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概要 

紛争後の復興から、脆弱性全般にわたる課題への対応へと軸足を移す世界銀行の業務 

 

脆弱性・紛争・暴力の問題に取り組むことは、世界銀行グループの 2 大目標である極度の貧

困撲滅と繁栄の共有促進を達成するために不可欠である。2030 年までに世界全体の最貧困

層の半数以上が、脆弱性・紛争・暴力（FCV）1の影響下にある国々で生活することになると予

測されている。FCVから生じる課題の予防・緩和は、持続可能な開発目標（SDGs）達成に向け

て前進するために、また平和と繁栄を促進する国際社会のより広範な取組みにとっても鍵とな

る。 

世界全体で見た脆弱性の状況は近年、大幅に悪化し、低所得国と中所得国の両方に影響を

及ぼしている。暴力的な紛争が過去 30年間に最高レベルにまで増えている 2。さらに、強制移

住の危機も過去最大規模となっている 3。格差の拡大、機会の欠如、差別、疎外により不満が

高まり不公平感が募っている。気候変動、人口動向、移住、技術革新、不正な資金フロー、暴

力的な過激思想は、相互に結びついていることが多く、国境を越えたリスクをもたらす。また

FCV の多くの国々で慢性的にガバナンスが脆弱である。  

こうした要因によりショックや危機に対する脆弱性が高まり、その影響が地域内や世界規模で

広がる危険がある。特に女性、子供、若者、障害者にとっての影響は壊滅的なものとなりかね

ず、数世代にわたり続く可能性がある。迅速で効果的な行動を起こさなければ、FCV影響下で

のリスクは貧困削減におけるこれまでの成果を損なうだけでなく、今後の進歩を脅かしかねな

い。 

こうした状況を受け、世界銀行グループ（WBG）は FCV の状況下での業務のあり方を見直し

つつある。紛争後の復興を中心とする取組みから、脆弱性全般にわたる課題への対応へと軸

足を移している。「世界開発報告2011：紛争、安全保障と開発」は、安全保障、正義、開発には

緊密な関連性があると強調している。2018 年の国連・WBG 共同報告書「平和への道」は「予

防に舵を切るよう」世界銀行に求めた。つまり、紛争や暴力が根を下ろす前に FCV リスクを予

防・緩和できる包摂的な開発アプローチをこれまで以上に優先することが求められた。更に、

紛争中の特に過酷な環境にあっても WBG は、当該国の将来の復興にとって不可欠な組織の

機能と人的資本を維持するため、意義深い支援を行うことが可能である。そして WBG は、復

興の兆しが見えたとき、転機となるような変化を図る政府を支援することが可能である。 

拡大する課題に対し WBG は、低所得国と中所得国の両方における FCV に対する資金援助

の規模と種類を大幅に拡大しつつある。「脆弱で紛争の影響下（FCS）」にあると分類される低

所得国と低位中所得国（LICs と LMICs）4にとって IDA 第 18 次増資（IDA18）は資源の規模と

その提供方法の両方の意味でパラダイム・シフトをもたらすものだった。IDA18 では IDA FCS
向けに 140 億ドルが確保されたが、これはその前の 3 年間を対象とする IDA17 の 2 倍に相当

する。IDA18 ではまた、様々に異なる脆弱性の状況にこれまで以上に即した支援が導入され

た。その一環として、紛争予防、難民・受入れコミュニティの支援、ジェンダーに基づく暴力の

予防・対応、紛争中の支援、紛争から和平への移行支援への投資も盛り込まれている。  
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今後については、IDA 第 19 次増資（IDA19）5で、FCV の影響下にある国により多くの資源を

