
1はじめに
世界には、貧困から抜け出せていない人々がまだま

だ多く存在している＊3。こうした状況を直視し、2015
年9月の国連サミットでは、「誰一人取り残さない

（leave no one behind）」社会の実現を目指す「持続
可能な開発目標（SDGs）」が採択され、その国際目
標の一つとして、2030年までに貧困をなくすことが
掲げられている。その目標の達成に向け、途上国の開
発支援の分野において主導的な役割を担っているのが

＊1） IDA増資については、総務（日本は財務大臣）の副官（「IDA-Deputy」）が交渉を行う慣例となっている。日本は有泉秀大臣官房審議官（国際局担当）
が IDA-Deputyとして IDA第19次増資の交渉を担当。

＊2） 本稿において意見の表明に当たる部分は、筆者個人の見解であり、財務省、日本政府の意見を代表するものではない。また、英語で記された原文の日
本語訳は筆者によるものであり、公式の翻訳ではない。

＊3） 世界銀行は、1日1.9ドルでの暮らしを国際貧困ライン（international poverty line）として設定しており、その水準以下で暮らす人々を「極度の貧
困（extreme poverty）」としている。2015年時点で、世界人口の約10％（7.34億人）が1日1.9ドル以下で暮らしていると推計されている。

世界銀行グループである。
世界銀行グループは、加盟国からの出資をもとに、

途上国に対して融資等を行う世界最大の開発金融機関
であり、貧困の削減と繁栄の共有の促進という2大目
標を掲げ、その達成に向けて、4つの中核機関がそれ
ぞれの役割に応じた支援を実施している。

本稿では、世界銀行グループのうち、低所得国支援を
担っている国際開発協会（IDA（アイダ）：International 
Development Association）の概要と、昨年行われた
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資料1　世界銀行グループの概要

１.世界銀行グループ
途上国における貧困の削減・繁栄の共有の促
進を使命とする世界最大の援助機関。
世界銀行グループを構成する中核4機関は右
表の通り。このうち、最も歴史のあるIBRD（国
際復興開発銀行）は、第二次大戦後の1945
年に設立（加盟国数：189）。

２.組織
本部：ワシントンD.C.
総裁：デイビッド・マルパス（米）
（2019年4月）
３.日本と世界銀行の関係
日本は1952年に世界銀行（IBRD）に加盟。
かつては最大の借入国の一つであった。世界銀
行からの融資は、東海道新幹線や東名・名神
高速道路、黒部第四水力発電等の基幹インフ
ラや、製鉄業等の近代化に活用。
現在、日本は、世界銀行グループを構成する
各機関において、米国に次ぐ第2位の出資国。

国際復興開発銀行（ ）
○中所得国及び信用力のある低所得国を対象
○市場から調達した資金等で長期融資を供与

国際開発協会（ ）
○低所得国支援に特化
○加盟国からの出資金・市場調達資金をもとに、超長期・低
利の融資・グラントを供与
○ 年ごとに増資
○担当副総裁：西尾昭彦

国際金融公社（ ）
○市場から調達した資金等で途上国の民間案件に投融資
○ 長官：フィリップ・ル・ウェルー

多数国間投資保証機関（ ）
○途上国向けの民間投融資に、ポリティカル・リスク保険を供与
○ 長官：俣野弘

世界銀行グループの概要
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IDA増資交渉における議論について紹介したい。

2 IDAの概要
まずは、IDAの概要について見ていきたい。
世界銀行グループの中核機関のうち、国際復興開発

銀行（IBRD：International Bank for Reconstruction 
and Development）は、加盟国からの出資金を資本
としつつ＊4、国際資本市場での債券（世銀債）発行に
よる調達資金を原資として、中所得国などに準商業
ベースでの貸付を行っているのに対し、IDAは、加盟
国からの出資金を主たる原資として、特に所得水準の
低い途上国に非商業ベース（超長期・低金利）での貸
付や贈与（グラント）を行っている。IDAが安定的に
低所得国に対する支援を行っていくためには、加盟国
からの継続的な資金拠出が必要とされることから、
IDAでは3年間を1つの期間として資金計画が立てら
れ、加盟国からの追加拠出の規模や資金の使途等に関
する増資交渉が行われることとなっている。昨年12
月に交渉が妥結した第19次増資（IDA19）について
は、2020年7月から2023年6月までの3年間を対象
としたものとなっている。

