
IDA  •  民間セクターの活用  •  1

世界の最貧国が必要とする開発資金は膨大であり、官民セクターの協
力があってこそまかなうことができます。

世界銀行グループは、広く包摂的な成長が貧困撲滅の中核を成すと確
信しています。とは言え、民間セクターの繁栄なくして、貧困撲滅を
実現することはできません。気候変動への取組み、深刻なインフラ・
ギャップの解消、基礎的サービスへのアクセス拡充、そして脆弱国で
の安定確保など、最貧国にとっての意味のある成果を上げるには、 

公的機関による支援を補完できる活力ある民間セクターの構築が不 

可欠です。

2015年の第3回開発資金国会議で採択された「アディスアベバ行動 

目標」は、国際社会に対し、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に
必要となる「数兆ドル」を動員するため、公共セクター以外の資金 

源にも目を向けるよう提言しています。

新たな資金源、知識、パートナーシップ、そしてイノベーションに 

より、最貧国に新しい機会が開かれようとしています。

最貧国がこうした機会を掴みとり、複雑な課題に取り組めるよう、 

世界銀行グループは、グループ内各機関の連携を密にして、IDA援助
受入国の民間セクターと積極的に関わり、その力を活用しなければな
りません。

世界銀行グループの 
包括的アプローチ

IDA援助受入国 
における民間 
セクターの活用



2015年度のIDA融資承認
額のうち民間セクター 

開発が占める割合。

38%
IDA援助受入国に対する 

IFCの年間長期投融資額。 

2005年の3倍に増大。

47億ドル
MIGAの保証残高のうち 

IDA援助受入国での民間
投資支援が占める割合
（2015年9月現在）。

39%
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そのために、IDA、国際復興開発銀行（IBRD）、 

国際金融公社（IFC）、そして多数国間投資保証機関
（MIGA）がそれぞれの強みと比較優位を生かし、 

IDA援助受入国が包括的な支援パッケージに容易にア
クセスし、民間セクターのさらなる参加を促すべく、
一体となって取り組んでいます。 

世界銀行グループ機関の相乗効果は、合同プロジェ 

クト、チームワーク強化、情報共有を通じて、さら 

に高められます。以下は、協調的取組みの例です。

• 「体系的国別診断（SCD）」および「国別支援フ 

レームワーク（CPF)」の推進：各機関の個別プロ 

ジェクト・レベルの成果を総括して国やプログラ
ムのレベルでのインパクトを高める方法を確立

• 脆弱・紛争国を中心に、民間セクター開発を推進
するための実施計画の策定

• 民間資金を呼び込み、動員するためのIDA保証機
能の拡充

• 持続可能な成長を阻む課題への取組みと、状況の
変化を促す投資の促進

以上の重要課題は、多数の国の様々なセクターで明確
な成果を上げてきた世界銀行グループの各機関による
長年の連携にもとづいています。

世界銀行グループのアプローチ： 
相乗効果の強化

世界銀行の最貧国向け基金である国際開発協会（IDA）は、官民両セクターの協
力から生まれる相乗効果の恩恵をより体系的な方法で活用し、最大化しようと努
めています。



アフガニスタン 

IDA、IFC、MIGAは、数十年に及ぶ
紛争でほとんど機能していなかっ 

た通信セクターの再建を支援しま 

した。2002年はわずか5万7千回線
に過ぎなかった電話も、2015年に
は2千万人がアクセスを持っていま
す。世界銀行グループによる協調的
取組みは、変化を育む環境を作り出
し、民間セクターの活発な投資を奨
励しました。IDAはデジタル通信網
に資金援助を行い、世界銀行とIFC

は民間投資の誘致に必要な政策・ 

規制改革で政府を支援し、MIGA

は携帯電話事業者を非商業リスク
から守るために保証を提供しまし
た。IFCは、第3世代（3G）ネット
ワークの導入を支援するため、アフ
ガニスタン最大の携帯電話ネット
ワーク事業者であるロシャン社に
6,500万ドルの融資を行い、全34県
の住民がインターネットを利用で
きるようにしました。同社は、5年
間で国民の80％に携帯電話を普及
し、現地のビジネスの発展を支援す

るためモバイル・バンキング・サー
ビスを拡大する予定です。 

ブルンジ 

IDAとIFCは、事業税のコンプライ
アンス作業の所要時間とコストの
10％削減、中小企業向け税制の簡
素化、課税対象の拡大、東アフリ 

カ共同体（EAC）の基準と整合性 

のとれた税優遇措置を目指した技 

術協力を行いました。この改革に 

より、例えば、起業促進のための総

IDA援助受入国における 
世界銀行グループの取組み 

IDA、IBRD、IFC、MIGAによる連携は、長年にわたり広範な地域、国、セクター、
テーマに広がっています。この中には、合同での国別支援フレームワーク（CPF）
の策定、インフラ・金融セクターを中心とする合同投資プロジェクト、合同助言
サービス・投資環境整備が含まれます。
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合登記所が設立され（2012年）、 

