
Resources
リソース

パナマ運河拡張プロジェクトで働く建設作業員



世界銀行インパクトレポート 2021 43

インパクトレポートは、世界銀行サステナブル・ディベロップ
メント・ボンドとグリーンボンドの資金を活用した世界銀行の
融資プロジェクトの成果を、投資家の皆様に詳しく理解してい
ただくことを目的としています。インパクトレポートには、プロ
ジェクトの重要な成果指標に加えて、可能な場合には数値も
盛り込んでいますが、こうしたデータには固有の限界がありま
す。以下は、両プログラムの成果を適切にご理解いただく上で
ポイントとなる事項です。

サステナブル・ディベロップメント・ボンド
成果の指標		本レポートのプロジェクト表に記載した指標は、
様々なセクターや国において、どのような成果又は成果の規
模が期待できるかを例示することを目的として、期待される開
発成果の一部を記載したものです。主なインパクトを集計し
た成果指標は、世界銀行コーポレート・スコアカードの第2階層
（Tier2）の成果とコーポレート成果指標（CRI）から抽出してい
ます。CRIはセクター別の成果又は成果物の指標であり、プロ
ジェクト別に測定やモニタリングを実施し、事業や国別に集計
することができます。第2階層の指標の詳細な定義については
https://scorecard.worldbank.org/をご覧ください。

成果の範囲 特に明記のない限り、本レポートの内容はプロジ
ェクト審査の段階で事前に見積もられたインパクトに基づいて
おり、通常はプロジェクトがもたらす直接的な影響を表していま
す。本レポートに記載した成果は、データを収集できるものに限
られ、世界銀行が支援するすべての国又は地域のプロジェクト
を網羅したものではないため、包括的な成果報告ではないこと
にご留意ください。プロジェクトの成果については、本レポート
の「プロジェクト別レポート」のセクションにも追加の情報を記
載しています。すべてのプロジェクトの詳細な成果については
http://projects.worldbank.orgをご覧ください。

不確実性 プロジェクトのインパクトを推定し、成果を予測す
る際は、それが仮定に基づいたものであることを考慮する必
要があります。こうした仮定は、専門家がその時点で入手可能
な情報に基づき、妥当かつ保守的なものとなるように合理的
に導き出したものであり、実際のインパクトは通常、当初の見
通しとは異なることがあります。一般に、人々の行動や前提条
件が変化すると、予測からの乖離が起こりやすくなります。

比較可能性 プロジェクト、セクター、又はプロジェクトポート
フォリオ全体を比較する際は、基準値（及び基準年）や計算方
法が大きく異なる可能性に留意する必要があります。加えて、
コスト構造は国によって違うため、コスト効率（投資した1ドル
当たりの成果など）を算定する際には、経済規模の小さい国が
不利になりやすく、国ごとの事情も考慮されません。

未記載の成果と定性的な成果
レポートに記載された指標のみに注目していると、他の重要

な開発インパクトを見落とす恐れがあります。プロジェクトの
中には、支援対象国の社会や開発だけでなく、気候や環境に
も利益をもたらすように設計されているものがあり、これまで
に記載してきた指標よりも、はるかに広範囲の指標にインパク
トを与えるからです。定量的なデータを入手できない場合は、
その他の有益なインパクトを示すために定性的な指標も記載
しました。インパクトレポートは、世界銀行の融資プロジェクト
の成果を投資家の皆様に詳細に理解していただくことを目的
としています。インパクトレポートには、プロジェクトの重要な
成果指標に加えて、可能な場合には数値も盛り込んでいます
が、こうしたデータには固有の限界があります。

レポートへの記載年度 プロジェクトは承認された年度から
インパクトレポ―トに記載されます。データサイズが大きいた
め、プロジェクトの詳細は世界銀行財務局のウェブサイトに記
載しています。

協調融資プロジェクトについて　世界銀行は支援対象国政府
やその他の開発金融機関等と協力して、プロジェクトに協調融
資を行うことがあります。協調融資プロジェクトについては、す
べての資金提供機関を含むプロジェクト全体の成果を記載し
ました。プロジェクトの資金調達総額に占める世界銀行融資の
割合は、各プロジェクト情報に記載しています。

