貧困の監視、公

問題を理解するため、あるいは主要な情報や分析能力を得るために活

共制度の評価、貿易や金融の規制の評価、ガバナンスの評価などを担

用されています。

当するユーザーに役立てられました。

2009 年度は当然のことながら、危機関連の研究に対する需要が高

2008 年 8 月、世銀の研究者は、国際貧困ラインの再評価を 1990 年

まりました。新たに実施された危機関連の研究は、国際資本の流れ、貿

以来初めて実施し、世界の貧困についての新たな推定値を発表しまし

易・移民への影響、社会的支出面への影響、貧困および人間開発への影

た。その結果、貧困削減の達成率には変化はありませんでしたが、過去

響に関するものでした。同グループの研究では、過去の危機的状況に

の推定値で示唆されていたよりも世界の貧困水準は悪化し、貧困が中

対する政策対応の成功例と失敗例を特定し、貧困層の保護も含め、途

所得国にまで及んでいることが明らかになりました。
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世銀は、2005 年の物価水準で 1 日 1.25 ドルという新たに設定され

た。主なパートナーは、アフリカ開発銀行（8 億 3900 万ドル）と英国国

た国際貧困ラインに基づいて、貧困推定値の見直しを行いました。こ

際開発省（4 億 1700 万ドル）でした。こうした協調融資を最も多く受

の基準に基づくと、2005 年に途上国で極度の貧困状態にある人の数

けた 3 地域は、アフリカ地域（26 億 7700 万ドル）、中東・北アフリカ

は約 14 億人（4 人に 1 人）で、1981 年の 19 億人（2 人に 1 人）と比べ

地域（15 億 6100 万ドル）、南アジア地域（4 億 5800 万ドル）でした。

て減少しています。

エネルギー・鉱業、教育、社会的保護の各セクターのプロジェクトがそ

世界銀行研究所

れぞれ 18 億 4600 万ドル、10 億 4500 万ドル、8 億 1600 万ドルを受
け取りました。二国間機関による協調融資の拠出は 15 億ドルでした。

世界銀行研究所（WBI）は、研修、知識交流、そして実務家によるイノ
ベーションを促進しています。借入国の能力面のニーズを特定し、そ
うしたニーズに対処するための研修活動を展開します。
地方のニーズに合わせた世界的な知識や研修に対する需要が急速に

