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ご存じでしたか？

ヒマワリが世界の中の世界であることを。その頭花（表紙の写真）は数千
の小さな花でできています。その花弁の一つひとつが花なのです。干ばつ
に強く、1 メートルから 5 メートルほどの高さにまで成長するヒマワリに
は、日の出から日の入りまで、ずっと太陽のほうを向く習性があります。
その種はトウモロコシやマメ類よりも古く、8,000 年以上も前から健康に
良い食べ物として栽培されてきました。北米原産のヒマワリは今、全世界
で収穫されています。
小さなつながりが大きく成長するというその仕組みは、UNDPの活動の
あり方にも通じるものがあります。
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2020 年には、小さなウイルスが人類の弱点
を突き、各国の開発は緊急事態に陥りました。
影響の感じ方はそれぞれに異なるものの、
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の
世界的大流行（パンデミック）は今も、現
代を生きる私たち全員に共通する独特な経
験となっており、傍観者でいられる人は誰も
いません。

世界の人間開発は、30 年ぶりに後退を強い
られました。至る所で、人々はウイルスのま
ん延を抑え、人命を救い、コロナ禍によって
生じた未曽有の社会経済的トラウマに対応
すべく、苦闘を続けました。世界の停止ボタ
ンが押されたことで、炭素排出量は一時的
に減少したものの、気候危機はさらに深刻
化しました。そして、静かだった通りが抗議
活動の場へと姿を変える中で、格差や人種
差別、差別など、抑圧のための武器は、今
度こそ捨て去らねばならないことが明らかに
なりました。「持続可能な開発目標のための
行動の 10 年」は、この最悪の事態の中で幕
を開けたのです。

2020 年は単なる悲劇の年ではありませんで
した。混迷と不安が深まる中でも、人類が
ベストを尽くすために努力を重ねれば何が
できるかを、世界各地の人々が実証する機
会でもあったからです。読者の皆様には、
私が 2020 年に目にしたことを、以下のペー
ジで追体験していただきたいと思っていま
す。それこそ、UNDP が国連システムの一
員として、より良い存在となるために努力を
重ねた姿に他なりません。

今年の UNDP 年次報告書では、この目まぐ
るしい 12 カ月を通じ、私たちが各国やコミュ
ニティとの連携で達成した成果を披露しま
す。コロナ危機に対する国連の社会経済的
対策を技術面で主導する機関として、144
か国が取るべき対策に対する理解を深めら

れるよう、国内状況の分析を提供し、170 を
超える国と地域に 10 億米ドル近くを投入し、
政府や医療制度が機能するよう支援し、雇
用と生計を守り、社会保障を急激に拡大さ
せました。

本報告書は、私たちが果たした役割や、UNDP
がどのように考え、計画を実現し、投資し、
管理を行い、その限界を押し広げていったか
を紹介しています。そして、People for 2030
戦略（2030 年に向けた人材戦略）、UNDP
デジタル戦略、グローバル政策ネットワーク、
アクセラレーター・ラボ・ネットワーク、さ
ら に は 危 機 局 の 設 置 な ど、 新 生 UNDP

（#NextGenUNDP）による制度的、金銭的投
資が、より一貫性のある迅速な対応を可能に
した様子を描いています。

世界的な政策対応の意欲を高めるため、私
たちが 2020 年に提唱した「一歩先を目指す
復 興 」（building forward better） に 関 し
UNDP が全世界から集めたアイデアと研究
結果も、この報告書の目玉となっています。
こうしたアイデアは、貧困層を対象とする臨
時ベーシックインカムの導入から、UNDP
が 30 周年記念人間開発報告書『新しいフロ
ンティアへ：人間開発と人新世』の一環とし
て発表したプラネタリー圧力補正済み人間
開発指数に至るまで、多岐に及んでいます。

以下のページでは、UNDP が 2020 年を通じ、
ミクロとマクロを糸でつなぎ、ローカルな緊
急のニーズに取り組みながら、グローバルな
システム変革を進めた様子も描かれていま
す。例えば、戦火に見舞われているイエメン
では、フットボール競技場 400 個分を超える
面積の土地から爆発物が除去され、最も困窮
した人々に人道支援が届くようになりまし
た。自国が決定する貢献（NDCs）の強化に
関し世界最大の取り組みである「気候の約束」
の参加国も、115 か国に拡大されました。

はじめに
開発の最大課題
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こうした成果の裏には、UNDP と協力する数多く
の人々の日々の暮らしのストーリーや決意があり
ます。例えば、ソマリアでは 25 歳のコウラさん
が「裁判外紛争解決センター」を運営し、土地
収奪から家庭内暴力に至るまで、コミュニティ内
のあらゆる揉め事の調停を行っています。イラク
では、13 歳のワジャラードさんが、戦争で破壊
され、修復された学校に通い、お父さんと同じ
医者になることを夢見ています。そして、ペルー
のフアナさんは、男性が圧倒的に多い鉱業部門
で、より健全で持続可能な金鉱採掘を求める声
を上げました。

このようなストーリーは、2020 年の私たち UNDP
チームのストーリーとも、密接に絡み合っていま
す。昨年はほとんどの人にとって過酷な年となり
ました。私たちの同僚の中には、友人や家族を
失った者もいます。人々は離れ離れになり、学
校は閉鎖され、生活は混乱しました。そんな中
でも、私たちのチームは、国連が一番大事な時
に現場に残り、役に立てる存在であるという、素
晴らしい事実を立証したのです。

コロナ禍からの復興への道のりは、私たちの世
代がともに歩む旅程となるでしょう。それは一つ
の選択から始まります。今回のパンデミックを、
人間と地球にとっての変革へとつなげる転機と
するか否かの選択です。私たち UNDP（そして
国連）は、すでにその選択をしました。気候危
機から格差、紛争に至るまで、現代の最大の課
題に最も近いところにいる人々の声を聞き、力を
合わせていくことを決意すれば、私たちはきっと、
ともに進むべき道を見つけられることでしょう。

私たちの活動の様子をご覧いただき、ありがとう
ございます。この活動は、多くのパートナーのご
支援、ご厚意、そして投資によって可能になりま
した。ぜひとも報告書をご一読ください。

アヒム・シュタイナー
国連開発計画 （UNDP） 

総裁
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危機に襲われた
27 か国で、300 万人
（うち 43% は女性）が

職を獲得、または
生計手段が改善

UNDP最大の国別プログラムの
10 件に 9 件は、

危機の状態にある国で実施

115 か国が UNDP
アクセラレーター・ラボ・

ネットワークの対象に

UNDPはコロナ禍の中、
6 日間で業務のデジタル化を

進め、60か国以上の
デジタル化も支援

国連全体で透明性
ランキング No.1

UNDP の管理職者数で
ジェンダー平等達成

年間 54 億ドルの歳入

2 万人の職員が
170の国と地域に勤務

3 億 5,500 万米ドルの
開発資金を効率化と組織の

パフォーマンスで捻出

UNDPの実績（2020年）
UNDP の支援により、
世界の多くの人びとの生活が改善しました。
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62 か国が SDGs の
ための統合国内金融 

枠組みを導入

コロナ禍を受け、
82か国の社会保障の

強化を支援

10 億米ドルで、
各国のコロナ禍への

備え、対策、復興を支援

32 か国の 1,600 万人が
司法にアクセス

118か国が UNDP の
「気候の約束」に参加し、

35の連携機関と
共同実施

6,200 万人が
基本的サービスと金融サービスに

アクセス

24 か国の新規登録有権者
2,600 万人のうち、

74% は女性
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A

ミクロと
マクロの出会い

世界規模の物事を細やかに見るUNDP
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170 の国や地域と連携する UNDP は、幅広い観点から世界を捉えています。

私たちはこの観点があるからこそ、ローカルとグローバルの間、細部と全体像の
関係や、その相互の影響を理解できるのです。

各国や地域社会と協力することにより、私たちは開発のソリューションを発掘、
創造し、これを私たちのグローバル・ネットワークを通じて幅広く展開すること
ができます。

UNDP をミクロとマクロをつなぐ懸け橋として考えてみてください。ほんの小さ
なウイルスによって引き起こされたコロナ禍が、グローバル経済に影響を与え、
世界各地の生命や生活を脅かしている今ほど、この考え方が当てはまる時はない
でしょう。また、気候危機に関して言えば、私たちの一人ひとりに、地球を破滅
の瀬戸際まで追いやる力と、そこから引き戻す力の両方があります。

UNDP は、その開発環境とシグネチャー・ソリューション（UNDP ならではの
解決策）を通じ、最も複雑かつ総合的な問題に多方面から取り組むことができま
す。そしてそこには、持続可能な開発目標（SDGs）という、最もマクロなレベ
ルの目標が常に存在しています。