提供していく。その一例として、FCV リスク軽減について各国にインセンティブを設け説明責任

を求める FCV エンベロープがある。国際復興開発銀行（IBRD）の対象国には、グローバル譲

許的資金ファシリティー（GCFF）が、難民危機の影響を受けた中所得国に 30 億ドル以上の譲

許的援助を提供し、新しく「グローバル公共財のための革新的ソリューションを備えた IBRD フ

ァンド（GPG ファンド）」が、FCV の副次的影響に対応する国にインセンティブを提供する。より

広範には、2018 年に実施された IBRD と国際金融公社（IFC）の資本増強パッケージにおいて、

国、地域、世界全体の安定性向上と開発促進を目的に、中所得国における FCV に体系的に

対応するため、WBG の取組み強化の重要性が強調された。  

FCV の状況下における持続可能な開発モデルの中核になるのは民間セクターであるとの認

識に基づき、IFC と多数国間投資保証機関（MIGA）が取組みの規模を大幅に拡大しつつあ

る。2018 年に行われた IFC の資本増強パッケージで は、IDA 対象国と FCS 国における IFC
の業務拡大に重点が置かれた。IFC は、投資コミットメントの内、IDA 対象国と FCS 国におけ

る割合を 2030 年度までに 40％（低所得の IDA 対象国と IDA FCS 国は 15～20％）増やすこと

に力を注いでいる。そのためには、投資の規模を現在の水準よりも少なくとも 5 倍に増やす必

要がある。 

MIGA も同様に、2005 年以降 FCS を優先課題と位置付けてきた。FCS における MIGA のポ

ートフォリオは 2013 年以降継続して増えており、2019 年には過去最高の 20 億ドルに達した。

IDA18における 25億ドルの民間セクター・ウィンドウ（PSW）の導入により IFCと MIGA は FCS
への投資を一層拡大できるようになり、取組みをさらに拡大した結果、民間セクター主導の成

長を促進する政策改革に対する IDAの支援を補完するようになっている。IFCはまた、紛争の

影響下にあるアフリカ諸国（CASA）と FCS アフリカ・イニシアティブを通じて FCS への支援を強

化し、市場創出アドバイザリーウィンドウ（CMAW）を通じてアドバイザリー業務を拡大している。 

 

FCV 支援のための WBG 枠組み 

 

WBG の FCV 戦略の目標は、各国が社会から疎外された最脆弱層を中心に、FCV を助長す

る要因やその影響に対応し強靭性を強化できるよう支援すべく WBG の有効性を拡大するこ

とにある。この取組みは、WBG の 2 大目標達成に不可欠である。本戦略には、FCV を理解す

るための新たな枠組みと共に、深刻な暴力、強制移住の危機、内戦等、FCV 関連の各種の課

題を抱えた低・中所得国に対する WBG 開発支援の有効性を高めるため、一連の強力な措置

が示されている。 

本 FCV 戦略は、FCV の状況下における WBG 支援に関する独立評価グループ（IEG）による

一連のレビュー、ポートフォリオ・レビュー、2019 年に実施された世界各地でのコンサルテーシ

ョン、業務経験から得られた教訓等、脆弱性の根本原因や紛争・暴力を悪化させる長期的リス

クに体系的に取り組むための様々なインプットを踏まえて作成されている。  

本 FCV 戦略の大前提は、FCV から生じる課題は多様であるがゆえに万能のアプローチは存

在しないという考え方である。FCV の状況下での業務は通常とは大きく異なる。刻々と変わる
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状況、様々に異なる危険性のレベル、脆弱で流動的な政治状況、不安定なマクロ経済、組織・