パートナーとの協力

高まりつつあることから、WBI は、2009 年度に地域レベルや国家レ

世銀は、世界経済危機に対して多面的、協調的、柔軟、かつ迅速に行わ

ベルの研修機関とのパートナーシップを拡充しました。また、脆弱な

れなければならない対応において架け橋の役割を果たすことができま

国家や紛争経験国、世界的な経済危機、ガバナンス、気候変動、ならび

す。今回の危機で、民間セクターや活発に動き出した G20 など、パー

に特定のセクターにおける優先課題、たとえば保健システム、インフ

トナー組織と世銀との協調には、大きなはずみがつきました。世銀お

ラにおける官民パートナーシップ、持続可能な都市開発などに関する

よび IMF の職員は、国際金融、規制、制度の構造改革に関して G20 財

新たなプログラムも構築しています。

務大臣会合の作業部会 4 つすべてに参加しました。

金融・経済危機が広がる中、WBI は、似たような政策課題に直面し
ている国々のために一連の世界的対話を開始しました。グローバル・

国連と世銀のパートナーシップの枠組み

ディベロップメント・ラーニング・ネットワーク（GDLN）を通じたテ

この原則文書は、危機下および危機後の早急かつ持続可能な回復に向

レビ会議で、中所得国および低所得国の政府職員が現在の危機や過去

けた支援における両機関の重要かつ相補的な役割を正式に認識し、両

の危機におけるそれぞれの経験について情報交換をしています

機関が協調的な対応を講じるための共通の業務基盤を可能にする生産

（http://www.gdln.org 参照）。

的パートナーシップの基礎となっています。

WBI は、世界の炭素排出権市場に途上国がより効果的に参加できる

危機下および危機後の状況に関するこうした取り決めは、2 つの形

ようにするマルチドナー信託基金「カーボン・ファイナンス・アシス

で具体化されています。業務ノートでは、両機関の連携、特に危機後の

ト」も管理しています。2009 年度には、20 か国で約 3,000 人の専門

ニーズの評価およびマルチドナー信託基金に関する連携を強化するた

家を対象とした 24 件のカーボン・ファイナンス研修プログラムを実

めの両機関による具体的な業務上の取り組みが定められています。世

施したほか、カーボン・ファイナンスの様々な側面に関する E ラーニ

銀と 11 の国連機関によって締結された信託原則協定は、締約機関が

ング・プログラムの開発にも着手しました。さらに、アフリカ、中央ア

自己の政策や手続きで他の締約機関の管理する信託基金を使用できる

ジア、ラテンアメリカ、南アジアにおける地域カーボン・フォーラムの

ようにすることで、資金の迅速な移転を促進するものです。これらの

開催、
「炭素排出権市場の現状と傾向 2009」の出版支援、アフリカのエ

文書の策定は、国連開発グループ、世銀、欧州委員会が、評価、計画、資

ネルギー・セクターおよびセメント・セクターにおける炭素排出量削

金動員の分野で協力することに合意し締結された関連協定につながり

減の可能性に関する研究の促進なども行いました。

ました。

2009 年度には、貧困との闘いや持続可能な開発促進のための革新
的な方法を見出すために世銀の後援を受けて開催される世界的コンペ

不正蓄財回収イニシアティブ

「ディベロップメント・マーケットプレイス」が、WBI のイノベーショ

不正蓄財回収（StAR）イニシアティブは、国連薬物犯罪事務所との

ン業務の一環となりました。2009 年は地球環境ファシリティとの共

パートナーシップで、不正蓄財を抑止し、不正行為で着服された資産

催で開かれ、
「世界開発報告 2010：開発と気候変動」のテーマに合わ

の回収を促進することを目的としています。StAR では、先進国と途上

せ、気候変動への適合に重点が置かれました。最終選考に残ったプロ

国が腐敗防止で共同責任を負うこと、ならびに資産回収の促進や不正

ジェクトは実施資金として 2 年間で最高 20 万ドルの助成金を受ける

蓄財の防止には国際的な協力や集団的行動が必要であることが強調さ

ことができ、2009 年 11 月 3 〜 5 日にワシントン DC で開催されるイ

れています。この連携の枠組みを提供しているのが国連腐敗防止条約

ベントで表彰される予定です。

であり、進捗状況を計る基準ともなっています。

協調融資

先般、アクラ行動計画の下で資産回収を促進するために StAR が
G20 プロセスおよび協定を通じて承認されたことは、この課題に対す

協調融資とは、特定の融資プロジェクトに対して、世銀の資金と連動

る国際的なコミットメントが高まりつつあることを実証しています。

して、借入国以外の第三国が資金を拠出する仕組みです。2009 年度は

StAR では、資産回収に対する革新的なアプローチの構築、政策改革の

65 件の世銀プロジェクトが協調融資を通して 55 億ドルを調達しまし

促進、パートナー国における能力開発、実務家ネットワークの促進、各
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国の資産回収活動への支援提供などを通じて、国際的な努力を支援し

図3.15

ています。2009 年 4 月のロンドンサミットで発表された国際協力の

職員の出身地域別構成

強化と金融市場の自浄化促進に関する G20 作業部会報告書での提言
に従い、StAR は、資産の回収、ならびに受益所有権の特定および重要
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サブサハラ・アフリカ
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な公的地位を有する者の監視に関係した基準の執行を中心として国際
協力を強化するメカニズムを検証し、提案する予定です。StAR は、現
在、これらの各分野における政策提言やツールを開発するための分析
作業を進めています。StAR の国別支援は、国家当局が資産回収プログ
ラムに関して情報に基づく決定を下せるようにするためのものです。