IDAの財源は、加盟国からの出資や融資による貢献
のほか、過去のIDA融資の返済金などの内部資金、さ
らにIDA18から導入された市場からの資金調達＊5等と
なっている。こうして集められたIDA資金が、IDA19
では74か国の低所得国の開発支援に活用される。

IDAによる支援は、使途が定められていない国別配
分と、使途が限定されている特別枠に分配されること
になり、IDA19では全体の7割強は前者の国別配分に
割り当てられる計画となっている。国別配分について
は、主に、政策・制度環境の良好度（パフォーマン
ス）に応じて人口1人当たりの資金が手厚く配分され
るよう設定されているPBA（Performance-Based 
Allocation）の計算式に基づき各国に割り当てられる。

資金の多くは、超長期（満期38年、うち据置6
年）・無利子（手数料0.75％のみ）の融資で低所得国
に供与される。ただし、世界銀行と国際通貨基金（IMF）
が行う債務持続可能性の分析で赤信号（債務リスクが

＊4） IBRDの増資に関する議論については、津田（2018）を参照。
＊5） IDA18における市場からの資金調達の導入に関する議論については、山下（2017）を参照。
＊6） 例えば、欧州の主要国などは、紛争・脆弱国（Fragility, Con�ict & Violence）や気候変動、ジェンダーなどの分野への支援の重要性を主張した。

高い）と判定された国に対しては全額をグラントで、
黄信号（債務リスクが中程度）と判定された国に対し
ては50％をグラントで、50％を融資で供与すること
とされている。なお、所得水準が一定水準に達し、
IBRDからも一部借入が可能な国（通称、ブレンド国）
に対しては、条件をやや厳格化した融資が行われる。

3 IDA19増資交渉
IDAを巡る3年に1度の増資交渉は、国際的な低所

得国支援に係る今後3年間のアジェンダについて合意
形成を行うものであり、さらに、その資金規模の大き
さからも、国際的な開発支援に与える影響力は非常に
大きいものとなっている。そのため、IDA増資交渉
は、途上国の開発に携わる関係者にとって最も重要な
イベントの一つとなっており、日本が議長国を務めた
昨年のG20の首脳宣言においても、IDA19を成功裏
に達成することの重要性が言及されていた。

IDA19増資交渉は、2019年3月のワシントンDC
に於ける第1回交渉会合を皮切りに、アディスアベバ

（エチオピア）、ワシントンDCでの交渉会合、その他
大小様々な非公式会合等を経て、2019年12月13日
にストックホルム（スウェーデン）での最終会合で合
意に達した。

ここでは、IDA19増資交渉で議論された重点政策
と増資規模について見ていきたい。

（１） 重点政策（日本議長下のG20における成
果の反映）

SDGsにおいて17の国際目標が掲げられているよ
うに、世界の開発課題は多岐に亘っており、IDAの支
援分野も非常に広範なものとなっている。そうした中
で、各国ともに、国内への説明も念頭に置きながら、
今後3年間のIDAの支援計画において自国の優先課題
に出来るだけ多くの資源が配分されるよう、事務局や
他の加盟国を巻き込みながら交渉を行っていくことと
なる。IDA19においても、どの分野を重点政策とす
るかについて活発な議論が行われた＊6。

こうした中で、日本は、IDAの主要ドナー国とし
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て、政策面においても増資交渉の議論をリードした。
特に、昨年、日本がG20議長国として取りまとめた
質の高いインフラ投資や、国際保健（ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジ（UHC）、感染症の大流行（パン
デミック）への備え・対応）、自然災害に対する強靭
性、債務の持続可能性といった分野については、多く
の加盟国から重要性が認識され、IDA19の重点政策
に位置付けられた。

以下では、日本として重点を置いた上記の分野に着
目して、IDA19の政策面における主な内容を紹介す
ることとしたい。

ア　質の高いインフラ投資
途上国の経済発展のためにはインフラの整備が不可

欠であるが、持続可能な成長・開発という視点から考
えた場合、そうしたインフラ投資は、財政の健全性を
確保しつつ、インフラがもたらす経済、環境、社会及
び開発面における正のインパクトを最大化し、経済活
動の好循環を創出する「質の高い」ものである必要が
ある。

こうした観点から、日本は、「質の高いインフラ投
資」を打ち出し、昨年の日本議長下のG20において、
インフラ投資におけるライフサイクルコストを考慮し
たvalue for moneyの実現、環境・社会配慮、自然災
害に対する強靭性、透明性、ガバナンス（債務の持続
可能性等）などの要素を組み込んだ「質の高いインフ
ラ投資に関するG20原則」を取りまとめた。

