開発途上国の持続可能な発展を支える
世銀債
投資家の皆様へのお知らせ 2016年5月
2015年、国際社会の新
たな目標である
「持続可
能な開発目標（SDGs）」
とパリで行われた「気候
変動枠組み条約」の歴史
的な合意を達成しました

尊厳

貧困の終結と
格差是正

地球

地域社会と次世代の
ためのエコシステム
の保護

適切な仕事の雇用の
強化と経済発展

「力を合わせれば、貧困層や脆
弱な人々に とっての包摂的で
持続可能な成長、機会を促進
する 事ができます。我々が 極度
の貧困に終止符を打つ 世代に
なる事は、実現可能 なのです。
」

人類

女性と子供を
含めた保健、
教育の実施

正義

安全で平和な社会
と強固な制度作り
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世界銀行グループ総裁

協調

持続可能な開発に
向けた国際連携
の促進
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「世界銀行の持続可能な開発を
支援する債券を通じて投資家の
皆さまには、教育、保健、栄養、イ
ンフラなどの様々な支援分野に
おいて、貧困撲滅と格差是正を
目指す世界銀行の活動をご支
援頂いております。」
アルンマ・オテ
世界銀行 財務担当
副総裁兼トレジャラー

Photos: © Curt Carnemark / The World Bank

繁栄

これらの国際合意は今後15年の
国際開発における意欲的な目標
であり、
どの国においても、如何
なる人であろうと、平等に機会を
得ることができ、かつ次世代のた
めの地球環境を保護することを
目指すものです

世銀債は開発途上国の持続可能な開発を支援しています

世界銀行は世界の目標を達成
するために重要な役割を担っ
ています
「世界銀行」の名で知られる国際復興開発銀行は、極
度の貧困の撲滅と持続的な繁栄の共有を促進すると
いう二つの目標を掲げています。
2015年には、国際社会は、人々の生活環境と地球環境
の持続性を向上させることにより、次の15年間の開発
の進捗を加速させることを合意しました。合意した目
標は、貧困、機会の不平等、不足する医療と教育、基本
的な社会サービスへのアクセス不足、社会格差などに
対処する17の目標の達成を目指すことです。
同時に、世界は頻繁に起きる深刻な自然災害、気候変
動リスクの増大、資源の枯渇、前例のない規模の難民
という重大な困難に直面しており、開発の進行を脅か
しています。そのため、世界の経済成長、強靭性、機会
提供を促進することがより緊急で重要な課題となって
います。
世界銀行は、国際協調のパートナーとして、途上国が「
グローバル目標」を達成することを支援しつつ、
この
意欲的な目標を達成するための重要なパートナーで
ある民間部門の活躍も支援するという重要な役割を
担っています。世銀債は、世界が直面している非常に
困難な課題に対処する適切な開発の知見を活用し、
途上国が持続可能な開発目標を達成するためのプロ
ジェクトに資金面で支援する機会を投資家の皆様に
提供しています。世界銀行が持つ50年以上に渡る開
発の経験によって途上国の経済成長と、人的資源へ
の投資、貧困からの脱却を支援しています。

世界銀行による融資額及び借入額概要

分野別貸出新規承認額
（2015会計年度、総額235億米ドル）

分野別シェア
金融・産業・貿易
22%

ガバナンス（行政と
法律）
18%

教育
6%

運輸・情報・通信
14%

農業・食糧安全保障
3%

保健・社会サービス
13%
エネルギー
13%

水・衛生
11%

地域別シェア

欧州
中央アジア

28%

東アジア

19%
中東

14%

南アジア

9%
ラテンア
メリカ

アフリカ

5%

24%

アフリカ (AFR) 12億米ドル; 東アジア & 太平洋 (EAP) 45億米ドル; 欧州 & 中
央アジア (ECA) 67億米ドル; ラテンアメリカ& カリブ地域 (LAC) 57億米ドル;
中東 & 北アフリカ (MNA) 33億米ドル; 南アジア (SAR) 21億米ドル

（単位：10億ドル）

2013年度

2014年度

2015年度

15.2

18.6

23.5

143.8

154.0

157.0

年間調達金額

26.6

50.6

58.0

借入金残高*

135.0

152.6

158.9

融資承認額
貸出残高

最近の発行実績
NZドル6億3.5％グローバル債2021年1月満期
豪州ドル5.5億2.8％グローバル債2021年1月満期
米ドル50億0.875％グローバル債2018年7月満期
米ドル10億1.75％グローバル債2023年4月満期
米ドル30億1.375％グローバル債2020年3月満期
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*デリバティブを除いたもの

困難な開発課題の解決に向けて
2015年度は、世界銀行は、途上国が直面する困難な地球規模と地域的な課題を解決するため115のプロジェク
トを通じて235億ドルを拠出しました。世界銀行は分野をまたぎ複数の課題を支援しています。主要な課題と
分野への支援の事例は以下の通りです。

