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この 年間、世界はかつてない課題

に直面しました。 新型コロナウイ

ルス感染症の世界的流行は、セー

フティネットをほとんど持たな

い、最も脆弱な人々に特に大きな

影響を及ぼしました。このウイル

スは世界中の人々に病と死をもた

らし、世界経済に壊滅的な打撃を

与え、推定1億5,000万人を新たに

極度の貧困に追いやり、過去数十

年間に達成された開発の成果を消

し去りました。

世界中の国々が、この感染症の影

響を抑え込もうと奮闘していま

す。世界銀行は、強靱性や気候変

動に引き続き取り組みつつ、過去

のどの危機よりも大規模かつ迅速

な支援を加盟国に提供し、各国の

危機対応や保健医療システム、経

済の強化を支援しました。これに

伴い世界銀行は、2020年度は、持

続可能な開発プロジェクトやプロ

グラムの資金調達を支援するた

め、27の通貨で349銘柄の債券を発

行し、過去最高となる750億米ドル

相当の資金を調達しました。今年

度に発行された債券を含めて、世

界銀行が資本市場で調達した資金

は個人保護具（PPE）の調達、病院

の増床、医療スタッフ向けの研

修、遠隔学習への投資、セーフ

ティネットの提供、新型コロナワ

クチンの調達と配布等、様々な活

動の原資として活用されていま

す。うした活動の認知度を高める

ため、世界銀行は2020年の春から

世界銀行副総裁兼トレジャラー
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 人的資本の構築と不平等の解消は、

世界銀行が加盟国と共に進めている
活動の中心を成すものです。気候変
動がもたらす壊滅的な影響は、コロナ
危機からの経済回復を阻む深刻な要
因となる一方で、強靱な回復のための
世界的な取組みの重要性を再認識す
る機会にもなっています。

