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In A f g h a n i s ta n , there has been a 22 percent reduction in infant mortality as well as a 26 percent reduction in child mortality, in just three years. | In A lg e r i a , work on mortgage finance almost doubled the supply of new and renovated housing between 2002 and 2007, and increased housing loans by
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more than 60 percent. | In A r g e n t i n a , national immunization rates increased to 94 percent by late 2009 through the provision of health insurance for the poor. | In A r m e n i a , 45 percent of households in urban multi-apartment buildings now use safe, clean, and affordable gas-based heating solutions, up
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facilities were retrofitted with energy-efficient windows and lighting, cutting energy use and freeing up resources for service provision. | In B e l i z e , upgrading the link between the capital city of Belmopan and the international airport cut vehicle-operating costs by 62 percent and almost doubled road usage
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during 2002–05. | In B e n i n , 230,000 residents gained better access to infrastructure and basic services during the past five years. | In B h u ta n , schools and homes rebuilt expeditiously allowed primary school girls in a remote village of eastern Bhutan to continue their education within days of the 2009
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earthquake. | In B o l i v i a , 130,000 people in rural and peri-urban areas now have access to electricity. | In B o s n i a and H e r z e g o v i n a , approximately 200,000 jobs were created or sustained during 1997–2005. | In B ot s wa n a , HIV/AIDS prevention moved forward with almost 43 percent of
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from 11 percent in 2004. | In A z e r b a i j a n , 1.2 million people in 431 communities benefited from new or reconstructed roads during the last five years. | In Ba n g l a d e s h , 20 million people benefited from microfinance programs during the last 12 years. | In B e l a r u s , almost 700 schools and health
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一年を振り返って

15- to 24-year-olds practicing safe sex in 2010—more than double the number in 2004. | In the state of Minas Gerais, in B r a z i l , projects to help the government improve public services helped increase the literacy rate among 8-year-olds to 76 percent in 2009, an increase of 11 percent over 2007. | In B u r k i n a Fa s o , 94 percent of Ouagadougou’s population—1,480,000 people—now have access to safe water.
In B u r u n d i , 29,527 adult ex-combatants were demobilized from 2004 to 2008. Since September 2006, socioeconomic reintegration has been provided to 6,886 demobilized ex-combatants, including 380 minors. | In C a m b o d i a , the primary completion rate reached 85.6 percent in 2008–09, up from less than 50 percent only five years ago. | In Cameroon, 1.6 million people benefited directly from improved
infrastructure, including more than 98,000 from improved access to educational facilities. | In C a p e V e r d e , the corporate tax rate was reduced from 35 percent in 2003 to 30 percent in 2008. | In C h i l e , an integrated financial management system implemented in 159 central government agencies facilitated timely budget execution; 178 government agencies were supported by a performance-based monitoring

理事会は、世銀業務全般に対して責任を負い、総務会から委任された権限に

and evaluation system for expenditure management, 2002–07. | In C h i n a , strengthening the Yangtze River dikes protected about 75 million people and more than 1.6 million hectares of farmland from flood damage in December 2008. | In Co lo m b i a , 1.7 million families benefited from the Familias en Acción conditional cash transfer program in 2008, up from 340,000 families in 2004. | In Côt e d ’ I v o i r e ,
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15,000 ex-combatants and at-risk youths were provided with jobs. | In C r o at i a , improved wastewater collection and treatment and strengthened environmental monitoring benefited 146,000 residents and 225,000 tourists in 2010. | In D j i b o u t i , 71 percent of students now complete primary school without repeating a grade, up sharply from 52 percent in 2003–04. | In the D o m i n i ca n R e p u b l i c ,
electricity losses were cut by 14 percent during 2005–08 under a regional Caribbean project on secure and clean energy. | In Ec ua d o r , 1,741 households received electricity from solar home systems in 2008. | In the A r a b R e p u b l i c o f E g y p t , the volume of mortgage lending increased from 300 million Egyptian pounds to 4.2 billion Egyptian pounds in just five years as a result of mortgage sector reforms,
which included the creation of a mortgage finance regulator and the streamlining of property registration procedures. | In E l Sa lva d o r , 1.3 million urban public school students benefited from a school feeding program, and student enrollment increased by almost 11,000 students. Conditional cash transfer programs helped 100,000 families as of 2010. | In E r i t r e a , 31,556 orphans were placed with families
by 2005. | In E t h i o p i a , 264,000 primary school teachers were hired, helping to increase the net primary school enrollment rate from 68.5 percent in 2005 to 83.5 percent in 2009. | In the f o r m e r Y u g o s l av R e p u b l i c o f Mac e d o n i a , real estate cadastre coverage more than doubled from 43 percent in 2005 to 99 percent in 2009, and the annual number of registered transactions increased by
121 percent. | In the Ga m b i a , 378,000 urban residents benefited from better living conditions as a result of infra-structure improvements. | In G e o r g i a , there was a 98 percent vaccination rate for common childhood diseases in 2009, up from 78 percent in 2004. | In G h a n a , the improved provision of maternal and child health care reduced under five mortality rates to 80 per 1,000 live births in 2008,
from 111 in 2003; neonatal mortality also declined. | In G uat e m a l a , the time required to register a new business was cut almost in half, from 45 days during 2004–08. | In Ha i t i , 200,000 buildings were assessed for structural damage in the wake of the earthquake. | In H o n d u r a s , the number of children enrolled in the grade corresponding to their age increased by 19 percent, and school assistance
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compared with 25 million in 2004; transition rates from primary to upper primary rose from 75 percent in 2002 to 84 percent in 2007. | In I n d o n e s i a , the institutional framework for addressing corruption was significantly strengthened by the establishment of the Anti-Corruption Commission, the Anti-Corruption Court, the Judicial Commission, the Police Commission, and the Prosecutorial Commission in 2007.

た「世界銀行年次報告」、ならびに必要と理事会が 判断した諸事項 を総務

表するアフリカからの3人目の理事が、2010年11月に正式に理事会の一員とな

In Ja m a i ca , 85 percent of HIV-positive pregnant women receiving antenatal care were given anti-retroviral treatment in 2008, compared with only 10 percent in 2002. | In J o r d a n , access to justice was improved when the first pro bono lawyers association was created by the Jordan Center for Legal Aid in coordination with the Jordan Bar Association; it provides citizens with a system of ‘one-stop-shops’ for legal

会に提出する任 も負っています。理事会直属 の 独立評価グループ（IEG）は、

りました。改革の第二段階として、途上国及び経済が移行段階にある国の投

aid, legal counseling, and higher quality judicial services. | In Ka z a k h s ta n , transport costs on the Almaty Astana road declined on average by 40 percent, and the accident rate between Almaty and Karaganda was reduced by more than 20 percent from 1999 to 2007. | In K e n ya , 32,000 poor orphans and vulnerable children have better living conditions because of cash transfers to their households. | In the
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票権が 47.19％に上昇しました。理事会は更に、コーポレート・スコアカードの

K y r g y z R e p u b l i c , 92 percent of people now have access to pharmaceuticals, up from 77 percent in 2001. | In the Lao P e o p l e ’s D e m o c r at i c R e p u b l i c , the backbone of the country’s road transport network improved since 1996, with travel speeds rising from 35 kilometers/hour to 80/kilometers/hour. | In Lat v i a , 90 percent of 5-year-olds and 98 percent of 6-year-olds have been enrolled
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ひな形、権限委譲の拡大、世銀内の監督ユニットの役割に関する提案につい

in preschool since October 2009. Also, government assistance has ensured that no student need travel more than 60 minutes to get to school. | In L e b a n o n , 300 kilometers of storm drainage network was improved, along with 28 kilometers of the potable water network and 36 kilometers of the sewerage network, from 2000 to 2008. | In L e s ot h o , there was a 10 percentage point increase in the modern
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ても議論しました。

contraceptive prevalence rate, from 37 percent in 2004 to 47 percent in 2009. | In L i b e r i a , 842 kilometers of roads—almost one-tenth of Liberia’s road network and major road corridors—were rehabilitated or repaired during the last several years. | In L i t h ua n i a , the rehabilitation and extension of more than 2 kilometers of breakwaters, from 1999 to 2007, has improved the competitiveness, safety, and
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In M o n g o l i a , there was a 69 percent increase in the kindergarten enrollment rate since 2002. | In M o z a m b i q u e , there were 11.3 million tons of port traffic in 2009, compared with 8.2 million tons in 2002. | In M o r o cco , the mobile phone market grew to 7.3 million users in 2003, up from less than 117,000 in 1998, when competition and regulatory reform were introduced. | In Na m i b i a , access to

を幅広く揃えた書店であると同時に、世銀のプロジェクトに関する情報セン

post-basic education and training in poor regions was increased when 60 percent more grade 11 places were created from 2008 to 2009. | In N e pa l , 168,000 workers were employed and 118 kilometers of rural roads were constructed or rehabilitated during the last two years, through a community-driven operation. | In N i ca r ag ua , 35 micro enterprises employing approximately 400 people were established to
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routinely maintain 2,400 kilometers or 88 percent of the maintainable core road network. | In N i g e r , use of health care centers almost doubled, from 20 percent in 2005 to 39 percent in 2009. | In N i g e r i a , 3.4 million beneficiaries from the agricultural sector were able to increase their income by approximately 63 percent between 2004 and 2009 through access to better equipment. | In the O r g a n i s at i o n

や、世銀の情報公開政策に基づいて公開されている文書が揃っています
（www.worldbankinfoshop.org 参照）。国別情報は世界各地の事務所に
設置された情報センター（PIC）からも入手できます。

o f Ea s t e r n C a r i b b e a n S tat e s , there was an 8.4 percent increase in the net enrollment rate for secondary education in Grenada and a 34.7 percent increase for St. Vincent and the Grenadines between 2002 and 2008, and a 10 percent increase in the transition rate to secondary education for underserved areas. | In Pa k i s ta n , local hydropower generation increased from about 35 percent to 46 percent
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理事達は定期的に加盟国を訪問して、進行中の世銀のプロジェクトを検証

理事会はまた、3年前の前回増資を18％上回る493億ドルの拠出がドナーに
よって誓約された IDA 第16次増資
（IDA16）の準備を支援しました。IDA16では、

新規ドナーや新興国ドナーが重要な役割を果たしました。

し、現地の世銀職員、プロジェクト管理者、受益者、政府職員、ならびに非政

IDA16 において、理事会はハイチへの特別配分を承認すると共に、危機的

by 2007. | In Pa r ag uay , 325,000 people in rural areas—25,000 of them members of indigenous communities—gained access to water and sanitation through the construction and expansion of 600 water supply schemes and the provision of 23,000 latrines between 1997 and 2007. | In P e r u , more than 15,000 kilometers of rural roads were rehabilitated between 1995 and 2006. | In the P h i l i p p i n e s , about
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状況に対して途上国が迅速に対応できるよう支援することを目的とした危機

5 million residents of Bicol, who had suffered power shortages because of typhoons, benefited from a stabilized power supply in 2008. | In the R u s s i a n F e d e r at i o n , about 65 percent of people infected with HIV received anti-retroviral treatment in 2008, up from 25 percent in 2006. | In R wa n d a , 750,000 people now have access to a reliable electrical supply, with electricity load shedding reduced

と意見交換を行います。2011 年は 4 月と 5 月にブラジルとエルサルバドルを訪

対応融資制度を設立しました。また、特に立ち遅れた地域や脆弱な国々、な

substantially from approximately 50 percent at peak hours in 2004 to 0 percent in 2010. | In Sa m o a , 24 kilometers of sea wall were rehabilitated to protect coastal villages, and four bridges were rebuilt by 2008. | In S e n e g a l , the gross primary school enrollment rate was 84 percent in 2008, up from 67 percent in 2002. | In S e r b i a , public financial management was strengthened by the introduction of a

問しました。

らびに社会から疎外された脆弱層について、MDG の 2015 年までの達成を目

comprehensive and integrated medium-term planning and budgeting framework in 2009, and by new laws to enhance the management, oversight, transparency, and accountability of procurement in 2008. | In S i e r r a L e o n e , 700,000 people gained access to improved health and sanitation facilities, and 148 health facilities were renovated and equipped between 2004 and 2009. | In the S lo va k R e p u b l i c ,
by 2007, significant improvements in its macro fiscal forecasting capacity helped provide a starting point for preparing the annual budget. | In S r i La n k a , 55,000 farm households benefited from the recultivation of 35,000 hectares of irrigated land and the rehabilitation of seven major irrigation schemes between 2004 and 2009. | In S o u t h A f r i ca , reforms to budgeting and financial management systems
were implemented in 41 municipalities between 2003 and 2008. | In S t. Lu c i a , more children gained access to education when more than 2,000 additional second¬ary school places were provided through the construction or rehabilitation of school facilities in underserved areas in 2007. | In S t. V i n c e n t and the G r e n a d i n e s , the extensive training of staff and the purchase of emergency and
communications equipment increased the government’s disaster response capacity by 2006. | In Ta j i k i s ta n , 71,000 food-insecure households benefited from wheat seed and fertilizer distribution in 2008. | In Ta n z a n i a , 88 percent of trunk and regional roads are now in good condition, compared with 51 percent in 2000. | In

たでも気軽にご参加頂けるセミナーを開催しています。

T h a i l a n d , 1.15 million poor and vulnerable people benefited from a low-income health card scheme. | In To n g a , 42 community halls were repaired or reconstructed following the cyclone. | In T u r k e y , 4.6 million households received electricity through improvements to the transmission capacity and efficiency over the last
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decade. | In U g a n d a , by 2007, all major local governments had a three-year rolling development plan and almost all of them submitted final accounts on time to the Ugandan Office of the Auditor General. | In U k r a i n e , measures to stabilize the banking sector after the crisis resulted in 6 million depositors regaining access to their

休館日：土日、祝祭日、年末年始（臨時休館させていただく場合があります）

bank accounts in banks that had either been recapitalized by the state or had been strengthened by the Deposit Guarantee Fund between 2009 and 2010. | In U r u g uay , 1,000 schools had access to the Internet by 2008, compared with none in 2001. | In U z b e k i s ta n , 86 percent of women received antenatal care in 2008, compared
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with 79 percent in 2004. | In V i e t n a m , new energy efficiency standards were introduced for energy-intensive consumer goods in 2008 and 2009. | In W e s t Ba n k and Ga z a , some 85 uncontrolled dumpsites in Jenin and Tubas were closed and rehabilitated, freeing up 1,200 dunums of land for development and increasing the
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2010年の年次総会では、会議の効率化を図るいくつかの変革が取り入れら

of total generation in 2003–04, providing increased access to electricity. | In Pa n a m a , an additional 76,000 people in poor and isolated rural communities received a new nutritional component as part of a health services package in 2010. | In Pa p ua N e w G u i n e a , rehabilitation of the Port of Rabaul, following the eruption in 1994, allowed international cargo to be shipped again directly to and from the port

銀の途上国支援の取組みや途上国が直面する様々な課題をテーマに、どな

電

た。更に、世銀グループの新エネルギー戦略の評価に着手しました。
ボイス改革及びガバナンス改革の一環として、理事会は以下の複数のイニ

as new job opportunities emerged in the service sector. | In M e x i co , 6.8 million students received a better education when the Quality Schools Program increased the number of schools from 21,000 to 39,000 in poor and very poor communities from 2006 to 2009. | In M o l d o va , mother-to-child transmission of HIV infection decreased by almost 90 percent—from 20 percent in 2002 to 1.7 percent in 2007.
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保証案件について検討し、決定を下します。また、世銀の業務全般及び戦略

ロセスの提案を承認しました。また理事会は、開発委員会春季定期会合の場
で議論され現在も継続している、気候変動に関する閣僚級対話に注目しまし

シアティブを継続しました。アンゴラ、ナイジェリア、南アフリカの 3 カ国を代

2,700 student hostel units were completed, and a vocational School to Work Program helped 2,654 underachieving secondary students in 2000. | In Ma l i , 650,000 more people have access to electricity as of May 2010. | In Mau r i t i u s , unemployment declined from 9.5 percent in 2005 to 7.2 percent in 2008 as a result of the government’s reform program, and the unemployment rate for women decreased significantly
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予算、更に会計年度ごとの世銀 の 実績・プロジェクト・政策についてまとめ

environment of the Port of Klaipêda. | In Ma d ag a s ca r , 5,000 new businesses were registered in three regions between 2006 and 2008, and an estimated 10,000 new jobs were created. | In Ma l aw i , there was a 12 percentage point decline in the poverty headcount, from 52 percent in 2005 to 40 percent in 2008. | In Ma l ays i a , 33 primary schools, 26 secondary schools, 447 teacher’s quarters, and about

ワシントン D.C. にある世界銀行のインフォショップは、開発経済関連の文献

しています。

的方向性の指針として重要な役割を果 たします。理事会は、財務諸表、運営

for students between 6 and 12 years old increased by 9 percent between 1998 and 2004. | In H u n g a r y , pollution in the Danube River Basin was reduced by more than 50 percent by expanding the wastewater treatment capacity of utilities during 2000–07. | In I n d i a , over 98 percent of India’s children now have access to a primary school within 1 kilometer of their homes; 5 million children remain out of school,

© 2011 The International Bank for Reconstruction and Development | The World Bank
1818 H Street NW
Washington DC 20433
電話 : 202-473-1000
ウェブサイト : www.worldbank.org
E メール : feedback@worldbank.org

理事会

世界銀行東京事務所
〒100-0011
東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル10F
電
話 : 03-3597-6650（代）
フ ァ ッ ク ス : 03-3597-6695
ウェブサイト : www.worldbank.org/japan/jp

value of neighboring properties. | In the R e p u b l i c o f Y e m e n , 30,000 girls now attend school as a result of conditional cash transfer schemes introduced in 2008 and 2009. | In Za m b i a , 1.2 million people in nine towns across the country were provided access to improved water and sanitation facilities between 1996 and
2000.
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指すことも確認しました。

2011年度の理事会の実績

危機後の世界経済において世銀が数多くの課題に直面する中、理事会は、

引き続き重要な役割を果たしました。開発効果委員会に先立ち、紛争、安全
保障、開発をテーマに取り上げた「世界開発報告2011」、食糧価格の上昇や気
候変動リスクへの世銀の対応を論じた「Responding to Global Food Price

Volatility and Its Impact on Food Security（仮題：世界的な食糧価格変動と

理事会は 2011 年に約 420 億ドル以上の支援を承認しました。この内約 260
億ドルが IBRD 貸出、160 億ドルが IDA による支援 でした。理事会 は 39 件 の
国別援助戦略 の 検討も行いました。この内 28 件は IFC と共同で準備された
ものです。また、世銀の 2012 年度運営予算 18 億ドルを承認しました（http://
worldbank.org/boards 参照）。

食糧安全保障への影響に対応する）」などの重要な文書が理事会により検討
されました。
また 、ミレニアム 開発目標 の 進 捗 状 況（「 グローバ ル・モニタリング・
レポート 2011」参照）や、ガバナンス 改革（ ペーパー「 World Bank Group
左から右へ（
: 起立）Susanna Moorehead, Konstantin Huber, Piero Cipollone, Felix Alberto Camarasa, Abdulrahman Almofadhi, Merza Hasan, Shaolin Yang, Pulok Chatterji,
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世界銀行の地域区分、現地事務所、および融資適格国
の地域区分、現地事務所、及び融資適格国
世界銀行

世界銀行グループ総裁兼理事会議長 からのメッセージ

世界銀行は現在、世界120か国以上にある現地事務所を通じて業務を展開しています。現地事務所を増やすことによ
り、借入国に対する理解を深め、協力や連携を密にし、借入国のパートナーにこれまで以上に迅速にサービスを提供す
ることができます。現在、国別担当局長／マネージャーの91％、職員の38％以上が現地事務所で活躍しています。
中東・北アフリカ地域
2011年度新規融資承諾額
IBRD：19億4200万ドル
IDA：1億2300万ドル
プロジェクトのポートフォリオ：94億ドル

我々が今日直面している課題には、リスクもありますが、機会もあります。中

及び 生態系サービスのための 融資も拡

機会の推進役となり得るからです。我々は、農業のバリューチェーン、通信の

東・北アフリカ地域における歴史的変革、食糧価格や燃料価格の高騰と乱高

大しています。9 月に名古屋で開催され

発展、幅広い金融サービスへのアクセスの 確保など様々な民間セクター・プ

下、新興市場におけるインフレと一部での過熱の懸念、天災などと同時に、弱

た 生物多様性条約第 10 回締約国会議

者に配慮した持続可能な成長と、それがもたらす世界経済の多極化、官民に

（ COP10）において、世銀 は、生態系 の

よるインフラ投資の増大と、それを通じた現在の雇用創出と将来の生産性向

経済価値を国民経済計算に盛り込む革

南南交流が資金、開発の知見、貿易・投資機会などの面で急速に拡大しつ

上、紛争から抜け出して復興を始める脆弱国、透明性向上や情報公開による

新的 な「生態系･ 生態系サービスの 価

つあります。世銀グループはこうした交流から教訓を得て、新たな知識、金融

利益などがあります。

値評価に向けたグローバル ･パートナー

イノベーション、斬新なアプローチなどを全ての貧困国に伝える努力をしてい

シップ」を立ち上げました。

ます。我々の強力な財務チームが資金調達コストを低く抑え、その恩恵をク

重点的に支援してきました。世銀による援助は、資金支援や知的支援にとど

世界 の 最貧困層が多く住む脆弱国（ し

また、我々は自ら知識の門戸を開き、画期的な情報公開政策を発表しまし

まりません。途上国同士の連携を強化し、お互いの経験から学び知識を共有

ばしば紛争後の国家）が安定を広め、更

た。このオープン・データ・イニシアティブは、国際機関の透明性にとって新た

2011 年度、世銀グループは加盟国の政府や民間企業に対して融資、贈与、
直接投資、保証などの形で 573 億ドルの資金を承認しました。IBRD の承認額
は 2010 年の 442 億ドルに対して 267 億ドルでしたが、それでも危機前の水準
を上回りました。世銀グループの最貧困層向けの基金である IDA の承認額は
163億ドルで前年比12％増でした。IFC は3％増の122億ドルで、MIGA の保証額
は2010年度の43％増に当たる21億ドルでした。
また本年度、向こう3年間の IDA資金のための第16次増資
（IDA16）において、
51か国に増加したドナーが過去最高となる 493億ドルを誓約しました。これは
IDA15の18％増に当たります。更に、世銀加盟国は選択増資に加えて20年ぶり
に一般増資を承認し、世銀グループの資本は860億ドル以上増加しました。
上記のいずれの活動も、ワシントン D.C.や世界各国の事務所で勤務する世

できるようにしています。

に成長と機会に繋 げていく努力に対し

な基準となるもので、7,000 件を超えるデータへの無料アクセスを提供してい

銀グループ 職員の献身無くして達成は不可能だったでしょう。職員の尽力に

て、これまで以上に焦点を当てていくも

ます。本年度、世銀グループは、援助の透明性に関して、多国間・二国間援助

より世銀グループは、よりダイナミック、柔軟、オープンかつ革新的な組織へ

り、新たに4400万人が極度の貧困状態に陥っています。食糧価格の高騰を抑

のです。この報告書は、市民 の安全保障、司法制度、雇用に重点を置いて国

を手がける主要30機関の中で最高の評価を受けました。

と変わりつつあります。謝意を述べたいと思います。また、理事会、総務会、な

え、農業生産性を高めるため、世銀グループは農業分野への年間資金配分を

家の組織とガバナンスの向上を図ることが重要と提案しています。現在、我々

ガバナンス及び腐敗防止への取組みは、全ての国、全てのセクター、全ての

2008 年の 41 億ドルから約 60 〜 80 億ドルに引き上げました。世界食糧危機対
応プログラムでは、44 か国で約 4000万人に上る人々を対象に15億ドルの支援
を行っています。また、我々は国際農業研究協議グループ（CGIAR）を支援し
ており、CGIAR の新基金の受託機関になっています。また、食糧安全保障も率
先して提唱し、G20に対しても国際的な対応を強く求めています。