途上国に対する投資環境の整備、競争力の向上、貿易高・貿易額
の向上、イノベーションや 起業を促進するための効率的な支援。
プロジェクト例:
• 雇用創出
• 事業環境の改善
• 強靭かつ包摂的な金融システムの構築、国内資本市場の
整備
• 農業部門の成長への支援

重要インフラへの投資:
成長機会の創出と貧困削減のためのインフラ整備 。
プロジェクト例:
• エネルギーへのアクセス向上とエネルギー効率の改善
• 住みやすい防災に対応した都市の構築
• 水と衛生へのアクセス増加と水資源不足への対応
• 交通インフラと情報通信インフラの改善
• 官民連携への支援

カザフスタン (P150183)
職業訓練雇用プロジェクトは、
失業者や潜在失業者に対して
知的集約型経済に向けて移
行すべく職業訓練を提供。
世界銀行融資額1億ドル。

レバノン (P125184)
水供給拡大プロジェクト
は、160万人にが恩恵を受け
る持続的な水部門の開発を
目指し、干ばつの影響、劣化し
たインフラ、急激な人口増加
に対処。
世界銀行融資額4.74億ドル。

気候変動への対策と天然資源の維持:
気候変動に対応、天然資源管理の強化、汚染による負荷軽減、食
糧安全保障の確保、持続可能 な開発の方向性を策定支援。
プロジェクト例:
• 低炭素社会、気候変動に対応できる都市の構築
• エネルギー効率化と再生可能エネルギー投資の加速
• 気候変動に対応した農業と森林保護
• 大気汚染、水質汚染、土壌汚染への対応と健康への影響の
管理

中国 (P133017)
桂林環境管理プロジェクトは、
約25万人の水のアクセスの改
善と年間1千トン以上のBOD*
削減を通じた漓江（川）に対
する水質管理と汚染対応の
支援。
世界銀行融資額：1億米ドル
* Biochemical Oxygen Demand: 生物化学的酸素要求量

包摂的な開発と万人のための機会の促進:
全ての人に潜在能力を発揮できる機会を提供することにより、健
康で、平等かつ包摂的な社会の形成の支援。
プロジェクト例:
• 高品質かつ低価格な医療サービスの提供
• HIV/AIDS、他の伝染病の予防
• 幼児期の栄養摂取の支援拡大
• 教育へのアクセスの拡大
• 世界各地の女性の地位向上
• 金融アクセスの拡大

強靱性強化とリスク管理:
自然災害の影響を低下・管理し、十分な社会保障を確保すること
によって、社会脆弱性、紛争、暴力への課題を対応し、災害に強い
社会を構築する。
プロジェクト例:
• 社会脆弱性、紛争、暴力の原因の特定と除去
• 脆弱かつ紛争に影響された状況下における民間部門の開発
と雇用創出の促進
• 自然災害リスクの削減
• 社会保障プログラムとセーフティーネットの提供

3

開発途上国の持続可能な発展を支える世銀債 | 投資家の皆様へのお知らせ2016年5月

ウクライナ (P144893)
健康向上プロジェクトは、医療
システムの効率的な資源利用
を支援することで、各地に渡る
数百万人に対する医療サービ
スの提供と質の向上。
世銀融資額：2.1億ドル

エジプト (P145699)
社会保障強化プロジェクトで
は、約150万人の幼児、老人、
障がい者を持つ家族に対す
る所得支援と社会参画促進
を実施する政府のプログラム
を支援。
世銀融資額：4億ドル

Photos (From Top): © Maxim Zolotukhin / The World Bank; © The World Bank; © The World Bank; © Dominic Chavez / The World Bank; © Dominic Chavez / The World Bank

成長、雇用、民間セクターの促進:

