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1. 戦略的枠組み I. アジア開発銀行

アジア開発銀行（ADB）は、書面によりADBへの通知を行った上で個人または非営利のため使用する場合に限り、
印刷または複写を認める。利用者は、明示的な書面によるADBの同意がない場合には、営利目的での再販、再配送、
または派生物の作成について制約を受ける。

ADBの文脈における「国」とはADBの加盟国を意味し、加盟国の主権または独立性に関するADBのいかなる見
解も含まれない。

6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Tel: +63 2 632 4444
Fax: +63 2 636 4444
www.adb.org

注文先：
Department of External Relations
Fax: +63 2 636 2648
E-mail: adbpub@adb.org

ADBが支援する多様な開発途上加盟国でも竹はポジティブなイメージが持たれ、アジア・太平洋地域の多くの
国で友情、結束、順応性のシンボルとして用いられます。ADBとともに経済発展のはしごを登るとき、竹が象
徴するこのような特質を生かすことこそが大切であるという考えから、ストラテジー 2020の表紙には竹で組ん
だはしごが使われています。

また、竹はADBの環境問題に取り組む揺らぐことのない姿勢を、そして、アジア・太平洋地域に深く根を下ろ
す開発機関であることを併せて表しています。
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ストラテジー 2020は、加盟67カ国との幅広い協議の成果です。このストラテジーは

2020年に向けてアジア開発銀行（ADB）が採るべき戦略的方向性とその中で果たす

べき役割を明確に示すことを目的に作られました。また、ADBのビジョンである、「貧

困のないアジア・太平洋地域」を2020年までに実現させるために必要な開発機関としての目標

もしっかりと定めています。この長期計画は、ADBが成果を重視し、より実効性の高い機関と

なるための道しるべとなるでしょう。

ADBはストラテジー 2020の挙げる目標に向かって今まさに歩き始めようとしています。や

るべきことは多々ありますが、変革を厭わず、前進していく決意です。ADBは、ストラテジ

ー 2020に基づく３つの中心戦略、即ち、アジア・太平洋地域において、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、そして地域統合の

促進に活動の重点を置いていきます。また、変化をもたらすことのできるパートナーおよびエ

ージェントとして、自らの役割を戦略的に位置づけ、民間セクターの育成、グッド・ガバナン

ス、ジェンダーの平等、ナレッジ・ソリューション、およびパートナーシップを推進していく

意向です。強みを持つ分野に業務を集中するとともに、協調融資や様々な知識の導入を促進す

るため、新しいパートナーシップの構築にも乗り出します。加えて、業務の効率性を確保しつ

つ、必要な人材・資本を確定し、資金の手当てを計っていきます。人材を育成し、スキル・ミ

ックスを改善する計画は既に進行中でありますが、今後は更に社会や環境に対するセーフガー

ドを損なうことなく、さらなる業務コストの削減に努めていくことが肝要でしょう。

私たちに課せられた任務は日々大きなものとなってきておりますが、それに対応すべく

2020年に向けて業務と組織の改革を始める今、新たな感慨を覚えます。アジア・太平洋地

域は劇的に変化しています。ADBはその変化に合わせ、開発途上加盟国の新しいニーズと要

請に応えていかなければなりません。それを可能にするための長期計画がこのストラテジー

2020なのです。ストラテジー 2020をこのように世界中の開発パートナーに紹介できること

はこの上ない喜びであり、またこれを機に「貧困のないアジア・太平洋地域」という私たちの

ビジョンの実現に向け、ご協力いただけるよう切に希望しております。

アジア開発銀行総裁
黒田東彦

はしがき STRATEGY2020
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ADB  – アジア開発銀行
ADF  – アジア開発基金
DMC  – 開発途上加盟国
GDP  – 実質国内総生産
LTSFⅠ  – 長期戦略枠組み2001-2015
MDG  – ミレニアム開発目標
MIC  – 中所得国
NGO  – 非政府組織
OCR  – 通常資本財源
PPP  – 購買力平価
RCI  – 地域協力・統合
SME  – 中小企業
TA  – 技術協力

 注：

本書において “$” は米ドルを示す。
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アジア・太平洋地域の急速な成長、

および大きく変わる開発・援助・

金融を取り巻く状況が、アジア開

発銀行（ADB）に新たな戦略の方向性を定

める必要性および機会をもたらした。この

2008年から2020年までの新長期戦略枠組

み（ストラテジー 2020）は、銀行全体を対

象とする計画文書であり、これにより、ADB

はアジア・太平洋地域の未来が形作られてい

く中で、より有意義なそして革新的な役割を

担うことになる。このストラテジー 2020は、

2001年から2015年までの長期戦略枠組み

に代わる戦略である。

2020年頃には、アジア・太平洋地域は今

よりも更に高い経済成長を遂げているだろう。

しかし、成長が続くにつれ、恩恵を被ること

のできない人々はさらに恩恵から取り残され、

より恩恵を受けにくい状況に陥り、ADBの

開発途上加盟国（DMC）の各国内および各

国間の格差が広がることも考えられる。こう

した傾向と環境問題にかかるコストが、開発

の持続性を脅かす可能性もある。第2章では

この地域の変容と今後の課題について触れる。

第3章と第4章では、ADBがこうした課題

への対応を可能にする新しい戦略の方向性に

ついて述べる。ストラテジー 2020に基づき、

ADBは地域の課題に対処すべく自ら変わり

つつも、貧困を削減するという1999年以来

の最も重要な目標に向かって取り組みを続け

る。ストラテジー 2020に基づくADBのビ

ジョンは今後も「貧困のないアジア・太平洋

地域」であり、その使命はDMCが貧困を削

減し、生活状態と生活の質を向上させるため

に必要な支援を行うことである。

ADBは、全ての人々にその恩恵が行き渡

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

進という3つの相互補完的な中心戦略に注力

することにより、そのビジョンと使命を追求

していく。地域の貯蓄およびこの地域への資

本流入等を含むリソースをより上手に動員し

ながら、ADBは自らが持つ地域特有の経験

を十分に生かし、また変化する国際援助の枠

組みの中での独自の強みを最大限に発揮して、

今後、地域の変革の鍵となるであろう５つの

分野：(i)民間セクターの育成・民間セクター

との業務拡充、(ii)グッド・ガバナンスと能

力育成、(iii)ジェンダーの平等、(iv)ナレッジ・

ソリューション、(v)パートナーシップに重

点的に取り組んでいく。

また、ADBは、中心戦略に最も有効であり、

DMCのニーズとADBの強みを反映し、かつ

開発パートナーの活動を補うことのできる (i)

インフラ、(ii)気候変動を含む環境、(iii)地域

協力・統合、(iv)金融セクターの開発、(v)教

育の５つの専門分野に業務を集中させていく。

その他の分野については、他の機関との緊密

なパートナーシップの下、選択的に業務を維

持していく。

第5章では、ストラテジー 2020に基づく

業務および組織上の目標を挙げている。この

中には、(i)2012年までに年間業務の80％を

要 約 STRATEGY2020
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DMCのニーズと 
ADBの強みを反映し、
かつ開発パートナーの 
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専門分野に業務を 
集中する。
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中核的専門分野へ集中する、(ii)2012年まで

に年間業務に占める割合が50％を達成する

よう、民間セクターの育成・民間セクターと

の業務を拡大する、(iii)CO2排出量削減と気

候変動に取り組むプロジェクトなど環境に調

和した持続可能な開発に対する支援を拡大す

る、(iv)2020年までに活動全体に占める割合

が30％を達成するよう、地域協力を目的と

するリージョナルあるいはサブ・リージョナ

ルのレベルでの官民両部門の業務を漸次拡大

する、の４項目が含まれている。

また、ストラテジー 2020の下、ADBは組

織変革をも目指していく。ADBの業務に関

する諸方針に一貫性が出るよう、その枠組み

を再構築する。また、ストラテジー 2020を

実施するには、人材のスキル・ミックスの変

更が必要となり、そのためには人材の採用お

よび確保に必要なベストプラクティスが求め

られる。加えて、ADBは、拡充する新しい

商品とサービス、特に民間セクター関連業務、

金融サービス、知識管理、および環境関連業

務に適合できる組織体制を導入していく。

ストラテジー 2020に基づき、ADBの経営

陣は、その有効性について下記の4つの指標

を取り入れた新成果フレームワークを活用し、

モニタリング、報告を行う。

アジア・太平洋地域の成果：地域の開発

の進捗状況をミレニアム開発目標（MDG）

などの指標に照らして評価する。

各国の成果に対する貢献度：業務の中核と

なる５つの専門分野においてADBが果た

した役割からその貢献度を捉える。

•

•

業務の実効性：多くの国際開発金融機関が

採用している指標を用いてADBのパフォ

ーマンスに当てはめる。

組織の実効性：主要項目により内部改革の

進捗状況を辿る。

第6章では、今後の主要な開発課題に取り

組むのに必要な投資、およびアジア・太平洋

地域における主要な開発融資のパートナーと

しての役割を果たすための譲許的および非譲

許的資金の必要性について検討する。

ADBはストラテジー 2020の実施を通じ

て、地域のみならず世界的な繁栄のため貢献

する。アジア・太平洋地域の貧困に終止符を

打つことは歴史的快挙であるが、MDGを世

界的レベルで達成するためには成し遂げなけ

ればならない目標でもある。地域内に市場主

義経済が定着することによって、DMC間の

経済成長に調和がとれ、貿易と投資の拡大を

通じて世界経済にも恩恵がもたらされる。ま

た、地域内の金融セクターが近代化されれば、

DMCは自国の開発資金をもっと自力で調達

することができ、世界全体の金融の安定にも

貢献することになる。地域内での経済および

政策がより協調されるようになり、脆弱な状

況における国々のガバナンスが向上すれば、

地域の安定化が促進され、域内だけでなく地

域間でも官民両部門で幅広い業務展開が可能

になろう。そして、アジア・太平洋地域内で

のエネルギーの効率化や気候変動対策の大き

な前進は、地域の枠を、そして今の世代をは

るかに超えてその恩恵をもたらすこととなる。

•

•

ADBは拡充する 
新しい商品と 
サービス、特に 

民間セクター関連の 
業務、金融サービス、 
知識管理、および 
環境関連の業務に 

適合できる組織体制を
導入していく
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はじめに

開発途上加盟国
（DMC）内の 
収入と生活水準に 
関する格差は、LTSF I
で予想した以上に 
速く大きく拡大し、 
懸念すべき状況にある。

変化への対応こそが、アジア開発銀

行（ADB）が積み上げてきた経験

の根底にある。しかしながら、今

世紀の最初の10年間ほどADBにとっての新

しい課題に進んで取り組み、新しい機会を受

け入れ、新しい方向へ動き出す姿勢が大切

になったことはなかったであろう。アジア・

太平洋地域の成長は、7年前に2001年から

2015年までの長期戦略枠組み（LTSF I）1を策

定した際の予想をはるかに超えている。ま

た、経済状況が様変わりする中、多くの教訓

が学ばれ、援助および金融の仕組みが再構築

されてきた。さらなる変革が予想される今、

2020年の新たなアジアに向けて、ADBも新

たに進むべき方向を示す新しい戦略が必要と

なろう。ADBはこの地域の未来の行く末を

見つめ、その中で果たすべき役割を定めてい

かなければならない。

LTSF Iが策定されたのは、1997年に始ま

ったアジア金融危機を引き金に、絶対的貧困

から抜け出した多くの人々がまた逆戻りし、

将来への不安が高まったときでもある。当時

としては当然のことだが、最貧国に長期戦略

の焦点が当てられた。しかしその後、域内経

済は回復するだけでなく驚異的なスピードで

成長し、その結果、予想を超える多くの人々

1 『貧困削減アジェンダの推進：アジア開発銀行の
長期戦略枠組み（2001 ～ 2015年）（Moving the 
Poverty Reduction Agenda Forward: The Long-Term 
Strategic Framework of the Asian Development Bank 
(2001-2015)）』（ADB、2001年、マニラ）

が１日1ドルの貧困ライン2を超えることが

できた。けれども今日、その経済成長の恩恵

をほとんど受けていないか、もしくはまった

く受けられない人々が大勢存在する。開発途

上加盟国（DMC）間の収入と生活水準の格

差は、LTSF Iで予想した以上に速く大きく拡

大し、懸念すべき状況にある。また、経済成

長は環境に過重な負担をかけ、域内のエネル

ギーと天然資源の減少を早め、地球規模の気

候変動を増幅させている。このような課題一

つ一つが、あるいは課題の混在が経済成長を

おびやかし、発展がもたらした多くの進歩を

後退させ、また、今後得られるであろう開発

の進歩を遅らせる可能性がある。

しかし、同時に新しい成長の機会が生み出

されており、このような機会を十分に利用で

きれば、こうした問題の解決に役立つだろう。

たとえば、地域協力・統合（RCI）に向けた

動きをさらに奨励・支援することにより、経

済発展の持続性と加速に役立せることができ

るかもしれない。国際資本市場では、すでに

有利な条件で資金調達を行う中所得国（MIC）

もあるが、すべての国に利益をもたらすよう

2 国際貧困ラインに基づく貧困の基準は、貧困ラインの
実際の価値を国同士で比較し、かつ、常に一定である
ようにするものである。1985年の物価で計算し、購
買力平価（PPP）を用い現地通貨で調整した1日1ド
ルという基準は、世界銀行の『世界開発報告1990：
貧困（World Development Report 1990: Poverty）』で
採択された。その理由は低所得国の標準的な貧困
ラインだからである。世界経済・社会統計（World 
Development Indicators）の初期の版ではペン・ワー
ルド・テーブルのPPPを利用していた。最近の版では
世界銀行が策定した1993年消費PPP予測が使われて
いる。
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な開発のための資金を調達できる場として活

