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交渉結果と提言事項の要旨 

 

参加者は、IDA対象国が、極度の貧困撲滅と繁栄の共有促進という世界銀行グループ（WBG）の目

標を持続可能な形で達成できるよう、その政策と資金に関する一連の提言事項について合意した。また、

この政策・資金パッケージが、IDA 対象国の 2030 年目標の達成に向けた進捗を後押しすると共に、

IDA18 の支援の実効性とインパクトが高めることを認認した。交渉結果と提言事項の要旨は以下の通り。 

 

A. 雇用と経済改革：持続可能な経済改革を通じた雇用創出の支援、雇用の質の向上及び若

者と女性の労働参加促進、脆弱性や移民の問題など、リスクの高い状況にある民間セクターや労働者

に対する支援、雇用創出と持続可能な経済改革を促進するプロジェクトのための知識基盤の向上。 

 

 参加者は、IDA及び IFCが有する手法と資金を用いて、IDA対象国における包括的グローバル・

バリューチェーンに関する分析を 10 件実施することを要請した。これにより、アグリビジネス、製造業、

及びサービス産業の成長を含む経済改革や雇用創出に、こうした手法や資金がいかに貢献してい

るかを把握するためである。また、分析結果は、IDAの活動の参考データとして活用していく。 

 参加者は、IDA 対象国が国際投資や経済回廊開発に関する教訓やアプローチの知識を共有で

きるよう、「グローバル・インフラ連結性同盟（Global Infrastructure Connectivity Alliance）」の

活用を提言した。分析結果は、IDAの活動の参考データとして活用していく。 

 参加者は WBG に対し、全ての IDA 対象国において中小企業（SME）/起業プログラムのイン

パクト評価を体系的に実施し、全般的なインパクト及び女性と若者への影響の違いを分析するこ

とを慫慂した。今後は、ガイドラインを整備し、将来のプロジェクトの参考データとして活用していく。 

 参加者は、労働需要サイドに着目し、かつ労働市場の統合支援に繋がるような、若年雇用プロ

グラムの総合的ガイドラインを整備するよう提言した。今後はこれを、IDA 対象国における次世代

向け若年雇用プログラムの策定に活用していく。 

 参加者は、プロジェクトに伴うリスクの分担、並びに投資リスクの高い環境への民間資本のクラウ

ドイン効果を高めるために、既存の手法の強化と新たな手法の導入を提言した。これには、IFC-

MIGAとの連携による民間セクターウィンドウ（PSW）の設立も含まれる。 

 参加者は、移民により経済・社会に深刻な影響を受けている IDA対象国（移民の送り出し国、

受け入れ国、通過国を含む）について、「移民に配慮した視点」を取り入れるよう提言した。これ

には、移民対応に関する知識不足の解消、当該国から明示的な要求があった際の雇用創出支

援や合法的な経済移民への対応、若者や経済移民の社会への統合などが含まれる。 
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 参加者は WBGに対し、IDA対象国での活用を前提に、官民パートナーシップ（PPP）によるイ

ンフラや経済改革への大規模投資が雇用に与える影響の評価のための事前測定ツールとシステ

ムの整備提言した（ジェンダー別パイロット評価を含む）。 

 参加者は、「雇用診断（Jobs Diagnostics）」から得た知見を整理すると共に、IDA対象国での

雇用創出と経済改革を目指すプロジェクトの設計・実施において雇用診断がいかに活用されたか

を評価し、ツールの効果拡大のために変更が必要であれば提言するよう慫慂した。 

 参加者は WBG に対し、移民と都市化の傾向、及びインフラが雇用と経済変化に与える影響に

ついて、地域別の共通点や特徴を考察する空間的視点を取り入れた分析を行うよう要請した。

これには、IDA 対象国 5 カ国におけるインフラの空間的インベントリ、IDA 対象国の 10 都市にお

ける都市部の通勤利便性に関する評価、5 カ国における雇用創出・消失の傾向についての空間

的評価の試験的実施が含まれる。 

 

B. ジェンダーと開発： 国別戦略やプロジェクトに見られる成人と若年、男女のそれぞれの格差解消の徹

底、ジェンダー平等の効果を高めるためのデータとエビデンスの基盤強化。 

 

