


国際開発協会（IDA）は、
必要不可欠な資金の提供を通じ、

極度の貧困と闘い
世界の最貧国の人々の暮らしを改善



3,690
億ドル

IDAは過去60年間に113カ国に対し
総額3,690億ドルを投入
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ただし、IDAの活動は
資金提供に留まらず

世界各地で機会、生計手段、希望を
もたらすことで状況改善に貢献

p. 04



アイディア

世界の開発分野においてIDAが担う重要な役割

IDAは、各国が開発の当事者として取り組み協力できる
よう、パートナーの立場から支援
IDAプロジェクトは、国主導型のモデルであり、借入国
それぞれの
ニーズ 
パフォーマンス 
開発計画 

世界的な優先事項への資金・資源の配分に向けたドナー国のとりまとめ
官民両セクター間の調整
市民社会組織・国際機関と現地の開発関係者の仲介

ドナー国は、各国の開発資源、知識、能力がIDAを通じて
一層大きなインパクトをもたらすよう、共同で以下の取組みを推進

人への投資
開発の障壁解消 
経済成長の促進

を通じ、世界の最貧国の人々に機会を創出

IDAは

p. 05

に合わせて進められ、各国政府による持続的な
財務管理を支援



アイディア

35カ国がもはやIDAの支援を必要とせず
その多くが今ではドナー国となり、IDAに出資
IDAのドナー国は、1960年の設立当時の15カ国から55カ国に増加

IDA卒業国
経済成長を果たし
もはやIDA支援への依存から脱却し
多くがIDAドナー国となり貢献

現在の借入国
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アイディア

1960年のIDA設立当時としては斬新なアイディア：
より多くの人々を支援し

より大きな開発成果を達成するために
資金を出し合い共同で活用

p. 07



アイディア

IDAは変化し続ける世界のニーズに対応しつつ、その時点で
最も喫緊の開発課題に資金を振り向け、解決策を創出

40年前、アフリカで数百万人を悩ませていた深刻な
疾患「河川盲目症」の撲滅に向け国際的な
パートナーシップを主導

緑の革命への資金援助と、世界的な人口増加に
対処するための十分な食糧の提供 

各国が緊急事態に対処し、災害の影響を軽減できる
よう、資金アクセス迅速化施策を試行

2011年、東アフリカで60年ぶりの深刻な
干ばつによる飢饉への取組みの支援 

2010年にハイチ、2015年にネパールを
襲った壊滅的な地震後の支援

2015年、アフリカでのエボラ出血熱の大流
行に対する世界規模の対応の指揮と
復興資金11億7千万ドルのコミットメント
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アイディア

IDAは革新的な取組みにより
さらなる支援を提供

市民社会組織、国際機関、
人道支援団体等とのパートナーシップ

特に困難な環境への民間投資の動員

p. 09



IDAは引き続き
最も困難な状態に
ある人と場所を
集中的に支援

具体的な取組み

IDAは、地球上の
全ての人々に影響を
及ぼす気候変動、
ジェンダー、雇用、
健全なガバナンス、
紛争・脆弱性等、
グローバルな課題に
率先して対応

一方で、貧困が集中する

地域での取組みを重視

最貧国のニーズに対処

現在、世界は以前よりも
はるかに繁栄しているものの  

極度の貧困層全体の
3分の2（5億人）が、IDAが
支援する最貧国75カ国に分布 
（その多くはアフリカ諸国）
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18-99%

9-18%

3-9%

0-3%

データなし

具体的な取組み

サブサハラ・アフリカ地域への貧困集中が進む中
IDAは確実な成果達成のため、同地域を優先対象とし
パートナーシップを生かして取組みを推進  

サブサハラ・アフリカ地域
に対するIDAのコミットメント：
2019～21年度だけで
450億ドル

極度の貧困層の分布

*世界銀行は、1日1.90ドル未満で生活する人を
「極度の貧困層」と定義。

2015 Data

極度の貧困層の割合
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IDA第18次増資
（IDA18）では、ドナー
拠出金1ドルが約3ドルの
開発援助を創出。

最貧国の人々の生活を
改善する上で
極めて高い費用対効果を
実現

具体的な取組み

IDAは成果を達成し、援助効果を高め、透明
性を徹底し、説明責任を果たし、高い費用
対効果を実現
また、管理コストは低く抑え、安定した援助フローを
確保し、他のドナーよりも大規模なプロジェクトを実施

