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ともに実現する
アジアはこの50年間で大きな変
化を遂げ、同様にADBも大きく変
化した。ADBは自ら進化すること
で、変化する地域のニーズに対応
し、人々の生活を向上させる成果
を出し続けている。

変化を続ける
地域

1966 年の ADB 設立以来、アジア
は世界で最も貧しい地域から世界
の成長の中心へと大きく姿を変え、
今や世界人口の半数以上を抱える。

世界の半分を
支える銀行

ADBは1968年に最初の融資をタ
イに実施して以来、域内に2,670
億ドルを超える支援を提供してき
た。ADBのプロジェクトは経済成
長と貧困削減を支援している。

1997 年から 1998 年の
アジア金融危機では、
最も打撃を受けた
インドネシア、韓国、タイの
3 カ国に 78 億ドルを拠出。

2013 年、ヨランダ（ハイヤン）台風
により壊滅的な被害を受けた
フィリピンに、緊急救済および長期的
支援として 9 億ドルを拠出。

問題解決支援
経済的ショックから自然災害に至る
まで、アジア太平洋地域は様々な逆
境を経験してきた。ADBは緊急資
金の提供や助言を行い、加盟国が
困難な時期を乗り越える手助けを
している。ADB の資金提供により整備された

2,000km にわたるインドの地方道路。
貧困層が大半を占める 200 万人以上が

恩恵を受ける。

300万世帯
に新たに電気を供給 
（2010～2016年）

9万2,000ｋｍ
の道路を建設・改修 
（2010～2016年）

840万世帯
の上水道を整備

（2010～2016年）

人口

17億2,000万人
1966年

39億人
2015年

4,628ドル

1人当たり
GDP

95ドル
1966年

2015年

（1日当たり1.90ドル未満）

3億3,000万人

貧困

2015年

13億9,000万人
1990年  

中国・上海の浦東新区地区は
ADBが支援した2億6,700万ドル

の上海楊浦大橋の開通後、
急成長している。

317億ドル
業務総額

140億6,000万ドル
協調融資

174億7,000万ドル
 融資およびグラント

（無償支援）の承認額

1億6,900万ドル
技術協力

過去最高となった
2016年の実績 ADBとは

ADBは国際開発金融機関。アジア・太平洋地域における貧困の削減と持続可能な経済成長の
促進を目標とする。開発途上加盟国への融資、グラント、出資、保証などの金融支援に加え、開
発知識の共有や政策的助言を行う。

アジア太平洋地域の
生活の向上に
取り組んだ50年



よりよい未来
のために

生活の向上に
取り組む

Ａ Ｄ Ｂ の 50 年：

アジア開発銀行
2016 年次報告
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総裁からのメッセージ
アジア開発銀行（ADB）

は、アジア太平洋地域の
各国政府ならびに世界中
の国々の願いと協力の結
集により 50 年前に設立さ
れ、設立時より、アジア
太平洋地域の経済成長と
地域協力の促進が目的と
されておりました。

ADB を本当の意味での
多国間組織にしたいとい

う、創設に関わった人々の強い思いにより、北米や
欧州の先進国にも ADB への加盟が促され、1966 年
12 月 19 日にマニラにおいて開かれた ADB の開業
式にはアジア太平洋地域から 19 カ国、その他の地域
から 12 カ国、計 31 カ国が参加し、そのスタートを
祝いました。現在では設立当時の 2 倍以上、域内の
48 カ国を含む 67 カ国が加盟しています。

1960 年代半ば、貧困に苦しむアジアでは食料の
供給が不足し、開発資金の活用も限られていました。
それゆえ、ADB は設立当初、農業への技術協力と融
資に重点を置きました。それから 50 年後、この地域

では最も楽観的な予想をも上回る経済成長と貧困削
減が達成されました。

しかし、私たちはこれで満足することはできませ
ん。アジア太平洋地域では、今もなお 3 億 3,000 万
人もの人々が絶対的貧困状態の中で暮らしています。
インフラの不足がいまだに経済成長の足かせとなり、
貧困削減を阻害し、生活水準の向上を妨げています。

国際連合の掲げる持続可能な開発目標と気候変動
枠組条約第 21 回 締約国会議で合意した気候変動対
策の実施もアジア太平洋地域の優先課題です。民間
セクターのさらなる開発、そしてあらゆるレベルで
ジェンダーの平等を行きわたらせる努力が必要です。
都市化、高齢化、公衆衛生などの問題にも対処しな
ければなりません。

この 50 版目となる ADB 年次報告には、域内の歴
史と ADB の貢献について興味深い内容が盛り込ま
れ、ADB という機関の現在の立ち位置が明確に説明
されています。本報告に記された ADB の発展をうれ
しく思う次第です。

アジア開発基金（ADF）の融資業務と通常資本
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左から：（副総裁）Stephen P. Groff、Wencai Zhang、Bambang Susantono、Diwakar Gupta, Deborah Stokes、Ingrid van Wees、
（事務総局長）Juan Miranda、（官房長）Woochong Um.

経営陣

中尾 武彦
総裁・理事会議長

財源（OCR）の統合が 2017 年 1 月 1 日に実行されました。
OCR の資本は、ADF から 308 億ドルの融資やその他の資産
が移されたことにより、173 億ドルからほぼ 3 倍の 481 億ド
ルに増加しました。ADF には 25 億ドルの資産が残され、こ
れがグラント業務に当てられます。新たに拡大した OCR から
は従来の ADF 融資と同じ条件で、より貧しい借入国に譲許的
融資を行いますが、ADF は今後、グラント支援のみを行いま
す。この改革により、ADBの年間の融資とグラントの承認額は、
2014 年の 135 億ドルから 2020 年には 200 億ドルと、目標
とされる 50％増に達することが期待されます（付属資料参照）。

資本の統合は、その実施前から想定どおりの効果をもたら
しました。2016 年に ADB が承認した開発途上加盟国への融
資とグラントの総額は、2015 年の 159 億 9,000 万ドルと比
べ、過去最高の 174 億 7,000 万ドルに達しました。融資実行
額も過去最高の 122 億 6,000 万ドルとなり、民間セクター業
務は 2 年連続して 25 億ドルを上回っています。さまざまな
開発関係者との強力なパートナーシップを背景に、協調融資
も 140 億 6,000 万ドルと記録的な額にのぼりました。こうし
た成果が 2016 年の業務総額を過去最高の 317 億ドルに押し
上げました。

2016 年 5 月、ADF は 2017 年から 2020 年までの大規模
な財源補充を完了しました（ADF12）。ドナー国からの拠出
金により、小国へのグラント供与の最低割当額が 2 倍となり、
災害リスク管理支援の強化と域内の保健安全保障の向上が可
能になります。

アジア太平洋地域への開発融資の増加は、域内の人々の生活
向上への私たちの強いコミットメントを示すものです。ADB
は、この地域の開発支援に取り組んで 50 周年の節目を迎え、
開発途上加盟国の変化するニーズに対応できるよう、なお一
層努力していきます。次の 50 年は、開発途上国への融資と知
識を融合したサービスの提供、優れた政策の促進、そして地
域協力プログラムの拡大といった三つの幅広い分野での取り
組みを強化していきます。

ADBは50周年を迎え、 
開発途上加盟国の変化
するニーズに対応できる
よう、一層努力してまい
ります。
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理事会
理事会の役割は ADB に戦略的な方向性

を示し、政策、融資、グラント（無償援助）
などの業務について承認するとともに、株
主である加盟国の指針を確実に実施させる
ことである。2016 年、理事会は公式会合
を 43 回、非公式な会合を 49 回開催し、
176 億 4,000 万ドルの融資、グラント、
出資、保証、技術協力プロジェクトを承認
したほか、バングラデシュ、中華人民共和
国、インドネシア、タジキスタン、東ティ
モール、ベトナムに対する新たな国別支援
戦略を承認した。また、太平洋の最小島嶼
国 11 カ国に対する包括的な支援戦略とし
て機能する戦略枠組み、太平洋アプローチ

（2016 ～ 2020 年）も承認した。

主な政策的取り組み
2015 年、最も必要とする国がより多く

開発援助を利用できるよう、理事会は、ア
ジア開発基金（ADF）の融資業務を ADB
の通常資本財源（OCR）に統合する提案を
承認した。本統合にあたり、2016 年に理
事会は、ADF のグラント業務および OCR
業務に関する財務政策の改正を承認した。
OCR 財務政策の改正では、連結貸借対照表
の財務管理を最適化し、譲許的融資の受益

国に対し融通できる通貨の選択肢を広げる
ことを目指した。

理事会は、ADB の主な危機対応融資機能
である景気循環相殺政策支援ファシリティ

（CSF）の変更を承認した。この変更は、
CSF のアクセス基準を改善すると共に、理
事会の関与を強化し、他の多国間組織との
連携を向上させ、危機対応融資と政策ベー
ス融資の違いを明確にした。理事会は、各
国のパフォーマンスに基づく ADF 資金の
配分政策と ADF グラント枠組みを統合し
た譲許的支援政策の改正を支持した。ADF
と OCR の統合と各種政策の整合性を図る
ため、信頼できる国際的な信用格付機関と
連携する、あるいは社会的責任のある投資
を検討するなど、より視野を広げる方向で、
ADB は投資戦略と権限を見直した。 

理事会は、実施中である ADB の自己資
本規制の枠組みの見直しにガイダンスを与
え、職員退職制度を強化する改革を提案し
た。特に、税の適正化を促進し脱税を防止
するため、ADB の汚職防止政策の改正を承
認した。改正された政策は、開発途上加盟
国（DMC）が国内の財源を動員するため
の支援を強化し、特に国別支援戦略策定時

前列左から：
（理事）Paul Dominguez

Mathew Fox、長谷川浩一
Won-Mok Choi
Maurizio Ghirga

Zhongjing Wang
（総裁・理事会議長）

中尾武彦
（理事）

Bhimantara Widyajala
 David Murchison

Philaslak Yukkasemwong
Swati Dandekar

Kshatrapati Shivaji

後列左から：
（理事代理）

Muhammad Sami Saeed
Scott Dawson

田部真史
Johannes Schneider

Wenxing Pan
 Mario Di Maio

Joar Strand
Philip Rose

Rokiah Hj Badar
Michael Strauss

Sharafjon Sheraliev

写真不在
（理事）Mario Sander
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メンバーは小グループで開発途上加盟国への訪問を
行っている。こうした訪問において、理事会メンバー
は ADB の事業を視察し、政府関係者、二国間・多
国間援助機関、市民社会組織、民間セクターパート
ナー、プロジェクト受益者と対話をすることができ
る。

3 月、理事会メンバーは東ティモールを訪問し、
経済の多様化に向けた国の見通しに関して各種関係
者とハイレベル協議を行い、交通インフラ、人的資
本投資、地方行政サービスに対する ADB の支援に
ついて話し合った。6 月にはジョージアとアルメニ
アを訪れ、両国の道路整備、基礎的都市サービス、
再生可能エネルギー、インフラ投資の持続可能性、
災害への対応力の改善にかかる ADB の役割を確認
した。10 月下旬から 11 月上旬にかけてはトンガと
ナウルを訪問し、気候変動に適応可能な設計のなさ
れた校舎の建設と送電線、ブロードバンド接続の確
立、港湾拡張支援などの ADB プロジェクトを実地
視察した。

における開発途上加盟国との政策対話において税の
適正化問題を盛り込むよう求めるものである。

理事会はまた、非公式会合において、組織対応力、
ADB の融資にかかる現地通貨調達、調達枠組み改革、
地域協力・統合に関する業務計画、ADB 貿易金融プ
ログラムの見直しの進捗について議論した。

理事会委員会
2016 年、監査、予算、コンプライアンス審査、

開発効果、倫理、人事の六つの委員会が理事会をサ
ポートした。

監査委員会は、事業継続性、災害リスク管理、汚
職防止とインテグリティに関し、見直し・検討を行っ
た。コンプライアンス審査委員会は、監察審査パネ
ルに提訴された 3 件の事案の是正措置の実施を確認
した。2016 年、人事委員会は、職員の採用と最適
な活用、定員管理、リーダーの養成、人材の多様化
や職場の一体性など改革の実施について議論し、ま
た職員の年金・健康保険制度についても議論した。

予算委員会は、2017 年の ADF・OCR 統合初年
度の業務拡大の観点から広範囲な予算審議を行い、
組織対応力と情報技術改革に関する予算の優先付け
についても検討した。

開発効果委員会は、ADB のパートナーシップ、環
境的に持続可能な成長、民間セクター業務、中所得
国への関与、いつかの国におけるセーフガード実施
の実績、スリランカでの業務効果に関する独立評価
について検討した。

パートナーシップと知見の交換
理事会は ADB 加盟国やその他の開発パートナー

との知見の交換を重視し、ADB 総務、総務代理、そ
の他有識者が ADB 本部を訪れる際、ADB の業務に
影響を与えるような世界的あるいは地域的な開発に
ついて話し合う非公式な機会を持っている。

2016 年、理事会は、太平洋諸島フォーラム事務
局長、ドイツの ADB 総務、新開発銀行およびアジ
アインフラ投資銀行の各総裁をはじめとするさまざ
まな訪問者と非公式会合を開催した。こうした非公
式会合において理事会は、太平洋地域の業務計画、
技術・職業教育・研修、今後のパートナーシップ、
協調融資機会などについて ADB のパートナーと対
話の機会を持つことができた。

域内の開発ニーズを十分に理解するため、理事会

理事会のナウル訪問 
11月、ADB理事会の小グループがナウルを訪

問し、政府に対し、ADBの技術協力により取り組
んだソブリン・ウエルス・ファンド設立を祝福した。
バロン・ワカ・ナウル共和国大統領（写真中央）、財
務大臣、その他開発パートナーの代表と会った参
加メンバーは、ナウルのような小国に特有の開発
問題に関する認識を深めることができた。
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財務実績
2016年の承認額  