序文

ジンドン・ファからのメッセージ

“



夏にかけて複数のベンチマーク債

を発行しました。SSA発行体（ソ

ブリン、国際機関、政府系機関）

が発行した債券としては過去最大

となる期間５年、総額80億米ドル

のIBRDサステナブル・ディベロッ

プメント・ボンドは、その一つで

す。

環境・社会・ガバナンス（ESG）

リスクを管理し、良いインパクト

を生み出す投資に対する注目が高

まるなか、投資家にとって世銀債

への投資は、途上国のコロナ危機

から立ち直りとSDGsの達成を支援

する機会となっています。2020年

に新型コロナウイルス感染症の世

界的流行がもたらした健康・経済

危機によって、ESGの「社会」面

の重要性はさらに高まりました。

人的資本の構築と不平等の解消

は、世界銀行が加盟国とともに進

めている活動の中心を成すもので

す。気候変動がもたらす壊滅的な

影響は、コロナ危機からの経済回

復を阻む深刻な要因となる一方

で、強靱な回復のための世界的な

取組みの重要性を再認識する機会

にもなっています。こうした取組

みの重要性が今年ほど高まったこ

とはありません。世界銀行は、途

上国の政策・改革の実行を支援す

ることで、各国が経済参加を拡大

し、テクノロジーを活用して保

健、教育、社会的保護等の重要

サービスの安定且つ包摂的な提供

を実現し、環境に配慮した強靱で

包摂的な回復に向けた官民連携を

促進できるよう支援しています。

世界銀行は、気候変動問題に特化

した活動に対する投資家の関心に

応えるために、グリーンボンドも

発行しています。グリーンボンド

は、世界銀行の気候変動対策や関

連プロジェクトに対する注目を集

め、途上国が気候変動問題へのコ

ミットメントを強化し、新興セク

ターや環境関連の分野で多くの雇

用を創出できるよう支援していま

す。2008年に世界初のグリーンボ

ンドを発行して以来、世界銀行は

この1兆米ドルを超えるレーベル

ボンド市場の開拓を続け、これま

でに23通貨、185銘柄、総額160億

米ドル相当のグリーンボンドを発

行しました。2020年度には初のデ

ンマーク・クローネ建てグリーン

ボンドも発行しました。

気候変動対策に対する世界銀行の

コミットメントは、サステナブ

ル・ディベロップメント・ボンド

にも反映されています。気候変動

対策と社会的課題の両方に取り組

むプロジェクトを資金面で支える

サステナブル・ディベロップメン

ト・ボンドは、幅広い活動を支援

したいという投資家のニーズを満

たしています。世界銀行は融資プ

ロジェクト事例の紹介を通じて投

資家とのエンゲージメントに取り

組み、SDGsや開発課題に対する

人々の意識を喚起しています。過

去の起債で、投資のテーマとなっ

た開発課題には、食品ロス・廃

棄、ジェンダー平等、女性と子供

の健康と栄養、教育、水と海洋、

持続可能な都市等があります。

最後に、世銀債が2020年の後半

に歴史的な節目を迎えたこともお

伝えしたいと思います。最初の世

銀債が発行された1947年以来の

累積発行額が1兆ドルを突破した

のです。世界銀行は、加盟国から

の出資を資本金（現在は170億ド

ル）として、その何倍もの資金を

民間資本市場から借り入れ、途上

国融資に活用するというシンプル

かつ効率的なビジネスモデルを採

用しています。世銀債を通じて調

達された資金は、IBRDが約60カ

国で展開しているプロジェクトに

提供され、世界銀行グループの2

大目標である「極度の貧困撲滅と

繁栄の共有促進」の達成に貢献し

ています。この2つの目標はSDGs

とも一致しています。

FOREWORD  |  A MEssAgE FROM JingDOng HuA
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新型コ ロ ナ ウ イ ル ス 感染症対策への支援

環境に配慮した強靱で
包摂的な回復の実現

世界銀行は、途上国の新型コロナ
ウィルス感染症対策を支援 の4つ
の分野に重点を置いています。

1. 人々の命を救うことに集中

し、支援対象国が緊急保健プ

ロジェクトを実施できるよう

支援する。具体的には、保健

医療施設の強化、十分な数の

最前線で働く医療従事者の配

置と十分なトレーニングの実

施、必要な医薬品の確保と、

公衆衛生に関する情報の発信

を支援する。

2. 各国が最貧困層・最脆弱層を

保護できるよう支援する。具

体的には、既存のプログラム

を強化すると共に、新しいプ

ログラムを立ち上げ、社会的

保護を拡大できるよう支援す

る。

3. 雇用と事業活動の維持に取り

組む。具体的には、民間セク

ターが雇用を維持し、サプラ

イチェーンの混乱を収拾でき

るよう支援する。サプライ

チェーンは短期的な保健危機

に対応する上で不可欠である

だけでなく、飢餓を防ぎ、

人々の生計を維持する上でも

重要な役割を果たす。

詳細は, SavingLives, Scaling-up Impact, andGetting Back onTrack.（仮題：命を救い、効果を高め、回復させる）」
を ご覧 ください。

4. 1億5,000万人以上が極度の

貧困に陥る恐れがあること

から、環境に配慮した強靱

かつ包摂的な回復を促進す

る政策改革をいかに支援で

きるかを検討する。

世界銀行グループは、人的被

害の削減、貧困層・脆弱層の

保護、持続可能な成長、より

良い再建を目指し、包括的な
措置を迅速に講じています。
IBRDは2020年4月から2021年3月

にかけて、約50カ国の100件を超

えるプロジェクトを対象に、合

計340億米ドルの融資を承認しま
した。

*2021年3月31日現在のIBRDデータ
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参加国の数*

10+

~50

億米ドル
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実施中プロジェクト
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340

https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19
http://documents1.worldbank.org/curated/en/136631594937150795/pdf/World-Bank-Group-COVID-19-Crisis-Response-Approach-Paper-Saving-Lives-Scaling-up-Impact-and-Getting-Back-on-Track.pdf


