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世界銀行について
国際復興開発銀行（IBRD）は、世界銀行グループの中でも最も長い歴史を持つ機関であり、1944 年に設立さ
れました。IBRD は国際開発機関であり、現在 189 の加盟国が出資し運営しています。IBRD は、世界銀行グ
ループ1の使命と目標達成に向け、融資、保証、リスク管理、助言サービスなどを中所得国及び信用力のある
低所得国に提供する世界最大の開発金融機関です。IBRD は持続可能な開発支援活動の融資資金を調達するた
めに、国際資本市場で債券を長年に渡り発行してきたため、国際資本市場では IBRD が「世界銀行」として広
く認知されています。
世界銀行グループの戦略2
2013 年に総務会で承認された世界銀行グループの 2 大目標に基づいて策定されます。
•

極度の貧困の撲滅: 2030 年までに 1 日 1.90 ドル未満で生活する人々の割合を 3％まで削減する

•

繁栄の共有促進: 途上国における所得の下位 40％の人々の収入を増大させる

この 2 大目標を達成し、持続可能な開発目標（SDGs）を支援するために、世界銀行グループのマネジメント
と出資国（加盟国）は、途上国（脆弱性・紛争・暴力の影響下にある国々を含む）を支援する際には、(1)
「持続可能かつ包摂的な成長の加速」、(2)「人的資本への投資」、(3)「強靱性を高める」という三つの分野
を優先することで合意しました。
これは世界銀行グループのすべての活動に適用される戦略的枠組みであり、活動の四つの柱として、（1）低
所得国・中所得国の加盟国の全てを支援すること、（2）市場を創出し、開発資金を動員し、民間セクターに
よるソリューションの活用を拡大すること、（3）地球規模の課題への取組みを牽引すること、（4）支援の速
度と効率を高め、より加盟国に近い場所で活動するためにビジネスモデルを改良することを掲げています。
持続可能な開発目標（SDGs）に向けて
世界銀行グループの目標、ならびにその目標を達成するために必要なパートナーシップは、2030 年までに達
成すべき SDGs に向けた世界各国の取組みと連携しています。2015 年に採択された SDGs は、歴史に残る国
際目標です。保健、ジェンダー平等、雇用、エネルギー、環境、インフラ、貧困削減、パートナーシップなど
の分野における 17 の目標で構成された SDGs は、そのすべてが一世代で貧困を終わらせるための包括的なグ

1

本レポートでは、「世界銀行」は国際復興開発銀行（IBRD)を意味します。「世界銀行グループ」とは、完全に独立し

た５つの国際機関（国際復興開発銀行（IBRD)、国際開発協会（IDA)、国際金融公社（IFC)、多数国間投資保証機関
（MIGA)、投資紛争解決国際センター（ICSID)の）を総称したもので、正式な名称ではありません
2
“A Stronger, Connected, Solutions World Bank Group: An Overview of the World Bank Group Strategy”, October 2013,
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16093
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ローバルアジェンダの一部です。その策定には、世界銀行グループが深く関わった事もあり、SDGs は世界銀
行グループの２つの目標と完全に整合しています。
プロジェクトやプログラムを設計する際には、世界銀行は加盟国政府と緊密に協力しつつ、SDGs の到達に向
けた各国の計画を分析し、長期対話やパートナシップ締結を通じて、国別支援フレームワーク（CPF）を作成
します。これにより、各国の優先課題及び改善が必要な分野と、必要とされる世界銀行の専門性が特定されま
す。こうして、世界銀行の開発における使命と SDGs に沿った強みを生かしながら、各国政府の開発課題を
支援する世界銀行のプロジェクトが決定されます。
持続可能な開発を支える資本市場
世界銀行は、1947 年以来債券を発行し続けており、当初は第二次世界大戦後のヨーロッパ諸国の復興を支援
していました。1960 年代に入ると、世界銀行の使命は貧困撲滅に変わりました。今日では、世界銀行の開発
プロジェクトは、環境と社会に良いインパクトと成果をもたらすよう設計されており、すべての世界銀行債券
（以下「世銀債」）は、この持続可能な開発プロジェクトを支えるために発行されています。世界銀行は、標
準発行プログラムである Global Debt Issuance Facility (GDIF)並びに Discount Notes Program に基づいて、世
界中の金融市場で債券を発行しています。2008 年に世界銀行グリーンボンドプログラム3を発表して以来、世
界銀行はグリーンボンド発行の透明性、情報開示、基準の設定などにおいて、先駆的な役割を果たしてきまし
た。