174億7,000万ドル
融資、グラントなど

1億6,900万ドル
技術協力

140億6,000万ドル
協調融資（信託基金を含む）

2016年のコミットメント額  

133億1,000万ドル
融資、グラントなど

1億8,000万ドル
技術協力

131億ドル
協調融資（信託基金を含む）

2012～2016年におけるADBの承認額と2016年のコミットメント額
承認額 2016

(単位：百万ドル) 2012a 2013a 2014a 2015a 承認額 コミットメント額b

融資、グラントなど
財源別

通常資本財源  9,632  10,192  10,342  13,113  14,389  11,015 
融資  9,373  10,015  10,137  12,638  13,797 c, d  10,708c, d 
保証  128  35  20  341  515  212 
出資  131  142  185e  134  77  96 
アジア開発基金  2,846  3,850  3,091  2,867  3,073  2,284 
融資  2,180  3,008  2,686  2,514  2,556c  1,803c 
グラント  666  843  405  353  518  481 
特別基金f  4  7  0  7  9  9 
グラント  4  7  0  7  9  9 
小計 12,482  14,048  13,433  15,987  17,471  13,309 

業務別
ソブリン 11,127  12,589  11,571  13,362  14,970  11,515 
融資 10,457  11,740  11,166  13,001  13,943c  11,024c

保証  -  -  -  -  500 - 
グラント  670  849  405  360  527  491 
ノンソブリン  1,355  1,459  1,862  2,626  2,502  1,794 
融資  1,096  1,282  1,657  2,150  2,410d  1,486d

保証  128  35  20  341  15  212 
出資  131  142  185e  134  77  96 
小計 12,482  14,048  13,433  15,987  17,471  13,309 

技術協力
ソブリン  146  149  148  136  162  170 
ノンソブリン  5  6  11  5  7  11 
小計  151  155  158  141  169  180 

協調融資（信託基金を含む）
ソブリン  2,155  3,714  4,216  6,142  8,225  7,449 
ADBが管理する信託基金  206  299  147  205  402  399 
二国間  944  1,753  902  2,232  3,263  3,487 
多国間  939  1,655  2,733  3,492  4,250  3,480 
その他g  65  6  434  213  311  83 
ノンソブリンh  6,117  2,933  5,006  4,593  5,836  5,653 
小計  8,272  6,647  9,222  10,735  14,061  13,102 

合計 20,905  20,850  22,813  26,863  31,701  26,591 
－＝ゼロ、0＝50万ドル未満
注：小数点以下の処理により数字と合計と一致しない場合がある。
a 終了した融資、グラント、出資、保証、技術協力を除く。
b  コミットメント額は、ADBの理事会またはマネジメントによって承認され、借入国、受益国、被投資会社のいずれかと

ADBが投資契約に署名した融資額。投資契約の金額が署名時の為替レートにより承認額と異なる場合がある。ADBが管理
しない協調融資（公的、民間を問わない）の署名額がすぐに利用できない場合は承認額が用いられている。

c  2016年2月、6月、9月、11月、12月に承認された5件のプロジェクト設計前渡金（プロジェクトにより200万ドル
～1,000万ドル）を含む。

d 会計基準に従って、財務諸表では債権に分類された2億2,500万ドルを含む。
e 会計基準に従って、財務諸表では債権に分類された1,000万ドルを含む。
f  アジア太平洋災害対応基金や気候変動基金などアジア開発基金以外の特別基金。
g    「その他」には、財団や企業の社会的責任（CSR）プログラムを通じた民間セクターの協調融資のほか、各国の開発銀行な

ど公的な協調融資に該当しないすべての公的財源を含む。
h  ノンソブリンの協調融資には、貿易金融プログラム協調融資、Bローン、パラレル・ローンなどの民間協調融資が含まれ

る。
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承認額とコミットメント額
2016 年、協調融資を含む ADB 承認額は 317 億ドルに達した。このうち

174 億 7,000 万ドルが ADB の通常資本財源（OCR）、アジア開発基金（ADF）
およびその他の特別基金から供与されたソブリンおよびノンソブリン・プロ
ジェクトの承認額、1 億 6,900 万ドルが特別基金による技術協力の額、140
億 6,000 万ドルが協調融資のパートナーにより供与された額である。

コミットメント総額は 265 億 9,000 万ドルであり、うち 134 億 9,000
万ドルが ADB により供与された額、131 億ドルが協調融資の額である。

実行額
2016 年、融資およびグラントの実行総額（OCR、ADF、およびグラント

のためのその他の特別基金）は 122 億 6,000 万ドルとなり、2015 年から
3,795 万ドル（0.3％）増加した。

財源
授権資本と応募済資本はそれぞれ 1,430 億 2,000 万ドルおよび 1,427 億

ドルであった。OCR に含まれるその他の財源である収入および実現純利益は
総額で 16 億 9,000 万ドルとなり、うち 10 億 5,000 万ドルは融資からの、
3 億 9,855 万ドルは投資による資金運用、そして 7,924 万ドルは出資その
他による利益であった。拠出金および収入からなる ADB 特別基金財源の合
計は 5 億 786 万ドルで、その主な内訳は、ADF が 4 億 3,734 万ドル、技術
協力特別基金が 5,419 万ドル、アジア開発銀行研究所特別基金が 1,348 万
ドル、金融セクター開発パートナーシップ特別基金が 285 万ドルであった。

2016 年、ADB は公募債（181 億 9,000 万ドル）および私募債（24 億 1,000
万ドル）の発行を通じて 206 億ドルの中長期資金を調達した。公募債はドル
建てグローバル・ベンチマーク債 4 件（97 億 5,000 万ドル）を含む。

2015 年のグリーン・ボンド・プログラムの開始に続き、ADB は 2016 年
に二本建てのグリーン・ボンドを発行し、総額 13 億ドルを調達した。2016
年末時点のグリーン・ボンドの借入残高は 18 億ドルであった。気候変動対
策の支援拡大に合わせて、ADB はグリーン・ボンド市場での定期的な債券発
行を継続する予定である。

2016年12月末時点の財源状況 
（単位：百万ドル） 2012 2013 2014 2015 2016
通常資本財源

授権資本 163,512 163,840 154,092 147,547 143,022 
応募済資本 163,129 162,809 153,056 147,052 142,699 
払込資本および準備金 16,420 17,138 16,938 17,446 17,323 
借入残高a 64,762 61,615 62,688 66,054b 74,476b

アジア開発基金 33,346 33,359 31,478 30,784 30,948 
a  未払いの利息と手数料を含む。
b  未償却のプレミアムおよび割引額を含む。 

融資およびグラントの実行総額
（2012 ～ 2016年）
（単位：百万ドル）

2012 8,592

8,542

10,009

12,225

12,262

2013

2014

2015

2016

通常資本財源の借入額
（2012 ～ 2016年）
（単位：百万ドル）

15,067

12,725

14,724

20,265

22,932

2012

2013

2014

2015

2016

通常資本財源の業務利益
（2012 ～ 2016年）
（単位：百万ドル）

465

469

571

343

521

2012

2013

2014

2015

2016
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よりよい
未来のために
生活の向上に
取り組む

過去 50 年間、アジア開発銀行（ADB）は、かつて
極度の貧困と飢えに苦しんでいたアジア太平洋地域を
変革する取り組みを行ってきた。現在、域内の国々は、
世界全体の国内総生産（GDP）の 3 分の 1 を占め、世
界の経済成長の半分以上を担っている。アジア太平洋
地域は大きな経済勢力として浮上し、多くの国々で生
活水準が劇的に向上した。

ADB は開発途上加盟国（DMC）のために働いてき
たことを誇りとしている。加盟国と連携し、融資やグ
ラントで 2,670 億ドルを動員し、域内のインフラ整備

（交通、エネルギー、情報通信技術、水道、その他都市
インフラ・サービス）、特に業務開始当初では農業開発
支援、そして教育、保健衛生の向上、民間ビジネスの
活性化、気候変動対策、投資誘致、地域協力・経済統
合に取り組んできた。

しかし、50 年にわたる支援の実施にも関わらず、ア
ジア太平洋地域はいまだ深刻な課題に直面しており、
ADB が取り組むべきことはたくさんある。

数多くの開発課題の中でも特に、急激な都市化、気
候変動の脅威、水やエネルギーの需要の高まりという
困難な問題に直面している。貧困と不平等が依然とし
て蔓延し、域内の人口の約 9％に当たる 3 億 3,000 万
人の人々は、今も極度の貧困の基準となる 1 日 1.90 ド
ル未満で生活し、12 億人は低中所得国の標準的な貧困
水準である 1 日 3.10 ドル未満で生活している。さらに、
持続可能な開発目標（SDGs）に基づくコミットメント
がなされ、また 2015 年に採択された国際的な気候変
動に関する合意に基づき、野心的な国際開発アジェン
ダが設定された。

アジア開発銀行の50年

1966年

アジア開発銀行（ADB）は、1966 年 12
月 19 日に開業。、本部をフィリピンの首都マ
ニラに置き、加盟国 31 カ国、資本金 10 億
ドル、職員 40 名で業務を開始した。

ADB 年次報告｜2016



将来の課題への対応
2016 年、開発途上加盟国の高

まる需要に対応するため、ADB
の業務承認総額は過去最高の 317
億ドルに達した（ADB 自身の財
源からのソブリンおよびノンソブ
リン業務 174 億 7,000 万ドル、
技術協力 1 億 6,900 万ドル、各
種パートナーからの協調融資 140
億 6,000 万ドル）。317 億ドルの
うち、2016 年に承認され、融資
先あるいは相手先が署名した融資
業務として、ADB は 265 億 9,000
万ドルをコミットした。この過去
最 高 の 融 資 額 は、2015 年 4 月
に決定した ADB のアジア開発基
金（ADF）の融資業務と通常資本
財源（OCR）のバランスシート
の統合による業務拡大を反映して
いる。2017 年 1 月に実施された
統合により、ADB の融資能力が
2020 年までに 200 億ドルに拡
大する。

2016 年 5 月、ADB は 2017
年から 2020 年までの期間に 33
億ドルの資金を確保する ADF の
11 回 目 の 財 源 補 充（ADF 12）
に合意した。これにより、今後
4 年間の最貧国へのグラント支援
は、2013 年から 2016 年の期間
と比較し 70％増加する。ADF12
により小国へのグラントの最低割
当額が 2 倍に増え、さらなる災

害リスクの削減を支援するグラン
トと譲許的財源を提供するととも
に、地域の健康安全保障への支援
を拡大することができる。

2016 年、ADB は 新 た な 長 期
戦略の検討を進めた。これが完成
すれば、ADB による 2030 年ま
での開発途上加盟国に対する取り
組みの指針となる。この戦略は、
ADB 業務と 2015 年 9 月に承認
された SDGs および 2015 年 12
月にパリで承認された新たな世界
的な気候変動に関する合意（パリ
協定）との整合性を図り、ADB
と中所得国との協力を強化し、ま
た、脆弱で紛争の影響を受ける国
への支援を深める方策を示す内容
となることが期待される。2016
年を通して、ADB は、各国政府、
民間セクター、開発パートナー、
そして ADB 経営陣および職員な
ど各種関係者とこの新たな戦略に
ついて幅広く協議した。

戦略的重点の継続
現在の長期戦略枠組みに基づ

き、ADB 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、地域協力・統合の三つの相互
補完的な開発アジェンダの推進を
継続する。

インクルーシブな成長は、経
済機会の多様化をより促進し、社
会サービスを向上させるだけでな
く、より幅広い階層の人々がこう
した機会やサービスを活用するこ
とにより恩恵を受けることができ
るようにする。2016 年、ADB は
国単位のあるいは地域的な取り組
みを通じて、インクルーシブな経
済成長を促進した。これは、（特に
開発の遅れた地域の）インフラ整
備、教育、保健、社会保障の支援
などを含む。フィリピンでは、社
会保障を支援し、最も貧しい状況
にある約 440 万世帯に条件付現
金給付を行うプロジェクトに 4 億
ドルの追加融資を承認した。ミャ
ンマーでは、41,000 人の若者と
教育従事者を対象にした技能研修
など、恵まれない若者の新たな経
済機会への参加を支援する 9,850
万ドルの教育支援融資を承認し
た。人口高齢化に対処するため、
インドネシア、モンゴル、スリラ
ンカ、タイ、トンガ、ベトナムで
は、高齢者介護を支援する技術協
力を承認した。4 月には、アジア
太平洋地域のインクルーシブ・ビ
ジネスを促進する行動計画を承認
した。この行動計画は、特に貧困・
低所得国の問題を解決する革新的
な民間投資をサポートする。

9

情報通信技術
0.3%（1%）

保健
1%（2%）

26%（33%）
エネルギー

22%（17%）
交通

11%（15%）
金融

13%（10%）
公共部門管理

5%（4%）
教育

6%（0.1%）
産業・貿易

農業・自然資源・農村開発
6%（5%）

9%（12%）
水道・その他都市
インフラ・サービス

インド
17%（15%）

中華人民共和国
12%（13%）

アゼルバイジャン
10%（2%）

インドネシア
10%（9%）

パキスタン
9%（11%）
バングラデシュ
6%（7%）
フィリピン
5%（5%）
ベトナム
4%（6%）

その他
26%（31%）

2016年のADB業務
通常資本財源とアジア開発基金の承認額（174億7,000万ドル）

国別 セクター別

カッコ内の数字は2015年の割合
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ADB はまた、持続可能なインフ
ラと自然資本の維持、環境ガバナ
ンスの改善、そして気候変動への
対応を支援する 81 件のプロジェ
クト（107 億 5,000 万ドル相当）
を承認し、環境に調和した持続可
能な成長に貢献した。ADB は戦
略的優先課題の一つとして気候変
動を常に重視しており、2020 年
まで気候変動関連プロジェクトに
毎年 60 億ドルを投資する目標達
成に向かって順調に進んでいる。
2016 年、気候関連融資に 44 億
4,000 万ドルを承認し（7 億 64
万ドルの外部資金を含む）、ADB
が 6 年前に気候関連融資額の分類
と記録を開始して以来の最高額と
なった。ADB は気候変動の緩和
に 32 億 5,000 万 ド ル、 適 応 に
11 億 9,000 万ドルを拠出し、エ
ネルギー効率の向上を促進し、環
境への影響を最小限に抑える先端
技術の利用を支援している。ベト
ナムでは、ハノイとホーチミン市
の地下鉄プロジェクトを支援し、
よりクリーンかつ効率的で優れた
総合都市交通を提供した。

