世銀債

開発途上国の持続可能な発展を支える投資
投資家の皆様へのお知らせ 2015年6月

持続可能な
途上国支援

開発途上国の成長は、様々
な分野で達成される必要
がありますが、同時に環境
への負荷も最小限に食い
止めなければいけません。
そして、
この二つを両立さ
せることで、はじめて世界
中の貧困を終らせ、人々が
豊かに暮らすことが可能と
なります。
この両立は、次
世代の人々のニーズを満
たしていくためにも重要で
あり、限られた資源を有効
に活用していくためには、
緊急性を要する対応と、時
間をかけた長期的な対応
を注意深く使い分けていく
ことも重要です。
開発途上国への持続可能
支援には三つの大きな柱
があります。
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– 経済成長、環境の保全、
そして社会的共生です –
この三つの柱は、急激に
進む都市化への対応から、
農業・インフラ・エネルギ
ー開発・水資源・交通まで、
世界銀行が資金貸出を行
っている全てのセクターに
おいて不可欠です。
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世界銀行の使命

世銀債は持続可能な開発途
上国支援を支えています。

分野別貸出新規承認額
（2014会計年度、総額186億米ドル）

「世界銀行」の名で知られる国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）は、第二次世
界大戦後の欧州の復興と経済安定を目的に、1944年に創設する協定が
起草されました。今日では、活動の焦点を開発途上国支援にあてており、
世界の貧困撲滅と同時に、全ての人々が共に豊かに暮らすことを目標とし
ています。世界銀行は、比較的信用力の高い開発途上国政府に対し、資
金の貸出・保証、
リスク管理サービス及び開発に関係する分野の専門的
な分析・助言サービスを提供しています。実行に際しては、ＥＳＧ（環境・
社会・ガバナンス）にも細心の注意を払っています。
世界銀行は、様々な分野において開発途上国の持続可能な発展を支援し
ています。対象分野は、農業・食糧安全保障、教育、エネルギー、金融、貿
易・産業、法律・ガバナンス、保健・社会サービス、運輸、水・衛生など多岐
にわたります。
（詳しくは3ページをご覧ください。）世界銀行の開発支援
プロジェクトは、現地での環境及び社会的影響、温暖化ガス排出量の削
減効果等の案件実行前の調査、さらに厳格な審査・承認プロセスを経て
実施されます。

分野別シェア
ガバナンス（行政と
法律）
26%

金融・産業・貿易
13%

教育
6%

運輸・情報・通信
23%

保健・社会サービス
8%
水・衛生
7%

農業・食糧安全保障
4%

また、全ての分野で共通の問題となることが多い5つの課題である「地
球温暖化」、
「ジェンダー」、
「雇用」、
「官民パートナーシップ」、
「脆弱性・紛
争・暴力」に対しては、部門や分野を越えて世銀全体で解決のための努
力を続けています。
（詳しくは3ページをご覧ください。）

エネルギー
13%

地域別シェア

世界銀行は開発途上国の持続可能な発展を目指し、支援国の社会、環
境、開発などの分野に効果的に対処するプロジェクトへの資金を貸出す
ため、国際資本市場で世銀債を発行し、貸出資金を調達（借り入れる）
し
ています。世銀債については世界銀行財務局ウェブサイトをご覧くださ
い。www.seginsai.org

欧州
中央アジア

25%

世界銀行は、1947年より世銀債を発行して以来、50年以上最高格付けが
付与されています。堅実な資本構成と厳密な財務方針を背景とした強固
な財務構造、加盟国である出資国の支援により高い信用力を維持してい
ます。

23%

中東

14%

南アジア

11%

最近の発行実績

ラテンアメリカ

25%

豪州ドル 5億5千万 2.5% 5年 グローバル債 2020年３月満期
カナダドル 12億 1.125% 5年 グローバル債 2020年3月満期
米ドル 40億 1.625% 7年 グローバル債 2022年2月満期
ユーロ 6億 0.5% 15年 グローバル債 2030年4月満期

東アジア

アフリカ

2%

アフリカ (AFR) 4億米ドル; 東アジア & 太平洋 (EAP) 42億米ドル; 欧州 & 中央アジア
(ECA) 47億米ドル; ラテンアメリカ& カリブ地域 (LAC) 46億米ドル; 中東 & 北アフリカ
(MNA) 25億米ドル; 南アジア (SAR) 21億米ドル

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
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• 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
• 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

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

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
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• 188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
(15.9%); 日本 (8.6%);
中国 (5.5%); ドイツ
(4.8%); フランス(4.3%);
英国 (4.3%)

世界銀行の支援

農業・食糧安全保障 :

ガバナンス
（行政と法律）:

開発途上国の人々の約75％は農村部に暮らしており、そ
の生計は農業に依存しています。世界銀行は、農業分野を
グローバルに支援する世界最大の資金貸出機関であり、
貧困撲滅及び今後の人口増加に対する食糧保障を強化
しています。

世界銀行は、開発途上国政府が抱える様々な問題の解決
も支援しています。例えば、公共事業の発注手法、財政管
理、税制、公的債務管理、規制政策、透明性、電子情報のガ
バナンス、法律と開発、汚職防止、社会的説明責任などの
様々な分野において、先進的かつ一貫性のある解決手法
を提案しています。

教育:

保健・その他の社会サービス:

世界銀行は、教育分野の支援においても世界を先導して
います。特に教育改革や教育分野への投資の手法を体系
的に構築してきた実績があります。教育の充実は、国の発
展や貧困削減に極めて有効であり、世界銀行のすべての
支援国の開発戦略における中核でもあります。