サステナブル・ディベロップメント・ボンド（途上国の持続可能な開発を
支える世銀債）のプロセス
世界銀行のサステナブル・ディベロップメント・ボンドは、国際資本市場協会（ICMA）が策定したサステナ
ビリティボンド・ガイドライン4と整合しています。世界銀行のサステナブル・ディベロップメント・ボンド
フレームワークは、すべての世銀債が持続可能な開発をどのように支援するかについての情報を投資家に提供
する事を目的としており、支援対象となる加盟国への融資に調達資金を活用し実施する様々なプロジェクトや
活動の事例も含まれています。このフレームワークは

世銀債と関連する各種プロセスが、以下の４つのサス

テナビリティボンド・ガイドラインにどのように適合するのかを具体的に示しています。
1. 調達資金の使途
2. 適格プロジェクトの評価・選定プロセス
3. 調達資金の管理
4. 報告

3

世界銀行のグリーンボンドプログラムはサステナブル・ディベロップメント・ボンドプログラムの一部です。詳しくは

こちらをご覧ください。https://treasury.worldbank.org/ja/about/unit/treasury/ibrd/ibrd-green-bonds
4
https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/sustainability-bond-guidelines-sbg/
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調達資金の使途
すべての世銀債は、IBRD の支援対象となる加盟国で展開する環境と社会の両方に配慮した持続可能な開発プ
ロジェクトやプログラムへの融資を支えています。各プロジェクトは、極度の貧困撲滅と繁栄の共有促進とい
う世界銀行の 2 大目標に従い、環境と社会に良いインパクトと成果をもたらすように設計されています。
世界銀行はあらゆる主要な開発分野において、地域及び地球規模の