温室効果ガス排出量に関する見積り 「プロジェクト審査資料」
・「プロジェクト進捗状況・成果報告書」・「事業実施完成・成果
報告書」では、プロジェクトの温室効果ガス排出削減量を二
酸化炭素換算したトンの単位で報告しています。世界銀行は
他の国際金融機関と共同で、温室効果ガス排出量を算定する
ための統一されたアプローチを開発しました。また世界銀行
は、投資プロジェクトが関連するセクター及び実行期間の温室
効果ガス排出量を事前に算出しており、総排出量と正味排出
量を追跡調査するために世界銀行内部共通の温室効果ガス
算定手法も開発しました。2019年度からは「2019年コーポレ
ート・スコアカード」を利用して、温室効果ガスの年間純排出
削減量の総計を報告しています。このように、温室効果ガス排
出量の算定については近年、様々な見直しが行われているた
め、2019年度よりも前に承認されたプロジェクトでは、温室効
果ガスの排出削減量を二酸化炭素に換算する際の見積りの
基礎が現在とは異なる場合があります。

公開情報に基づく成果報告 インパクトレポートでは、「プロ
ジェクト審査資料」・「プロジェクト進捗状況／成果報告書」・「
事業実施完成・成果報告書」に記載された公開情報をもとに、
プロジェクトの成果を報告しています。可能な限り成果を比較
しやすくするため、標準的な換算係数を使用できる場合には
報告単位を変換しています。プロジェクトが国家全体の開発に
もたらすインパクトについては、世界銀行のプロジェクトサイ
トhttp://projects.worldbank.orgで公開されているプロジェク
ト文書をご覧ください。

インパクトレポートのアプローチ

https://scorecard.worldbank.org
http://projects.worldbank.org
http://projects.worldbank.org
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グリーンボンド 
世界銀行が2015年に初めてグリーンボンドのインパクトレポー
トを発行して以来、同レポートは年々進化を続けてきました。
初期のレポートで使用された書式と指標は投資家とのエンゲ
ージメントから生まれたもので、「国際開発金融機関による温
室効果ガス算定基準	」及び気候変動ファイナンス報告基準の
統一に向けた取り組みの成果も取り入れられています。世界
銀行は他の発行体と連携しながら、2015年23月に発表された
「再生可能エネルギー及びエネルギー効率」の分野における
初の統一書式と主要な指標の作成を主導しました。この書式
はその後も進化を続け、現在では多くの発行体に採用されて
います。インパクトレポートの統一に向けた取り組みは、グリー
ンボンド原則とそのワーキンググループの支援の下、他の指標
や関連セクターも巻き込みながら現在も続けられています。

本レポートに記載した指標は、様々なセクターや国において、ど
のような成果又は成果の規模が期待できるかを例示することを
目的としており、期待される開発成果の全てを網羅したもので
はありません。各国の課題、ニーズ、リソースをレポートに明確
に反映するため、累積的なインパクトよりも、国、プロジェクト、
セクターに関する幅広い情報を記載することを重視しました。

世界銀行グリーンボンドの適格プロジェクト

本インパクトレポートでは、世界銀行グリーンボンドの適格プ
ロジェクトポートフォリオのセクター毎にプロジェクトを分類し
ています。プロジェクトが複数のセクターにまたがっている場
合は主たるセクターのみに記載しましたが、成果目標につい
てはプロジェクト全体の期待される成果を記載しています。

•	 再生可能エネルギー及びエネルギー効率

•	 環境配慮型輸送

•	 水及び汚水管理

•	 固形廃棄物管理

•	 生物多様性

•	 農業、土地利用、森林、生態学的資源

•	 	強靱なインフラ、安全な建築環境、その他

	
本レポートが採用している報告フレームワークは、（1）再生可
能エネルギー及びエネルギー効率、（2）環境配慮型輸送、（3
）水及び汚水、（4）固形廃棄物管理、（5）生物多様性の5つの
セクターについて、主要な指標を定めています。レポートには、
これらの指標に関する公開情報を記載していますが、プロジェ
クトによっては推定値を入手できない、又は適切なデータがな
い場合があります。また、主要な指標に加えて、グリーンボンド
投資家との関連性が高いと思われる指標も記載しました。