$1

$3
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民間セクター開発 

IDAは、銀行や投資家からリスク
が高いとみなされた場所に 民間
投資を呼び込み、強靱な経済の
ための基盤強化を推進 

IDA、IFC、MIGAの連携による民間セクター・
ウィンドウは 、IDA資金25億ドルを用いて
IDAが支援する 最貧国・最脆弱国における
リスクを緩和し、民間投資を動員

ビジネス環境改革の促進 

強固な財政制度の構築

貧困層のための金融アクセス拡大 

IDAは世界銀行グループの一機関であり、同じくグループ
機関である国際金融公社（IFC）と多数国間投資保証機関
（MIGA）の強みを活用して民間セクター開発を促進

25億ドル
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IDAの現在の
重点テーマ分野：

p. 14



IDAは各国の取組みを支援 

雇用と経済的変革

6億人が
今後10年間に労働市場に参入予定
だが、6億人分の新規雇用の創出は
貧困国には極めて困難な課題

急増する労働力のために生産的で
やりがいのある仕事を創出するため
経済的変革が必要

同時に、人々が 現在および将来の
経済的機会を捉えるために
健康と教育、スキル習得の機会を
確保できるよう、「人的資本」
プロジェクトを支援

堅固なインフラとバリューチェーンを通じた
市場アクセス 

民間セクター主導型成長のための環境整備への
民間投資促進

労働者のスキル構築と企業のキャパシティ・
ビルディング
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女性と女児のための
保健と教育を改善 

女性の資産アクセス確保
と資産保有を支援 

女性が質の高い仕事に
就き、起業できるよう
支援

ジェンダー

女性と男性、女児と男児の
完全で平等な参加なくして、
いかなる国も可能性を開花させ、
21世紀の課題に対応することは
不可。

そこでIDAは
ジェンダーの平等
のために

p. 16



ガバナンス

強力かつ効率的な組織・制度を備えた国は、以下の
環境を創出することで繁栄 

民間セクターの成長促進  
価値あるサービスの提供
市民の信頼を獲得 

そこでIDAは以下を通じ、有能で、説明責任を
備え、誰も取りこぼすことのないガバナンスの
確保を重要課題に位置付け

制度構築
特に貧困層のためのサービス提供に必要な資源の
動員 
透明性と説明責任の促進

市民が政府の意思決定プロセスに
参加し、自らの声が聞き入れられ
るとわかっていれば、公的制度に
対する市民の信頼が向上

有能で説明責任を備え、誰も取りこぼすことのない
公的制度がない場合、市民は誰を頼りに公正で透明
なサービスを受け、万人のための法の支配を期待す
ればよいのか？

p. 17



脆弱性・紛争・強制移住

脆弱性・紛争・暴力は深刻な開発課題

IDAは、人々が平和で生産的な暮らしを取り戻す
ために必要な体制の確保に向け、脆弱性・紛争
への対策を強化。脆弱性・紛争のリスクが高い
地域に、過去最大の資源を提供し、スタッフの
増員もコミット

IDAは、強制移住、移民・難民
問題に対応するための
開発コミュニティの取組みを
最先端に立って牽引

こうした困難な環境で成果を
上げるには、人道援助、開発、
和平構築、安全保障の各分野の
パートナーとの協力が不可欠

IDAが重要するのは、防止と
早期の行動

IDAは、紛争中や移行中等、
支援が十分でない地域において、
特に困難な環境で取組みを継続 

例えば、ソマリアの食糧危機への
対応において国連および赤十字社
と協力

イエメンでのコレラ大流行の
際には、IDAの危機対応融資制度
（CRW）を活用し、ユニセフと
世界保健機関（WHO）と連携

p. 18



気候変動 

多くのIDA対象国が気候変動の
影響を直接的に受けており
中でも特に深刻なリスクに晒され
ているのが最貧困層・最脆弱層。 

IDAは、各国の炭素排出量削減と、
気候変動の影響に対する強靱性強化
のために、政策改革と開発計画に
気候問題を組み入れる等、気候変動
への適応と影響の緩和を支援 

気候変動の影響により、2030年までに
新たに貧困状態に陥るリスクの
ある人は1億人
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インパクト̶IDAが達成した成果

IDAは、脆弱国に対する財政支援を
140億ドルに倍増（イエメンへの例外的
配分4億ドルと、難民およびその受入れ
コミュニティを対象とした追加融資

20億ドル以上を含む）。

IDAプロジェクトは、気候変動対応型の
農業および土地利用を支援。

ブルンジでは、農家による表土の保護、
土壌の肥沃度回復、栄養豊富な食糧の通年
生産を可能にし、エチオピアのオロミア州
では、女性のコーヒー豆栽培者育成を支援
すると同時に、生産性向上に向けた気候