私たちが力を合わせる時、そこには大きすぎる課題も、小さすぎる課題もあり
ません。
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ウイルスと闘った一年
コロナ危機の対処と一歩先を目指す復興

コロナ禍は、パンデミックと生息地の消失、気候緊急事態、格差の拡大、民主主義的価値に
対する異議、紛争の長期化との間に関連性があること、そして、大所高所の見地から、統合
的な対応をとる必要があることを明らかにしました。

新型コロナウイルスに対する UNDP の総合対策（3 月に打ち出された「準備、対応、復興」と、
次いで 6 月に発表された「復興のその先〜 2030 年に向けて〜」）と、これに伴う緊急資金枠
組みを受け、UNDP と開発投資機関は、緊急で重要な分野に注力を続けました。このことは、
国連システムの総合対応の一環として、コロナ禍による開発の緊急事態に対する迅速で大規
模、かつ一貫性のある組織対応に対する後押しとなりました。

ウイルスがまん延を始めた時点で、UNDP はわずか 6 日で業務をデジタルへと移行し、現場
に残り活動を継続するとともに、他の団体のデジタル化を進めるための支援もできるように
なりました。この取り組みは各地で確かな成果を生み、政府や医療システムが機能を維持し、
雇用と暮らしを守り、困窮した人々に給付金と基本的サービスを届けることに貢献しました。
その一方で、各国が SDGs に沿い、一歩先を目指す復興を推進するための条件をローカル、
グローバル双方のレベルで整備することにも役立ちました。

5,300 の地域密着型組織に対し、
コロナ禍とその「影」の部分、すなわちジェンダーに基
づく暴力や人権侵害、人種差別、差別などと闘うため
の支援を行いました。

82 か国で6,700 の
政府機関（うち 81% は地
方自治体）が機能し続けるため
の支援を行いました。
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Managing the COVID-19 crisis, building forward better
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一方、UNDP、国連経済社会局（UNDESA）、欧州連合による「統合国内金融枠組み（Integrated 
National Financing Framework）」策定の取り組みは、62 か国で前進を遂げており、その結果、
うち 40％の国では、コロナ禍対策計画との整合も図られています。

多数のパートナーシップによって可能となった、これらマクロレベルでの措置は、かつてなく
混迷を極める状況の中で、政府の公共政策決定の方向づけに役立っています。細部を理解し、
点と点を線でつなげる UNDP の能力は、私たちが地球規模でインパクトを及ぼすことを可能
にしています。

UNDPは、世界エイズ・結核・マラリア対策基金とのパートナーシップ、10億ドルを下記に活用：

加えて：

国連の社会経済的対応を技術面で主導する機関として、UNDPはパートナーとの連携により、
政策決定に役立つ批判的な分析を実施：

2 億ドル相当の個人用防護具と
医療機器を107か国に届ける

90 万人
近くの雇用を守る

120 万人
近くのインフォー
マル労働者を
支援する

医療従事者28万人
近くを対象に、コロナ禍対応の
研修を行う

中小企業（SMEs）を
中心に、民間企業
5万6,900社
を支援する

給付金プログラムの
直接的受益者は

180万人に

78万8,000人が
心理社会的支援の
対象に

300 万人が
水と衛生サービスに
アクセス、うち半数は
女性

国連パートナーと共同で、

119 件の社会
経済的対応計画を
策定

半数には世界銀行、
3 分の1には IMF が
それぞれ参画し、
知見を提供

UNDP の主導により、97 か国で

144 件の社会
経済的影響評価を実施
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SDGs を見失わずに
決定的かつ総合的な前進を図る時

コロナ禍と気候危機、格差の拡大の壊滅的な影響は、世界で均等に見られるものではありま
せん。しかし、これらは相互に作用しているため、私たちの対応も関連づけねばなりません。
UNDP はこの目的で、パートナーシップの強化と拡大を確約しています。パートナーシップ
があって初めて、私たちは、全ての人の尊厳が守られる、より公正な社会を構築し、健全な
地球を守り、決意を伴う行動の 10 年を通じて 2030 年までに持続可能な開発目標（SDGs）
を達成するため、最高の支援を提供できるのです。

SDGs は UNDP に対し、大きな体系的パズルを新しい方法で解くことを強いています。漸増
的な変革と個別のプロジェクトで、17 の目標をすべて達成することはできません。UNDP は
2020 年、新たな調査結果を発表し、コロナ禍が SDGs 達成に向けた成果に対し深刻でありな
がら予見可能な脅威になるとともに、変革に向けた機会も作り出す転機になることを認識し
ました。UNDP の第 2 次コロナ禍対策で 4 つの総合分野に掲げられているガバナンス、社会
保障、グリーン復興、デジタル化の全体を通じ、意欲的ながらも実現可能な投資を行えば、
2030 年までにさらに 1 億 4600 万人を極度の貧困から救い出せる可能性があります。こうし
た人々の大半は、脆弱な紛争影響国で暮らしていることから、SDGs 達成に向けた総合的な
対策に投資することの重要性と、これを行わないことによる悪影響は、ともに高まっています。

この調査をはじめ、UNDP が 2020 年に行った主要な調査の結果を見ると、人間開発の次な
るフロンティアは複雑かつ不透明でありながら、アジャイル性やイノベーション、さらには
政策介入と政治的選択を相互に関連づける意欲的な基本概念によって、克服可能であること
も分かります。
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UNDP のリーダーシップ・チーム
アヒム・シュタイナー総裁と UNDP 幹部チームにとって、2020 年は「大車輪で働く」年になりまし
た。カメラとマイクを通じ、170 の国と地域で UNDP の活動続行を可能にしたのです。

*2021 年 4 月から、国連事務次長兼 UNDP 副総裁は、ウシャ・ラオ=モナリが務めています。
**2021 年 2 月から、国連事務次長補兼 UNDP アラブ局長は、ハリダ・ブザールが務めています。

1. アヒム・シュタイナー、総裁　2. ムラッド・ワフバ、UNDP 副総裁代理兼アラブ局担当（国連事務次長補）（ASG）　3. アンジェリック・M・クランブ
リー、管理局　4. アフナ・エザコンワ、アフリカ局　5. アブドゥラエ・マール・ディエエ、総裁上級顧問　6. 岡井朝子、危機局　7. ハオリヤン・シュウ、
政策・プログラム支援局　8. カンニ・ウィグナラジャ、アジア太平洋局　9. セーラ・プール、アラブ局（代理）　10. ルイス・フェリペ・ロペス=カルバ、
ラテンアメリカ・カリブ局　11. ミリャナ・スポリャリッチ・エッゲル、欧州・独立国家共同体（CIS）地域局　12. ウリカ・モデール、対外関係・アド
ボカシー局
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人材、パーパス、前進
徹底的な改善
2018 年から、UNDP は「People for 2030」戦略（2030 年へ向けた人材戦略）を通じ、各国
による SDGs 達成を支援するため、最も優秀な人材を惹きつけ、定着させ、育成するための
取り組みを大幅に拡大しました。具体的には、卒業後まもない初任者向けの研修プログラム、
アフリカの若い女性リーダーを対象とする初のフェローシップ・プログラム、全てのインター
ンに対する給付金支給が挙げられます。

2020 年に実施した「全職員調査」の数字を見ると、UNDP のチームが同じ方向を向いて活
動していることが分かります。これは長期的な成功を表す重要な指標です。

UNDP チームによる
プログラム実施に
45億ドル
を支出（総額としては過去
6年間で 2番目に多い額）

People for  
2030 戦略による
提言の84%
は実施済み

（2020 年末時点）

全職員調査の
回答者の 83%
は、仕事に対して「高い
モチベーション」があると
回答（対2018年で3%増）

88％の職員は自分の
仕事が戦略計画と密接
に整合していると回答
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全職員調査の
回答者の80% は、

全職員が尊厳と敬意をもって
処遇されていると確信

（外部の指標比で 23% プラス） 

国連事務次長補、常駐代表、 
常駐副代表の人数において、

ジェンダーバランスを達成

UNDP-UNV の「障がいを持つヤング・
プロフェッショナル・プログラム」

（2019~2020 年）を通じ、

33 人の
国連ボランティアを派遣

国別事務所の 60% は、
ジェンダー認証を取得済み

UNDP は「People for 2030」戦略の重
要な要素として、安全でインクルーシブ
な勤務環境を約束しています。その中に
は、あらゆる性的な不正行為を含め、あ
らゆる形態の差別やハラスメントに厳し
く対応することが含まれています。