新型コロナウイルス感染症の

世界的流行が始まり、世界銀

行が加盟国の感染症対策を支

援する資金パッケージを発表

してから1年が過ぎました。こ

の1年間の教訓を教えてくださ

い。

多くのことを学びました。しか

し、この未曾有の危機が起きる前

から、途上国では保健システムの

脆弱性が、保健分野の成果に悪影

響を与えていたことを指摘してお

きたいと思います。コロナ危機で

は、高所得国でさえ医療システム

の逼迫に苦しめられ、危機に対す

る強靱性を備えた、質の高いプラ

イマリ・ヘルスケアの重要性が世

界各地で明らかになりました。多

くの国は今もワクチンの調達に苦

労していますが、調達したワクチ

ンを全国に配布し、最も必要とし

ている人々が接種を受けられるよ

うにすることは、ワクチンの調達

よりさらに複雑な作業です。

ワクチンの登場は、世界各地で保

健システムの強化が急務であるこ

とを浮き彫りにしました。十分な

訓練を受けた医療従事者は少な

く、特に僻地のコミュニティには

ワクチンを適切に保管し、輸送す

る能力がありません。接種履歴を

追跡するデータシステムもなく、

ワクチン接種に対応できる保健セ

ンターも不足しています。コロナ

危機は、各国がプライマリ・ヘル

スケアをはじめとする保健システ

ムを強化し、将来の大規模な感染

症の流行に備えられるようにする

ことが、世界銀行の今後の重要な

支援領域となることを明らかにし

ました。

インタビュー

ムハンマド・アリ・パテ

強靱かつ包摂的な回復を実現で

きるかどうかは、人的資本への投

資にかかっていることを忘れては

なりません。

世界銀行保健・栄養・人口担当グローバル・ダイレクター兼グローバル・ファイナンシング・ファシリティ（GFF）女

性・子供・青少年担当ディレクター

先ほど途上国へのワクチン展開

に関する話が出ましたが、この面

で世界銀行はどのような支援を

行っているのでしょうか?

現在はワクチンの入手と配布に注力

しています。 
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コロナ危機は、各国がプライマリ・
ヘルスケアをはじめとする保健システ
ムを強化し、将来の大規模な感染症の
流行に備えられるようにすることが、
世界銀行の今後の重要な支援領域とな
ることを明らかにしました。

“



2020年末に世界銀行理事会は、
途上国がコロナワクチンの調達・
配布、並びに医療システムの強化
による確実な接種を実施できるよ
う、世界全体で120億米ドルの支
援を承認しました。。世界銀行は
国によってワクチンの入手に差が
出ることを懸念しており、120億
ドルのファシリティの大部分をア
フリカ地域に投じる予定です。ま
た、ワクチン関連のプロジェクト
を世界中で展開し、約50カ国に
対して約40億ドルの支援も承認
しており、ワクチン配布に向けた
準備を各国政府と緊密に連携しな
がら行っています。

途上国へのワクチン供給に世界
銀行の資金がどのように活用さ
れているのか、具体例を挙げて
説明していただけますか。?

世界銀行は2021年3月にチュニジ
アがコロナワクチンを安価かつ公
平に確保できるように1億米ドル
の支援を承認しました。この資金
は、2021年末までに国民の50％
にワクチンを接種するというチュ
ニジア政府の戦略を支援するため
に活用されます。

この資金をもとに、チュニジアは
世界銀行の承認基準を満たす安全
で効果的なコロナワクチン数百万
回分をCOVAXを通じて、または
メーカーから直接調達し、国内に
配布します。チュニジアでは、ワ
クチン供給の大部分が世界銀行の
資金によってまかなわれる予定で
す。世界銀行の資金は、ワクチン
の配布体制を支える重要な側面、
例えば安全性の監視、サービスの
提供、冷凍庫や冷蔵庫の確保を含
むコールドチェーン（低温物流
網）の更新、ワクチン接種率を高
めるための広報活動の強化の他、
政府によるワクチン配布状況の監
視・評価にも役立てられる予定で
す。

新型コロナウイルス感染症の世
界的流行によって、途上国は今
後何年にもわたり多くの課題に
直面すると考えられています。
希望の持てる情報はないので
しょうか? 

課題があることは確かですが、世
界銀行と加盟国が実施している保
健医療危機への緊急支援は、長期

にわたる恩恵をもたらす可能性を
秘めています。より強靱で持続可
能な保健システムが整備されるこ
とで、長期的にもその効果が期待
できます。

例えば、一部のコロナワクチンで
はコールドチェーンが非常に重要
になりますが、保健センターの冷
蔵設備に投資することで、今後他
のワクチンや医薬品の提供が可能
になるなど、コミュニティにとっ
て長期的な効果が期待されます。
また、新型コロナウイルス感染症
の拡大を防ぐために、各国は公衆
衛生に関するメッセージを発信し
ています。こうした活動は、包括
的な取り組みの一部として実施す
ることで、公衆衛生全般に対する
国民の意識の向上や、他の病気の
ワクチン接種率の上昇につながる
可能性があります。また、医療従
事者向けの研修や機器への投資
は、長期的には保健システムの強
化や人的資本の構築に寄与するで
しょう。