世界銀行のインパクトレポートは、国際資本市場協会（ICMA）
が発表している「Handbook：Harmonized	Framework	for	
Impact	Reporting（仮題：ハンドブック：インパクトレポーティ
ングのための統一フレームワーク）」24	及び関連する書式を使
用しています。これらの書式はセクター別に構成され、インパク
トレポートの形式を統一することを目的としているため、使用
されている指標は世界銀行融資プロジェクトの上記のセクター
の目的とは必ずしも一致しません。そのため「その他」の指標
もご参照ください。今後、インパクトレポートの共通書式の開発
が進めば、主要な指標の内容も変化する可能性があります。

主要な仮定とアプローチ

本レポートの作成にあたっては、主に次に掲げる仮定とアプロ
ーチを使用しました。

事前の予測　「成果目標」に記載した数値は、プロジェクトの
設計時に定められた予測値であり、その多くはプロジェクトが
本格稼働した際に生み出される直接的なインパクトです。成果
目標には、理事会で承認されたものの、まだ実行準備段階にあ
るプロジェクトの目標も含まれます。従って、本インパクトレポー
トは、グリーンボンド適格プロジェクトの「期待される成果」を
示すものであり、特定の年又は報告期間に達成された実際の成
果を伝えるもの、又は伝えることを意図したものではありませ
ん。成果目標は、プロジェクトが完了した時点で更新され、実際
の成果に置き換えられます。数値が実際の成果に基づくもので
ある場合は、表にその旨を記載しています。

記載されるプロジェクトの要件 インパクトレポートに記載さ
れるプロジェクトは、世界銀行グリーンボンドのプロジェクトポ
ートフォリオに含まれるプロジェクトのみです。当該プロジェク
トは、グリーンボンドの調達資金の割当てと同時に融資が実行
され、その時点でインパクトレポートに追加されます。借入国が
当該融資を返済した時点でインパクトレポートから削除されま
す。また、世界銀行がグリーンボンドのプロジェクトポートフォリ
オ25から当該プロジェクトを削除することを決定した場合も、将
来のレポートから当該プロジェクトが削除される可能性があり
ます。この場合、プロジェクトへの融資を実行するために割当て
られたグリーンボンドの調達資金は、グリーンボンド調達資金
の特別口座に戻され、通常のプロセスを通じて別のグリーンボ
ンド適格プロジェクトへの融資に割当てられます。

協調融資プロジェクトについて 世界銀行は支援対象国政府
やその他の開発金融機関等と協力して、プロジェクトに協調融
資を行うことがあります。協調融資プロジェクトについては、す
べての資金提供機関を含むプロジェクト全体の成果を記載しま
した。プロジェクトの資金調達総額に占める世界銀行融資の割
合は、各プロジェクト情報に記載しています。 

プロジェクトの限定的な適格性 プロジェクトが「部分的
に」グリーンボンドの適格性基準を満たしている場合、イ
ンパクトレポートには適格部分のみの承認額を記載しまし

23 「Joint	Report	on	Multilateral	Development	Banks'	Climate	Finance（仮題：国際開発金融機関の気候変動ファイナンスに関する共同報告）」を参照。
24	 https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Handbook-Harmonised-Framework-for-Impact-Reporting-June-2021-100621.pdf	
25  世界銀行は、グリーンボンドのプロジェクトポートフォリオに含まれるプロジェクトのモニタリング時に実施するデューデリジェンスの一環として、プロジェクトの削除を選択することがあります。

グリーンボンドのプロジェクトポートフォリオからプロジェクトを削除する理由としては、プロジェクトの中止や大幅な遅延などが考えられますが、これらに限定されません。
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https://thedocs.worldbank.org/en/doc/9234bfc633439d0172f6a6eb8df1b881-0020012021/original/2020-Joint-MDB-report-on-climate-finance-Report-final-web.pdf