同原則は、IDA19の増資合意の中でも引用されて
おり、IDA19の実施を通して、途上国におけるイン
フラ整備の中で、その考え方が個別プロジェクトに反
映されていくことが期待されている。

イ　国際保健（UHC・パンデミック）
国際保健は、戦後早期に国民皆保険制度を導入し、

医療システムを整備してきた日本の経験を役立たせる
ことができる分野であり、国際的な開発支援の場にお
いても、日本が議論をリードしてきた。

今般の新型コロナウイルスの世界的な感染拡大や、
2014年の西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行等

＊7） 第101回世銀・IMF合同開発委員会における日本国ステートメント（2020年4月17日）

で明らかなように、パンデミックに対応するための体
制強化や能力構築と、危機への備えにも資する平時か
らのUHCの確立に取り組むことが、国際社会にとっ
て極めて重要な開発課題となっている。特に、保健シ
ステムが脆弱な低所得国においては緊急の対応が必要
であり、IDAの資金を活用した支援が求められてい
る。

日本としても、新型コロナウイルスの感染拡大等を
踏まえ、本年4月の世銀・IMF合同開発委員会におい
て、途上国の感染症への対応を迅速かつ効果的に支援
しつつ、途上国自身による感染症の備えの強化を促す
画期的なメカニズムとして、「保健危機への備えと対
応に係るマルチドナー基金」を世界銀行グループと連
携して立ち上げるとともに、当面必要な緊急の資金と
して100百万ドルを拠出することを表明した＊7。

また、持続可能な保健システムの構築には、財政当
局とも連携した保健ファイナンスの強化が重要であ
り、昨年のG20においては「途上国におけるユニバー
サル・ヘルス・カバレッジファイナンス強化の重要性
に関するG20共通理解」が取りまとめられた。この
共通理解についても、IDA19の増資合意の中で引用
され、低所得国において保健システムを構築する際の
指針とされている。

ウ　自然災害に対する強靭性（防災）
地震や台風をはじめ、大規模な自然災害が発生する

と、多くの人命が奪われ、経済にも大きな影響が生じ
ることとなる。そのため、IDA19においても、途上
国の開発政策の中で防災が重要課題として位置付けら
れ、自然災害に対する強靭性（予防・備え）を踏まえ
た開発計画を策定し、適切に実施することが求められ
ている。

この観点から、日本は、国際的な開発支援の議論の
中で、インフラのみに限らず、幅広い分野において防
災の観点が考慮される「防災の主流化」を推進すると
ともに、これまでに多くの自然災害を経験し、乗り越
えてきた日本の知見を途上国と共有することで、途上
国における計画策定等に貢献してきた。
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エ　債務の持続可能性
途上国の持続可能な発展を図る上では、債務の透明

性を向上させ、債務の持続可能性を確保することが重
要である。そのため、IDA19では、借入国の債務の
持続可能性を高めるための新たな枠組みを導入するこ
ととされている。新たな枠組みの中では、（1）借入
国に対して、債務の透明性や債務の持続可能性の向上
に資する取組を推進させるためのインセンティブを供
与するとともに、（2）貸付を行う国際機関や二国間
貸付の各実施機関、民間債権者の間での連携を強化
し、持続可能性の妨げとなるような貸付が行われない
ようにすることが目指されている。

（２）増資規模と日本の貢献額
増資交渉のもう一つの大きな目的は、全体の増資規

模と各国の貢献額について合意することである。
2018年に合意したIBRDの増資については、世界経
済に占める各国の経済規模等を踏まえた一定の方程式
に基づいて、各国に追加拠出の割当がなされたのに対

＊8） 日本は、IDA19への貢献において、低金利環境下での貢献価値の縮小や出資貢献充実への強い要請を踏まえ、IDA17及び IDA18で活用した融資貢献
は見送り、出資貢献に一本化することとした。

＊9） 日本の IDA19への出資貢献（約3,525億円）と、2005年のG8で決定済みの IDAの重債務貧困国に対する債務救済費用の日本負担分（約480億円）
を加えた総額約4,005億円の払込みを行うため、国会において「国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律」の一部改正が審議され、本年3月31
日に成立した。