は、こうしたニーズを満たすためどのように業務を改革するか、人員増やナイ

プロジェクトにおける世銀グループの活動に組み込まれています。また、この

ロビにおける実施本部の設置などを含めて取組んでいます。

1 年間で腐敗防止の執行を強化し、大規模な入札停止措置の実施によって企

世銀グループは、効率的、効果的なセーフティネットと条件付現金給付制度
（CCT）を通じて、貧困層や脆弱層への支援を続けています。CCT の支援を受

認識しながら、学習、経験、柔軟性を生かしていくものです。我々は、短期的

世銀グループは 7 年連続で実質的に横ばいの予算で活動していますが、業

けている国は 36 か国以上に上りますが、プログラムの強化や有効性を高める

な雇用創出の内、長期的な雇用を生み出す投資を導くもの、投資を推進する

務 の 規模は拡大しています。利用可能 な資金は全て貧困国や途上国 への支
援に活用しています。

「世界銀行年次報告 2011」が示すとおり、昨年度の世界銀行は途上国がこ
うした課題に取組んだり、リスクを管理したり、好機を捉えようとすることを、

本年度は、
「食糧が最優先」を世界に訴えてきました。食糧価格上昇によ

「世界開発報告」の最新版（2011）は、

ライアント国に還元しています。

世銀グループは、変革を求める市民 の動きがインパクトと課題を生じさせ

業を不正行為から牽制したことに加え、他の国際機関と、不正対策や効果的

ている中東・北アフリカ地域の 情勢を注視しています。この地域の人々は新

な訴追のための協力の取決めを新たに結びました。更に、世銀職員が調達の

たな社会契約によって自分たちの将来、正義、雇用についてより大きな影響

際の「危険行為」を認識し、開発プロジェクトにおけるリスク管理を向上する

力を行使する権利があります。我々の緊急対応の仕組みは、長期的な課題を

ため予防措置を強化しています。

ため、世界各国で知識の共有が図られています。我々は保健、栄養、教育、社

ような貿易の 促進、最も脆弱な人々のアクセスが担保されるようなターゲッ

会的保護など多数のセクターに横断的に取組むと共に、制度、アクセス、成

トを絞ったセーフティネットなどに重点を置いています。エジプト・アラブ共

果の改善に重点を置いています。

和国とチュニジアを支援するため、世銀グループは今後 2 年間で最大 60 億ド

アフリカの成長はすっかり復活し、危機以前の水準を超えています。世銀

ロジェクトを支援すると共に、雇用の創出に大きく貢献する保健 サービス、
インフラ、教育、訓練分野への民間セクターからの投資を促進しています。

東アジア・大洋州地域
2011年度新規融資承諾額
IBRD：63億7000万ドル
IDA：16億2700万ドル
プロジェクトのポートフォリオ：299億ドル

らびに多くのドナー及びパートナーの 皆様による変わらぬご支援・ご助言に
も厚く御礼申し上げます。

ラテンアメリカ・カリブ海地域
2011年度新規融資承諾額
IBRD：91億6900万ドル
IDA：4億6000万ドル
プロジェクトのポートフォリオ：325億ドル

ルの新規援助を発表しました。

世銀グループは引き続き、インフラを最大の支援分野として重視します。ま

ています。世銀は今年、各界との幅広い研究と協議、特にアフリカの人々との

た官民パートナーシップの支援など、プロジェクトが民間セクターへの資金流

協議 を 経 て、新たなアフリカ支援戦略を 策定し発表しました 。この 戦略 は

入に結びつくように努めていきます。本年度、我々はシンガポール政府と協力

パートナーシップ、知見、資金に改めて着目しており、世銀の対アフリカ支援

して、インフラ分野の資金調達に関する中核的研究拠点を立ち上げました。

現在、融資が行われていないIDA 融資適格国

IBRD 貸出適格国
IBRDとIDA融資の適格国（ブレンド国）
IDA融資適格国

この 研究拠点は、先進国、途上国を問わず、世界各国の知見を世銀グループ

世界銀行の融資を受けていない国

世銀グループは、G20 からの 要請を受けて気候変動 に対応 するための 資

の業務経験や専門知識と結びつけることにより、民間資金の動員など各国政

世界銀行現地事務所

金確保について関係機関と共に検討を行ってきました。我々は現在、気候変

府がインフラ分野の資金調達メカニズムを構築する際に、各国のニーズに合

国別担当局長が駐在する現地事務所

動への適応及び緩和に関して 130 か国を支援しています。気候投資基金のた

致したサービスを提供します。

めに約 64 億ドルの 資金調達 が 行われましたが、更に同基金 が触媒となって

総額約 500 億ドルの気候変動資金が確保されました。世銀グループは生態系

IFC 及び MIGA との協力は世銀（IBRD と IDA）の開発業務全体 の中で重要
な部分となっています。なぜなら、民間セクターは途上国における改革、成長、

南アジア地域
2011年度新規融資承諾額
IBRD：37億3000万ドル
IDA：64億ドル
プロジェクトのポートフォリオ：381億ドル

ロバート・B・ゼーリック

のアフリカ地域に対する支援（70 億ドル）も 3 年連続で過去最高レベルとなっ

の転換点となるものです。

ヨーロッパ・中央アジア地域
2011年度新規融資承諾額
IBRD：54億7000万ドル
IDA：6億5500万ドル
プロジェクトのポートフォリオ：226億ドル

世界銀行地域区分の境界線

アフリカ地域
2011年度新規融資承諾額
IBRD：5600万ドル
IDA：70億400万ドル
プロジェクトのポートフォリオ：387億ドル
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綴じ込み「世界銀行の取組み：現場での成果」

本年次報告は、2010年7月1日から2011年6月30日までの活動を対象に、国際復興開発銀行（IBRD）と国際開発協会（IDA）
（世界銀行と総称される）の理事が、それぞれの機関の規定
に従って作成したものです。IBRD と IDA の総裁及び理事会議長を兼務するロバート・B・ゼーリックは、本年次報告、運営予算、及び監査済み財務諸表を総務会に提出しました。
国際金融公社（IFC）、多数国間投資保証機関（MIGA）、及び投資紛争解決国際センター（ICSID）の年次報告は別途刊行されます。
本年次報告中のドル表記は全て、特に断りがない限り、米ドルの現在価額を示しています。また、四捨五入の結果、表中の数字の合計値が総計と異なる場合や、図中のパーセンテー
ジの合計値が100にならない場合があります。なお、本書中の「世界銀行」及び「世銀」は IBRD と IDA を指しています。また、
「世界銀行グループ」は IBRD、IDA、IFC、MIGA、
及び ICSID を指しています。

1
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IBRD の役割

IBRD の原資

びに環境の持続可能性など、様々な重要分野で差し迫った地域的・世界的問

IBRD は、貸出のための資金の大半を債券（世銀債）を発行して投資家に購入
してもらうことにより、資本市場から借り入れています。2011 年度、26 もの通
貨建の世銀債を発行し、290億ドル相当を調達しました。IBRD は、資本市場に

題の解決に向け、加盟国と協力して取組 んでいます。貧困削減と生活水準の

おける確固たる世銀債発行実績と強固な財務基盤を背景に、市場が乱高下す

国際復興開発銀行（IBRD）は、187 か国が共同出資する世界規模の開発機関
です。途上国 の国内経済 の 公平かつ持続可能 な成長 の 達成、経済発展なら

向上を最優先の目標とし、主に貸出、リスク管理手段、開発関連分野の専門

る中にあっても、このように多額の資金を有利な条件で調達することができ

知識 などの 提供や、地域や地球規模 の課題 への対応の調整を行っています

ます。IBRD は、資金調達力の基礎となる健全な財務方針と運用によって、こ
れまでトリプル A の信用格付を維持してきました。IBRD はその加盟国に対し

（http://www.worldbank.org/ibrd 参照）。

てサービスを提供する組合的な組織であり、営利を目的とはしていませんが、

IBRD の貸出承認額とサービス

健全な財務体質を確保し、開発活動を継続するために十分な利益は追及して

2011 年度の IBRD の新規貸出承認額は、132 件のプロジェクトに対する 267 億
ドルと、過去の平均
（2005-08年度の平均は135億ドル）を大きく上回りました。
これは、危機的状況がピークに達した 2010 年度の過去最高額 442 億ドルに次
ぐ額です。IBRD の新規貸出承認額が最も大きかったのはラテンアメリカ・カ
リブ海地域（92億ドル）でした。次いで東アジア・大洋州地域が64億ドル、ヨー
ロッパ・中央アジア地域が 55 億ドルでした。セクター別では、貸出承認額が最
も大きかったのは行政・法律・司法
（22％）で、次いで運輸
（19％）、エネルギー・
鉱業（17％）、保健・その他の社会サービス（17％）でした。テーマ別に見ると、
貸出承認額が特に大きかったのは金融・民間セクター開発（56 億ドル）、環境
・天然資源管理（50億ドル）、社会的保護・リスク管理（39億ドル）でした。
IBRD は借入国に対し、開発プログラムのための効率的な資金調達や、通貨、
金利、商品価格 の変動リスクや、自然災害の発生に伴う各種リスクを金融取

います。2011年度の IBRD の分配可能純利益は、2010 年度の7億 6400万ドルか
ら9億9600万ドルに増加しました。

開発金融機関である IBRD にとって主要なリスクは、貸出や保証を提供す
るクライアントの信用リスクです。世銀の原則的なリスク指標である貸出・長

期投資資産に対する資本の比率は、世銀の財務・リスク見通しに基づいて厳
密に管理されています。2011年 6月30日現在のこの比率は28.7％でした。IBRD
の 資本基盤を強化すべく、開発委員会は一般増資及び 選択増資で構成され
る 862 億ドルの増資（払込資本は 51億ドル）など一連の施策に合意し、総務会
が2011年3月に増資の決議を承認しました。

IDA の役割

国際開発協会（IDA）は、世界 の最貧国に譲許的融資を提供する世界最大の

引によってヘッジするサービスも提供しています。2011 年度、世銀財務局は加

国際機関です。IDA の資金は、借入国自身が行う経済成長 の促進、貧困の削

盟国のために 56 億ドル相当のヘッジ取引を実行しました。この内 55 億ドル相

減、貧困層の生活の改善を支援しています。本年度の IDA 融資適格国は 79 か

当が金利リスクのヘッジ、6000 万ドル相当が通貨リスクのヘッジ（現地通貨

国でした（http://www.worldbank.org/ida 参照）。

対ドル）でした。また、バランスシートのリスク管理のために総額 68 億ドル相
当のスワップ取引も実行しました。これに加え、財務局は「予防接種のための
国際金融ファシリティ」
（通称：IFFIm −ワクチン債発行体）のために 25 億ドル
相当、IDA のために72億ドル相当のスワップ 取引をそれぞれ実行しました。

図1

図2

IBRD貸出・長期投資資産に対する資本の比率 | 2011年6月30日現在
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IDA 融資承認額
2011 年度の IDA 承認額は 163 億ドルに達しました。その内訳は融資が 134 億
5000万ドル、贈与が 28 億 2000万ドルでした。承認額が最も大きかったのはア
フリカ地域で、承認総額は 70 億ドルでした。南アジア地域（64 億ドル）及び東
アジア・大洋州地域（16億ドル）も大きな割合を占めています。国別では、バン
グラデシュ（21億ドル）及びインド（21億ドル）に対する融資が最大でした。
セクター別では、インフラに対する承認額が 2010 年度比で 28％増の 69 億
ドルになりました。行政･法律･司法セクター（37 億ドル）及び保健･ その他の
社会サービス（22 億ドル）に対しても、多くの支援が提供されました。テーマ
別に見ると、融資承認額が特に大きかったのは農村開発（30 億ドル）、金融･
民間セクター開発（24億ドル）、都市開発（20億ドル）でした。

IDA の原資

図3

IBRDとIDAの地域別融資 | 2011年度
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IDA の活動資金は、主にドナー国からの拠出金で支えられています。その他、
IBRD 純利益からの移転、IFC からのグラント、過去 の IDA 融資に対する借入
国からの返済金などによっても賄われています。ドナー国と借入国の代表は、

3 年毎に集まり IDA の融資方針と優先分野を協議し、向こう3 年間の融資プロ
グラムに必要な額を決定します。2009 年度 から 2011 年度までを対象とする
IDA 第15次増資（IDA15）では、調達総額は437億ドルに達しました。この内257
億ドルがドナーからの拠出で、多国間債務救済イニシアティブに対するドナー
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IBRDとIDAのテーマ別融資 | 2011年度
総額430億ドルに占める割合
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からの補填が49億ドルでした。

IDA 第16次増資に関する協議は2010年12月に終了し、過去最高の328億 SDR
（特別引出権）
（IDA 第16次増資の為替レートだと493億ドル相当）が承認され
ました。2012 年度から 2014 年度までを対象とする IDA16 の資金源は、新規ド
ナー7 か国を含むドナー52 か国からの拠出が176 億 SDR（264 億ドル）、債務免
除に対するドナーからの補填が35億 SDR（53億ドル）、融資返済の前倒し及び
融資条件の厳格化により確保された資金を含む融資返済フローが 97 億 SDR
（146 億ドル）、関連する投資収益を含む世銀グループ内からの移転資金が 20
億 SDR（30億ドル）です。
IDA16 の全体に共通する重点項目は、開発成果の達成、監視強化、発信で、
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特に成果の評価はこれまで以上に重要視されています。特別テーマとしては、
危機対応、ジェンダー問題、気候変動、紛争の影響下にある脆弱国が挙げら
れています。IDA16には、低所得国が自然災害の影響や深刻な経済ショックに

対処するための支援を目的とした専用の危機対応融資制度への資金提供も

図5

IBRDとIDAのセクター別融資 | 2011年度
総額430億ドルに占める割合

含まれています。IDA16による資金は、受益国が気候変動の悪影響に適応する
ための支援や、紛争後の国々に対する世銀の取組み強化にも充てられます。
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表1

世界銀行によるテーマ別、セクター別の融資 | 2006~11年度
単位：100万ドル

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

214

248

397

2,305

3,950

655

環境・天然資源管理

1,387

2,017

2,662

5,085

4,337

6,102

金融・民間セクター開発

6,138

4,261

6,156

9,695

17,726

7,981

人間開発

2,600

4,089

2,281

6,379

8,421

4,228

公共セクター・ガバナンス

3,821

3,390

4,347

6,108

5,750

4,518

758

424

304

16

207

169

農村開発

2,216

3,176

2,277

4,299

5,004

5,636

社会開発・ジェンダー・貧困層の参加支援

1,094

1,250

1,003

813

952

908

社会的保護・リスク管理

1,892

1,648

882

5,296

5,006

5,691

貿易・地域統合

1,611

1,570

1,393

3,444

1,818

2,604

都市開発

1,911

2,623

3,001

3,467

5,575

4,514

23,641

24,696

24,702

46,906

58,747

43,006

2006年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

農業・漁業・林業

1,752

1,717

1,361

3,400

2,618

2,128

教育

1,991

2,022

1,927

3,445

4,945

1,733

エネルギー・鉱業

3,030

1,784

4,180

6,267

9,925

5,807

金融

2,320

1,614

1,541

4,236

9,137

897

保健・その他の社会サービス

2,132

2,752

1,608

6,305

6,792

6,707

産業・貿易

1,542

1,181

1,544

2,806

1,251

2,167

情報・通信

81

149

57

329

146

640

行政・法律・司法

5,858

5,468

5,296

9,492

10,828

9,673

運輸

3,215

4,949

4,830

6,261

9,002

8,638

水と衛生・治水

1,721

3,059

2,360

4,365

4,103

4,617

23,641

24,696

24,702

46,906

58,747

43,006

うち、IBRD

14,135

12,829

13,468

32,911

44,197

26,737

うち、IDA

9,506

11,867

11,235

13,995

14,550

16,269

テーマ

経済管理

法規

テーマ総額
セクター

セクター 総額

注：2005年度からは、保証と保証ファシリティを含む。四捨五入の結果、合計値が総計と異なる場合がある。2009年度の IDA 融資は総額4550万ドルの HIPC 贈与を除く。
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表2

業務概要 | 2011年度
単位：100万ドル

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

承認額
うち開発政策融資

12,829
3,635

13,468
3,967

32,911
15,532

44,197
20,588

26,737
9,524

実行総額
うち開発政策融資

11,055
4,096

10,490
3,485

18,565
9,138

28,855
17,425

21,879
10,582

元本返済額（前納分を含む）

17,231

12,610

10,217

11,624

13,885

実行純額

(6,176)

(2,120)

8,347

17,231

7,994

貸出残高

97,805

99,050

105,698

120,103

132,459

35,440

38,176

51,125

63,574

64,435

1,659

2,271

572

800

1,023

33,754

36,888

36,328

36,106

38,689

35%

38%

34%

29%

29%

IBRD

未実行額
業務利益

a

利用可能資本及び準備金
資本貸出比率

a. IBRD の財務諸表では「非商品勘定ポートフォリオについて公正価値調整を行う前の純利益で、総務会承認済の移転前のもの」として報告されている。

IDA

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

承認額
うち開発政策融資

11,867
2,645

11,235
2,672

14,041
2,820

14,550
2,370

16,269
2,032

実行総額
うち開発政策融資

8,579
2,399

9,160
2,813

9,219
1,872

11,460
3,228

10,282
1,944

元本返済額（前納分を含む）

1,753

2,182

2,209

2,349

2,501

実行純額

6,826

6,978

7,010

9,111

7,781

融資残高

102,457

113,542

112,894

113,474

125,287

未実行額（融資）

24,517

27,539

29,903

30,696

38,059

未実行額（贈与）

4,642

5,522

5,652

5,837

6,830

開発贈与

2,195

3,151

2,575

2,583

2,793

a

a. コートジボワールに対する4550万ドルの HIPC 贈与を含む。
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危機後の方向性

新たな課題への迅速な対応

2010 年は、世界大恐慌以来最悪の金融・経済危機の影響が和らぎ、途上国で
の堅調な内需に牽引されて世界 の生産高が 3.9％増加した模様です。この回
復は 2011 年に 3.3％に減速した後、2012 年には 3.6％まで上昇すると予測され
ています。

低成長が続く多くの高所得国やヨーロッパ・中央アジア地域の国々とは異
なり、途上国の大半は危機以前の水準まで回復しているか、または回復途上
にあります。こうした回復で重要な役割を果たしているのが、南南投資、とり
わけアジアからの投資の増大です。2025年には、ブラジル、中国、インド、イン
ドネシア、韓国、ロシア連邦の経済が世界全体の成長 の半分以上を占める勢
いです。こうした国々が、商業・金融の国際取引を通じて低所得国の成長の原

動力になるだろうと、世界銀行の新たな報告書「世界開発の展望」は予測し
ています。

独立評価グループ（IEG）が行った世銀の危機対応に関する評価によると、
世銀融資は主に中所得国に対するものでした。こうした世銀の関与は、これ
らの中所得国が世界 の回復を牽引していることから、世界経済成長 の 安定

化に世銀が現在果たしている役割を示していると言えます。この評価の中で

IEG は、戦略的なアプローチの採用、自己資本比率のバランス、資源の効果的

クロアチア、ザグレブの市場で野菜を選ぶ高齢の女性。過去最高だった2008年
の水準に迫る食糧価格の高騰と乱高下は、今や多くの国で深刻な開発課題と
なっています。

撮影：Peter Thompson

配備が、危機からの立ち直りに明確な利益をもたらしてきたと結論づけてい
ます。

今回の危機は途上国以上に先進国に大きな影響 を及ぼし、その 勢いは弱
まってきたものの 新たな安定の時代 はまだ 訪 れていません。食糧価格 の高

騰、燃料価格の上昇（それに伴う食糧価格の急騰や社会不安）、中東・北アフ
リカ地域における政治的混乱、自然災害、気候変動、先進国の成長率低下、新

興市場におけるインフレ加速、欧州債務問題など、世界は膨大な数の新たな
リスクや課題に直面しています。貧困層にとっては、食糧価格 の高騰と乱高

下が突出して深刻な危機となっています。

食糧価格高騰への対応
食糧価格が2桁台の上昇をして2008 年の過去最高水準に迫るなど、途上国の
貧困層には新たな圧力が生じています。2010 年 6 月〜12 月にかけての食糧価
格高騰により、途上国全体で新たに 4400 万人が貧困状態に陥ったと推定さ
れています。世界的に小麦、メイズ（トウモロコシ）、砂糖、食用油の価格が大

幅に上昇し、今 や食糧価格は多くの途上国で最大の課題となっています。農
業分野の先行きに関する主要な予測は全て、国際食糧価格が少なくとも 2019
年までは過去10年間の水準を上回ったままだとしています。
世銀が2008 年5月に設立した世界食糧危機対応プログラムは、食糧価格の
高騰により大きな打撃を受けた国々に緊急支援を提供しました。同プログラ
ムで 2011年 6月までに15 億 10万ドルの支援が承認され、その内 77％が実行さ
れました。また、理事会の承認を得た世銀出資プロジェクトの総額が 12 億ド
ルを超えました。その内訳は、食糧価格危機対策信託基金から2億 240万ドル

（27か国対象、この内17か国がアフリカ）、IDA から8億 3580万ドル（13か国対
象）、IBRD から 2 億ドル（フィリピンのプロジェクト向け）でした。今なお上昇
を続ける食糧価格 の深刻な影響を受けている国々からの援助要請に迅速に

応えられるよう、同プログラムは2012年6月まで1年間延長されました。

6

世界銀行年次報告2011

世銀は、中長期的イニシアティブを対象とする世界農業食糧安全保障プロ
グラムも運営しています。主要20か国・地域（G20）の要請を受けて2010年 4月
に設置された同プログラムは、途上国主導 の農業食糧安全計画に資金を提

供し、低所得国の小規模農家への投資を促進するものです。同プログラムは
設置以来、12か国に4億8100万ドルのグラントを提供しています。
脆弱層の栄養維持に向けた様々な施策も実施されています。世銀は、国連
世界食糧計画と協力して約 60 か国の 2200 万人の子どもたちに食糧を提供し
ている他、
「世界食糧安全保障危機に関するハイレベル・タスクフォース」を

通じた国連機関との連携や非政府組織（NGO）との連携も図っています。

MDGs 達成に向けて
危機以前には、多くの国や地域がミレニアム開発目標（MDGs）の達成に向け
て大きく前進していました。途上国における 5 歳未満児の死亡率は世界的に

低下し、1990 年には出生児1,000人当たり101人であったのが2008 年には73人
になりました。貧困層や農村部の子どもは立ち遅れていますが、初等教育就

学率も上昇しています。東アジア・大洋州地域では急成長が見られ、南アジア
地域では貧困率が低下しています。
世銀による支援は、大きな結果をもたらしています。教育セクターでは、世
銀は 2000 年以降で IDA 融資適格国向け 133 億ドルを含む 253 億ドル近い融資
を承認しました。2011 年度の教育セクターに対する IDA 支援の新規承認額は
11億ドルでした。
「世界開発指標2010」は、アジアにおける急速な経済成長の後押しにより、