2020 年には、業績管理システムを改善し、
と新たな異動指針、およびキャリア管理
枠組みも導入しました。

ジェンダー認証は、ジェンダー平等面で画期的な成果を達成した UNDP チームを認証し、ジェ
ンダー面での取り組み改善を促進するものです。

2020 年「グローバル・ヘルス 50/50」報告書および
国際保健関連組織を評価する包括的な指標である

「ジェンダーと保健」指標によると、UNDP は
全組織の上位 5% にランクイン
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新生UNDP（#NextGenUNDP）
もっとスピーディーに、大胆に、知恵を集めて
UNDP の幹部とチームは 2018 年以来、過去の世代のために構築された組織を、今後の世代
にとって役に立つものとするため、その思考や戦略、能力を変えるべく、全力を尽くしてき
ました。そのためには、UNDP の考え方、活動の実行、投資分野、そして管理方法の幅を広
げることが必要でした。

こうして生まれたのが新生 UNDP（#NextGenUNDP）です。UNDP は 2020 年、究極的な
ストレステストにさらされましたが、この戦略計画期間に行われた投資により、私たちには
対応の準備ができていました。コロナ禍対応が 2 年目に入ってからも、UNDP は引き続き、
パートナーとして選ばれる存在であり続けています。

UNDP は、7.3% という 4 か年経営効率目標を達成できる見込みです。この戦略計画期間全
体を通じ、プログラムの実施状況は改善し、関連の制度的支出は削減されました。その他の
成果としては、下記が挙げられます。

財務的、制度的な節目と成果

予算均衡
2020 年で 4 年連続

プログラム実施額
45 億ドル
この 6 年で 2 番目に高い水準

複雑かつ脆弱な現場への
対応に支出

32 億ドルの予算の
うち60%近く

アフリカ地域での
プログラム実施額 
12 億ドル
と過去最高に

パフォーマンスの強化と効率化で 
3億 5,500万米ドル
を開発資金として捻出（2018 〜 2020 年）

2019 年度、国連会計検査委員会（UNBOA）から 

15 年連続で
無限定適性の監査意見を獲得
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UNDP のアクセラレーター・ラボ・ネットワークは、貧困や気候変動、さらに最近ではコロ
ナ禍に最も大きな影響を受けている女性と男性から新しいアイディアを求めることにより、
より広く豊かなイノベーションを模索しています。この取り組みはドイツやカタールなどの
重要なパートナーに支えられています。

後発開発途上・低所得国の 79% と小島嶼開発途上国の 66% を含め、 
115 か国を対象に 91 のアクセラレーター・ラボを 

設けています。

アクセラレーター・ラボ・ネットワークは、アジャイルな性質を高めるとともに、プロジェ
クトからポートフォリオへ、実験から変革や規模拡大へと移行させることで、文化的な規模
の経済を引き起こすことを後押ししています。

私たちのラボ・チームはネパールで、地方自治体による隔離データの報告の支援を図るとと
もに、パレスチナの人々と連携し、オンライン上で小規模女性農家を顧客とつなげたほか、
ルワンダでは、コロナ治療センター向けのロボットの導入を支援し、タンザニアでは、3D
コミュニティ設計と、医療従事者への個人用防護具の製造・配布支援を行いました。UNDP
のアクセラレーター・ラボ・ネットワークを通じ、デジタル・イノベーションが 2020 年の
活動の中で果たした中心的な役割や、また、開発の未来にデジタルが果たすであろう重要な
役割が示されています。

アクセラレーター・ラボ・ネットワーク

2020 年までに発足した 60 の
アクセラレーター・ラボ

2020 年に発足した 31 の
新規アクセラレーター・ラボ
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「デジタルの標準化」は、各国政府の要望にも後押しされ、UNDP の DNA に欠かせない要素
となりました。2020 年は、インドネシアでの遠隔医療の拡大加速や、トルコの移民向けデ
ジタル ID 創出から、ベリーズでの社会保障プラットフォームの拡張、ギニアビサウやインド、
モロッコその他の国でのフェイクニュース対策に至るまで、デジタル化があらゆる側面で進
展を遂げました。

コロナ禍の中でも、82 か国が UNDP の支援を受けてリモートで機能を続け、必須の公共サー
ビスをオンラインに移行し業務を継続させることができました。私たちはパートナー機関に
代わり、通常より 40% 安く、12,900 の Zoom ライセンスを取得したほか、大統領・首相府
や議会、省庁を含むおよそ 290 の組織のデジタル移行を支援しました。

また、エビデンスに基づく知見を支援するための「データ・フューチャーズ・プラットフォー
ム」も立ち上げました。このプラットフォームは、開発課題への対応に技術とイノベーショ
ンを活用するという UNDP の長年のコミットメントに根ざしており、国連システムとパー
トナー機関全てのデータソースに依拠するものとなっています。

2020 年、スピーディーに進んだ UNDP のデジタル化は、新たに作られた「デジタル戦略」によっ
て可能になりました。インクルーシブなデジタル・トランスフォーメーションの指針やこれに
寄り添う方針や規範、基準の確立は、今後数年間、重要な開発課題となることでしょう。

世界のデジタル化を支援

地球に対する紙の負荷の削減
UNDP は 2020 年、電子署名プラットフォー
ムを立ち上げ、組織内での効率を向上させる
とともに、500万枚相当の紙を節約し、CO2

排出量を154メートルトン削減しました。
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人間開発報告書 2020
新しいフロンティアへ：人間開発と人新世

UNDP の 2020 年版人間開発報告書は、格差の諸相と、コロナ禍など、格差がもたらすさま
ざまな世界の危機をテーマとする報告書 3 部作の第 2 弾にあたります。コロナ禍は瞬く間に、
幾重にも重なる格差と、社会・経済・政治システムの弱点を露呈させており、人間開発を
30 年も後退させるおそれがあります。

人類は信じがたいほどの前進を遂げたものの、私たちは地球の恵みを当たり前のものと考え、
自分たちが生存のために依存しているシステムそれ自体を不安定化させています。2020 年
版報告書は、地球に大きな重圧を加えることなく、高度な人間開発を達成した国は、まだ世
界のどこにもないことを指摘したうえで、私たちの世代が初めて、これを達成できるかもし
れないという期待を表明しています。UNDP が人新世、すなわちヒト中心の時代という、まっ
たく新しい地質時代に足を踏み入れる中で、人々と地球の間の関係を再考し、リセットすべ
く努めている理由も、ここにあります。

私たちの暮らし方、働き方、そして協働の仕方を根本的に変えない限り、プラネタリー圧力
を和らげながら、人間開発を続けることはできません。報告書は「人間よ、自らの生存のた
めに、自然を掴んだ手を放せ」という明確なメッセージをもって、その方法を模索しています。
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UNDP の戦略計画
今すぐに遂行し、将来のために投資を

UNDP の戦略計画は、コロナ禍に焦点を絞りながら、2020 年もほぼ滞りなく実施されました。
この計画はそもそも柔軟に策定されているため、UNDP は危機下でも、各国の長期的な目標
と緊急のニーズの両方に対応できるようになっています。戦略計画は、UNDP のマクロレベ
ルの活動領域として、貧困の根絶、持続可能な経済成長の支援、ショックや危機に対する対応
力の強化の 3 つを定めています。目指す成果のレベルを常に上げていくという決意に基づき、
UNDP は開発の「あり方」を次期戦略計画の中心に据える予定です。

国家の
仕組みの整備

効果的でインクルーシブ、
かつ責任あるガバナンスを

強化すること

災害や紛争
などへの危機
対応力強化

各国の予防・復興能力を
高め、復元力のある
社会を目指すこと

貧困の根絶
人々が貧困に陥らない

ようにすること
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UNDP の活動の柱
6 つの解決策の一体化

私たちの 6 つのシグネチャー・ソリューション（下図の通り）は、アクションの一体化を表
しています。これら UNDP ならではの解決策は相互に、3 つの開発領域との間で、また 17 の
SDGs 目標全体との間で、さまざまなつながりを持っています。私たちはそのおかげで、世界
で最も複雑な問題にあらゆる角度から取り組み、さらに大きな規模でインパクトを生み出せて
いるのです。

クリーン 
エネルギーの 

普及
エネルギー格差を 

埋めること

ジェンダー 
平等の実現

ジェンダー平等を強化し、 
女性と女児の 

エンパワーメントを 
図ること

環境保全
自然に基づく解決策を
推進し、持続可能な

地球を作ること
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UN partners with whom we worked most frequently on Poverty in 2020

まずは最も弱い立場の人びとを守ろう
英国外務国際開発省（FDCO）とバングラデシュ政府からの支援を受け、UNDP は都
市部の貧困家庭 5 万世帯を対象に、150 万ドルの緊急支援を行いました。このプロジェ
クトでは、数千カ所の手洗い所設置に 1,200 人のコミュニティ・ワーカーを起用する
とともに、20 の都市で防疫官やボランティアの啓発とスキルアップを図りました。 

写真：Photo: UNDP Bangladesh/Fahad Kaizer
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UN partners with whom we worked most frequently on Poverty in 2020