用することもまた可能になるかもしれない。

加えて、域内の膨大な貯蓄をDMCに向けて

有効に利用することもできるだろうし、さら

に多くの成長機会を民間セクターの活力に見

出すこともできよう。

2008年から2020年までの新しい長期戦

略枠組み（ストラテジー 2020）は、こうし

た機会を取り込みつつ、LTSF Iの策定以来進

展してきた国際援助の枠組みにおいてADB

の比較優位性が十分に発揮でき得るよう、新

たな道を開こうとしている。また、ストラテ

ジー 2020は、組織にとっての重要なニーズ

をも満たす。ADB内で策定される多くの戦

略文書は、それぞれに価値があるものの、内

容の反復、重複、混乱など予期せぬ結果を生

み出し、統一された計画立案、実施、および

戦略的指針のヒエラルキーの妨げになってい

る場合がある3。ADBが必要とするのは、他

の計画文書すべてに優先し、明確で一貫性の 

3 『長期戦略枠組みの特別評価研究：実施からの教訓
（2001～2006年）（Special Evaluation Study of the Long- 
Term Strategic Framework: Lessons from Implementa-
tion）』（ADB、2008年、マニラ）

ある戦略方向を定めるとともに、事業、制度

および業務プロセスの計画とそれにまつわる

財務の基本方針を明示した戦略文書である。

ストラテジー 2020の策定にあたっては相

当の議論が重ねられた。2006年6月、賢人

会議が召集され、今後の地域の未来とその未

来像がADBの役割に及ぼす影響について協

議・検討された。2007年3月、同賢人会議

の報告書4が総裁に提出された。報告書はそ

の後のすべての議論の中心となり、2007年

5月、第40回年次総会の総務会にも提出さ

れた。そして、理事会、経営陣、職員、ステ

ークホルダー、DMCの代表、民間セクター

および市民団体などを含む機関・個人と幅広

い協議が重ねられた。ストラテジー 2020に

掲げられた提言は、広い分野の考察、分析、

評論および研究を参考にしていたが、それら

もまた、ADBが地域にさらに貢献し、より

大きな成果を挙げるためには、建設的な変化

が必須であることを示唆している。

4 『新しいアジアにおける新しいアジア開発銀行に向け
て（Toward a New Asian Development Bank in a New 
Asia）』（著名人グループ、2007年、マニラ：ADB）
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地域の変貌と援助のあり方

域内経済は過去数十年、記録的な速さで

成長している。他の開発途上地域では一人当

たりの国民所得を増やすことさえ困難であっ

た1980年代および1990年代、一人当たり

の実質国民総生産（GDP）は東アジアで年

6％、南アジアで年3％を超える成長を遂げ

た5。域内GDPの成長は、アジア金融危機後

に再び加速し、1999年から2006年の間に

は年平均6％を達成した。アジアが世界全体

の輸出に占める割合は、1980年代の16％か

ら今日27％へと急増した。目下、外貨準備

高と貯蓄率は世界一である。域内各地でこの

ような経済成長が続いているため、開発途上

国の中でもADBが支援するDMCには、ミレ

ニアム開発目標（MDG）の達成への期待が

最も集まっている6。

ADBが LTSF Iを採択以降、急激な成長が

地域に根本的な変化をもたらした。地域の新

たな現象の中には、所得の上昇とそれに伴う

絶対的貧困の減少、高い水準かつ持続的な資

5 『グローバル・モニタリング・レポート（Global Moni-
toring Report）』（世界銀行、2005年、ワシントンDC）

6 MDGとは、1990年を基準としておおむね2015年
までの達成を期限とする世界の開発に関する主要課
題についての測定可能な8つの目標である。具体的に
は、(i)極度の貧困と飢餓の撲滅、(ii)初等教育の完全
普及の達成、(iii)ジェンダーの平等推進と女性の地位
向上、(iv)乳幼児死亡率の削減、(v)妊産婦の健康の改善、
(vi)HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延防止、
(vii)環境の持続可能性の保持、(viii)開発のためのグロ
ーバル・パートナーシップの推進である。それぞれの
目標の進捗状況を測るために、指標が定められている。

本流入、かつては資本不足に苦しんだこの地

域における今日の高い貯蓄率、それにもかか

わらず満たせない官民両者の投資が要する多

大な資金需要、域内貿易と投資の急成長、域

内国民の技術力と管理ノウハウの向上などが

挙げられる。都市部の人口および面積は膨張

し、中流階級は著しく拡大した7。貯蓄・消

費に向けられる収入も増えている。2020年

までには、アジア地域は世界貿易の3分の1

を占め、世界のGDPに占める割合は名目ド

ルベースで倍増し、そのほぼ4分の1まで拡

大、購買力平価（PPP）ベースでは45％に達

することもあり得よう。域内の貯蓄ならびに

外貨準備高は高水準で維持され、域内国民

の90％が中所得国の巨大都市や市街地に住

み、絶対的貧困は克服されていないとしても、

DMC全人口の2％にまで減っていることな

どが予想される。

こうした見通しは、進化しつつある援助枠

組みの中でADBとその開発パートナーが共

有する目標を達成する可能性を大幅に高める

ものである。相応の努力と支援があれば、援

助効果にかかるパリ宣言（Paris Declaration 

on Aid Effectiveness）8により、DMC自身が

開発プロセスをさらに推し進めていく可能

性もあり得る。適切な戦略が策定・実施され

れば、外部からの新しいリソースとメカニズ

7 たとえば、2005年に6,550万人の中国の中所得層は、
2007年には8,000万人にまで増えた。

8 2005年3月2日、ADBとDMC19カ国を含む100を
超える国々と開発機関により承認された。
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ムを用い、地域向けの一人当たりの援助額を

増やすこともできるだろう。こうした状況は、

ADBがその比較優位性を最大に活かせる分

野に特化していく好機とすることができる。

業務範囲をさらに絞り込むことによって、地

域の開発パートナーとして、加盟国に提供で

きる得意分野をさらに強化していくことがで

きよう。その特別なノウハウを他の国際機関

や二国間での援助に活用するようなパートナ

ーシップを組んだり、さらに、民間セクター

の投資にADBというブランドを生かした特

長的な支援を提供することによって、実施が

難しいとされる案件も促進させることができ

よう。ADBは、地域における幅広い経験と

知識を生かし、政策協議に必要な情報収集に

関わるコスト削減や、かかる情報の信頼性向

上に貢献することによって、国際的な援助の

枠組みの中でも、域内の開発援助に効果的な

役割を果たすことができる。そうすることで

ADBは、アジア・太平洋地域の開発における、

協力と提携の中心的役割を担っていくことに

なるだろう。

今後の課題

ストラテジー 2020の策定に当たり、ADB

は地域が直面する9つの主な課題を洗い出し

た。この9ついずれもがADBのスキル、経験、

影響力および資源を活用し得る対象として検

討され、ストラテジー 2020の範囲に取り込

むべき課題かどうか協議された。

1. 貧困はいまだこの地域が直面する中心的

課題である。

アジア・太平洋地域では、米国の人口の

ほぼ2倍に当たる6億を超える人々が、いま

だに1日1ドル未満と定義される絶対的貧

困である。南アジアだけで全世界の絶対的

貧困者のおよそ半分が暮らしている（付録

1）。域内の2人に1人、つまり17億人は、1

日2ドルの基準に照らすと依然として貧困層

に属する（付録1）。これは、OECDの先進

国人口の合計の1.5倍にあたる。アジア開発

基金（ADF）9の資金供与の適格要件を満たす

DMCでは、人口の15％にあたる1億の人々

が依然として絶対的貧困の状態であり、60

％にあたる4億の人々が1日2ドル未満で暮

らしている。中国では、4億5200万の人々

が1日2ドルの貧困ラインより貧しい状況に

あり、インドでは、その数は8億6800万人

にのぼる。ほとんどのDMCは、所得関連以

外のMDGについても、結局は貧困と深く結

びついているために達成が困難である。子供

の栄養不良は頻繁に見られ、アフガニスタン、

バングラデシュ、インド、ネパールの子供の

半数近くは栄養失調である。さらに域内で

は、19億人が基本的な衛生設備を利用でき

ない。2020年までには、1日1ドル未満で

暮らす人々の割合は域内で2％まで減るだろ

う。しかし、このためには、現在の一人当た

りのGDPの高成長が続き、貧困者がこの成

長のプロセスに参加し、利益を得て、この成

長に貢献できるようさらなる取り組みをする

ことが必要になるだろう10。

2. DMC国内およびDMC間の生活水準格差

の拡大

DMCのすべての人々が、急激な経済成長

の恩恵をその成長に応じて受け取っているわ

けではない。経済成長の恩恵と社会サービス

へのアクセスという点から見ると、大部分の

人々は取り残され、あるいは外れている。ジ

ニ係数で計測すると、ここ10年間で多くの

9 ADFは譲許的融資を行う主要な基金であり、1973
年以来この地域の公平で持続的な開発を支えている。
ADFは、ADBのドナー国から拠出金を受け、最貧借入
国の貧困削減を支援するための低利子融資、およびグ
ラント（無償資金）の提供を行っている。

10 『ミレニアム開発目標：アジア・太平洋地域での進展
2007（Millennium Development Goals: Progress in Asia 
and the Pacific 2007）』（国連アジア太平洋経済社会
委員会、ADB、国連開発計画、2007年、バンコク）、
「アジアにおける成長および貧困削減の見通しと課題
（Prospects and challenges for growth and poverty 
reduction in Asia）」『開発政策レビュー（Development 
Policy Review）』（Humphrey, J、2006年）24.1
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DMCにおいて経済の不平等性が拡大してい

る。最上位富裕層の収入と支出は貧困層に比

べて急速に伸びてきている11。この格差の流

れを食い止め、そして逆転しなければ、この

流れがもたらす社会不安などのリスクは今後

も増大するだろう。

所得以外の不平等も拡大している。例え

ば、インドでは、上位20％の富裕層では極

度にやせている子供は約5％であるが、下

位20％の最貧困層ではその割合は28％にの

ぼる12。また、5才までの生存率が最も低い

のは貧困層の子供である。ほとんどのDMC、

特に国土が広い国では、国内地域間の格差も

大きい。フィリピンでは国全体の貧困率は約

15％であるが、地方ごとの貧困率は8％から

63％と差が激しい。インドネシアでは国全

体の栄養失調率は26％であるが、地方ごと

の栄養失調率は18％から40％までと幅広い。

DMC間の生活水準の格差も著しく、例えば

マレーシアの一人当たりの所得はネパールの

18倍である。ADB設立協定で構想された域

内の調和の取れた経済発展は、未だ実現され

ていない。

3. 人口構成の変化は、経済発展に重大な意

味合いを与える

域内の人口は、2004年から2025年の間

に推定で7億5000万人増えるだけではなく、

人口構成の変化により新たな形態となること

が予想される。人口構成の変化は、教育、健

康、社会保障などの基本的なサービスに対す

る政府の開発政策と歳出に重大な意味合いを

与える13。人口が増加すると、2030年まで

11 アジア全体のジニ係数は1993年の46.82から2003
年には52.42に上昇した。

12 『キー・インディケーター 2007年（Key Indicators 
2007）』（ADB、2007年、マニラ）

13 「 ア ジ ア に お け る 人 口 構 成 の 変 化 と そ の 影
響（Demographic Transit ion in Asia and its 
Consequences）」『アジア2015：成長の持続と貧困
の撲滅（Asia 2015: Sustaining Growth and Ending Pov-
erty (IDS Bulletin 37[3])）』（Hussain、Athar、Robert 
Cassen、Tim Dyson、2006年、ブライトン：開発問
題研究所（Institute of Development Studies））

