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クリーンエネルギーに関する業務活動

2015 年9 月25日、国連持続可能な開発サミットにおいて、
世界各の首脳が「持続可能な開発のための 2030 アジェン
ダ」を採択しました。アジェンダには、2030年までに貧困
を撲滅し、不平等や不公平と闘い、気候変動に取り組むこ
とを目的とする17の持続可能な開発目標（SDGs）が含まれ
ています。2015 年12月には、パリで開かれた気候変動枠組
条約第21回締約国会議（CoP21）において、195カ国が世界
の気温上昇を 2℃ 未満に抑えることを目指す新たな気候協
定に合意しました。この目標を達成するには、気候変動に
関して、特にエネルギー・セクターを中心に巨額の国際資
金協力や技術協力が必要になります。

アジア開発銀行（ADB）は数十年にわたって開発途上加盟
国のエネルギー・セクターを支援してきました。具体的に
は、（i）発電所や送配電網等のエネルギー・インフラへの
投融資、（ii）政府機関の訓練や支援、（iii）電力セクター
改革の推進およびガバナンスの強化、といった支援を行っ
ています。エネルギー・セクターに対するADB の支援は進
化しており、持続可能な開発目標、特に気候変動に重点を
置くようになっています。ADB は 2020 年までに気候関連
事業に 60 億ドルを投資するという目標を掲げています。
その内訳は、緩和策（主にクリーン・エネルギー事業）に 
40 億ドル、適応策に20億ドルとなっています。

ADB は 2015 年、アジア・太平洋全域においてクリーン・
エネルギー分野に 25 億ドルを投資しました。これで、ク
リーン・エネルギーへの投資金額は、年間 20 億ドルとい
う目標額を5年連続で上回りました。こうした投資によるプ
ロジェクトが完成し稼働した暁には、再生可能エネルギー
による発電能力が 618メガワット増加し、電力消費量が 4.5 
テラワット時削減され、二酸化炭素の排出量が 2,400 万ト
ン削減されることになります。

CoP21 後の実施段階に備えるため、ADB は米国国際開発
庁、韓国1 エネルギー公団および世界資源研究所と共同で、
アジア・クリーンエネルギー・フォーラム 2016 を、6 月6
日から10日にかけてマニラのADB 本部で開催しました。そ
の目的は、アジアにおける気候およびエネルギー安全保障の
課題に対応するため、政策、テクノロジーおよび金融面での
ベスト・プラクティスを共有することでした。フォーラムへ
の参加者は 1,000人を超え、政府関係者、プロジェクト開発
関係者、各セクターの専門家、設備やサービスの事業者、活
動家、研究者や開発の専門家らが一堂に会しました。

ADB は 2010 年以降、8 億 2,000万ドルを超えるクリー
ン・エナジー・ボンドを発行しています。クリーン・エナ
ジー・ボンドを通じて調達した資金は、アジア・太平洋地
域のクリーン・エネルギー分野に関連する一連のプロジェ
クトへの投融資に利用されます。

1  ADBでは大韓民国（Republic of Korea）を「韓国(Korea)」として 
いる。

2 2015 年の総額 25 億ドルのうち、22 億ドルは通常資本財源からの
投融資。

これで、クリーン・エネルギー
への投資金額は、年間20億ドル
という目標額を5年連続で上回
りました。

出所：ADBデータベース 2015。

ADB は 2015 年、アジア・太平洋全域においてクリー
ン・エネルギー分野に 25 億ドルを投資しました。2
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再生可能電力の発電量：1,481GWh/年