変動対応型農業を導入。

チャド：IDAは、保健、教育、社会
保護の基礎的サービスの提供、難民
とその受入れコミュニティの生活の
質の向上を支援しており、受益者は

110万人に上る見込み。

ホンジュラス：2011～17年、約9万世帯
が土地区画制度に登録し、新たに5万件
以上の土地所有権を獲得（内48%の世帯
は女性が世帯主）。 土地登録制度の改善
により、農村部の先住民族のために
法的権利の強化、土地明渡しの回避、

法的保護の強化が実現。

モーリタニア：栄養、衛生および早期
幼児開発と連携させた、女性と子ども
対象の現金給付プロジェクトの
受益者は2万2千世帯を超えており

2020年には10万世帯に達する見込み。

カンボジア：IFCが、IDA18民間
セクター・ウィンドウを活用し、
農村部の中小企業への融資に充てる
ため、現地通貨建て債券の発行を
支援した結果、マイクロ融資が60%
増加し、現地の債券発行市場の成長

に寄与する見込み。

アフガニスタン：2013～18年、
技術専門学校・職業訓練学校の
卒業生を対象に、職業技能開発
と所得拡大を図るプロジェクト
により、3万9千人以上が恩恵を

享受。

バングラデシュ：2015～18年、農村部
の生活の質向上プログラムの受益者の
内、42％以上の所得を30%拡大し、専門
技能開発訓練を受けた若者を対象に
2万9千件以上の雇用を創出。

モルドバ：2000～17年、404の
学校、278の幼稚園、191の水管理
プロジェクト等、合計850カ所以上
の施設が改修され、人口の3分の1
に当たる120万人が恩恵を享受。
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インパクト

IDAは、開発投資の拡大として、2018～20年の3年間に750億ドルの支援をコミット。

2017年7月～2018年6月におけるIDAの主な成果は以下の通り。

190万人の
農民が
改良された農業技術を
導入

53万人の
教師を
採用、または研修を
実施

850万人が

整備された衛生設備
へのアクセスを確保

1,810万人
の子供に
予防接種を実施

1,210万人に

社会的セーフティ
ネット・プログラムを
実施

900万人が

雇用関連の支援
により恩恵を享受

890万人に

新規または改善された
電力サービスを提供

5,931キロの

道路を建設

1,320万人が

整備された水源
へのアクセスを
確保

3,680万人に

保健・栄養・人口の
基礎的サービスを
提供

62億4千万ドルの 第19次増資で
見込まれる
成果

民間投資を
世界銀行グループが
IDA対象国のために
動員
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第19次増資で見込まれる成果

IDAは現在、日々成果を上げ
るべく取り組む一方、IDA
第19次増資の対象期間（2021
～23年）に向け、いかにして
取組みを継続させていくかに
ついても検討中

第19次増資：成長・
人々・レジリエンス

IDA第19次増資の政策
パッケージが策定される2019
年は、IDAにとって重要な1年
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第19次増資：成長・人々・レジリエンス

…一方で、債務の持続可能性や透明性など
新しい課題にも対応 

…デジタル経済がもたらす機会についても検討 

…さらに、「人的資本」および包摂的開発にも
投資を継続。人々が健康で、教育を受け、障害が
あっても参加できる社会であれば、繁栄が可能。

持続可能な開発目標（SDGs）
達成のために残された時間は
あとわずか10年。

取組みの加速とさらなる強化が必要。そのためIDAは
引き続き、雇用と経済的変革、ガバナンスと組織・制度
の構築、ジェンダー、気候変動、脆弱性・紛争・暴力を
重点課題として位置づけ 
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これからも協力を

グローバルな課題には
世界が一丸となって取り組む

ことが必要
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課題解決に必須の要件：

IDAを支援することは、グローバ
ル経済に投資することであり 
場所や性別、年齢にかかわらず全
ての人のためにより良い世界を構
築すること
 

協力して取り組めば
永続的な経済発展の実現
に向け
一層のインパクトを
もたらすことが可能

IDAのドナー国と借入国

国家リーダーと地域リーダー
のパートナーシップ

協力した取組み

p. 25



強力かつ
効果的なIDA 

より平等で包摂的な
世界の実現=

IDAを支援することはすなわち、
2030年を期限とする持続可能な
開発目標（SDGs）の達成に向け
各国の取組みを支援すること

p. 26



THANK YOU
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