して、IDA増資については、各国が、自国の財政状況
やIDAが今後3年間に行う支援の内容等を踏まえて、
任意に貢献額を決めることとなっている。

IDA19においては、日本や米国、欧州を含む多く
のドナー国が厳しい財政状況に直面する中で、中国や
サウジアラビアなどの新興ドナーからの拠出を増加さ
せるとともに、IDA債発行等の積極活用を図ることに
より、最終的にはIDA18よりも70億ドル増で、過去
最大となる820億ドルの資金規模を達成した。

日本として、IDA19については、日本議長下の
G20の成果である質の高いインフラ投資、国際保健

（UHC・パンデミック）、自然災害に対する強靭性、
債務の持続可能性が重点政策に位置付けられており、
その内容を高く評価していることから、厳しい財政状
況にある中でも、約3,525億円の出資貢献を行い＊8、
IDAによる低所得国支援の拡大に貢献することとし
た＊9。その結果、IDA19における日本の貢献シェアは
10.0％となり、英国に次ぐ第2位となっている。

資料2　国際開発協会（IDA）第19次増資
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【ドナー貢献・日本の貢献の推移】

世界銀行グループ・ （アイダ：国際開発協会）第 次増資
 IDA（アイダ）は、低所得国向けに、超長期・
低利の借款やグラントを供与。3年ごとの増資で、
必要資金を補充。

 今回の増資で、 IDAは、日本議長下における
G20の成果を重点政策として位置付け（質高イ
ンフラ・国際保健・防災・債務持続可能性）。

 IDA19の総資金規模は、IDA債発行等の自己
資金の積極的活用で、前回比70億ドル増の
820億ドルを確保。このうち、ドナー貢献は、中国
やサウジなど新興国からの貢献も増加させつつ、
前回比13億ドル増の323億ドル。

 日本の貢献のうち、前回活用した融資貢献
（円借款）は、低金利環境下での貢献価値の
縮小や出資貢献充実への強い要請を踏まえ、
見送り。今回、日本の貢献は出資貢献（3,525
億円：出資国債）に一本化し、シェア10.0%を
確保（出資順位は英に次いで第2位）。

（注）上記の 億円に、 年の で決定済みの の重債務貧困
国に対する債務救済費用の負担分（ 億円）を加えた出資国債総
額は 億円。
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4最後に
IDA19増資交渉を行う中で、G20議長国として日

本が取りまとめた質の高いインフラ投資、国際保健、
自然災害に対する強靭性、債務の持続可能性が、
IDA19の重点政策として盛り込まれたことは、日本
が国際的な開発支援のアジェンダ設定において、強い
影響力を有していることの証左でもある。

そして、これらの分野は、途上国が持続的な成長を
実現するに当たり、間違いなく対応しなければならな
い課題であるとともに、日本の知見やノウハウが活か
される分野でもある。そのため、今後3年間のIDA19
期間中においては、日本として、知見の共有等を通じ
て、更なる貢献を進めていくことが期待されている。

本稿が、今後の日本の開発政策に関する議論の一助
となれば幸いである。

参考文献
津田夏樹「世界銀行グループの増資について（交渉担当者の視点か
ら）」、『ファイナンス』平成30年8月号、2018年
山下直樹「国際開発協会（IDA）第18次増資について」『ファイナ
ンス』平成29年7月号、2017年

世界銀行グループの主要機関の一つとして低所得国
支援を担っている IDAの今後3年間の方針を策定し、
ドナーから必要な資金を集めることは、世界銀行グ
ループの最重要任務の一つと言える。
開発金融総局の担当副総裁として、この重責を担

い、過去最大の資金規模となる IDA19の増資交渉を
成功裏に取りまとめたのが、西尾昭彦氏である。ド
ナー各国と協力して開発支援を行っていく姿勢が高く
評価されており、IDA19に日本の重要政策が反映さ
れたのも西尾副総裁との連携によるところが大きい。
西尾副総裁は、1988年にヤング・プロフェッショ

ナル・プログラム（YPP）により世界銀行に入行し
て以降、IDA担当局長、南アジア地域担当戦略業務局
長、世界銀行研究所業務局長、公正成長・金融・制度
（EFI）担当副総裁代行等を歴任。周りからは「アキ」

のニックネームで親しまれている。世界銀行入行以前
は、海外経済協力基金（現JICA：国際協力機構）に
勤務。
（参考：世界銀行HP）

西尾副総裁

コラム　第19次増資を担当した西尾昭彦・世界銀行副総裁

IDA増資交渉担当官と世界銀行幹部・事務局職員（Sara Brynedal（スウェーデン外務省）撮影）
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