制度のキャパシティの低さに加え、民間セクターにとって投資環境が整っておらず、脆弱層に

は暴力のリスクが他より大きく、支援に伴うリスクとコストが際立って大きいからだ。 

そのため WBG のアプローチは、国別パートナーシップ枠組み（CPF）およびプログラムを脆弱

性の根本原因に取り組むよう変更するなど、FCV の状況下特有のものへと適応させなければ

ならない。こうした特に困難な環境においては、現地での存在感を高めることが鍵となる。また、

FCV の長期性と複雑性を踏まえ、開発関係者は、紛争や危機的状況の最中に限らない長期

的な介入継続を計画する必要がある。そのためには、開発関係者には通常よりも大きなリス

クを受け入れることが求められ、様々に異なるステークホールダーとのパートナーシップが不

可欠となる。 

本 FCV 戦略は、FCV の状況下での業務・分析の経験を生かして、他と異なる FCV アプロー

チを示している。中心にあるのは、WBG のアプローチを強化し FCV 全般にわたる課題に取

り組むための一連の基本理念と 4 つの柱である。4 つの柱は、異なるタイプの FCV の状況で

いかに支援を進めるかについてCPFや各種プログラムのための具体的な指針を示し、支援先

の政府と民間セクターの両方に対し、より効果的でそれぞれの事情に合った支援を提供する。 

1. 暴力的な紛争や個人間の暴力を予防：気候変動、人口動態の急変、ジェンダー格差、

パターン化した差別、経済・社会的疎外、不平・不正の発生といった脆弱性および短・

長期的リスクの助長要因発生に対応し、緊張が本格的な危機に発展する前に強靭性

構築の要因を強化する。 

2. 紛争や危機の最中も支援を継続：達成した開発成果の維持、基本的な組織・制度の持

続、強靭性の構築、将来の復興の準備を進める。 

3. 各国が脆弱な状況を抜け出せるよう支援：市民と国家の間の社会的盟約の更新、健

全な現地民間企業の強化、核となる組織の正当性・機能の強化に向けたアプローチを

推進する。 

4. FCV の副次的影響を緩和：強制移住や、飢饉、パンデミック、気候変動、環境変化に

よるショックなど、国境を越えた危機に直面する国や社会から疎外された最脆弱層を

支援する。 

 

加えて、WBG は FCV の状況における以下の 6 つの優先課題に集中的に取り組む。 （i）人的

資本への投資、（ii）マクロ経済の安定化と債務の持続可能性の支援、（iii）雇用と経済的機会

の創出、（iv）コミュニティの強靭性と準備態勢の強化（特に気候変動と環境破壊に関して）、（v）
正義と法の支配の徹底、（vi）WBG の業務における治安維持部門の取り扱いのためのアプロ

ーチ策定と、比較優位の確立。FCV の状況に対する WBG の支援に当たっては、WBG ジェン

ダー戦略に沿ってジェンダーに特に着目する。 

FCV 戦略は、FCV の状況における WBG の比較優位分野を明確にする。特に、各国の制度

支援、国家の主要な機能の強化、組織・制度の強靭性とキャパシティの強化に向けた持続的

な長期支援に注力する開発機関としての WBG の役割が軸となる。同戦略は、中央政府、自

治体、地域の零細・中小企業（MSMEs）、地域や国際的な民間企業など、官民両セクターの多
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種多様な対象者を支援し、投資を奨励し、脆弱性の根本原因に取り組む重要な政策改革に影

響を与えるという WBG の役割を強調するものである。 

FCV 戦略は、雇用創出、サービス提供、社会的結束の強化、包括的な経済成長の促進を図

る官民両セクターの施策の重要性を指摘している。市場・セクターのレベルでインパクトを与え

るためには、世界銀行、IFC、MIGAが、上流と下流の両方で、相互に補完しながら、投資を行

い雇用創出を促すという総合的なグループとしてのアプローチが求められる。そこで同戦略は、

民間主導の成長や上流でのプロジェクト組成を可能にする環境の強化、現地の民間セクター

関係者への支援、紛争に配慮した投資アプローチの拡大、FCV の状況での投資に影響を及

ぼしリスクを回避するという WBG の役割を重視している。IFC の市場創出戦略は、FCV の状

況下において極めて重要であり、個別のプロジェクトにとどまらず、市場全体へのインパクトの

把握を重視するもので、プロジェクトの開発・分析作業をセクター別に進めることが求められる。 

FCV 戦略は、WBG のセーフガードを完全に順守しつつ危機に段階的に対応することと、プロ

グラム実施中にリスクの危機が顕在化する可能性について容認の度合いを高めることの双

方の重要性を強調している。FCVの状況下での業務は、通常よりもはるかに大きなリスクを伴

うことが多く、主に以下 5 つのリスクが挙げられる。（i）WBG 職員、借入国担当者、受益者の

身の危険、（ii）脆弱層に対する暴力の大きなリスク、（iii）組織・制度の機能が脆弱または欠如

（開発効果に悪影響となる）、（iv）環境・社会・ガバナンス（ESG）面のリスク、（v）不正や汚職な

ど受託者リスク。こうしたリスクの高まりに伴い、これまで以上に先を見越したリスク管理が必

要になり、リスクが顕在化した際には的を絞った迅速な支援が求められる。具体的には、政

治・紛争リスクが高く、不安定な市場、高い業務コストを伴う FCV の状況下でプロジェクトを進

めるにあたり、IFC と MIGA は、セクター横断的に、またプロジェクトを実施する国を多様化す

るなど、FCV への支援拡大に伴うリスクとコストを適切に管理する。 

 