StAR はまた、公正な仲介者として、途上国の交流を助け、金融セン
ターとの協力も促進しています。
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グローバル・ポールの結果：世銀の今後の役割
2008 年春、世銀グループは、国際開発の主要利害関係者の見解や世銀
がそうした状況で果たすべき役割について検討するため、世界中のオ
ピニオンリーダーを対象とした調査の実施をギャラップ社に依頼しま
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した。42 か国（途上国と先進国の両方を含む）2,600 人以上と、このよ

現地事務所勤務の世銀職員数｜1998〜2009年度

うに広範かつ多数のオピニオンリーダーを対象としたベンチマーク調
査を国際金融機関が実施したのは今回が初めてです。回答者は、政府

7,500

（国家、州、地方）、メディア、民間セクター、非政府組織、シビルソサエ
ティ組織などから無作為に選ばれました。これらの分野の人々は、概

5,000

して世銀に関して見解を有しており、それぞれの国における世論への
影響力も持っています。

2,500

この調査では、世銀グループの（調査国における）最優先課題は貧困
削減であるべきだと回答者が考えていることが明らかになりました。
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本部勤務の職員

（47 ％）、南アジ ア地域（46 ％）、ならびに調査が行われた先進諸国

現地事務所勤務の職員

（47％）でも、関係者の約半数がそのように回答しています。ヨーロッ
パ・中央アジア地域、中東・北アフリカ地域、アフリカ地域では、もっ
と多様な見解が見られました。アフリカ地域（39 ％）およびヨーロッ
パ・中央アジア地域（26％）では、世銀はインフラ整備に活動の焦点を
絞るべきであるという意見が多かった（世銀は貧困に焦点を絞るべき
であるという意見とほぼ同水準）のに対し、中東・北アフリカ諸国では
回答者の 33 ％が経済成長や経済強化に重点が置かれるべきであると
考えています。

グローバルな職員構成
世銀は職員の出身国が 165 か国に及ぶ、真にグローバルな組織です。

IBRD と IDA の業務は、ワシントン D.C. と全世界の 120 近い国々の
現地事務所に在籍する約 9,000 名の職員によって行われています。現
在、世銀職員の 37％は現地事務所に勤務しています。現地事務所は現
地での存在感を増すことにより、借入国のパートナーに対する世銀の
理解を深め、これらのパートナーとさらに有効な協力関係を築き、タ
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職員の先進国／新興・途上国別の出身割合｜1998〜2009年度
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2009 年度の概要
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イミングよくサービスを提供する役割を果たしています。

