
vi 

交渉結果と提言事項の要旨：仮訳

i. 参加者は、IDA対象国が極度の貧困撲滅と繁栄の共有促進という世界銀行グル

ープ（WBG）の2大目標を持続可能な形で達成できるよう支援するため、政策と資金

に関する一連の提言事項に合意した。また、この政策・資金パッケージは過去のIDA増

資のコミットメントと成果を踏まえたものであり、IDA対象国が2030年目標の達成に

向けて前進できるよう支援し、IDA19の支援の実効性とインパクトを高めるという野

心的な目標を強化するものであることを確認した。交渉結果と提言事項の要旨は以下

の通り。

ii. 仕事と経済改革（JET）：IDA対象国における市場創出と市場アクセス、能力構

築、労働者のより多くの質の高い仕事へのアクセス。

1. 参加者はWBGに対し、10～15カ国において、民間セクター主導の仕事の創出と

経済改革が期待できるセクターのボトルネックの解消を支援するよう要請した。

支援の内容は各国の状況に合わせたものとなり、アグリビジネス、製造業など

が対象となる。WBGによる実際の支援は国別民間セクター診断（CPSD）や仕事

の診断などの分析結果をもとに提案され、現地当局との合意に基づいて選択さ

れる。

2. 参加者は、IDA対象国の農業・アグリビジネスプロジェクトの少なくとも66％に

対し、生産者の市場アクセスの確保、国際基準・規制に準拠するための技術協

力、現代的なテクノロジーの採用、物流支援、取引コストの削減を通じた、成長

や仕事の創出を促す可能性の高いバリューチェーンへの参加支援を含めるよう

要請した。

3. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも15カ国において、持続可能で包摂

的かつ生産的な都市を実現するための包括的な支援パッケージを通じ、第一、

第二の都市の開発を支援し、特にJETに重点的に取り組むよう要請した。これに

は、気候変動対応型開発、都市部の土地管理強化、仕事の創出につながるイン

フラ開発が含まれる。

4. 参加者はIDAに対し、IDA対象国10カ国において、地域インフラ（例：電力、交

通）の開発と現代化、輸出促進、生産性向上、労働移動性の向上に資する国境政

策改革を支援するよう要請した。

5. デジタルインフラ格差の解消を支援するため、参加者はIDAに対し、IDA対象国

のうち8カ国の内陸国を含む25カ国（内、16はアフリカ諸国）について、ブロー

ドバンド普及率を2023年までに2倍に拡大するための支援を提供するよう要請

した。

6. 参加者はIFCに対し、FCS-IDA17国とLIC-IDA17国9に対するIFCのコミットメン

ト比率を高め、IDA19サイクルの平均で、IFC自己勘定コミットメントの10～
15％まで引き上げるよう要請した。こうしたコミットメントは、IFC増資決議が

9 LIC-IDA17：2016年7月1日現在で低所得国（LIC）に分類される国（2015年の1人当たりGNIが1,025ドル以下）。FCS-IDA17：IDA17適
格国の内、最新（2019年度）のFCSリストに掲載されている国。詳細は別添4「IFCの最新戦略と事業見通し：2020～22年度（IFC Strategy 
and Business Outlook Update (FY20-FY22）」参照。
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承認され、新株の相当部分が引受済みであることを条件とする。 