投資家の皆さまに金融リターンと社会貢献の機会を提供
世銀債は、持続可能な開発に向けた金融的な支援と同時に極めて安全
な投資を実現します。世界銀行は、強力な財務体質、堅実な財務政策、
そして加盟国からの多大 な支援により Aaa/AAAの格付を取得していま
す。
こうした中、世界銀行のプロジェクトへの投資は、
プロジェクトの選定
及び評価をするためのプロセスも確立しています。
I. プロジェクト選定
世界銀行の全てのプロジェクトは、二大目標である貧困の終結と豊かさ
の共有達成に有効かを検証。
プロジェクト例については、ページ３を参
照。
II. プロジェクトの審査
国 毎 の 支 援 政 策 の 優 先 項 目 は 、シ ス テ マ ティック 国 別 診 断
（SCD：Systematic Country Diagnostic）から貧困を削減するための
最大の抑制要因や最大の機会を特定し、世銀の有する専門性や優位性
から各国に合わせた開発プログラムの作成を国別支援フレームワーク
（CPF：Country Partnership Framework）の枠組みに沿って展開してい
ます。
III. 世銀債で調達した資金の割り当て
加盟国への支援は、個別のプロジェクトやプログラムを選定後、環境・社 世銀債で調達された資金は、流動性資産として世界銀行の厳格な方針
会・財政の安定といった課題に適切に対処しているか審査・検証します。 のもと管理されます。対象プロジェクトへの資金の貸出は、世界銀行が
プロジェクトは、理事会の承認を得るためには、国別支援フレームワー 定めた方針と手続きに従って実行されます。貸出は、各プロジェクトの
ク及び世銀の二大目標である貧困の終結と豊かさの共有達成に一貫し 成果が現れるまで何年にも渡って分割して行われます。
て順じている必要があります。
IV. プロジェクトのモニタリングと評価
政府機関がプロジェクトを実施し、進捗について報告し、世銀は合意し 掲げた目標の達成状況ならびに最終的な効果の分析や評価用データ
プロジェクト実施国政府及び世界銀行はプロジェ
た最終目標を達成するためのマイルストーンを最低年二回の正式な調 を収集をするために、
クト実施の段階からプロジェクトの経過、成果、影響などモニタリングを
査を行い、モニターしています。
行っています。
プロジェクト情報は、世界銀行ホームページで公開され
このような加盟国との関わりは、中間報告を得た変更・修正や、
プロジェ
ています。
クト終了後に重要な教訓を洗い出すといった評価から支えられていま
す。
こうした評価は世銀グループの知識として蓄積され、将来の開発効 詳細については以下のリンク先をご覧下さい。
http://www.worldbank.or.jp/debtsecurities/cmd/htm/index.html
果を高めることに繋がっています。

世界銀行の高い信用力を支える4つの柱
• 様々な地域への貸出

安
定
的
な
貸
出
資
産

• 貸出先は、加盟国政府、
ま
たは加盟国政府が保証す
るプロジェクトのみ
• 借入国は世銀への出資
国でもあるため、世銀
からの借入金は優先的
に返済
• 主要格付機関はローン
借入国に対し世界銀行が
優先弁済権を有する点を
高く評価
• 国毎の貸出総額上限を
設定

厳
格
な
財
務
管
理

• 貸出総額：授権資本に内
部留保を加えた広義の資
本金未満
• Equity-to-loans ratio:
貸出総額に対する資本
金の比率は２０％以上
を維持算出には純資本
額を使用
• 請求払資本は、緊急時に
おいて、世銀の負債の元
利金の返済のみに使用
• 為替リスクと金利リスク
を最小限に抑える管理

• 加盟国の借入金返済が
遅れた場合には、当該借
入れ国に対する新たな貸
出を凍結

世界銀行について: 世界銀行（国際復興開発銀行、通称IBRD）は、189の加盟国が出資し運営する国際開発金
融機関で、加盟国の公平で持続可能な経済成長を目指し、地域及び世界規模の経済や環境問題に効果的に
対処していくために、中所得国に対し貸出・保証、
リスク管理サービスに加え、開発に関わる様々な分野の専
門的な分析・助言サービスを提供しています。世界銀行の目標は、世界全体の極度の貧困を終結し、すべての
人々が共に豊かに暮らせるよう繁栄を共有させることです。

潤
沢
な
流
動
性

• 健全な流動性資金：６ヶ
月先までの負債元利支払
い予想最高額に、同年度
内に実行予定のローン
総額の半分を加えた額
を維持
• 常に「目標値」を超える
流動性を維持し、様々な
状況に柔軟に対応でき
る体制
• 流動性資金の安全な運
用：AAマイナス格以上
の国債や機関債、AAA格
の社債や資産担保証券
（ABS）
で運用

• 189カ国の加盟国政府か
らの出資

出
資
国
の
強
力
な
支
援

• 払込資本に加え、加盟国
は、緊急時の請求払資本
の拠出を誓約
• 加盟国は請求払資本を
他国の状況に関係なく、
全額拠出する義務あり
• 上位出資国: 米国
(17.7%); 日本 (7.9%);
中国 (5.1%); ドイツ
(4.6%); フランス(4.1%);
英国 (4.3%)
2015年６月末時点

世界銀行グループについて: 世界銀行グループは、国際復興開発銀行（IBRD）、国際開発協会 (IDA)、国際金融
公社 (IFC)、多数国間投資保証機関 (MIGA) 、投資紛争解決国際センター (ICSID)の5つの機関から構成されて
おり、世界の貧困撲滅と繁栄の共有といった共通の目標を持っています。IBRD とIFCは資本市場で債券を発行
し、資本市場で自らが資金を借入れています。

DISCLAIMER: This investor update has been prepared by the World Bank (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) for information purposes only, and the IBRD makes no representation, warranty, or assurance of any kind, express
or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained herein. This newsletter may include information relating to certain IBRD securities. Any such information is provided only for general informational purposes and does not
constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any IBRD securities. The securities mentioned herein may not be eligible for sale in certain jurisdictions or to certain persons.

メール: 		
電話: 		
ウェブサイト:
住所: 		
		

seginsai@worldbank.org
+81 (3) 3597 6729
http://www.seginsai.org
東京都千代田区内幸町２－２－２
富国生命ビル10階 世界銀行財務局
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