ADB は、中華人民共和国（中
国）、ラオス人民民主共和国（ラ

オス）、モンゴルの各都市におけ
る高速バス輸送システムプロジェ
クトを支援し、クリーンな自動車、
自動改札システム、高度道路交通
システム、省エネ街路灯など環境
に優しい高品質のインフラの実現
に貢献している。

2016 年、ADB は地域協力・統
合を支援するプロジェクトに 54
億ドルを承認した。ADB の融資
により、アフガニスタンの電力
輸入拠点であるプリ・フムリとカ
ブール間に送電容量 1,000 メガ
ワットを備えた 500 キロボルト
の送電線整備が開始された。こ
れによってウズベキスタン、タジ
キスタンおよびトルクメニスタン
から（アフガニスタンの）カブー
ルへ、そしてアフガニスタン南部
および東部の主要な給電所に、年
間を通じてエネルギーを供給でき
る。中国に対しては広西自治区と
北ベトナムの国境地帯のインフラ
と貿易を改善するため、4億5,000
万ドルの融資を承認した。また、
インドでは、世界的な物流ネット
ワークにつながるヴィシャカパト
ナムからチェンナイの産業回廊の
成長と競争力を向上するため 3 億

7,000 万ドルの融資を承認した。
カンボジア、ラオス、ミャンマー、
ベトナムに対しては、主要な州や
省における新たな感染症など公衆
衛生の重大な脅威への対応を改善
するメコン河流域圏の保健安全保
障プロジェクトを承認した。9 月に
は、2016 年から 2020 年を対象
とする地域協力・統合に関する初
の業務計画を承認した。本計画は、
地域連結性の強化、競争力の向上、
金融・災害リスク、国境をまたぐ
保健、自然資源の共有、気候変動
の取り組みなどの課題に対する地
域資源の活用と各国の協力の改善
に焦点を当てている。

多様なセクターに広がる
強力な支援

ADB は、2016 年 に 再 生 可 能
エネルギーおよびエネルギー効率
化プロジェクトに 25 億 4,000 万
ドルを承認した。クリーンエネル
ギー事業への投資額は 6 年連続で
その年間目標を上回り、この分野
に毎年 30 億ドルを投資するという
2020 年の目標に既に近づいてい
る。2016 年の投資を通じて ADB
は、気候変動パリ協定に基づいて

ADB 融資はエネル
ギー、農業、交通、金
融に集中。

1960年代後半

第一次石油危機が多くのアジア諸国
を直撃。ADB は迅速に対応し、地場
のエネルギー源開発とエネルギー効率
改善を進めるためにエネルギー・セク
ターへの融資を拡大。

1970年代初頭

34億ドル
1967～1976年

アジア太平洋地域へのADB融資総額

1,403億ドル
2007～2016年

過去と現在

融資、グラントなど
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各開発途上加盟国が決定した行動
計画の実施を支援した。その結果、
再生可能エネルギー源による電力
が 2,056 メガワット増加、年間
の節電量は毎時 4,692 ギガワッ
ト、年間の二酸化炭素排出削減量
は 1,350 万トンに及んだ。

ADB は交通プロジェクトの融
資とグラントに 40 億 9,000 万ド
ルを承認した。承認された道路プ
ロジェクトにより、交通安全と道
路維持管理に取り組む一方、農村
へのアクセス改善、道路の輸送能
力と質の向上が図られる。9 月、
ADB は、バングラデシュに 102

キロメートルの鉄道路線を新たに
建設する過去最大規模の鉄道プロ
ジェクトを承認した。これにより
チッタゴン－コックスバザール回
廊地域の約 200 万人の地域連結
性と交易の改善を支援する。同月、
交通における SDGs について、知
識の共有と開発途上加盟国との対
話を強化するため、「万人のため
の持続可能な交通」を 2016 年
のテーマとして、第 5 回 ADB 交
通フォーラムを開催した。10 月、
ADB と八つの開発パートナーが、
エクアドルでの第三回国連人間居
住会議（ハビタット III）で採択さ
れたニュー・アーバン・アジェン

ダの実施を支援する都市の移動性
に関する共同宣言に署名した。

ADB は都市の居住性改善を支
援する都市開発や上下水道整備の
プロジェクトに 20 億ドル以上を
承認した。太平洋地域への投資が
増え、プロジェクトの承認額は
4,400 万ドルに上った。ADB は
先端技術の導入と気候対応力強化
を促進するため、中国における廃
水処理のための生態系に配慮した
湿地公園の開発に 1,500 万ドル、
バングラデシュ・ダッカの気候対
応型水供給システムに2億7,500
万ドルを承認した。9 月には、イ

バングラデシュに最初
の駐在員事務所を開設。

1982年

ADB の担う役割は拡大し、アジア太平洋
地域の開発問題について、新たな考え方の
発信拠点となるほか、環境、教育、女性お
よび女子への支援を拡充する。

1980年代

パキスタン：河川の力を活用 
パキスタン、カイバル・パクトゥンクワ州にあるベシャムの住民をはじめとして、

約 500 万の人々が偉大なるインダス川の恩恵を受ける。

パキスタンは長年にわたり電力不足に悩まされ、ピーク需要時の電力不足は
5,000 メガワットを超えると推定される。電力不足により予期せぬ停電や計画的
な停電を強いられ、経済や社会の混乱につながっている。

解決策の一つが、世界最高峰の山々や氷河を下り、カイバル・パクトゥンクワ州、
パンジャブ州、シンド州の灌漑された広大な平野を流れるインダス川である。

インダス川の河川網は、パキスタンの現在の総電力需要量の 3 倍に相当する
6 万から 7 万メガワットの発電能力があると見積もられている。 

インダス川のラノリア流れ込み式水力発電プロジェクトは、パキスタンの豊か
なクリーン・エネルギーのポテンシャルを活用する幅広い取り組みの一環である。
このラノリア・プロジェクトは、再生可能エネルギーを開発する ADB 支援プロ
グラムに基づき、カイバル・パクトゥンクワ州政府が建設する 2 件の水力発電プ
ロジェクトの一つである。また、パンジャブ州の灌漑水路に設置する 4 基の水
力発電所への融資も含む 5 億 1,000 万ドルのプログラムは、国家発電計画の
一環として新たに約 60 万世帯に電力を供給し、480 万人の生活を向上させる。

ラノリア・プロジェクトは、建設時に 2,000 人以上の雇用を創出し、地元に
大きな便益をもたらした。うち約 150 人が熟練労働者で、その多くが継続して
発電所の仕事に従事する。地元の雇用に加え、プロジェクトにより主要道路が整
備され、近郊の町ベシャムの学校、病院、市場へのアクセスを改善した。
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シップ・ファシリティが、これ
ら承認プロジェクト 28 件のう
ち 14 件、12 億 7,000 万 ド ル
を支援した。この投資を通じて、
クリーンな上下水道整備の拡大、
灌漑の生産性と効率の改善、全
体的な水安全保障の向上を支援
し て い る。8 月、ADB は 域 内
48 カ国のうち 29 カ国におい
て水の安全保障が不十分である
と評価した『アジア水開発展望

（Asian Water Development 
Outlook: AWDO）2016』 を
発表した。ADB は水不足や気候
変動など緊急の課題に対応し、
水の利用可能量と使用量の測定
や灌漑における水の生産性を向
上するため、リモート・センシ
ング技術を使用した先駆的な取
り組みを進めた。こうした取り
組みはカンボジア、インド、イ
ンドネシア、パキスタン、スリ
ランカ、ウズベキスタン、ベト

ンドの地域経済回廊を支援するた
めに 5 億ドルの融資を承認した。
このプロジェクトにより経済成長
を活性化し、「スマート」な都市
を構築する。同月、日本政府が未
来都市プログラムの支援に 200
万ドルのグラントを提供した。こ
のプログラムは都市住民、特に貧
困層と女性、の生活水準改善の
ためのスマート・ソリューション
の策定を目指している。11 月、
ADB は都市開発・水プロジェク
ト策定において地球観測システム
を利用するため欧州宇宙機関との
提携趣意書に署名した。

ADB は 2016 年、水関連プロ
ジェクトに 24 億 2,000 万ドル
を承認した。これには、上下水
道、灌漑・排水、洪水制御、水資
源管理、水力発電関連のプロジェ
クトが含まれる。ADB の水関連
ファイナンシング・パートナー

ナムに恩恵をもたらした。 

2016 年、ADB は教育支援に 7
億 7080 万ドルを承認した。これ
には教育セクターを直接対象とす
る投資とマルチセクター・プロジェ
クトの中の教育分野支援分も含ま
れる。バングラデシュ、カンボジ
ア、ラオスの労働市場ニーズに応
える技能研修プロジェクトを支援
し、ミャンマーに対し、技能研修
を支援する初の教育セクターへの
融資を行った。また、太平洋地域
とラオスの高等教育プロジェクト
やネパールとベトナムの学校制度
改革プロジェクトの融資も支援し
た。この投資により、700 万人以
上の学生が恩恵を受け、約 20 万人
の教師が研修を受けることが見込
まれている。4 月、ADB は、ドナー
と緊密に連携し、国際的な教育融
資ファシリティの設立に着手した。
9 月に開催された「2016 国際技能

ADB は、「メコン河流域圏プログラム」を
立ち上げるなど経済協力促進の先駆的な役割
を担う。本プログラムは、ADB 業務の旗艦プ
ログラムとなり、中央アジアや南アジア諸国
の先例となる。

中華人民共和国の加盟やイン
ドの積極的な借り入れなど、引
き続き融資業務は拡大し、域内
の活動が進展。

1990年代初頭1986年

44億
4,000万ドル

気候変動対策に
融資
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フォーラム」においては、技能開
発を教育プロジェクトの策定・実
施に組み込む共同のアプローチを
紹介した。

金融セクターの融資承認総額は
2016 年の ADB 融資総額の 12％
に相当する 20 億 2,000 万ドル
に達した（ソブリン業務が 71％、
ノ ン ソ ブ リ ン 業 務 が 29 ％）。
2016 年の融資は中小企業、金
融・資本市場、インクルーシブな
金融、金融セクター開発に集中し
た。域内の金融セクターを開発す
るため、革新的な手法や先端技術
を用いるプロジェクトへの投資を
行った。例えば、インド最大の商
業銀行の一つであるパンジャブ国
立銀行に 5 億ドルの融資ファシリ
ティを設立した。その資金からイ
ンド全体に屋上太陽光発電システ
ムを設置するデベロッパーやエン
ドユーザーへの融資を行う。

2016 年、ADB は 3 億 4,100
万ドルの保健セクター投資を承認
した。内訳は、フィリピンの社会
保障プログラムの保健コンポーネ
ントを支援する 1 億 7,500 万ド
ル、スリランカのプライマリー・
ヘルスケア施設の建設に 100 万
ドル、感染症発生の共同研究への
融資などメコン河流域圏の国境地
帯の地域協力と感染症制御の改善
に 1 億 2,500 万ドル、中国の高
齢者介護に関する官民連携事業に
4,000 万ドルである。さらに、中
国の高齢者介護、ラオスの保健セ
クター・ガバナンス改革、ウズベ
キスタンの電子医療開発、ベトナ

ムの社会健康保険などの医療プロ
グラム、バングラデシュの国民皆
保険、高齢者介護、プライマリー・
ヘルスケアへの技術協力を承認し
た。また、地域の健康安全保障の
強化のため ADF 適格国に対して追
加の ADF グラントを割り当てた。 

2016 年、農業、自然資源、農
村開発については、ソブリン融資
とグラントに 10 億 8,000 万ドル、
ノンソブリン投資に 2 億 4,000 万
ドルを承認した。食料の供給と品
質を改善するため、物流、品質・
安全基準、気候適応技術、その他
生産性を向上させるプロセスなど、
農業や食料バリューチェーンへの
投資を増加した。また、衛星情報
を用いたリモート・センシング、
地理情報システム、点滴灌漑、情
報通信技術を採用し、農村地域の
自然資源の減少と労働人口の縮小
への対応にも取り組んでいる。 

地球規模の課題への対処
ジェンダー：2016 年に新たに承

認したプロジェクトの 44％、特に、
教育、保健、社会保障、農業、イ
ンフラ、公共部門管理、産業・貿易、
金融分野においては、ジェンダー
の平等の要素を含み、特に女性と
女子のエンパワーメントを支援す
るものであった。ADB はまた、プ
ロジェクト終了後も引き続きジェ
ンダーの平等についてのモニタリ
ングを継続した。ADB のプロジェ
クトのもと、域内の 72 万 7,300
人の女性と女子が医療、教育、銀
行取引・貯蓄、起業、灌漑その他

の土木施設の維持管理の研修を受
けた。また ADB の支援により、
約 6 万 2,800 人の女性が収入を得
たり生活を改善させる活動を開始
し、約 9 万 7,400 人の女性が自治
体や地域レベルの委員会や団体に
参加した。ラオスでは、少数民族
の女性と子どもが質の高い医療や
治療を受けられるように ADB が
支援した。このプロジェクトによっ
て、対象地域では熟練看護師立会
いによる出産が 25% から 58% に
増えた。 