最貧困人口の半減という目標の実現は不可能ではないとしています。しかし、
国レベルで見ると、貧困率削減目標の達成に向けた歩みが軌道に乗っている
国は 87 か国中わずか 49 か国にすぎません。食糧価格の乱高下は、保健関連
の MDGs はもとより、教育など間接的な影響を受ける MDGs についても目標

達成の妨げとなっています。食糧価格 の高騰により飢餓や栄養不良が増加し

ログラムの試行 やデータ収集 の 他、労働市場や地域活動 への若者の 参画を

つつあり、学校に通うだけの体力のない子どもが数百万人にも上っています。

測定するツールなど、新たな手法の開発が行われています。

リスク管理の向上と災害復旧対策
為替レート、金利、一次産品価格が乱高下する近年、自然災害もまた、成長途

ンティア活動も含め、アラブ地域の若年層向けプログラムの活性化を図って
います。アラブ連盟や一部の国によるプログラム実施を支援するためのグラ

上にある都市部に深刻な影響を及ぼしています（下記参照）。世銀は、セーフ

ントも提案されています。

アラブ世界イニシアティブの一環として、世銀は、アラブ連盟と共に、ボラ

ティネット・プログラムの支援に加え、借入国の脆弱性軽減に寄与するリスク

管理戦略や金融手段を提供しています。

2010 年 10 月、アラブ諸国 18 か国は、学校、教員、生徒の評価を行う制度を
導入してその結果を公表することを約束した「教育の質に関するドーハ宣言」

2011年度、世銀は、40 か国に対して金融商品ならびに公的債務管理に関す

に署名しました。また、アラブ諸国は、社会に不満を抱く若者を教育の場に

る助言サービスを提供しました。通貨や金利の変動を管理するために世銀が

戻し、コミュニティや社会への参画を促す方法も模索しています。例えば、モ

借入国に代 わって実行したリスク管理取引の 総額は 56 億ドル相当に上りま

ロッコの「人間開発にかかる国家イニシアティブ」は、孤児やストリートチルド

した。

レンをはじめとする脆弱層を保護するプログラムに資金を提供しています。

世銀は、資金援助、政策助言、分析研究などを通じて、国家によるこうした取

若年層の失業問題への取組み
若年層の失業は、多くの途上国・地域で大きな問題となっています。中でも最
も深刻なのが中東・北アフリカ地域で、若年層の 40％以上が失業している国
もあります。都市部の若い男性は労働市場で特に不利な立場にあり、多くが

潜在的な失業状態にあるか、非正規雇用、あるいは完全な失業状態にありま
す。若年層の 失業は貧困を増大させるばかりでなく、政治的な混乱にも繋が
り、婚姻率の 低下など社会的に望ましくない影響を引き起こします。若年層
の失業という長年にわたる問題は、最近この地域で起きた政変により更に悪

化しています。
世銀は、エジプト・アラブ共和国、ヨルダン、モロッコで、若年層の雇用の
動向と社会的影響に関する調査を実施中です。この取組みでは、雇用創出プ

組みを数多く支援しています。
失業問題は中東・北アフリカ地域や若年層に限られているわけではありま
せん。アフリカ諸国の多くで失業率が高く、若年層の失業率は 25 歳以上の成

人失業率の3倍となっています。インドネシアでも、15 歳から24 歳の労働者の
失業率は、その他の年代の5倍に当たる20％以上となっています。

教育、保健、社会的保護と労働

2011 年度、食糧価格 の高騰や失業問題など様々な課題に直面しながらも人
間開発ネットワークは、借入国や開発 パートナーが、人間開発 や経済に変革
をもたらす MDGs を4年以内に達成できるよう、取組みを支援しました。

自然災害がもたらす人的・物的被害の軽減
1970 年〜2008 年の期間に、暴風雨、洪水、地震、干ば
つ等により330万人以上の人命が犠牲となり、2.3 兆ド
ル相当（2008 年現在 のドル 換算）の 被害がもたらさ

深刻な洪水被害を受け、パキスタン政府は世銀やア

を受けました。このプロジェクトは、政府による災害

ジア開発銀行などのドナーに対し、被災状況のアセス

リスク管理 の向上や、地域成長計画 の改善も支援し

メント支援を要請しました。世銀は、被災状況と復旧

ています。

れました。人的・物的被害は今後更に増加することが

ニーズの調査に携わる各機関の 17 分野の専門家に対

2011年 3月、日本で1万5000人以上の命を奪った地

予想されています。今年度に世銀と国連 が 共同で 発

してデータ・アクセスを支援したりデータ提供を行う

震と津波が発生すると、世銀は直ちに、災害リスク管

表した報告書「Natural Hazards, UnNatural Disasters:
The Economics of Effective Prevention（天災と人災

ため、インターネット上にヴァーチャルなデータ・セン

理に関する各地での 経験と復旧・復興 を支援する専

ターを設置しました。Lotus Quickr を使用して作られ

門家の動員によって日本 のお手伝いを行う用意 があ

−効果的防災のための経済学）」によると、仮に気候

たこの「チームルーム」には、世銀の外の部外者でも、

ることを表明しました。また、経済への潜在的影響に

変動による影響がなかったとしても、22 世紀には天

世銀 の管理者を通じて登録すればアクセスが可能で

ついてのモニタリングも行いました。

候関連 の災害による損害が現在の 3 倍に当たる年間
1850 億ドルに達します。気候変動による損失を考慮

す。現場 のデータ・チームとのコミュニケーションの

自然災害リスクに対 する財政負担への 保障が、途

維持、セクター別チーム間の調整、包括的なデータ投

上国、ドナー、国際金融機関の間で関心を高めていま
す。2011 年度も、途上国は、災害リスクに対する世銀

に入れると、台風やサイクロンによるものだけで被害

アッ
稿規約の構築によるデータの質と整合性の確保、

額が更に 280 億ドルから 680 億ドル増加する可能性が

プロードされた 全てのデータのステークホルダーへ

の金融サービスを活用しました。コロンビアでは、数

あります。こうした 予測 は 防災 の重要性 がこれまで

の周知等を通じ、洪水後の対策の検討に当って、世銀

十年振りの大雨による大規模な洪水や地滑りに対し、

以上に高まっていることを意味します。同様の結論は

は重要な役割を果たしました。

2010年7月と8月のパキスタン洪水の後に IEG が発表し
た数件の緊急評価でも示されています。

世銀は、借入国 の 災害被害 の 防止、緩和、復旧と
いった自然災害への対応を積極的に支援しています。

「災害リスク繰延引出オプション（Cat DDO）」を通じ

2011 年 1月、リオデジャネイロ州で 800 人以上が犠

て得られる資金によって緊急ニーズに迅速に対応しま

牲となり、数千人が家を失った洪水・地滑りの発生に

した。2011年度には、更に 2 か国（エルサルバドルとペ

対し、世銀は 4 億 8500万ドルの住宅プロジェクトを承

ルー）に Cat DDO が承認されました。

認し、低所得層が居住する集落の200万人がその恩恵

危機後の方向性

7

教育
途上国世界に対 する教育分野 への最大の 外部資金提供機関の 1 つである世
銀は、教育関連 の MDGs―初等教育の 完全普及とジェンダーの 平等― の 達
成と、万人のための 質の 高 い 学習 の 実現を目指した 世界的 な 取組 みで、重
要な役割を果たしています。2011 年度、世銀は教育分野に 17 億ドル以上を投
資し、現在のポートフォリオは 112 億ドルに上ります。2010 年 9 月に開催され
た国連 MDGs サミットの場で世銀は、2015 年までに MDGs の 達成が困難 な

国々、特 にアフリカ及び 南 アジア地域 を支援 するため、基礎教育に対 する

IDA 資金を今後 5 年間で 7億 5000万ドル増額することを誓約しました（http://
worldbank.org/education 参照）。
東アジア・大洋州地域、ヨーロッパ・中央アジア地域、ラテンアメリカ・カリ
ブ海地域では、世銀の支援も貢献し、4分の3の国々が教育関連の MDGs を既
に達成、または達成できる見込みです。過去 10 年間で、全世界の非就学児童

数は1億600万人から6900万人に減少し、アフリカにおける初等教育純就学率
も 58％から 76％に上昇しました。2000 年以降、最貧国に対する IDA 融資は、

300万人以上の教員の新規採用や訓練と 200万室を超える教室の新築のため

マリ農村部の村の学校で熱心に勉強する生徒たち。

撮影：Ray Witlin

に役立てられ、毎年1億人以上の子どもがその恩恵を受けています。

2011年 4月、世銀は「教育戦略 2020：全ての人々に学習の機会を：開発促進
に向けた人々の知識・能力構築への投資」を策定しました。これは今後 10 年

間のロードマップとなるもので、その根幹は、
（1）早期の（2）賢明な（3）万人
に対する投資です。世銀は、途上国による教育制度の強化を支援し、改革の
ための世界的な知識基盤を構築するために、戦略的パートナーシップを通じ
た取組みに焦点を置いています。教育システム評価の新たなツールにより、

幼児期の発育から高等教育、更にそれ以降まで、実証に基づいた世界基準と
ベストプラクティスに従って教育政策のベンチマーク評価が 行われることに
なります。

「万人のための教育−ファスト・トラック・イニシアティブ」、国連教育科学
文化機関
（ユネスコ）、国連児童基金
（ユニセフ）など、数多くの開発パートナー
と協調しながら、
「万人のための教育イニシアティブ」及び教育関連 MDGs の

目標達成を目指す世界的な取組みを進めていきます。また、英国国際開発省
（DFID）と連携して、どのような 教育政策が 有益 であるかについての 実証の
基盤を強化する他、
「開発のためのロシア教育援助（READ）」信託基金を通
じて学習評価のためのキャパシティ・ビルディングにも取組んでいます。

保健・栄養・人口

2011年度、保健・栄養・人口プログラムに対する新規投資は総額30億ドル弱で
した。ポートフォリオは過去最高の 108 億ドルとなり、その半分以上が世界の

最貧国を対象としたものでした。こうしたプログラムへの投資は、保健システ
ムの強化、伝染病の予防と治療の促進、幼児や妊産婦の健康、栄養、衛生状

態の改善、突発的支出による困窮化からの貧困層の保護に役立てられます。
過去 10 年間に承認された IDA 支援により、基本的な保健・栄養・人口サー
ビスへのアクセスが 4700 万人以上に提供され、HIV に感染した約 200 万人の

成人及び小児に対する抗レトロウィルス療法、250万人の妊婦に対する産前ケ
ア、3 億 1000 万人の子どもへの予防接種、9800 万人の子どもへの栄養状態改

善のための援助、8 億 1300 万個のコンドームと約 3300 万張の蚊帳の購入・配
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布、2 万3000 か所の保健施設の建設・改修・装備、180万人の保健従事者の訓
練が行われました。
世銀は、いくつかの重点分野でリーダー的役割を果 たしていますが、
「性
と生殖に関する健康行動計画2010-15」では57の優先的支援対象国と協力し、

若年層と貧困層に重点を置いた保健システム強化による性と生殖に関する
健康の改善を図っています。また、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団と日本政府の
支援を受けて設立され、100 以上のパートナー機関、協会、シビルソサエティ
からの支援を受けている「栄養 への取組み 拡充：行動枠組み（ Scaling-Up
Nutrition Framework）」の実施でも重要な役割を果たしています。既に 10 数
か国が、この枠組みの実施を表明しています。

世銀のマルチドナー基金である保健成果イノベーション信託基金（HRITF）
は、保健関連の MDGs を達成するため、保健セクターにおける成果主義に基
づく資金援助（RBF）アプローチを支援しています。ノルウェーと英国の両国

政府は、HRITF に対して 2022 年までに 5 億 7500 万ドルの拠出を約束していま
す。HRITF は、RBF アプローチの計画・実施・監視・評価の支援、成功例の発信、

途上国が自国の保健戦略やシステムの中でそうしたアプローチを拡充・維持
するための制度面の能力構築、保健セクターへの追加資金の動員を行ってい
ます（http://worldbank.org/hnp 参照）。

2006 年以降、世銀は、動物の鳥インフルエンザ発生に対する準備や抑制
及びインフルエンザのパンデミック対策 で 途上国 を支援しています。13 億
ドルを投じた「鳥インフルエンザの 抑制及びヒト・パンデミック準備と対応
のための 国際プログラム」の下、60 か国でのプロジェクトを 通じて、汎発性
インフルエンザ 及びそれに類似する疾病 の 予防 を支援しています（http://

worldbank.org/flu 参照）。

HIV/ エイズ
世銀は、2015 年までに HIV/ エイズの蔓延を食い止め、更に減少に転じさせる
ために、積極的な取組みを進めています。アルゼンチン、ブルキナファソ、ケニ

ア、キルギス共和国、レソト、モザンビーク、ニジェール、スワジランドにおける

HIV/ エイズ関連の予防・治療・緩和を支援するプロジェクトに、総額1億800万
ドルの新規融資が 行われることが決まっています。世銀は、エビデンスに基
づく対応を通じて効率、効果、持続可能性を高めることにより国家プログラ
ムの強化を図る 5 件の分析を実施した他、40 か国においてエビデンスに基づ
いた国家戦略と行動計画の策定を支援しました。

取組 みやプログラムの 影響に関 するエビデンスを収集 するため、世銀 は

DFID と協力し、HIV/ エイズに対するコミュニティの対応状況に関する調査を、
ブルキナファソ、インド、ケニア、ナイジェリア、セネガル、南アフリカ、ジンバ
ブエで実施しました。その結果、コミュニティの努力によって、ケニアではコ
ンドームの使用が増加し、セネガルでは HIV 検査の受診率が高まり、南アフリ
カでは治療に対する患者の積極的な関与が向上していることが明らかになり
ました。

世銀は、国連開発計画及びジョン・ホプキンス大学ブルームバーグ公衆衛
「男性同士の性行為による世界的 HIV 感染：疫学、予防、
生大学院と共同で、
治療アクセス、人権」と題する研究を 2011 年に行い、こうしたグループ向けの
適切な HIV/ エイズプログラムが世界的蔓延を大幅に低下させることが可能
であることを明らかにしました。同研究は、多くの低・中所得国においてこの

世銀の支援を受けた生産者連合に所属する、コロンビアのバジェデルカウカ県
ラ・ユージニアの養鶏業の女性。自分のお金で食糧を買ったり、2人の子どもの
学用品を買えるようになりました。
撮影：Charlotte Kesl

グループが高い HIV 感染リスクをもつことについて初めての 総合的な分析を

行いました。世界全体でみると、このグループの男性で HIV/ エイズの予防、ケ
ア、治療の基本的サービスにアクセスを有している人は、10 人中 1 人にも達し
ていません。

過去 20 年間で、IDA はカウンセリング及び HIV 検査 のための 1,500 施設に
資金援助を行っており、そこで検査を受けた人は計 700 万人近くに上ります。
また、アフリカでは 6 万 5000 以上のシビルソサエティに対し、15 歳から 24 歳
の男女を対象とした HIV 対策に資金を提供しました。IDA はまた、1 億 7300 万

人に HIV/ エイズに関する教育を行い、38,000 件の草の根活動を通じて 180 万
人の 子どもと 50 万人の成人に対してエイズの 影響 を緩和しました（http://

worldbank.org/aids 参照）。
社会的保護と労働
2011年度、世銀は社会的保護と労働に関するプロジェクトに 40 億ドルを配分
しました。2009 年度及び 2010 年度に引き続き、融資額は、年間約 10 億ドルで
あった危機前の水準の約 4 倍という高水準でした。その大半（35 億ドル）は、

31 か国での 37 件の社会的セーフティネット・プロジェクトに充てられました。
国別で見ると、最も多額の世銀資金を受けた国はメキシコで、条件付現金給
付制度（Oportunidades）への継続支援として12億ドル以上が提供され、メキ

に着目しています。現在、世界各地でステークホルダーとの協議が 行われて
います（http://worldbank.org/spstrategy 参照）。

2011 年度、世銀は、以前から連携している国際労働機関（ILO）と共同で、
政策を一覧にし検証するインベントリーを作成しました。このイニシアティ
ブは、途上国 52 か国及び高所得国 22 か国が実施する中核的労働基準を含む
1,750 の政策を収集・分析しています。分析を通じて、金融危機の影響を緩和
するために採択または強化された 政策 が 文書化されました。更に世銀 は、

ILO、若年雇用ネットワーク、ドイツ政府、米州開発銀行と協力し、若年雇用プ
ログラムに関するライブ・データベースを構築しました。

2010 年12 月、食糧・燃料・金融危機への対応として2009 年に設置された緊
急社会対策プログラムが、2 年目に入りました。2011年5月までには、IDA 融資
適格国である33の低所得国における危機準備を支援するため、新たに33のイ
ニシアティブが追加されました。このプログラムは、危機に対する社会的保護
システムを効果的に稼働させるために必要な知識管理や、そうした知識の南

南移転も支援しています（http://worldbank.org/rsr 参照）。

ジェンダー
ジェンダー平等に向けた世界各地の歩みには今なおばらつきがありますが、

シコの最脆弱層 580 万世帯がその恩恵を受けました。その他の融資は、労働

目を見張るペースで改善が進む地域もあります。世界全体では、大学進学者

市場 の改善、ならびに年金や障害者支援などその 他 の 社会的保護に対 する

数は女性 の方が 男性よりも多く、今 や世界 のどの地域においても女性 の方

ものでした（http://worldbank.org/sp 参照）。

が男性よりも長寿です。その 一方で、重要な経済指標における大きなジェン

世界経済危機 や 依然として不安定 な 環境下 で、途上国ではより効果的な

ダー格差が過去数十年でわずかしか狭まらないなど、深刻なジェンダー格差

社会的保護や労働に関する制度が必要とされていることが明らかになりまし

が残っています。土地、信用貸しなどの金融サービスを含め、物的資本へのア

た。これを受けて世銀は、今後10年間（2012年〜2022年）を対象とする新戦略

クセスは依然として著しく不平等です。多くの国で女性は、法的にはともかく

の策定に着手しました。この戦略は、社会的保護における 4 つの主な世界的

事実上は、人権も経済への参加機会も限られています（http://worldbank.

ギャップ（プログラム間の統合、保護範囲（特に低所得国）、雇用促進と人的

org/gender 参照）。

資本の蓄積、社会的保護強化のために最も有効なアプローチに関する知識）
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される同報告書は、ジェンダーの 平等は開発 の成果及び 策定の双方に重要
であると指摘しています。また、ジェンダーの 平等が過去四半世紀に、時代
と共に、また各地域や国で、どのように変化してきたかを示しています。
「世

界開発報告 2012」は、教育など一部 の 分野においてジェンダー格差 が急速
に 縮小している一方 で、経済機会 へのアクセスや社会 における発言権 など
その 他 の 分野において、高所得国も含めた世界 の 大半で依然として格差 が

存在している理由を検証します。最後に、ジェンダー格差改善に寄与する政
策を取り上げ、また知識 やデータにおける格差を浮き彫りにします（http://

worldbank.org/wdr2012参照）。

脆弱で紛争の影響下にある状況

世界の最貧困層、最脆弱層の多くは、脆弱国や紛争の影響下にある国に住ん
でいます。そうした国では、栄養不良や安全な水へのアクセスがない人口の

割合が他の途上国と比べ 2 倍以上高く、非就学児童は 3 倍以上です。また、こ
エチオピア農村部に放置された戦車の上に腰掛ける子ども。経済が回復しても、
戦前の生活水準に戻るには一世代以上の時間がかかるでしょう。

撮影：Arne Hoel

れらの国の中でミレニアム開発目標を1つでも達成できた国はなく、2015年ま
でに達成できる見込みのある国もわずか20％にすぎません。達成に向けた努

力を強化するため、世銀は特にこうした国における貧困削減を進めています。
「世界開発報告2011：紛争・安全保障・開発」は、脆弱で紛争の影響下にあ
る状況における世銀の業務モデル向上の基礎となるものです。同報告は、暴

2007 年から 2010 年にかけ、世銀は「スマートな経済学としてのジェンダー
の平等」行動計画の下、雇用、土地所有権、金融サービス、農業資機材、イン
フラへの女性のアクセス促進を図りました。この計画により、2010年12月まで
に80か国270件の世銀プロジェクトに7000万ドルが動員されました。世銀が、
これらのセクターにおけるジェンダー問題を益々重要視していることがモニ
タリングにより明らかになりました。

2011 年、世銀は「ジェンダー行動計画の教訓の活用：ジェンダー問題主流
化に向けた3か年ロードマップ（2011-13年）」に着手しました。このロードマッ
プは、ジェンダー行動計画の革新的メカニズムを再現・拡大しつつ、世銀の技

術協力、プロジェクト、プログラムを、より多くの女性に経済的機会を提供し
ようとしています。また、IDA のドナー達は、IDA16 が対象とする 3 年間にジェ
ンダーを特別テーマとすることに合意しました。これにより、ジェンダー問題
の世銀プロジェクトへの 組み込 みが促進され、分析研究や政策対話の中で
ジェンダーがこれまで以上に取り上げられることになるでしょう。IDA の成果

枠組みも強化・拡大され、ジェンダーの優先分野についての指標が含められ
ることになりました。更に IDA は、ジェンダー関連の MDGs の 進捗 を促進す
る行動計画を実施します。

2011 年度には、2009 年に立ち上げられた若年期の女性が技術を学び職に
就くことを支援する「若年期 の女性 のためのイニシアティブ」が 拡大 されま
した。同プログラムの下、アフガニスタン、ラオス人民民主共和国、リベリア、
ネパール、ルワンダ、南スーダンに加え、2010 年12 月にはヨルダンでも新プロ
ジェクトを開始しました。2011年度、
「若年期の女性のためのイニシアティブ」
はハイチやイエメン共和国でも始まり、現在はプロジェクトの準備が進 んで
います。

世銀の主要年次報告書である「世界開発報告」の 2012 年度版では、ジェン
ダーの平等と開発との関係に初めて焦点が当てられます。2011 年 9 月に発表
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力の削減には、有効で合法的な組織･制度の構築、市民の安全と正義の保証、
雇用創出が 不可欠 であり、最適な支援を提供するためには関係者間で連携
を強化する必要があると結論づけています。

世銀は、少なくとも次の6つの形で同報告の分析を役立てていきます。

• 脆弱 で 紛争 の 影響下にある 状況（FCS）での 国別援助戦略 における脆
弱性の 一層の重視。世銀は、紛争に繋がる緊張状態のより明確な特定、
主要な国家機関の市民の安全保障、正義、開発への効果的対処について
の評価、暴力や長引く脆弱性の連鎖を断ち切る機会の見極めに努力。

• 開発、安全保障、正義に関するパートナーシップ 強化 。パリ行動計画及
びアクラ行動計画の精神に則り、他のパートナー、特に世銀にはない専門

知識を備えた国際機関や世銀 が 対象としない領域を担当する国際機関
との連携を強化。また、FCS に対する国際社会の支援や対応で欠如して
いる部分の補い方についても他の機関と協力し、パートナーシップを通じ
て安全保障と開発との繋がりを強化。