 参加者は、IDA18 の初等・中等教育プロジェクト全てを対象に、女子の就学や通学、中退防止

を促すなど、ジェンダーに基づいた格差の解消を図るよう要請した。 

 参加者は、IDA プロジェクトにおける全ての母子保健や「性と生殖に関する健康」に関わるサービ

ス（ジェンダーに基づく暴力の犠牲者を対象としたものを含む）を、支払い可能な費用で利用で

きるよう要請した。 

 参加者は、IDA18 が支援する職業能力開発プロジェクトの少なくとも 75%で、経済活動への女

性の参加と生産性向上に向けた支援のあり方、及び/又は性別に基づく職域分離の緩和策を検

討するよう要請した。 

 参加者は、IDA18 が支援する都市部運輸プロジェクトの少なくとも 3 分の 2 で、男女それぞれの

移動の利便性や安全面に関するニーズを満たすよう要請した。 

 参加者は、IDA18が支援する金融包摂プロジェクト及び「アドバイザリーサービス・分析（ASA）」

の少なくとも 10 件において、金融サービスへのアクセス及び利用面での男女間格差の解消を図る

措置を検討すると共に、IDA対象国の金融包摂戦略の少なくとも 10件について男女別報告書

を作成し、特に女性のための金融包摂を図る措置の検討を要請した。 

 参加者は、IDA18 が支援する情報通信技術（ICT）プロジェクトの少なくとも半数において、女

性によるインターネットと ICTサービスへのアクセス向上を要請した。 

 参加者は、IDA 対象国の少なくとも 6 カ国で、雇用と資産に関する世帯レベルの情報を回答者
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から直接収集するため、試験的なデータ収集の実施を提言した。 

 参加者は、脆弱な状況におけるプロジェクトに関し、ジェンダーに基づく暴力の防止と対応強化を

慫慂した。これには、特に女性のための基礎的サービスへのアクセスや生計支援が含まれる（ベー

スライン：IDA16。D「脆弱性・紛争・暴力（FCV）」を参照）。 

 参加者は、IDA適格国の該当プロジェクトに適宜、WBGの「ジェンダーに基づく暴力対策グローバ

ル・タスクフォース」の提言事項を適用するよう要請した。 

 

C. 気候変動： 体系的国別診断（SCD）や国別パートナーシップ枠組み（CPF）、IDA融資における

気候変動と防災の主流化の一層の推進、計画立案能力及び投資能力向上のための支援、「万人

のための持続可能なエネルギー（SE4All）」の目標達成に向けた取り組み支援、気候変動対策向

け IDA資金のモニタリングと報告。 

 

 参加者は、IDA 対象国の全ての SCD と CPF に、気候及び防災の観点と機会を盛り込むと共

に、IDA18 までの経験に基づく「自国が決定する貢献案（(I)NDC）」を反映させ、中間レビュー

会合（MTR）にて報告するよう要請した。 

 参加者は、全ての IDA プロジェクトに気候変動と防災の観点が盛り込まれているかスクリーニング

を継続すると共に、IDA18 までの経験に基づくレジリエンス強化の取り組みを反映し、中間レビュ

ー会合（MTR）にて報告するよう要請した。 

 参加者はWBGに対し、少なくとも要請のあった 10カ国を対象に、国家予算や計画策定への統

合を念頭に、(I)NDCを具体的な政策や投資計画に落とし込む作業の支援を要請した。 

 参加者は WBG に対し、少なくとも気候変動対応型農業への投資計画 10 本、及びプログラム

的森林政策ノート（FPN）10本を作成するよう慫慂した。 

 参加者は、コベネフィット型気候変動対策を支援する「開発政策オペレーション（DPO）」のより

一層の活用を提言した。 

 参加者は、主要セクターにおける全てのプロジェクトに温室効果ガス（GHG）排出量算定と「影

の」炭素価格を導入すると共に、割引率に関するガイダンスノートの改定版を作成するよう提言し

た。 

 参加者は WBGに対し、再生可能エネルギー発電量の 5ギガワット（GW）増加を支援するよう

慫慂した。 

 参加者は WBG に対し、電化率の低い国の内、新たに 7 カ国について「投資目論見書」を作成

するよう要請した。 

 参加者は、気候変動対策に動員された民間資金についての報告を毎年行うと共に、他の国際

開発金融機関（MDBs）と共同で実施する気候変動ファイナンス全般についても継続して報告
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するよう要請した6。 

 