7. 参加者は、起業／中小・零細企業（MSME）プロジェクトの50％にデジタル金融

サービスやデジタル起業の要素を取り入れ、女性や障害者が直面している固有

の制約に対応するよう要請した。 

8. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも15カ国（人的資本指標（HCI）が

最も低い30カ国の内、少なくとも12カ国を含む）において、若年の男女や障害

者が直面している様々な制約を踏まえ、プログラムや政策を通じて、スキルの

向上や雇用の拡大、仕事の質の向上を支援するよう要請した。 

9. 参加者はIDAに対し、全てのIDA国別プログラムとプロジェクトの設計に適宜

JETの視点を取り入れること、体系的国別診断（SCD）やCPSDなどの分析結果

を考慮に入れ、全ての新しいIDA国別パートナーシップ枠組み（CPF）及び実績・

教訓レビュー（PLR）に反映させることを要請した。これには、JET成果指標の

さらなる活用が含まれる。関連する場合には、IDA国別プログラムやプロジェク

トの設計に移民診断の結果を参考情報として取り入れる。 

10. 各国政府のリーダーシップの下、参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも

10カ国において、国別プラットフォームに積極的に参加し、一貫性のあるビジ

ョンやJET関連の一連の措置の策定と民間資金の動員に向け、MDBsや開発金融

機関（DFIs）、二国間機関、民間セクター等のパートナーやステークホルダーと

協力・連携するよう要請した。 

11. 参加者はSCDの結果、債務超過のリスクが「中」又は「高」レベルと診断された

IDA対象国については、当該国が開発資金を持続可能な形で調達するためのア

プローチを検討するよう要請した。 

12. 参加者はIDAに対し、「経済改革IDAプロジェクト」において20件のパイロット

プロジェクトを実施し、間接・誘発的な仕事の推定値を算定するよう要請した。

参加者はIFCに対し、IFC PSW投資と直接的な関連性のある仕事と間接的な関連

性のある仕事の推定値を追跡するよう要請した。実行可能な場合には、雇用関

連の報告は所得下位20％、性別、FCS、障害者、若者ごとに細分化する。 

13. 参加者はIDAに対し、地域市場の振興と地域バリューチェーンの構築のため、少

なくとも3つの地域経済共同体（REC）と戦略的パートナーシップを構築するこ

と、キャパシティ・ビルディングやスキルについては当該地域の機関と協働す

ることを要請した。 
 

iii. ジェンダーと開発：過去のIDAサイクルの成果の活用、人への投資の加速、機会

の創出、強靱性の強化。性と生殖に関する健康や青年向け保健サービスへのアクセス、

経済機会、ジェンダーに基づく暴力（GBV）の防止・対応など、主要な格差に合わせ

てソリューションの規模を調整。 
 

1. 参加者は、IDA19が支援するプロジェクトでは女性のエンパワーメントを支援

するよう要請した。これには、HCIが最も低い30カ国の内、少なくとも15カ国に

おいて、質の高い「性と生殖に関する健康」、青年向け保健サービス、プライマ

リ・ヘルスケアへのアクセスを改善することが含まれる。 

2. 参加者は、IDA19が支援するデジタルスキル開発プロジェクトの少なくとも
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60％において、オンライン作業を含む、生産性の高い仕事に女性がアクセスで