UNDPの活動：貧困の根絶

誰一人 
取り残さないために
コロナ禍が格差の深刻な影響をあぶり出す中で、UNDP は最も社
会から取り残された人々を優先し、インフォーマル労働者や自営
業者、家庭内労働者、無給のケア労働者、障がいを持つ労働者、
さらには移民と国内避難民をさらに重視する活動を展開しました。

UNDP が国連の社会経済的対応を技術面で主導する中で、国内・
地方レベルでの広範かつ迅速な分析は、2020 年の顕著な成果とな
りました。各国の戦略決定を支援するため、UNDP は「COVID-19
データ・フューチャーズ・プラットフォーム」を立ち上げました。
また「臨時ベーシックインカム」シミュレーターは、132 か国に
おいて、社会的弱者層を貧困から救うためにそれぞれどれだけの
コストがかかるかを示しています。

UNDP は、貧困や格差との闘いに関する調査とアドボカシーを強
化して、全世界の政策決定者と一般市民が納得できるデータと知
見を提供し、多国間主義の意義をあらためて示すとともに、SDGs
への投資を行っています。

UNDP は、インドからナイジェリアに至るまで、82 か国における
社会扶助プログラムの整備と拡張を支援しました。UNDP や国連
児童基金（UNICEF）、ドイツ国際協力公社（GIZ）による技術的支
援を受け、カンボジア政府は、国内貧困ライン未満で暮らす全国
民を対象に、初の給付金を支給しましたが、その受益者は 67 万世
帯を超えました。UNDP とオックスフォード貧困・人間開発イニ
シアチブ（OPHI）が開発した多次元貧困指数は、エルサルバドル
で社会的弱者世帯の特定に活用されています。

UNDP の生計支援は、雇用創出や起業支援、危機対応といった体
系をとって実施されました。トルコでは、3,000 人近いシリア難民
と受入コミュニティ住民が、UNDP の施策によって就業しました。
イラクでは、300 カ所を超える公共インフラの改修が行われ 120
万人以上に利益をもたらしています。また、UNDP が主導する安
定化基金の支援を受け、これまでに 460 万人の避難民がイラクの
故郷に帰還しました。

私たちは文字どおり「誰一人取り残さない」ために、取り組みを
続けていきます。

2020 年、貧困根絶の分野で最も深く連携した国連機関

全世界で

3,500万人が、
基本的サービスを
受けられるように

（2018~2020 年） 

2,700万人が、
UNDP の支援で
金融サービスを
受けられるように 

97か国で、

144 件の
影響評価を実施
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UN partners with whom we worked most frequently on Governance in 2020

一人ひとりに正義を
ホセファさんが住むコミュニティと街は、30 年以上もグアテマラで続いた武力紛争で
大きな影響を受けました。マヤ系イシル族女性に対する性暴力を認識し、その被害者
に正義をもたらすための大きな一歩として、ホセファさんは、UNDP の移行期正義促
進プログラム（スペイン語の略称 PAJUST）の支援を受け、国の省庁や機関と連携す
る専門家から法的・心理社会的支援を受けています。

写真：UNDP Guatemala/Caroline Trutmann 
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UN partners with whom we worked most frequently on Governance in 2020

UNDPの活動：国家の仕組みの整備

グッドガバナンスは 
広い視野で
2020 年に UNDP の UNDPの活動で最も多額の投資が行われた
のは、インクルーシブで効果的かつ責任あるガバナンスの分野
でした。この活動のベースとなっているのは、SDGs の目標 16 と、
特に危機に見舞われた際に、平和で公平かつインクルーシブな
社会でガバナンスと法の支配が果たす根本的な役割です。

UNDP は、各国と地域の電子政府システムを迅速にサポートし、
必須の公共サービスの継続を可能にしました。また、国連のパー
トナー機関と連携しつつ、バングラデシュやカメルーン、ケニア、
ホンジュラス、マラウイ、タジキスタン、バヌアツ、ザンビアで、
国民識別番号管理システムの強化を支援し、法的な身分証明の
視点から、サービスを受ける権利と公平な社会保障が守られる
よう支えました。

また、ボリビアからバヌアツまで 46 か国で、コロナ禍の中で投
票権を行使できるようにするための支援も行いました。ニジェー
ルでは、選挙に向けた準備の一環として、移動裁判所での聴聞
を通じ、600 万人が住民登録を行いました。

UNDP は、政府のシステムをより透明かつ責任あるものにするた
めの支援を行っています。アルバニアやエチオピア、キルギスタ
ンをはじめとする国々との連携で、無償の法律相談に対する需要
が高まる中、制度の充足を図ったほか、危機下にある 40 か国と
協力し、法の支配の強化にも務めました。コンゴ共和国では、国
際人権法などに関する見識を高めるため、100 人のジャーナリス
トに研修を実施しました。

また、2020 年には「情報汚染」が広がる中で、UNDP はチリや
サモア、ウクライナなど、多くの国々と手を携え、偽情報のマッ
ピングと各国の対応強化も図りました。ヘイトスピーチ対策に
ついては、全体の 3 分の 1 を超える国々と協力を行いました。

こうした事例はいずれも、UNDP が世界中でグッドガバナンス
を全面的に支援していることを証明しています。

UNDP の
プログラム支出の

36% は、
ガバナンスに投資

（2020 年）

ニジェールでは

74 万人以上が
新たな選挙制度を
通じて有権者登録
うち女性は 55%（2020 年）

UNDP は全世界の

国会の 33% を
支援

2020 年、国家の仕組みの整備分野で最も深く連携した国連機関
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UN partners with whom we worked most frequently on Resilience in 2020

安定化が教育に貢献
シヌン（イラク）出身の 13 歳のワジャラル・バセムさん。バセムさんの学校（ベイルー
ト共学中学校）は、UNDP の安定化基金による支援で改修されました。バセムさんは今、
父親のような有名な医者になることを目指し、明るい未来に向けて歩を進めています。

写真：UNDP Iraq/Claire Thomas
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UN partners with whom we worked most frequently on Resilience in 2020

UNDPの活動：災害や紛争などへの危機対応力強化

強靭性を超える 
復元力を

UNDP は、現在と将来のための危機対応力を重視しています。
2018 年から 2020 年にかけ、私たちは開発、人道、平和分野で
活動するパートナー機関と密接に連携し、社会が開発の緊急事
態に取り組み、新たな問題の深刻化を防ぎ、今後やってくる課
題を克服できる復元力を構築できるよう支援しました。

イエメンでは、司法機関や裁判所、警察署の立て直しにより、
143 万人の司法へのアクセスが改善しました。サッカー競技場
400 個分を超える面積で爆発物の除去が進んだことで、人道支
援が最も困窮している人々に届くとともに、農業その他の生産
的な用途に使える土地が増えました。

一方、モザンビークでは「イダイ」と「ケネス」という 2 つの
サイクロンの被害を受けた 5 万人が、UNDP からの支援を受け、
十分な食料を生産、購入できるようになりました。

コンゴ民主共和国での危機対応力強化活動にも、明るい兆しが
見えてきました。調停努力の末、それまで紛争に関わっていた
若者が職業訓練を受けたり、就職したりすることを望むケース
が 40% 近くも増えたからです。

UNDP は、パートナー機関と力を合わせ、カンボジアや中央ア
フリカ共和国などの国々で、和解と社会復帰を和平合意に組み
込みました。また、79% の国が社会経済的コロナ禍対策計画の
中に社会的結束の促進を取り入れるための支援も行いました。

こうした事例はいずれも、気候変動や紛争、分断をもたらす格差、
疾病など、人間と地球が抱えるリスクがますます体系的かつ持
続的になり、相互に関連していることを示しています。よって、
私たちの活動も、それに対応するものとせねばなりません。

危機に襲われた 27 か国で、

300万人
（うち 43% は女性）が職を
獲得、あるいは生計手段
が向上（2020 年）

危機的状況にある

40か国で、
法の支配と人権
システムを強化

34か国で、
暴力的過激主義を
予防する体制を整備

2020 年、危機対応力強化の分野で最も深く連携した国連機関
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UN partners with whom we worked most frequently on Environment in 2020

イノベーションで節水を
アゼルバイジャンの東部と西部では、約 1 万 4,000 人の農民がイラン、日本両国政府
と UNDP による共同事業に参加し、近代的なかんがい技術を用いてウルミア湖の回復
に取り組んでいます。このプロジェクトの結果、先行実施区域では水の使用量がこれ
までに 35% 減少しました。