プロジェクトの対象

課題に対する持続可能な解決策を見つけるべく、加盟国政府と共に

世界銀行のプロジェクトは、女性 と

取り組んでいます。以下のリストは、世界銀行のサステナブル・デ

少女、貧困層、障害者、若者を含む

ィベロップメント・ボンドの支援対象となる適格基準を満たすプロ

脆弱層 を保護し、エンパワーメント

ジェクトの事例を示していますが、ICMA のサステナビリティボン

すること、貧困を 削減し、人々の生

ド・ガイドラインとの整合性を取るため、ソーシャルプロジェクト

活水準を引き上げ、所得と生産性を

とグリーンプロジェクトに分類しています。

向上させることを目指しています。

ソーシャルプロジェクトに分類されるプロジェクト、プログラム、活動等は以下の通りです。但し、これらに
限定するものではありません。
•

保健医療、栄養、児童の発達支援の改善

•

教育への公平なアクセスの改善、学生の在籍率・修了率の向上、学校の学習環境の改善、教員向け研
修の実施、教員の基礎スキルの向上

•

食料安全保障の推進

•

社会保障、年金制度、司法制度の強化

•

安価な金融商品・サービス（取引、支払、貯蓄、信用取引、保険など）への個人及び企業のアクセス
の改善

•

規制・政策改革を通じた安価な住宅へのアクセスの支援と改善、及び金融へのアクセスの改善

•

雇用の量と質の改善、障壁の撤廃とスキルの構築による、不利な立場にある人々への雇用機会の提供

•

正規の技術・職業訓練、短期間のスキル開発、訓練生制度の有効性の向上

•

石炭からクリーン・エネルギーへの移行を決めた国々への財政・技術支援及び助言

グリーンプロジェクトに分類されるプロジェクト、プログラム、活動等は以下の通りです。但し、これらに限
定するものではありません。
•

気候変動対応型農業の促進、農業インフラ及び支援サービスの改善、フード・バリューチェーンの強
化、小規模農家の市場アクセスの改善

•

持続可能な水資源の活用、サービスの改善や回復力向上（レジリエンス向上）のための総合的な水の
管理

•

生物多様性の保全又は環境汚染や天然資源の劣化問題への対応
5

•

豊富な資源を持つ途上国が、採掘活動が環境と気候にもたらす影響を最小限に抑えつつ、鉱物・金属
需要の拡大から恩恵を享受できるよう支援

•

環境の保護と災害リスクの管理を目的とした国家計画の策定及び法整備

•

気候変動の緩和（太陽光・風力発電設備の導入、温室効果ガス排出量削減のための新技術、排出量削
減を目的とした発電所や送電設備の改善、クリーンな運輸、持続可能な廃棄物管理、森林再生や森林
伐採の防止による二酸化炭素排出量の削減）と気候変動への適応（洪水対策、食料安全保障の強化、
気候変動対応型農業、持続可能な森林管理、森林伐採の防止）への貢献

上述のプロジェクト事例は、ソーシャル又はグリーンに便宜上分類したものです。上記のプロジェクト、プロ
グラム、活動の多くは、社会と環境への取組みも意図的に組み込まれており、社会と環境の両方の課題に対処
しています。適格プロジェクト及び活動の例は https://www.worldbank.org/en/topic.にも掲載されています。
世界銀行の除外リスト5
世界銀行は、以下を含むプロジェクトを資金的支援の対象外としています。
•

アルコール飲料

•

タバコ又はタバコの加工機械

•

未加工又は加工した真珠、貴石及び半貴石

•

金・銀・プラチナの金属で作られた宝石類（時計と時計ケースを除く）及び金細工又は銀細工製品
（宝石をはめ込んだものを含む）

•

非貨幣用金（金鉱石と金精鉱を除く）

•

放射性物質及び関連物質

•

原子炉及びその部分品、原子炉用核燃料要素（カートリッジ式で未使用のもの）

その他の除外領域の例:
•

軍事目的又は準軍事目的の物品、又はぜいたく品

•

加盟国の法律又は借入国政府が参加している国際協定により、製造、使用又は輸入が禁止されている
環境に有害な物品、もしくは加盟国と世界銀行の間の取決めにより、環境に有害であると指定されて
いるその他の物品

•

国連憲章第 7 章に基づく国連安全保障理事会の決定によって禁止され、世界銀行が加盟国の代表者又
は世界銀行資金のその他の受領者が、汚職、不正、共謀又は強制的行為に関与したと判断し、かつ当
該行為の発生時に加盟国（又は世界銀行資金のその他の受領者）が世界銀行の納得する適切な対応策
を適時に講じなかった、すべての支払い

除外リストについて詳しくは、IBRD および IDA の約款（改訂版）に記載されています。
http://documents1.worldbank.org/curated/en/577851500256855740/pdf/GCs-Board-paper-June-22-Final-with-Annexes06232017.pdf
5
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化石燃料：世界銀行は石炭火力発電を支援の対象外としてお り、2010 年以降は石炭火力発電所に対する 新た
な融資は実施していません。世界銀行は、各国が炭鉱を閉鎖し、影響を受けるコミュニティにとって 公正な
移行を実現できるよう支援することで、石炭からの脱却を支援します。2019 年以降は例外的な状況を除き、
石油・ガスの上流部門6への資金の提供は行っておりませんが、石油・ガスを含むエネルギーセクターの透明
性やガバナンス、組織・制度能力、規制環境を強化するための技術協力については今後も継続します。

適格プロジェクトの評価・選定プロセス
世界銀行のすべてのプロジェクトは、世界銀行の 2 大目標に向けて、環境と社会に良いインパクトと成果をも
たらすように設計されています。どのプロジェクトも持続可能性に関する方針や環境・社会面の要件を満たし
ており、徹底した内部審査を経て承認されます。これに加えて、包括的なプロジェクトの開示、ポートフォリ
オの管理、レビュープロセスが実施されます。このプロセスは適時のフィードバックによってプロジェクトの
強化、改善、必要な場合には調整を促進し、期待される成果に沿った、インパクトを生み出すことを狙ったも
のです。プロセスの詳細は「付属資料１：世界銀行のプロジェクトサイクル」をご覧ください。
環境リスクの評価と対応
世界銀行が実施する投資プロジェクト融資(IPF)では、世界銀行の政策並びに環境・社会基準を定めており、
持続可能な開発に対する世界銀行のコミットメントを示す 環境・社会フレームワーク(ESF) が適用されてい
ます。
環境・社会フレームワーク(ESF)の内容は以下の構成となっています。
•