に域内に4億2000万人分の雇用創出が必要

となるが、現在、17億人の労働者のうち5

億人がすでに失業者もしくは潜在失業者とな

っている。所得と生活水準が上がれば、生産

性と収益性も当然向上する14。同時に、DMC

の中には急速に高齢化が進む国があり、医療

費を押し上げることになるだろう。特に平均

寿命が延びている国では、健全な年金システ

ム、ならびに高齢労働者の雇用が守られる柔

軟性のある労働政策と労働慣行が必要になる

だろう。人口構成の変化によるもう一つの緊

急の課題は、都市部の人口増加とそれに伴う

過密、貧困および汚染である。都市部の発展

により、域内の公共サービスの供給体制に関

する計画・開発能力が試されることになる。

4. 急激な経済成長は環境に大きな負担をか

ける

環境汚染、資源破壊および環境悪化（気

候変動を含む）に対処できるよう経済成長の

手法を変えなければ、域内の力強く持続的

な成長は見込めない。速すぎる成長が引き起

こす環境破壊と資源の枯渇は、すでに域内の

発展を妨げ、生活の質を損ねており、特に貧

困層が深刻な影響を被っている。世界全体の

CO2排出量のうち、アジアのエネルギー部門

が占める割合は、1980年の8％から2005年

の28％へと3倍以上になった（付録1）。国

際エネルギー機関によると、この地域のエネ

ルギー需要は2015年には倍増しているとの

見通しである15。若干改善の見られる都市も

あるが、この地域は世界的に見て最も大気汚

染が深刻である。環境保護の取り組みを強化

しなければ、貧困層の大半が生計を立てるの

に依存している域内の土地、森林、水系、湿

地、海洋生態系、その他の天然資源が破壊さ

14 『アジアの労働市場―課題と展望（Labor Markets in 
Asia—Issues and Perspectives）』（Felipe、Jesus、Rana 
Hasan、2006年、ロンドン：Palgrave Macmillan for 
ADB）

15 『世界エネルギー見通し（World Energy Outlook）』（国
際エネルギー機関（IEA）、2007年、パリ）
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れる圧力を受け続けることとなる。また、気

候変動とそれに伴う海面上昇により長期的な

危険にさらされている沿岸部の10都市のう

ち8都市がアジアにあるとの経済協力開発機

構（OECD）の報告など、都心部もこうした

環境破壊の圧力に耐えていくこととなる。

5. インフラ不足は多くの国で市場主導の経

済成長と社会サービスへのアクセスを阻

害している

インフラに対する軽視と長年にわたる不

十分な投資が、域内の大都市における過密か

つ非衛生的で、非健康的な生活状態につなが

っている。また、インフラの不備はエネルギ

ー消費を増やし、環境劣化を招いている。ア

ジアには過去数十年の間に優れたインフラ整

備の例が数多くあるが、それらは例外で、同

一都市内あるいは都市部と地方との間の経

済格差を際だたせる場合が多い。地方、都市

部、そしてそれらを相互接続する計画的なイ

ンフラシステムの不備および情報通信技術関

連インフラの不備が民間投資を遠ざけている。

インドの地方では、インフラの不備が農業の

生産性を下げ、フィリピンでは、インフラ格

差が工業化と雇用創出を阻害している。この

ような開発への障害は、公共セクターの歳入

創出の低迷、公共支出の優先順位付けの失敗、

脆弱な組織、規制の失敗および未発達の金融

システムによって生まれ、インフラ・プロジ

ェクトへの長期民間資本の流入を助長するこ

とはない。

6. DMCの課題と機会の解決のためには地

域協力・統合の促進が必要

地域協力・統合（RCI）には、経済成長の

加速、貧困の削減、経済格差の是正、生産性

と雇用の改善、制度の強化を進める大きな潜

在力がある。近隣諸国との貿易や共同出資の

拡大、輸送・情報に関する接続性の強化、情

報通信技術の向上などによって、貧困国が成

長する可能性が高まる。南アジアを例に取る

と、域内の水力・天然ガス資源の規模や散在

性、さらには、各国の経済規模やそれに伴う

エネルギー需要と成長率が異なるため、互恵

的な統合やエネルギーとエネルギー資源の

取引には計り知れない可能性を秘めている16。

また、RCIはDMC間の開発格差を縮小する

ことができる。貿易統合の緊密化、域内の供

給チェーン、および急速に成長する近隣諸国

との金融上のつながりをさらに深めることに

より、小規模でゆっくりと成長する国々の発

展速度を早めることができるだろう。

RCIに関する進捗状況は、各地域で異なっ

ている。域内貿易は地域全体の貿易量の55

％を占め、1990年代初期の43％から急激に

伸びているものの、その伸びの大半が東アジ

アに集中している。また、アジアは「開かれ

た地域主義」を追求し、貿易と投資の窓口を

世界に向けて開けておく必要がある。これは、

経済的成功のための重要な要素を堅持するこ

ととなり、他地域との保護主義による摩擦を

軽減する。RCIは財とサービスのための域内

市場設立のための重要な基盤であり、RCIに

基づき緊密に協力し政策の策定と規制の設計

を行うことにより、市場を干渉から守ること

ができる。

7. アジアの金融システムは、域内の貯蓄を

経済成長の資金需要と効率的に結びつけ

ていない

地域においては、取扱量と取扱商品の拡大

に重点を置きつつ、資本市場を含む国内ある

いは域内の金融システムを開発する努力を倍

加する必要がある。DMCはリアルセクター

のニーズに合わせせて、金融システムの制度

的枠組みを再調整しなければならない。リア

ルセクターではますます国際化が進み、国境

16 『国境を越えたインフラ構築による地域統合（Regional 
Integration Through Cross-Border Infrastructure）』
（Jones, S、2004年、オックスフォード政策運営（OPM）
のためのフレームワーク・ペーパー、オックスフォー
ド、英国、11月号）
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将来、競争力は、 
労働賃金の低さよりも、 
技術を創出し、 
それを使いこなす 
能力、および 
高価値の財と 
サービスを生み出す 
能力で決まるだろう。

をまたぐ金融取引を必要としている一方、こ

のセクターの担い手は民間企業であるため、

特に新興企業および中小企業にとってはベン

チャー投資資金が必要となる。域内の多くの

国の金融システムは、依然として銀行が握っ

ている。発達途上の資本市場は、インフラ整

備のような長い計画期間が必要なプロジェク

トに対する投資には制限を設けている。さら

に、多くのDMCの金融システムにおいては、

未だに厳格な金融リスク管理、信用基準およ

び内部管理手続きが求められる。域内の大部

分の人々は、特に地方やインフォーマル・セ

クターにおいては、正規の金融サービスが限

定されているか、受けられない。金融システ

ムが地方にまで拡大すれば、地方セクターと

その何百万という貧困者に、この地域の成長

に携わる機会が与えられることとなる17。

8. DMCは、技術革新、技術開発、高等教

育に重点を置く必要がある

経済発展が成功するためには、資金ギャッ

プを解消するだけでなく、先進国と開発途上

国との技術と知識の格差を埋めていかなけれ

ばならない。MDGを達成するために、DMC

自身の科学技術および技術革新能力を高めて

いかなければならない。将来、競争力は、労

働賃金の低さよりも、技術を創出し、それを

使いこなす能力、および高価値の財とサービ

スを生み出す能力で決まるだろう（脚注4）。

DMCにとっては、最新技術に対する需要を

より多く生み出す動機づけを含めて自らの技

術と関連する能力を高めるための戦略を策定

することが必要となる18。技術革新は、国内

での知識吸収能力が高まって初めて生じ得る

ものであり、そのためには熟練された労働力

17 「アジアにおけるガバナンスと国の実効性（Govern-
ance and State Effectiveness in Asia）」『アジア2015 
：成長の持続と貧困の撲滅（Asia 2015: Sustaining 
Growth and Ending Poverty (IDS Bulletin 37[3])）』
（Rahman、Hossain Zillur、Mark Robinson）

18 『アジア開発銀行・経済調査局、政策ブリーフ・レポ
ート（シリーズ49）（ERD Policy Brief No. 49）』（ADB、
2007年、マニラ）

と質の高い教育機関が必要である19。教育が

貧困者に生産性の高い仕事、高賃金や生活の

質の向上をもたらすことにより、貧困が削減

される。

9. 弱いガバナンスはDMCによる経済機会

の活用を妨げる

経済の急速な成長から生じる複雑な課題

により、より良い政策や戦略を策定・実施で

きる公的機関の能力への需要が高まってきて

いる。国は成長と貧困削減に向けた機会を最

大限にするため、組織の設立や政策の策定を

しなければならない。DMCの経済的な成功

は、この種の組織的な発展と、貿易、投資お

よび技術開発を促進する政策と規制にかかっ

ている。また、国家機関の主要な役割は、多

くのDMCが多かれ少なかれ直面している腐

敗に対するガバナンス問題にも関わってくる。

金融システムを含む公的セクターの機関は、

生き生きとした開かれた市場主導型経済に合

うよう、また、公共資本の管理と公的サービ

スの提供に対する効率性と透明性を求める市

民の要求に応えるよう、調整や改革を行わな

ければならない。国は、知的所有権の保護と

法の支配の維持に向けて、さらに対策を講じ

なければならない。脆弱な国や脆弱な状況で

は、グッド・ガバナンスや透明性の向上など、

経済発展を活性化させるような改善から得ら

れるものは大きい。

こうした課題に対して持続できる、そし

て測定できる形での進展が見られれば、地域

および世界全体の繁栄に重要な貢献ができる

こととなる。アジア・太平洋地域の絶対的貧

困をなくすことができれば、それはつい最近

まで達成することができないと思われていた

歴史的偉業を成し遂げることとなる。活気に

富んだ近代的な域内市場経済へとさらに後押

しすることにより、貿易と投資機会は大幅に

増加し、世界経済にもメリットをもたらすこ

19 『東アジアルネッサンス（An East Asian Renaissance）』
（世界銀行、2007年、ワシントンDC）
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ADBは、 
DMCが妥当な条件で 
長期資金の調達し、 
リスクを管理する 

とともに、他国との共同
行動を可能にし、また

DMCが調達した資金の
活用を補完するような 
最新知識と技術サービス
が受けられるよう支援を
続けなければならない。

とになろう。域内の金融セクターの近代化は、

DMCの開発に要する長期資金調達の自立を

促し、世界の金融安定にも貢献できることに

なろう。また、地域経済統合と政策協調の拡

大、ならびに脆弱な国々のガバナンス向上は、

地域の安定を促進し、潜在的経済成長力を高

めることになろう。加えて、アジア・太平洋

地域の開発途上国におけるエネルギー使用の

効率化や気候変動への対応の前進は、地域の

枠を超え、また、世代を超えてプラスの影響

を生み出すことになろう。地域の規模、人口

の大きさ、および資源の量を考えれば、アジ

アでの開発課題を克服し、そのメリットを実

現することこそ、世界的な公共財となり得る

のである。

これらの開発課題に取り組むためには、技

術革新、優れた知識、開発支援の新しい形

態、財源、および経験が必要となる。けれど

も、こうした課題の性格と規模は、既に多く

のDMC政府の財源や市場の対応能力をはる

かに超えたものになっている。特に複数国間

での協調が不可欠となる問題、多額の社会コ

ストがかかり長期資金調達が必要となる課題

や、市場が便益を得る形で容易に解決するこ

とができない課題などがまさに該当する。ま

た、紛争、弱いガバナンスあるいは脆弱な体

制といった、健全な開発マネジメントを行う

ために外部支援と開発パートナーの協力が不

可欠となっているような状況もあてはまる。

ADBは、DMCが妥当な条件で長期資金を調

達し、リスクを管理するとともに、他国との

共同行動を可能にし、またDMCが調達した

資金の活用を補完するような最新知識と技術

サービスが受けられるよう支援を続けなけれ

ばならない。そして、ADBは、ガバナンス

の向上とジェンダーの平等を支援し、民間セ

クターの育成を促進すると同時に、様々な機

関とパートナーシップを結べるよう支援して

いく必要がある。しかしながら、ADBが地

域のこういった新しい課題に効果的に取り組

んでいくためには、明確なビジョン、有効な

戦略ならびに適切な財源や組織体制が不可

欠である。次の2つの章では、ストラテジー

2020に基づくADBの戦略の方向性について

述べる。
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ビジョンと中心戦略

ストラテジー2020に
おけるADBの 
開発機関としての 
ビジョンは、今後も 
「貧困のないアジア・ 
太平洋地域」である。

経済成長は、成長の 
スピードだけでなく 
成長のパターンが 
重要であることが 
明らかになって 
きている。

ADBはこの地域の貧困撲滅を表明し

ている。貧困の削減はADBにとっ

て1999年からの最重要目標であ

り、設立以来、計画および業務を行う上で特

筆すべき重要項目となっている。貧困の撲滅

はADBと地域にとって最も重要な成し得て

いない事業であるが、ここ数年の驚くべき景

気拡大は、2020年までに所得上の貧困（1

日1ドル未満での生活）を撲滅する可能性を

生み出している。すべてのADB加盟国（借

入国および非借入国）および開発パートナー

にとっては、貧困撲滅は開発の最大目的であ

り、MDGを全世界レベルで達成するために

は、この地域のDMCが果たさなくてはなら

ない最も重要な目標でもある。ゆえに、スト

ラテジー 2020におけるADBの開発機関と

してのビジョンは、今後も「貧困のないア

ジア・太平洋地域」であり、ADBの使命は

DMCによる貧困削減、ならびに生活状態と

生活の質の向上を支援することである。

経済成長が地域の貧困を削減する原動力

となってきたことは事実である。しかしここ

に来て、成長のスピードだけでなく成長の

パターンが重要であることが明らかになって

きている。貧困削減には、より多くの市民が

経済の中で生産的な活動に従事し、増加する

社会的な便益を広く分かち合えるようになる

ことが求められる。また、貧困削減を達成し

維持するためには、経済成長だけでなく、環

境の管理も同様に重要になってくる。さらに、

地域における貧困撲滅への進行は、近隣国が

これまで以上に大きく自由な市場に参入し、

各国政府が共通の取り組みを通じて共通の利

益を獲得できるようになれば、より加速する

であろう。ADBは、地域の相互補完的な異

なる3つの開発課題―全ての人々にその恩

恵が行き渡る（インクルーシブ）な成長、環

境に調和した持続可能な成長、および地域統

合―にその支援の焦点を当てることにより、

ADBのビジョンに向けての有意義な貢献が

できることになろう。

1 インクルーシブな経済成長

インクルーシブな成長に根ざす開発戦略

には、相互に補完し合う戦略上の2つのポイ

ントがある。一つは高水準で持続的な成長に

よる経済機会の創出と拡大である。そして、

もう一つは、こうした機会が幅広く提供され

ることで国民が成長のプロセスに参加し、成

長がもたらす利益を得るようになることであ

る。適切な配慮と計画がなければ、不十分な

ガバナンスを含む市場へのアクセスを阻む障

害など、既に取り残されてしまっている貧し

い人々が置かれている状況は、成長の恩恵を

供与することをますます難しくしていくであ

ろう。地域は、教育、衛生設備、および基本

的な社会保護に対する投資を通じて、人々、

特に弱者の能力を向上することにより、成長

機会へのアクセスの増加を推進する必要があ

る。また、より健全な政策と制度へ改革して

いくことにより、貧困層の市場と基本的な生
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貧困層の多くは 
天然資源に頼って 