事業登記の所要日数が14日から8日
間に短縮されました。また、事業登
記コストは、2010年の1人当たり対
GDP比117％から2012年には18％に
削減され、同期間中の年間事業登
記数は700件から1,500件に倍増し
ました。

コートジボワール 

国内の電力需要増大に伴い、世界 

銀行グループ各機関は、政府を支 
援して電力基盤整備による発電量 
の拡大を図りました。アジト発電 

所の近代化のため、世界銀行は電 

力セクターへの投資に不可欠な規
制枠組みの整備を支援し、MIGAは
政治的リスク保険を投資家に提供
したほか、IFCは欧州の開発金融機
関と西アフリカ開発銀行による3億
4,500万ドルの融資パッケージの取
決めに携わりました。加えて、3機
関で合計1億2,500万ドルの自己資 

金も提供しました。発電容量427メ
ガワットのアジト発電所は、域内 

で最大級の火力発電所で、電力不 

足の緩和と電気料金の大幅低減に役
立っています。また同発電所の近代
化後は、天然ガスの使用量を増やさ
ずに発電量を50％増大し、200万人
以上に電力を供給することが可能に
なります。この改善により、コート
ジボワールが隣国に電力を輸出する
ようになれば、地域全体の利益に 

もつながります。

ケニア

国民の25％しか電力にアクセスで
きないケニアでは、電力アクセスが
切実に求められているため、世界銀
行グループは、民間セクターと政府

による協働を支援しました。世界 

銀行グループ、ケニア政府、ケニ 

ア電力電灯会社（KPLC）、民間投
資家、そして商業貸付機関の間で交
わされた革新的な官民パートナー 

シップにより、それぞれ別々の発電
プロジェクト3件に融資が行われ、
この国のグリッド型電力の拡大に 

貢献しました。ケニアの国営送配 

電会社であるKPLCは、年間50万 

世帯以上に電力を供給するため送 

配電網の拡大を図っています。 

これらの発電プロジェクトを支え 

ているのは、IDAの部分的リスク 

保証に、IFCの長期融資とMIGAの政
治的リスク保証を加えた、ほかに 

類を見ないパッケージです。

ガーナ

クリーンで安価なエネルギーを増 

産するため、世界銀行グループは、
サンコファ・ガス・プロジェクト 
に対し、IBRDから2億ドルの貸出、
そしてIDAから5億ドルの支払い保
証を提供しています。この保証の対
象となる民間投資は80億ドルに達
します（レバレッジ・ファクター 

は11対1）。同プロジェクトは、 

ガーナの現行の発電容量を40％拡
大する上、環境を汚染する化石燃 

料に代わり、よりクリーンで安価 

な国内産天然ガスを利用します。 

それにより、ガーナは石油の輸入 

量を年間1,200万バレル節減し、 

炭素排出量も5年間で約800万トン
を削減できる見込みです。IFCも 

また、熱効率の高いガス火力発電 

所の建設に投融資を行うことで、 

同国の発電容量の拡大に寄与しま 

した。この発電所（TICO 2）は、
ガーナの総発電量の約15％を賄う 

見通しです。

アフリカにおける 
電力
アフリカでは、人口の大半に
当たる約65％の人々が電気 

のない生活を送っています。 

世界銀行グループは、アフリ
カ全域で、変革をもたすよう
なエネルギー・プロジェクト
に投資し、事業促進を促す安
価な電力を安定供給しようと
しています。電力供給への投
資1ドルにつき、GDPで15ド
ル以上の経済効果をもたらし
ます。水力発電は、世界最大
の再生可能なエネルギー源で
す。アフリカの膨大な潜在的
水力発電力を責任ある形で活
用できれば、何千万人もの人
々に電気をもたらすことが可
能になります。2030年までに
5億4千万人（うち5億人はサ
ブサハラ・アフリカ地域の人
々）が電力を確保できる見込
みです。サブサハラ・アフリ
カ地域は、現在の総発電容量
が80ギガワットであるのに対
し、その4倍に近い300ギガワ
ットもの潜在的水力発電能力
を有しています。対照的に、
西ヨーロッパでは、利用可能
な潜在的水力発電能力の85％
がすでに利用済みです。
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ミャンマー 