D. 脆弱性・紛争・暴力（FCV）： FCVに関する IDAの知識や、プロジェクトの経験から得られる知見

の向上、FCV を引き起こす要因を解消し組織・制度面での強靭性を構築する総合的な WBG 戦略

の策定、適切な人員配置によるプロジェクトの有効性・柔軟性の改善、パートナーシップ強化を通じたよ

り効果的な対応、FCS/FCV支援資金の拡大。 

 

 参加者は WBG に対し、FCS 共通リスト掲載国以外における脆弱性の確認に、リスクベースのア

プローチを採用するよう要請した。 

 参加者はWBGに対し、プロジェクトから得た教訓やインパクト評価の報告書作成を通じ、FCVリ

スクの緩和・防止に関する知識をより一層深めるよう提言した。 

 参加者は、FCS、並びに FCV リスクが高い国の CPF 策定に際しては、「リスク・強靭性評価

（RRA）」を参考とするよう提言した7。 

 参加者は、難民、及びその受け入れ国を対象としたプロジェクトの増加を要請した（ベースライ

ン：IDA17） 

 参加者は、脆弱な状況において、ジェンダーに基づく暴力の防止と対応強化のプロジェクト増加を

慫慂した。これには、特に女性のための基礎的サービスへのアクセスや生計支援が含まれる（ベー

スライン：IDA16）。 

 参加者は、IDA対象国の FCS国における職員の「現場での活動時間（フェイスタイム）」を増や

すため、FCS 国で勤務する職員の増員に重点的に取り組むと共に、「フェイスタイム指数」を用い

てその進捗をモニタリングするよう提言した8。 

 参加者は、紛争が終結し支援実施が可能となった IDA 対象国については、直ちに合同「復興・

平和構築評価（RPBA）」を適用するよう提言した。 

 参加者は世界銀行マネジメントに対し、FCS/FCV のために改定された IDA 資金配分枠組み

（F「IDA支援の規模及び条件の見直し」）の適用を提言した。 

 

                                                      
6  気候変動ファイナンスについての報告には、他の MDBsと合意した手法とプロセスが用いられるが、WBGの数値が報告され

る。 

7  FCVリスク緩和を目的とした特別 IDA配分の対象国は、定量的・定性的評価を組み合わせた国際比較リスク・スキャンに

基づき特定される。「IDA18オペレーション及びファイナンスの枠組み改訂版（Update IDA18 Operational and Financing 

Framework）」（2016年 9月）の「別添 4」を参照のこと。 

8 「フェイスタイム」指数とは、世界銀行職員の国内滞在時間、出張日数、さらに当該国で勤務する本部及び現地職員、コン

サルタントの時間を反映した数値。 
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E. ガバナンス・組織： 国内資金動員（DRM）の強化、公的支出、財政管理、調達の改善、国営企

業（SOE）のアクティブ・オーナーシップ（積極的株主行動）の強化、行政機関によるサービス向上支

援、パンデミック発生時の組織・制度の対応能力強化、行政サービスへの市民参画の概念及び受益

者からのフィードバックの活用、オープン・ガバメント・パートナーシップ（OGP）を通じたオープンで透明性

が高い包摂的ガバナンスの強化、「非合法な資金流出（IFF）」の抑制、FCV 状況におけるガバナン

スと組織・制度についての理解向上、2017 年度「世界開発報告（WDR）」分析結果のプロジェクト

への活用。 

 