世界銀行が目指す持続可能な環境と社会の実現に向けた「持続可能な開発のビジョン」

•

投資プロジェクト融資において世界銀行が果たすべき必要条件を定めた「環境と社会の方針」

•

借入国とプロジェクトが果たすべき義務を定めた「環境・社会基準」とその付属文書

環境・社会フレームワーク(ESF)は、プロジェクト実行中に発生する可能性のあるすべての環境的及び社会的
なリスクと影響に対処することを目的とした１０項目からなる総合的な環境・社会基準です。例えば、道路建
設のための住民移転や港施設の改良や排水処理施設の開発に伴う水質汚染の防止などが挙げられます。これら
の環境や社会問題への適切な対応を確実にするために、各基準には、借入国が世界銀行の支援を受けながら満
たさなければならない要件があります。これは、より良いプロジェクトの成果を上げるためにプロジェクト全
期間を通じて考慮される必要があります。

6

上流部門とは、石油並びに天然ガスの採掘・坑井運営・生産など、石油や天然ガス田の探鉱を示す用語です。詳しくは

こちらをご覧ください。: http://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/brief/qa-the-world-bank-group-and-upstream-oiland-gas

7

環境・社会基準の１０項目は以下の通りです。
1. 環境・社会リスクとインパクトの評価及び管理
2. 労働者と労働条件
3. 資源の効率性と環境汚染の防止及び管理
4. コミュニティの衛生と安全
5. 用地取得、土地利用制限及び非自発的住民移転
6. 生物多様性の保全と生物天然資源の持続可能な管理
7. 先住民族、サブサハラ・アフリカ地域の歴史的に十分なサービスを受けていない伝統的地域のコミュ
ニティ
8. 文化遺産
9. 金融仲介機関
10. ステークホルダーの関与と情報開示
また、投資プロジェクト融資(IPF)以外の支援対象の加盟国向け成果連動型プログラム融資（PforR）や開発
政策融資（DPF）についても、以下のとおり「環境・社会フレームワーク(ESF)」と整合した厳格な環境・社
会基準を定めています。
成果連動型プログラム融資制度（PforR）では、その環境および社会リスク管理は、投資プロジェクト融資
(IPF)におけるプロジェクト並びに個別案件ベースのものとは必然的に異なります。本制度は IPF と異なり、
借入国政府が実施するプログラムの成果に応じて世界銀行が融資を実行するもので、必要に応じて能力強化等
の支援も行いますが、その環境リスクの評価や軽減するための主要な原則は、環境・社会フレームワーク
(ESF)の目的と一致しており、世銀の使命と目標を反映しています。プロジェクト全期間を通じてこの主要原
則が守られているかどうかのモニターも、世界銀行が実施する支援に含まれています。世界銀行は、本制度の
環境と社会の管理システム評価を実施し、借入国政府の管理能力を評価します。これは、プログラム実行中の
環境・社会管理のパフォーマンスをモニタリングする際の参照ポイントとなっています。必要に応じ、プログ
ラムの準備や実施中にこの管理システムを強化するのための適切な修正を行う事もあります。成果連動型プロ
グラム融資制度（PforR）および関連する環境や社会への配慮についての詳細は、世界銀行の運用方針をご覧
ください。
開発政策融資(DPF)は、国の成長と貧困や不平等の削減を加速させるための幅広い分野にわたる借入国政府自
らの改革や説明責任を支援するものでその運用方針にも、環境・社会リスク管理に関する特定の規定が組み込
まれています。世界銀行は支援を承認する際、対象となる国の政策が特に貧しい人々や脆弱なグループに深刻
な貧困と社会的影響をもたらす可能性がないかどうか、さらに、国の環境、森林、その他の天然資源への重大
な影響を及ぼす可能性がないかどうかも判断する必要があります。重大な影響を及ぼす可能性のある政策にお
いては、世界銀行は悪影響の削減とプラスの効果を高めるために必要な分析を行い、その内容をプロジェクト
文書にまとめます。借入国の制度に、課題や上記分析内容と大きな隔たりがある場合は、これらへの対処法に
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ついてもプロジェクト文書上で明確にします。これは、必要に応じてプロジェクトの実行前、または実行中で
も行われます。
世界銀行のプロジェクト資料は Access to Information Policy に従って公開されています。個別プロジェクトの
詳細は http://projects.worldbank.org/ をご覧ください。世界銀行の監督機能と説明責任のメカニズムについ
ては添付資料２をご参照ください。