ミャンマーでは3世帯に1世帯にしか
電気が通じていません。世界銀行 

グループは、2020年までに電化率
を50％に引き上げるべく、日本 

政府、アジア開発銀行などのパー 

トナーと共に、ミャンマー政府を 

助けています。また、同国の天然 

ガス火力発電所の発電量を、炭素 

排出量を抑えながら2倍に拡大する
ため、1億4千万ドルのIDA融資を通
じて発電量の拡大を図っています。
一方、IFCは、配電効率を高める 

ため、ヤンゴンとマンダレーの両 

管区で電力事業体の運営改善に力を
入れています。また、IFCとIDAは
共同で、発電容量約750メガワット
の新ガス火力発電所の開発を支援 

しています。このミンジャン・ 

プロジェクトは、ミャンマー初の 

競争入札を取り入れた独立系発電 

事業です。この発電所は、2017年
に操業が委託されると、民間発電 

所としては同国最大の規模となる予
定で、より改善されたサービスを
150万人に提供することで、この国
の電力不足の緩和に役立つと期待さ
れます。さらに、ミャンマーで途切
れなく電力を供給することは、収入
創出活動や雇用を促進し、産業活動
を持続・継続することができるた
め、人々の貧困克服に重要な役割を
果たすでしょう。

ネパール

ネパールの国民は、この国の潜在的
水力発電容量8万3千メガワットの
内1％未満しか利用していません。 

そのため、世界銀行グループは、 

この国が水力発電量を700メガワッ
トから4千メガワットに拡大できる
よう支援しています。世界銀行グ 

ループの支援を受けて2015年7月に
承認されたカベリA水力発電プロ 

ジェクトは、官民投資によって水 

力発電量の拡大を図り、ネパール 

電力庁（NEA）にグリッド型電力 

を供給しようというものです。 

このアンブレラ・プロジェクトの
下、世界銀行グループは、IFC、 

IBRD/IDA、MIGAの様々な融資・ 

リスク軽減手法を駆使して、発電 

容量900メガワットのカルナリ川 

上流水力発電プロジェクトを支援 

しています。これにより、発電量の
12％がネパールに無料で供給される
予定です。

パキスタン

パキスタン・エネルギー・イニシ 

アティブは、同国の深刻な電力不 

足の解消を目指す大規模なパキス 
タン発電プロジェクトで、状況を大
きく改善すると期待されています。
この種のものとしては最大規模の 

この合同イニシアティブは、電力 

セクターを支援するために様々な 

官民プロジェクトを通じて100億ド
ルを動員しようとしています。世界
銀行、IFC、MIGAは、全般的な投資
環境の整備において緊密に連携する
ことで、かつて投資が困難だったこ
の国に、投資家をさらに誘致するた
めの下地を整えています。
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IDA、IBRD、IFC、MIGAによる 
協調的アプローチの強化

世界銀行グループは、商品やサービスの価値を最大限に高め、IDAの支援国で民
間セクターの参加を促すためにいくつもの重要な施策を講じています。

合同実施計画： 世界銀行グループは現在、IDA第17次
増資期間（IDA17：2014年7月1日～2017年6月30日） 

を対象に、約20カ国のIDA支援国で合同（IDA・IFC・ 

MIGA）計画を策定しています。介入の範囲は、女性
の経済的エンパワメント、持続可能な都市・環境に 

配慮した建物、気候変動への適応（アフリカ全域に 

わたる「アフリカに光を」プログラムと、このプロ 

グラムのインドへの計画的拡大を含む）、アグリビ 

ジネス、食糧サプライチェーン、民間セクターを交え
た教育・保健医療の提供など様々な分野に及びます。

脆弱・紛争国での民間セクター開発に対する協調的 
アプローチ： IDA17では、約10件の合同実施計画が策
定されています。例えば、アフリカ・サヘル地域で、 

世界銀行グループは、灌漑面積を現在の40万ヘク 

タールから2020年までに100万ヘクタールに増やす作

業を合同で進めています。灌漑地を拡大することは、
食糧の増産、雇用創出、貧困削減、そして域内の人 

々の生活向上を図る上で不可欠です。サヘル灌漑イ 

ニシアティブは、灌漑地を拡大し、適切な灌漑慣行と
農業技術を普及することで、作物増産と食糧安全保 

障の確保を図っています。

IDAはまた、インフラ向け長期民間資金など、民間資
金源の動員と活用を目指した民間セクター向け保証 

を導入するなど、保証手法の拡充にも努めています。

世界銀行グループは、地域的なソリューションに主眼
を置きつつも、包摂的で持続可能な成長につながる変
革的な投資を確保するために一丸となって取り組んで
います。
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世界銀行グループと 
IDAの概観