写真：UNDP Iran/Sadaf Nikzad



2928

UN partners with whom we worked most frequently on Environment in 2020

UNDPの活動：環境保全

すべては 
地球のおかげ
人間と地球の間のバランスの模索は、UNDP のあらゆる活動を貫
く軸となっています。「2020 年版人間開発報告書」には、新たに
プラネタリー圧力調整済み人間開発指数が盛り込まれていますが、
これは地球の健全性を人間開発推進の中心に据える形で、各国が
どれだけの進捗を遂げているのかを評価する手段となっています。

2018 年から 2020 年にかけて、UNDP は地球環境ファシリティ
（GEF）、緑の気候基金、適応基金など、環境と気候関連の垂直型
資金や、国連の関連機関との連携により、コロナ禍から「一歩先
を目指す復興」に対するインクルーシブなグリーン経済アプロー
チの促進を図りました。

UNDP が国連環境計画（UNEP）、国連資本開発基金（UNCDF）、
ドイツ、モロッコおよびスウェーデンと共同で立ち上げた「サンゴ
礁のためのグローバル基金」は、サンゴ礁の保全とサンゴ礁から
の恩恵で生活するコミュニティのために 5 億ドルを調達すること
をねらいとする、革新的なブレンドファイナンス・メカニズムです。

山から海に至るまで、気候と自然の危機に対処する取り組みが、
各地でますます多くのパートナー機関とともに進められています。
UNDP の「気候の約束」は、118 か国がパリ協定に基づき、自国
が決定する貢献（国別気候変動対策目標）を積み増すことに役立
ちました。

コモロでは、地域住民との共同管理によるプログラムで、漁獲量
がほぼ 3 倍に増える一方で、保護区に関する法的支援により、国
立公園局が設置されました。さまざまな活動全体に対する UNDP
の総合的なアプローチがよく表れている事例と言えます。

また、レバノンやリビア、スーダンなどの国々では、紛争の影響
を受けたコミュニティとも連携し、水や太陽エネルギーを含め、
自然環境によりもたらされるサービスを人々が利用できるように
なるよう活動しました。

傷ついた地球に私たちが無限の債務を負っていることを考えれば、
私たちの環境に対する責任を無視することは、もはや不可能です。

UNDP の支援により、
150 か国が

19億ドルの
気候ファイナンスを活用

（2018-2020 年）

ブータンでは、

5万6,000 人
の農民の家庭が、
気候変動への適応策を  
実施

57 か国で

約30万平方キロ
メートルの保護区が、
より持続可能な管理の  
対象に（グランドキャニオ
ン国立公園の約 60 個分）

2020 年、環境保全の分野で最も深く連携した国連機関
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UN partners with whom we worked most frequently on Energy in 2020

省エネの教訓
サラエボ大学では、スウェーデンの資金供与を受け、現地と国内のパートナーも多く関
与する UNDP の「グリーン経済開発（GED）プロジェクト」で、大幅なエネルギー改善
が可能となりました。このような収益性のある投資には、学生と教員に短期、長期的な
恩恵をもたらし、グリーンジョブを増やす一方で、エネルギー消費や熱損失、大気汚染
を減らす効果があります。

写真：UNDP BiH/Sulejman Omerbasic
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UN partners with whom we worked most frequently on Energy in 2020

UNDPの活動：クリーンエネルギーの普及

未来を照らす 
持続可能なエネルギー

2020 年には、世界人口の過半数がロックダウンを経験したことを
受け、エネルギー需要は必然的に減少しました。しかし、経済は復
旧につれて平常運転へと戻り、化石燃料産業が再び刺激されるおそ
れが生じています。再生不能な化石燃料は、短期的な応急処置に
すぎず、やがては自然との衝突を起こす可能性を高めます。私たち
はその代わりに、未来に投資し、再生可能エネルギーを原動力とす
る、より危機対応力の高い復興を目指すべきです。

UNDP は、化石燃料の時代がピークを過ぎ、エネルギーの転換期
が始まっているという認識のもと、この戦略的に重要な時期を通し
て各国政府と連携しました。そして、より良いエネルギーの選択肢
を作るとともに、これを選ぶため、政治的、社会的、経済的な面で
のリスクを排除することに全力を尽くしました。

また、各国が大規模なクリーンエネルギーへの投資に関する政策と
規制を明らかにし、これを策定するための支援を行いました。チュ
ニジアでは、UNDP のモデリングにより、太陽・風力エネルギーへ
の投資で 20 年間に 5 億ドルを超える節減が可能であることが判明
しました。UNDP は、サントメ・プリンシペからトルクメニスタン
に至るまで、各国によるエネルギー政策の策定も支援しました。例
えばアルメニアでは、UNDP と欧州投資銀行が、建物のエネルギー
効率改善を図る規制改正を支援しました。

UNDP は、エネルギー格差の是正も重視し、2018 年から、農村部
にある 500 万を超える世帯がクリーンで手ごろな価格のエネルギー
を利用できるよう、支援を行ってきました。ソマリアやイエメンな
ど、紛争の被害を受けた国では、被災コミュニティの 35 万人近くが、
エネルギーを再び利用できるようになりました。

エネルギー対策の更なる推進を目指し、UNDP が実施した「みん
なの気候投票（PCV）」では、ほとんどの回答者が政府に持続可能
なエネルギーへの投資を求める結果となり、市民の間で変革を望む
声が強まっているという事実が確認されました。

2億9,000万トン
の二酸化炭素排出量を削減

（タンクローリーほぼ 400 万
台分の排出量に相当）

UNDPの「気候の約束」に
加わっている

91 か国が、
エネルギー対策の強化を
予定

500 万世帯が
手ごろな価格のクリーン
エネルギーを利用できる
ように（2018-2020 年）

2020 年、クリーンエネルギーの分野で最も深く連携した国連機関
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UN partners with whom we worked most frequently on Gender in 2020

全ての人に、より一層の仕事での成功を
UNDP はカヤ（ブルキナファソ）のアクセラレーター・ラボを通じ、若い女性と男性が
より雇用されやすくなるよう解決策を模索しました。この取り組みでは、研修と実務経
験を通じ、若い女性起業家のリーダーシップとアドボカシー能力の育成も図っています。

写真：UNDP Africa/Aurélia Rusek
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UN partners with whom we worked most frequently on Gender in 2020

UNDPの活動：ジェンダー平等の実現

ジェンダーの平等に 
反論は不可能
UNDP は、ジェンダーの格差というガラスの天井を壊すことに全
力を尽くしています。

2020 年に UN ウィメンと共同で立ち上げた「COVID-19 グローバ
ル・ジェンダー・レスポンス・トラッカー」は、219 の国と地域
につき、3,100 を超える社会経済、リーダーシップ、政治参加の
対策を追跡しています。その調査結果では、女性が医療従事者と
ソーシャルワーカー全体の 70％を占めているにもかかわらず、コ
ロナ禍対策本部でジェンダーバランスを達成しているのは、世界
で 8 か国にすぎないなど、組織的な格差が明らかになっています。

国連の社会経済対策枠組みで技術的主導権を握っている UNDP
は、その全主要分野にジェンダーの観点を取り込むための支援を
行ったほか、2019 年の 2 倍以上にあたる 41 か国との連携で、ジェ
ンダーに配慮した社会保障にも取り組みました。2020年には、ジェ
ンダーに基づく暴力に関して UNDP と連携する国も 2 倍に増えま
したが、その中には「スポットライト・イニシアチブ」を通じた
欧州連合や国連諸機関との協力も含まれています。また、「コロ
ナ迅速資金ファシリティ」の対象とする取り組みの選定にジェン
ダーマーカーの適用も行いました。中でも重要なパートナーであ
る UN ウィメンとの間では、2020 年だけで 101 か国の事務所で
連携を行っています。

UNDP はキルギスタンで、同国初の「女性の権利・暴力対策協議会」
の設置を支援しました。これは、ジェンダーに基づく暴力に関す
る政策立案について監視と情報提供を行う初の公的機関です。一
方、バングラデシュでは、女性全体の 43 人に 1 人にあたる 120
万人を対象に、金融サービスへのアクセス支援を行いました。

また、「気候の約束」に加わっている 114 か国との間で、その作
業計画にジェンダーの観点を取り込むための協力を行ったほか、
81 か国との連携で、天然資源管理における女性のリーダーシップ
推進も図りました。

こうした前進にもかかわらず、まだ格差があることは明らかで、
普遍的なジェンダーの平等や、女性と女児のエンパワーメントの
必要性に疑問の余地はありません。

80か国が
UNDP の支援を受け、
ジェンダーに基づく暴力に
対処

UNDP の選挙支援を
通じて登録された
有権者全体の
50% は
女性（2020 年）

200 以上の国と地域で、
コロナ禍関連の
政策
3,100 件
につき、ジェンダーに
及ぼす影響を追跡 

2020 年、ジェンダー平等の分野で最も深く連携した国連パートナー
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気候の約束を 
果たすために
気候問題は危機を迎えたという合意は、それが緊急事態に入ったというコンセンサスに変
わっています。UNDP の「気候の約束」は現在、各国がパリ協定に基づき自国が決定する
貢献（NDCs）を見直し、強化するための支援を行う、世界最大の取り組みとなっています。