調達資金の管理
すべての世銀債で調達された資金は、一旦IBRDの流動性資金運用基準に基づいて運用されます。適格プロジ
ェクトへの融資の要請は、IBRDの所定の政策と手続に従って行われます。融資はプロジェクト又はプログラ
ムの進捗状況により、数年間にわたることがあります。IBRDは、融資に活用された調達資金ついて継続的に
確認し、毎年報告します。インパクトレポートについては世界銀行財務局ウェブサイトをご覧ください。

報告
世界銀行は、前会計年度に発行した世銀債で調達された資金が充当（割り当てられた）された融資プロジェク
トに関し、会計年度終了後（６月３０日）から１年以内にインパクトレポートを作成します。本レポートは資
金の配分状況に加えて、測定可能な指標を用いた様々な分野でのプロジェクトの成果、個別プロジェクトの開
発指標などの情報を提供しています。インパクトレポートについて詳しくは、世界銀行財務局ウェブサイトを
ご参照ください。
世界銀行は、「世界銀行コーポレート・スコアカード」を通じて IBRD の業務実績をモニタリングし、プロジ
ェクトの進捗状況を世界銀行理事会と話し合う機会を定期的に設けています。世界銀行コーポレート・スコア
カードは https://scorecard.worldbank.org/で公開されています。
成果目標、公式プロジェクト文書、プロジェクトファイナンス等の詳細なプロジェクト情報は、世界銀行のプ
ロジェクトポータルで入手できます。http://projects.worldbank.org/

❖ 本書の原文は英語です。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。
DISCLAIMER
This document has been prepared by the World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) for
information purposes only. The World Bank makes no representation, warranty, or assurance of any kind, express or
implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained herein.
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The projects shown herein are for illustrative purposes only and no assurance can be provided that disbursements for
projects with these specific characteristics will be made by the World Bank during the term of the World Bank bonds. The
net proceeds from the sale of the World Bank bonds are used to finance sustainable development projects and programs
in IBRD’s member countries without being committed or earmarked for lending to, or financing of, any particular projects
or programs. Returns on the World Bank bonds are not linked to the performance of any particular project or program.
This document is not an offer for sale of securities of the World Bank. Any offering of World Bank bonds will take place
solely on the basis of the relevant offering documentation including, but not limited to, the prospectus, term sheet and/or
final terms, as applicable, prepared by the World Bank or on behalf of the World Bank, and is subject to restrictions under
the laws of several countries. World Bank bonds may not be offered or sold except in compliance with all such laws.
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付属資料１: 世界銀行のプロジェクトサイクル
プロジェクトの選定 世界銀行は借入国政府と共同で「国別支援フレ
ームワーク（CPF）」を作成し、借入国が貧困を削減し、生活水準
を高めるための優先課題を特定します。特定された優先課題の範囲
で、世界銀行と借入国政府はプロジェクトのコンセプトについて合
意し、その概要を「プロジェクト・コンセプト・ノート（PCN）」
に記します。「プロジェクト情報文書（PID）」にはプロジェクト
の範囲を簡潔にまとめ、プロジェクトが環境や社会にもたらす可能
性のある問題は「総合セーフガード・データシート（ISDS）」に記
載します。
プロジェクトの準備 プロジェクトが選定されると、プロジェクト
の準備は借入国政府が主導し、世界銀行は通常、助言を提供しま
す。必要に応じて、借入国政府はプロジェクトが環境に与え得るインパクトと起こり得る被害の緩和策を説明
した「環境アセスメント報告書」を作成します。大きな課題がある場合は、借入国政府が「環境行動計画
（EAP）」を作成します。また、プロジェクトが先住民族に悪影響を及ぼす可能性を分析する場合もありま
す。懸念がある場合は「先住民族計画（IPP）」を策定し、対策をまとめます。
プロジェクトの審査 借入国政府と世界銀行は、プロジェクトの選定・準備段階で作成された文書を精査し、
期待される成果、想定受益者、評価ツールに加えて、プロジェクトの実施準備が整っているかを確認します。
プロジェクトへの融資が承認されると「プロジェクト情報文書（PID）」が更新され、公開されます。
プロジェクトの承認