開発途上国の人々が、安価で高水準な保健医療サービス
を享受できるよう、世界銀行は健全な社会づくりを支援す
るための貸出を行っています。
また、最先端かつ設備の充
実した保健医療サービスの拡大及び強化を目的とした官
民連携事業も支援しています。

エネルギー :

運輸・情報・通信:

エネルギー開発と環境負荷を両立させるべく、世界銀行
はプロジェクトの厳格な適正評価を行い、様々なエネル
ギー源の比較分析も行っています。
これにより、安価かつ
安定的で持続性の高いエネルギーを開発途上国に提供
します。具体的にはエネルギー効率の改善、省エネ並び
に再生可能エネルギーの拡大を促進しています。

世界銀行は、開発途上国の人々の間の「つながり」を強化
し、情報共有と競争力を高める努力もしています。即ち、
直接的な「つながり」
である交通インフラの整備だけでな
く、ネットワークインフラに対する資金貸出と政策提言も
行っています。
より多くの人々を様々な市場や社会サービ
スに「つなぎ」、経済の活性化と環境問題の両立を目指し
ています。

金融・産業・貿易:

水・衛生:

開発途上国のより良いビジネス環境を構築するため、金
融市場のインフラ開発、貿易や投資の活発化、国家及び
産業レベルでの生産性と競争力の向上を目的とした開発
途上国の取組みを支援しています。

水資源の分配や持続性を管理しながら、家庭や企業に対
して飲料水及び適切な上下水道サービスを提供する支援
を行なっています。具体的には、農業用の灌がい、旱魃の
耐久性と洪水対策を行いつつ、淡水資源の品質や生態系
の保全も行っています。

開発途上国共通の重要課題: 持続可能な発展を実現させる上で取組みが必要な開発途上国共通の課題を考慮した開
発戦略及びプロジェクトを導入し支援しています。

地球温暖化

温室効果ガスの排出量が少なく環境にやさしい都市開発や交通インフラ構築の設計及び貸出、再生可能エネルギーへの投
資など、温暖化に適応する
（すでに起きている問題への対処）、あるいは温暖化を緩和する
（温室効果ガスの防止）加盟国の取
組みを支援しています。

ジェンダー

著しい社会的不平等及び性差別が発覚した場合は、
プロジェクトへの貸出の見直しや専門家の派遣などで社会的公平性を保
つようにサポートし、パートナーや加盟国と協力しながら世界的な性差別・不平等を無くす取組みをしています。

雇用

政策助言や教育、職業創出プロジェクトへの資金支援を加盟国に提供しながら、大量雇用の創出及び労働生産性の向上の２
つの大きな課題に取組んでいます。

官民パートナーシップ (PPP)

政府の規制当局への政策提言から行政執行機関の改革まで、川上から川下まで様々な支援を行い、公共サービスに効率性と
持続可能性をもたらす官民パートナーシップを支援しています。

脆弱性・紛争・暴力

開発途上国で頻発する
「紛争」の原因を究明し、
「暴力」や「脆弱性」から派生する小さな問題から大きな問題まで、世界銀行が
提供する解決策が、
より効果の高いものになるよう努力しています。
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支援分野: 世界銀行は、様々な分野に関するグローバルな知識や経験を共有し、開発途上国の支援を行っています。

プロジェクトの実績

世界銀行の様々なプロジェクトの実績

世界各国で進められているプロジェクト事例をご紹介します。各プロジェクトの詳細につきましてはウェブサイトをご覧ください。
（英語)
http://www.worldbank.org/en/results

カザフスタン

土壌の品質管理の徹底による効率的かつ持続可能
な水資源の確保、ならびに水質の改善
プロジェクト番号：(P112074)
期待される成果:
• 排出汚水量を5,600トン削減
• 235,465ヘクタールの動植物保護地
域を造成
• 用水の稼動効率を20%改善
• 200万人へのサービス
向上
世銀融資額: 7,000万
米ドル

レバノン

地方自治体の教育監督局の強化
プロジェクト番号：(P118187)
期待される成果:
• 幼稚園・保育園の園児数の10%増加
• 教育の質改善のためのトレーニングの
受講を全ての教員の義務化
•
教育管轄する省庁による教育
システム全体 の効率的管理。教育
方針や指針の明文化
世銀融資額: 4,000万米ドル

ボツワナ

HIVエイズ患者へのより
広範な対応ならびに対処実
績を正確に把握することによる
効率性と持続性の向上
プロジェクト番号：(P102299)
期待される成果:
• 予防活動の強化によるHIVエイズ対策プ
ログラムの効率の向上
• 予防活動における責任の明確化と予算の管理
の厳格化を全国規模での実施
世銀融資額：5,000万米ドル

インドネシア

電力に対する需要の急
拡大に対応するための送電
ネットワークの整備
プロジェクト番号：(P123994)
期待される成果:
• 電力供給の質と量の改善
• 電力収入の35-45%増
• 送電能力を610万キロボルト増強
世銀融資額：3億2,500万ドル

パラグアイ

小規模農家や先住民の社会的立場ならびに経済力継
続的な改善
プロジェクト番号：(P148504)
期待される成果:
• 市場へのアクセスと地域間の交流を促進
• 地域毎の自治体の整備、
自己統治機能の向上
• 20万人規模の生活水準改善
世銀融資額：1億米ドル

世界銀行について: 世界銀行（国際復興開発銀行、通称IBRD）は、188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。

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
Published in April 2015
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ブラジル

特定の法律における政府機関の執行能力の強化なら
びに効率性と透明性の向上・司法サービスの改善
プロジェクト番号：(P143274)
期待される成果:
• 政府系機関の業務執行能力の強化
• 司法分野における公共サービスの効率性と透明
性の向上
世界銀行融資額：3,600万ドル