• 雇用及び民間セクター 開発への関与強化。世銀は、FCS に対する雇用に
ついても、他機関と連携してアプローチを策定。早期に成果 の上がる公

的機関及びコミュニティベースの雇用を通じて、また 長期的な民間セク
ター開発及び雇用創出支援のための投資・研究を通じて、雇用と生計を

支援する様々な対策を策定。

• リスク回避とは独立した、FCS に対する支援の結果とリスク管理。世銀
は、リスク許容度、リスク管理、期待される成果について世銀自身での定

義を見直し、FCS における信託リスクやその他のリスクと、何もしないこ
とや行動の遅れが招く暴力や紛争のリスクとの間のバランスをいかにと
るかを検討。

• 資金支援の安定化。組織・制度の発展には長期的かつ持続的な支援が求
められることから、世銀は、FCS における主要組織・制度に対する持続的

可能エネルギーに充てられます。世銀はラテンアメリカ・カリブ海地域で 180
件以上の国主導の取組みに資金を提供しており、その結果実現する気候変動
への適応・緩和の便益は73億ドル以上と見積もられています。

世界 のパートナーとの協力
2011年度、世銀は、他の国際開発金融機関（MDBs）と連携して、気候投資基金
（CIF）65億ドルが実施する業務やプロジェクトの規模を拡大しました。CIF は、
クリーン・テクノロジー基金（CTF）45億ドル、戦略気候基金（SCF）20 億ドルで

構成されています。CIF の信託基金委員会は、途上国が取組む気候変動の緩
和・適応策を支援する新規プロジェクトに 17 億ドルの融資を承認しました。

CTF は、その資金を活用して、レバレッジ効果により更に 360 億ドルの投資を
確保しましたが、これは、CTF の支援1ドルに対して他の資金が 8ドルもたらさ
れた計算になります。

CTF の支援を受け、14 の中所得国（アルジェリア、エジプト、インドネシア、
アフリカで植物の枯れた広大な原野をひとり歩く村人。気候変動は世界の経済
開発に対する脅威であり、貧困層の大規模な移住や難民化を招く可能性があ
ります。

撮影：Curt Carnemark

ヨルダン、カザフスタン、メキシコ、モロッコ、フィリピン、南アフリカ、タイ、
チュニジア、トルコ、ウクライナ、ベトナム）が、再生可能エネルギーへの大規

模投資を通じてエネルギー・ポートフォリオを今一度見直そうとしています。

SCF による「気候適応パイロット・プログラム（PPCR）」で、バングラデシュ、
カンボジア、グレナダ、モザンビーク、ネパール、ニジェール、セントルシア、セ
ントビンセントおよびグレナディーン諸島、サモア、タジキスタン、ザンビアに

支援を数年間にわたり提供すると共に、たとえガバナンスなどで挫折が

対する投資計画が承認され、約7億ドルの PPCR 資金が MDBs を通じて提供さ

あったとしても中核的な組織・制度や基本的なサービスに対する最低限

れる予定です。これにより、気候変動への適応の取組みが、これまで以上に開

の支援を維持。

発の普遍的なテーマになると期待されています。

• FCS での 業務 における世界レベルの 優越性 の 追及 。世銀は、脆弱で紛

また、2011 年度、SCF の森林投資プログラムで、ブルキナファソ及びコンゴ

争の影響下にある状況における業務について、世銀内部の体制について

民主共和国に対 する 9000 万ドルのグラントが承認されました。
「低所得国

も、地域や世界のパートナーとの協力においても、異なる組織的アプロー

における再生可能エネルギー拡大プログラム」の支援を受けて、エチオピア、

チが必要であると認識している。そのため世銀は、技術革新や情報に基

ホンジュラス、ケニア、モルディブ、マリ、ネパールが、エネルギー・アクセス改

づいたリスク負担を促すためのプロセス、組織構造、様々な能力を備え
た人員の配置や奨励策の導入を図り、資源が現場に届きやすくなるよう、

紛争・安全保障・開発グローバル・センターをナイロビに設置した。同セ
ンターは、経済や公共政策の調査を実施し、危機防止と復旧における安

全保障、正義、開発に関する課題について全世界 の国担当チームに支援
を提供。

気候変動
気候変動は、世界各地で開発の成果を損なう恐れがあるだけでなく、その影
響を最も深刻に受けるのが最貧国や最脆弱国です。そのため、低炭素型で気
候変動に強い貧困削減と開発が、世銀の政策・業務の中心に据えられており、
新規の国別援助やパートナーシップ戦略の 9 割が気候対策に重点を置いてい
ます。

低炭素型成長に関する研究が、ブラジル、中国、コロンビア、インド、インド
ネシア、メキシコ、ポーランド、南アフリカで世銀の融資を受けて実施され、

各国の気候変動行動計画の基礎となっています。2010 年 11 月、初の「低炭素
型開発政策融資（4 億 100 万ドル）」がメキシコに対して承認されました。2011
年 6月に承認されたポーランドへの開発政策融資（11億1000万ドル）は、2030
年を期限とするポーランドのエネルギー政策の内、エネルギー効率及び再生

善に向けて、また気候に優しい開発の飛躍的前進のために、再生可能エネル
ギーへの投資に意欲を表明しました。

2010 年 12 月にカンクンで開かれた国連気候変動会議で世銀は、先進国と
途上国が協力して緩和の取組みを推進する新たな市場の策定・試行に向けた
「市場メカニズム準備のためのパートナーシップ」を発表しました。これに対し
ドナーたちは、2011年度末までに7000万ドルの拠出を誓約しました。
カンクン会議では、途上国による気候変動対策を可能にする長期資金を

管理する「緑 の 気候基金」の設置も決定されました。世銀は、この 基金の 暫
定受託機関となることを要請されています。

革新的資金調達の促進
世銀 の財務局は、資本市場で調達した資金が気候変動対応に効果的な投資
に振り向 けられるような 革新的資金 メカニズムを支援しています。2008 年

以来、世銀はグリーンボンドの 発行により 20 億ドル以上を調達しています。
グリーンボンドによって調達された資金は、借入国における気候変動への適

応・緩和策に使途が指定されています。
世銀は、カーボン ･ファイナンスを通じて気候変動 の 緩和を支援する 12 の
カーボン・ファンドやファシリティの 受託機関 になっていますが、これには

2012 年 12 月 31 日の京都議定書の第一約束期間終了後に的を絞った 2 つの新

危機後の方向性
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環境に配慮した開発−世銀内での取組み

環境に配慮した開発は、現在策定過程にある世銀グループの 新環境戦略 の
最重要テーマです。世銀は、引き続き企業の社会的責任プログラムを実施し
ており、持続可能性への配慮を組織の内部業務にも取り入れています。2011

年度、ワシントン DC にある世銀所有の建物 2 棟が、業務用建築物の省エネル
ギー基準「LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）」に従
い持続可能性に配慮しているとして、LEED ゴールド認証を獲得しました。

組織 の 持続可能性についての 世銀 の 優先分野 は、世銀によるカーボン・
フットプリント削減、持続可能な施設管理、持続可能な調達、職員の意識喚

起、ステークホルダーに対する透明性の向上の5つに分類されます。組織とし
てのカーボン・フットプリントの削減及びカーボン・ニュートラル維持の取組
みの一環として、世銀は、全世界にある世銀の施設、主要な会議、飛行機によ
る移動に伴って発生する温室効果ガスの測定、削減、オフセット、報告を行っ
ています。持続可能な施設管理については、水、食糧、エネルギー、埋立地と
いった資源利用の効率性を最大化するよう努めています。調達方法も持続可

能なものとなるよう、紙製品やコンピュータなど組織として欠かせない物品
の調達を行う際、持続可能性重視の理念を積極的に取り入れています。職員
の意識喚起については、行動の変化を促すような働きかけや学習イベントを

実施しています。環境・社会面での透明性を高めるため、世銀は、
「グローバル・
レポーティング・イニシアティブ（GRI）」や「カーボン・ディスクロージャー・プ
ロジェクト」など、国際基準に基づいた持続可能性に関する報告書を定期的
インド北東部のアッサム州で、米の収穫高が倍増し、数十年ぶりに米を自給で
きるようになりました。

撮影：Michael Foley

に発表しています（http://crinfo.worldbank.org/home 参照）。
ワシントン 本部だけでなく、他に先駆けて環境イニシアティブを導入する

世銀現地事務所も増加しつつあります。例えば、マケドニア旧ユーゴスラビア
共和国の現地事務所では、欧州連合加盟に向けた動きを支援するため、模範
となるべく様々なカーボン・フットプリント削減イニシアティブを実施してい

融資制度も含まれています。こうしたファンドやファシリティの資本総額は 30
億ドル強に上り、この内 19 億ドルは排出権購入に充てられています。現在実
行中の約174件のプロジェクトにより削減される温室効果ガスは、2億 2000万
トンの CO2または類似のガスと推定されています。

途上国における森林減少・劣化に由来する排出量増加を防止するために

2008 年に設置された森林炭素パートナーシップ・ファシリティには、4 億 4700
万ドル以上が承認・誓約されています。また、2010年5月に設置された炭素パー
トナーシップ・ファシリティはこれまでに、2012 年以降の緩和策を目的とした
カーボン・ファイナンスの活用拡大に1億4350万ユーロを承認しました。
炭素関連では最新の世銀イニシアティブである包括的炭素ファシリティの
第2トランシェが、2011年2月に資金目標額
（1億500万ユーロ）を達成しました。
この資金は、2013 年〜2018 年の期間に途上国におけるプロジェクトで実現し
た認証排出削減量の購入に充てられます。

環境・天然資源管理の主流化
環境・天然資源管理のコンポーネントを含む進行中の世銀プロジェクトの総
額は、2011年度末までには、同年度のプロジェクト総額の11％に当たる約180
億ドルに上りました。世銀は、プロジェクトのカーボン・フットプリントの数値
の説明責任を果たし評価するための新たなツールも開発しています（http://

climatechange.worldbank.org 参照）。
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ます。

農業と農村開発

途上国の 貧困層の 4 人に 3 人は農村部に住 んでおり、その多くが、直接的ま
たは間接的に農業 で生計を立てています。農業セクターのもたらす GDP 成

長は、極度の貧困状態にある人々の所得を引き上げる上で、それ 以外のセク
ターに由来する経済成長の約 2 倍から 4 倍の効果があります。そのため、投資
の拡大、より賢明な投資は、経済成長、貧困削減、環境の持続可能性にとって

不可欠です。
先般の危機により、農業及びアグリビジネスに対する世銀支援の見直しが
活発化したことが、IEG による 2010 年の農業セクター評価の中で報告されて
います。IEG は、効果を高めるためにはどのような措置が重要かを指摘した上
で、今後の業務に役立つ3 つの提言をしています。第一に、生産性向上には作

物生産技術の向上、給水や市場アクセスの確保を特に重視すること、第二に、
農業中心の 経済を特に注視すること、第三に、官・民 のプログラムの相乗効
果を引き出せる世銀 の立場を生 かすことです。こうした 活動により、持続的
な効果がもたらされます。

農業及び農村開発への 投資は、実際今年度も世銀にとって引き続き優先
度の高い分野でした。世銀の農業行動計画では、農業及び関連セクターに対
する世銀グループの 2010〜12 年度の支援額は、2006〜08 年度の年平均 41 億
ドルを上回る62億ドルから83億ドルに達すると予測されています。

2011年の食糧価格が 2008 年に記録された過去最高水準に近づいたため、
世銀は、世界食糧危機対応プログラムを 2012 年まで延長しました。このプロ
グラムは、2008 年の開始以来、40 か国以上の低所得国で 4000 万人近くに支
援を提供しています。
食糧価格 の 高騰 と乱高下に 対処するため、世銀 は G20 の 枠組 みの 中 で
数々のイニシアティブに取組 んでいますが、
「世界農業食糧安全保障プログ
ラム（GAFSP）」もその1つです。GAFSP は、各国・地域における農業食糧安全

保障戦略 の資金ギャップを埋めることを目的として、2010 年に立ち上げられ
ました。GAFSP 運営委員会は、ドナーと受益者からそれぞれ同数の代表が議

決権を持つ外部意思決定機関です。これまで、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団や、
オーストラリア、カナダ、アイルランド、韓国、スペイン、米国の各国政府などの
ドナーが、GAFSP の公共セクター分野に 9 億 7500 万ドルの拠出を誓約してい
ます。カナダと米国は、民間セクター分野に対しても 7500 万ドルの拠出を誓

約しました。2010 年 6月以降、GAFSP は、バングラデシュ、カンボジア、エチオ
ピア、ハイチ、リベリア、モンゴル、ネパール、ニジェール、ルワンダ、シエラレ
オネ、タジキスタン、トーゴでのプロジェクトに 4 億 8100 万ドルを提供してい
ます。

気候変動 は、農村部 の 貧困層にとりわけ 大きな影響 をもたらします。世

最先端の設計と技術による世界初の集光型太陽熱発電所としてモロッコの
電力網に電力を供給するアイン・ベニ・マタール発電所。
撮影：Dana Smillie

銀は、適応でも緩和でも利益をもたらすよう、気候変動に迅速かつ適切に対
応する賢明な土地・水管理を支援しています。農業セクターにおいて世銀 が
手がけるその他の中核的分野としては、持続可能な漁業、農業用水、技術革
新システム、林業、コミュニティ主導の開発、畜産開発、土地保有、責任ある
農業投資、農村融資、農業リスク管理などがあります（http://worldbank.

org/rural 参照）。

インフラストラクチャ
現在、世界では、安全な水へのアクセスが無い人々が 8億 8000万人、電気が無
い人々が 14 億人、衛生設備を持たない人々が 25 億人、電話サービスを使用で
きない人々が 10 億人以上いると推定されています。途上国におけるインフラ
の投資・整備の総需要は年間 9000 億ドルを超えると推定され、最もニーズが

高いのはアフリカとアジアです。

2011 年度の世銀によるインフラ・セクターへの資金提供は 197 億ドルに達
しました。このようにインフラは依然として世銀の事業の中心であり、世銀支

援全体の 46％を占めています。支援の内訳は、運輸が 86 億ドル、エネルギー
が58億ドル、水が 46億ドル、情報通信技術が6億4000万ドルでした。地域別で

プトのエネルギー効率戦略、ナイジェリアのエネルギー・セクターの政策分析
など、159件の分析・助言報告書を作成しました。

世銀は、環境関連のアジェンダの促進でも、炭素パートナーシップ・ファシ
リティ、クリーン・テクノロジー基金、グリーンボンドといった新たな資金調達

制度を活用して途上国を支援しています。2011年度、世銀は、再生可能エネル
ギーやエネルギー効率に関するプロジェクトなど、環境分野で記録的な額の

融資を承認しました。運輸では、引き続き道路・幹線道路 への融資が最も大
きい一方、鉄道への融資も大幅に増加しました。

世銀は、借入国からのニーズの変化に対応すべく、
「持続可能なインフラ行
動計画」の改訂に着手しました。そこには、従来のアクセス確保のためのイン
フラ支援のみならず、他のセクターとの関連を重視したインフラの整備、民間

資本やその他の財源の動員などが盛り込まれる予定です。こうした改訂作業
を経て同計画は、インフラ関連の様々なセクター戦略を統合した包括的な文

書になります（http://worldbank.org/infrastructure 参照）。

見ると、融資額が最も大きかったのは南アジア地域（30％）で、東アジア・大
洋州地域（24％）、ラテンアメリカ・カリブ海地域（15％）、アフリカ地域（14％）
がこれに次いでいます。世銀はまた、中国の都市交通の気候変動戦略、エジ

危機後の方向性
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撮影：Martje Van Der Heide
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世銀の支援を受けたナイジェリア北部カドゥナ州の州教育セクター・プロジェクトにより
建設された新しい保育園で、黒板を使って数字を勉強する子ども。このプロジェクトに
より、農村部の子どもたちのためにカドゥナ州だけで187の学校が建設されました。

アフリカ地域
サハラ砂漠以南のアフリカ諸国は、経済政策の改善もあり、今回の世界経済

が 高まり、公務員が給与に見合った働きをしない「静かな腐敗」に対 する防

危機を過去の危機よりもうまく切り抜けることができました。その結果、アフ

御となりつつあります。

リカは世界で最も急成長中の途上地域の 1 つとなっています。2010 年の GDP

アフリカの長期的な成長がもたらす相関する社会的・人口的変化は、新た

成長率は推定 4.7％と、2009 年の成長率 1.7％から力強い回復を遂げました。

な成長 の原動力を生み出すでしょう。特に重要な変化としては、都市化、労

回復がもっとも堅調だったのは、一次産品価格の上昇による恩恵を受けた金

働力の拡大、アフリカの中産階級の消費者の台頭などが挙げられます。アフ

属、鉱物、石油の輸出国でした。2011 年度には GDP 成長率が推定 5.3％ へと

リカの都市人口率は 1980 年にはわずか28％でしたが、現在ではアフリカ大陸

更に上昇し、2012 年には 5.5％に達する見込みです。こうした成長の加速や社

の人口10 億人の内40％が都市部に住んでいます。これは中国とほぼ同率であ

会指標改善の結果、カーボヴェルデ、エチオピア、ガーナ、マラウィの4か国が、

り、インドを上回ります。2030 年までにアフリカの都市人口率は 50％まで上

2015年までは難しいとしても、そう遠くない将来、ミレニアム開発目標（MDGs）

昇すると予想され、上位18都市を合計した年間購買力は1.3兆ドルになると見

の大半を達成できると見込まれています。

込まれます。

しかし、アフリカ地域には引き続き深刻な開発課題が残っています。人口
の約半数は 1日1.25ドル未満での生活を余儀なくされ、ガバナンスは脆弱で、
アフリカの女性10万人中645人が出産時に亡くなっています。
それでも改善が見られる点もあります。妊産婦死亡率は、1990 年〜2009 年
の期間に 26％低下しました。子どもの死亡率も低下傾向にあり、HIV 感染率
は横ばいにとどまり、初等教育修了率は世界で最も速いペースで上昇、極度
の貧困状態にある人々の割合も減少しつつあります。2010 年の海外直接投資
はインドを上回り、国際資本流入の対 GDP 比は4.6％に上昇、出稼ぎ労働者に
よる海外からの送金は約115億ドルに達しています。ビジネス環境も改善され
ており、2010 年、アフリカ地域からカーボヴェルデ、ルワンダ、ザンビアの3 か

国が、世界でビジネス環境が最も向上した国ベスト10 に選ばれました。市場

MDGs 達成に向けた歩みの加速
多くのアフリカ諸国が MDGs に向けて前進しています。タンザニアは、乳幼児
の健康に関する目標を達成できる見込みです。セネガルは、栄養状態を大き
く改善しています。ニジェールのデータによれば、最新の避妊手段がこれまで
になく普及しています。
こうした 成果は、人々の 行動に変化が生まれたことや、途上国のオーナー
シップ、教育、保健サービスへの公平なアクセス、保健制度の改革、ドナー間
のより良い調整など、数多くの要因が重なった結果です。このような変革が幅

広く適用されれば、アフリカ地域で、幼児や妊産婦 の 健康に関連した MDGs
を目標の2015年から数年以内に達成できる可能性があります。

志向型で貧困層に配慮した改革が確立され、またシビルソサエティの発言力
図2.1

図2.2

アフリカ地域
IBRDとIDAのテーマ別融資 | 2011年度

IBRDとIDAのセクター別融資 | 2011年度

総額71億ドルに占める割合

総額71億ドルに占める割合
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世銀の支援
2011年度、世銀はアフリカ地域に71億ドルの支援を行いました。その内訳は、

IDA から70億ドル、IBRD から5600万ドルでした。
アフリカ地域が、自らの変革を通じて人々の生活をより良くする努力を後

押しするため、世銀は、アフリカ経済が 30 年前のアジア諸国のような飛躍的
成長を遂げられるよう10 か年戦略「アフリカの未来と世界銀行の対応」を策
定しました。この新アプローチには、
「競争力と雇用」、
「脆弱性と回復力」と
いう2つの柱があり、いずれもガバナンスと公共セクターの能力の強化が基盤
となっています。同戦略では、世銀のアフリカ支援の優先順位が入れ替わり、
パートナーシップが最も重視され、次いで知識、最後に資金的援助となってい
ます。その目的は、世銀の支援が、アフリカの政府や民間セクター、シビルソ
サエティを含む他のパートナーによる関与と協調することです。

農業の重視
食糧価格の世界的な高騰を受け、世銀は、農業プログラムに的を絞った融資
をアフリカ大陸全土で拡大し、2011年度には 8 億ドルの支援を提供しました。

世銀の取組みは、農業生産性向上に向けてアフリカがオーナーシップを持っ
て主導するイニシアティブ「包括的アフリカ農業開発計画」と足並みを揃え
ています。

アフリカにおける人的資本の構築
アフリカ諸国は、初等教育就学率向上で目覚しく改善し、過去 10 年間で就学

施を支援しています。その際、貧困層が自分たちのコミュニティの開発に責任
を負うよう、権限を与えエンパワメントを目指しています。これまでに資金援

助を受けた取組みには、教室や保健センターの建設、農村から各市場への輸
送網整備、収入を生み出す活動のための資金提供、食糧安全保障の改善など
があります。

地域統合のための連携
国や市場の大半が比較的小規模で孤立している上、多くの国が内陸国である
アフリカ地域では、成長を加速するための地域統合が極めて重要です。2011

年度、アフリカ地域への融資は、2010年度比66％増に当たる10億ドルでした。
支援策には、
「域内高速インターネット・インフラ整備プログラム」及び「中央
アフリカ・バックボーン・プログラム」を補完する「西アフリカ地域通信インフラ・

児童数が数百万人も増えました。世銀は現在、新たな教育戦略に沿って、
「万

プログラム」に対する 3 億ドルの支援も含まれています（http://worldbank.