プロジェクトチームが「プロジェクト審査文書（PAD）」（投資プロジェクト融資の

場合）又は「プログラム文書（PD）」（開発政策融資の場合）を作成し、その他の融資・法律文書と併せて、
世界銀行理事会に提出します。プロジェクトが承認され、契約書等に署名がなされると、プロジェクトは実施
段階に移ります。
プロジェクトの実施

プロジェクトは借入国政府が実施し、世界銀行は必要に応じて技術協力や支援を提供し

ます。借入国政府と世界銀行はプロジェクトの進捗をまとめた「プロジェクト進捗状況・成果報告書」を年に
2 回作成します。
プロジェクトの完了・評価 プロジェクトが完了し、クローズされると、世界銀行のプロジェクトチームが
「事業実施完了・成果報告書」を作成し、最終的な成果を当初の予測と比較します。また、チームはプロジェ
クトが世界銀行の業務政策を適切に遵守したかを評価し、世界銀行のリソースの使途について説明します。世
界銀行の独立評価グループ（IEG）は毎年、4 件のプロジェクトにつき、およそ 1 件の実績を評価し、当初の
目標に対してどのような成果が達成されたかを分析するとともに、成果の持続可能性や組織制度開発に対する
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インパクトを評価します。IEG は、プロジェクトの経済価値や人間・環境への長期的影響を評価するために
「インパクト評価報告書」を発行することもあります。
世界銀行のプロジェクトサイクルに関する詳細は、こちらのウェブサイトを参照ください。（英語）
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/projectcycle

付属資料２：世界銀行の監督と説明責任のメカニズム
世界銀行は、以下の四つのグループを通じて、世界銀行が支援対象国を含めた（全ての）出資国に対する説明
責任を適切に果たしているかを確認するとともに、開発の有効性を最大化し、融資対象プロジェクトの公正性
や誠実性を確保し、内部業務のさらなる効率化に取り組んでいます。
1. 査閲パネルは、世界銀行理事会によって設立された国際金融機関初の独立した説明責任メカニズムであり、
IBRD 又は IDA が支援するプロジェクトにより被害を受けた、又は受ける可能性があると考える人々やコ
ミュニティが懸念を表明し、助力を要請できる機関です。査閲パネルの年次報告書は inspectionpanel.org
で公開されています。
2. 独立評価グループ（IEG）は、融資の成果と実績を評価し改善点を提案することにより、世界銀行グルー
プの開発効果の向上を目指す組織です。IEG が実施する評価は、説明責任と教訓の特定に貢献するととも
に、世界銀行の方向性、政策と手続、国別パートナーシップ枠組みの参考としても役立てられています。
IEG の報告書は ieg.worldbankgroup.org で公開されています。
3. 組織公正総局（INT）は、世界銀行グループのプロジェクトにおける不正や汚職、談合、強制、妨害等の
違反行為に関する調査を行う組織です。世界銀行グループの職員や取引先が関係するものも調査の対象と
なります。INT の年次報告書は、worldbank.org/en/about/unit/integrity-vice-presidency で公開されてい
ます。
4. グループ内部監査局（GIA）は、世界銀行グループの価値を保護・拡大するために、様々なリスクに対し
て組織が適切な備えができているかどうかを独立した客観的かつ深い見地から分析します。そして、リス
ク管理のプロセス及びその全体的なガバナンスが適切に設計され、効果的に機能しているか否かについ
て、独立した見解及び合理的保証を世界銀行幹部や理事会に提供します。GIA の年次・四半期報告書は
worldbank.org/en/about/unit/internal-audit-vice-presidency で公開されています。
世界銀行は、「世界銀行コーポレート・スコアカード」を通じて IBRD の業務実績をモニタリングし、プロジ
ェクトの進捗状況を世界銀行理事会と話し合う機会を定期的に設けています。「世界銀行コーポレート・スコ
アカードは https://scorecard.worldbank.org/で公開されています。
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