きるよう支援することを要請した。 

3. 参加者は、IDA19インフラプロジェクト（交通、エネルギー、水）の少なくとも

30％について、女性がこれらのセクターで中・高度のスキルが要求される仕事

に就く機会を創出するための措置を含めるよう要請した。 

4. 参加者は、IDA19が支援する全てのデジタル開発プロジェクトについて、デジタ

ルサービスに対する女性のアクセス向上と利用促進を支援するよう要請した。 

5. 参加者は、（i）土地管理、（ii）災害後の復興と力強い回復、（iii）都市開発な

ど、土地関連の活動を含むIDA19プロジェクトの少なくとも50％について、女性

の土地権利の強化を目的とした措置を含めるよう要請した。 

6. 参加者は、IDA19に対し、IDA対象国の少なくとも5カ国において、GBV予防・

対応に投資し、保健システムを通じて安全で質の高い包摂的な保健や各種サー

ビスを提供すること、また5カ国において、安全で包摂的な学校づくりの一環と

して、GBV予防・対応手順を整備することを要請した。 
 

iv. 気候変動：気候関連の資金調達の強化と気候問題のさらなる主流化、気候変動

への適応と強靱性に対する支援の強化、国レベルのインパクト強化、低炭素化や強靱

性強化による経済改革の促進。 
 

1. 参加者は、IDAのコミットメント総額に占めるコベネフィット型気候変動対策

の割合を2021～23年度は平均30％以上とし、その半数以上で気候変動への適応

措置を支援するよう要請した。 

2. 参加者は、コベネフィット型気候変動対策の割合が20％を超える全てのIDAプ

ロジェクトについて、気候関連の成果に焦点を合わせるため、気候関連の成果

指標を少なくとも1つ採用するよう要請した。 

3. 参加者はIDAに対し、気候変動への適応措置（インフラ開発における災害強靱性

強化など）の改善を促すような強靱性の測定基準を開発し、20件のIDAプロジェ

クトに試験的に導入するよう要請した。 

4. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも25カ国において、適応型社会的保

護（ASP）を国家制度に組み込むプログラムや、気候変動が保健に与える脅威を

削減するプログラムを支援することにより、気候関連の打撃が貧困や人的資本

の成果に与えるリスクの削減を支援するよう要請した。 

5. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも15カ国において、「自国が決定す

る貢献案（NDCs）」を含む、気候関連の国家行動計画の計画的な実施・更新を、

NDCパートナーシップと協力しながら支援するよう要請した。適切な場合には、

全てのIDA対象国のCPFに気候関連又はNDCに基づく目標・成果指標を設定する。 

6. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも15カ国において、IDA19期間中に

IDAが支援する新たな措置を通じて、陸域及び海域の生物多様性を対象とする

生物多様性国家戦略及び行動計画（NBSAP）、又は同様の国家行動計画を実施・

更新するよう要請した。 
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7. 参加者はIDAに対し、譲許的融資や公共・民間投資を動員して蓄電量を5ギガワッ

ト時（GWh）増やすことにより、またIDA対象国に少なくとも10ギガワット（GW）

の再生可能エネルギーの生成、統合、インフラ整備に対する直接的、間接的、促

進的な政策支援を提供することにより、エネルギーアクセス、価格、安全保障の

面で、IDA対象国における再生可能エネルギーの普及をさらに促進するよう要請

した。この支援は、オングリッド、オフグリッド、分散型のあらゆる種類の再生

可能エネルギーを対象とする。 
 

v. 脆弱性・紛争・暴力（FCV）：FCVを引き起こす主要な要因に取り組むIDA対象

国のFCSに対する各国の状況に合わせた支援の拡大、地域的アプローチによる脆弱性へ

の対応、脆弱な環境における長期的な人的資本構築、IDA対象国のFCSにおけるIDAプロ

ジェクトの有効性向上。 
 

1. 参加者は、関連するパートナーと連携しながら、IDA対象国のFCSの全てのCPF、
国別エンゲージメント・ノート（CEN）、PLRに、リスク・強靱性評価（RRA）

等の診断やその他のFCV評価の結果に基づき、FCVを引き起こす要因や強靱性の

源泉に対する対応を概説するよう要請した。これに関連して、参加者はRRA/脆弱

性評価の実施時は必ず、FCVを引き起こす要因や強靱性の源泉を分析し、実行可

能な対応策を提言するよう要請した。 

2. 参加者は、少なくとも3つの地域プログラム（サヘル地域、チャド湖地域、アフリ

カの角地域）が策定され、実施されていること、プログラムには地域RRAの結果

を反映し、安全保障と開発の接点におけるエンゲージメントを促進するため、脆

弱性や安全保障に関する主要リスクの低減に重点を置くことを要請した。 

3. 参加者は、IDA対象国のFCSの内、少なくとも20カ国のポートフォリオについて、

社会セクター関連サービス（保健、教育、社会的保護など）の提供を改善し、特

に成人男女、少年少女、障害者に対する差別的な制約の解消に重点的に取り組む

よう要請した。 

4. 参加者はIDAに対し、IDA19の中間レビュー会合までに、受入コミュニティと難

民のためのウィンドウの適格国について、適格判定以降の難民政策と制度環境の

レビューを計画的に実施するよう要請した。レビュー結果は、難民及び受入コミ

ュニティに対する社会経済開発機会の創出を支援する際の参考データとして活

用していく。 

5. 参加者はIDAに対し、IDA対象国のFCSの50％において、ジオタグ付データの収集・

分析にフィールド向けデジタルツールを使用するためのキャパシティ・ビルディ

ングを支援し、当該テクノロジーをプロジェクトの実施や調整の改善に活用する

よう要請した。 

6. 参加者は世界銀行マネジメントに対し、FCVエンベロープを活用して、IDA対象

国のFCSに対する、各国の状況に合わせた支援を拡大するよう要請した。また、

IDAはIDA対象国のFCSを支援するため、長期コンサルタントを含む、少なくとも

150人超のGEレベル以上の職員をFCV地域及び近隣の拠点に派遣する。 
 

vi. ガバナンス・組織：低成長、不平等、特定の人口集団の排除、行政サービスの提

供における脆弱性、市民が行政に説明責任を求める仕組みの不備など、経済・社会開発
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に悪影響を与える組織・制度の質（脆弱な組織・制度能力、資金面の制約、調整されて