ます。また、技術的な専門能力を強化する活動、文化的認識を広げる活

職員の多様性は世銀の組織としての有効性を維持するために不可欠

動、対人関係やクライアントとの関係に関する技能を強化する活動を

であり、能力基盤に厚みを持たせ、世界中の加盟国の意見を反映し、貧

選択することもできます。パートナーとの共同学習やパートナーから

困削減活動に役立つ幅広い視点をもたらします。途上国出身者は全職

学ぶことは、チームが成果を上げるための足がかりとして重要性を増

員の 62％、管理職・上級技術職の 47％を占めています。また女性は現

しています。世銀は各国の現地事務所と連絡を取り、これらのチーム

在、全職員の 52％、管理職・上級技術職の 35％を占めています。世銀

が世界的な専門技術を活用して現地での問題解決策を探れるようにす

は 2012 年末までに管理職を男女同数にするという目標を掲げていま

るため、テクノロジーや革新的手法の利用を拡大しています。

す。サブサハラ・アフリカ出身者とカリブ海地域出身者は全職員の

17％、管理職・上級技術職の 11％を占めています。世銀の上級管理職
27 名のうち、13 名は途上国出身者、9 名は女性、3 名はサブサハラ・ア

地域支援活動

フリカ出身者です。

が生活し働く場所で個人および企業として責任を果たすことの必要性

ワシントン D.C. 第 3 位の規模の雇用主として、世銀グループは、職員

2007 年、世銀グループは多様かつ様々なバックグラウンドの職員

を認識しています。そこで、貧困削減という世銀の任務を踏まえて、地

のための戦略を採択しました。この 5 か年戦略は、指導者の説明責任、

域支援活動プログラムにより大首都圏に住む世銀の隣人の生活向上を

より多様な職員配置プロセス、行動変容を促す新しい学習、そして途

めざします。このプログラムは、職員のボランティア活動を奨励し、職

上国の人材、ジェンダー、サブサハラ・アフリカおよびカリブ海地域の

場での寄付制度を運営し、高校生向け夏季職場研修プログラムを年 1

人材を重視した新しい基準という 4 つの主要テーマを掲げています。

回実施し、地域グループと共同で地元コミュニティの強化に取り組む

世銀は総合的なグローバル化・多様化計画を進めており、この計画は、

ものです。

現地事務所やワシントン DC で働く、障害をもつ職員およびいかなる
性的指向をもつ職員も支援するものです。将来の方針を導き出すため

2009 年度、世銀が毎年実施するコミュニティとのつながりキャン
ペーンで、250 を超える地元慈善事業のために 125 万ドル以上の資金

の指標と調査は、言語、教育、および移転可能な一連の技能に焦点を合

が集まりました。このキャンペーンには過去最多の職員が参加し、そ

わせたものとし、より持続可能な多様化を実現することと、より包括

の人数は 3,675 人（本部職員全体の 41 ％）に上りました。世銀グルー

的な慣行を職員間に広めることをめざします。

プは、厳しい経済情勢を認識し、コーポレートマッチ（職員個人が寄付

世銀の現場への権限委譲イニシアティブは、借入国に対する対応力

をすると、それに対する一定の比率の額を世銀が寄付する制度）の比

を高め、グローバルな情報と各国の情報をより適切に統合することを

率を今回に限り 200％に引き上げ、慈善寄付総額は 400 万ドルを超え

目的としています。近年の経験からは、10 年余り前にこのプロセスが

ました。

始まって以来、世銀が以前より対応の早い機関になったことがうかが
えます。世銀に対しては、特にアフリカ地域や脆弱な国や紛争経験国

職員表彰

から、一層の分権化を求める声が上がりつづけており、最近では IDA

1996 年以来、職員組合はグッドマネジャー賞を年 1 回発表して、最も

第 15 次 増 資 交 渉 の 中 で そ う し た 要 求 が 出 さ れ ま し た。そ の 結 果、

質の高い統率・管理を行った個人を表彰しています。また 2009 年 3

2009 年は、本部から多くの人員が引き続き現地に移りました。しか

月には、同僚から「他者を尊重する態度を示し、相違点があることの価

し、現地でのプレゼンスを維持するためのコストは年間予算を大きく

値を活用し、職員の多様化を推進して業績を上げた」と認められた個

圧迫し続けています。予想を上回る給与や事務所経費の上昇がコスト

人とチームに、多様性・包括性リーダーシップ賞が贈られました。こ

増の主な原因となっている国が多く、警備費がコスト増の原因となっ

の賞は 6 年間毎年発表されています。

ている国もあります。また、米ドルの価値が世界中の多くの通貨に対
して下落したことで、こうしたコスト増に拍車がかかっています。世

世銀の職員

銀は、将来の分権化に向けた取り組みの指針となり、人的資源に関す

• 56％が 6 名の地域担当副総裁の下で働いています。
• 15 ％が専門職ネットワークの「アンカー・ユニット」およびその他

る方針と支援サービスを分権化プロセスの促進に結びつける戦略の策
定を進めています。

職員の知識と学習
知識と学習は世銀グループの使命遂行能力のカギであり、職員は、継
続的に技能と専門性を磨いて世銀の任務を遂行できるようにするため
の学習活動計画と知識を駆使した成果物を幅広く利用することができ
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の業務部門で働いています。

• 29％が財務・管理・コーポレート部門で働いています。
• 74％が世銀内部の専門職ネットワークの 1 つに所属しています。
• 国別担当局長と国別マネジャーの 89％と職員の 37％が現地事務所
に勤務しており、職員の 31％は現地事務所が地元で雇用している職
員です。
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