環境と気候変動：ADB は、環境
的に持続可能な経済成長の実現に
向けた民間セクターの役割をテー
マにした第 1 回グリーンビジネ
スフォーラムを開催した。フォー
ラムにはグリーンビジネスのリー
ダーや政府関係者など、革新的な
グリーンビジネスソリューション
の共有やクリーン技術と持続可能
な管理に関する知見の交換、そし
てパートナーシップの構築に関心
のある関係者など 400 名以上が参
加した。2016 年、ADB は、持続
可能性のさまざまな側面を支援す
る国別ならびに地域をカバーする
プロジェクトの支援も行った。中
国では、京津冀（北京・天津・河
北）地域の大気環境を改善するた
めのグリーン融資制度設立に 5 億
ドルを承認した。ミャンマーで
は、国の中央部の乾燥地域におけ
る農業セクターの近代化に 7,500
万ドルの融資を承認した。同融資
には、土地管理を改善し、保護林
を守る地球環境ファシリティのグ
ラントが追加され、灌漑と全地区

アジア金融危機の発生。ADB をはじめとする国際金融機
関が結集してアジア各国の経済安定を支援し、最も影響を
受けた 3 カ国、インドネシア、韓国、タイに 1997 年から
1999 年まで緊急融資 78 億ドルを拠出。

1997年 1999年

貧困削減を包括的
目標とする独自の戦
略を導入。
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にわたる農業バリューチェーンの
改善も支援した。気候変動に対処
するため、ADB はフィリピンの
地熱エネルギーの信用補完を承認
した。これは認定プロジェクト対
象の気候ボンドの発行を支援する
もので、新興市場における初の単
独プロジェクト対象の気候ボンド
であった。民間セクターと協力
し、ADB は、中国の気候対応型
の営農システムを実証する 1 億
ドルの融資を承認した。ADB の
純利益より出資した気候変動基金
は、ADB の投資プロジェクトに
おける気候リスクの管理に極めて
重要な役割を果たした。2016 年、
ADB はクック諸島のエネルギー
貯蔵システム設置と再生可能エネ
ルギーへの民間セクター投資支援
に、緑の気候基金から 1,200 万
ドルの承認を確保した。緑の気候
基金は、クック諸島、マーシャル
諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、
パプアニューギニア、サモア、ト
ンガといった太平洋地域の国々が
ディーゼル発電から太陽光発電、
水力発電、風力発電に移行する再
生可能エネルギー・プログラムの
支援に 500 万ドルのグラントも
承認した。

災害対応力：2016 年、ADB は
災害リスクの削減、包括的な災害
対応力の向上、あるいは災害への
対応を支援する 52 件のプロジェ
クトへの融資を承認した。また、
パキスタンの国家災害リスク管理
基金設立に 2 億ドルを承認した。
クック諸島に対しては、ADB 初
の災害対策融資として 1,000 万
ドルを承認し、フィジーのサイク
ロン「ウィンストン」を受け、イ
ンフラ再建、学校修復、住宅支援
など災害復旧プログラムに 5,000
万ドルの短期融資を承認した。ま
た、アジア太平洋災害対応基金か

らフィジー、モンゴル、マーシャ
ル諸島、スリランカ、ベトナムに
人道災害援助の支援資金を提供し
た。ADB は防災をプロジェクト
に組み込むべく取り組んでおり、
気候リスクの測定手法の強化や関
連するガイダンス資料の作成を
行っている。これにより、防災の
考えをよりよい形で国別支援戦略
や個別のプロジェクトに取り入れ
ることが可能となる。

ガバナンス：インドネシアで
は、地方レベルの公共サービスを
強化する新しい取り組みを指導し
た。また、国の投資環境を改善し、
持続可能な開発のための財政政策
を強化する改革も支援した。アル
メニアでは、公共財政管理・公
益事業規制改善プログラムの第 2
フェーズを支援し、同国の道路、
水道、電力資産の管理と持続可能
性を向上させた。パキスタンでは、
新しいコーポレートガバナンス規
則を連邦政府の 191 公社に導入
する改革プログラムを承認した。

連携による影響の拡大 
アジア太平洋地域のたいへん大

きな開発課題 に対処するには連
携した取り組みと資金の統合が必
要であることを ADB は認識して
いる。2016 年、140 億 6,000 万
ドルの協調融資（ADB が管理す
る信託基金を含む）をてこに、業
務総額は 317 億ドルに達した。
協調融資の 60％は、二国間・多
国間援助機関、その他公的機関、
途上国のパートナー機関、企業の
社会責任プログラムなどの公的開
発機関やその他の譲許的資金など
の協調融資、40％は民間の協調融
資によるものであった。 

2016 年、ADB は ス ウ ェ ー デ

ン国際開発協力庁と革新的な保証
契約を締結し、今後 10 年にわた
り、融資を 5 億ドル増やすこと
が可能になった。また、新たに
二つの信託基金も設立した。一
つは、国際協力機構（JICA）が
15 億ドルを出資する「アジアイ
ンフラパートナーシップ信託基金

（Leading Asia’s Private Sector 
Infrastructure Fund：LEAP）」
であり、資金の不足を補填し、域
内におけるノンソブリンのインフ
ラ・プロジェクト融資の利用を拡
大するものである。もう一つは、
北欧開発基金が当初 770 万ドル
を拠出する「プロジェクト準備促
進信託基金（Project Readiness 
Improvement Trust Fund：
PRIF）」である。この信託基金は、
東南アジア諸国のプロジェクトに
ついて迅速性の改善と気候変動対
応プロジェクトの組成を支援する
基 金 で あ る。2016 年、ADB は
フランス開発庁、ユーラシア開発
銀行、石油輸出国機構国際開発基
金との新しい協調融資枠組みをま
とめた。また、初めてアジアイン
フラ投資銀行の協調融資を受ける
2 件のプロジェクト、パキスタン
の幹線道路プロジェクトとバング
ラデシュの天然ガスインフラ・効
率改善プロジェクトを承認した。 

民間セクター・プロジェクトへ
の融資を動員するため、ADB な
ど多国間開発銀行は商業銀行、プ
ロジェクト開発業者、その他投
資家との協力を継続した。2016
年、ADB が支援するノンソブリ
ン・プロジェクトは外部資金源か
ら 58 億 4,000 万ドルの融資を動
員した。うち 34 億ドルが（ADB
の傘下で商業銀行が貸し出す）B
ローンとパラレル協調融資であ
る。ADB の貿易金融プログラム
とサプライチェーン・ファイナン

世界金融危機が発生。開発途上加盟国への大規模
な資金援助や債務に苦しむ国への新たな資金調達
手段により対応。

2008～2009年

アジア津波基金からインド、
インドネシア、モルディブ、ス
リランカの津波被災地域に 8 億
5,000 万ドルを拠出。

2005年
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ス・プログラムにより、19 億ド
ルを捻出し域内の貿易を促進し
た。ADB は さ ら に 2 億 8,200
万ドルの融資保証とリスク保証
により融資可能な資金の拡大を
図った。 

ADB は公共インフラへの民間
セクターの参加拡大を目的として
官民連携支援を継続した。開発途
上加盟国の主要公共セクター機関
の能力構築、政策的、法的、制度
的枠組みの強化、プロジェクト準
備作業の支援、官民連携プロジェ
クトへの融資などの支援を行っ
た。投融資可能なプロジェクトの
組成を支援するため、2016 年に
五つのトランザクション・アドバ
イザリー・サービスを引き受け、
総額約 15 億ドルのインフラ・プ
ロジェクトへの助言を行った。こ
れらの活動には、アジア太平洋
プロジェクト準備ファシリティ

（AP3F）などドナーの信託基金

を活用している。

ADB は「ナレッジ（知識）機
関」としての役割をさらに強化
することを目指し、国別知識計
画・知識パートナーシップおよ
びセクター別グループ、テーマ
別グループを通じた学習を通し
て、ナレッジワークと開発途上
加盟国のニーズとの整合性を
図っている。また、新しいツー
ルを導入し、クライアントのニー
ズに合わせて知識管理の効率化
を図っている。新しいツールに
は、知識成果物・サービスの計
画ツール、セクター別・テーマ
別学習教材の再利用を促進する
所蔵システム、そしてコンテン
ツの作成、検索、利用を容易に
するデジタル化と証拠に基づい
たアプローチを利用した概念実
証ウェブサイト「デベロップメ
ント・アジア」などがある。

2015年

ADB 総務会がアジア開発基金の融資業務と通常資本財源の
バランスシートの統合を承認。これにより ADB の融資能力（毎
年の新規融資とグラントの承認）を 2020 年までに 200 億ド
ルに拡大し、融資を最も必要としている開発途上加盟国への
支援を強化する。

何が海外直接投資を
促進するのか。 

経済成長と開発の促進におけ
る海外直接投資（FDI）の役割は
広く認識されているが、投資が
必ずしも成功するわけではない。
2015 年 12 月、ADB は、『2016
年アジア経済統合報告』を発表
し、アジア・太平洋地域への投
資を決定する主な要因を探った。
報告書は、生産的な FDI を域内
に最大限呼び込むための信頼で
きる政策改革と制度構築につい
て分析した。

地域を代表する
開発銀行ADBの加盟国は

現在67カ国
（うち域内は48カ国）、

業務総額は
317億ドル。

2016年

70% 
今後4年間の

最貧国への融資の増加率
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中央・西アジアの多くの国にとっ
て 2016 年も困難な年となった。

石油と天然ガスによる歳入は
2016 年も著しく落ち込み、アゼ
ルバイジャン、カザフスタン、ト
ルクメニスタン、ウズベキスタン
といった石油・ガスの輸出国の財
政状態と経常収支は悪化した。カ
ザフスタンは財政刺激策を講じて
急激なインフレに対抗したが、ア
ゼルバイジャンは 2016 年の景気
後退を回避できなかった。

アルメニア、ジョージア、タジ
キスタンは、ロシア連邦の継続的
な不況と中央アジアの商品輸出国
の低迷により、出稼ぎ労働者の雇
用が減ったため国外からの送金が
さらに減少し経済が悪化した。

一方、キルギスはユーラシア経
済同盟への加盟により、ロシア連邦
の労働市場へのアクセスが改善し
た。これにより 2016 年、キルギ
スでは国外からの送金が回復した。

2016 年、長引く紛争と不安定
な地域情勢にもかかわらず、アフ
ガニスタンの経済成長は持続した。
パキスタンでは、輸出の低迷が続
いたが、世界的な石油価格の下落
による輸入支出の減少と政府のマ
クロ経済構造改革プログラムの複
合的な影響により経済的恩恵を受
けた。

2016 年の主な業務内容
2016 年、ADB は 中 央・ 西 ア

ジアの人々の生活向上のため 47
億 6,000 万ドルの融資とグラン
ト を 承 認 し、 協 調 融 資 は 21 億
8,000 万ドルとなった。約 29 億
8,000 万ドルの調達契約が締結さ
れ、ADB の融資実行額は約 30 億
5,000 万ドルとなった。

2016 年の ADB の融資とグラン
トの 4 分の 3 はエネルギー（31%）、
公共部門管理（24%）、そして交通

（21%）に、残りの 4 分の 1 は金
融（11%）、水・都市インフラ（7%）、
農業・自然資源・農村開発（6%）
に割り当てられた。

エネルギー・セクターでは、電
力インフラ整備と域内のガス生産・
輸出拡大に約 15 億ドルの融資を承
認し、約 5 億ドルの協調融資が供
与された。2 件のプロジェクト、ア
ゼルバイジャンにおける 3,000km
以上の配電線の修復とパキスタン
の高圧送電網の拡大も承認された。
12 月には、アゼルバイジャンの
シャー・デニス・ガス田を拡張の
ためにノンソブリン融資と部分信
用保証を供与した。

ADB は、公共部門管理にほぼ
12 億ドルの支援を行った。11 月
に、アルメニアの道路、水、エネ
ルギーインフラの持続可能性を改
善する政策融資プログラムの第 2
フェーズを承認した。12 月には、
停滞する石油価格と主要貿易相手
国からの収入損失による景気後退
を緩和するため、アゼルバイジャ
ンに対して、制度改定後初めての

中央・西アジア
アフガニスタン、アルメニア、アゼルバイジャン、ジョージア、
カザフスタン、キルギス、パキスタン、タジキスタン、
トルクメニスタン、ウズベキスタン

ADB のこの地域での業務は、パキ
スタン産業開発銀行のプロジェクト
や、精米、木綿加工、農業・灌漑、漁業、
道路、エネルギーなど極めて多様性に
富む。

1970年代から1980年代

中央・西アジアにおける
ADBの50年

1966年

アフガニスタンとパキ
スタンが創設メンバー
としてアジア開発銀行

（ADB）に加盟。

景気循環相殺政策支援ファシリ
ティの下での 5 億ドルの融資を承
認した。 

交通セクターでは、6 億 1,000
万ドルの協調融資を得ると共に、
約 10 億ドルの融資とグラントの
供与を決定した。アフガニスタン
では、8 月に開始した、アフガニ
スタンの南北をつなぐ数少ない利
用可能な陸路の一つ、サラン回廊
の修復・改修の採算性および設計
の検討と、10 月に承認したアフ
ガニスタンの道路施設の適正な管
理を行う総合システムを調達・導
入する第 2 次プロジェクトの 2 件
の主要交通プロジェクトを支援し
た。
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パキスタンの洪水災害復興プロ
ジェクトを通じて、ADB は生活を
維持し市場へのアクセスを可能に
する重要な輸送インフラの修復を
支援する。これには、破壊された
幹線道路 212km と壊れた橋 33
基の修復が含まれる。また、迅速
で環境的に持続可能な移動を促進
する二つのより進んだバス路線網