IDA、IFC、MIGAは、それぞれ固有の機能をもちますが、それらを総合すると、 

民間投資が届きにくい国々に、協調的に資金をもたらすための全体的な骨組みを
作り出すことができます。

民間セクター開発に対するIDAの取組み：近年、IDAの 

融資承認額の約38％は、規制枠組みや制度など民間投
資の環境整備に注がれており、民間セクター投資や成
長の促進に貢献してきました。IDAの支援は、投資環
境整備改革のさらなる推進、強力な金融システムの 

構築、貧困層のための金融アクセス拡充など、耐久 

性のある経済の基盤構築に役立っています。また地域
レベル、グローバル・レベルでの戦略的パートナー 

シップの構築は、IDAの各国での活動を補完し、援助
受入国に一段と大きな効果をもたらします。

IFCにとっても重要なIDAの支援国：IDAの支援国に 

対するIFCの投融資は、2005年度以来3倍に増大し、
現在年間47億ドルを超えています。IFCは、個々の企
業の支援、コーポレートガバナンス強化、基準設定、
国際的取組みの促進を通じて、健全な事業環境の確 

立に貢献しています。2007年以来、IFCは、IDAの活 

動を支援するために、自己資金で合計32億ドルを 

拠出しました。また2015年度には、新規長期投融 

資の3分の1以上をIDAの援助受入国に注ぎました。 

また、IFCプロジェクトの約10％（合計6億ドル余り）
は、世界各地の脆弱・紛争地域に向けられました。

IDAの援助受入国向け投資を助けることはMIGAの戦略
的最優先課題の一つ：MIGAは、様々なセクターで投
資に対する政治的リスク保証を提供して民間セクター
の参加を促すことから、投資の活性化や継続的な収入
確保に役立っています。2015年度のMIGAの投資保証
額は28億ドルに達しており、プロジェクトの半数は
IDAの援助受入国が対象となっています。

IBRDは、中所得国や信用力のある貧困国に貸出、 

保証、リスク管理商品、分析・助言サービスを提 

供することで、持続可能な開発を促進しています。 

IDAとIBRDの支援対象国は、知識の交換、イノベー 

ション、相互学習、資金援助などにより、互いに協 

力し合っています。

IDAは、世界銀行グループの新たな統合的戦略の重 

要な一環として、民間資金を動員・活用し、海外や 

国内の民間投資を促進し、民間投資のIDA支援国への
波及効果を最大限に高めるために、自己の能力増強を
図っています。



• グローバルな課題への取組みを主
導。気候変動の影響への対応力強
化から、兵士の社会復帰のための
雇用創出にいたるまで、公共の利
益のために困難な課題の解決に向
けて力を結集するなど、より安全
な世界の構築に貢献。 

• 状況を大きく転換。IDAは、各国が
文字通り、開発の状況を一変させ
るようなソリューションを支援。
例えば、1970年代、飢餓に陥った
南アジアの数百万の人々のために
農業の歴史を変えるようなソリュ
ーションを提供。債務削減や有鉛
ガソリンの段階的廃止の分野でも
先駆的な取組みを実施。

• 長期的支援を提供。報道で大きく
取り上げられなくなった後も、 
IDAはその国に留まり、成果を持 
続させるために、長期的な成長と
能力の強化を推進。 

• 最貧国は収益が見込めないと見 
捨てられがちだが、IDAは継続し 
て支援を提供。数億もの貧しい 
人々が、安全な飲料水、電気、 
トイレを利用でき、尊厳ある質の
高い生活を実現できるよう支援。

• 女性が暮らしやすい世界を構築。
女児の就学を促進し、女性が小 
規模事業立上げのために融資を 
受け易くし、やがては家族やコ 
ミュニティの経済見通しに変化を
もたらすような支援を行うなど、
数千年におよぶジェンダーによる
差別の解消に貢献。

• 世界銀行グループとして、開発 
に統合的なアプローチを導入。 
変化をもたらし、民間セクター 
による投資が活発に行われるよ 
うな環境の構築を支援。

国際開発協会
国際開発協会（IDA）は、最も困難で複雑な状況下で、 
何億人もの人々が極度の貧困の悪循環から脱出するた 
めの道を、様々な支援機関のために切り開いています。 
以下はその一例です。

世界銀行グループのメンバー
国際復興開発銀行 
(IBRD)

www.worldbank.org

国際金融公社 
(IFC)

www.ifc.org

国際開発協会  
(IDA)

www.worldbank.org/IDA

多数国間 
投資保証機関 
(MIGA)

www.miga.org

国際投資紛争 
解決センター 
(ICSID)

icsid.worldbank.org
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