人のための 教育」の 達成に特に力を注いでいます。世銀はまた、持続可能性

org/afr 参照）。

を高め、雇用市場 のニーズに即した教育や訓練を行うために、アフリカ諸国
と共に高等教育及び技能構築にも取組んでいます。

保健分野でも大幅な前進が見られます。エチオピア、ガンビア、マラウィ、
ルワンダでは過去 10 年間に子どもの死亡率が 25％以上（特にルワンダでは

47 ％）も 低下しました。妊産婦 の 死亡率 も 多くのアフリカ諸国 で 20% から
50％低下しています。
アフリカの HIV/ エイズ感染者は 2250万人に上り、マラリアと結核も依然と
して重大な課題であるなど、感染病対策は優先課題の 1 つです。世銀の支援
を受けた東アフリカ公衆衛生研究所ネットワーク・プロジェクトは、4 か国連
携による疾病の監視を支援しています。アフリカ地域における HIV/ エイズ対
策のためにこれまでに行われた 14 億ドルの世銀融資が HIV/ エイズ撲滅のた
めの世界的融資を促進し、その額は2001年の16 億ドルから2010 年には160 億
ドルを上回るまでに増加しました。世銀は、アフリカ地域のマラリア抑制 の

アフリカ地域の概要
総人口

9億人

人口増加率

2.6%

平均寿命

53歳

乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）

81人

若い女性の識字率

67%

HIV 感染者・エイズ患者数

2250万人

2011年の1人当たり国民総所得（GNI）

1,165ドル

1人当たり GDP 指数（2000年を100とする）

123

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は
2009年、その他の指標は2010年の「世界開発指標」のデータ。HIV/ エイズの2009年のデータは、
「世
界 のエイズ流行に関する最新情報2010」より。

取組みにおいても積極的なパートナーとなっています。マラリア対策プログラ

2011年度の

2011年度の

IBRD：5600万ドル

IBRD：6億6500万ドル

られます。例えばエチオピアでは、世銀は、世界経済危機の際、1000万人に対

IDA：70億400万ドル

IDA：49億2500万ドル

して現金や食糧の追加給付を誓約しました。

2011年6月30日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：387億ドル

ムの下で、これまでに5170万張の蚊帳が配布され、更に2100万張の追加配布
が計画されています。
アフリカ大陸で進められている取組みでは、社会的保護の望ましい例が見

トーゴでは、世銀 の融資を受けたコミュニティ開発プロジェクトで 数千人

新規融資承認額

融資実行額

が恩恵を受けました。2009 年2月に開始されたこのプロジェクトは、主に農村

部で進 められ、草 の 根 の人々との協議 の 結果決 められた開発優先課題 の 実

地域別概要
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撮影：Stanislas Fradelizi
ラオス人民民主共和国ビエンチャン県で、雇用創出・所得増大のための世銀支援プロ
ジェクトに参加している竹細工生産者の女性たち。ジェンダー行動計画の下、
「メコン
成果主義イニシアティブ」はラオス人民民主共和国の3つの県とカンボジアの2,000世帯
の女性に恩恵をもたらしています。

東アジア・大洋州地域
東アジアの 途上国では世界経済危機 からの回復 が順調に進 んでおり、実質

世銀の優先分野に沿ったものです。アジア開発銀行、ならびに東南アジア諸

GDP 成長率、工業生産、輸出はいずれも危機以前の水準を上回っています。 国連合（ASEAN）やアジア太平洋経済協力会議（APEC）などの地域機関、更
2010年のGDP成長率は9.6％で、2011年及び2012年も約8％になる見込みです。 にはオーストラリア、欧州連合、日本などのドナーとのパートナーシップを通じ
この地域は、着実に回復した後、今後急速かつ持続的な成長の軌道を進む

可能性がありますが、それは機会を活かし様々な課題に対応することができ
れば、という条件付きです。2011年度、短期的にはインフレの抑制がこの地域
の重要課題でしたが、これを複雑化させたのが同地域向け証券投資資金の

流入急増と食糧・一次産品価格の大幅な上昇でした。今後、東アジア・大洋州
地域の国々は、中国の急成長を活かすべく地域統合を進めていく必要があり
ます。格差と社会からの阻害を削減し、域内の都市の自然災害対応力を強化
し、気候変動の影響に対処することも、継続的な成長のために重要です。

て資源が活用されました。

知識の共有
域内の開発ニーズが高度化するに伴い、知識の重要性が高まっています。世
銀の知識成果物の 1 つであり半期毎に発表される「東アジア・大洋州地域経
済報告書」の最新版（2011年 3月発表）は、日本の地震がこの地域の経済に及
ぼす影響に関する分析を地震からわずか数日後にまとめています。中国、イ
ンドネシア、マレーシア、モンゴル、フィリピン、タイといった国については、定

期的に経済報告が作成されています。2011年度、世銀はパートナーと協力し、

「Climate Risks and Adaptation in Asian Coastal Megacities（仮題：アジア沿
世銀の支援
岸部の大都市における気候変動リスクと適応）」を発表しました。東アジアに
世銀は2011年度、東アジア・大洋州地域の58件のプロジェクトに対し、80億ド
ルを承認しました。その内訳は、IBRD の貸出 64 億ドル及び IDA の融資 16 億ド

おける生産性と成長を支 える高等教育に関する重要な研究も実施されてい

ルでした。2011年度の地域戦略は、持続的成長、効果的な貧困削減、国ベース

ます。また世銀は、将来の更なる成長のために域内の開発課題と機会につい

のガバナンス・腐敗防止戦略、地球規模課題への地域レベルの関与（自然災

て政策立案者幹部や開発専門家が議論する、東アジア開発会議も開催しま

害や食糧・一次産品価格の高騰といった危機 への備えなど）に焦点を置いた

した。

図2.3

図2.4

東アジア・大洋州地域
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東アジア・大洋州地域
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3%

産業・貿易

< 1%

情報・通信

14%

法規

16

4%

水と衛生・治水

環境・天然資源管理

19%

7%

社会開発・ジェンダー・
貧困層の参加支援
2%
農村開発

経済管理

< 1%
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20%

公共セクター・ガバナンス

行政・法律・司法

28%

世銀融資適格国
カンボジア

大韓民国

ミクロネシア連邦

パプアニューギニア

タイ

中国

モンゴル

フィリピン

東ティモール

フィジー

ラオス人民民主
共和国

ミャンマー

トンガ

マレーシア

サモア

インドネシア

パラオ

ソロモン諸島

バヌアツ

キリバス

マーシャル諸島

ベトナム

自然災害や気候変動への対応力の構築
東アジア・大洋州地域は、1997 年以降に世界で起きた自然災害の 70％以上、
そうした災害による犠牲者の 82％を占めており、異常な気象災害、海面水位
の上昇、その 他 の自然災害 への対応力を高めることがこの地域の重要な中

期的課題となっています。世銀は、災害や気候変動のリスク評価における分
析・助言サービス、リスク対応の金融手段開発、リスク緩和政策などの取組
みを進めています。2011年度、オーストラリアで起きた洪水とサイクロン、日本
で起きた壊滅的な地震と津波は、世銀とドナーが相互に学び、理解する必要

性を改めて認識する機会となりました。
リスク緩和に関しては、
「Preparing for Asia s Next Big Earthquake（仮題：
アジアでの次の大地震への備え）」と題した政策ノートが 2010 年 10 月に発表
され、インドネシア国内の学校の耐震工事に繋がりました。

災害後の復興としては、サモアで 2009 年の地震の被害を受けたウポル島
のコミュニティの移転・再建を支援するため、新たなアクセス道路 の建設や

被災した道路や防潮堤の再建を図る1180 万ドルのプロジェクトがあります。

立場にあります。2011年度、世銀はベトナム政府と、2011年〜2016 年を対象と
した次の国別パートナーシップ戦略の策定を開始しました。また、ベトナムで

急増する電力需要に対応 するため、チュンソン水力発電プロジェクトに 3 億

3000万ドルの融資を承認しました。
世銀は、太平洋島嶼国に対する分析支援及び財政支援も強化しました。キ

2010 年のメラピ火山噴火により破壊された住宅やコミュニティのインフラを

リバスに対する初の国別援助戦略は、地下水の管理、雨水の効果的貯留、新

既存 のコミュニティ主導 の開発プログラムを用いて再建するため、ジャワ復

たな水源の開発で政府を支援する 3 か年計画の中心に気候変動 への適応を

興基金を通じて350万ドルのグラントが活用されました。

位置づけています。トンガでは、2011 年〜2014 年の国別援助戦略において、
食糧・燃料価格急騰への対応力をつけるための経済改革が重視されています

成熟しつつある中国経済への支援
（http://worldbank.org/eap 参照）。
中国は 2010 年に世界第 2 位の経済国となり、市場為替レートで世界 GDP の約

9.5％を占めていますが、中国の国民 1 人当たり GDP は依然として世界平均を
下回っています。世銀は、2011年度に中国に対して14 件（内 3 件は前年度から
の繰り越し）のプロジェクトで約 17 億ドルの融資を承認しました。中国で進行
中の世銀融資プロジェクトの内約76％は、環境に重点を置いたものです。
現在、世銀と中国のパートナーシップは、経済分析、政策助言、技術協力、
トレーニングに主眼を置いています。一例として、中国の国務院発展研究セ
ンター及び財務省と協力し、中国が 高所得経済への移行に向け 急速 かつ持

続可能 な成長を遂げるための政策アジェンダを策定する合同報告書を作成
中です。

域内の低・中所得国との協働
ラオス人民民主共和国では、1,070メガワットのナムトゥン2水力発電プロジェ
クトが2010年12月に始動しました。このプロジェクトは、世銀を含む27関係機

関から13 億ドルの支援を受けました。タイへの電力輸出により得られた収益
は、貧困地区における教育
（200万ドル）、農村道路
（170万ドル）、公衆衛生
（100

万ドル）に役立っています。世銀は、財政管理強化のための、より広範なプロ
グラムでも、ラオス政府と協力しています。
フィリピンでは、世銀の支援を受けた条件付現金給付プログラムが、新し
く総合的な社会的保護システムを支えており、
160万世帯以上がこのプログラ

東アジア・大洋州地域の概要
総人口

20億人

人口増加率

0.7%

平均寿命

72歳

乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）

21人

若い女性の識字率

99%

HIV 感染者・エイズ患者数

230万人

2011年の1人当たり国民総所得（GNI）

3,692ドル

1人当たり GDP 指数（2000年を100とする）

220

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は
2009年、その他の指標は2010年の「世界開発指標」のデータ。HIV/ エイズの2009年のデータは、
「世
界 のエイズ流行に関する最新情報2010」より。

2011年度の

2011年度の

IBRD：63億7000万ドル

IBRD：39億6400万ドル

IDA：16億2700万ドル

IDA：12億3800万ドル

新規融資承認額

融資実行額

2011年6月30日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：299億ドル

ムの恩恵を受けています。
ベトナムは、市場志向型改革の採用で大きく前進しており、2009 年に IDA

融資適格国から IBRD ブレンド国に移行し、中所得国への移行も達成し得る

地域別概要
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撮影：Kurmangazy Omarov
カザフスタン農村部で、世銀の
「農業競争力強化のためのプロジェクト」に参加する農民。
同プロジェクトは、リンゴ栽培への革新的技術応用に向け農業研究を行なうものです。
カザフスタンにおける世銀の使命は、全ての市民に雇用増大と社会的サービス向上をも
たらす長期的な経済成長を支援することです。

ヨーロッパ・中央アジア地域
世界経済危機により急落したヨーロッパ・中央アジア地域の成長率は、2010

化促進、アルメニア及びトルコの中小企業 のための金融アクセスの拡大を行

年には回復に転じ 4.5％に達しました。しかし、2011 年〜2013 年はやや上向く

いました。また、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス共和国、南コーカサスに

ものの、依然として他の地域を下回る見通しです。

おける道路整備、ならびにルーマニアにおけるガバナンス 及び 運輸・エネル

中央ヨーロッパ及び南東ヨーロッパは、独立国家共同体（CIS）ほどの成長

ギーの提供充実を図る公共セクター改革を支援しました。世銀は、借入国に

は達成できませんでしたが、一次産品価格の上昇による純輸出高の増加と出

よる政策優先分野の特定、危機からの回復計画の策定、投資環境の改善、輸

稼ぎ労働者による海外送金の増加により、民間消費が促進されています。純

出多様化のために、
雇用の創出を視野に入れながら引き続き協力しています。

輸入国、特にアルメニアやキルギス共和国、タジキスタンでは、食糧・エネル

「ビジネス環境の現状 2011」は、国内企業に対する事業規制の改善でヨー

ギー価格 の上昇に伴い貧困が増大する恐れがあります。また、この地域は域

ロッパ・中央アジア地域を 8 年連続で世界第1位にランクしています。更に、域

内全体が、ソブリン債務問題に苦しむ西ヨーロッパに依存しています。

内の21か国が順位を上げています。

世銀の支援
2011年度の世銀支援は61億ドルに達しました。内訳は IBRD から55億ドル、IDA

スタン、モルドバに関する経済報告書を作成しました。また、トルコの非公式

経済及びポーランドの成長と競争力に関する調査書も作成しました。東ヨー

から 6 億 5500万ドルでした。国別で見ると、融資額が特に大きかったのは、ト

ロッパ・中央アジアにおけるガバナンスと規制負担に関する研究は、域内 29

ルコ（14億ドル）、ポーランド（11億ドル）、ルーマニア（11億ドル）でした。セク
ター別で見ると、融資額が最も大きかったのはエネルギー・鉱業（19億ドル）、

2011年度、世銀は、ロシア連邦、欧州連合新規加盟10か国（EU10）、カザフ

か国の1万1000社以上の企業を対象とした第4回「ビジネス環境・企業業績調

査」に基づいています。

行政・法律・司法（17億ドル）、保健・その他の社会サービス（12億ドル）でした。

社会セクター改革及び財政調整の支援

競争力の増大

ヨーロッパ・中央アジア地域の一部の国では、非効率な社会的支出が行われ

ヨーロッパ・中央アジア地域の国々は、競争力を向上し、生産性を高めて、地

ています。政府は、現金給付、社会年金、的を絞った貧困削減プログラムの改

域統合を強化する必要があります。これに向けて世銀は、クロアチア及びポー

善を通じて貧困層を保護する必要があります。社会セクター改革及びセーフ

ランドにおける規制改革及び財政管理の支援、セルビアの金融セクター安定

ティネット強化に対する世銀支援として、モルドバ及びルーマニアへの成果に

図2.5

図2.6

ヨーロッパ・中央アジア地域
IBRDとIDAのテーマ別融資 | 2011年度

IBRDとIDAのセクター別融資 | 2011年度

総額61億ドルに占める割合

総額61億ドルに占める割合

都市開発

3%

貿易・地域統合
社会的保護・
リスク管理

ヨーロッパ・中央アジア地域

経済管理

6%

水と衛生・治水

6%
21%

23%

4%

教育

行政・法律・司法

31%

27%

エネルギー・鉱業

3%

法規

1%

公共セクター・ガバナンス

4%

人間開発
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農業・漁業・林業

2%

4%

環境・天然資源管理

社会開発・ジェンダー・
貧困層の参加支援
1%
農村開発

2%

運輸
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情報・通信

10%

22%

金融・民間セクター開発

産業・貿易

< 1%

6%
4%

20%

金融
保健・その他社会サービス

世銀融資適格国
アルバニア

ブルガリア

ラトビア

ポーランド

トルコ

アルメニア

クロアチア

ルーマニア

トルクメニスタン

アゼルバイジャン

グルジア

マケドニア旧ユーゴ
スラビア共和国

ウクライナ

ベラルーシ

カザフスタン

モルドバ

ロシア連邦
セルビア

ウズベキスタン

ボスニア・ヘルツェゴビナ

キルギス共和国

モンテネグロ

タジキスタン

コソボ

リンクした投融資、タジキスタンへの緊急社会対策及び IDA グラント、キルギ
ス共和国における保健及び社会的保護のための追加融資、ウズベキスタンの

保健制度改善プロジェクト、ルーマニア他での年金改革が行われました。
世銀は、十数か国の財政改善を支援しています。こうした支援は、アルバニ
ア、ラトビア、ルーマニアにおける社会援助プログラム、ならびにカザフスタ
ン及びロシアにおける教育の質、アルメニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、タジ
キスタン、ウズベキスタンにおける医療など、重要な公共サービスへの支出を

確保するために役立っています。
世銀は、年金制度の実績に関する研究や、景気後退に対する家計や政府の
対応に関する研究など、いくつかの地域報告書を作成しました。また、バルカ
ン半島西部における社会的援助プログラム、トルコにおける女性の労働市場

参加、EU 新規加盟国及びクロアチアにおける高齢者のための 長期介護政策
に関する報告書も発表しました。

気候変動の緩和と適応
ヨーロッパ・中央アジア地域では、長年続けられてきた不適切な 環境管理と
エネルギー集約的生産のため、気候変動 の 悪影響に適応 する準備が 整って
いません。多くの国は深刻な洪水や干ばつに見舞われ、異常な気象災害（干
ばつ、洪水、熱波、暴風雨、森林火災など）の件数も、今後数十年間で増加す
ると見られています。

世銀は、炭素排出量の削減、気候変動に関する各国の知識基盤構築、気候
変動の影響や適応策のアプローチの評価を図る取組みを支援しています。ま
た、ベラルーシ、ポーランド、トルコ、ウクライナにおけるエネルギー効率化プ
ロジェクト、ならびにポーランドにおける開発政策融資で資金援助を行なっ
ています。また、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、ポーランド、ロシア、ウク
ライナで、国家のエネルギー効率化戦略に協力しています。

地域統合と協力の強化
域内の経済統合が進んでいる中、水とエネルギー、運輸、貿易、コーポレート・
ファイナンス、社会的弱者の参加といった分野でさらなる連携が不可欠です。

世銀は、エネルギー市場に関する共通の 規制枠組みの 構築 で南東ヨーロッ
パ・エネルギー共同体を支援し、EU の運輸面の要件を満たすため域内の運輸

改善策の策定に貢献しました。
世銀は、中央アジア諸国による水・エネルギー資源の管理、地域機関の強
化、投資促進を支援するため、包括的な「中央アジア・エネルギー・水開発プ
ログラム」に着手しました。英国国際開発省及びスイス政府からの支援を受
けてマルチドナー信託基金が設置され、その他のドナーとの協議も進められ
ています。

世銀は、ロマ 族 の 社会参加に関しても欧州委員会と協力して取組 んでお
り、
「ロマ教育基金」及び「ロマ一体性の10年」を通じて支援を提供しました。
ヨーロッパ・中央アジア地域の概要
総人口

4億人

人口増加率

0.4%

農業、及び水分野の脆弱性に関するパイロット・プロジェクトを引き続き実施

平均寿命

70歳

しました。また、持続可能な都市及び社会開発に関するプロジェクトにも着手

乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）

19人

しました。更に、世銀職員や域内の一部の 借入国に対して提供する知識・学

若い女性の識字率

99%

習プログラムを拡大しました。

HIV 感染者・エイズ患者数

150万人

2011年の1人当たり国民総所得（GNI）

7,214ドル

1人当たり GDP 指数（2000年を100とする）

156

世銀は、気候変動への抵抗力構築を強化しており、エネルギー・システムや

パートナーとの協力
2011 年度、世銀は欧州連合（EU）とのパートナーシップを強化し、国際的な一
連の改革に協調融資を行いました。また、EU 加盟国に対しては各国が直面す
る問題に関して、加盟候補国に対しては EU 加盟に関して、それぞれ助言サー
ビスを提供した他、地域のエネルギー問題への取組みも推進しました。この

取組みを強化するため、世銀は、この地域と EU 及びヨーロッパに拠点を置くそ
の他の機関とのパートナーシップのための戦略（STEP-EU）を策定しました。

世銀は、経済危機への対応として、欧州復興開発銀行及び欧州投資銀行と
の連携 の下、中央・東ヨーロッパの銀行システム及び経済を支援する国際金

融機関共同行動計画を策定しました。また、新たにドナーとなったロシアと協

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は
2009年、その他の指標は2010年の「世界開発指標」のデータ。HIV/ エイズの2009年のデータは、
「世
界 のエイズ流行に関する最新情報2010」より。

2011年度の

2011年度の

IBRD：54億7000万ドル

IBRD：68億7300万ドル

IDA：6億5500万ドル

IDA：5億8500万ドル

新規融資承認額

融資実行額

2011年6月30日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：226億ドル

力し、キルギス共和国及びタジキスタンに対する食糧危機 への対応、タジキ
スタンにおける食糧危機 への緊急社会対策、域内 の財政管理に取組みまし
た。更に世銀は、
「ユーラシア経済共同体（EurAsEc）危機対策基金」と連携し、
ヨーロッパ・中央アジア地域の低所得国にパラレル融資を提供しました。
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撮影：James Martone
ハイチのジャンヌ・ブーシコは、家族と共に家に戻れることになり喜んでいます。世銀の
支援を受けた家屋検査プログラムにより、2010年1月12日の地震以後、40万棟の建物の
安全検査が実施されました。

ラテンアメリカ・カリブ海地域
ラテンアメリカ・カリブ海地域は、2002年〜2010年にかけて過去100年間で最

資額が特に大きかったのは保健・その他の社会サービス（31 億ドル）、行政・

も目覚ましい成長を遂げました。これを支えたのは、かつてないほど長期間

法律・司法（20億ドル）、運輸（11億ドル）でした。

かつ広範囲にわたる一次産品価格の高騰と対中国輸出の大幅な伸びです。世

界的な景気後退の後も成長率はすぐに回復し、2010年には6％に達しました。
その結果、2002 年〜2008 年の期間に 5000万人以上が中程度の貧困から抜け

出し、根強い経済的格差の是正にも初めてメスが入りました。2011年は 4% か
ら5％の堅調な成長が見込まれています。
ラテンアメリカ・カリブ海地域の経済的健全性は、マクロ経済や財政の安

定化を図ると同時に効率的な社会的プログラムの構築に向け、過去20年間に
わたって実施された各種の改革の賜物です。ラテンアメリカは、2002 年まで

多額の債務を抱えていましたが、現在では、世界の国々に対する重要な債権
国となっており、域内への 外国資本の流入は負債ではなく直接投資･証券投
資の形で行われています。2010 年 12 月には域内主要国に対する総資本流入
額が年間約3300 億ドルに達し、2008 年3月に記録されたそれまでの最高額を

800億ドル近く上回りました。

貧困層のための機会創出
世銀は、地域経済の回復を持続させながらも、生産性の向上、質の高い新規
雇用の創出、最も困窮している人々への援助プログラム、特にこの地域で他
に先駆けて行われた条件付現金給付を通じて、万人のために機会を生み出す

努力を支援しています。また、幼児総合開発も引き続き重視しています。2010
年2月に「幼児教育イニシアティブ：生涯の投資」の立ち上げを支援して以来、
世銀の支援により十分な栄養や医療を享受できた児童は域内で 50 万人に上
ります。

気候変動の緩和と適応
ラテンアメリカ・カリブ海地域の温室効果ガス排出量は、世界の総排出量の
わずか 6％にすぎません。石炭火力発電よりも水力発電の方が主流であるた
め、域内の電力部門で 発生する単位エネルギー当たりの二酸化炭素排出量

世銀の支援
2011年度の世銀支援は 96 億ドルに達し、その内訳は IBRD から 92 億ドル、IDA
から 4 億 6000 万ドルでした。同地域への支援額は、世銀全体の新規融資承認

額の20％以上を占めています。国別に見ると、融資額が特に大きかったのは、

は世界平均を 40％下回っています。排出量が比較的低いにもかかわらず、同

地域は、気候変動 の 緩和と適応に対 する包括的アプローチの 構築に率先し
て取組んでいます。

世銀は、同地域における環境関連プログラムへの支援を拡充しています。

メキシコ（28 億ドル）とブラジル（25 億ドル）でした。セクター別に見ると、融

2010 年 7月にはメキシコとの戦略的パートナーシップを強化し、既に広範囲に
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わたって実施されているメキシコの環境関連プログラムに対する支援を更に

強化しました。ブラジル、コロンビア、メキシコ、ウルグアイにおける低炭素型
成長に関する分析研究は、気候変動が水資源と農業生産性にもたらす影響に
重点を置いたものです。

自然災害 への対応
世銀は、ハイチで 2010 年1月に 23万人の犠牲者を出し、首都ポルトープランス
の大部分が崩壊した大地震からの復興活動を引き続き支援しました。更に、

40 万棟の建物の安全検査の支援、修理･復興のためのグラント資金の提供、
政府業務の安定化支援、コレラ対策、数千人の子どもたちの学校教育再開な
どを行いました。

市民の安全強化

2011年度、世銀はハイチへの1億1610万ドル（「ハイチ復興基金」からの2500
万ドルを含む）の融資を実行し、7800 万ドルの新規グラントを提供しました。

となっています。犯罪による物質的損害の対 GDP 比は、米国の2倍近くに上る

また、ハイチ政府と国際社会とのパートナーシップであるマルチドナー基金で
ある「ハイチ復興基金」の受託者も務めています。債務削減、送金、大規模な

援助により、ハイチの中央銀行は外貨準備高を蓄え、通貨を安定させること
が可能となっています。国内外の努力の結果、2010 年のハイチ経済の落ち込
みは予想されていたほどではなく、GDP 成長率はマイナス 8.5％の予想に反し
てマイナス5.5％でした。