 参加者は、対 GDP比税収割合の引き上げを目指す IDA対象国の少なくとも 3分の 1に対し、

融資プロジェクトや「アドバイザリーサービス・分析（ASA）」、技術協力（TA）による支援（税

診断評価を含む）を実施するよう提言した。 

 参加者は IDA に対し、IDA 対象国の少なくとも 10 カ国について、体系的国別診断（SCD）

策定の際に参考となる「公的支出及び財政に関する説明責任（PEFA）」評価を、複数回に

わたり支援するよう要請した。 

 参加者は WBG に対し、国別開発目標に配慮した、近代的かつ効率的で持続可能な包摂的

公的調達制度の整備を加速するため、IDA 対象国 5 カ国における「調達制度評価法 2

（MAPS2）」の適用を提言した。 

 参加者は、IDA 対象国の少なくとも 10 カ国に対して、（i）「パフォーマンス協定」、及び/又は

（ii）国営企業（SOE）の業務報告による透明性確保など、SOE のパフォーマンス向上を支援

するよう要請した。 

 参加者は IDA に対し、IDA 対象国 10 カ国において、保健、水、及び/又は教育といった分野で

サービス提供を阻む組織・制度面の障害を特定し対処するため、共同プロジェクト、技術協力

（TA）、及び/又はセクター内のガバナンスの ASA実施を提言した。 

 参加者は IDA に対し、少なくとも IDA 対象国 25 カ国に対し、パンデミック事前対策計画

（Pandemic Preparedness Plans）策定を支援するよう慫慂した。 

 参加者は IDAに対し、IDA対象国 25 カ国を対象に、セクター横断的な保健危機への備え、対

応、復興のためのガバナンス・組織フレームワークの策定支援を要請した。 

 参加者は IDA に対し、少なくとも IDA 対象国 10 カ国において、ユーザー・フィードバックの活用、

及び/又は当該プロセスへの女性の参加を促す「苦情処理メカニズム（GRM）」改訂版9の整

備・実施プロジェクトの支援を要請した。 

 参加者は IDA に対し、IDA対象国の少なくとも 3分の 1で、透明性、説明責任、包摂性を備

                                                      
9   GRM改訂版は、苦情処理、反応性、開示、及び/又はジェンダー平等に関する必要不可欠な基準を含む。 
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えた参加型の政府を確立するため、「オープン・ガバメント・パートナーシップ（OGP）」に向けた改

革コミットメントへの支援強化を慫慂した10。 

 参加者はWBGに対し、少なくとも IDA対象国 10カ国において、「非合法な資金流出（IFF）」

の特定とモニタリングの支援に向けて IFF評価の実施を要請した。 

 参加者は、IDA対象国における「リスク・強靭性評価（RRA）」の半数、及び「復興・平和構築

評価（RPBA）」の少なくとも 4 分の 3 について、「ガバナンス・組織分析」の強化及び体系化を

提言した。 

 参加者は IDAに対し、実施の遅延解消と適応促進アプローチの実現を重点的に取り上げた「世

界開発報告（WDR）2017」の分析結果をプロジェクトに活用することを要請した。 

 

F. IDA支援の規模及び条件の見直し 

 参加者は、IDAのパフォーマンス・ベースト・アロケーション（PBA）制度を以下の通り変更すること

で合意した。（i）国別パフォーマンス格付（CPR）の指数を 4 から 3 に引き下げることによる、

PBA 制度本来の貧困への対応強化、 （ii）最低基礎配分を、年間 400 万 SDR から 1,500

万 SDR に増額、（iii）多国間債務救済イニシアティブ（MDRI）の決済額撤廃、（iv）グラ

ント配分の減額の撤廃、（v）IDA18 対象期間中の、ギニア、ネパール、ニジェール、タジキスタン

に対する例外的なリスク軽減支援。 

 参加者は、（i）地域プログラムの 50 億 SDR への増額11、（ii）地域プログラムの資金提供条

件の、コアの譲許的融資との統一、（iii）地域プログラムの国別拠出の上限 20％という現行の

資格基準の見直し12、に合意した。 

 参加者は、難民とその受入国を対象としたプロジェクトに資金を確保するため、地域プログラムの

中に 14億 SDRの難民向け地域別サブウィンドウを設立することで合意した。また、難民向けサブ

ウィンドウからの資金提供については、（i）債務困難リスクが「高」レベルの国の場合、追加資

金の提供は贈与のみ、（ii）債務困難リスクが「中」又は「低」レベルの国の場合、追加資金は

贈与が 50%、受益国の該当する与信条件によるものが 50%、とすることで合意した13。さらに、国

                                                      
10  オープン・ガバメントの活動は、情報アクセス、資産公開、市民参画、財政の透明性、オープン契約、オープンデータ、参加型

予算編成、サービス提供、社会的説明責任を含む。 

11 14億 SDRの難民向けサブウィンドウを含む。 

12 20%を上限とするという資格基準を、IDA18以降は、その国の年間配分の規模に連動させるのではなく、全ての小規模国

（人口150万人以下の国）にも拡大。 

13 プロジェクトの便益が、受入国を含まず難民だけにもたらされる場合（例えば、難民の現地労働市場への統合）には、ケース

バイケースで、債務困難リスクが「中」及び「低」レベルの国の難民向けサブウィンドウの資金を 100%贈与とすることを検討。 
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別拠出については、債務困難リスクのレベルにかかわらず、IDA「地域プログラム」で求められる額