（カラチに一つ、ペシャワールに一
つ）のプロジェクト設計のために
前払い融資を承認した。

インクルーシブな成長の促進
2016 年、ADB は基礎的サービ

スの提供、事業の促進、貧困層の
雇用・機会の創出を通じて、中央・

「プロジェクトの
おかげでいつも
きれいな水が流れて
きます。
これにはたいへん
感謝しています」
MZIA TSINTSABADZE：ジョージア、ウレ
キの都市上下水道プロジェクトについて

エネルギー効率化の取り組み
ウズベキスタンは石油・ガス資源に恵まれ、1990 年代から電力を自給自足

してきたが、珍しいエネルギー・パラドックスに直面している。

国内ガス生産の 90％を占めるウズベキスタン南部は、発電インフラの 70％
が位置する北部の州から電力が供給される。つまり、多額の費用をかけて発電
のためにガスを北部へ輸送し、燃焼させて電気を作り再び南部に送り返してい
るのである。

ウズベキスタンのエネルギー生産を効率化するため、日本の国際協力機構
（JICA）からの 3 億ドルに加え、ADB が 3 億 5,000 万ドルの融資を提供し、
南東部のカシュカダリヤ州にあるシュルタン・ガス田からわずか 30km のタリマ
ルジャン発電所に 2 基の発電所を建設した。

発電所の効率を劇的に改善するため、最もクリーンで最も効率的な化石燃料
燃焼技術を応用した新しいコンバインドサイクル・ガスタービンを設置した。

「この発電所によって年間 5 億立方メートルのガスが節約できる」と Murod 
Karimov プラント建設マネージャーは言う。

カシュカダリヤ州のガスタービン設置には 1 年以上かかった。1 万 6,800km
以上離れた日本の神戸を出港した 400トンのタービン 2 基は、カザフスタンに
あるカスピ海のクリク港まで船で輸送され、そこから、48 個のアクセルと 1,056
個のタイヤを付けた特別設計のトレーラーにより時速約 5km で陸路を運ばれて
きた。

西アジアのよりインクルーシブな開
発に取り組んだ。

パキスタンについては、11 月
に 1,000 の遠隔地にあるコミュニ
テ ィ、2 万 3,000 の 学 校、2,587
の基礎的医療施設に電気を提供する
ため、3 億 2,500 万ドルの成果連
動型融資プログラムを承認した。

ウズベキスタンでは、タシケント
のキブライおよびザンギアタ地区の
26 万人を超える住民が、安全・安心、
かつ持続可能で安価な水を利用でき
るよう 1 億 2,000 万ドルの融資を
行った。 

ジョージアでは、都市サービス改

ソ連崩壊後、中央アジアとコーカサス地方の
国々（アルメニア、アゼルバイジャン、ジョー
ジア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、
トルクメニスタン、ウズベキスタン）が加盟。
後に中央・西アジア局が設置された。

1990年代

タリバン政権崩壊後、パキスタン
やアフガニスタンなどの石油輸出国
で急速に経済が発展。

2000年代初頭

受益者の声：
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善プログラムのためのマルチトラン
シェ融資ファシリティの一環とし
て、9,900 万ドルの追加融資を承認
した。上下水道建設を行うこのプロ
グラムにより、マルネウリ、ボルニ
シ、チアトゥラの農村に住む 6 万人
以上が恩恵を受ける。 

ADB は、ジョージア政府の負債、
財務リスク、歳入、歳出管理プログ
ラムに 1 億ドルの融資を承認した。
プログラムは企業と個人の機会を創
出することにより所得の不平等に対
処する（財源の 40％を女性による
事業に配分する）。 

カザフスタンとウズベキスタン
で、零細中小企業を助ける信用与信
枠の設定を支援している。カザフス
タンでは、5,000 の零細企業（50％
以上が女性による事業）と 1,000 の
中小企業（33％以上が女性）を支援。
資金の 60％はアルマトイとアスタ
ナ以外の地域に割り当てられた。ウ
ズベキスタンでは、6,700 の事業

（20％以上が女性による事業）を支
援し、適格融資の 60％がタシケン
ト以外の事業に割り当てられた。

タジキスタンとキルギスでは資金
調達手段の改善、事業経費の削減、
輸出の多様化に取り組んでいる。

食料安全保障を高める
グリーン・プロジェクト 

2016 年、ADB は中央・西アジ
ア諸国におけるより適切な気候リ
スク管理実現のために、約 40 件
のプロジェクトの評価を行い、同
地域の環境持続可能性に関するプ
ロジェクト 24 件を承認した。

アフガニスタンでは、流域管理
など灌漑インフラの修復・改修に
7,600 万ドルを投資した。このプ
ロジェクトによりパンジ - アム川
流域の農業生産性が高まり、7 万
4,500 ヘクタールの作付頻度、灌
漑面積、作物収量が改善された。

10 月、ADB はタジキスタンの
農業生産性と食料安全保障を高め
るため、貧困削減日本基金からの
500 万ドルのグラント・技術協力
を含む 3,000 万ドルの金融支援を
承認した。このプロジェクトによ
りパンジ川流域の水資源管理を改
善する。プロジェクトは農業従事
者による農業用水・農地管理能力
の向上、灌漑・排水インフラの近
代化および気候変動耐性化を目的
とする。

アゼルバイジャンでは、アグダ
シュとベイラガンの約 7,000 世帯
を対象にした安全な飲料水の供給

と下水道整備に 7,500 万ドルの支
援を行った。

地域統合における
新たなパートナーシップ 

中 央 ア ジ ア 地 域 経 済 協 力
（CAREC）プログラムは 2016 年
に再び重要な節目に到達した。11
月、イスラマバードで開催された
第 15 回閣僚会議で、ジョージア
が 11 番目の CAREC 加盟国となっ
た。これは中央・西アジアの地域
協力・統合における大きな進展で
ある。

ADB は、アジアインフラ投資
銀行（AIIB）との最初の協調融資
事業であるパキスタンの幹線道路
プロジェクトに 1 億ドルの融資を
承認した。AIIB による追加の 1 億
ドルと英国からの 3,400 万ドルの
グラントを合わせ、プロジェクト
は、パンジャブ州のショルコット
とケーンウォールをつなぐ幹線道
路の残りの 64km の区間を建設す
る。この道路区間は CAREC 輸送
回廊 1,800km の中でも重要な区
間である。

アルメニアの国内外貿易の最も
戦略的なルートの一つが同国北部
のヴァナゾルからジョージアと国

ADB が中心的な役割を担い、中央アジ
ア地域経済協力（CAREC）プログラム設
立。CAREC の累積投資 294 億ドルのうち
35％を ADB が占める。

2001年

世界的な金融危機により経済成長が
減速する中、いくつかの国が高中所得
国に成長した。

2008～2009年

中央・西アジアへのADB融資総額*

過去と現在

*融資、グラントなど

4億9,000万ドル
1967～1976年

357億7,000万ドル
2007~2016年
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民間パワーの促進
10 月、ADB はパキスタンのイス

ラマバードで第 1 回中央アジア地
域経済協力（CAREC）エネルギー
投資フォーラムを開催した。このイ
ベントは、パキスタンの民間発電投
資委員会と共同開催したものであ
る。CARECで活動する各国政府が、
発電・配電への民間投資を誘致す
るために既存の政策、規制、奨励
策を発表し、地域の電力セクター
への民間投資の成功例や投資家を
募る新規プロジェクトを紹介した。

境を接するバグラタシェンに通じ
る道路である。同地域の M6 幹線
道路の基準と安全性向上のため、
ADB は欧州投資銀行からの協調融
資と合わせて 5,000 万ドルの融資
を承認した。

域内最大のエネルギー・プロジェ
クトがトルクメニスタン、アフガ
ニスタン、パキスタン、インドを
通じる 1,600km のガスパイプラ
イン建設である。2016 年、ADB
はこのプロジェクトへの最初のア
ドバイザリー業務を終了した。ト
ランザクション・アドバイザーと
して ADB はプロジェクト企業の
設立を支援し、次のフェーズの工
事・路線測量、環境・社会配慮調査、
調達・資金調達活動を行うための
資金負担と持株比率に関する当事
者間の合意を円滑に進めるよう支
援した。

国境を越えて共有する知識
ADB は中央アジアと南コーカ

サス地方における適切な雇用の創
出に必要な条件の特定を目的とす
る調査を開始した。本調査は、現
在の政策枠組み、雇用・労働市場
政策、近年の外的な経済ショック
の影響を分析するものである。市
場の需要が高く、労働市場の柔軟
性を促すような技能を強化する戦
略政策提言だけでなく、地域内の
民間セクター開発と経済多様化を
通じた雇用の創出を実現するため
の戦略も提言する。

6 月、ADB はタジキスタンの
経済機会、社会サービス、および
指導的地位に関わるジェンダー障
壁を再調査したジェンダー・アセ
スメントを発表した。このアセス
メントにより農業・自然資源、教
育、エネルギー、起業・小規模ビ
ジネスの育成、交通におけるジェ
ンダーの平等を促進するための出
発点が特定された。

2016 年までに、中央・西アジアの 6,500km 近い道路整備、
ジョージア、キルギス、パキスタン、ウズベキスタンの約 100
万世帯への上水道整備、キルギス、タジキスタン、ウズベキス
タンの 363,000 ヘクタールを超える土地整備を支援する投資
プログラムを開始。

2010年

中央・西アジアの
開発途上加盟国における

ADBの累積融資は
ほぼ560億ドルに達し、

1,700件近くの
プロジェクトが
承認された。

2016年
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2016 年、東アジアの経済は対
照的な結果となった。

中華人民共和国（中国）の平均
経済成長率は 6.7% であった。中
国政府は投資主導から消費主導の
成長へと経済の再バランス化を進
め、資源依存を抑えたより環境に
やさしい成長の実現に向けて取り
組んでいる。この再バランス化は
望ましいものであるが、特定の企
業、産業、地域には圧力となって
いる。地域や都市・農村の生活水
準格差や所得格差が課題として残
る中国にとって、新しい成長エン
ジンを育てることは依然として主
要な経済課題である。3 月、中国
政府は 2016 年から 2020 年まで
の第 13 次 5 カ年計画を採択し、
こうした課題に取り組む包括的な
改革政策に着手している。この計
画では、環境保護の必要性にも対
処する。

モンゴルでは景気後退が続き、
GDP 成 長 率 は 2015 年 の 2.4%
か ら 2016 年 は 1% に 落 ち 込 ん
だ。しかし、鉱物価格の急騰によ
り、2016 年第 4 四半期には成長
率が 7.8％に達するなど、変化の
兆しが見られる。モンゴルへの海
外直接投資の回復の遅れ、厳しい
財政状況や差し迫る債務返済期限
により国際収支圧力が強まったこ
とを背景に、モンゴル政府は、短
期的にマクロ経済の安定性を回復
させ、経済成長を長期的に持続可
能な軌道に乗せるために国際通貨
基金（IMF）や国際社会からの支
援を求めた。

2016 年の主な業務内容
2016 年、ADB は東アジアのソ

ブリン融資とグラント・プロジェ
クト 15 件に対し 18 億 6,000 万
ドルを承認した。これらの支援は、
5 億 1,580 万ドルの協調融資とと
もに、エネルギー（35%）、農業・
自然資源・農村開発（30%）、交
通（13%）、水その他都市インフ
ラ・サービス（9%）、産業・貿易

（7%）、保健（3%）、公共セクター
管理（2%）、金融（1%）に割り当
てられた。さらに、43 件の技術協
力プロジェクトについて 1,820 万
ドルを承認した。

ADB は、深刻な大気汚染や大幅
な人口変化など中国の差し迫った
開発ニーズに対応。京津冀（北京・
天津・河北）地域の大気環境改善
のため、12 月に 5 億ドルを承認
した。この融資により 2024 年ま
でに中小企業による温室効果ガス
排出量が年間 500 万トン削減さ
れ、約 2 億 6,800 万人が直接恩恵
を受ける。

さらに、青海省の環境保護、生
態系修復、気候変動適応に焦点を
当てた 1 億 5,000 万ドルのプロ
ジェクトも承認した。

人口の高齢化に対応し、高齢者
介護サービス提供への民間参加を
促進するため、ADB は河北省の 2
万 5,000 人を対象としたサービス
の改善に 5,000 万ドルの官民連携

（PPP）実証プロジェクトを組成・
承認した。

東アジア
中国、モンゴル

中国が ADB に加盟。中国の
大きな開発アジェンダの達成と
経済、社会、人口問題への対応
を支援。

1986年

東アジアにおける
ADBの50年

1966年～1970年代

香港、韓国、台湾の経済
改革が進み、地域の急速な
成長の礎となる。

モンゴルに対しては、不況に対
処 す る た め、国 有 企 業 Erdenes 
Mongol 社にマクロ経済に関する
助言と 3,500 万ドルの技術協力融
資を行い、ガバナンスや管理能力
を強化するための新規技術協力プ
ロジェクトを承認した。この融資に
より、モンゴルの人口 310 万人に
裨益する国の重要な資産の適切な
管理を支援する。また、モンゴル
の恵まれない人々が就業できるよ
う技能開発を支援するとともに、モ
ンゴルの教育サービスへのアクセ
スと質を改善するプロジェクトを
承認した。11 月には、学校の校舎
と寮の上下水道・衛生設備を改善
するため国連児童基金（UNICEF）
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との業務契約に署名した。

ゾド（大量の家畜が死ぬ冬の寒
雪害）に対処するため、ADB は、
モンゴルに対してアジア太平洋災
害対応基金からの 200 万ドルのグ
ラントを承認した。また、ゾドや
森林・草原火災など災害の影響を
予防・緩和するため、貧困削減日
本基金（JFPR）からも 300 万ド
ルのグラントを提供した。