UNDP は現時点で、35を超えるパートナーと連携し、下記を支援しています。

エネルギーは引き続き、各国の NDCs で最も多く挙げられている部門となっています。「気候
の約束」参加国では、91か国（79%）が NDCs を更新する際、エネルギー関連の対策やターゲッ
トを更新したり、追加したりしています。これらのターゲットは、経済をさらにクリーンかつ

安全にし、全ての人にエネルギーへのアクセスを確保するための青写真を提供しています。

エネルギー対策

他の課題とつなげる

27か国
アジア太平洋地域

17か国
欧州・中央アジア地域

25か国
ラテンアメリカ・
カリブ地域

42か国
アフリカ地域

7か国
アラブ諸国地域

計118か国

コロナ禍：
80か国

以上が、コロナ禍からの「一
歩先を目指す復興」を遂げる
ための政府の取り組みの指針
として、UNDP の支援を活

用しています。

ジェンダー：
UNDP の「気候の約束」に
参加する国の 97%（118

か国中 114 か国）は、NDCs
の改定においてジェンダーの

視点を取り込んでいます。

ユース：
75% の国は、

NDCs 改定の際に子どもと若
者に関連する優先課題を盛り
込むか、その数を増やしてお
り、その割合は改定前の 40%

を大きく上回っています。
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Delivering on our
Climate Promise
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UNDP は、自国に実現してほしい気
候変動対策について、プレイヤーの
投票を集めるというオンラインゲーム

「ミッション 1.5」の立ち上げ後、他
の国連機関や NGO との連携で、気候
危機解決策に対する人々の理解を高
めるための学習教材を開発しました。

2020 年、UNDP とオックスフォード大学は、気候変動
に関する世界最大規模の意識調査「みんなの気候投票

（PCV）」を実施しました。調査データはオンラインゲー
ム「ミッション 1.5」を通じて収集しました。この新し
く型破りな意識調査手法は、一般市民の大きな反響を
呼びました。

大半の人々（回答者の 64％）は、気候変動がグローバ
ルな緊急事態であることを認めました。

最も支持された気候変動対策としては、森林と土地の
保全、太陽光、風力と再生可能エネルギーによる発電、
気候に配慮した農業技術の採用、グリーンビジネスと
グリーン雇用への投資増大が挙げられます。

この調査で、世論と政府の支出に乖離があることが判
明しました。例えば、UNEP とオックスフォード大学
の調査によると、グリーン投資に使われているのはコ
ロナ禍復興資金の 18％にすぎません。

UNDP とその「気候の約束」やパートナーの支援によっ
て、意欲と行動の隔たりを埋める時が来ています。

「気候の約束」がもたらした大きなインパクトを基に、
UNDP は各国がその意欲の表明をスピーディーかつ大きな規
模で行動へ移すための手助けをしています。その中には、ネッ
トゼロと気候危機への対応力強化にさらに力を入れながら、
人々の関与を高め、開発プロセスへのインクルージョンを確
保することが含まれます。

理解を深める 

みんなの気候投票

意欲を行動に
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今から将来のパートナーシップを
民間セクターとともに

SDGインパクト
投資の新しい地平線を拓く

2020 年には、UNDP とのパートナーシップによるものを含め、SDGs の実現を目指す官民連
携が高まりを見せました。「ライオンズシェア」、「ビジネス連携枠組み（Connecting Business 
Initiative）」、「Youth Co: Lab（ユース・コーラボ）」など、既存のイニシアチブに関する新た
なパートナーシップの模索の一方で、国連グローバル・コンパクトおよび国際商業会議所（ICC）
との連携により、コロナ禍からの復興に向けて革新的な官民パートナーシップを開発するため
の「対コロナ民間セクター・グローバル・ファシリティ」を含め、新しいパートナーシップも
構築しました。

ボストン コンサルティング グループや UPS など、民間企業からの支援を受け、国連人道問題
調整事務所（OCHA）と UNDP が共同で立ち上げた「ビジネス連携枠組み（CBi）」は、5 万社
を超えるメンバー企業を擁するビジネス・ネットワークによる全世界的なコロナ禍対応を支援
してきました。取り組みの一環として、4 大陸の民間セクターを対象とする指針も策定されま
した。また、CBi とそのパートナーである企業グループは、マニラ首都圏の 100 万人を超える
都市住民に対する食料引換券配布の財源として、3,000 万ドル以上を調達しました。

UNDP は 2018 年以来、その金融セクター・ハブ（Finance Sector Hub）などを通じ、政府と
民間セクターによる資金が SDGs 達成に流れるよう、取り組んできました。UNDP と経済協力
開発機構（OECD）による共同プログラム「国境なき税務調査官」は、45 か国を対象として、
5 年間で 7 億 7,500 万ドルの徴税支援を行いました。

SDG インパクトは 2020 年、投資家や債券発行者、事業者が SDGs 達成に資する大きな、か
つ計測可能な取り組みを行うよう、支援を行いました。これら三者が SDGs 達成に貢献する
ための模範的な取り組みを成文化し、確認するための基準も設けました。

UNDP の旗艦イニシアチブ「SDG インパクト」と国連事務総長の「国連事務総長の持続可
能な開発のためのグローバル投資家（GISD）連盟」が共同で創設した「SDG 投資家プラッ
トフォーム」は、SDGs 達成に資する投資機会に関心を有する投資家に対し、SDG 投資家マッ
プを通じて市場知見情報を提供するものです。このプラットフォームは現時点で、15 か国
207 の投資機会領域に関する知見を提供していますが、関係国はそれぞれ、SDGs 達成に向
けて 5000 万ドル程度を調達できるものと見られています。

マップ作成済み
マップ作成中
マップ作成予定
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UNDP と Samsung が共同開発したグローバルゴールズアプリは、全世界で 1 億台を超えるデバイスにイン
ストールされています。このパートナーシップを通じ、150 万ドルの資金が集まるとともに、SDGs に新た
に触れる人を増やしています。#Generation17 という取り組みでは、全世界から集まったヤングリーダーが、
世界で最も喫緊の課題のいくつかを解決するため、どのような取り組みを行っているか、ビジョンを示し、
課題の認識向上を図りました。

2020 年、ライオンズシェア基金のパートナーシップ登録企業には、新たに Gucci と Cartier が加
わりました。同基金はまた、野生生物を売りにする観光で生計を立て、コロナ禍で大きな影響を
受けたコミュニティを支援するため、「COVID-19 対応：野生生物コミュニティ危機対応力助成金」
も立ち上げました。

HEART 17 は 2020 年、デジタル・プラットフォームを構築し、UNDP のネットワー
クから募った若者の参加を得て、その機能をテストしました。HEART 17 の目的はさ
らに深まり、環境と格差関連の話題について、ユース・リーダーの声を増幅すること
に焦点が絞られました。この取り組みを支援するブランドには、H&M や Spotify、
Mojang（マインクラフト）が含まれています。

UNDP は Microsoft 社と連携し、環境面での持続可能性を目指すデジタル・トラン
スフォーメーション・パートナーシップと、コロナ禍対策のための革新的なデータ
管理を推進しました。気候変動の影響を受けている国で、持続可能なエネルギーや
生物多様性、生態系の恵みへのアクセスの促進に努めています。このパートナーシッ
プの一環として、地球環境ファシリティ（GEF）の「小規模助成プログラム」は、
Microsoft の「プロジェクト 15」との連携を通じ、イノベーションを加速し、生物
種の保全や持続可能な漁業、農業に対するインパクトの規模拡大を図るべく、地域
社会密着型の取り組みの機会を創出しています。

UNDP とシティ・ファウンデーションが共催する Youth Co:Lab（ユース・コーラボ）
は、若者がリーダーシップを発揮し、社会革新を起こし、起業家精神を持つことに
より SDGs 実行の加速を目指す、若者向けのエンパワーメントプログラムを展開し
ます。

UNDP のこの新規基金は、世界および各国レベルで、官民のパートナーシップと解決策
を構築、強化することをねらいとしています。UNDP は ICC、国連グローバル・コンパク
ト、PwC、Microsoft および DHL と力を合わせて、各国の具体的なニーズを考慮し、中
小企業（SMEs）によるグリーン技術とデジタル技術の推進を支援する基金を立ち上げま
した。その活動は SDGs の目標 8、目標 13、目標 17 のほか、コロナ禍対策に直接的に寄
与しています。