FCV 戦略の実施 

 

FCV 戦略を実施するため、WBG は FCV の状況下での業務の有効性を強化するため 23 の

措置を掲げている。その一部は IDA 第 19 次増資の FCV 特別テーマの下での政策コミットメ

ントにも含まれている。FCV 戦略の全面的な実施は、WBG の地域実施計画、国別プログラム、

FCV 関連プロジェクトを通じて行われるが、上記の措置は FCV 状況下という独自性に対する

WBGのアプローチを強化する上で極めて重要である。23の措置は、政策、プログラミング、人

員、パートナーシップの頭文字をとった「4 つの P」に分類されている（表 1 を参照）。 

• 政策：WBG は人道危機や強制移住への支援、ならびに業務や比較優位における保安・

軍事関係者の扱いへのアプローチに関する枠組みを刷新する。その目的は、政策、プロ

セス、実施状況が FCV の状況において目的に沿った、合理的かつ柔軟なものとなるよう

にすることにある。 

• プログラミング： WBG の戦略と業務は、FCV の助長要因にこれまで以上に体系的に取

り組むよう設計し、複雑かつ急激に変化する FCVの状況に合わせた実施・監視アプロー
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チをとる。また WBG は、業務を拡大し、上流でのプロジェクト開発と下流での民間セクタ