万人のためのインクルーシブ
な成長

ADB は中国においてジェンダー
の平等を促進し、女性が融資を利

モンゴルの子どもたちへの栄養供給支援
Namjilsuren Gombo は 5 人の娘たちと、モンゴルのウランバートル郊外の

山腹にある簡素なゲル（フェルト生地でできた丸い移動式住居）に住んでいる。
8 年生までの教育を受けただけの 42 歳のシングルマザー、Namjilsuren は

わずかな収入で娘たちを何年間も必死に養ってきた。子どもたちを食べさせるの
に精一杯で他の生活必需品をあきらめなければならない月もあった。
「学校で使うノートが買えないこともありました。心細くて泣いたときもありま

した」と Namjilsuren は言う。
しかし、現在、Gombo 一家はモンゴル政府のフードスタンプ・プログラム

に参加している。プログラムは、小麦粉や米などの生活必需品が買えるよう、
Namjilsuren のような人々を何千人も支援する。フードスタンプによる支援はモ
ンゴルのこうした不安定な家庭の月平均支出額の約 10% に相当し、フードスタ
ンプの使用により余裕のできた家計で他の必需品を賄うことができる。

フードスタンプ・プログラムは主に、ADB が資金提供する食料栄養に関する
社会福祉プログラムによって実現したものである。ADB のプログラムは政府の
フードスタンプ・プログラム構築に極めて重要な役割を果たした。プログラムの
実施により、モンゴルの最貧困層の 1 日平均カロリー摂取量は 2004 年の 1,728
キロカロリーから 2015 年には 20% 増の 2,000 キロカロリー以上となった。

Namjilsuren Gombo は、「おなかがいっぱいになった子どもたちは学校へ行
くのが楽しみになり、成績もよくなりました。学校を休むこともなくなり、体重も
増え、着るものもあります。子どもたちは授業を受けるのを楽しみにしています」
と話す。

用して恩恵を受けられるよう支援
する。例えば、市場価値の高い農
産物を選択し、生産し、資金を手
当てし、販売するといった女性の
能力を向上させるグラントを通
じ、山西省 2 県の 4 村の女性の起
業活動を支援した。この取り組み
により 74 の女性生産者グループ
の発足、農業技能の向上、191 件
の起業活動への融資が実現した。
また、ジェンダーの問題について
の認識を高め、モデルの拡大促進
を目的とし、112 地方自治体の担
当職員の能力構築も行った。

10 月、ADB は寧夏回族自治区
六盤山の貧困削減を支援する 1 億

中国投資銀行に
対し中国への最初
の融資を承認。

1987年

中国の環境保護、河川湖沼
浄化、廃水処理、公害防止を支
援する融資・技術協力を開始。

1988年

鉄道・港湾開発を皮切
りに、中国の交通セクター
に総額 160 億ドルの投資
プログラムを開始。

1989年

「家の近くでより
簡単に、安く治療が
受けられるように
なりました」
NARANKHUU DONDOG（33歳、会計
士）：モンゴル・ホトント郡のADB保健プロジ
ェクトにより地元で治療を受けることができ
るようになった。

受益者の声：
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ドルの地方道路プロジェクトを承
認した。道路の整備により約 870
村の貧困層がさまざまな機会を活
用できるようになる。

さらに、中国の地域格差を解消
する支援も行っている。11 月、物
流センターおよび関連インフラを
整備するため、重慶市に対して 1
億 5,000 万ドルを承認した。輸送・
物流拠点としての開発は同市の雇
用創出の大きな弾みとなる。

ADB は、モンゴルの貧困地域の
農業・農村開発支援を通じて、カ
シミア、食肉、酪農製品を生産す
る六つのアグリビジネスを支援し
た。さらに、技能開発と高等教育
への多額の投資を通じてモンゴル
の若者を支援している。また、ジェ
ンダーの平等を一層重視し、国や
地方におけるジェンダーの平等に
かかる法律強化を目的とする新た
な貧困削域日本基金（JFPR）プロ
ジェクトを承認した。

拡大する環境投資
中国では、中・大規模のバイオ

ガス工場 48 カ所の完成を支援した
結果、農村地域のクリーンエネル
ギーの利用が増え、化学肥料の使
用が減った。

11 月、ADB は陝西省へのクリー
ンエネルギー投資に資金提供をす
るプラットフォームの構築に 1 億
5,000 万ドルの融資を承認した。
このプラットフォームを通じて、
国内の融資がエネルギーの効率化、
再生可能エネルギーの展開、環境
改善に向けられる。5 月、ADB は
中国のバイオマス熱供給産業を開
発するためのロードマップと政策
措置の提案を支援する技術協力プ
ロジェクトを承認した。

2016 年、河南省、江西省、山
東省の 4,050 万人を対象とした総
合水資源・環境管理プロジェクト
への計 4 億 5,000 万ドルの融資を
承認した。こうしたプロジェクト
により、地下水資源の乱用の是正、
緑化開発を促進する試験的な取り
組みの実施、河川流域の洪水・環
境管理の調和化を支援する。

モンゴルでは、11 月にウラン
バートル市近郊のゲル地区（伝統
的なテント村）の土壌汚染管理を
支援するため 280 万ドルの JFPR
グラントを承認するなど、公衆衛
生の欠如による危機的な土壌汚
染への取り組みを支援している。
2016 年、多くのゲル地区に集中
廃水処理システムが普及し、潜在
的に約 3 万人の住民が恩恵を受け

ることが見込まれている。また、
ゴビ砂漠南東部のドルノゴビ県と
ウムヌゴビ県の国境沿いの町に 4
基の廃水処理施設の建設を支援す
るため、1,943 万ドルの追加融資
を承認した。これにより、約 9 万
4,300 人の住民が恩恵を受けるこ
とが見込まれている。

貿易拡大に向けた地域協力
中国では、メコン河流域圏プロ

グラムに基づき 4 億 5,000 万ドル
を承認し、比較的貧しい広西チワ
ン族自治区とベトナム北部の国境
沿いのカオバン省、ハザン省、ラ
ンソン省、クアンニン省との交通
の接続を改善する。本プログラム
により、両国間の経済パートナー
シップを強化する。

中央アジア地域経済協力プログ
ラムに基づき、ADB は、農産物貿
易開発と経済多様化に不可欠な衛
生・植物検疫基準の向上に向けて
モンゴルを支援する。4 月、アル
タンブラグ、ビチグト、ザミンウー
ドの国境検問所の国境サービスと
貿易の流れを改善するため 2,700
万ドルの補完的融資を承認した。
西部の地域回廊整備に関する取り
組みも進んでおり、孤立したモン
ゴル西部が中国やロシアとつなが

開発途上加盟国としてモンゴルが ADB に加盟。市場
改革の実施、金融市場の拡大、交通をはじめとする主要
インフラの構築、アグリビジネスの開発、セカンド都市
の活性化、教育や保健医療など社会サービスの再構築を
支援するプログラムが開始。

1991年

中国のエネルギー効
率化と再生可能エネル
ギーの促進を積極的に
開始。

2000年

東アジアへのADB融資総額*

6億9,400万ドル
1967～1976年

192億3,000万ドル
2007～2016年

過去と現在

*融資・グラントなど
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30 年の支援を祝う
11 月 10 日、ADB と中国の 

パートナーシップ 30 週年を
記念したシンポジウムで中尾
武彦 ADB 総裁が開会の挨拶
を行い、ADB が融資とナレッ
ジワークを通じて経済、社会、
人口問題に対処し、さらなる
変化を目指す中国を支援する
用意があることを確認した。
シンポジウムでは、200 名を
超える出席者が中国のこれま
での実績と今後の展望を話し
合った。 

り、貿易や投資機会が拡大するこ
とが期待される。

知識共有を通じた成長
2016 年、ADB は中国の経済、

社会、人口問題への対応を支援
するイベントを開催した。4 件の
PPP 案件への技術協力プロジェク
トにより、1,000 名を超える政府
関係者を対象としてワークショッ
プを行い、四つの知識成果物を作
成した。7 月の国際会議では黒竜
江省の鶴崗市に 150 名以上が参
加し、採炭への依存により経済が
衰退している 4 都市の経済多様
化の可能性を議論した。11 月、
ADB は生態系保護を促進するた
め中国政府が開発した手法である
生態補償に関する国際会議を開催
した。また、「中国におけるジェ
ン ダ ー、 労 働、 移 住（Gender, 
Labor and Migration in the 
PRC）」と題した労働市場におけ
るジェンダーの平等に関する初の

全国的なワークショップも開催さ
れた。開発途上加盟国間の開発
関連知識の交換を促進するため、
ADB と中国政府が共同で策定し
たプログラム、地域知識共有イニ
シアティブにより、水資源管理、
経済特区、構造変革、低炭素技術
に関するさまざまなイベントが
2016 年内に中国で開催された。

モンゴルにおいて、ADB は政
府のマクロ経済政策策定を支援す
るもう一つの手段として、主要関
係者にマクロ経済データベースと
短期予測モデルを紹介した。

ADBの
中国とモンゴルに対する

累積融資はそれぞれ
370億ドルと20億ドルに

達する。

2016年

2015年

中国・貴州省で、研修施設の改修、
産業のニーズに合わせたカリキュラ
ムの開発、教員および学校管理者の
養成を行う、成果連動型融資として
は初めてとなる 1 億 5,000 万ドル
を承認。

2013年

モンゴルでは、ウランバー
トルの居住指定地外のゲル地
区の開発に 1 億 6,000 万ド
ルの融資を承認し欧州投資銀
行から 5,000 万ユーロの協
調融資を動員。
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ADB は太平洋の開発途上加盟
国 14 カ国を支援している。2016
年、これらのうち 8 カ国は力強い
経済成長を続けたが、残りの加盟
国は商品価格の下落と自然災害の
影響により成長が鈍化した。

バヌアツは、サイクロンによる
被害からの復興の取り組みやその
他インフラ・プロジェクトの効果
により幅広い分野で経済回復を見
せた。ナウルでは船舶係留施設の
復旧工事により、年内にリンの輸
出を再開することができた。サモ
アとクック諸島では、好調な観光
事業が成長を後押しした。マー
シャル諸島、ソロモン諸島、東ティ
モール、ツバルでは公共支出の増
加を背景に成長が加速した。トン
ガでは、成長率が 2015 年よりも
わずかに低下したが、経済は堅調
な拡大を継続した。

対照的に、太平洋最大の経済国
パプアニューギニアでは継続的な
財政縮小により経済活動が妨げら
れ、プロジェクト実施の遅れが公
共投資による景気刺激を制限する
こととなった。キリバスでは、主
要なインフラ・プロジェクト建設
の遅れにより景気刺激が低下し
た。

フィジーは、サイクロン「ウィ
ンストン」による被害損失が国内
総生産の 31％にのぼるなど、異
常気象事象により再び経済活動が
圧 迫 さ れ た が、2016 年 も 7 年
連続で経済成長を達成した。エル
ニーニョ現象による悪影響は太平

洋の国々にも及び、ミクロネシア
連邦の農業やパラオの観光が干ば
つによる被害を受けた。

2016 年の主な業務内容
2016 年、ADB は 太 平 洋 地 域

について、31 件の技術協力プロ
ジェクトの 3,000 万ドルに加え、
23 件の融資とグラント・プロジェ
クトに過去最高の 5 億 9,600 万
ドルを承認した。ADB のプロジェ
クトにより 2 億 2,300 万ドルの
協調融資も加わった。

新規の承認は、パプアニューギ
ニア（47%）、フィジー（25%）、
東ティモール（9%）を中心に行
われたが、総承認額の 19% は太
平洋のより小さい島嶼国に割り当
てられた。

ADB 投資の内訳は、主に交通
（75%）のほか、公共セクター管
理（13%）と水・その他都市イン
フラ・サービス（8%）であった。

交 通 セ ク タ ー で は、 パ プ ア
ニューギニアの持続可能な民間航
空ネットワークの構築に総額 2 億
4,800 万ドルを承認した。人口の
40％が利用する 313km にわた
る道路の整備に（欧州連合からの
2,000 万ドルの協調融資と合わせ
た）1 億 2,900 万ドルを投資し、
パプアニューギニア山岳地帯にお
ける人と物の移動の安全性を向上
させる。ソロモン諸島では陸と海
の輸送システムの安全性を改善す
るため、オーストラリア政府から

太平洋
クック諸島、フィジー、キリバス、マーシャル諸島、
ミクロネシア連邦、ナウル、パラオ、
パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、東ティモール、
トンガ、ツバル、バヌアツ

太平洋地域で初の融資とし
て、サモアのファレオロ空港お
よび主要連絡道路整備に 240
万ドルの融資を承認。

1969年

太平洋における
ADBの50年

1966年

12 月、太平洋での業
務を開始。サモアが太平
洋地域で唯一の ADB 開
発途上加盟国。

2,300 万ドルの協調融資を得る
とともに、5 月に 2,100 万ドル
の融資を承認した。東ティモー
ルでは、ディリとバウカウ間の
105km の国道を改修し、気候変
動耐性化する 5,000 万ドルの融
資を 11 月に承認した。11 月に
は、ツバル周辺の島々について、
こうした遠隔地域に対する食料
や燃料などのライフライン支援
の提供に欠かせない海運インフ
ラ整備を対象に、後発開発途上
国基金による協調融資 50 万ド
ルとともに 1,100 万ドルのグラ
ントを承認した。 
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ナウル、サモア、ソロモン諸島、
トンガの財政・経済改革を支援す
るため、ADB は世界銀行、オー
ストラリア政府、ニュージーラン
ド政府からの協調融資 2,600 万
ドルと合わせ、1,800 万ドルの融
資とグラントを提供した。

生活を向上させる
インクルーシブな支援

太平洋への ADB 投資は、域内
の人々に成果をもたらしている。
例えば、2016 年には遠隔の環礁
国キリバスに南タラワ道路が完成
した。ADB、世界銀行、オースト