UNDP は、社会的に弱い立場にある人々を支援するためのクラウドファンディング・
キャンペーンを通じ、個人からの寄付を集める機会も広げています。2020 年だけでも、
15 件を超えるキャンペーンが立ち上げられました。

SAMUSUNG

ライオンズシェア基金

HEART 17

MICROSOFT

シティ・ファウンデーション

対コロナ民間セクター・グローバル・ファシリティ

オンライン寄付
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活動を続けた国連ファミリー
未曽有の年に一丸となり対応
UNDP は 2020 年を通じ、国連諸機関とのパートナーシップ強化に力を入れました。例えば、
イノベーションと若者、起業に関する UNICEF との連携、現在と未来の仕事に関する国際労
働機関（ILO）との連携、移動する人々の生活とデジタル・ソリューションに関する国連移
住機関（IOM）や国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）との連携、人間と地球のバランス
に関する国連環境計画（UNEP）や国連食糧農業機関（FAO）との連携、インクルーシブな
デジタル立国を進めるための国際電気通信連合（ITU）やブロードバンド委員会との連携、
コロナ禍対策計画で人権に基づくアプローチを進めるための国連人権高等弁務官事務所

（OHCHR）や国連開発調整室（DCO）との連携が挙げられます。

各国によるコロナ禍への取り組みを支援するための努力の結集とそのインパクトも、国連改
革の進展を示す好例です。162 の国と地域で活動する国連国別チームは 2020 年、これまで
に見られない形で手を携え、当局によるコロナ禍のさまざまな影響への対処を支援しました。
国連の社会経済部門での技術的主導機関として、UNDP は国連人道問題調整事務所（OCHA）
や世界保健機関（WHO）とともに重要な 3 本柱の一員となり、その開発システムにおける
連携先との協働をこれまで以上に緊密に行いました。また、社会経済的評価の開発と実施も
共同で主導し、対応計画の策定とコスト算定にも貢献しました。

UNDP は今後も、WHO をはじめとする国連主体との連携を続け、新型コロナ・ワクチン接
種プログラムにおいて公平性、危機対応力、持続可能性が実現できるよう、支えていきます。 

UNDP はまた、国連全体にサービスを提供するとともに、資金運用の代行も行っています。

UNDP の 6 つの活動の柱などにおいて最も密接に連携した国連パートナー上位 10 機関：

1億3,130
万ドル

UNDPが 2020 年、国連	
常駐調整官システムに	
代わって運用した金額

5つ星のうち
4.19

新たな国連常駐調整官	
システム・サービス・	
ポータルが記録した	
顧客満足度

15億ドル
2020 年の国連マルチ	
パートナー信託基金	
ポートフォリオの総資産	
（対 2019 年 20%増で	

過去最大に）

1,030
万ドル

2020 年の UNDPによる	
常駐調整官システムへの	

投資額
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Our top 10 UN partners working together across our Signature Solutions and beyond were:
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コロナ禍に 
いち早く手を打つ
UNDP 親善大使と有名人サポーター

リモート開催された国連総会ウィー
クでは、アフロポップ・アーティス
トのイェミ・アラデ氏（左上の写真）
が UNDP 親善大使に任命されまし
た。平等と女性のエンパワーメント、
持続可能な地球を求める活動が評価
されての起用です。

2020 年 3 月には、活動がオンライン
化されたことを受け、UNDP のインフ
ルエンサーたちも、コロナ禍にまつわ
る偽情報を見分けるための情報拡散
を手始めに、新しい形で啓発活動を
展開できるようになりました。UNDP
が 有 名 人 の 協 力 を 得 て 実 施し た
#HalfTheWorld キャンペ ーンで は、
コロナ禍と気候変動により、社会保
障のない数多くの人々が格差の拡大
に苦しんでいるという事実が明らかに
なりました。親善大使のパドマ・ラク
シュミ氏（中央の写真、右は俳優の
デヴィッド・オイェロウォ氏）が率い
たキャンペーンは、237 のメディアで
取り上げられ、1 億 5,200 万人以上が
視聴したほか、ソーシャルメディアで
も 2,100 万人に発信されました。

2020 年には、「行動の 10 年」開始を
飾るイベントとして「ゴールから目
を離すな（Eyes on the Goals）」も開
催され、数多くのスターも参加しま
した。Sustainable Partners との連携
で開催されたこのイベントには、映
画や音楽、スポーツ界の有名人とイ
ンフルエンサーがデジタル動画を寄
せ、SDGs に対するグローバルな支
持の拡大に一役買いました（左の写
真はコメディー俳優、作家兼プロ
デューサーのレイン・ウィルソン氏）。
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Global Environment Facility

開発への投資
かけがえのないパートナー 
UNDP は、世界がコロナ禍から抜け出し、開発の未来に向かい、一歩先の復興を目指すことを支
援します。拠出国・機関の支援はかつてないほど重要なものとなっています。

金額はすべて 2021 年 4 月時点のものであり、監査済財務諸表の完成まで、変更になる可能性があります。

上位拠出国・機関
UNDP は、下記の上位 15 の拠出国・機関をはじめ、すべての資金拠出国・機関に感謝いたします。

2020年の
主な動き

通常（コア）資金の 50％は複数年次拠出誓約から
UNDP の通常資金のうち、3 億 4,600 万ドルは複数
年次拠出誓約からの拠出

各国政府からの拠出は 43% 増
各国政府からの拠出金は 43% 増加しました（2019 年
の 7 億 9,000 万ドルから 11 億ドルへ）

テーマ別ウィンドウ資金の拠出は 21% 増
テーマ別資金への拠出額は 21% 増加（2019 年の
1 億 300 万ドルから 1 億 2,500 万ドルへ）

国連プール資金からの受取額は 77% 増
参加国連機関（PUNO）として受け取る拠出金は、
対 2019 年で 77% 増加しました。

欧州連合

スウェーデン

ドイツ

アルゼンチン

地球環境
ファシリティ

英国

グローバル
ファンド

ノルウェー

日本

スイス

米国

オランダ

ドミニカ	
共和国

デンマーク

緑の	
気候基金
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300200100 400 500

欧州連合
ドイツ

国連プール資金※

地球環境ファシリティ
グローバルファンド

日本
米国

ドミニカ共和国
緑の気候基金
スウェーデン
アルゼンチン

英国
ノルウェー
スイス

国連諸機関
オランダ
デンマーク
イタリア
カナダ

ウクライナ
エジプト
韓国

世界銀行グループ
ホンジュラス

インド
コロンビア

サウジアラビア
カメルーン

オーストラリア
モントリオール議定書
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483
482

438
370

323
306

262
238
236

197
176

162
116
112

105
95

86
75
72
70

59
59
52
49

41
39
36
34
32
32

（単位：百万米ドル）

通常資金 その他の資金

ドイ
ツ

デン
マー
ク

スウ
ェー
デン

オラ
ンダ スイ
ス

ルク
セン
ブル
ク 韓国英国

(単位：百万米ドル)

60

40

20

70.9

22.2

11.7
7.1 5.1 3.3 2.6 2

特定プロジェクト向け使徒限定資金

テーマ別ウィンドウ、サブウィンドウ、地域または
国レベルで柔軟に活用可能な資金

※国連中央緊急対応基金(CERF）など、国連やNGOに資金を割り当てるさまざまな基金。

4040

Global Environment Facility

2020 年の UNDP上位財政支援パートナー

テーマ別ウィンドウ資金
UNDP のテーマ別ウィンドウ資金は、パートナーが SDGs の達成をテーマ別に支援するためのプール
資金調達メカニズムです。2020 年の上位テーマ別資金拠出国に感謝いたします。
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通常資金の重要性
短期的柔軟性と長期的成果 
通常資金（または「コア資金」）とは、特定のプロジェクトやテーマに使途を限定せず、
UNDP に拠出される資金を指します。

最も順調な時期でさえ、開発を行うには、明確かつ戦略的な長期的視野と、新たに生じる課
題や機会（コロナ禍はこの究極事例）に取り組める能力の両方が必要となります。通常資金は、
その両方に取り組むことを可能にします。

通常資金があってこそ、より広範な国連システムによる支援の一環として、各国政府の要望
に応じた支援を行うことができます。

最も柔軟性の高い資金である通常資金は、UNDP がプログラム設計の基盤を作り、他の財源
からさらに多くの資金を確保する事に役立ちます。UNDP は通常資金が持つ柔軟な性質のお
かげで、その使途を素早く変更し、危機に見舞われた国を含め、各国のニーズに直接的に対
処することができました。

世界を襲った金融危機以来、通常資金は減少し、政府開発援助（ODA）を大幅に減額する国
も出てきました。しかし、UNDP の信頼できるパートナー国・機関は、この傾向に反対して
います。