2011年1月にリオデジャネイロ及びその近郊で数千人が家を失った洪水･地
滑りの発生に対し、世銀は4億8500万ドルの住宅プロジェクトを承認し、低所
得の非公式集落（favelas）に居住していた貧困層 200 万人がその恩恵を受け
ました（7ページ参照）。
貧困層に配慮した成長の促進−グローバルな知識を活かしたローカル
志向の成長に向けて
各国の中央政府 や直接 の受益者からの要望を受け、世銀は地方政府との協
力を拡大しています。こうした革新的なアプローチを通じて、世銀は、個々の
州の開発ニーズに焦点を合わせた対応を行なっています。
アルゼンチンで世銀は、住民 750 万人の 72％が貧困層という国内で最も貧
しい北部各州において持続可能な経済開発を促進するため、水とインフラの
プロジェクトを承認しました。これらのプロジェクトは、水・衛生サービスへの
アクセスの改善や道路インフラの整備によって統合を促進し、地域の競争力
を高めるものです。

2010 年 7月、リオデジャネイロ市に対して成長、教育、保健のための 10 億ド
ルの融資が提供されましたが、これは自治体への世銀支援としては過去最高

ラテンアメリカ・カリブ海地域全体で、犯罪と暴力が開発にとって大きな難題
と推定されます。中でも深刻なのが中央アメリカ諸国における問題で、暴力
による年間死亡者数は 1980 年代の内戦時の死亡者数を超えています。1999

年以来、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラスでは麻薬密売に関連した
犯罪ネットワークが活発化し、殺人発生率が急上昇しています。
世銀は、中米における犯罪と暴力と開発のつながりを検証する包括的報告
書「Crime and Violence in Central America: A Development Challenge（仮
題：中米における犯罪と暴力−開発の障害）」を作成しました。2011年 4月に発
表されたこの報告書では、国や地域の経験から得られた教訓に基づき、犯罪
と暴力の課題に立ち向かう一連の政策の 選択肢 が示されています（http://

http://worldbank.org/lac 参照）。
ラテンアメリカ・カリブ海地域の概要
総人口

6億人

人口増加率

1.0%

平均寿命

74歳

乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）

19人

若い女性の識字率

97%

HIV 感染者・エイズ患者数

180万人

2011年の1人当たり国民総所得（GNI）

7,802ドル

1人当たり GDP 指数（2000年を100とする）

123

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は
2009年、その他の指標は2010年の「世界開発指標」のデータ。HIV/ エイズの2009年のデータは、
「世
界 のエイズ流行に関する最新情報2010」より。

額です。国別パートナー戦略の枠組み下で行われた融資の約 70％は、州及び
自治体に対するものです。世銀は、2016 年の夏季オリンピックに向けた準備
についても、リオデジャネイロ市に知見やベストプラクティスを提供していま
す。

2011年度の

2011年度の

IBRD：91億6900万ドル

IBRD：83億7600万ドル

IDA：4億6000万ドル

IDA：3億2200万ドル

新規融資承認額

融資実行額

2011年6月30日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：325億ドル

地域別概要

21

撮影：Dale Lautenbach
世銀の「人間開発にかかる国家イニシアティブ」の支援を受けたタルーダントの学校で、
モロッコの伝統的建造物を飾る複雑な漆喰アートを学ぶ若者。このプログラムにより、
モロッコ国内で460万人が医療、職業訓練、社会復帰などのサービスを受けています。

中東・北アフリカ地域
中東・北アフリカ地域の多くの国で起きている最近の出来事は、開発パラダ

世銀の支援

イムを見直す機会を提供しています。世銀は、次の柱に基づいた支援の枠組

最近の情勢により、一部の主要借入国では、2011 年度後半になってプログラ

みをパートナーと共に構築しています。

ムに遅れが生じていますが、エジプトやチュニジアなどでは新たなプログラ

• ガバナンス − 政府の透明性、社会的説明責任についてのシビルソサエ
ティ支援、サービス提供のモニタリング、コーポレート・ガバナンスの改善、

市場特権から競争への移行支援

• 経済的・社会的参加− 社会的保護と助成金、立ち遅れた地域への対処、
女性の経済的・社会的参加の拡大

• 雇用創出 − 短期的な雇用促進策と教育の質と技能のマッチング、労働
市場改革、移民管理

ムやプロジェクトが開始されました。

IBRD 及び IDA の融資は、2009年度の17億ドルから2010年度は37億ドルに増
加しましたが、2011年度には21億ドルに減少しました。イエメン共和国に対す
る2011年度の IDA 支援は1億1700万ドルで、2010年度の2億500万ドルを大きく

下回りました。ジブチに対する IDA 支援も、2010 年度が 890万ドルであったの
に対し、2011年度は580万ドルでした。

質の高い知識を有料で提供するサービスは、2010 年度の 1220 万ドルから

• 経済成長の促進 − 成長、競争、民間セクター、ならびに新たな市場創出、 2011年度は1400万ドルに増加しました。他方で、融資とは独立した経済・分析・
助言サービスは、2010 年度の120 件から2011年度は108 件に減少しました。世
インフラ格差、環境の持続可能性と気候変動に重点を置いた地域・世界
銀は、域内の貧困に関する研究、民間セクター開発や移民と統合に関する報

統合への取組み
こうした優先分野は、チュニジアで策定された新規プロジェクトの 他、域

内の 他 の国々、特にエジプト・アラブ共和国における開発プログラムやプロ
ジェクトにも反映されています。この地域の GDP 成長率は、2010 年 12 月以降
の一連の出来事が成長に影響を及ぼし 2009 年度に 1.9％に低下した後、2010

年度には4.4％まで上昇したものの、依然として流動的な状況を受けて2011年
度には再び下落しました。

告書、金融危機から生じた影響や長期的課題に関する報告、特に雇用関連で
の最近の政治的展開に関する報告を作成しました。

解決策の模索と意見交換

2011年3月、世銀は「アラブの声と意見」と銘打った会議を開催しました。この
会議はアラビア語と英語によりライブでインターネット配信され、それと並
行してバーチャル・チャットや新たなブログ「中東・北アフリカ地域」も開設
されました。その目的は、この地域における歴史的な出来事について掘り下
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この項ではヨルダン川西岸・ガザ地区についても報告する。

げた話し合いを始めることでした。革新的な考えで著名な世銀外部からのパ
ネリストが、
「社会的説明責任 のためのニューメディア活用」や「雇用アクセ
スにおける公平性」といったテーマについて話し合いました。

パートナーシップの構築
中東・北アフリカ地域 では、近隣諸国や国内のパートナーとの協力体制が、
様々な分野での成果達成に役立つでしょう。イスラム開発銀行が世銀の「ア
ラブ・インフラ支援ファシリティ」に参加し、アフリカ開発銀行は同地域の「集

光型太陽熱発電イニシアティブ」を支援しました。世銀は、アラブ通貨基金と
協力し、同地域の金融セクターに関する重要な報告書を作成しました。ヨー
ロッパ 諸国は、経済的機会 の創出に主眼を置いた一連 の問題について協議
を進めています。日本のパートナーは、エジプト、チュニジア、その他の国々に
おける若者の問題への取組みを支援しています。

モロッコに対する世銀融資としては、都市交通開発政策融資（DPL）
（1 億
3700万ドル）、農業（「緑のモロッコ計画」）DPL（2億 500万ドル）、固体廃棄物
DPL（1 億 3900 万ドル）などが行われました。2011 年 5 月、世銀はモロッコと協
力して 2020 年までに 2,000 メガワットの太陽光発電設備を稼働させる計画に

着手しました。

湾岸協力会議加盟国

チュニジアに対する2011年度の世銀支援には、透明性と説明責任を重視し

原油価格の上昇により、湾岸協力会議
（GCC）加盟国の歳入が増加しています。

た 5 億ドルのマルチセクターDPL が含まれています。また、5000万ドルの雇用

一方、大半の GCC 加盟国では、域内の混乱を受けて助成金や公共セクター賃

DPL、4200万ドルの北西部山間森林地帯向け投融資も承認されました。

金への支出が急増していますが、原油価格 の上昇により、財政面の影響は対
処可能と予測されています。

ヨルダン川西岸・ガザ地区に対する支援

クウェートとサウジアラビアでのプログラム充実、バーレーンとカタールで

ヨルダン川西岸地区は、堅固な経済管理とドナーからの多額の支援により、

の新規プログラム開始など、2011 年度、世銀は費用立替方式の技術協力プロ

経済成長率が 2010 年の 7.0％から 2011 年には 7.6％に上昇しました。ガザ地区

グラムを拡充しました。世銀は、アラブ首長国連邦におけるマクロ経済、財政、

及び労働市場について取組みを進めている他、オマーンでのプログラムには

では、人道支援や基本的な社会サービス、ならびに基幹インフラ・サービス
の提供に重点が置かれています（http://worldbank.org/mna 参照）。

高まる教育重視の姿勢が反映されています。カタールでは、世銀はマクロ経
済、財政の強化、ビジネス及び貿易の促進に従事しています。

その他の石油輸出国に対する支援
アルジェリアでは、2011年度、非石油ガス・セクター及びその関連歳入が増大
しました。世銀支援は主に有料で行われており、経済の多様化、公共支出の

評価、社会・経済政策、地域格差の縮小に主眼が置かれています。
シリア・アラブ共和国における世銀の 技術協力プログラムは、経済成長と

社会的保護に重点を置いたものでしたが、現在停止中です。イエメン共和国
は IDA から1 億 1700 万ドルの支援を受けましたが、政治的混乱のためにプロ
ジェクトは中断しており、支援の実行は大幅に遅れています。

石油輸入国に対する支援

2011年度、世銀は、エジプト、ヨルダン、レバノン、モロッコ、チュニジアに関す
る重要な分析研究を、特に経済的ガバナンス 及び社会的セーフティネットの

側面から実施しました。移行期にあるエジプトに対し、世銀の技術協力及び
財政支援が進められており、2011 年度には、2 億ドルの第 2 次総合衛生・灌漑
プロジェクト、国有鉄道再建プロジェクトへの 3 億 3000 万ドルの追加融資、1

億ドルの農業水利プロジェクトなどが実施されました。

中東・北アフリカ地域の概要
総人口

3億人

人口増加率

1.8%

平均寿命

71歳

乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）

27人

若い女性の識字率

87%

HIV 感染者・エイズ患者数

50万人

2011年の1人当たり国民総所得（GNI）

3,839ドル

1人当たり GDP 指数（2000年を100とする）

127

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は
2009年、その他の指標は2010年の「世界開発指標」のデータ。HIV/ エイズの2009年のデータは、
「世
界 のエイズ流行に関する最新情報2010」より。

2011年度の

2011年度の

IBRD：19億4200万ドル

IBRD：7億6800万ドル

IDA：1億2300万ドル

IDA：1億8500万ドル

新規融資承認額

融資実行額

2011年6月30日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：94億ドル

レバノンでは、2011年度に2件のプロジェクトが承認されました。2億ドルの

大ベイルート圏上水道プロジェクトと、4000万ドルの第2次教育開発プロジェ
クトです。

地域別概要
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撮影：Dipankar
Photo:
Arne HoelGhosh
インドの Sarva Shiksha Abhiyan（万人のための教育プログラム）は、この種のプログラ
ムとしては世界最大規模です。世銀の支援を受けて政府が立ち上げたこのプログラム
は、国内の100万を超える農村部の町や村に住む2億人近い貧困層の子どもたちに初等
教育ニーズを満たすことを目指しています。

南アジア地域
南アジア地域の実質 GDP 成長率は、域内 GDP の 80％を占めるインドの力強

な成果主義のプロジェクトに力を注ぎ、アジア開発銀行や二国間ドナーなど、

い成長に支えられ、2010 年に推定 8.7％まで上昇しました。活発な内需、マク

他の 機関とのパートナーシップを通じた資源活用を一段と重視しています。

ロ経済政策による景気刺激策、投資家や消費者の 信頼感回復などが、成長

また、ジェンダーの平等、気候変動、地域統合、ガバナンスが重点対象となっ

の原動力となりました。過去 20 年間にわたり GDP が年間 6％以上の堅調な伸

ています。

びを示したことで、域内の人間開発指標は改善されましたが、依然として人口

15 億人の内 3 分の2 は1日 2ドル未満で生活しています。そのため、南アジア地
域では平均的な家計支出の約2分の1を食費が占め、世界的な食糧・燃料価格
の高騰は特に深刻な影響を及ぼしています。

インドの課題への対応
インドは世銀の最大の 借入国であり、2011 年度の融資承認額は 55 億ドル
に上りました。インドにとって重要な課題の 1 つは、インフラが不十分である
ことです。この問題に取組むためインド政府は、様々なインフラ関連セクター

世銀の支援

にまたがる大規模プロジェクトを実施しています。世銀は 2011年度、その 1つ

世銀は南アジア地域における重要な開発 パートナーであり、プロジェクト件

である首相直轄の農村道路建設計画「Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana」

数は210件、融資承認額は381億ドルに上ります。2011年度、世銀は南アジア地

に15億ドルの融資を承認しました。このプロジェクトでは、今後5年間で全長2

域で46 件のプロジェクトに対し、IBRD 貸出 37億ドル、IDA 支援 64 億ドル（内 3

万4200キロメートルの全天候型道路を建設することにより、7つの州（ヒマー

億9730万ドルが贈与）を承認しました。

チャラ・プラデシュ州、ジャールカンド州、メガラヤ州、パンジャブ州、ラジャ
スタン州、ウッタラカンド州、ウッタル・プラデシュ州）の相互の結びつきを

地域戦略の刷新
世銀理事会は 2011 年度、新たな南アジア支援戦略を承認しました。この戦略

改善し、600 万人以上に恩恵をもたらすことが想定されています。更に、第 2

は、独立した個々のプロジェクトをセクター別プロジェクトにまとめ、地域全

年度に承認され、全長 1,231 キロメートルの道路の 2 車線化に充てられます。

体に変革をもたらす潜在性のあるプロジェクトに主眼を置いています。また、
インフラに関する官民 パートナーシップを軸に、MDGs 達成に向けた革新的

次カルナタカ州幹線道路整備プロジェクトへの3億 5000万ドルの融資が2011
既に 2,385 キロメートルの道路の整備・保守が行われ、それにより移動に要す
る時間が35％以上短縮されました。

図2.11

図2.12

南アジア地域
IBRDとIDAのテーマ別融資 | 2011年度

南アジア地域
IBRDとIDAのセクター別融資 | 2011年度

総額101億ドルに占める割合

総額101億ドルに占める割合
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社会的保護・
リスク管理

環境・天然資源管理
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7%

2%

人間開発
公共セクター・ガバナンス

運輸

39%

15%

情報・通信

行政・法律・司法

世銀融資適格国
アフガニスタン

インド

ネパール

バングラデシュ

モルディブ

パキスタン

ブータン

スリランカ

2011年5月、世銀は、インドを象徴する河川であり4 億人以上がその流域に
暮らすガンジス川の浄化を図るインド政府の「ミッション・クリーン・ガンガ」
への長期支援の一環として、10億ドルの融資を承認しました。このプロジェク
トでは、ガンジス川の汚染対策のための専門機関の設置や、優先度の高いイ
ンフラへの融資が行なわれます。

世銀は、インド鉄道による東部貨物専用鉄道回廊 の新線建設への支援と
して、9 億7500万ドルの融資を承認しました。このプロジェクトにより、人口が

集中するインド北部・東部間の原材料や製品の輸送が、より早くて効率的に
なります。また、鉄道を使わないで物資の輸送を行う場合と比べると、炭素排

出量が2.25分の1に減少する見込みです。

インフラ投資
インフラへの 投資は、インド以外 の域内各国 でも最優先課題となってい
ます。アフガニスタンでは、世銀は、
「国家緊急農村アクセス・プロジェクト

（NERAP）」に対する当初のグラント1億1200万ドルに4000万ドルを追加しまし
た。2002 年に立ち上げられ、NERAP 及びその先行プロジェクトを通じて支援
を受けている政府の緊急農村アクセス・プログラムは、これまでにアフガニス
タンの34 州 358 地区の 8,726 の村を結ぶ全長約1万370 キロメートルの農村道

路を修復しました。これにより所要時間が短縮され、アフガニスタン農村部
の人々にとって主要サービスへのアクセスが向上しています。また、灌漑・排

水設備の整備により1 万 5000 ヘクタールの土地を再生すると同時に、農村部
の貧しい男性に雇用機会が提供されました。約 70 万人に 1か月間の臨時雇用
が創出され、元戦闘員の社会復帰も促進されました。NERAP への追加グラン
トは、基本的サービスや設備へ農村部の人々が常時アクセスできることを目

指すインド政府の継続した取組みを支援します。

危機と危機後 の地域におけるプロジェクト
カイバル・パクトゥンクワ州及び連邦直轄部族地域で 2009 年に発生した軍

事危機は、パキスタン史上最悪の安全保障危機をもたらし、数百万人の人々
が難民化し、人々の生活、生計、公共サービスの提供に深刻な混乱が引き起
こされました。
2010年1月、世銀理事会は、紛争地域のインフラ、サービス、人々
の生活を再建するためのマルチドナー信託基金の設置を承認しました。この

信託基金は 2011年度から運営が開始され、10 のドナーが総額1億 4000万ドル
を拠出しました。
スリランカは 2010 年に武装対立 が終了した後に中所得国となり、現在は
IBRD 貸出適格国となっています。IBRD 貸出適格国となったことで、スリランカ
の借入可能な資金額は倍増しました。政府の開発計画「Mahinda Chintana」
は、国民 1 人当たり所得を今後 6 年間で 4,000ドル以上に引き上げることによ
り、スリランカを「アジアの 奇跡」へと変貌させることを目指しています。こ
の計画を実現するため、スリランカは、東西を結ぶ世界 の経済中心地として
の位置づけを目指しています（http://worldbank.org/sar 参照）。

バングラデシュ南西部に住む人々のための 接続道路 の向上と機会 の 促進
のため、世銀は 2011 年度、パドマ多目的橋建設プロジェクトへの 12 億ドルの

IDA 融資を承認しました。パドマ川に世界で3番目に長い全長 6.1キロメートル
の 橋が架けられることにより、南西部に住む 約 3000 万人が他の地域と結ば
れ、市場やサービスへのアクセスが向上すると同時に、国全体の成長も促進
されます。

パキスタンの自然災害からの復興を支援
パキスタンで2010 年7月と8月に起きた大洪水により、2,000人が犠牲となり、

国土の約5分の1が水没し、人口の10 分の1を超える2000万人以上が被災しま
した。約 160 万戸の 住宅が破壊され、数千エーカーの農地と作物が被害を受
け、一部の地域では深刻な土壌浸食が発生しています。その対策として、世銀
は即座に、食糧、医薬品、テント、建設資材、機械、燃料などの物品の購入資

南アジア地域の概要
総人口

16億人

人口増加率

1.5%

平均寿命

64歳

乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）

55人

若い女性の識字率

72%

HIV 感染者・エイズ患者数

260万人

2011年の1人当たり国民総所得（GNI）

1,213ドル

1人当たり GDP 指数（2000年を100とする）

171

注：平均寿命、乳幼児死亡率（出生1,000人当たり）、若い女性の識字率、HIV 感染者・エイズ患者数は
2009年、その他の指標は2010年の「世界開発指標」のデータ。HIV/ エイズの2009年のデータは、
「世
界 のエイズ流行に関する最新情報2010」より。

金として 3 億ドルを提供し、更に幹線道路再生プロジェクトのための第 3 次追
加融資に洪水被災地限定として 2000 万ドルを追加しました。2011 年度には、

2011年度の

2011年度の

洪水の被災者に対する無条件現金給付のための1億2500万ドルも承認されま

新規融資承認額

融資実行額

した。政府の要請を受け、アジア開発銀行と世界銀行が共同で被害及びニー

IBRD：37億3000万ドル

IBRD：12億3300万ドル

ズのアセスメントを実施した結果、今回の大洪水関連の復旧・復興には 87 億

IDA：64億ドル

IDA：30億2800万ドル

ドルから109億ドルが必要であるとする推定値が割り出されました。

2011年6月30日現在、実行中のプロジェクトのポートフォリオ：381億ドル

地域別概要
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世界銀行について

成果を重視

世界銀行グループの 使命は、人々を貧困から救い出し、再び 貧困に陥らない
ようにすることです。資金援助、政策や制度面の支援、専門知識を通じて、世

界中の人々が自らや家族、祖国のためにより良い未来を築くことができるよ
う支援しています。世銀は、プログラムの実行や政策助言を行う際、成果重視
の姿勢を貫いています。

成果を得 るためのダイナミックな枠組み
近年、世銀による成果の測定、監視、報告の方法は大きく進歩しています。成
果ベースの援助に向けたコミットメントは、以下のとおりです。

• 現在、世銀の 全ての国別援助戦略が成果 ベースであり、そうした成果 の
枠組みを被援助国の優先分野と一体化させることにより、政府、ドナー、
ステークホルダーがより効果的に協力することで、開発に関する共通の

目標を定め、達成することが可能となっています。また、新たなセクター
戦略や地域開発戦略についても全て、測定可能な指標を用いた成果枠組

イエメン

みが設けられています。

撮影: Curt Carnemark

• 全ての世銀プロジェクトには、測定可能な指標を用いた成果枠組みが含
まれています。この枠組みは実施の際 の 指針となり、影響 の測定、教訓
の抽出が被援助国との間で合意されており、必要に応じて途中段階で修

正が可能です。成果の進捗状況は少なくとも年 1 回は開示され、全てのス
テークホルダーが、各プロジェクトの目的に向けた進捗状況や成果を、リ
アルタイムで見ることができるようになっています。

• プロジェクトが完了すると、世銀と借入国政府で実施完了・成果報告書を
作成し、当該プロジェクトの支援による達成内容と成果を評価し、文書
に記録します。同様に、国別援助 / パートナーシップ 戦略 の 完了時にも、

職員が完了報告書を作成します。

• 世銀プロジェクト及びその戦略は全て、完了時に独立評価グループ（IEG）
による評価を受けます。このように自己評価と独立した第三者からの評

価とを組み合わせることにより、世銀はプロジェクトの成功と失敗 から
学ぶ機会を担保することができます。そうした評価から得られた教訓が
次の活動に活用されるよう、世銀では、全ての 新規プロジェクトにおい
て、IEG 評価を含め、得られた教訓を重視するよう義務付けています。ま
た、教訓の学習を促進するため、IEG と世銀グループの幹部が共同で IEG
による提言の実施状況を検証します。更に世銀は、成果を達成する上で
の具体的な施策やアプローチの有効性に関する実証を充実させるべく、

タの収集が行われていましたが、2011年度に対象セクターが、教育、保健、道

路、給水、零細・中小企業、都市開発、情報通信技術の7つに拡大されました。
こうして新たに収集された情報は、既存のプロジェクト別、国別、セクター別Agriculture
の詳細な結果を補完するものです。他のセクターやテーマのための主要セク
ター指標についても議論が進められており、IBRD のポートフォリオも含まれ
る見込みです。