新型コロナウイルス
感染症のワクチン
供給に向けた支援

Photo credit: ©Dominic Chavez / World Bank



プロジェクトを設計する際は、あ
らゆる段階で気候変動を考慮に入
れ、途上国と複数年の開発戦略を
策定する際は必ず、気候への配慮
を盛り込んでいます。2020年に
は世界銀行グループのプロジェク
トの60％以上、IBRDのプロジェ
クトに限れば80％以上に気候変
動への対処が組み込まれていまし
た（2015年は世界銀行グループ
全体で26％）。

2020年12月、世界銀行グループ
はコベネフィット型気候変動対
策資金を今後5年間で支援総額
の平均35％まで引き上げるとい
う意欲的な目標を発表しまし
た。コベネフィット型気候変動
対策資金とは何ですか、また何
が含まれるのでしょうか。?

コベネフィット型気候変動対策資
金は、世界銀行の融資を受けたプ
ロジェクトにおいて、気候変動へ
の適応策や緩和策に充当される世
界銀行の資金のことです。簡単に
言えば、気候変動対策を支援しつ
つ、他の開発目標にも貢献する資
金です。一般には「気候変動対策
資金」と呼ばれていますが、世界
銀行では気候投資基金（CIF）、
緑の気候基金（GCF）、適応基金
（AF）といった気候変動対策に特
化した支援と区別するために、
「コベネフィット型気候変動対策
資金」と呼んでいます。世界銀行
グループが提供する支援のうち、
コベネフィット型気候変動対策を
含む支援の割合は、2015年は18％
でしたが、2020年には29％に増
加しました。

この35％という目標は、世界銀
行グループの第2次気候変動行
動計画（2021～2025年）の一
部です。第1次気候変動行動計
画（2015～2020年）から得ら
れた教訓は、この新計画に影響
を与えましたか。?

第1次行動計画は多くの教訓や成
果をもたらしました。この5年間
で世界銀行グループが途上国の気
候変動対策に投じた支援は830億
ドルに上ります。また、様々な施
策を通じて、気候変動対策を世界
銀行グループ内で主流化できたこ
とも大きな成果です。世界銀行は
現在、支援するすべての新規プロ
ジェクトについて、気候変動リス
クの有無を確認しています。

インタビュー

ベルニス・ファン・ブロンクホースト
世界銀行気候変動担当グローバル・ダイレクター

世界銀行は現在、支援するすべての
新規プロジェクトについて、気候変動リ
スクの有無を確認しています。プロジェ
クトを設計する際は、あらゆる段階で気
候変動を考慮に入れており、途上国と複
数年の開発戦略を策定する際は、必ず気
候への配慮を盛り込んでいます。

“
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現在では、保健やガバナンスと
いったセクターを含め、世界銀行
が実施する支援や投資の大部分に
気候変動への対処が考慮されてい
ます。

途上国がコロナ危機から立ち直
るためには、依然として多くの
ことが必要です。引き続きコロ
ナウィルス感染拡大への対応や
保健システムの強化に取り組む
ことが重要になるでしょう。そ
の一方で、「グリーン・リカバ
リー（環境に配慮した危機から
の回復）」という言葉も頻繁に
耳にするようになりました。世
界銀行と加盟国にとって、これ
は何を意味するのでしょうか? 

第一に、コロナ危機と同様に、気
候変動関連の問題は特に最貧困
層・最脆弱層に大きな影響を与え
ることを認識する事が重要です。
私たちの今日の行動が、将来のリ
スクやショックに効果的に対応で
きるかどうかを決定するのです。
各国政府は緊急対策を講じ、財政
や経済、社会を立て直すための基
礎を築こうとしていますが、これ
は持続可能で包摂的かつ強靱な経
済を実現する格好の機会でもあり
ます。例えば、短期的・長期的な
回復に取り組む際は、雇用や経済
活動を促進し、人的資本、社会資
本、自然資本に良い影響を与え、

生物多様性や生態系サービスを保
護し、強靱性を高め、経済の脱炭
素化を進展させる投資を優先的に
実行する必要があります。

今後は、どのように気候変動対
策に注力しますか?