生計を立てているため、
環境に調和した 
持続可能な成長で 
なければ、貧困を 

なくすことはできない。

産的資産へのアクセスを向上させていかなけ

ればならない。そして最終的には、社会的

セーフティーネットを強化し、極度の貧困

を防がなければならない。DMCにおけるイ

ンクルーシブな成長の達成に向けて、ADB

は、インフラ投資を通じて持続可能な高い経

済発展を目指し、貧困層と市場をつなぎ、基

本的な生産的資産の利用を増やしていく。ま

た、ADBは、特に貧困層と女性に裨益する

教育および水、衛生施設といった基本的な公

共サービスへの投資も支援していく。こうし

た投資は、生活水準を向上させる機会をすべ

ての人に提供し、ひいては経済成長、貧困削

減、および極端な不平等の緩和に貢献するこ

ととなる。

絶対的貧困層を含む地域の貧困者の大多

数は女性であり、経済成長の恩恵から取り残

された最大グループである。ADBは、イン

クルーシブな成長を目指す上での基本要素と

して、ジェンダーの平等と女性の社会的地位

の向上に重点を置いている。また、女性が教

育を受ける機会を増やし、借入など経済的な

資源の利用を可能にする投資を増やしていく。

2 環境に調和した持続可能な成長

アジアの力強い経済成長は、域内の天然

資源の減少をもたらし、都市部と農村部の両

方で環境劣化を加速し、気候変動に影響を与

えている。貧困層の多くは天然資源に頼って

生計を立てているため、環境に調和した持続

可能な成長でなければ、貧困をなくすことは

できない。環境に調和した持続可能な成長を

実現するために、ADBは環境に優しい技術

の利用、環境保護対策の採用、そしてこれら

を実行するための組織的能力の構築を支援し

ていく。地域協力を通して、ADBは、実効

性のある手法と解決を推進し、環境管理に関

する知識と技術の移転を進めていく。さらに、

アジアからのCO2排出量増加に対応するた

め、ADBは、気候変動の緩和と対応のため

のリージョナルなイニシアチブをさらに強化

していく。

3 地域統合

貧困削減と生活水準向上のための国別支

援プログラムと並行して、ADBは、地域統合・

協力（RCI）戦略の実施を進めていく。この

中心戦略は、RCIの取り組みが生み出すであ

ろうと期待される、経済成長の加速、生産性

の向上と雇用の促進、経済格差の是正、なら

びに気候変動およびHIV/AIDSとの闘いとい

った地域・地球公共財を守るための密接な政

策協調を目指すものである。ADBはDMCが

近隣国との統合や密接な連携を通して成長を

実現するための支援を行っていく。また、地

域協力には、貧困者が生計を立てている天然

資源（例：メコン川）の共同利用もしばしば

取り上げられる。財、サービスおよび資本を

扱う域内市場の規模拡大は、地域の資源利用

の効率化を進展させ、世界水準での競争力の

向上につながっていく。地域協力が緊密にな

れば、政策の質も全体として向上し、国と地

域が経済状況の突発的ないし想定外の変化に

効果的に対応できる力も強化していけること

になろう。域内の指導者が経済統合、開かれ

た地域主義、および国境にまたがる諸問題へ

の関わりを深めている今が取り組みを強化す

る絶好のタイミングである。

ADBは設立協定に則って、調和の取れた

地域の発展に最も効果的に貢献するため、持

続可能で平等な発展、生活の質の向上、およ

び貧困の撲滅に向けて取り組むことをストラ

テジー 2020において表明する。こうした要

素は、ADBのポートフォリオならびに国別

パートナーシップや地域協力戦略に、上手

にバランスされた形で取り入れられなくては

ならない。ADBは、この中心戦略がDMCの

表明しているニーズと一致して初めて、貧

困撲滅に向けてのADBの活動の力が発揮さ

れると考えている。それゆえ、ストラテジ

ー 2020においては各国のニーズに応える適

応力が不可欠であり、同時に、域内が目指す
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援助の目的の中で、開発パートナーの取り組

みを認識し尊重することが重要であろう。そ

の結果、ADBの支援プログラムとプロジェ

クトは、ストラテジー 2020が今後12年の

ADBの業務とその定めた内容に沿ったもの

となり、それはつまりADBが最も役に立ち、

最も影響力を発揮できる分野と理解し得るも

のとなる。



��

Chapter �

�
STRATEGY2020

変革のパートナーと 
エージェント

ADBは 
より高いリスク、 
ただし徹底的に 

審査されたリスクを 
負い、民間セクターが 
通常では行わない 
ような投資の触媒と 

なっていく。

業務効果を高める取り組み

ビジョンと新しい中心戦略を追求し、地

域の課題に大きな効果を与えるため、ADB

は、今後地域の変革の鍵となるであろう次の

５つの分野に重点を置く。(i)民間セクターの

育成と民間セクターとの業務拡充、(ii)グッ

ド・ガバナンスと能力育成、(iii)ジェンダー

の平等、(iv)ナレッジ・ソリューション、(v)

パートナーシップの5つである。これら5つ

の取り組みのそれぞれを通じ、このすべての

分野において変革の主体となり、成長を刺激

し、幅広い開発支援に相乗効果を図り、さら

に積極的で優れた開発パートナーとなる機会

をADBは得ることになろう。

1. 民間セクターの育成と民間セクターとの

業務拡充

ADBは、民間セクターと共に事業を拡大

し、アジア・太平洋地域に経済成長をもたら

していく。ADBは、より高いリスク、ただ

し徹底的に審査されたリスクを負い、民間

セクターが通常では行わないような投資の触

媒となっていく。さらにADBは、インクル

ーシブな成長を支援するような、あるいは環

境問題を改善するような民間の直接投資を

DMCに呼び込む手助けをしていく。市場主

導型の成長を刺激するため、ADBはインフ

ラに投資し、民間企業に不利にならないよう

な信頼性のある規則、規制および政策など企

業に優しい環境づくりの基本を政府に助言す

る。DMCにおける民間投資の促進を通じ変

革の触媒となるため、ADBは、直接投融資、

信用補完、リスク保証、革新的な新しい金融

商品などのツールを用いる。これらのツール

が民間資本を呼び込み、結果として特定のセ

クターや取引に民間からのビジネス管理また

は技術的ノウハウが活用されることによって、

新たな価値が生まれる。ADBは官民連携パ

ートナーシップ（PPP）をすべての主要業務

において推進していくが、まず中所得国で経

験を積み重ね、その後すべてのDMCに拡大

していく。

2. グッド・ガバナンスと能力育成

ADBは、公共財と公共サービスの供給に

おける費用効率を高め、社会的包括性を向上

させるグッド・ガバナンスと能力育成の支援

を増強していく。ADBはグッド・ガバナン

スの4要素（説明責任、参加、予見性、透明

性）を主要業務と活動の中で深めていく。ま

た、開発目的の財源を確保するために不可

欠なものとして、経済的な結果に対する説明

責任、政策策定と実施の実効性、および公的

資源の効率的利用に留意していく。ADBは、

貧困層が生計のもととなっている資源の管理

に影響がでるような意思決定においては、そ

のプロセスに彼ら自身が有意義な形で参加で

きるよう働きかけていく。成長の触媒となる

地域統合の潜在能力が十分に発揮できるよう、
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ADBは、 
アジア・太平洋地域に 
おいて、ナレッジ・ 
ソリューションの 
可能性を引き出し、 
役立たせるよう、 
より重要な役割を 
果たしていく。

ADBは、国境をまたぐ課題、貿易と投資に

関する協力、域内金融統合、および地域公共

財に関する規制と決定に透明性と予見性が確

立されるよう支援を行っていく。

ADBは、腐敗が開発、特に貧困層に及

ぼす著しい弊害を軽減するよう努めていく。

ADBの腐敗防止のための取り組みは、ガバ

ナンスや公共セクター全体の質および能力の

向上を促進する幅広い支援と結びついていく。

また、腐敗防止と国連腐敗防止条約に基づく

国際的な枠組みの利用に重点を置くイニチア

チブとシステムを強化することに引き続き注

力していく。これはストラテジー 2020に基

づき、ADBが民間セクターによる域内投資

を増やす最も効果的な方法として、ガバナン

スの向上、公務員の腐敗の削減、および公的

機関・組織の能力を位置づけているからであ

る。

3. ジェンダーの平等

ADBは、変革の主体として、ジェンダー

の課題への対応を取り込んだプロジェクトの

企画を通じて、また業務全般にわたってジェ

ンダーの問題に細心の注意を払うことにより、

ジェンダーの平等を促進し、支援を引き続き

行っていく。過去10年間の研究と経験によ

り、ジェンダーの平等は、貧困の削減、生活

水準の向上、および持続可能な経済成長にと

って欠かせないものとして、その重要性が確

認されている20。女性が教育、医療サービス、

清潔な水、衛生施設および基本的なインフラ

へのアクセスの向上を実現するような、ジ

ェンダー問題に具体的な進展をもたらす業務

を通じて、ADBはジェンダーの平等を推進

していく。女性の地位向上は、経済的社会的、

直接的間接的に多大な成果を約束するもので

あり、それゆえADBはDMCが女性の地位向

上を獲得できるよう支援していく。ADBの

20 『ジェンダーと開発に関する政策の実施レビュー
（Implementation Review of the Policy on Gender and 
Development）』（ADB、2006年、マニラ）

業務は、ジェンダーと開発指針21、ジェンダ

ーと開発に関する行動計画22に基づいて行わ

れていく。

4. ナレッジ・ソリューション

知識は開発を前進させ、その効果を高め

る有力な触媒となる。ADBは、アジア・太

平洋地域において、ナレッジ・ソリューショ

ンの可能性を引き出し役立たせるよう、より

重要な役割を果たしていく。ADBには開発

知識の向上に貢献し、それを応用するという

特有の職務能力があり、それは、地域内の動

向を把握するのに適した中核的な立場、様々

な学術的な見地が統合されて生み出される支

援アプローチ、および大型で魅力的な融資を

通し得られた洞察力と知識に根ざしているも

のである。ADBは、こうした利点を生かし、

学際的スタッフを活用しながら、開発に際し

て現在生じている、または生じつつある障害

を解決するのに必要な経験知識を強化し、そ

の体系化を支える。ADBの知識サービスは

知識に対する顧客の緊急なニーズに対応する

だけでなく、ベストプラクティスの制定や紹

介にも及ぶ。ADBは教訓が得られ、その教

訓を幅広く普及・活用できるようなパイロッ

トプロジェクトを支援していく。また、直接

的な影響を及ぼし、触媒となるような知識を

伝えていく。その一例にはDMCが社会サー

ビスを供給し貧困層に恩恵をもたらす官民連

携パートナーシップにどのように取り組んで

いくかというナレッジがある。

ADBは域内の政府と緊密かつ長期的に協

力して業務を行うため、各国の状況に則した、

優れた洞察力を備えるまでに至っている。し

かし、ADBの見地は、個別国に留まらない。

それは、知識を構築し利用する取り組みに、

地域全域での協力と統合が含まれるからであ

21 『ジェンダーと開発（Gender and Development）』（ADB、
1998年、マニラ）

22 『ジェンダーと開発に関する行動計画（2008～ 2010
年 ）（Gender and Development Plan of Action (2008- 
2010)）』（ADB、2007年、マニラ）
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ADBは、DMC政府、
世界銀行、IMF、 
世界貿易機関、 