電力消費の削減量：4,479GWh/年

直接燃料消費の削減量：37,994TJ/年

新たな再生可能エネルギー 発電能力：618MW

CO2換算排出削減量：2,190 万トン/年

CO2e = 二酸化炭素への換算量、 
GWh = ギガワット時、MW = メガワット、TJ = テラジュール。

出所：ADBデータベース

インドネシア：西カリマンタン州送電網強化プロジ

セクター分類：エネルギー
事業期間：2013～2016 年
ADB 融資パッケージ総額：4,950万ドル

事業概要
本事業は ADB のエネルギー・セクター評価戦略およびロードマッ
プに合致しています。その内容は、海や国境を越えて地域または国
を結ぶ戦略的な送電設備への投資を支援するもので、全体的な予備
容量の必要性を軽減し、システムの信頼性を高め、送電のボトルネ
ックを解消し、より安価な電力をある地域から別の地域へ送ること
により、電力網の最適化を実現し、もって、地域の全般的な社会経
済および環境の改善に寄与するものです。

西カリマンタン州やスマトラ島等のインドネシアの外島では、発
電はほとんど石油またはディーゼルによって行われており、その
結果、発電コストはキロワット時当たり25セントを上回っていま
す。また、これらの地域では
顧客の多くは送電網に接続さ
れた電力源にアクセスできな
いため、新たな顧客を接続す
るには送電網の強化が必要で
す。新たな顧客に電力を供給
するには、送電網の強化に加
えて発電能力の新設が必要で
あり、特に全体的な発電コス
トを引き下げるためには低コ
ストの発電方式が必要になり
ます。

本事業では、(i)サラワク州か
らの水力発電によるクリーン
な電力を供給して西カリマン
タン州の化石燃料電力を代替
し、(ii)2020 年以降、CO2 排
出量を年間 40 万トン削減します。

ADB は、貧困のないアジア・太平洋地域の実現を目指しています。ADB は開発途上加盟国による貧困の削減と、国民生活の質の改善
を支援することを使命としています。経済発展のサクセス・ストーリーにもかかわらず、アジア・太平洋地域には世界の貧困層の半分
が暮らしているとされています。ADB は全ての人々に恩恵が行き渡る（インクルーシブな）経済成長、環境に調和した持続可能な成
長、および地域統合の促進を通じて途上加盟国の貧困削減を支援しています。

ADB はマニラに本部を置き、67の加盟国・地域によって構成され、うち 48 カ国はアジア・太平洋地域の国と地域です。開発途上加
盟国支援のためにADBが行う支援の具体的手段は、政策対話、融資、出資、保証、無償援助、技術協力などです。

アジア開発銀行（ADB）について
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中国： 北京・天津・河北省大気質改善-河北省政策 改革プロ
グラム

セクター分類：エネルギー
事業期間：2015～2017 年
ADB 融資パッケージ総額：3 億ドル

プログラムの概要
北京首都圏で長年問題となっている大気汚染への対策を支援するた
め、ADB は中国に対する初めての政策ベース融資（300 億ドル）を
承認しました。この努力は、パリで開催された国連気候変動枠組条
約の第 21 回締約国会議で話し合われたように、同地域における石
炭消費を減らすことによって温室効果ガスを削減するという中国の
コミットメントにも貢献するものです。

このプログラムでは河北省政府を支援し、約 1 億 900 万の人口を
抱え国内総生産の 10% を占める首都圏（北京市、天津市および河北
省）における大気質の改善努力を強化するものです。同首都圏にお
ける吸入性粒子状物質の濃度は、開発途上国の平均的都市の濃度を
数倍上回る水準に達しており、地域住民だけでなく、近隣国や世界
全体にとっても大きな懸念の原因となっています。

ADB が支援するこのプログラ
ムでは、石炭からよりクリーン
なエネルギー源への転換、都市
部における公共交通システムの
推進、および農村部におけるエ
ネルギー源としてのバイオマス
の利用の拡大といった政策措置
がとられます。また、環境規制
の執行強化を支援するため、モ
ニタリングと分析のシステム開
発も行われます。産業の変化
によって影響を受ける労働者に
は、職業支援と社会保障が提供
されます。

クリーンエネルギー・プロジェクトの事例

Note: In this publication, “$” refers to US dollars.
All photos are from ADB.