気候変動対策と開発を完全に統合
するために、新しい行動計画で
は、これまでよりも高い目標を掲
げる予定です。新計画の骨子は
2021年4月に理事会に提出されま
した。その内容は以下のとおりで
す。

• パリ協定の目標に沿った形で
資金を提供する。2023年7月
1日までに、世界銀行のすべ
ての新規プロジェクトにおい
て、パリ協定の目標と資金提
供の整合性を確保する。主に
途上国で活動している国際金
融機関のうち、この種の発表
を行ったのは世界銀行が初め
て。

• 新たな測定手法を導入するこ
とにより、温室効果ガス排出
量の削減、適応、強靱性向上
の各目標の達成をこれまで以
上に重視し、脆弱なコミュニ
ティの強化と気候関連の打撃
に対する対応力を強化する。

• 気候診断の向上・拡充に取り
組む。グローバル・レベルと
国レベルで強力な分析基盤を
構築し、各国がパリ協定に基
づくコミットメントを策定
し、実施できるよう支援す
る。

• 排出量の要因の大半を占め、
気候変動による脆弱性が最も
高いエネルギー、食料システ
ム、都市、運輸、製造等のシ
ステムの状況を大きく変容さ
せる投資を支援する。

• 援助を必要とする途上国が、
石炭からの公正な移行を達成
するための支援を大幅に拡大
する。そのためには、さらに
大規模な資金の動員を図るこ
とが重要。支援の例として
は、石炭セクターの労働者を
対象とした雇用とスキルの移
転のほか、電力アクセスの拡
大に併せて、各国が石炭から
安価で安定供給される環境負
荷の少ないエネルギー源に移
行できるようにすることなど
がある。

• 世界銀行グループの支援総額
の35%をコベネフィット型気
候変動対策に充て、途上国の
気候変動対策への支援を大幅
に拡大する。これは2016～
20年度の実績である平均
26％を大きく上回るが、支
援総額自体が増えているた
め、金額ベースではさらに大
きな増加となる。

グリーン・リカバリーに
向けた資金支援

Photo credit: ©Dominic Chavez / World Bank

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/d06622e74a388000e2e440438d461b99-0020012021/original/CCAP-2021-25-Highlights.pdf
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免責事項

本レポートは世界銀行（国際復興開発銀行：IBRD）が情報提供のみを目的として作成したものであり、本文書に含まれる情報の正確性又は完全

性に関して、明示的又は黙示的を問わず、世界銀行はいかなる表明、保証、確約も行いません。本レポートは、世界銀行職員が基礎となるプロ

ジェクト文書をレビューし、その内容に基づいて作成したものです。本レポートと、その基礎となる情報源（プロジェクト文書、債券文書な

ど）の間に相違がある場合には、後者が優先されるものとします。

本レポートは世界銀行（国際復興開発銀行：IBRD）債券の購入の勧誘もしくは販売を目的とするものではありません。世界銀行債券の販売は、

販売を担当する金融機関より交付される販売説明書等に基づき行われます。世界銀行債券の購入の勧誘は、単独又は複数の国の法律に準拠して

行われており、関係するすべての法律が遵守されない場合は、購入の勧誘又は販売を行うことはできません。

本レポートに掲載されている事例はすべて、例示を目的としたものであり、世界銀行がこれらの特定のプロジェクトを特定の世銀債の償還期間

に実行することを保証するものではありません。

世銀債の発行によって調達した資金の使途は、特定のプロジェクトやプログラム、活動への融資に限定されるものではありません。世銀債の元

利金の支払いは、世界銀行の信用力に基づき行われるため、投資家が個々の融資プロジェクト、プログラム、又は活動のリスクを負うことはあ

りません。

本レポートの受領者は、本レポートが世界銀行の著作物であることを認めるものとみなされ、本レポートを受領することにより、情報源を明示

せずに、又は世界銀行による事前の書面による同意なしに、本レポートを第三者に開示しないこと、又は第三者への開示を許可しないことに同

意します。

すべてのコンテンツ（画像、アイコン、情報の表示やその内容の全体的な外観を含むが、これに限定されない）は、特段の言及がない限り、世

界銀行の所有物です。世界銀行は、当該コンテンツの著作権、商標、その他の知的財産権等の所有権を放棄するものではありません。すべての

写真、画像、コンテンツの著作権は、特段の言及がない限り、世界銀行（(C) World Bank）に帰属します。

本レポートの原文は英語です。英語版と日本語翻訳版との間に内容の相違がある場合は、英語版を優先します。
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