量的データ
（主要セクター指標により精度が向上）は、国、セクター、テーマ、
プロジェクトの 各レベルでの品質面の検討によって補完されます。そうした

品質面の検討は、IDAとIBRDが政府の有効な開発プログラム
（バングラデシュ
における貧困削減のためのガバナンス改善、ブルキナファソの農業競争力強

化、エチオピアにおける司法制度確立に向けた整備、ルワンダのコミュニティ
への安全な水の提供など）をいかに支援しているかを明らかにします。

グローバルな職員構成

世銀は、1万人以上いる職員の出身国が168 か国に及ぶ、真にグローバルな組
織です（2011年度以降、職員数には条件付採用のフルタイム職員を含む）。世

インパクト評価をこれまで以上に活用するようになっています。

主要セクターで用いられる指標
IDA は、世銀グループの機関としては初めて、開発成果の選定と検証のための
測定システムを採用しました。このシステムでは、パフォーマンス指標と成果

中央アメリカ・南アメリカ
20%

15%

4%

中東･北アフリカ

指標を組み合わせ、IDA 融資適格国の 進歩、IDA 支援を受けた開発 の成果、

IDA プロジェクトの有効性、IDA の組織面での有効性という 4 段階のアプロー

14%
21%

により、成果の測定方法を強化しています。当初は、4 つのセクターからデー
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北アメリカ
アフリカ

チを使用しています。

世銀は、IDA が 支援するプロジェクトの 平均データを収集・集約すること

ヨーロッパ

16%
10%

東アジア･オセアニア
中央アジア･南アジア

銀職員の38％以上が124 の現地事務所に勤務しています。現地での存在感を
増すことにより、借入国 のパートナーに対 する世銀 の理解を深 め、これらの
パートナーと更に有効な協力関係を築き、タイミングよくサービスを提供する

役割を果たしています。
職員の多様性は、貧困削減の問題や新たな開発課題をめぐる議論に役立
つ 幅広い 視点をもたらすものとして、世銀 の 中核業務 や 知識提供 サービス
の有効性を維持するために不可欠です。借入国に対する対応能力を高め、グ
ローバルな情報と各国の 情報をより良く統合するために、世銀は、職員が世

界各地に異動するよう人的資源に関する方針や実施を調整しています。2011
年度末の時点で、国別局長と国別マネージャーの内 91％が現地に駐在してい
ます。

世銀は、金融危機からの世界の回復とミレニアム開発目標（MDGs）の達成
に引き続き焦点を置くと同時に、紛争 の 影響下にある国々の 新たな 課題 へ
の対応も図っています。また、持続可能な和平と経済成長を目指す、紛争影響

下の脆弱国33か国の内26か国に現地事務所を置いています。プロジェクトを
担当する職員の11％余りは、そうした困難な環境下での生活や仕事を経験し
ています。

コロンビア
撮影: Scott Wallace

世銀は、2007 年に職員の多様化・一体性のための 5 カ年戦略を採択し、こ
れに沿った取組みを進めています。現在、途上国出身者は全職員の 61％、管

理職の 42％を占め、女性は全職員の 51％、管理職の 36％を占めています。サ
ブサハラ・アフリカ出身者とカリブ海地域出身者は、全職員の16％、管理職の

11％を占め、世銀の上級管理職 33 名の内、13 名は女性、2 名がサブサハラ・ア
フリカ出身者です。

世界銀行の改革

世銀は、2010年から次の4つの柱から成る包括的な改革に取組んでいます。

•
•
•
•

戦略的方向性の刷新と改善
途上国のボイスを拡大する21世紀型ガバナンスの採択
強固な財務力の継続的確保
商品及びサービス、組織、プロセスとシステムの向上

これらの柱は、世銀が、効率性、成果重視、対応力、有効性を高めるために

役立ちます。

戦略的優先分野
世界金融危機が収まり始めると、世銀は、急激に変化しつつある世界におい
て世銀が果たすべき役割について、借入国からの要望と世界・地域規模での

優先分野とのバランスに配慮しつつ検討し、次の 5 つの戦略的優先分野を定
めました。

• 貧困層や脆弱層に重点。世銀は、2015 年までの MDGs 達成が難しい状況
にある国々、とりわけアフリカ諸国に特に力を注いでいます。基礎医療、

良質な学校教育、安全な水、エネルギー、食糧、雇用へのアクセスの確保
を支援するため、世銀は借入国と協力して、社会的保護システムの構築、

世銀のプログラムやプロジェクトにおけるジェンダー問題の重視、脆弱で
紛争の影響下にある状況での特別なニーズへの対処などを行っています。

• 成長機会の創出。広範かつ持続可能な成長こそ、貧困から抜け出すため
の最も確実で持続的な道です。世銀は、成長機会の創出、ビジネス環境
の改善、競争力の向上、インフラ・ギャップへの対応、地域統合の促進、

経済的機会への女性の参画を促す業務の拡大を優先しています。また、
世銀 が成長を支援する際 の重要な要素 であるインフラ及び農業に大規
模な投資を行いました。

• グローバルな協調の促進。世銀は、途上国の体制の基礎固め、強化、調
整 のために国際公共財の 提供及び 管理を支援し、途上国自身 の国家プ
ログラムに資金を提供し、進捗状況の監視や報告を行うためのキャパシ
ティ・ビルディングを図っています。また、基本的金融サービスへのアクセ
ス、教育、保健、そして IDA 第 16 次増資の特別テーマの 1 つである気候変

動など、広範囲にわたる地球規模課題について幅広いパートナーと協力
しています。

• ガバナンスの強化。世銀は、引き続きガバナンスと不正対策の課題に高
い優先度を置いています。最近の取組みから得られた教訓としては、国

別システムを使用することの重要性、ガバナンスがセクターレベル、国レ
ベル、世界レベルでの開発成果にもたらす影響を明確化し測定する必要

性、より多くの 情報に基づいたリスク管理のアプローチの必要性、より
堅固かつ系統的に教訓を学び、知識を管理する必要性などが挙げられま
す。現在、ガバナンスと不正対策の第二段階が準備されていますが、具体

的なテーマ別分野（調達、司法改革、民間セクター、公共セクター管理）
が全体的な目的に対していかに効果的に貢献できるか、世銀がガバナン
ス強化のために世界的に果たせる触媒的な役割についての分析、などが

行われています。

• リスクの管理と危機に対する準備。地球環境の統合に伴うリスクをより
効果的に管理できるよう、途上国、特に低所得国を支援するため、世銀
は新たな 革新的リスク管理のメカニズムや手段を開発しています。食糧

世界銀行について

27

IDA16 増資交渉は 2010 年に完了し、過去最高の 493 億ドルの増資で合意に
至りました。前回を18％も上回るこの増資は、世界的連帯の努力の賜物です。
この増資により、IDA による低所得国への支援や、ジェンダー、気候変動、脆
弱性と紛争、危機対応といった分野における活動が大幅に拡大されます。

業務の改革
世銀は、借入国との協力を深め、金融サービスを強化し、知見や専門知識の
収集・普及を推進するために、業務プロセスの意欲的な内部改革プログラム
を進めています。この改革の優先分野や施策は、次の 3 つの分野に分類され
ます。

• 成果を重視した商品・サービスの向上。世銀は、プロジェクトに対してよ
りリスク・ベースのアプローチを採用するなど、実施支援に重点を移しつ
つあります。融資実行を成果に直接リンクさせる新たな融資手段、成果

連動型プログラム融資制度を準備中で、融資効果の達成と評価向上のた
めに知識サービスについても見直しを進めています。

• 統合、情報開示、説明責任を高めるための組織の改革。世銀は、現場へ
の権限委譲の有効性を上げる方法を試行すると共に、技術面での卓越性

ネパール
撮影: Simone McCourtie

を高めるために全世界の知識サービス共有に貢献しています。

• 効率性と柔軟性を高めるためのプロセスとシステムの刷新。世銀は、環
境政策や社会的セーフガード政策の改善に取組 んでおり、調達政策の総
合的な見直しも行う予定です。融資業務、知識、国際公共財、人的資源

価格変動への対策としては、世界食糧危機対応プログラムを 2012 年 6 月

のプロセスやシステムをより良く支援するため、情報管理技術のソリュー

まで延長しました。2008 年以来、世銀は他の機関と共にこのプログラム

ションを実施しています。

を通じて15 億ドルの融資を迅速に行いました。その結果、44 か国の 3800
す。低所得国は金融危機に対しても自然災害に対しても特に脆弱である

開かれた世界銀行
世銀はこの 1 年間に情報公開政策を刷新し、大量のデータや図表化ソフトを

ため、危機対応が IDA16 の特別テーマに選ばれました。IDA の危機対応能

一般に公開しましたが、上述の改革はそうした新たな情報開示の時代におい

力を強化するため、世銀は、13億 SDR（特別引出権）の危機対応融資制度

て大きな役割を担っています。2011 年度、世銀は英国の「Publish What You

を IDA の中に設立することに合意しました。これにはハイチに対する 3 億
2900万 SDR の特別配分も含まれています。

階では、IBRD に占める途上国及び新興国の投票権の割合が 3.1％ポイント引

Fund」による透明性評価で第 1 位に選ばれました。この間、データ使用量は
3 倍になり、
「Mapping for Results」という新しいウェブ・サービス（http://
maps.worldbank.org 参照）や、4 つの iPhone 用アプリ、援助 の流れを追
跡 する新ツールなど（http://www.aidflows.org/ 参照）が 導入されまし
た。こうした変革と連動して、世界銀行ライブ（http://live.worldbank.org
参照）、フェイスブック（http://worldbank.org/facebook 参照）、ブログ
（http://blogs.worldbank.org 参照）、ツイッター（http://twitter.com/
worldbank 参照）などのインタラクティブなソーシャル・メディアの数々を通

き上げられて合計 47.2％となりました。2008 年から合計 4.6％ポイント引き上

じて、ライブ・イベントや開発を巡る議論への参加を積極的に求め、質問を受

げられたことになります。この新たな改革に基づき、世銀は 2015 年から出資

け付け、クラウドソーシングでアイデアや意見を募るなど、新たな多言語のマ

シェアを5年ごとに見直すことが求められます。

ルチメディア・アプローチも行われています。

万人がその恩恵を受けたと見られており、その大半はアフリカの人々で

ガバナンス
開発委員会は、2010 年 4 月、ボイスと参加に関する一連の改革を承認しまし
た。その第一段階として、アフリカ代表の理事が昨年秋の選出時から1名増え
て3 名となりました。2011年3月に総務会の承認を受けたボイス改革の第二段

資本基盤
2010 年 6 月に IBRD の償還期間が変更された後、世銀は資本基盤を維持する
ための追加施策を講じました。総務会は IBRD の一般増資及び選択増資に関
する決議を承認し、IBRD 加盟国は自国通貨建ての払込資本の貸付への解禁
の合意に向け引き続き協力しました。
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「世界銀行ライブ」は、世銀の主要イベントの窓口として、世銀のウェブサ
イト、フェイスブック、ツイッターなどを介したユーザーからの意見を十分に

取り入れたパネルディスカッションをインターネット上で配信しています。
「世界銀行ライブ」では、開発 の主要トピックに関して世銀 の専門家との
双方向の対話の他、会話が14言語でリアルタイムに翻訳されます。

成果連動型プログラム融資制度

常に変化する開発ニーズや借入国からの要望に対応するため、世銀は 2011 年
度、これまでの経験に基づいた新たな融資手段として成果連動型プログラム
融資制度を提案しました。この成果連動型プログラム融資制度では、世銀支
援は加盟国による独自の開発プログラムの設計・実施の改善に充てられます。
成果は世銀 のあらゆる業務 の中心にありますが、成果連動型プログラム
融資制度では、融資を成果やパフォーマンス指標とリンクさせた形で実行す
ることにより、一段と直接的に開発成果に重点が置かれます。同融資制度は、
このプログラムの実施機関やシステムと直接協力し、状況に応じてそうした

機関のガバナンス、能力、システムを時間をかけて強化していきます。同融資
制度ではまた、世銀が大規模なプログラムへの支援や資金プール制度を通じ
た協調融資を効果的に実施できるので、借入国政府のみならずしかるべき開

発 パートナーなどのステークホルダーとのパートナーシップを強化する手段
にもなります。

成果連動型プログラム融資制度では、加盟国にとって融資を受ける際の選
択の幅が広がります。一般財政支援を迅速に実行することにより、借入国の
全体的な開発目的を達成 するための政策行動を支援する開発政策融資は、

ベナン
撮影: Arne Hoel

今後も引き続き世銀の主な援助手段として、特定の取引（transaction）に対
して融資を実行してプロジェクトを支援します。成果連動型プログラム融資

制度は、借入国政府の独自のシステムを用いた政府プログラムのパフォーマ
ンスを支援することが目的である場合、成果を出すのに支出が必要な場合、
プログラムの目的達成に対 するリスクがガバナンスや当該システムでより良
い成果を達成する能力に関係している場合、などに適した融資手段です。

成果連動型プログラム融資制度の主な特徴：

• 明確なある特定の成果を達成するための開発プログラムに関し、その強
化を支援。新規、継続中にかかわらず、セクターまたはサブセクターにか
かる国家レベル、地方レベル、もしくはコミュニティ・レベルの開発プログ
ラムが対象。

• 融資実行が行われるのは、決定や施行（input）の段階ではなく、成果や
パフォーマンス指標が達成された時点。プログラムの歳出が発生したか
どうかではなく、モニタリング可能で確認できるパフォーマンス指標の進

革新の提供源や中心と結ぶことで、世界を結びつけるという役割の強化を目
指しています。
知識戦略を実施可能にするため、世銀は、知識 や学習の 新戦略を導き監
督する「知識・学習評議会」、ならびに地域やネットワークごとに世銀の組織
構造 の 有効性を高める「 マトリックス・リーダーシップ・チーム」を設置しま
した。また、
「グローバル専門家チーム」創設、ソーシャル・ネットワークのプ
ラットフォーム構築、専門性強化 のための 編成、
（開発学者の 短期雇用を進
める）世銀フェロー・プログラムの立ち上げ、6つのテーマに関する知識プラッ
トフォームへの投資、活用されていない知識、南南交流、技術革新等を支援
するイニシアティブの試行を行いました。

知識・学習評議会は、品質、関連性、成果、説明責任 の強化を通じた世銀
の 知識 サービス向上に対 する世銀全体 のコンセンサス構築 を目指した年次

捗状況に照らして融資実行（disburse）が決定される。
報告書「Knowledge Report（知識レポート）」の 作成に着手しました。同報
• プログラムの成果を達成し維持するために不可欠な、組織のガバナンス、 告書の作成は、世銀が、タイムリーな知識の提供を求める借入国の要望によ
能力、システムの強化を重視。

• 世銀融資が適切に活用され、プログラムの環境・社会的影響に十分な配
慮がなされることを確保。
成果連動型プログラム融資制度は、2012年度に世銀理事会に提出され、承
認を受ける予定です。

知識の共有

2009 年3月に理事会が承認した戦略が示すとおり、知識のアウトプットは世銀
の中核となる戦略的資産の 1 つです。これを十分に活用するため、世銀は、世
界各地で技術力を駆使して知識を創出し、各国のニーズに合致させた上で借
入国と共有できるよう努め、世銀の創出する膨大な知識をインパクト主導型
にすると共に、各国 の実践者 や政策立案者を世界中に分散 する知識 や技術

り迅速に対応し、その進捗に関する定期的な評価を行う必要がある、という

認識の広がりを反映しています。世界レベルの知識を求める借入国からの要
望に応えるため世銀は、目的の策定や成果の特定に際して、融資業務と同様
の厳格さと明確さを知識業務にも確保する必要があります。また、低・中所

得国、借入国、非借入国を含めた全てのクライアント国に対応できるよう、知
識サービスを支える資金調達法について選択肢を用意することも必要です。

2013 年度までに世銀の分析・助言サービス、リサーチ、外部研修サービス
の 枠組 みが 本格的 に実施 され、中間結果指標 を用 いた 成果測定 の 基準 や
サービス提供後のデータが収集される見込みです。また、世銀全体の知識を

集めたデータベース
「K ノート」
（中東・北アフリカ地域が開発）により、職員は、
全行的検索可能データベースに送られた知識サービスのデータや分析を、政
策対話への情報提供や成果の向上に活用できるようになります。
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改革の「ノウハウ」に対する投資
WBI は、開発問題 への 技術的な解決策を補完する一連の非技術的アプロー
チにも投資しています。例えばリーダーシップと連携構築に関する WBI のプ
ログラムは、借入国が有効な変革推進者となって改革の政治経済学を誘導す
るために役立っています。東アフリカでは、それでさえ少ない保健セクターの

資金が不適切な管理や不正によって失われないよう、医薬品の調達システム
改善に取組 んでいます。WBI は、政府、シビルソサエティ、製薬会社の主要な
関係者を集め、慎重さが求められるこの改革の前進を図っています。

学習プログラムの規模拡大
WBI は、世界中 の主要な研修機関と協力し、政府 をはじめとする開発実施
機関に提供するテーマ別学習プログラムの拡大を図っています。また、その
ための主要メカニズムとして、オンライン・トレーニングのプラットフォーム

「e-Institute」の構築を進めています。

中国
撮影: Curt Carnemark

開発の民主化

開発経済総局（DEC）は、世界最高レベルの研究を実施し、
（世界的なモニタ
リングと予測を通じて）開発の見通しを評価し、国際的な統計や成果 のモニ

世界銀行研究所

2011 年度、世界銀行研究所（WBI）は、世銀グループの知識関連アジェンダを
直接的に支援し、戦略の刷新に意欲的に力を注ぎました。いくつかの代表的
イニシアティブの実施により WBI は、知識を世界レベルで繋ぐという役割を

果たしました。同時に、新たな能力開発のアプローチを試験的に行い、現地
レベルの開発イニシアティブ強化のツールを借入国に提供するプログラムを

進めました。

情報公開を支える革新的ソリューション
WBI は、ソフトウェア技術者の創造性を引き出し、世銀の公開データを利用
した開発問題への取組みを促す目的で、
「Apps for Development（開発のた
めのアプリ）」コンテストを開催しました。その結果、100 以上のアプリ（その

内半数が途上国からの応募）が開発され、研究者や一般市民が利用できる新
たなツールが生み出されました。これと並行して WBI はパートナーと協力し、

世銀プロジェクトを視覚化して様々な人間開発指標（乳幼児死亡率や就学率
など）を地図上に示すイニシアティブ「Mapping for Results（地図で見る開発
の結果）」を導入しました。IDA 融資適格国 79 か国全てにおける世銀プロジェ
クトが網羅されています。

南南間の知識交流
WBI はこれまで以上に、共通の課題に取組む実務者同士を結びつける努力を
進めています。具体的には、経済危機に関する一連の政策対話、官民パート
ナーシップ、弱者に配慮した都市作り、採掘産業のガバナンスなどにおける実

施コミュニティの育成などを行いました。更に WBI は、世銀 が大規模かつ系
統的に実務者間の交流を仲立ちするオンライン・プラットフォーム「南南間の
知識交流」を立ち上げました。
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タリングを含む開発データを収集しています。また、借入国が情報に基づい
た政策決定ができるよう必要な知識を提供し、貧困削減の促進、MDGs の達

成に寄与すべく努めています。DEC の 知見は、世銀 が世界レベルで展開する
パブリック・アドボカシー・イニシアティブにも活用されています。DEC のビ
ジョンと戦略は、
「危機後の方向性」ペーパーならびに知識サービスの向上を

重視した世銀全体の新知識戦略に沿っています（http://econ.worldbank.

org 参照）。
2010 年 4 月、世銀はこれまで以上に多くの世界経済や開発に関するデータ
をウェブサイト上で公開しました。このウェブサイト http://data.worldbank.
orgでは、世銀が集計したデータが、無料かつ無制限に、容易にダウンロード
でき、操作・利用することができます。世銀は 2011年度、オープン・データ・イ
ニシアティブを補完するため、世銀の知識の世界的な活用を促す目的で
「オー
プン・データ、オープン･ナレッジ、オープン･ソリューション」を開始しました。
この新たなイニシアティブでは、金融、ビジネス、保健、経済、人間開発に関す
る2,000以上の指標が公開されています。

DEC は、データ分析及び経済予測のためのソフトウェア・ツールも開発して
います。その 1 つが、世銀の開発データベースから175 以上の指標を地図やグ
ラフで示す無料 のインタラクティブ・ツール「世界開発 の e-Atlas 電子地図」

（http://data.worldbank.org/atlas-global 参照）です。その 他にも、自動
経済分析ソフトウェア・プラットフォーム「ADePT」
（http://worldbank.org/

adept 参照）、経済分野 のシミュレーションをオンラインで実行するプラッ
トフォーム「iSimulate」、
「PovcalNet」
（http://iresearch.worldbank.org/
PovcalNet 参照）、
「PovMap」、
「生活水準測定調査」
（http://worldbank.
org/lsms 参照）などのツールがあります。
DEC は、研究、データ、分析を通じて世界金融危機に対応しました。防災と
災害の緩和に関する研究の直後には、折しも日本で地震と津波が起き、時宜
を得た研究となりました。また、食糧・燃料価格の高騰や過熱する農地投資に

INT は2001年に設置され、世銀の独立部門として、世銀プロジェクトにおけ
る不正・腐敗や職員が関わる重大な不正・腐敗行為の申し立てについて調査
を担当します。プロジェクトにおける問題行為 の防止と早期発見に特に重点
を置いて調査を行うことにより、INT はあらゆる世銀プロジェクトにおける不

正・腐敗の危険性に対する積極的なアプローチを促進しています。

INT では、極めて高い専門性を備えた国際調査員が世銀の 6 つの地域総局
それぞれを担当しています。また、予防サービス・ユニットや法定会計ユニット
が設置され、調査を支援する他、不正・腐敗に対するプロジェクトの脆弱性緩

和について助言しています。両ユニットは、プロジェクトチーム、実施機関、そ
の他の国家機関、ならびに請負業者やコンサルタントを含めた民間企業の代

表者に対するトレーニングも実施しています。

2011年度、INTは83件の調査を実施し、35の個人・企業に対して世銀プロジェ
クトへの参加を停止しました。世銀では、2010年7月に他の国際開発金融機関
と締結した取引資格停止協定に基づき、そうした個人や企業を入札から相互

ブルガリア
撮影: Scott Wallace

に排除しています。

2010 年 9 月、制裁改革の一環として、世銀は条件付き解除を伴う取引資格
停止を基本制裁として採用し、INT はインテグリティ・コンプライアンス室を
設置して世銀 の新たなインテグリティ・コンプライアンス・ガイドラインを発

関する調査も実施しました。その結果、世界経済と一次産品価格に関する迅
速なアップデート、変動や危機の影響とその政策的対応を含む独自の研究、

G20 及び危機後の成長と開発に関する報告書作成、食糧・金融危機により新
たに貧困層となった人口の最新数の推定などが行われました。

DEC は2011年度、
「世界開発報告2011：紛争・安全保障・開発」の他、
「世界
経済見通し」、
「世界開発の展望」、
「世界開発指標2011」、
「世界開発金融」、
「グローバル・モニタリング・レポート2011：MDGs達成の可能性を高める」など、
数多くの主要報告書を発表しました。移民・送金問題担当チームは、ファクト
ブックやアフリカ移民に関する一連の報告書を作成した他、世界の送金につ
いての概要を定期的にオンラインで発表しました。