いない政策インセンティブ）に関するガバナンス上の優先課題への対応支援。 
 

1. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも25カ国において、債務の透明性を

高めるため、債務持続可能性分析（DSA）における公的債務の比率向上や債務透

明性改革（透明性を高めるための債務報告の義務化など）の支援により、包括的

なプログラム型アプローチの実行を支援するよう要請した10。 

2. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも25カ国において、財政リスクのモ

ニタリングを強化し、債務管理戦略を実施することにより、財政リスク評価と債

務管理能力を強化するよう要請した11。 

3. 参加者はIDAに対し、税収が常に国内総生産（GDP）の15％を下回るIDA対象国に

ついては、パートナーとの共同作業の一環として、3年間のIDAサイクルの間に税

収の対GDP比（非加重平均）を1％ポイント引き上げる取組みを支援する国別プ

ログラムの実施を支援するよう要請した。 

4. 参加者はIDAに対し、少なくとも20カ国において、質の高いインフラ投資の開発、

資金調達、提供に対するガバナンス上の制約の特定を支援すること、特にプロジ

ェクトの準備、調達、環境・社会面の懸念事項や誠実性に留意し、過半数の国で

インフラガバナンスを強化するための政策や規制を導入する際の参考とするこ

とを要請した12。 

5. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の内、HCIが特に低い少なくとも15カ国において、

（i）公的支出を効率化し、（ii）支出と国内外の資金を持続可能な形で効果的に

整合させることにより、人的資本関連の融資の持続可能性向上を支援すること、

また全ての人を対象としたユニバーサル・ヘルス・カバレッジと良好な学習成果

の達成に重点を置くことを要請した。 

6. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも12カ国において、普遍的にアクセ
ス可能な13GovTechソリューションの導入を支援するよう要請した14。 

7. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも25カ国において、組織・制度能力の

強化、技術協力、融資、投資などを通じて、パンデミック事前対策計画の実施を

支援するよう要請した。 

8. 参加者はIDAに対し、少なくとも5カ国において、包括的な非合法な資金流出（IFF）
評価の実施と行動計画の策定を支援するよう要請した。また、IDA対象国の少な

くとも20カ国において、受益所有権情報の周知とアクセス改善、脱税を防ぐ自動

                                                      
10 本コミットメントに対する支援は、融資プロジェクト、診断、技術協力等を活用したものとなる。 
11 政策コミットメント1と2に基づく措置は、SDFPの重点分野に合わせ、主にリスクレベルが「中」及び「高」の国に重点を置いたもの

となる。これらの措置は、一部の国で見られたような、低リスクから高リスクへの急激な（又は短期間での）悪化など、債務超過リスク

の上昇を防ぐ役に立つ可能性もある。 
12 国別政策・制度評価（CPIA）の指標16（透明性、説明責任、汚職）において、3以下の評価を得た国に重点を置く。現時点では55の
IDA対象国がこれに該当する。 
13 「普遍的にアクセス可能」とは、GovTechのサービスは障害、年齢、補助器具の利用、居住地、インターネットアクセス手段を問わ

ず、全ての人がアクセスし、理解し、利用できるように設計されていることを意味する。ハードウェアにもソフトウェアにも適用され

る。 
14 GovTechソリューションには、公共サービスのアクセスと質を改善し、市民の参画を促し（CivicTech）、政府の中核業務を改善する

ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーション、その他のテクノロジーが含まれる。また、関連する戦略の立案、キャパシティ・ビル

ディング、電子政府やデータアクセス、データの利用に関する法律の制定、相互運用性を促進するための規制枠組みの構築など、

GovTechを利用するためにテクノロジー以外の方法で組織・制度を強化することも含まれる。 
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情報交換の導入など、IFFに関する政策措置を支援するよう要請した。 

9. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも50％において、公的支出を効率化

し、汚職リスクを低減するため、電子調達システムの導入と調達データの詳細分

析を支援するよう要請した。 

10. 参加者はIDAに対し、IDA対象国の少なくとも50％において、市民の参加、説明責

任、迅速な対応を促進するため、女性や脆弱層を含む複数のステークホルダーと

共同で政策を立案し、実施するためのプラットフォームの確立と強化を支援する

よう要請した。 

11. 参加者はIDAに対し、FCVを引き起こす要因に対応するため、（現在実施中のプ

ロジェクトがある）IDA対象国のFCSの少なくとも95％において、政府の中核機

能の確立と強化を支援するよう要請した15。 

12. 参加者はIDAに対し、現在実施中の統計プロジェクトがある国16を含む、30のIDA
対象国において、エビデンスベースの政策立案に必要な主要データの入手可能性
（性別や障害による細分化を含む）における格差を解消するため、組織・制度を
支援し、キャパシティ・ビルディングを実施するよう要請した17。 

vii. IDA支援の規模及び条件の見直し 
 

1. 参加者は、IDAの国別配分を以下の通り変更することで合意した18。 

a) 近く実施されるSDFPの債務持続可能性向上プログラムに沿って、債務管理の

改善を促すためのインセンティブ準備金を導入する。 

b) FCVエンベロープを通じて、多様なFCVリスクを有するIDA対象国を支援する

ため、各国の状況に合わせたアプローチを導入する。 

2. 参加者は、（i）地域ウィンドウを76億ドルに増額すること（全ての地域で地域統

合に充当される資金が増加）、（ii）地域ウィンドウに開発政策融資の手法を導入

すること、（iii）保健パンデミック、自然災害、革新的テクノロジーの導入にお

いて、明らかに国外に好ましい波及効果を与えている特定の国のプロジェクトに

資金を提供している地域ウィンドウを支援すること、（iv）IDA対象国が確実に恩

恵を享受するための強力な措置を講じた上で、信用力のある地域組織に対する融

資条件による資金提供を支援することで合意した。 

3. 参加者はCRWを拡大し、病気の流行や食糧安全保障に関する、緩やかに進行する

危機を支援することで合意した。参加者は25億ドルのCRWエンベロープ案を承認

した。危機対応のために追加資金が必要な場合は、IDA19の中間レビュー会合

（MTR）で調整する。 

4. 参加者は、非譲許的融資の適格国が減少していることを受けて、スケールアップ・

ウィンドウをIDA19でも継続し、57億ドルを配分することで合意した。 
                                                      
15 政府の中核機能とは、（i）歳入・歳出管理、（ii）分権化とサービス提供、（iii）政府雇用と行政、（iv）法の支配を指す。 
16 このコミットメントの対象となるのは、実施中の統計プロジェクトがない51のIDA対象国の25％である。 
17 適切な場合、つまり細分化に適した世帯調査データがある場合（データが個人単位で収集されている場合など）は、「データ・フォ

ー・ポリシー（D4P）」パッケージにおいて、性別や障害によるデータ細分化を実施する。すでに性別や障害によって細分化された統計

データがある国では、D4Pパッケージは同様の統計データの生成を引き続き促進する。 
18 国別配分、つまりCPFに沿って使途を限定しないエンベロープを対象国に提供することは、IDAのバリュー・プロポジションにとって

不可欠のものである。 
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5. 参加者は、モルドバとモンゴルがIDA18期間の終了をもってIDAから卒業するこ