ーのキャパシティ・ビルディングの両方で協調のとれたアプローチを徹底する。  

• 人員：WBG は、FCV の状況下で現地での存在感を高め、FCV の経験とキャリア開発の

結びつきを強め、業務に携わる職員に求められるスキル、知識、インセンティブへに一層

の投資を行う。 

• パートナーシップ：それぞれの相補性と競争優位に基づき、WBG は人道、開発、和平構

築、保安、民間セクターの関係者との連携を強化し、現場でのインパクトを最大化する。 

FCV戦略は、上記の 4つの Pに沿って、FCVの影響下にある国の状況に合わせた資金提供

のあり方を示している。WBG の資金提供は、IDA と IBRD の資金、信託基金、IFC の投資、

MIGAの保証によって構成されており、IDA19の FCV特別テーマと 2018年の IBRDと IFCの

資本増強パッケージにおける FCV 重視に沿ったものだ。さらに、IFC と MIGA は、民間セクタ

ー・ウインドウ等のブレンド・ファシリティへや IFC・MIGAパートナーシップ合同ビジネス協定の

アクセスを通じたものなど、FCS 支援を強化するための具体的な取り決めを行っている。 

同戦略に示された業務枠組みと具体的な措置を実施することで、特に厳しい状況下の現場で

の WBG のインパクトが高まる。そこで同戦略は、国別戦略と業務を支援するため、FCV の状

況におけるWBGの業務パラメーターと比較優位について職員に方向性を示す。その目的は、

FCV の影響が特に深刻な分野や、WBG の開発支援が最大のインパクトをもたらし得る分野

を、状況に適応しつつ地理的に対象を絞りこんで精選することにある。同戦略の下、存在感の

拡大、スキル向上、FCS 下で働く職員へのインセンティブ向上を通じ、現場での支援が拡大さ

れ、支援先の政府や民間セクターが機能を構築しプロジェクトを実施できるようになるものと期

待される。 

同戦略の実施は、WBG がそのアプローチを FCV の状況に合わせるよう以下の 4 つを通じた

レベルで行われる。（1）同戦略に示されている 23 の業務措置、（2）世界銀行グループの戦略

とイニシアティブに加え、IDA19、IBRD と IFC の資本増強パッケージ、FY20-22 の人事戦略、

MIGAの FY21-23戦略など、FCVが重点対象であるコミットメント、（3）国別・地域別の FCVプ

ログラム、（4）FCV の影響下にある国々における分析作業やプロジェクト。 

FCV 戦略の実施の進捗状況はモニタリングされ、WBC の理事会に報告される。WBG 理事

会への毎年の最新情報報告、2022 年末までの戦略実施の中間レビュー、2024 年までに独立

評価グループが実施予定のレビューを通じて、見直しが行われる。 
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表 1：WBG の FCV 戦略を実行するための施策 

政策、手順、実務 
1. WBG が、人道危機、難民・強制移住の問題、治安維持部隊や軍とのやり取りの特に不安

定な環境においていかに活動するかを明確にし、それに応じて「OP2.30 開発協力と紛争」を

更新する。 
2. FCV の状況におけるデジタル・ソリューションの活用を体系化する。ここには、監視や実行

を充実させるための地理情報活用によるモニタリング・監視（GEMS）や遠隔調査技術が含

まれる。[IDA19 の FCV 政策コミットメント#5 を参照] 
3. FCV の状況で必要に応じて業務の柔軟性を高める。ここには、調達、環境・社会セーフガー

ド、財務を中心に、FCV の状況下での業務の柔軟性についてチーム内での認識向上に向

けた、スタッフへの研修実施やコミュニティへの実務促進が含まれる。 
4. モニタリング・評価（M&E）の枠組みを拡充し、より信頼性の高いデータへのアクセス確保、

状況に応じたソリューションの設計、FCV の状況における現場へのインパクト測定を図る。

その際、情報通信技術（ICT）ツールや、受益者からのフィードバックを取りこぼさず把握する

ために、より目的に即して設計された調査方法を活用する。  
5. FCV の状況下での国別プログラムやプロジェクトを評価するための WBG 評価枠組みを充

実させる。ここには、より現実的な目標設定やプロジェクト設計・実施の奨励、流動的な状

況、制度面の機能が十分でなく不確実性やリスクのレベルが高い状況における適応性の奨

励が含まれる。 
6. 小口融資の手順合理化など、FCV の課題により機敏に対応できるよう、IFC と MIGA のプ

ロセスを簡略化・効率化する。 
プログラム策定 

7. 「リスク・強靭性評価（RRA）」の方法を見直し、脆弱・紛争・暴力の影響下にある国々のため

に体系的な実施を徹底する。RRA／脆弱性評価はそれぞれが、FCV の要因と強靭性の要

素を分析し、国別プログラム策定に取り入れることのできる業務上の提言を行う。[IDA19 の

FCV 政策コミットメント#1を参照] 
8. 国別パートナーシップ枠組みと FCV の状況下での業務が、脆弱性の主な要因と強靭性の

要素に体系的に取り組むものとなるようにする。[IDA19の FCV政策コミットメント#1を参照] 
9. FCV の状況下における業務においては必ず、プロジェクト・サイクル全体を通じ治安面への

考慮を徹底する。その一環として、治安の観点をプロジェクト設計や文書、実施、監視、モニ

タリング・評価に織り込む。 
10. ポートフォリオ・レビュー、紛争フィルター、FCV における和平の観点の活用促進により、特

に脆弱性が散見される国において、世界銀行のチームを支援して、ポートフォリオやプロジ

ェクトが脆弱性の要因や紛争リスクを特定し対応できるものとなるようにする。 
11. 主要な脆弱性リスクに焦点を絞った地域・国際プログラムを拡大する。地域 RRA を実施し、

脆弱性の地域的状況に対応する地域・国別プログラム策定に参考となる情報を収集する。

[IDA19 の FCV 政策コミットメント#2 を参照] 
12. FCV 状況下での民間セクター投資のために脆弱性に配慮したアプローチを体系化する。そ

の際、国別の状況を考慮した分析とパイロット・プロジェクトのレベルでの紛争の分析を基に

する。[IDA19 の JET 政策コミットメント#6 を参照].  