国連機関、その他の 
多国間・二国間機関と 

有意義な関係を 
築いてきた。

る。ADBの知識は、(i)業務上の経験と各実

務専門グループからの部内学習、(ii)ADB自

身の地域知識ハブを含む他の国際金融機関や

国際的レベルの研究機関との長期的戦略パー

トナーシップから得る外部研修、によって

日々強化していく。

5. パートナーシップ

地域が直面するリスクと課題に対処し、イ

ンクルーシブな成長、環境に調和した持続可

能な成長、および地域統合を達成するのに

必要な様々な要件を満たすため、ADBは多

様な機関とのパートナーシップを組んでいく。

国際開発機関、多国間・二国間機関、民間セ

クター、非政府組織（NGO）、地域に根ざし

た市民団体、および財団とのパートナーシッ

プが、ADB業務の計画、資金調達、業務遂

行にあたっての中核事項となっていく。地域

全域で20を超える駐在員事務所から得た現

場で培った能力など、アジア・太平洋地域に

本拠地を構える開発機関としての本来の特性

を最大限活用する。ADBは、DMC政府、世

界銀行、IMF、世界貿易機関、国連機関、そ

の他の多国間・二国間機関と有意義な関係を

築いてきた。しかし、ストラテジー 2020で

は、ADBのパートナーシップを、現在の公

的な開発金融パートナーから民間セクターや

民間機関にもその範囲を広げていく。ADB

は、より実効性のある支援の実現、開発成果

の向上、および災害・緊急時の支援の改善な

どを目指し、新たなパートナーシップの形に

も取り組んでいく。こうしたパートナーシッ

プは、新しい支援方法の促進、DMCによる

技術・管理スキルの利用拡大、民間セクター

との綿密な連携に基づく協調融資プロジェク

トや市場型の投資・金融商品の利用等に支え

られることになる。

開発途上パートナー国

ストラテジー 2020では、卒業政策（grad-

uation policy）23に基づき、各DMCを経済お

よび開発に関する管理能力の実績から精査し、

アジア開発基金（ADF）および通常資本財源

（OCR）の適格性を判断していく。こうした

重要項目に加えて、DMCの開発課題と対応

能力、社会経済的環境、制度および歴史的背

景などを包括的に検討し、下記の分類に従い

各国に対する支援と協力を調整していく。

1. 卒業国

卒業したDMCが他のDMCに伝えられる

ノウハウは、ADBが業務に活用すべき貴重

な財産である。ストラテジー 2020の下では、

卒業国とADBとの関係を強化し、DMCにお

ける政策対話および政策改革におけるベスト

プラクティスとなるアプローチの導入、プ

ロジェクトへの直接融資およびADBが支援

するプロジェクトへの協調融資、そして借入

国に向けた卒業国が競争力を得た分野での知

識・技術の移転などを中心に協力体制を構築

していく。

2. 中所得国

アジアの貧困層の大部分は中所得国（MIC）

に住んでいる。これらの国の多くで格差が拡

大、社会・経済が不安定化し、開発に係る

成果に影響を及ぼしている。多くのMICは、

開発課題に取り組むための財源を有している

か、あるいは、財源を簡単に調達できる状況

にあるが、財源の手当てが制約されている。

貧困のない地域を目指すというADBのビジ

ョンの中において、MIC支援の戦略的優先順

位は高く、ADBはMICの貧困の削減および

撲滅に向けた支援機会を決して逃してはなら

ない。加えて、MICにおける経済・社会的進

展は、特に貿易および投資で関係を築いた近

23 『アジア開発銀行の1998年の卒業政策に関する見直
し（Review of the 1998 Graduation Policy of the Asian 
Development Bank）』ワーキングペーパー（Working 
Paper）（ADB、2007年、マニラ）
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MICの 
地域・地球公共財、特に
環境財の供給への貢献は
多大な影響力を持つ 
とともに、あらゆる人に
恩恵をもたらすことが 
できる。

隣諸国の成長の源ともなる。MICの地域・地

球公共財、特に環境財の供給への貢献は多大

な影響力を持つとともに、あらゆる人にその

恩恵をもたらすことができる。ADBは、MIC

の開発アジェンダの中でも、ステークホルダ

ーが最も重大と考える課題に対し支援を行

っていく。例えば、あるMICが国民の福祉

を着実に改善した場合、ADBの支援は残る

発展への制約を取り除くことに集中する。逆

に、進歩がほとんどないか、まったくない場

合、政策のギャップあるいは政策の失敗、構

造的な不均衡、または専門知識あるいは技術

的・管理上ノウハウの欠如に対する取り組み

を支援していく。ADBは時として、政策の

改善、能力育成、国および地方へのインフラ

投資資金の確保など厳選された期限付きの介

入支援をすることもあり得る。また、サブ・

リージョナル（限定された特定地域）への支

援を行うこともある。

3. 低所得国

このカテゴリーの国は、開発および貧困の

削減に関する取り組みを政府開発援助に大き

く依存している。しかしながら、これらの国

の多様性に鑑みると、支援のアプローチは区

別して行う必要性がある。近年の高成長をさ

らに推進しその持続可能性の追求を優先する

国もあれば、天然資源からの経済的利益を存

続可能にするような管理体制構築への支援が

優先される国もある。さらに、これからより

高い成長へのプロセスを確立し、それに着手

することから始めなくてはならない国もある。

このように低所得国には様々な国があるもの

の、直面している課題は類似しており、共通

課題としてビジネス環境の改善、、民間セク

ターの育成、ガバナンスと腐敗防止策の向上、

感染症の撲滅、共有資源の管理、地域統合の

推進、また、地域統合を開発戦略の要素とし

て国民に認知させることなどが挙げられよう。

ただし、アジア開発基金（ADF）適格国につ

いては、経済成長の加速により、できるだけ

早く譲許的支援から卒業できるよう目標を設

定し、業務内容を各国の状況に合わせていく。

ストラテジー 2020の最初の4年をカバーす

るADF第9次財源補充（ADF X）資金の供与

によって、DMCが2015年までにMDGを達

成できるよう支援していく。

4. 脆弱な国と脆弱な状況にある地域国

一般的に政策体制が弱く、多くの場合小国

であり、経済的に脆弱な側面を持ち、体制・

制度が十分に整っていないことに加えて、脆

弱な状況を抱えている国々も含まれるため、

このグループに対する支援を行うにあたっ

てADBは、国主導の援助モデルの実効性を

高めるために革新的な支援手法を追求してい

かなければならない24。また、ADBはこのよ

うな国々に対する長期にわたる継続的な取り

組みを表明するものの、国の実績と支援の実

効性への期待は下げざるを得ないことになろ

う。ADBは、戦略レベルおよびプロジェクト・

レベルにおいて、自己の開発支援を他の資金

拠出機関と協調させていくとともに、能力育

成と制度整備については、時には合法的な非

政府組織と一緒に、より深く柔軟性のある長

期の取り組みを実行していくこととなる。同

時に、ADBは変革に寄与するナレッジ・バ

ンクとして活動していく。ADBは、健全な

指針の適用と業務管理上でのセーフガードを

損なうことなく、国別戦略作成とプロジェク

トの両レベルにおいて、革新的な手段や手法

を用いていく。ADF、他の特別基金、無償資

金（グラント）、信託基金などのあらゆる譲

許的資源が、脆弱な国と脆弱な状況にある地

域国に対して供給される最大の資金支援とな

ると予測される。ただし、国によっては、通

常資本財源（OCR）が公共経済インフラおよ

24 『パフォーマンスの弱い国における開発効率性の向上
（パフォーマンスの弱い国に対するアジア開発銀行の
手法）（Achieving Development Effectiveness in Weakly 
Performing Countries (The Asian Development Bank’s 
Approach to Engaging with Weakly Performing Coun-
tries）』（ADB、2007年、マニラ）
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ストラテジー2020に 
基づき、ADBの 

インフラ投資業務は、 
官民連携パートナー 

シップおよび 
民間セクターの関与に 
重点を置いていく。

び民間セクターとの業務に利用されることも

厳選された形ではあるが可能であろう。

中核的専門分野

ADBがDMCのすべてのニーズを満たそう

としてもそれは不可能であり、またADBに

はそのような意向もない。ADBは、成果、効率、

および効果の最大化を図るために、インフラ、

環境、地域協力・統合（RCI）、金融セクター

の開発、教育の5つの中核的専門分野にその

資金および組織的資源を投じていく。これら

の専門分野におけるADBの比較優位性およ

びこれまでの実績はDMCにも認知されてい

る25。これらの分野は、インクルーシブな成

長、環境に調和した持続可能な成長、および

地域統合というADBの3つの中心戦略と深

く結びついている。インフラ整備、環境、金

融セクター開発、および教育は、経済成長の

維持と経済機会の提供というインクルーシブ

な成長の2本の柱に欠かせない。また、ADB

によるインフラと金融セクターへの支援は

RCIの進展を手助けすることとなる。

1 インフラ

ADBによるインフラへの投資は、貧困の

削減およびインクルーシブな成長の達成に不

可欠であり、環境に調和した持続可能な成

長と地域統合の促進にも寄与する26。ADBは、

DMC国内およびDMC間の輸送と通信の接

続性を促進するためインフラに投資していく。

急増するエネルギー需要に持続的に対応する

ため、ADBは、(i)エネルギー供給の拡大支

援、(ii)供給、需要の両サイドでのエネルギ

ー効率の向上、(iii)クリーンエネルギーの支

援、(iv)効率的なエネルギー使用の推進を進

25 ADBは、地域別協議を通して得た、すべてのDMC、
多様なステークホルダー、および業務評価局（現独立
評価局）の評価からのフィードバックを基に考察して
いる。

26 すべてのDMCは、ADBのインフラ重視の業務継続に
強い支持を表明している。

める上での政策、制度、規制、技術、法律の

面での制約の除去の促進の5点を支援してい

く。また、ADBは、公衆衛生に寄与するため、

水道、衛生施設および廃棄物処理システムに

投資していく。同時に、灌漑と水管理、地方

道路や、特に女性に裨益する地方の電化など

地方のインフラへの投資も継続していく。都

市部のインフラについては、水供給、衛生施

設、廃棄物処理、都市交通に焦点を当ててい

く。加えて、災害後および紛争後の状況にお

いて、ADBは、優先的に復興・復旧支援を

続けていく。

ADBのインフラ関連業務は、物理的な施

設の建設にとどまらず、インフラサービスの

供給を改善し、民間セクターによる事業育成

のための環境をも整えていく。ADBは、(i)

インフラ管理を向上させるDMCの体制構築、

(ii)インフラ・プロジェクトの運営効率と継

続可能性の向上に向けた制度・政策面の改革

の推進、(iii)基礎インフラを整備し、政策・

制度面の改革が生み出すビジネス機会を活用

して、貿易と投資を増加させる物流システム

の支援を行っていく。ストラテジー 2020に

基づき、ADBのインフラ投資業務は、官民

連携パートナーシップおよび民間セクターの

関与に重点を置いていく。ADBは、プロジ

ェクトのスポンサーまたは債券や株の機関投

資家となることにより、民間セクターによ

るインフラへの投融資の拡大を図っていく。

ADBの債券・株式保有には、地域開発のイ

ンフラ投資に向けた資本供給を増強させる大

きな可能性があるものの、インフラ整備のた

めの資金流入を増加させていくには国内債券

市場の整備が欠かせない。

2. 環境

ADBは、地域の環境に調和した持続可能

な成長を実現するため、環境関連業務をさら

に強化していく。インフラ整備や金融といっ

た得意分野の業務を活用しつつも、同時に健

全な環境管理を一層推進し、またそのため
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ADBは、 
健康への障害など 
気候変動による 
避けがたい影響に 
DMCが適応できるよう
支援していく。