ラリア政府が共同で資金提供し
たこのプロジェクトは、第二次
大戦後のこの国最大のインフラ・
プロジェクトであった。道路は
6 万人の輸送を改善し、環礁の
端から端まで 2-3 時間かかって
いた輸送時間を 1 時間弱に短縮
した。太平洋地域全体では、過
去 5 年間で 850km を超える道
路が建設され、200 万人以上の
人々の市場やサービスへのアク
セスを改善している。それと同
時に、ADB のマイクロ・ファイ
ナンス支援により、パプアニュー
ギニアの 50 万人以上の人々が
金融サービスを利用できるよう
になった。

フ ィ ジ ー、 パ プ ア
ニューギニア、トンガ、
ソロモン諸島、キリバ
ス、クック諸島が加盟。

1970年代

1980 年にフランス
と英国から独立したバ
ヌアツが ADB に加盟。

バヌアツのポー
トビラに、太平洋地
域初の地域事務所
を開設。

1981年 1984年

「売り上げが倍増し、
4 人の息子を楽に
養うことができる
ようになりました」
ZELIA DOS SANTOS：東ティモールの
ADBマイクロ・ファイナンス開発プロジェク
トについて

金融研修が距離をなくす
パプアニューギニアの首都、ポートモレスビーのはずれの小さな村に住む

Maino Trudi は、トマトやトウモロコシを栽培し、魚を売って 5 人の子どもと 8
人の孫を養っている。

ADB の支援による金融リテラシー研修に参加する前の Maino は何時間もか
けて最寄りの銀行まで出向かなければならなかった。

研修は、金融リテラシーの改善と持続可能な金融サービスの提供を目的とし
て、パプアニューギニアにおけるマイクロ・ファイナンスの拡大を目的とする
ADB プロジェクトの一環として行われた。人口の約 85% が農漁村に住むパプ
アニューギニアでは、教育の機会が非常に乏しく識字率も低い。金融機関を利
用したことがない人がほとんどだ。 

研修のおかげで、Maino は携帯電話で銀行口座にアクセスし、その場で預
金や送金を行う方法を学んだ。
「野菜畑にいながら銀行取引のすべてを行うことができるようになりました」と

彼女は話す。
パプアニューギニアの南部山岳州のメンディに住む Mathew Simon もプロ

ジェクトの恩恵を受けた一人である。Mathew は 1 日に新聞を 100 部程度売っ
て生計を立てている。金融リテラシー研修により、銀行口座を開設し新聞販売
で得た利益を貯蓄する方法を初めて学んだ。

Mathew は少額でも貯金できるようになり喜んでいる。「十分なお金が貯まっ
たら自分で事業を始めるつもりです。きっと実現します」と話す。

受益者の声：
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2016 年、ADB は 太 平 洋 地 域
の被災貧困地域の支援に迅速に対
応した。

2 月、南半球史上で最大級のサ
イクロン「ウィンストン」がフィ
ジーを直撃し、44 人が犠牲となっ
た。これに対し ADB は、アジア
太平洋災害対応基金から当初 200
万ドルのグラントを動員し、被災
後 1 週間のうちに実行した。続い
て 5,000 万ドルの緊急援助融資
と世界銀行からの同額の協調融資
により、フィジー政府による学校・
家屋再建を支援した。同様に、マー
シャル諸島の干ばつ地域にも緊急
支援を行った。

クック諸島に対しては、短期
の景気回復の支援に利用可能な
1,000 万ドルの予防的クレジット
ライン（CCL）を承認する一方、
迅速な人道的対応と基礎的サービ
スの復旧を確保した。これは世界
で始めて ADB が提供した予防的
クレジットラインである。

よりクリーンな
エネルギー導入の取り組み

2016 年、ADB は 引 き 続 き 太
平洋地域の環境的に持続可能な成
長を促進し、再生可能エネルギー

の展開、重要インフラの気候変動
耐性化、持続可能で災害に強いコ
ミュニティの構築に向けて投資を
行った。

太平洋地域の都市人口は急速
に増加しており、域内の都市部
の生活環境改善が必要である。
フィジーが緑の気候基金（GCF）
初の受益国となるよう支援し、
3,100 万ドルのグラントが承認
された。ADB と欧州投資銀行か
らの支援と合わせて、この GCF
グラントにより、非正規居住者を
含むスバの29万人以上を対象に、
持続可能な上下水道の整備が行わ
れる。また ADB は、キリバス、
トンガ、バヌアツの上下水道およ
び廃棄物管理の各システムの整備
を進める。

ADB は、太平洋地域の再生可
能エネルギーへの転換も引き続き
主導し、エネルギー安全保障の向
上、低炭素経済への転換、エネル
ギー利用の拡大を支援する。クッ
ク諸島、ソロモン諸島、トンガに
おいては、ADB が承認した 700
万ドルに地球環境ファシリティ
と戦略気候基金による協調融資
1,000 万ドルを追加し、再生可能
エネルギーによる発電量と送電網
の拡大、太陽光発電所の改修を行

うことで、二酸化炭素排出量を年
間で 2,510 トン程度削減する。

2016 年 12 月、ADB は 太 平
洋地域の再生可能エネルギー・プ
ログラムに対し、GCF から 1,700
万ドルのグラント融資の承認を
受けた。うち 1,200 万ドルがクッ
ク諸島の再生可能エネルギー・プ
ロジェクトに割り当てられ、500
万ドルが再生可能エネルギーに
関する地域の能力構築に使用さ
れる。

通信状況改善への協力
地域協力・統合により、太平洋

諸国は地理的遠隔性、小規模、広
く分散した人口など共通する課
題により適切に対処することが
できる。

ADB は世界銀行と密接に協力
し、域内の電話・インターネッ
ト接続の改善に取り組んでいる。
2013 年にトンガとフィジーをつ
なぐ海底通信ケーブルが敷設され
たことにより、インターネット費
用が半減し、ブロードバンド速度
が 20 倍以上速くなった。ADB
はサモアと北太平洋を高速ブロー
ドバンドに接続する融資を承認し
たが、クック諸島、ナウル、キリ

ミクロネシア連邦、マー
シャル諸島、ナウル、ツバ
ルが ADB に加盟。

1990年代

太 平 洋 地 域 へ の
ADB 累積融資額が 4
億 3,400 万ドルに達
する。

1986年

太平洋へのADB融資総額*

6,200万ドル
1967～1976年

25億5,000万ドル
2007～2016年

*融資、グラントなど

過去と現在
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太平洋地域の国有企業の評価 
歴史的に見て、国有企業（SOE）はガバ

ナンスの弱さと不十分な法制度が原因
となり、厳密な商業ベースで活動するこ
とが難しい。2016年、ADBは太平洋地
域の一部のSOEの業績を評価し、改革
への政治的関与が商業的成果をもたら
す鍵であることを明らかにした。参加し
た10カ国は、自国の国有企業の中心的
課題を特定し、対処する意向を示した。
この成果は『Finding Balance 2016: 
Benchmarking the Performance of 
State-Owned Enterprises in Island 
Countries』にまとめられた。

バスへのさらなる投資も見込ま
れている。 

知識を通じて島々をつなぐ
知識の共有は太平洋の小さく

孤立した島嶼国にとって依然
と し て 重 要 で あ る。2016 年、
ADB は地域を代表する高等教育
機関、南太平洋大学（USP）の
ソロモン諸島での新キャンパス
開設への融資を承認した。これ
は 2016 年に ADB の融資によ
り USP がキリバスにキャンパス
を開設し、大学を拡張したこと
に続くものである。さらに USP
と協力し、7 月には年次の太平
洋アップデート会議をフィジー
で共同開催した。出席者は、気
候変動・災害耐性力、移民・労
働市場開発、国有企業改革、民
間セクター開発、情報・通信技術、
漁業、資源産出国の管理などに
関する重要な意見や考えを共有

した。

ADB は 2016 年 に 太 平 洋 地
域への技術協力を増額し、総額
3,000 万ドル、31 件のグラン
トを提供した。地域レベルで、
ADB は気候関連のファイナンス
を利用する協調的アプローチを
確かなものとするために太平洋
諸島フォーラム事務局を支援し、
また、国際通貨基金（IMF）の
太平洋技術援助センターと協力
している。

また、東ティモールとサモア
の財務省職員を対象として、投
資プロジェクトの経済分析に関
する研修も支援した。

太平洋地域
開発途上加盟国への

累積融資額が
36 億ドルを超える。

2016年
パラオが加盟。2005

年に開発途上加盟国に
分類される。

2003年

サモア、ソロモン諸島、
トンガ、バヌアツの出張
事務所の開設を承認。

2015年
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世界中が逆風にさらされる中、
南アジアでは、2016 年も近年の
急速な経済成長を維持し、6.6%
の成長を見せた。

推定 7.1% とされるインド経済
の成長が他の地域にも弾みを付け
た。インド政府が 11 月に高額紙
幣の流通廃止を決定し、現金取引
に影響を及ぼしたが、経済の勢い
はしっかりと持続されると見込ま
れる。

バングラデシュも、消費の増
加と輸出の復活が大きな推進力
となって GDP 成長率 7.1% を達
成した。ブータン経済は工業セク
ターおよびサービスセクターの好
調さを受け、6.4% の成長となっ
た。スリランカでは農業と工業の
不振により、経済成長は 4% へ減
少。6 月、 国 際 通 貨 基 金（IMF）
はスリランカの経済改革に対する
支援を行った。モルディブ経済は、
2015 年の 2.8% からわずかに回
復し、3.4% の成長となった。こ
れは、主に建設業と観光業が後押
しした結果である。ネパールでは、
いまだ続く 2015 年の地震の影響
と、昨年からの悪天候に加え、6
カ月間にわたる新憲法の一部条項
に対する抗議活動が、供給の混乱
と所得と生産能力低下の原因とな
り、成長は 0.8% にとどまった。 

南アジアは、各国内外の交通網
の整備、基礎的な都市インフラ、
ビジネスと一般家庭に必要な資金
を提供する金融システムのさらな
る開発を必要としている。

2016 年の主な業務内容
南アジアでは、30 件のプロジェ

クトを対象に、44 億ドルの融資・
グラントを承認した。技術協力のた
めのグラントは、1,940 万ドルの外
部資金を含め 5,410 万ドルに達し
た。ADB は総額 35 億 7,000 万ド
ルの新規プロジェクト契約を締結、
29 億 4,000 万ドルを実行し、また
協調融資により 23 億 6,000 万ド
ルを動員した。

主に、交通（40%）、エネルギー
（18%）、金融（16%）、都市サービ
ス（10%）への投資を行い、南ア
ジアの持続的かつインクルーシブな
経済成長に不可欠なセクターを支援
した。

ADB は、域内の連結性促進、お
よび農村地域と都市部の移動性の改
善のため、交通セクターに投資した。
6 月には、インド最長の橋をガンジ
ス川に建設するため 5 億万ドルの
融資を承認した。この 9.8km の橋
は、ビハール州の南北、さらに隣国
のネパールを結ぶ、極めて重要な交
通網を提供し、900 万人がその恩
恵を受ける。8 月には、モルディブ
のクルハッドハフューシ島に旅客と
貨物用の港を建設するため 969 万
ドルを承認した。このプロジェクト
は、サービス、市場、人、港をつなぎ、
8,000 人の島民および近隣住民 3
万人が手頃な料金で行き来できるこ
とを目的としている。9 月には、ブー
タンの道路整備プロジェクトに対し
426 万ドルを承認した。このプロ
ジェクトは、ティンプー住民約 10
万人の移動と商取引の機会の増加に
つながる。

ADB では、エネルギーへのアク

南アジア
バングラデシュ、ブータン、インド、モルディブ、ネパール、
スリランカ

南アジアにおける
ADBの50年

1966年

インド、ネパール、ス
リ ラ ン カ は、ADB 創 立
時の加盟国 31 カ国に含
まれる。創立時のインド
は日本、米国に次ぐ 3 番
目の大株主であった。

ADB の南アジア向
け支援は、主に農業
と自然資源への投資
に集中。

1967～1986年

セス拡大に尽力している。9 月に、
インド政府所有のエネルギー供給公
社がエネルギー効率改善への投資を
始めたのに伴い、これを支援するた
めに2億ドルを承認した。11月には、
ガスの生産の効率改善と輸送の拡大
を目的とするバングラデシュの天然
ガス・プロジェクトのため、1,670
万ドルを承認した。

南アジアの金融システム強化を目
指し、10 月にはスリランカの資本
市場の整備のため 2 億 5,200 万ド
ルの援助を承認した。

ADB は 6 月、基礎的な都市サービ
スの対象範囲拡大および質の向上を
目的として、バングラデシュのダッカ
における水供給プロジェクトのために
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2 億 7,500 万ドルの融資を承認し
た。ADB はこのプロジェクトを通
じて配水管を修復し、低所得コミュ
ニティの約 5,000 戸に新たに安定
して水を供給できるよう支援する。
プロジェクトの目的は 2022 年まで
に、さらに 650 万人に 24 時間の
水供給を実現することである。

インクルーシブな成長に向けて
ADB の南アジアのプロジェクト

はインクルーシブな成長を優先事
項として、持続可能な電力、飲料水、
そして質の高い教育へのアクセス
拡大と市町村間の移動を容易にす
るための支援も行っている。

遠隔地域のコミュニティの市場

「電気が通ったおかげで、
子どもたちが夜、勉強
できるようになりました。
これで子供たちの人生の
選択肢が広がりました」
NACHU（82 歳）：ADB が支援するブータン
農村部の電化プロジェクト受益者

花の力で、Shahan のビジネスが花開く
Shahan Ara はバングラデシュの南西部ジョソール県にある自身の畑で、国家独

立記念日を前にすべての花を市場に出荷しようと、懸命に花を摘みとっていた。

今も自給自足農業が一般的なバングラデシュにおいて、稲作をせずに花を栽培す
る Shahan Ara のような人は稀である。花は高価値作物で、稲作より栽培が複雑
だが、その分市場価格も高くなる。