2011年度、借入国におけるプロジェクトやプログラムを評価する「開発影響
評価（DIME）」イニシアティブが大幅に拡大されました。72 か国の 300 機関と
協力し、政策やプログラムの有効性の向上と、借入国による実証に基づいた
政策策定能力の強化を図りました。このイニシアティブは、プロジェクトの影
響評価の増加という IDA16での世銀の誓約を実施する上でも重要な役割を果
たすことになるでしょう（http://worldbank.org/dime 参照）。

知見の普及及び創出の一環として、DEC は引き続き研究支援プログラムを
監督しました。2011年 4月にパリで開催された「開発経済に関する世界銀行年
次会合（ABCDE）」では、開発機会の拡大というテーマで討論が行われました
（http://worldbank.org/abcde2011参照）。

公平性の確保

表しました。本ガイドラインは、国際的な公正性の基準や原則を取り入れ、取
引資格を停止された企業が世銀融資プロジェクトへの関与再開 のために満
たさなければならない基準を定めています。

2011年 6月、INT は、調査から得られた教訓や多くの先進国・途上国の経験
に基づいた道路セクターに関する初の報告を発表しました。この報告は、最
も多い不正・腐敗リスクと、そうしたリスクを軽減 するための 先進国や途上

国の経験に基づいたベスト・プラクティスを明らかにすると共に、貧困国にお
ける貧困削減と経済成長に向けた歩 みに不可欠な道路セクターの脆弱性へ
の対処に重点を置いています（http://worldbank.org/integrity 参照）。

ガバナンスと不正対策
世銀グループは2007年半ば、ガバナンス・腐敗防止（GAC）戦略を実施しました。
この戦略は、次の7つの原則によって構成されています。

• 能力と説明責任を備えた国を構築し貧困層 の 機会創出を行うことによ
り貧困を削減

• 途上国主導の取組み
• 各国の事情に合致した戦略の実施
• 貧困層に不利益がもたらされることのないよう、ガバナンスが不十分な
国家への継続した関与

• 幅広いステークホルダーとの協調した関与
• 借入国のシステムを避けるのではなく強化
• 政府、ドナー、その他の関係者との協力

公的機関である世銀は、開発資金や資材が最終受益者に届くことを担保する

2007 年以降、世銀幹部で構成される GAC 委員会が定期的に会合を開き、

必要があります。鑑察総局（INT）は、各国政府、民間セクター、シビルソサエ

この戦略の実施の進捗状況を監視しています。第一段階は、GAC のアプロー

ティ、他の国際機関と協力し、世銀のガバナンス及び不正対策に寄与し、資金

チを国別 の 分析 や計画、セクターやプロジェクトの 業務に 組み込むための

の不正使用防止に貢献しています。

ツールの開発や資源の確保に役立ちました。18か国が、信託基金の追加支援
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世銀は、2011年度、貧困層の参加、革新性、効率性、有効性、開放性、説明責
任を促進するためのいくつかの変革を進めましたが、こうしたガバナンス改
善の取組みは国際的に表彰されました。世銀は 2010 年 10 月、ガバナンス、援
助効果、
情報アクセスに取組むシビルソサエティの連合組織であるイギリスの
「Publish What You Fund」により、30 の主要ドナーの中で最も優れていると
評価されました（http://worldbank.org/governance 参照）。

シビルソサエティ
世銀グループは全世界で、政策対話、協議、プログラムの協調、グラント・ファ
ンディング・メカニズムなどを通じて、引き続きシビルソサエティ組織（CSO）
との関係強化を図っています。米国、ヨーロッパ、途上国のシビルソサエティ
の代表者数十名を集めた食糧関連の円卓会議を 2 度にわたり開催し、食糧価

格高騰 の再燃を議論しました。一年以上にわたる対話の結果、CSO は、世銀

メキシコ
撮影: Curt Carnemark

の世界食糧危機対応プログラムの支援対象 40 か国の内 16 か国で食糧・農業
サービスの提供に積極的に参加しました。更に、世界農業食糧安全保障プロ
グラムの運営委員会には CSO 代表3名が加わっています。

2011年度、世銀は、世銀保健プロジェクトに関するシビルソサエティ諮問グ
を受けて、ガバナンスのアプローチを国別プログラム作りに組み込むべく取

組 んでいます。その結果、国レベルの活動における透明性と説明責任を高め
るための革新的なプログラムが構築されました。開発効果に対する政治経済

面やガバナンス面の制約に関する分析が、実行可能性の高い、より良いプロ
グラムの策定のために活用されることが多くなっています。

IEG は、GAC の第一段階に関する評価を 2011年 7 月に完了しました。この評
価結果は、現在準備中の GAC 第二段階に取り入れられる予定です。第二段階
では開発成果 の 測定強化に重点が置かれ、個別 の取引から国レベルでの 持

続可能なシステムや制度の構築 へと焦点を移し、リスクやリスク管理に対し
てこれまで以上に情報に基づいたアプローチが取られます。

32

世界銀行年次報告2011

ループのメンバー、中東地域の青年アラブ民主化リーダー、国際労働組合総

連合会の上級幹部らとの会合を開きました。また、環境、教育、業績基準、貿
易についての世銀グループの戦略に関する CSO との 一連 の 公式協議も実施
しました。こうした会議で最も広範囲から参加者が集まったのは世銀のエネ
ルギー政策の第一段階に関するもので、インターネットを利用した協議や会

合に31か国から2,000人以上が参加しました。世銀はまた、数十種類のグラン
ト・メカニズムやコミュニティ主導の開発基金を通じて、世界中の数千に上る

CSO にグラントを提供しました。2011 年度、CSO が準備段階に関わった新規
の世銀融資プロジェクトは、81％に上りました。

世界銀行の取組み
現場での成果

アフガニスタン（Afghanistan）
：わずか 3
年の間に、乳児死亡率が 22％、幼児死亡
率が 26％、それぞれ低下。
アルジェリア（Algeria）
：住宅ローンが整
備された結果、2002 〜 2007 年の間に新築・
改修物件の供給が 2 倍近くに増え、住宅
ローン借入が 60％以上増加。

ブ ー タン（Bhutan）
：2009 年 の 地 震 後、
学校と住宅が短期間に再建されたことに
より、 ブ ー タン 東 部 の 辺 境 の 村 に 住 む
女子小学生が数日後に再び学校に通える
ように。
ボリビア（Bolivia）
：農村や都市周辺に住
む 13 万人に電気が普及。

アルゼンチン（Argentina）
：貧困層向け健
康保険の提供により、全国の予防接種率
が 2009 年終わりまでに 94％へと改善。

ボスニ ア・ヘ ルツェゴビ ナ（Bosnia and
：1997 〜 2005 年、約 20 万
Herzegovina）
人分の雇用を創出・維持。

アルメニア（Armenia）
：都市部の共同住
宅に住む世 帯 の 45 ％が現 在、 安 全で清
潔かつ割安なガス熱源の暖房設備を利用
（2004 年は 11％）。

ボツワナ（Botswana）
：2010 年、15 歳から
24 歳 の 43 ％ 近く（2004 年 の 倍 以 上 ）が
HIV/ エイズ予防のため避妊具を使用。

ア ゼ ル バ イ ジャン（Azerbaijan）
：過去
5 年間に道路の建設・整備が行われ、その
結果 431 コミュニティの 120 万人が利便
性を享受。

ブ ラジ ル（Brazil）の ミ ナ スジェラ イ ス
（Minas Gerais）州：政府の公共サービス
改善プロジェクトにより、2009 年は 8 歳児
の識字率が 76 ％に改善（2007 年の 11 ％
増）。

バングラデシュ
（Bangladesh）
：過去 12 年
間に 2000 万人を対象にマイクロファイナ
ンス・プログラムを整備。

ブルキナファソ（Burkina Faso）
：ワガドゥ
グー市民の 94 ％に当たる 148 万人が安全
な水へのアクセスを確保。

ベラルーシ（Belarus）
：700 校近い学校や
医療施設に、エネルギー効率の高い窓や
照明が設置された結果、エネルギーの使
用が減り、基本的サービスの提供に回せ
る資源が増加。

ブルンジ（Burundi）
：2004 〜 2008 年の間
に、2 万 9527 人の成人の元兵士を武装解
除。2006 年 9 月以降、6,886 人の元兵士（未
成年 380 人を含む）が一般社会に復帰。

ベリーズ（Belize）
：首都ベルモパンから国
際空港へのアクセスが改善されたことによ
り 2002 〜 2005 年の間に車両走行費用が
62％削減され、道路の利用率がほぼ倍増。
ベナン（Benin）
：過去 5 年間で、住民 23 万
人のインフラや基本的サービスへのアクセ
スが向上。

カンボジア（Cambodia）
：2008 〜 2009 年
の初等教育の終了率が、わずか 5 年前の
50％未満から 85.6％に向上。
カメルーン（Cameroon）
：9 万 8000 人以
上の教育施設アクセス向上など、インフラ
の改善により 160 万人に便益。

：2008 年、
カーボヴェルデ（Cape Verde）
法人税を 2003 年の 35 ％から 30 ％に引き
下げ。
チリ（Chile）
：159 の中央政府機関に総合
財政管理システムが導入された結果、予
算がタイムリーに実行。 2002 〜 2007 年、
178 の政府機関がパフォーマンスに基づい
たモニタリング・評価システムによる支出
管理を実施。
中国（China）
：揚子江の堤防強化により、
約 7500 万 人と 160 万 ヘクター ル以 上 の
農地が 2008 年 12 月の洪水被害を免れた。
コロンビア（Colombia）
：2008 年、170 万
世帯を対象に条件付現金給付プログラム
「Familias en Acción」を 実 施（2004 年 は
34 万世帯）。
コートジボワール（Côte d Ivoire）
：1 万
5000 人の元兵士と困窮する若者に雇用を
提供。
クロアチア（Croatia）
：汚水の収集・処理
を徹底し環境モニタリングが強化された
結 果、2010 年、14 万 6000 人 の 住 民 と
22 万 5000 人の観光客がその恩恵にあず
かる。
ジブチ（Djibouti）
：現在、71 ％の生徒が
脱落することなく初等教育を終了（2003 〜
2004 年の 52％から急増）。
ドミニカ共和国（the Dominican Republic）
：
2005 〜 2008 年、安定したクリーン・エネ
ルギー確保のためのカリブ海地域プロジェ
クトにより電力損失が 14％減少。
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エクアドル（Ecuador）
：2008 年、家庭用
太陽光発電システムによる電力を 1,741 世
帯に供給。
エジプト・アラブ共和国（the Arab Republic
：住宅ローン規制担当官の配置
of Egypt）
や 資 産 登 記 手 続きの 合 理 化 などの 住 宅
ローン・セクター改革の結果、住宅ローン
の貸出がわずか 5 年間で 3 億エジプト・ポ
ンドから 42 億エジプト・ポンドに急増。

ガーナ（Ghana）
：母子医療の提供が拡充
した 結 果、2008 年、5 歳 未 満 児 の 死 亡
率 が 出 生 1000 に 対 し 80 に（2003 年 は
111）。胎児死亡率も低下。
グアテマラ（Guatemala）
：新規事業登記
の所要日数が、2004 年の 45 日から 2008
年までにほぼ半分に短縮。
ハイチ（Haiti）
：地震の後、20 万棟の建物
で構造的損傷を調査。

：ヨルダン法律支援セ
ヨルダン（Jordan）
ンターとヨルダン法曹協会が無料弁護士
協会を設置し、司法アクセスが改善。 市
民に法的支援、法律相談、質の高い司法
サービスを提供する「ワン・ストップ・ショッ
プ」システムとして機能。
カザフスタン（Kazakhstan）
：1999 〜 2007
年、アルマティとアスタナを結ぶ道路の
輸送コストが平均 40％低下し、アルマティ
– カラガンダ間の事故発生率が 20 ％以上
低下。

エルサルバドル（El Salvador）
：都市部で
公立校の生徒 130 万人を対象に学校給食
プログラムを導入。就学者数も 1 万 1000
人近く増加。 2010 年時点で 10 万世帯を
対象に条件付現金給付プログラムを実施。

ホンジュラス（Honduras）
：年 齢 相 当 の
学 年 に 就 学 中 の 児 童 数 が 19 ％ 増 加し、
6 歳から 12 歳児童の学習支援が 1998 〜
2004 年の間に 9％増加。

ケニア（Kenya）
：家庭への現金給付プロ
グラムにより、貧しい孤児や弱い立場の
子供たち 3 万 2000 人の生活環境が改善。

エリトリア（Eritrea）
：2005 年までに 3 万
1556 人の孤児に里親が見つかる。

ハンガリー（Hungary）
：2000 〜 2007 年、
公社の汚水処理能力拡大により、ダニュー
ブ川流域の水質汚染が 50％以上改善。

キルギス共和国（the Kyrgyz Republic）
：
国民の 92％が医薬品入手可能に（2001 年
は 77％）。

エチオピア（Ethiopia）
：26 万 4000 人の
初等学校教師が雇用され、純初等教育就
学 率 が 2005 年 の 68.5 ％ から 2009 年 は
83.5％に。
マケドニア旧 ユ ーゴスラビア共 和 国（the
：
former Yugoslav Republic of Macedonia）
土地台帳で管理される不動産が 2005 年
の 43 ％から 2009 年には 99 ％と 2 倍以上
に増え、登記の年間件数も 121％増加。
ガンビア（the Gambia）
：インフラ整備の
結果、37 万 8000 人の都市居住者の生活
環境が改善。
グルジア（Georgia）
：2009 年の小児疾患
の ワクチン 接 種 率 が 98 ％ に（2004 年 は
78％）。

2

インド（India）
：自宅から 1 キロ以内に小
学 校がある子 供 の 数が全 国で 98 ％ 以 上
を達成。 未就学児童数は 500 万人に減少
（2004 年 は 2500 万 人 ）。 2007 年 は 84 ％
が小学校低学年から高学年に進学（2002
年は 75％）。
インドネシア（Indonesia）
：2007 年、不
正撲滅委員会、不正撲滅裁判所、司法調
査会、警察委員会、検察委員会を設置し、
不 正 対 策 のための 制 度 枠 組 みを大 幅に
強化。
ジャマイカ（Jamaica）
：2008 年、出産前
ケアを受けている HIV に感染した妊婦の
85 ％に抗レトロウィルス治療を実施（2002
年はわずか 10％）。

ラオス人民民主共和国（the Lao People s
：国内の幹線道路
Democratic Republic）
網の整備により、1996 年に 35 キロだった
時速が 80 キロに。
ラト ビ ア（Latvia）
：2009 年 10 月 以 降、
5 歳 児 の 90 ％と 6 歳 児 の 98 ％が就 学 前
教育機関に就学。また、政府援助により、
全ての子供が 60 分以内で登校可能に。
レバノン（Lebanon）
：2000 〜 2008 年に、
全長 300 キロの雨水排水網、28 キロの飲
料水網、36 キロの下水網を改善。
レソト（Lesotho）
：近代的な避妊法の普及
率が 2004 年 の 37 ％から 2009 年は 47 ％
へと 10％改善。

リベリア（Liberia）
：過去数年間に、リベリ
アの道路網と基幹道路回廊の 10 ％近くに
当たる全長 842 キロの道路を再建 ･ 修復。

モルドバ（Moldova）
：HIV の母子感染が、
2002 年 の 20 ％ か ら 2007 年 の 1.7 ％ に
90％近く低下。

リトアニア（Lithuania）
：1999 〜 2007 年に
全長 2 キロ以上の防波堤が再建・伸長さ
れたことで、クライペダ港の競争力、安
全性、環境が改善。

モンゴル（Mongolia）
：2002 年以降、就学
前教育機関の就学率が 69％上昇。

マダガスカル（Madagascar）
：2006 〜 2008
年、3 地域で新たに 5,000 社が登記し、推
定 1 万人分の新規雇用を創出。
マラウィ（Malawi）
：貧困層の比率が 2005
年の 52 ％から 12 ％ポイント低下し、2008
年は 40％に。
マレーシア（Malaysia）
：2000 年、小学校
33 校、中学校 26 校、教師用独身寮 447
棟、学生用簡易宿泊所 2,700 棟が完成し、
就職を促進する「学校から仕事へ」プログ
ラムにより、成績不振の中学生 2,654 人を
支援。
マリ（Mali）
：2010 年 5 月の時点で新たに
65 万人が電気アクセスを確保。
モーリシャス（Mauritius）
：政府の改革プ
ログラムにより失業率が 2005 年の 9.5 ％
から 2008 年は 7.2 ％に低下。 サービス ･
セクターに新たな雇用機会が生まれたこと
で女性の失業率が大幅に低下。
メキシコ（Mexico）
：2006 〜 2009 年、
「質
の高い学校教育」プログラムにより貧困 ･
最貧困コミュニティの学校数が 2 万 1000
校から 3 万 9000 校に増えた結果、680 万
人の生徒により質の高い教育を提供。

モ ザ ンビ ー ク（Mozambique）
：2009 年
の港湾航行量が 1130 万トンに（2002 年は
820 万トン）。
モロッコ（Morocco）
：競争原理と規制改革
が導入され、携帯電話市場が 2003 年には
加 盟 者 730 万 人に成 長（1998 年は 11 万
7000 人未満）。
ナミビア（Namibia）
：2008 〜 2009 年、
11 年
生以上のクラスが 60 ％増えたことで貧困
地域における基礎教育以降の教育と研修
へのアクセスが改善。
ネパール（Nepal）
：コミュニティ主導型の
プロジェクトを通じ、過去 2 年間に 16 万
8000 人が雇用され、全長 118 キロの農道
を建設 ･ 修復。
ニ カ ラ グ ア（Nicaragua）
：幹線道路網
2,400 キロ（全体の 88％）の定期保守のた
め、小規模企業 35 社が設立され約 400 人
を雇用。
ニジェール（Niger）
：医療センターの利用
が、2005 年の 20％から 2009 年は 39％へ
とほぼ倍増。
ナイジェリア（Nigeria）
：農業セクターのよ
り良い設備へのアクセスを通じ、2004 〜
2009 年に 340 万人の所得が約 63％改善。

東 カ リ ブ 諸 国 機 構（Organisation of
：2002 〜 2008
Eastern Caribbean States）
年に、中等教育純就学者数がグレナダで
8.4％、セントビンセントおよびグレナディー
ン諸島で 34.7 ％上昇し、行政サービスの
行き届かない地域で中等教育への進学率
が 10％上昇。
パキスタン（Pakistan）
：2003 〜 2004 年、
地域の総発電量に占める水力発電の割合
が約 35 ％から 46 ％に増え、 電 力 供 給が
改善。
パナマ（Panama）
：2010 年、
保健サービス ･
パッケージの一環として、遠隔地の貧困コ
ミュニティに暮らす 7 万 6000 人に栄養プ
ログラムを提供。
パプアニューギニア（Papua New Guinea）
：
1994 年に爆発のあったラバウル港の修復
により、2007 年までに同港からの国際貨
物の直接発着が再び可能に。
パラグアイ
（Paraguay）
：1997 〜 2007 年の
間に、600 の給水設備、2 万 3000 のトイレ
の建設 ･ 拡張により、農村部に暮らす 32 万
5000 人（内 2 万 5000 人は先住民族コミュ
ニティの人々）が水と衛生設備へのアクセ
スを確保。
ペルー（Peru）
：1995 〜 2006 年の間に全
長 1 万 5000 キロ以上の農道を修復。
フィリピン（the Philippines）
：2008 年、
台風で電力不足に悩まされていたビコル
地方の住民約 500 万人に安定した電力を
供給。
ロシア連 邦（the Russian Federation）
：
2008 年、HIV 感染者の約 65 ％に抗レトロ
ウィルス治療（2006 年は 25％）。
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ルワンダ（Rwanda）
：今日、75 万人が安
定した電力の供給を享受。 電力平均分配
（計画停電）は、2004 年のピーク時の約
50％から 2010 年は 0％に。
サモア（Samoa）
：2008 年までに、沿岸の
村落を守るため全長 24 キロの護岸を修復
し、4 つの橋を再建。
セ ネ ガ ル（Senegal）
：2008 年 の 初 等 教
育 総 就 学 率 が 84 ％ に 増 加（2002 年 は
67％）。
セルビア（Serbia）
：2009 年に導入された
総 合 中 期 計 画 ･ 予 算 枠 組 み、2008 年 の
調達の管理、監督、透明性、説明責任を
改善する新法により、財政管理を強化。
シエラレオネ（Sierra Leone）
：2004 〜 2009
年、 より質 の 高 い 保 健 ･ 衛 生 施 設 へ の
アクセスを 70 万人に提供。 148 の保健施
設の改修及び設備の設置。
スロバキア共和国（the Slovak Republic）
：
2007 年、マクロ金融予測能力が向上した
ことにより、予算編成作業の準備が可能
に。
スリランカ（Sri Lanka）
：2004 〜 2009 年、
5 万 5000 世帯の農家を対象に 3 万 5000
ヘクタールの灌漑地が再開墾され、7 つ
の大規模灌漑設備を修復。
南アフリカ（South Africa）
：2003 〜 2008
年、41 の地方自治体にて予算編成 ･ 財政
管理システムの改革を実施。
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セントルシア（St. Lucia）
：2007 年、行政
サービスの行き届かない地域で学校施設
の建設 ･ 修復が行われ、新たに 2,000 校
以上の中等学校が完成。より多くの子供
に教育アクセスを確保。

ウクライナ（Ukraine）
：危機後の銀行セク
ター安定策の結果、公的資本の注入又は
預金保証基金による保護により、2009 〜
2010 年の間に 600 万人の預金者が自らの
口座に再びアクセスできるように。

セントビンセントおよびグレナディーン諸島
（St. Vincent and the Grenadines）
：職
員の徹底したトレーニングと、緊急連絡機
器の購入により、2006 年までに政府の災
害対応力が強化。

ウルグアイ（Uruguay）
：2001 年には 0 校
だった公立校のインターネットへのアクセ
スが、2008 年には 1,000 校に。

タジキスタン（Tajikistan）
：2008 年、安
定した食糧確保が困難な 7 万 1000 世帯に
小麦の種子と肥料を配給。
タンザニア（Tanzania）
：幹線・地方道路の
88％が良好な状態に（2000 年は 51％）。
タイ（Thailand）
：115 万人の貧しい脆弱層
を対象に低所得者用の保健カードを導入。
トンガ（Tonga）
：サイクロンによる被害の
後、42 のコミュニティ ･ ホー ルを修 復 ･
再建。
トルコ（Turkey）
：過去 10 年間に送電の能
力・効率性を改善した結果、460 万世帯に
電気を供給。
ウガンダ（Uganda）
：2007 年までに、全
ての地方自治体が 3 か年開発計画を準備
し、そのほとんどが期限内にウガンダの会
計検査院に決算を提出。

ウズベキスタン（Uzbekistan）
：2008 年、
女性の 86％に出産前ケアを提供（2004 年
は 79％）。
ベト ナ ム（Vietnam）
：2008 〜 2009 年、
エネルギー集約型消費財にエネルギー効
率化のための新基準を導入。
西岸・ガザ地区（West Bank and Gaza）
：
ジェニンとチュバスにある 85 か所以上の
整備の悪いゴミ廃棄場が閉鎖・修復され
た。 その結果、広大な土地が開発に確保
され、近隣不動産の価値が上昇。
イエメン共和国（the Republic of Yemen）
：
2008 〜 2009 年に導入された条件付現金
給付により、現在 3 万人の少女の学校教
育が可能に。
ザンビア（Zambia）
：1996 〜 2000 年の間
に、全国各地の 9 つの町で 120 万人に対
して質の良い水 ･ 衛生施設を提供。