の投資を拡大していく。ADBのプログラム、

政策、戦略は、下記に重点を置いていく。

気候変動

ADBは、(a)エネルギー効率の向上、(b)ク

リーンなエネルギー源の利用拡大、(c)ごみ

処理場から漏洩するメタンガスなどの温室効

果ガスの削減、(d)公共輸送システムの近代

化、(e)森林破壊の進行阻止により、DMCが

低炭素型経済成長路線を進むよう支援してい

く。また、ADBは、健康への障害など気候

変動による避けがたい影響にDMCが適応で

きるよう、国や自治体による計画、予防措置

への投資、保険などのリスク分散ツールへの

支援、および「耐気候型プロジェクト」を通

して支援していく。災害リスク管理は開発プ

ロセスの大事な部分となっていく。清潔な水

の供給、生物多様性の保全、温室効果ガスを

弱める大気からの炭素隔離などのため、森林

など天然資源を持続可能にするよう管理して

いくことは、ADBの気候変動対策支援の一

環となる。

住みやすい都市

有害な温室効果ガスの排出量といったア

ジアの都市によるカーボン・フットプリント

を削減するため、ADBは、急速な都市化か

ら生じる様々な環境問題に取り組むDMCと

その自治体を支援していく。支援には、大気・

水質汚染の削減、効率性の高い輸送手段、固

形廃棄物の管理システム、および一般廃棄物

の削減などが含まれる。

補完的活動

ADBは、DMCの政策と投資プログラムに

環境配慮を組み込む支援を行うと同時に、公

共機関の環境配慮に関する法令・規則の整備

および執行能力を高めていく。ADBは、業

務と国内システムにおける環境セーフガード

の徹底、環境公共財保全に関する効果的な手

法と解決法を提供するための地域協力の推進

および支援、ならびに環境管理に関する知識

と新しい技術の移転推進を継続して行ってい

く。

•

•

•

3. 地域協力・統合（RCI）

地域統合を進める新たな中心戦略にそっ

て、ADBは、RCI関連業務とADB業務全体

に占めるRCI関連業務の割合の両方を増やす

ことにより、RCI関連支援規模を拡大してい

く。こうすることにより、域内のRCIイニシ

アチブで未着手の支援需要に対応できるよう

努力していく。そのための投資は、成長を促

す経済のパートナーシップの促進だけでなく、

共通のリスクと課題への対応を目指すもの

となる。ストラテジー 2020に基づき、ADB

は、(i)RCIのプロジェクト、プログラム、関

連する技術協力（TA）27のための財源の拡大、

あるいはDMCの資金調達またはTA実施の

ための支援を行う、(ii)RCIに関する知識・情

報を創造し、これをDMCへ普及・拡充させ

る、(iii)DMCおよび地域機関がRCIの運営管

理に必要な組織力の構築を促進・支援する、

(iv)DMCにとってのRCIの触媒者兼コーディ

ネーターとしての役割を強化する、の4点を

遂行していく。こうした活動は、特にRCIが

確立されておらず、かつその恩恵を最も必要

とする地域において、および気候変動など急

増する地域・地球公共財への投資に対応する

にあたって、RCIを促進していくことを目指

したものである。

4. 金融セクターの開発

金融セクターの開発は、民間セクター主導

の持続的な経済発展には欠かせない。さらに、

正規の金融サービスや年金など持続可能な社

会保険が利用できなければ、貧困層は成長プ

ロセスとその便益を享受できなくなる。ADB

は、ストラテジー 2020に基づき、金融に関

するインフラ、制度、および商品とサービス

27 TAは、各国がプロジェクトの確定と設計、組織の改善、
開発戦略の策定、または地域協力の推進を行うのを支
援する。TAは、まれにADBの予算から融資されるも
のもあるが、その大半は無償資金もしくはADBのド
ナー加盟国から拠出された特別基金によってまかなわ
れている。
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ADBは、 
IMFおよび世界銀行と 
協力し、国際的な 

ベストプラクティスを 
導入することにより、 
金融機関、および 

その監督機関の体制強化
を支援し続けていく。

の開発を支援し、地域・国レベルの金融セク

ターに対する支援を強化していく。インクル

ーシブな成長を促進するため、ADBは、マ

イクロファイナンス、地方ならびに中小企業

専門の金融機関の事業環境の整備を目指すと

ともに、正規の金融システムを地方に幅広く

普及させるためハイテク技術の利用を検討し

ていく。地域レベルにおいて、ADBは、国

境をまたぐ債券取引を引き続き支援してい

く。新興の域内債券市場については、規制の

枠組みの統一化、共通の信用保証機構および

域内精算・決済システムの創設を推進してい

く。こうしたイニシアチブを通して、ADB

は域内の貯蓄を最も生産性の高い投資、特に

資本市場の開発に振り分けるよう支援を続け

ていく。ADBは、IMFおよび世界銀行と協力

し、国際的なベストプラクティスを導入する

ことにより、金融機関、およびその監督機関

の体制強化を支援し続けていく。また、ADB

は、他の援助機関と協力して、マネーロンダ

リング防止体制の確立に向けての支援を行っ

ていく。

5. 教育

インクルーシブな成長を進めるためには、

教育および職業教育に対する投資を促進し、

そしてこれらの教育機会を幅広く提供するこ

とが不可欠である。ADBは、全国規模の教

育プログラムおよび教育プロジェクトの開発

において指導的役割を果たすなど教育分野

において確かな業績を上げている。ADBは、

特に小規模で貧しいDMCにおいて、利用可

能で質の高い基礎教育および中等教育の拡大

を引き続き支援していく。また、ADBは徐々

に技能・職業教育、および高等教育の特定の

分野の質的向上にもより多くの注意を払って

いく。加えて、中等教育後の教育コースの拡

大支援も行っていく。ADBは、教育を改善

するプログラムが効果的に実施されるよう、

開発途上国での政策整備と体制強化を支援し

ていく。ADBは、これらすべての分野にわ

たって、官民連携パートナーシップに基づく

新しい手法や手段を利用する機会を探ってい

く。

その他の専門分野

ADBは、ストラテジー 2020に基づき、国

および地域の発展という地域の目的のため、

DMCに最も適当な商品とサービスを提供で

きるよう、業務の選択と並行して、ニーズに

対する業務の適応化も行っていく。DMC政

府との支援戦略の協議過程において、適切な

商品とサービスの組み合わせを決定してい

く。ADBの中核専門業務内の課題に対して

は、共同行動の促進を求め、パートナーシッ

プ・プログラムの構築を目指していく。ADB

は、その中核的専門分野ではリーダーシップ

の役割を担い、DMCの開発課題の解決に向

けて自己の資源を投じていくものの、外部か

らの支援も活用・マネージしていく。ADBは、

業務の80％を5つの中核的専門分野に集中

していくつもりであるが、一方で小規模なが

らプレゼンスが必要な他の分野でも活動を続

けていく。

1. 保健

ADBは、保健が開発、生産性、社会にお

ける包摂性およびジェンダーの平等に欠かせ

ないものであると認識している。もっとも、

ここ10年のうちに国際社会には約70の保健

に関する国際的パートナーシップが発足して、

DMCの保健セクターに投入される外部資金

が増加し、国際品質水準の健康関連製品・サ

ービスが幅広く利用できるようになってきて

いる。ADBは、こうした状況の下、主に水

の管理や公衆衛生についてのインフラ関連プ

ロジェクトや国民層全体に費用効率の高い健

康プログラムとサービスを供給するための公

共支出の管理に焦点を当てたガバナンスの取

り組みを通じて、引き続きDMCの健康の改

善に努めていく。その他の保健関連の課題に
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その他の保健関連の 
課題について、ADBは、
他の専門機関と直接 
パートナーシップを組み、
明確に定められた役割に
厳選した形で、 
絞り込んだ取り組みを 
行っていく。

ついて、ADBは、他の専門機関と直接パー

トナーシップを組み、明確に定められた役割

に厳選した形で、絞り込んだ取り組みを行っ

ていく。また、HIV/AIDなどの感染症の伝染

とまん延の抑制のための活動は運輸などのイ

ンフラ・プロジェクトを通じて継続して行っ

ていく。このほか、感染症にかかっているリ

スクの高い住民が国内および国境を越えて

移住することが多いDMCに対しては、対応

力の育成を含め、ターゲットを絞った支援を

提供していく。流行病の発生が域内全域で懸

念される場合、ADBは、他のパートナーと

協力し、ウォッチング・ブリーフ28を維持し、

情報を共有するとともに、国または地域レベ

ルでの災害対策を実施していく。

2 農業

かつては農業が、地方を基盤にした生産

性向上、雇用の改善、消費拡大というサイク

ルを通して、この地域の成長を牽引した。同

様に、産業の成長にも刺激を与えた。しかし、

経済状況の変化に伴い、農業による国全体の

経済成長への寄与は縮小している。それでも

貧困層の大多数は農村に住んでおり、農業

は依然として生産性向上、季節的雇用、所得

増加の源であり、特に都市部、工業地域、輸 

28 返済の滞納、治安の不安定さ、貧弱なガバナンスによ
りADBの支援活動が不活発な国または地区において
は、ウォッチング・ブリーフが社会・経済的な動向
に関するADBの情報・知識を保つのに役立っている。
ウォッチング・ブリーフによりADBは、緊急支援や
活動再開の時期にすばやい対応を取ることができる。
こうしたブリーフは、概して現地にいるNGOまたは
国連のパートナー機関など第三者によって実施される。

出市場と関連する場合にはそれが顕著になる。

それゆえ、農業と農村部への支援は、インク

ルーシブな成長戦略を支える要素となる。さ

らに、人口増加、天然資源への圧迫、食用農

作物の利用を巡る競合、ならびに異常気象お

よび気候変動への影響が将来の食料安全保障

へのリスクを増大させている。ADBは、地

方の運輸システム、灌漑、水資源利用システ

ムおよびマイクロファイナンスについてのイ

ンフラ整備を通して、農業と農村の開発を支

援していく。こうした取り組みは、開発専門

機関およびNGOとのパートナーシップを活

用した大メコン河流域圏（GMS）における

農産品貿易や農業投資に関連する天然資源管

理およびRCI活動により補完される。

3. 災害・緊急支援

アジア・太平洋地域は、世界の中で最も自

然災害の被害を受けやすい地域である。ADB

にはDMCの復興と復旧のための緊急ニーズ

に迅速かつ効果的に対応してきた長い歴史が

ある。ADBは、ストラテジー 2020に基づき、

災害リスク管理の重視を継続し、専門支援機

関とのパートナーシップの下、災害の初期対

応および中期的な対策への支援を行っていく。
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目標と業務運営の 
評価基準

ADBの業務は、 
徐 に々5つの中核的 

専門分野への 
比重を高め、 

2012年までに 
年間承認額の80％を 
占めることになる。

ストラテジー 2020に基づき、ADB

は、以下の銀行全体の中核的な指

針にそって、業務の方向性を切り

替え、組織のあり方を見直していく。

すべての加盟国の開発に関する関心事項に

対する即応性

開発に関する政策、戦略、行動について効

果的なリーダーシップを発揮できるような

被支援加盟国のオーナーシップの認知

組織、プログラム、ステークホルダーとの

関係において最高水準のプロ意識と倫理観

を保持

情報や知識の共有を進める支援および地域

が直面する課題に対する協調行動を通じた

卓越したリーダーシップとサービスの供与

域内開発のためのプログラムの立案と実施

および資金調達に関する国際社会でのパー

トナーシップ関係の樹立

明確な目標設定およびその目標達成のため

の業務体制と資金調達に関する説明責任と

成果重視

業務・組織の見直しにあたっての実効性を

確実にするため、ADBはプロジェクト、国

および組織の各レベルでの指標を一体にした

成果フレームワークを利用していく。

•

•

•

•

•

•

2020年に向けたADBの変革： 
業務上の目標

下記の指標および数値目標は、ストラテジ

ー 2020に示された業務効果を高める取り組

みと中核的専門分野への集中を目指す業務改

革の進展度合いを測るのに使われる。

1. ADBの融資ポートフォリオ

ADBの融資ポートフォリオには変化が生

じ、新しい戦略的業務分野に重点が置かれる

ようになる。また、下記の4点において現在

の融資ポートフォリオとは異なるものになる

ことが期待されている。

ADBの業務全体に占める中核的専門分野

への圧倒的な割合

ADBの業務は、徐々に5つの中核的専門

分野への比重を高め、2012年までに年間融

資承認額の80％を占めることになる。

すべての分野における民間セクターの育成

および民間セクターとの業務拡充

域内民間セクターの育成に対するADBの

支援は、ADBが融資を行うプロジェクトの

件数においても、年間業務に占める割合にお

いても大きく増やしていき、割合については

2020年までに50％という目標が設定されて

いる。

環境に調和した持続可能な開発への支援増

加

•

•

•
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ストラテジー2020に 
基づく 
パートナーシップの 
基本方針は、 
資金流入の増加、 
貿易推進への支援、 
新しい技術の普及 
および 
ネットワーク構築 
ノウハウの拡充と 
なっている。

ADBは、CO2排出量と気候変動に対する

取り組みなど環境に調和した持続可能な開発

に対する支援を徐々に増やしていく。こうし

た支援は、2012年までにADBの業務のかな

りの部分を占めることとなる。

業務全体における地域協力・統合の拡大

今後の需要を満たし、RCIの促進と支援と

いう目的を達成するため、ADBは、地域全

体または各地域レベルでの官民一体の融資を

漸次増やすとともに、業務全体に占めるRCI

関連融資の割合を増やしていき、2020年に

は最低30％にする。

2. パートナーシップの促進

ADBは、パートナーシップをビジネスモ

デルの中核のひとつとして位置づけていく。

パートナーシップにより、資金調達、知見

の活用、ADB特有の能力の幅広い有効利用、

高度に専門化した開発プロジェクトの特別な

ニーズへの対応および域内における援助効果

の向上につながっていく。また、パートナー

シップは、ADB支援業務の計画、資金調達

および実施の主要部分を形づくっていく。ス

トラテジー 2020に基づくパートナーシップ

の基本指針は、資金流入の増加、貿易推進へ

の支援、新しい技術の普及およびネットワー

ク構築ノウハウの拡充となっている。中核的

専門分野以外においては、ADBは開発イニ

シアチブの主導的役割を担っていかない。具

体的な目標は下記のとおりである。

パートナーシップを伴う協調融資と業務の

拡大

ADBの協調融資は、年間の直接協調融資

額が単独融資額を上回るという長期目標の下、

単独融資より速いペースで拡大していく。

知識ソリューションの普及拡大

ADBは、意識調査29および業務評価局（現

29 『ADB意識調査：オピニオンリーダーの多国間調査
2006（ADB Perceptions Survey: Multinational Survey of 
Opinion Leaders 2006）』（ADB、2006年、マニラ）