と、またこの2カ国ではIDA19期間中、契約に定められた加速償還は保留されるこ

とで合意した。 

6. 参加者は、WBG資本パッケージの下での世界銀行マネジメントのコミットメン

ト、すなわち、IDA卒業国についてはIDA融資からIBRD資金による支援への完全

な切替えを目指す一方、卒業後の2回のIDA増資サイクルにおいてはIBRDの償還

プレミアムの引上げ対象から除外することを確認した。従って、参加者はIDA18
期間の終了をもって、IDA卒業国に対する例外的な卒業移行支援を中止すること

で合意した。 

7. 参加者は、理事会の承認を受けてIDA17期間の終了をもって卒業した国（ボリビ

ア、スリランカ、ベトナム）については、1987年以降の通常融資及びブレンド融

資の契約書に含まれる加速度償還条項を実施するという世界銀行マネジメント

の提案を歓迎した。 

8. 参加者は、IDA19で再支援する可能性のある国の延滞解消を支援するために10億
ドルを充当することで合意した。参加者は世界銀行マネジメントに対し、当該資

金の活用状況と再配分計画をMTRにて報告するよう要請した。 

9. 参加者は、IDA19でもIDA PSWを継続し、IFCとMIGAがPSW適格国への民間セク

ター投資を拡大・動員するための資金として、25億ドルを配分することで合意し

た。参加者は、新たにギャップ国となる国又はFCSリストから除外される国につ

いては、1回の増資期間については移行支援を提供することで合意した。また、

PSWの資金をプログラム型支援に充当することについても合意した。この支援で

は、こうしたプログラムの支援を受けている総投資額の最大20％を、PSW適格国

以外の国から借り入れることができる。参加者は世界銀行マネジメントに対し、

IDA18期間が終わるまでに、IDA19に向け、現地通貨ファシリティとブレンド・フ

ァイナンス・ファシリティの下で、PSW適格国における現地通貨建て融資を拡大

するための新しい手段の検討を続けるよう推奨した。世界銀行マネジメントはま

た、IDA19のMTRまでに、PSWの拡大に関する進捗を報告する。参加者はまた、

マンデートレターの署名日が2019年10月1日以降であるPSWプロジェクトについ

ては助成金額を開示し、PSWプロジェクト情報の透明性を高めるというIFCの決

定を歓迎した。 

10. 参加者は、最高5億ドルまでの融資枠については、資金配分のスピードや効率を

改善するため、IDA19のMTRが実施されるまでは、地域ウィンドウ及び難民・受

入コミュニティ向けウィンドウは地域公共財エンベロープとして管理すること

で合意した。 

11. 参加者は、IDA18における融資条件をIDA19でも継続することで合意した。また、

IDA19のMTRで提案を策定し、議論することを目指し、IDA18期間の終了までに

現地通貨建て融資に関する詳細な分析を実施するよう要請した。 



 

 
viii. IDAの増資 

 
1. 交渉官19は、IDA19期間中に総額820億ドル（593億SDR相当）の増資を実現するた

め、235億ドル（170億SDR相当）の資金貢献を提言した。 

2. 交渉官は、安定したグラント拠出は今後もIDAの資金調達枠組みの主要素であり、

持続可能な形でのレバレッジ成功を可能にするものだと強調した。また、今後も

譲許性がIDA融資の中心になるとした上で、IDA19ではグラント資金が増加する

見込みであることを確認した。 

3. 交渉官は、IDA19を適時に実施するためには、応募証書の迅速な提供が重要であ

ることを確認した。 

4. 交渉官は、IDAが負担するIDA19の重債務貧困国（HIPC）イニシアチブ及び延滞

解消オペレーションにおける債務削減コストにはIDA第19次増資を充てることと

し、前者についてはパートナーからの拠出を充て、後者についてはIDA18で未使

用となっている延滞解消資金の繰越しと、パートナーからの追加拠出2億ドル（1
億SDR相当）を充てるよう提言した。 

5. 交渉官は、IDA19のコミットメント総額を確保するため、パートナーによる多国

間債務救済イニシアティブ（MDRI増資）への拠出コミットメントを実施し続ける

ことの重要性を確認した。 

6. 交渉官は、IDA19における譲許的パートナーローン（CPL）の継続を承認した。ま

た、透明性、公正な扱い、追加性（別用途への資金の代用不可）を確保し、IDAの

長期的な財務の持続可能性を保護するという原則を承認した。さらに交渉官は、

譲許的ローンの拠出にはCPL枠組みによりグラント・エレメントに基づいた負担

分担と議決権配分が伴うことを確認した。交渉官は、SDRバスケットの通貨に加

えて、複数の適格通貨で提供されるCPLの柔軟性を歓迎した。（別添11参照。） 

7. 交渉官は、報告されているパートナーの負担割合に大きな構造ギャップが存在し、

かつ拡大傾向にあることに懸念を表明し、IDA19のMTRにおいて、構造ギャップ

の拡大要因とこの問題に対応するための具体的な選択肢をレビューするよう要請

した。 

8. 交渉官は、WBGの組織間の連帯を示すという観点から、IBRDからIDAへの資金移

転の重要性を強調した。これに関して交渉官は、IBRDからの資金移転について計

算式ベースのアプローチは機能的な性質を備えており、IBRDの財務の持続可能性

と自己資本比率に十分に配慮していることを確認した。こうした移転は、準備金

保持の必要性を検討の上、IBRDの理事会で毎年承認を得る必要がある。 

9. IFCからIDAへの資金移転はIDA18後に一時中断されるが、この移転分はIDA対象

国で拡大するIFC業務を支援するために充当されるため、IDA対象国へのIFCの直

接関与を促進すると予想される。

                                                      
19 交渉官とは、IDA19協議に参加するドナー国政府の代表者を指す。 