26 統一フレームワークについては、以下をご覧ください。 https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/IFI_Framework_for_Harmonized_Approach%20to_Greenhouse_
Gas_Accounting.pdf

27  https://scorecard.worldbank.org/

た。こうしたプロジェクトへのグリーンボンドの調達資金
の割当ては、適格部分の比率に応じた金額となります。 

温室効果ガス排出量に関する見積り　「プロジェクト審査資
料」、「プロジェクト進捗状況・成果報告書」、「事業実施完
成・成果報告書」では、プロジェクトの温室効果ガス排出削減
量に関しては、二酸化炭素換算したトンの単位で報告してい
ます。世界銀行は他の国際金融機関と共同で、温室効果ガス
排出量を算定するための統一されたアプローチを開発しまし
た。26		また世界銀行は、投資プロジェクトが関連するセクター
及び実行期間の温室効果ガス排出量を事前に算出しており、
総排出量と正味排出量を追跡調査するために世界銀行内部共
通の温室効果ガス算定手法も開発しました。2019年度からは
「2019年コーポレート・スコアカード27」を利用して、温室効果

ガスの年間純排出削減量の総計も報告しています。このよう
に、温室効果ガス排出量の算定については近年、様々な見直
しが行われているため、2019年度よりも前に承認されたプロ
ジェクトでは、温室効果ガスの排出削減量を二酸化炭素に換
算する際の見積りの基礎が現在とは異なる場合があります。

公開情報に基づく成果報告 インパクトレポートでは、「プロジ
ェクト審査資料」、「プロジェクト進捗状況・成果報告書」、「事
業実施完成・成果報告書」に記載された公開情報をもとに、プ
ロジェクトの成果を報告しています。可能な限り成果を比較し
やすくするため、標準的な換算係数を使用できる場合には報告
単位を変換しています。
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サステナブル・ディベロップ
メント・ボンドのプロセス	
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28に整合しています。

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とグリーンプロジェクトに分類しています。

「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・学生の在籍と修了率の向
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・支払サービス、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	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	

•	 水資源の持続的利用・サービス	提供の改善及び強靱性強
化のための包括的な水管理

•	 生物多様性の保全及び環境汚染や天然資源の劣化問題
への対応

•	 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復旧、クリーンな運輸、持続可能な
廃	棄物管理、森林再生や森林減少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、森林破壊の防止）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、社会と環境への取り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、
プログラム、活動の例はhttps://www.worldbank.org/en/topic	
にも掲載されています。

28 	https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/sustainability-bond-guidelines-sbg/ 

市場の基準との整合性
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プロジェクトの対象:

世界銀行	が支援するプロジェクトは、女性	と少女、貧困層、障害
者、若者を	含む脆弱層を保護し、エンパワー	メントするととも
に、貧困を削減	し、人々の生活水準を引き上げ、所得と生産性
を向上させることを	目指しています。

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。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開示、ポート
フォリオ管理、レビューのプロセスも実施されます。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。

調達資金の管理
すべての世銀債の調達資金は、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は世銀債の調達資金がどのように使用されて
いるかを継続的に追跡し、毎年報告しています。		

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	割当てら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。	

グリーンボンドのプロセス
世界銀行グリーンボンドは、国際資本市場協会（ICMA）が策定
したグリーンボンド原則29に整合しています。世界銀行グリーン

29 	https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp 

ボンドの適格性基準は、オスロ大学の国際気候・環境研究セン
ター（CICERO）の第三者レビューを受けています。世界銀行グリ
ーンボンドは、	世界銀行サステナブル・ディベロップメント・ボ
ンド・プログ	ラムの一部で、すべての世銀債と同様に厳格なプ
ロセスに従っています。適格プロジェクトを選定する際には、支
援対象国の低炭素社会への転換促進や気候変動の悪影響への
耐性を強めた成長を支援するものかを確認する追加のプロセ
スがあります。