viii 

13. 民間セクター開発に WBG全体で取り組み、FCVの状況下での市場創出を支援する。具体

的には、上流のプロジェクト開発、体系的国別診断（SCDs）、国別民間セクター診断

（CPSDs）、公的資金の戦略的活用に向けた民間優先の原則（カスケード・アプローチ）／開

発資金最大化（MFD）の適用を進める。 
14. IFC の特別アドバイザリー資金と実施制度の拡大。IFC の市場創出アドバイザリー・ウィンド

ウ、脆弱・紛争国（FCS）アフリカ、環境・社会・ガバナンス（ESG）拡大アドバイザリー・プログ

ラムを通じ、市場開発とキャパシティ・ビルディングへの支援を拡大し、現在の制度の対象と

なっていない中所得国における FCV のニーズに対応する。 
パートナーシップ 

15. 国内の人道、開発、安全保障、和平構築の関係者の連携を組織化する。そのために、開発

機関としての WBG の競争優位性を駆使し、現地でのオペレーションのインパクトを高め、実

施に当たり必要に応じて第三者と有効な取り決めを結ぶ。具体的には、復旧・和平構築アセ

スメント（RPBAs）などの合同アセスメントのより体系的な実施、不安定な環境で業務に従事

する関係者との国レベルでの連携強化を含む。 
16. 国際開発金融機関（MDBs）と国レベルでの連携を促進・強化する。その際、FCV の課題を

重点対象とした定期的な合同研修や合同分析を増やすなどする。 
17. 国境を越えた FCV の課題に対応する権限と能力を備えた地域組織との連携を引き続き強

化する。 
18. 状況が不安定な地域や脆弱・貧困コミュニティの近くで活動する場合、女性主導で女性・女

子のエンパワーメントを促進する場合など、FCV の状況下における市民社会組織（CSOs）と
の連携を国レベルで強化する。 

PERSONNEL 人員 
19. 脆弱・紛争の影響下、ならびにその近辺により多くの専門職を派遣することで現地における

存在感を高める。[IDA19 の FCV 政策コミットメント#6 を参照] 
20. FCS の経験とキャリア形成の結びつきを強化する。そのために、WBG の職員にとって FCV

の状況下で働くことのインセンティブを高め、FCSでの経験が組織的に認識され、パフォーマ

ンス、人事考課、次のアサインメント計画の一環として考慮されるようにする。 
21. FCV の状況下で働く職員のために、FCV について学ぶカリキュラムを充実させ導入する。

その際、業務能力、分析力、個人の有効性の向上を学習の焦点とする。FCV の状況下で、

または FCV 関連で働く職員とマネージャーは、関連するすべてのトレーニングに参加するこ

とが期待される。 
22. 職員が安全で安心して満足した環境で働けるよう、FCV状況下での勤務の前後と最中に充

実したサポートを提供する。健康面・心理面のサポートに加え、安全確保についての自覚と

管理のトレーニングを含む。 
23. IFC が展開していない国において世界銀行の職員を活用する。そのために、世界銀行のマ

ネージャーと職員で、こうした状況で IFC の機能を果たせる人材にトレーニングを実施し、サ

ポートする。 



IX 

注 

1 「FCV」のコンセプトは以下の 3 つの要素で構成される。（i）根深いガバナンスの問題と国

の組織・制度の弱点、（ii）進行中の紛争の状況、（iii）個人や集団の間での激しい暴力。 
2 United Nations and World Bank, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing 

Violent Conflict (Washington, DC: The World Bank Group, 2018), xvii and 12, 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337. (Based on 2016 data.) 

3 The UN High Commissioner for Refugees, Global Trends: Forced Displacement in 2018 
(Geneva: UNHCR, 2019), 13, https://www.unhcr.org/en-
us/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html. 

4 FCV を経験中の国の分類には複数の異なる指標が用いられる。世界銀行がまとめた脆

弱な状況のリスト（付録を参照）には、低所得国と低位中所得国を中心に 36 カ国とひとつ

の地域が含まれている。 
5 IDA19 増資交渉は 2020 年 7 月に始まり、2023 年 6 月に妥結の予定。 
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