具体的には、ドイツが拠出金を 126% と、記録的に増額したほか、デンマークや日本、米国、フィ
ンランド、チェコ共和国、イスラエルからの拠出も増えました。アンティグア・バーブーダ、
キューバ、イラン、ラトビアは、UNDP 通常資金の拠出を再開、もしくは新たに拠出しました。

通常資金は、UNDP の活動能力とネットワーク、さらには
170 の国と地域全体を通じた世界、地域、国内レベルでの
プレゼンスの基盤となっています。

2020 年に拠出を受けた通常資金は、

6 億 9,600 万ドル 
（2019 年から 13％、額にして 7,900 万ドル増）

通常資金の強み
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通常資金は、コロナ危機の前後も最中も関係なく、UNDP の各国政府との長きにわたる関係
と信頼の核となります。UNDP は 2020 年、あらゆる地域のドナーやパートナーとの連携を
図りつつ、現地でのコロナ禍対策を一気にスタートさせ、必要性の高い資金をさらに多く調
達すべく、通常資金の使途変更を行いました。

透明性と説明責任 
UNDP は「COVID-19 プロジェクトマーカー」を導入。通常
資金の果たす役割と、統合的な取り組みのインパクトについ
て報告が可能になりました。

必要性が最も高いところへ 
UNDP は引き続き、通常資金の大半（執行理事会の義務づけ
により 85% 以上）を最貧国のプログラムに割り当てる一方で、
特に女性や、社会から隔絶されたコミュニティに影響が及ん
でいる場合、中所得国の困窮地域も支援対象としています。

国連の規範と原則の推進
UNDP は各国政府と積極的に連携し、人権をはじめとする国
連の価値観や、誰一人取り残さないという原則を推進するた
めの信頼関係を構築しています。通常資金は、そのような
UNDP の世界的なプレゼンスと活動の基盤となっています。

2020 年の拠出上位 10 か国に感謝いたします。

通常資金、コロナ禍、そしてその後
開発の危機への対応

通常資金上位拠出国

ドイツ

スイス

米国

カナダ

日本

デンマーク

英国

オランダ

スウェーデン ノルウェー
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世界からの評価
内外からの高い評価は、UNDP が順調に活動を進め、改善を続けることに役立っています。  
以下は、私たちが 2020 年に受けた表彰と評価の事例です。

140 カ国で調査対象となった 
3,100を超えるパートナーの80%は、

UNDP を貴重なパートナー 
として捉えています。

サイバーセキュリティ分野の優れ
たイノベーションとビジネス

価値を評価する CSO50 年間
アワードで、UNDPが 6度目の
受賞（その他あらゆる機関を

上回る回数）

回答者の75%は、UNDP が
重要な開発問題につき、国連

全体に共通する立場を代弁して
いると考えています。

71%は、UNDPがパートナー
との協働を通じて、統合的
な解決策を提供していると

回答しています。

モントリオール議定書は、 
オゾン層保護基金実施機関の 
中で、UNDP が最高の成果を 

上げていると評価しました。は、UNDP を国連の中で
最も透明性の高い機関と

評価しました。

UNDP 
パートナー
シップ調査
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UNDP-DCO 
survey

4444

グローバルゴールズアプリは、 
1 億を超えるスマートフォンにダウ
ンロードされています。このパート
ナーシップで、UNDP の開発支援

活動に 150 万ドルの寄付が 
集まりました。

UNDP-DCO 
調査

回答者の 73% は、UNDP の 
サービスを「満足できる」か 

「非常に満足できる」と評価 
（131か国と3地域の事務所が対象）

サイバーセキュリティ分野の優れ
たイノベーションとビジネス

価値を評価する CSO50 年間
アワードで、UNDPが 6度目の
受賞（その他あらゆる機関を

上回る回数）

2020 年に完了したUNDPの
分散型評価 249 件のうち172 件につき

審査を行った独立評価局（IEO）は、
うち 84%を「満足できる」か
「比較的満足できる」と評価

（対 2019 年で 10% 以上の改善）

「アシュデン人道的エネルギー賞」は、
UNDPによるイエメン女性の
起業推進とコミュニティの安価な
エネルギーへのアクセスを図る

活動を評価

コンシューマー・エレクトロニクス・
ショー（CES）で 

2020 年イノベーション賞を受賞

佳作賞を受賞
「責任あるビジネス賞 2020」で

SDGインパクト部門	
最終候補に

Samsung  
グローバル 

ゴールズアプリ
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世界で、地域で、各国で
UNDP のネットワークは、世界を一つにし、持続可能なインパクトや成果を人と地球に届けています。

• ブリュッセル代表事務所（欧州連合を所管）
• ジュネーブ代表事務所
• 北欧代表事務所（デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンを所管）
• 駐日代表事務所
• ワシントン代表事務所

•	 	アディスアベバ地域	 	
サービスセンター

• アンゴラ
• ベナン
• ボツワナ
• ブルキナファソ
• ブルンジ
• カメルーン
• カーボベルデ
• 中央アフリカ共和国
• チャド
• コモロ
• コンゴ（民主共和国）
• コンゴ（共和国）
• コートジボワール
• 赤道ギニア
• エリトリア
• エスワティニ
• エチオピア
• ガボン
• ガンビア
• ガーナ
• ギニア
• ギニアビサウ
• ケニア
• レソト
• リベリア
• マダガスカル
• マラウイ
• マリ
• モーリタニア
• モーリシャスおよびセーシェル
• モザンビーク
• ナミビア
• ニジェール
• ナイジェリア
• ルワンダ
• サントメ・プリンシペ
• セネガル
• シエラレオネ
• 南アフリカ
• 南スーダン
• タンザニア
• トーゴ
• ウガンダ
• ザンビア
• ジンバブエ

• ニューヨーク本部

•	 パナマ地域センター

• アルゼンチン
•  バルバドスおよび東カリブ（ア

ンギラ、アンティグア・バー
ブーダ、英領バージン諸島、
ドミニカ、モンセラート、セン
トル シア、セントクリスト
ファーネイビス、セントビンセ
ント・グレナディーンを所管）

• ボリビア
• ブラジル
• チリ
• コロンビア
• コスタリカ
• キューバ
• ドミニカ共和国 
• エクアドル
• エルサルバドル
• グアテマラ

• ガイアナ
• ハイチ
• ホンジュラス
•  ジャマイカ（バハマ、ベリーズ、

バミューダ、ケイマン諸島、
ジャマイカ、タークス・カイ
コス諸島を所管）

• メキシコ
• パナマ
• パラグアイ
• ペルー
• スリナム
•  トリニダード・トバゴ（アルー

バ、キュラソー、シントマー
ルテン、トリニダード・トバ
ゴを所管）

• ウルグアイ
• ベネズエラ

ラテンアメリカ・カリブ地域

北米地域

代表事務所

アフリカ地域
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•	 イスタンブール地域センター

• アルバニア
• アルメニア
• アゼルバイジャン
• ベラルーシ
• ボスニア・ヘルツェゴビナ
• キプロス
• ジョージア
• カザフスタン
• コソボ（国連安保理決議 1244 により）
• キルギス
• モルドバ
• モンテネグロ
• 北マケドニア
• セルビア
• タジキスタン
• トルコ
• トルクメニスタン
• ウクライナ
• ウズベキスタン

•	 アンマン地域センター

• アルジェリア
• バーレーン
• ジブチ
• エジプト
• イラク
• ヨルダン
• クウェート
• レバノン
• リビア
• モロッコ
• パレスチナ人支援プログラム
• サウジアラビア
• ソマリア
• スーダン
• シリア
• チュニジア
• イエメン

• 復元力のある生態系と砂漠化に関するグローバル・センター（ナイロビ）
• ガバナンス・センター（オスロ）
• 開発のための民間セクター国際センター（イスタンブール）
• SDG パートナーシップによる知識交換のための政策センター（ソウル）
• 技術、イノベーションと持続可能な開発のためのグローバル・センター（シンガポール）

•	 バンコク地域センター

• アフガニスタン
• バングラデシュ
• ブータン
• カンボジア
• 中国
• 朝鮮民主主義人民共和国
• インド
• インドネシア
• イラン
• ラオス人民民主共和国
•  マレーシア（ブルネイダルサラーム、マレー

シア、シンガポールを所管）
• モルディブ
• モンゴル
• ミャンマー
• ネパール
•  フィジー太平洋事務所（ミクロネシア連邦、

フィジー、キリバス、マーシャル諸島共和国、
ナウル、パラオ、ソロモン諸島、トンガ、ツ
バル、バヌアツを所管）

• パキスタン
• パプアニューギニア
• フィリピン
•  サモア（サモア、クック諸島、ニウエ、トケ

ラウを所管）
• スリランカ
• タイ
• 東ティモール
• ベトナム

政策センター

	 アラブ諸国地域

	 欧州・中央アジア地域

	 アジア太平洋
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