•

•

•

独立評価局）によるTAの成果に関する特別

評価調査30に基づき、顧客に高い満足度を与

えられるよう、知識ソリューションを強化し

ていく。ADBは、知識の共有および意見の

交換を増進するため、開発パートナーとのネ

ットワーク構築を拡大していく。

3. パリ宣言に対する取り組み

ADBは、援助の効果を高めるため、DMC

およびその他の開発機関との協力関係におい

て、明確で透明性があり、調和が取れ、かつ

相互に説明可能な方法で責任を分担していく。

ADBは、国際開発金融機関等が共同開発し

た年単位で実施される成果に関する共通評

価システム（COMPAS）およびグローバル・

モニタリング・レポート（GMR）にそって、

業務上および組織上の成果を継続して報告し

ていく。ADBは、パリ宣言下の2012年合意

目標に基づくコミットメントの達成に尽力し

ていく。

4. DMCの卒業

各DMCの開発状況と今後の見通しを理解

することの重要性について記述する第4章で

の考察を踏まえ、また、地域経済全体が力強

い成長を持続することを前提にして、ADB

は、卒業政策に基づき、(i)2008年時点での

グループC借入国（通常資本財源（OCR）の

適格要件のみを満たすOCRのみ国）が2020

年までに卒業基準を満たすか、あるいは

ADBの通常支援からの卒業に向けて中期的

に歩んでいる、(ii)2008年時点でのグループ

B借入国（ADFとOCRの両方の適格要件を満

たすブレンド国）が2020年までに卒業基準

を満たすか、あるいはグループC借入国への

道を中期的に歩んでいる、(iii)2008年時点で

のグループA借入国（ADFの適格要件のみ満

30 『TAの成果に関する特別評価調査（Special Evaluation 
Study on Performance of Technical Assistance）』（ADB、
2007年、マニラ）
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スタッフが 
ADBにとって最も 
重要な財産である 
ことに疑問を挟む 

余地はなく、 
優秀で多様な人材を 
確保することは、 

ADBが自らの 
ビジョンを達成する 
ための強い潜在的な 

力となる。

たすADFのみ国）が2020年までに卒業基準

を満たすか、あるいはグループB借入国への

道を中期的に歩んでいる、といったDMCが

目に見える進展を遂げられるよう支援してい

く。ADBは取り残される国がないよう、そ

して脆弱な国がその開発目標を達成できるよ

う特に配慮して支援していく。

2020年に向けたADBの変革： 
組織としての目標

ADBの経営陣は、ストラテジー 2020の

効果的な実施に必要となる組織体制と機能を

構築し、その維持に尽力することを約束する。

また、経営陣は、ADBの組織変革にあたり、

初期段階では戦略、人材、組織およびビジネ

ス・プロセスの4つの基本的な側面から取り

組んでいくこととする。

1. 銀行全体の戦略・政策における一貫性の

向上

増え続けるADBの戦略と政策に過剰と重

複が生じた結果、組織のリソース配分が最適

とはいえない状況になってきている。スト

ラテジー 2020の初期段階において、経営陣

は、銀行全体の戦略・政策を合理的に整理し、

ADB全体の戦略枠組みの中でストラテジー

2020をすべてに優先する体系にしていく。

また、ストラテジー 2020は、国別支援戦略

およびセクター・テーマ別戦略の策定の際の

指針となっていく。ADBの業務計画および

予算の枠組みは、ADBの今後の業務と資金

調達に一貫性をもたらすストラテジー 2020

の中期的な戦略的方向性を反映していくこと

ととなる。これにより、組織の効率性と開発

の効果が高まっていく。また、ADBの成果

フレームワークは、ストラテジー 2020の実

施状況に対する評価に役立ってくる。

2. 人材育成とスキル・ミックスの強化

スタッフがADBにとって最も重要な財産

であることに疑問を挟む余地はなく、優秀で

多様な人材を確保することは、ADBが自ら

のビジョンを達成するための強い潜在的な力

となる。これまでもADBは効率的な人材活

用を行っていると評価されているが、有意義

な存在として変わりつつあるアジア・太平洋

地域とともに歩んでいくためには、この力を

継続的に増強していく必要がある。ADBの

スタッフは、専門的・国際的な経験に応じて

戦略的優先事項を実行し、活力に満ちた近代

的な商品とサービスを求める顧客の需要に応

えていく。スキル・ミックスにおける方向

性と変革の程度は専門分野によって異なる

が、どの分野においても相当の能力構築が必

要となってくる。中核的専門分野の中でも一

番強みのあるインフラ整備においても、ADB

は、技術、金融、および経済に関するADB

の知見を官民連携パートナーシップに興味の

ある顧客やビジネス関係者の敬意と信頼を保

持できる水準にしていく必要がある。これま

では限定的に行われていても、今後は拡大す

ると予想される環境および民間セクター業務

といった活動分野において、ADBは、その

分野のスタッフ技量を新たに獲得していくか、

または大幅に強化していく必要がある。この

文脈において、経営陣は、本部および域内全

域における技術スタッフを費用効率の良い方

法により獲得することや配置あるいは確保す

るための新たな手段を検討していく。雇用条

件の多様化、上級スタッフも含めたすべての

職員の採用の内外同時広告など、柔軟性の高

い採用方法が導入されることになる。加えて、

スタッフに対する業務取組調査の結果に基づ

き、経営陣は、開発銀行としてADBのミッ

ションにスタッフが持続的に取り組むよう、

また、開発に対するスタッフの知識と情熱が

最適化されるよう適切に行動していく。さら

に、経営陣は、外部の専門家の手助けを得て、

2008年中にADBの人事戦略について包括的
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この成果 
フレームワークは、 
長期的な開発成果 
全体とADBの戦略的 
優先事項の達成に 
向けての特定の活動 
および結果についての 
進捗状況を評価する 
ものである。

な見直しを行っていく。

3. 組織体制の改善

経営陣は、ストラテジー 2020の実施に当

たり、卓越した専門性により国のオーナーシ

ップを最もうまく支援し、内部の脆弱性を克

服し、かつADBの業務に相乗効果をもたら

すような組織体制を検討していく。経営陣

は、顧客のさまざまなニーズに効果的に対応

し、ADBのリソースを最大限活用するため

に、各部局が自らの組織体制を柔軟に決定で

きるようにしていく。また、地域局および民

間部門業務局による民間セクターの育成の支

援を行うためのリソース配分を最適化する方

法についても検討していく。民間セクター向

け融資の拡大により、ADBの財務管理およ

びリスク管理能力の向上も必要となってく

る。さらに、特に気候変動など環境関連業務

を戦略的に重点化するため、経営陣は、域内

のADBの商品およびサービスに対する需要

の急増に応じることのできる組織体制につい

て検討する必要が生じてくる。長期的に生じ

る可能性のあるその他の変更事項として、組

織の現地化、駐在員事務所機能の検討、必要

に応じた知識ユニットの合理化などが挙げら

れる。

4. 組織の即応性の向上

域内におけるコンサルテーション会合に

おいては、ADBの顧客から、プロジェクト

の準備・実施にかかる取引費用の引き下げ、

要求される提出文書の軽減、駐在員事務所へ

の意思決定権限の委譲などの要望が表明され

た。経営陣は、即応性と必要手続きを配慮し

た費用効率性、法的要件、および開発のため

のベストプラクティスとのバランスを取る必

要があるものの、ストラテジー 2020により、

ADBは、新たな情報通信技術の戦略的利用

状況や即応性をモニタリングして計測するた

めのベンチマークの確立など借入人の関心事

項に対応する方法を見出していく。

ストラテジー2020の実施： 
ADBの成果フレームワーク

ADBは、域内の開発を行う際の実効性を

高めるため、計測可能な方法により業務をモ

ニタリング・評価し、成果に基づいた適切な

活動を行うことができなければならない。具

体的には、プロジェクト、国、組織上のアウ

トプット、結果および影響を計測可能にする

ことを意味する。ADBは、2004年以来、主

要な報告および計画書についての文書に実

績を表す指標や数値目標を含む成果フレー

ムワーク項目を記載するなど組織的な実績

をモニタリングしてきている。ストラテジ

ー 2020が首尾一貫した効率的な報告や組織

一体の戦略と政策に重点を移していることに

照らし、ADBは、銀行全体の実効性をモニ

タリングし報告するための予備的指標を用い

て、組織レベルでの成果フレームワークの仕

組みを開発してきた（付録2）。基本データ

と目標を加えて洗練された成果フレームワー

クは、2008年第3四半期に作成される開発

効果レビュー（Development Effectiveness 

Review）の中で取り上げられる。この成果

フレームワークは、長期的な開発成果全体

とADBの戦略的優先事項の達成に向けての

特定の活動および結果についての進捗状況を

評価するものである。ADBがストラテジー

2020を実施する際、このフレームワークは

地域とADBの変容に合わせて微調整される

こととなる。

成果フレームワークは、包括的なモニタリ

ングと評価の手段であり、(i)地域単位の成果、

(ii)各国の成果に対する貢献度、(iii)業務の実

効性、(iv)組織の実効性、の成果に関する4

つのカテゴリーに分けられる。

1. 地域単位の成果

成果フレームワークの最初のカテゴリー
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では、国際社会全体の開発アジェンダへの

ADBの貢献度をモニタリングする。ADBは、

所得および非所得基準による貧困指標、経済

成長、インフラ状況、ビジネス環境などに対

する評価といった中核的専門分野に関連す

るMDG指標を通じて進捗状況をモニタリン

グする。これらのMDGが2015年の期限ま

でに達成されるか、あるいは順調に達成に向

けて歩んでいる場合、中核的専門分野への

ADBの支援は、他の分野に振り向けられる。

2. 各国の成果に対する貢献度：主要アウト

プット

成果フレームワークの第2のカテゴリーで

は、特定の国の成果に対するADBのさまざ

まな形式の支援による具体的な貢献を集約し

ていく。ADBは、運輸、エネルギー、水、金融、

教育の5部門のアウトプット指標を精査し、

ストラテジー 2020に基づく中核的専門分野

のモニタリングを行っていく。受益者にとっ

ての成果は、農村部、都市部、地域ごとに分

けられ、住みやすい都市づくり、農村部のイ

ンフラ整備、国境をまたぐ輸送の接続性とい

う主要なサブ・テーマについて調査を行って

いく。

3. 業務の実効性

ADBの業務の実効性を計測する成果フレ

ームワークの第3のカテゴリーは、国際開発

金融機関で使用される標準的な基準で構成さ

れる。ADBは、業務品質とポートフォリオ・

パフォーマンス、資金調達、知識開発、パー

トナーシップの4つの指標により、業務の実

効性に関する進捗状況をモニタリングしてい

く。

4. 組織の実効性

成果フレームワークの第4のカテゴリーで

は、ADBが対応力に富んだ成果志向の組織

になるための内部改革の進捗状況を人的資源、

予算、業務プロセス・慣行の3項目から捉え

ていく31。

成果フレームワークの活用方法

経営陣は、ストラテジー 2020のビジョン

と戦略的方向性に沿って進捗状況をモニタリ

ングし、成果を計測し、必要に応じて是正措

置を取るにあたり、ストラテジー 2020にそ

った個別の幅広い指標を精査するために成果

フレームワークを利用していく。報告の頻度

とタイミングについては、各指標の有用性、

関連性、変化の速度、および情報入手にあた

っての費用効率性に基づき決定される。

ADBは、2009年の第3四半期までに成果

フレームワークに基づくストラテジー 2020

の2008年における進捗状況の評価と報告

を年次開発効果レビュー（Development 

Effectiveness Review）に掲載する。同レビ

ューは、ADBの総合的な業績報告書であり、

現在の年次貧困削減報告書（Annual Poverty 

Reduction Report）、改革アジェンダの実施

状況報告、および開発成果重視の業務管理

（Managing for Development Results）の行

動計画に関する年2回の進捗状況報告書をま

とめたものである。このレビューは、経営陣

に進捗状況を伝え、一層の取り組み、または、

是正措置が必要な分野を明らかにする上で欠

かせない文書である。

31 このレベルの指標は、通常、長期にわたるモニタリ
ングを必要とする定量化が可能な単位である。しか
し、ストラテジー 2020の目的に照らすと、内部改革
の進捗状況は、プロセス指標や定性的評価など他の方
法が適している。そのため、活動をベースにした報告
は、主に、ADBの業務の実効性を評価するのに使われ
るが、同時に組織の実効性とも直接関係がある。さら
に、このレベルの指標の方向性と対象は、2020年に
向けて予想される地域の環境やビジネスモデルの絶え
間ない変化を反映したものになるだろう。例えば、現
地化の望ましいレベルおよび支援業務上と非支援業務
上の分野におけるスタッフの最適なバランスは、地域
の発展の度合いに応じて変化する。結果として、成果
フレームワークのレベルは流動的であり、定期的に見
直す必要がある。
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次のステップ