調達資金の使途 
世界銀行グリーンボンドの支援対象となるのは、IBRDの支援対
象国の低炭素社会への転換促進や気候変動の悪影響への耐性
を強めた成長を支援するプロジェクトです。	適格プロジェクトに
は、低炭素・	クリーンテクノロジープログラムの支援を含むエネ
ルギー効率化及び再生可能エネルギープログラムやプロジェク
トなど気候変動の緩和を目的としたものと、気候変動による悪
影響に対応した成長の支援等の気候変動への適応を目的とし
たものがあります。

気候変動緩和プロジェクトの例：

•	 温室効果ガス排出量の削減を目的とした発電所や送電設
備	の復旧	

•	 太陽光・風力発電設備の導入

•	 温室効果ガス排出量を大幅に削減する新技術への資金
供与

•	 燃料の切替や大量輸送による輸送効率の向上

•	 廃棄物管理（メタンガスの削減）とエネルギー効率の高い
建物の建設	

•	 森林再生や森林破壊の防止による温室効果ガス排出の削
減

気候変動適応プロジェクトの例:

•	 洪水対策（森林再生、流域管理など)

•	 食料安全保障の改善、森林破壊の進行を遅らせるストレス
耐性のある農業システムの導入

•	 持続可能な森林管理と森林破壊の防止
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適格プロジェクトの評価・選定プロセス
世界銀行はグリーンボンドの適格プロジェクトを選定するにあ
たり、厳格な審査と承認プロセ	スを通じて、プロジェクトが世界
銀行の使命に沿っており、各国が重視する開発課題の解決に	
貢献するものであることを確認しています。このプロセスには、
（i）プロジェクトが環境・社会に及ぼすインパクトを特定するた
めのスクリーニングと、インパクトを緩和するための政策及び
具体的な施策の設計、（ii）加盟国を代表する25名の理事で構成
された世界銀行理事会による承認、（iii）定期的なモニタリング・
評価が含まれ	ます。さらに世界銀行の環境専門家がすべての
プロジェクトを対象に、プロジェクトに含まれるコベネフィット
型気候変動対策を評価します。この評価は、世界銀行グリーン
ボンドプロジェクトの適格性基準を満たすプロジェクトを特定
する上で欠かせないものです

調達資金の管理
グリーンボンドの調達資金は特別勘定に集約され、グリーンボ
ンド適格プロジェクトへの融資に割当てられるまでの間、IBRD
の流動性管理のための投資方針に従い管理されます。対象プ

ロジェクトへの融資は、世界銀行が定めた方針と手続きに従っ
て実行されます。融資は、各プロジェクトの進捗状況により、数
年にわたることがあります。実際に融資が実行されると、グリー
ンボンド対象プロジェクトに支出された総額が、四半期毎に特
別勘定から減額されます。

報告
世界銀行は、2014年までは投資家向けニュースレターで、2015
年以降はインパクトレポートを通じてグリーンボンドの成果を
報告しています。世界銀行は、年度末	（6月30日）から1年以内
にインパクトレポートを作成し、前年度に発行されたグリーン
ボンドの調達資金を活用したプロジェクトの	成果を報告して
います。インパクトレポートには債券の調達資金の配分状況に
加えて、各プロジェクトの測定可能な成果が様々な開発指標を
用いて記載されます。インパクトレポートは世界銀行財務局の											
ウェブサイトで公開されています。
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世界銀行の年次報告及び 持
続可能性に関する報告書

年次報告書 （Annual	Report）	は、会計年度毎の世界銀行の活動と開発の進捗に対	する貢献を財
務データとともに報告するものです。情報と成果はテーマ・地域	別に掲載され、各年度のデータは
IBRDとIDAに分けて表示されます。

コーポレート・スコアカード（Corporate	Scorecards）	及び	21年度成果表（Results	Yearbook）は、世
界銀行グループを構成す	る3つの機関、すなわち世界銀行（IBRDとIDA）、国際金融公社（IFC）、多数	
国間投資保証機関（MIGA）の成果と実績を俯瞰するものです。
コーポレート・	スコアカードは、データと定義に関する補足と合わせて読む必要があり、世界銀行グ
ループが世界や組織にとって重要な優先分野でど	のような成果を上げているかをモニタリングする
上で必須のツールとなっています。