の半分とする。 

 参加者は、IDA18 に設けられている「危機対応ウィンドウ（CRW）」の継続に合意すると共に、

IDA 対象国が深刻な自然災害、経済危機、並びに感染症流行などの公衆衛生危機に迅速に

対応できるよう、CRW の規模を 21 億 SDR に拡大することで合意した。但し、例外的な状況につ

いては、IDA 理事会の承認を得た上でこの金額を上回ることができる。また、CRW の活用に際し、

経済危機や自然災害、パンデミックへの対応において、ガバナンスに整合性を持たせることでも合意

した。さらに、甚大な自然災害に見舞われ、GDPの 3分の 1以上の損害・損失を被った国について

は、危機直後に実施する債務持続可能性分析で確認が得られれば、IDA の資金提供の条件見

直しを認めることでも合意した。また、予防・備えの強化と強靭性構築を目指した IDA対象国への

「災害リスク繰延引出オプション（CAT-DDO）」の導入が支持された。 

 参加者は、44 億 SDR の IDA18 スケールアップ・ファシリティ（SUF）創設に合意した。SUF の支

援対象は、ブレンド国及び IDA オンリー国で、国及び地域単位の質の高い革新的プロジェクトやプ

ログラムに充てられる。開発効果が高く、対象国の開発を阻む重大な制約の解消と民間資金動

員に集中的に取り組むことを条件とし、IBRD の貸出条件が適用される。また個々の国の債務状

況に適切に配慮すると共に、実施に当たっては「非譲許的借入方針（NCBP）」や IMF の「債務

上限政策」と整合性を持たせることで合意した。世界銀行マネジメントは、IDA18 SUF の実施状

況について中間レビュー会合（MTR）で報告する。 

 参加者は、IDA17 期間の終了をもって IDA から卒業するボリビア、スリランカ、及びベトナムに対

し、IDA18 期間中に例外的に卒業移行支援を提供することで合意した。具体的には、IDA17

期間中に受け取った資金の 3分の 2相当額を、IBRDの貸出条件で受け取ることができる。但し

これは IDA18に限定した措置とし、やむを得ない事情がある場合を除き、卒業移行支援が移行

直後のみ手厚くなることがないよう配慮することで合意した。さらに、卒業移行支援の水準は、

IBRDの資本を巡る議論を踏まえた上で MTRにて議論することで合意した。資金の大幅な減少

を回避しつつ、資金提供条件の変更を最小限に留めるために世界銀行マネジメントは、今後も

移行分析に関する検討を続けた上で、IDAからの卒業移行を効果的に行う手法をMTRの場で

提示する。これには、将来の IDA 卒業予定国が卒業に向けた準備を整えるに当たりブレンド期

間が果たす役割を検討することも含まれる。また、MTR では、ブレンド国への支援の上限について

も議論する。 

 参加者は、IDA18 で卒業国となるボリビア、スリランカ、ベトナムに対する加速度償還条項の実

施に関する決定を、MTR での協議まで暫定的に保留することで合意した。MTR では、上述の移

行レビューを踏まえ、世界銀行マネジメントが加速度償還についての提案を行う。参加者は、

MTR で加速度償還条項の再導入が決定された場合、対象国がその影響を予算編成に織り込
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む必要性が生じることに配慮し、加速度償還の発効を 2020年度以降とすることで合意した。 

 参加者は、IDA卒業国が、IDAの支援する現行プロジェクトの再編により確保された資金を他の

目的に新たにコミットできるとすることで合意した。IDA 卒業国に対する新たなコミットには、IBRD

の貸出条件が適用される。 

 参加者は、IDAが国際金融公社（IFC）及び多数国間投資保証機関（MIGA）との連携に

よる相乗効果を強化すべく、18 億 SDR の民間セクター・ウィンドウ（PSW）を導入することで合

意した。PSWは、脆弱・紛争国（FCS）国を中心に、ギャップ国以外の IDA対象国に、持続可

能で革新的な民間投資の促進を図るなど、既存の活動やソリューションの範囲を大きく超えた取

組みに活用される。 

 参加者は、小規模国を除く IDA対象国に適用される IDA融資条件に変更を加えないことで合

意した。また、小島嶼国向けの融資条件を IDA適格の小国全てに適用することで合意した。また

参加者は、ブレンド国向け条件が、世界銀行と国際通貨基金の譲許性確保の最低要件である

グラント・エレメント（融資に占める贈与的要素）35%を満たしていないことを指摘した。これを満

たすため、ブレンド国向け条件の見直しが行われ、満期 25年・猶予期間 5年が満期 30年・猶予

期間 5年に延長された。その他の要素に変更はない。 

 