経営陣は、理事会の承認を受けた後、直ち

にストラテジー 2020の実施に取りかかって

いく。ADBのすべての部局は、ストラテジ

ー 2020を念頭において、それぞれの中・短

期的業務プログラムと必要なリソースを精査

し、ストラテジー 2020の実施に向けた初期

段階における行動計画を担当副総裁に提出す

る。

ADBは、ストラテジー 2020を採択後直ち

にその旨を関係者に広く周知していく。新し

い長期戦略方向性をすべての開発パートナー

と民間セクター関係者に伝え、パートナーシ

ップの構築などの早期実施に対する幅広い理

解と支援を求めていく。

さらに、ADBは、2008年 12月までに、

ストラテジー 2020と整合性を有するADB

全体の業務データベースを整備していく。業

務評価局（現独立評価局）の報告書で指摘さ

れた脆弱性を克服するよう設計された新しい

データベースにより、成果フレームワークに

そってストラテジー 2020を実施しているか

把握することが可能になり、早い段階で是正

措置を取ることができるようにしていく。
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ストラテジー実施 
のためのリソース

ADBは、 
ストラテジー2020に 
定めた目標を達成する 
ために必要な財源を常に 
手当てしていく用意が 
なくてはならない。

地域が直面する課題解決には、大量

の資本投資が必要である。ADBの

内部調査によると、今後10年間

での域内インフラ整備に必要な資金は4兆

7,000億ドルが見込まれている。このうち、

3兆1,000億ドルが新規整備分で残額が更新

分となる。環境支援関連に必要な年間投資額

は、再生可能エネルギーに300億ドル、気

候変動への対応に280億ドル、エネルギー

効率向上に140億ドル、水資源の持続可能

な管理に80億ドルなど最大1,000億ドルが

見込まれる。域内の金融セクター整備にもか

なりの資金が必要と予想され、南アジアだけ

で2020年までに銀行への資金供給が1,970

億ドル必要と推定されている32。教育につい

ても、2015年までに初等教育の完全普及に

関するMDGを達成するために生じる資金不

足は、2001～ 2015年で年間70億ドルとさ

れている。

ストラテジー 2020は、ADBに開発パー

トナーとしてリーダー的な役割を課してい

る。それゆえ、この役割に耐え得るだけの知

識と経験に加え、十分な譲許的・非譲許的資

金に裏付けられた業務上リスクの負担能力が

不可欠となる。また、ADBは、ストラテジ

ー 2020に定めた目標を達成するために必要

な財源を常に手当てしていく用意がなくては

ならない。

DMCの譲許的融資およびグラント（無償

32 推定額は、リスクベースの適正資本量、銀行資産の年
10％成長、不良資産比率の漸進的な減少を前提とする。

資金）に対する旺盛な需要は、最近のADB

支援の傾向を見ても明らかである。今後とも

ADBがADFの借入国のMDG達成に向けて十

分に支持・支援し続けることができるかどう

かは、開発機関としての支援に足り得る譲許

的資金を有しているかどうかにかかっている。

ADBの概算見積もりでは、MDG達成に要す

る資金不足額は、ADF借入国29カ国だけで

2009年から2012年までのADFの第9次財

源補充（ADF X）期間に最大1,000億ドルに

達する。また、ADBの長期予想による国民

一人当たりの所得の伸びをもってすると、多

くの現ADF借入国は、2020年時点でもなお

ADFのみ国ないしはブレンド国33としての卒

業基準に到達しない見込みである。ストラテ

ジー 2020の下、ADBは、ADFの財務基盤の

強化のため、ドナー加盟国からの支援が引き

続き必要である。

ADBに対し現在水準以上の非譲許的資金

支援を求める強い需要があることが、OCR

のみ国およびブレンド国などOCR借入国と

の開発業務計画や政策に関する対話を通じて

明らかになってきている。これは特に、経済

成長が高く、国内での組織力の強化が進み、

経済的・社会的インフラの質的向上と環境問

題への取り組みにあたってADBの非譲許的

資金を活用する能力が拡大しているブレンド

国に顕著に見られる。多くの現OCR借入国

では、一人当たりの所得水準が2020年に向

33 「ブレンド国」とは、ADFと通常資本財源（OCR）の
両財源から融資を受けることのできるDMCをいう。
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ストラテジー実施のためのリソース

けても依然として卒業基準を下回る見込みで

ある34。

将来のOCR融資余力は、貧困撲滅および

3つの中心戦略の追求のための業務拡大はも

とより、現行水準のOCR業務継続さえも困

難にするものと見通されている。2020年に

向けてADBの最適融資水準とその財源を決 

34 過去にはOCRのみの借入国は、卒業基準に達する前
に融資の規模を縮小または中止する決定をしているこ
とがある。

定するのはストラテジー 2020の領分を越

えるが、地域における開発金融機関として

のADBの役割を拡充するためには、決定の

ためのプロセスを始め、かつストラテジー

2020実施の早い段階で合意が成立すること

が必要である。
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おわりに

アジア・太平洋地域は急激に成長し

ているものの、非包括的な経済成

長、環境への影響や経済成長の持

続可能性に関する懸念を払拭するためには、

開発の新しいアプローチ、革新的な思索、協

調を軸とする援助を必要となろう。ストラ

テジー 2020は、変革への必要性を認識し、

変わりつつある国際的援助の枠組みの中で

ADBの位置付けを新たにするとともに、業

務の重点を明確にし、業務上および組織とし

ての戦略的目標を設定するものである。ADB

は、ストラテジー 2020に基づいて、財源な

ど組織運営に必要なリソースを確保し、また、

卓越した投資と知識集約型支援を目指し、よ

り多くより効果的な支援ができるよう懸命に

努力することによって、もっと大きな成果と

効果を上げられよう。ストラテジー 2020は、

ADBの潜在能力を十分に引き出し、域内と

国際社会へのさらなる貢献を実現可能とする

ものである。
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発展するアジア・太平洋地域の概略

表A1.1：国内総生産

指標
中央・西
アジア 東アジア 南アジア 東南アジア 太平洋 全世界

GDP 
（2000年価格、 
単位：10億ドル）

2000 118.0 1,879.8 530.2 583.3 6.8 31,800.3

％ 0.4 5.9 1.7 1.8 0.0 100.0

2006 176.7 2,987.6 798.2 781.6 7.7 37,866.4

％ 0.5 7.9 2.1 2.1 0.0 100.0

一人当たりのGDP 
（2000年価格、 
単位：ドル）

2000 576.7 1,425.5 445.7 1,135.2 847.6 5,242.9

2006 772.8 2,181.1 612.8 1,401.5 842.5 5,809.9

製品輸出 
（現在価格、 
単位：10億ドル）

2000 27.0 624.7 55.2 432.0 2.8 6,454.6

％ 0.4 9.7 0.9 6.7 0.0 100.0

2006 76.0 1,618.9 140.4 770.6 5.2 12,063.5

％ 0.6 13.4 1.2 6.4 0.0 100.0

出典：World Development Indicators Online（世界銀行）（ダウンロード日：2008年2月28日）

STRATEGY2020
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表A1.2：貧困
（人数単位：百万人）

1990 2004 2015

指標 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

1日1ドル未満で暮らす人口に占める各地域の割合

東アジア・太平洋 476 38.2 169 17.5 40 6.4

南アジア 479 38.4 446 46.1 256 41.0

ヨーロッパ、中央アジア 2 0.2 4 0.4 2 0.3

中東、北アフリカ 5 0.4 4 0.4 2 0.3

中南米、カリブ海諸国 45 3.6 47 4.9 34 5.4

サハラ以南のアフリカ 240 19.2 298 30.8 290 46.5

合計 1,247 100.0 968 100.0 624 100.0

1日2ドル未満で暮らす人口に占める各地域の割合

東アジア・太平洋 1,113 42.0 684 26.8 296 14.7

南アジア 954 36.0 1,116 43.8 997 49.5

ヨーロッパ、中央アジア 20 0.8 46 1.8 16 0.8

中東、北アフリカ 49 1.9 59 2.3 38 1.9

中南米、カリブ海諸国 115 4.3 121 4.7 102 5.1

サハラ以南のアフリカ 396 15.0 522 20.5 567 28.1

合計 2,647 100.0 2,548 100.0 2,016 100.0

出典：『世界経済見通し2008年』（世界銀行、2008年、ワシントンDC）
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表A1.3：外貨準備と対外債務

指標
中央・西 
アジア 東アジア a 南アジア 東南アジア 太平洋

外貨準備高 
（百万ドル）2006年

48,952.0 1,724,386.0 185,277.0 368,784.0 1,834.0

対外債務額 
（百万ドル）2005年

91,053.0 557,941.0 157,681.0 635,571.0 3,253.0

債務返済額 
（百万ドル）2005年

17,486.0 27,407.0 25,726.0 58,045.0 457.0

対外債務額／ジニ係数（％）
2005年

43.5 12.5 17.6 43.7 36.6

対外債務額／輸出額（％）
2005年

128.3 32.0 564.7 63.8 79.3

a  対外債務額／ジニ係数（％）および対外債務額／輸出額（％）のデータについて、東アジアは中国（PRC）およびモ
ンゴルのみ含む
出典： 「キー・インディケーター 2007年」（アジア開発銀行、2007年、マニラ）、Global Development Finance Online（世

界銀行）（ダウンロード日：2008年3月5日）
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表A1.4：エネルギーと環境

2000/
2001 2005 2015 2030

指標

成長率（％）
2000～
2005年

成長率（％）
2005～
2015年

成長率（％）
2015～
2030年

電気需要
（TWh）

アジア 2,025.0 3,277.0 10.1 6,665.0 7.4 11,131.0 3.5

 (%) 16.1 21.8 31.3 37.4

全世界 12,609.0 15,016.0 3.6 21,278.0 3.5 29,737.0 2.3

 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0

発電量
（TWh）

アジア 2,607.0 4,143.0 9.7 8,233.0 7.1 13,480.0 3.3

 (%) 16.9 22.8 32.2 38.1

全世界 15,391.0 18,197.0 3.4 25,556.0 3.5 35,384.0 2.2

 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0

CO2排出量
（百万トン）

アジア 5,292.0 7,690.0 7.8 12,440.0 4.9 17,464.0 2.3

 (%) 22.3 28.3 36.5 41.7

全世界 23,683.3 26,620.0 2.4 34,071.0 2.5 41,905.0 1.4

 (%) 100.0 100.0 100.0 100.0

出典：世界エネルギー見通し（IEA、2002年および2007年、パリ）
TWh＝テラワット時
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アジア開発銀行の成果フレームワークの構造 a

指標

レベル1：アジア・太平洋地域単位の成果

ミレニアム開発目標
GDP、インフラ、ビジネス環境、ガバナンス、貿易

レベル2：各国の成果に対する主要な支援を通じての貢献度：主要アウトプット

運輸
エネルギー
水
教育（全レベル）
金融

レベル3：業務の実効性

業務品質とポートフォリオ・パフォーマンス
資金の調達
知識開発
パートナーシップ

レベル４：組織の実効性

人的資源の活用
予算の活用
業務プロセス・慣行

STRATEGY2020

a 成果フレームワークには今後も修正が加えられる。指標、ベースライン、および対象も同様。最終的な成果フレーム
ワークは理事会に提出され承認を受ける予定。
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アジア開発銀行の長期戦略枠組み 
2008～ 2020年

ストラテジー 2020について　アジア開発銀行の長期戦略枠組み

アジア・太平洋地域は急激に成長しているものの、非包括的な経済成長、環境への影響や経済成長の持続可能性に関する懸念
を払拭するためには、開発の新しいアプローチ、革新的な思索、協調を軸とする援助を必要となろう。ストラテジー 2020は、
変革への必要性を認識し、変わりつつある国際的援助の枠組みの中でADBの位置付けを新たにするとともに、業務の重点を明確
にし、業務上および組織としての戦略的目標を設定するものである。ADBは、ストラテジー 2020に基づいて、財源など組織運
営に必要なリソースを確保し、また、卓越した投資と知識集約型支援を目指し、より多くより効果的な支援ができるよう懸命に
努力することによって、もっと大きな成果と効果を上げられよう。ストラテジー 2020は、ADBの潜在能力を十分に引き出し、
域内と国際社会へのさらなる貢献を実現可能とするものである。

アジア開発銀行について

経済発展のサクセス・ストーリーが脚光を浴びる一方で、アジア・太平洋地域には、世界の貧困層の3分の2が、また生活費
が一日2ドル未満の人々が約18億人、そのうち9億300万人は一日1.25ドル未満で暮らしているとされています。マニラに本
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貧困がなくなる日の実現をめざし、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と人々の生活の向上を支援しています。
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