GRI指数2021（World	Bank	GRI	Index	2021）	は、世界銀行が融資・分析サービスや組織活動におい
て持続可能性にどのように配慮したかをまとめた報告書です。この報告書は持続可能性報告におけ
る国際的に認知された基準であるGRI	スタンダードの中核（Core）オプションに準拠して作成されて
います。報告の対象は2021年度（2020年7月1日～2021年6月30日）に実施された活動です。新型コ
ロナウイルス感染症の世界的流行は、職員の出張の減少、各事務所の長期閉鎖、職員の健康管理の
対応等、世界銀行の業務と職員の活動に悪影響を及ぼしました。必要に応じて、これらの影響に関す
る報告も記載されています。

持続可能性レビュー2021（Sustainability	Review	2021）	は、2019年7月1日か	ら2021年6月30日まで
の間に実施された世界銀行の活動を総括し、世界銀行の内部業務が環境、社会、経済へ与える影響
を管理しています。報告書の内容とデータは世界銀行を構成するIBRDとIDAの両方を対象としてお
り、「世界銀行GRI指数2021」を補完しています。	

世界銀行が内部業務において、職員の健康、エコシステム、コミュニティ、経済をどのように保護し管
理しているかについては、世界銀行の組織としての責任（corporateresponsibility）に関するウェブ
サイトをご覧ください。
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世界銀行は、次に掲げる仕組みを通じて、世界銀行が支援対象
国を含めた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、融資対象プロジェ
クトの公正性や誠実性を確保、内部業務のさらなる効率化に取
り組んでいます。

説明責任メカニズム（AM）は、2020年に世界銀行理事会によ
って設立されました。アカウンタビリティ・メカニズムは世界銀
行マネジメントから独立した理事会直属の組織であり、査閲パ
ネル（IPN）と、同じく2020年にスタートした紛争解決サービス
（DRS）で構成されています。アカウンタビリティ・メカニズムの
事務局長は、世界銀行に対する申立てが適切に処理されている
かを監督し、査閲パネルのコンプライアンス調査や紛争解決サ
ービスの紛争解決プロセス等を通じて、こうした申立てに対応し
ています。アカウンタビリティ・メカニズムは、IBRD又はIDAが支
援するプロジェクトから被害を受けた、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、問題の検討や
対応を要請する手段となっています。査閲パネルの年次報告書
はinspectionpanel.orgで公開されています

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
特定に貢献するだけでなく、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

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。

説明責任のメカニズム
INTの年次報告はhttps://www.worldbank.org/en/about/
unit/integrity-vice-presidencyで公開されています。

苦情処理サービス（GRS）は、世界銀行が支援するプロジェク
トが住民やコミュニティ、又は環境に悪影響を与えた、又は
与える可能性が高いと考える人々やコミュニティが、世界銀行
に直接申立てを行う手段です。GRSは、個人やコミュニティが
世界銀行や借入国に働きかけ、プロジェクトレベルでの苦情
処理メカニズムでは解決できなかった問題への対応を要請で
きるようにすることで、世界銀行の対応力と説明責任を強化
しています。GRSの年次報告はworldbank.org/en/projects-
operations/products-and-services/grievance-redress-service
で公開されています。

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/
internalaudit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scorecard.worldbank.org
で公開されています	

理事会の活動計画、予定、議事録は、worldbank.org/en/
about/leadership/directors	で公開されています。
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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。

この文書には、第三者が運営するウェブサイト（以下「第三者ウ
ェブサイト」）へのリンクが含まれています。こうしたリンクは情
報提供のみを目的としたものです。第三者ウェブサイトは世界
銀行の管理下にあるものではなく、世界銀行は第三者ウェブサ
イトの内容、又は当該ウェブサイト上のリンクに対する責任を負
いません。第三者ウェブサイトへのリンクは、世界銀行が当該ウ
ェブサイトの内容を承認もしくは推奨していること、当該内容に
対する責任を認めていることを意味するものではありません。

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（©	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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