G.    IDAの増資 

 

 交渉官は、従来の資金源に資本市場での債券発行と「譲許的パートナーローン（CPL）」を融

合させた新たなハイブリッド型の資金調達枠組みを IDA18から導入することを支持した。 

 交渉官は、パートナーの貢献と市場からの資金調達の融合により IDAのバランスシートにレバレッジ

をかけ、利用可能な資金の規模を大幅に拡大するという提案を IDA18 で実施することを支持し

た。また、将来の増資において IDA のバランスシートを最適化するためのさらなる選択肢を模索す

ることを歓迎した。さらに、IDA の資本金を国際復興開発銀行（IBRD）のバランスシートを介し

てレバレッジをかける可能性についても協議した。この手法は IDA18 では導入されないものの、将

来的な協議の可能性を残すことで合意した。交渉官は、こうした資金調達モデルが、IDA18 の意

欲的な目標と 2030 アジェンダの達成に不可欠なだけでなく、将来にわたり安定的かつ持続可能

であることを認めた。さらに、資本市場からの資金調達の具体的な規模は、慎重な金融・リスク

管理政策枠組みに基づき決定することで合意した。 

 交渉官は、IDA18 期間中に総額 535 億 SDR（750 億米ドル相当）の増資を実現するため、

165億 SDR（231億米ドル相当）の資金貢献を提言した。 

 交渉官は、グラント拠出が引き続き IDA の資金調達枠組みとレバレッジ成功のための主要素で

あることを強調した。また、譲許性こそが今後も IDA 資金の中心であり続けるとした上で、IDA18
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におけるグラント資金の大幅な増額を確認した。さらに、IDA18 の新たな資金調達枠組みの下で

は、グラント拡大による元本の減少分は別途補填されるのではなく、パートナーからの拠出で賄うと

する点で合意した。さらに交渉官は、IDA18で導入された新たな「資金調達枠組み」は画期的で

あると認識しつつ、同ビジネス・モデルが長期的に成功し且つ持続可能であり続けるためには、

（グラントからの）代用リスクに対する共同したコミットメントが必要であると指摘した。 

 交渉官は、IDA18 対象期間の初期段階からグラントの提供が可能となるには、応募証書の迅

速な提供が重要であることを確認した。 

 交渉官は、IDAが負担する IDA18期間中の「重債務貧困国（HIPC）イニシアチブ」及び延滞

解消オペレーションにおける債務削減コストには IDA第 18次増資を充てることとし、前者について

はパートナーからの拠出を充て、後者については IDA17 で未使用の延滞解消資金を繰り越すよう

提言した。 

 交渉官は、延滞解消オペレーションの資金として IDA17 から繰り越した資金を準備金として扱う

ことで合意すると共に、世界銀行マネジメントに対し、当該資金の活用状況と再配分計画を

MTRにて報告するよう要請した。 

 交渉官は、IDA18のコミットメント総額を確保するため、パートナーによるMDRI増資への拠出コミ

ットメントを確実に実行することの重要性を確認した。 

 交渉官は、IDA18 における CPL の継続を承認した。また、透明性、公正な扱い、追加性（別

用途への資金の代用不可）を確保し、IDAの長期的な財務の持続可能性を保護するという原

則を承認した。さらに交渉官は、譲許的ローンの拠出には「CPL 枠組み」によりグラント・エレメント

に基づいた負担分担と議決権配分が伴うことを確認した。 

 交渉官は、WBGの組織間の連帯を示すという観点から、IBRD及び IFCから IDAへの資金移

転の重要性を強調した。これに関して交渉官は、IBRD からの資金移転について計算式ベースの

アプローチは機能的な性質を備えており、IBRD の財務の持続可能性と自己資本比率に十分に

配慮しているとして、これを歓迎した。こうした移転は、準備金保持の必要性を検討の上、IBRD

と IFCのそれぞれの理事会で毎年承認を得る必要がある。 