Shahan Ara が伝統的な農業から高価値作物の栽培へと移行したのは、バング
ラデシュ政府が実施している作物多様化プロジェクトに参加したことがきっかけであ
る。ADB が 4,000 万ドルの融資を行うこのプロジェクトは、農業の生産性と収入
の向上を目指す国家的取り組みの一部である。

Shahan Araは、花卉栽培や肥料、水管理に関する研修を受け、さらに融資を受け、
他の花卉農家を訪問して学ぶ機会も得た。作物多様化プロジェクトに参加して以降、
彼女のビジネスは大きく拡大し、所得は 150% の増加となった。

作物多様化プロジェクトは、2012 年以降、25 万人を超える農家（過半数が女
性）の所得倍増を支援してきた。現在、約 7 万ヘクタールの土地において、約 20
万人の農家が 6 万ドルを超える融資を受け、従来の作物から移行している。プロジェ
クトでは、35 種の高価値作物を導入、奨励している。農家は、農業全般の効率化
および市場へのアクセス拡大に加えて、繊細で扱いが難しい高価値植物を栽培する
ためのノウハウも学ぶ。

へのアクセスおよび雇用機会の拡
大に向けて、4 月、インドの最貧州
の一つ、人口約 2 億人のウッタル・
プラデシュ州における地方幹線道
路 430km の整備プロジェクトの
ため、3 億ドルの融資を承認した。
12 月にはネパールで、160km の
道路網の修復・改修を目的とする
南アジア地域経済協力（SASEC）
のプロジェクトの支援のため、1
億 8,680 万ドルを承認した。

9 月には、慢性腎疾患に悩む人々
に安全な飲料水を提供できるよう、
スリランカの 4 県の地方自治体に
対し、6,000 万ドルの資金提供を
承認した。

安定した持続可能な電力供給が

インドに対し ADB 初の融資を実施。産業セクター
の民間企業に転貸できるよう、インド工業信用投資
公社（ICICI）に 1 億ドルを融資。インドは譲許的融
資を申請する資格を有しているが、アジア開発基金

（ADF）の既存受益国への融資割り当ての減少を避
けるため、これを行っていない。

1986年

バングラデシュ（1973 年）、モ
ルディブ（1978 年）に続いて、ブー
タンが ADB に加盟。ADB 初の現
地事務所をバングラデシュのダッ
カに開設。

1982年

受益者の声：
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ない世帯と企業を支援するために、
12 月、インドのラジャスタン州の
再生可能エネルギー・プログラムへ
の 2 億 3,800 万ドルの融資を承認
した。これは、既存の変電所に接続
するための送電線と光ファイバー敷
設の資金となる。

ネパールに対しては 11 月、国内
75 郡の初等中等教育への公平なア
クセス、質そしてガバナンスの改善
を目的とする学校教育開発プログラ
ムの支援のため、初の成果連動型融
資 1 億 2,000 万ドルが承認された。

より環境に配慮した
南アジアを目指して

ADB は 2020 年までに、南アジ
アでの環境的に持続可能な成長に向
けた支援を倍増させることを目指し
ている。これには、開発途上加盟国
が気候変動の影響に対処するための
支援も含まれる。

9 月、インド政府の保証を受けて、
同国パンジャブ国立銀行の工業用・
商業用建物の屋上太陽光発電システ
ム設置に融資できるよう 5 億 500
万ドルを提供した。これは、25 年
間で約 1,100 万トンの二酸化炭素を
削減し、温室効果ガス排出量を抑え
るものである。またスリランカでは、
グリーン電力開発プロジェクトも支
援している。このプロジェクトは、

最終的にスリランカの電力供給のう
ち 300 メガワットを風力発電で賄
うことを目指している。

11 月、ADB とインド政府は、コ
ルカタの上下水道、排水サービスの
対象範囲拡大と運営改善の継続に向
け、2 億ドルの支援協定を締結した。
当プロジェクトは、ジョカおよび周
辺地域 3 万 1,800 世帯の上水道を
修復し、東コルカタの 4 万 4,700
世帯の水の損失を削減、新たに少な
くとも 8 万 3,400 世帯を下水道・
排水路網に接続する。

ネパールでは引き続き、バグマ
ティ川流域の環境、宗教遺産および
水質の改善を目指すプロジェクトを
支援、水源に貯水池を建設し、年間
を通じての一定の水流の確保と川岸
の美化を図っている。

地域協力の推進
2016 年、南アジア内諸国の協力

と包括的統合が強化された。ADB
は 9 件 の プ ロ ジ ェ ク ト に 14 億
3,000 万 ド ル を 承 認、2001 年 以
降、南アジア地域経済協力（SASEC）
への投資は累計でプロジェクト数
46 件、約 56 億ドルとなった。

6 月、SASEC 加盟国は、2016 年
から 2025 年までを対象とするプロ
グラム初の包括的かつ長期的な業務

計画を採択した。この SASEC 業務
計画は戦略的目標と業務の優先事項
を定めるとともに、今後 5 年間の開
発援助において 1,200 億ドル以上を
必要とする、プロジェクトとなり得
る 200 件以上の案件を特定してい
る。ADB はさらに、統一体としての
SASEC 地域の長期的な可能性を述べ
たSASECビジョンの作成も支援した。

9 月、インドのヴィシャカパトナ
ム－チェンナイ産業回廊への 6 億
3,100 万ドルの融資およびグラント
を承認した。この回廊は、都市産業
開発の多部門にわたる包括的なアプ
ローチとして、大規模な国内市場を
統合するだけでなく、インド経済を
世界規模のバリューチェーンに組み
込み、南アジア内諸国との貿易の機
会を開く上で、極めて重要な役割を
果たすと期待されている。援助総額
のうち、5 億ドルのマルチトランシェ
融資ファシリティは回廊地域内にお
いて優先されるインフラ投資を支援
する。2 番目の割り当て分である 1
億 2,500 万ドルの政策ベースの融資
は、アンドラ・プラデシュ州の政策
改革と制度開発を支援する。また 
ADB は、アンドラ・プラデシュ州政
府による回廊の管理のための技術協
力の 100 万ドルと合わせて、多国間
の供託による都市の気候変動に対す
る強靭性強化信託基からのグラント
500 万ドルを管理し、気候変動耐性
を備えたインフラの構築を目指す。

南アジア内の貿易と経済協力を強
化する、新しい「南アジア地域経済
協力（SASEC）」プログラムの創設
を支援。

2001年

南アジアへのADB融資総額*

3億6,800万ドル
1967～1976年

424億7,000万ドル
2007～2016年

ADB は 交 通、 エ ネ ル
ギー、都市開発にも投資
を拡大。

1987年

*融資、グラントなど

過去と現在
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災害の教訓から学ぶ
2016 年 10 月、ADB とネパー

ル政府は、2 億 3,200 万ドルの緊
急援助プロジェクトの下で、2015
年の地震で倒壊した学校の再建を
開始した。プロジェクトは「よりよ
い復興（ビルド・バック・ベター）」
アプローチを適用し、地震に強
く、環境に優しく、障害者にも配
慮した、広さのある学校を少なく
とも 700 校建設する予定である。
ADB は緊急援助を通じて、被災地
の児童数千人が学校に戻れるよう、
また被災地で必要な行政サービス
の提供を政府が再開できるよう支
援している。

さらに 9 月、バングラデシュ政府に
よるチッタゴン－コックスバザール
鉄道回廊のドハザリ－コックスバ
ザール区間 102km の建設の支援と
バングラデシュ鉄道の能力強化のた
めの 15 億ドルの融資を承認した。
この鉄道は、バスによる移動の約
50% を代替する輸送手段となり、そ
の結果、道路の安全性を高めるとと
もに、温室効果ガス排出量を 1 年間
で 1 万 500 トン以上削減する。

成果のための知識共有
2016 年、南アジア諸国によるナ

レッジワークの要請に応えた。こう
したナレッジワークは現在の開発課
題に対処するための投資につながる。

ADB は域内の経済回廊開発に関
する調査を始め、後にインドのアン
ドラ・プラデシュ州、オディシャ州、
タミル・ナド州、西ベンガル州、さ
らにバングラデシュとスリランカに
おいてワークショップを開催、経済
回廊モデルの構想、枠組みおよびコ
ンポーネントを概説した後、調査結

果を発表した。

5 月、『Scaling New Heights: 
Vizag – Chennai Industrial 
Corridor, India’ s First Coastal 
Corridor（新たな高みへ：ヴィシャ
カパトナム－チェンナイ産業回廊、
インド初の沿岸回廊）』と題する書籍
を発表した。これは、経済回廊開発
原則の戦略的適用についての概要を
政策立案者に提供するものである。
12 月には、スリランカ南部の輸送
開発によって移住を余儀なくされた
人々の再定住に関する経験をまとめ
た『Challenges in Implementing 
Best  Pract ices Involuntary 
Resettlement – A Case Study in 
Sri Lanka（非自発的移住のベスト
プラクティス実施における課題－
スリランカの事例研究）』を出版し
た。また、オックスフォード大学出
版局（インド）と『Bhutan: New 
Pathways to Growth（ブータン：
成長への新たな道筋）』を共同出版
した。これは、学究的アプローチに
よりブータンの経済可能性を分析し
た初めての出版物である。

2010 年～ 2013 年、イン
ドでは ADB のエネルギー・
プロジェクトにより 85 万世
帯が新たに電力網に接続。

2010年

南アジアの
開発途上加盟国に対する

ADBの融資総額は
累計657億ドル。

2016年



32 ADB 年次報告｜2016

2016 年、東南アジアの経済活動
は拡大したが、域内の成果はさまざ
まだった。カンボジア、インドネシ
ア、ラオス、シンガポール、タイは
成長の勢いを維持したが、フィリピ
ンでは成長が加速した。  

フィリピンでは、投資、世帯支出、
および政府のインフラ開発への取り
組みが活発化し、優れた経済実績を
達成した。低インフレと海外送金の
伸びもこれを支えた。タイでは、農
村部経済への公共投資と政府による
景気刺激策が成長を押し上げた。東
南アジアで最大の経済規模を有する
インドネシアでは、投資はあまり進
まなかったものの、好調な消費支出
が成長を支えた。ベトナムとミャン
マーでは、特に農業セクターにおい
て、悪天候が潜在的な成長性の実現
に影響を及ぼした。ミャンマーでは、
政権移行による不安定な状況も成長
の足かせとなった。一方、世界規模
の成長の鈍化によりマレーシアでは
成長予測の達成に影を落とし、ブル
ネイではそれがさらに顕著だった。  

2016 年の主な業務内容 
ADB は 2016 年、東南アジアに

対し、融資・グラントで 33 億 4,000
万ドル、技術協力で 2,628 万ドル
を支援した。中でも、公共セクター
管理（45%）、教育（16%）、交通

（14%）に重点を置いた。融資・グ
ラントのための公的協調融資 28 億
2,000 万ドル、技術協力のために
3,727 万ドルが動員された。 

インドネシアにおける長引く経済
鈍化と世帯所得格差の拡大という二

つの問題に対処すべく、ADB は、2
件の政策ベースのプログラムにそれ
ぞれ 5 億ドルの融資を承認した（6
月と 11 月）。1 件目のプログラムは、
インドネシアの投資環境の改善を目
的とした数々の改革を支援するもの
で、事業規制改革の強化、サービス
セクターへの海外直接投資の受け入
れ、非関税貿易障壁の削減、官民連
携に向けた制度・政策そして規制枠
組みの強化、ならびに公的調達にお
ける透明性と競争性の改善を目指し
ている。2 件目のプログラムは、公
共支出枠組みによる教育、保健、イ
ンフラ、社会保障分野における政府
の持続可能な開発目標（SDGs）と
の整合性を高めることにより、所得
格差の縮小を目指すものである。さ
らに、的を絞った財政移転やサービ
ス提供の改善を通じて、地方自治体
に直接かかわる SDGs の目標達成を
支援している。 

ADB は 12 月、フィリピンにおけ
るより良い基礎的な住民サービスの
提供および地方経済の開発促進に向
けた公共支出の効率化と地方自治体
の収入源の増加を支援するため、2
億 5,000 万ドルの融資を承認した。
ベトナムでは、公共財政管理システ
ムを改善し、政府がインフラ提供を
促進できるよう 2 億ドルのプログラ
ムを承認した。

東南アジアでは、教育へのアクセ
ス拡大を目指すプロジェクトやプロ
グラムも支援した。2 月には、フィ
リピンでの重要事業である条件付現
金給付プログラムを拡大できるよ
う、4 億ドルの追加融資を承認した。
当プログラムでは、フィリピン国内

東南アジアにおける
ADBの50年

ADB、最初の国別技術協力グラン
ト（インドネシア、1967 年）、最初
の融資（タイ、1968 年）、最初の
教育プロジェクト（シンガポール、
1970 年）を承認。

1967～1970年

の最貧世帯 440 万戸に対し、保健と
教育への継続的な補助金を提供して
いる。 

交 通 ネ ッ ト ワ ー ク の 改 善 に 向
け、ベトナムでは、メコン河流域圏

（GMS）南部回廊への近道となるホー
チミン市南部のベンルック－ロンタ
イン間約 25km の高速道路建設に対
し、2 億 8,600 万ドルの融資を提供。
このプロジェクトにより、2020 年
までに、移動時間と輸送コスト 20%
の削減が期待される。またベトナム
では、人、物、投資資本の流れを促
すと同時に、農業および観光業の振
興を図ることを目的とした 1 億 600
万ドルの道路プロジェクトにより、

東南アジア
ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、
マレーシア、ミャンマー、フィリピン、
シンガポール、タイ、ベトナム
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5 県で約 22 万 5,000 人が恩恵を
受ける見込みである。 

さまざまな機会の拡大
ADB は、東南アジアの恵まれな

い人々に対する基本的サービス提
供の改善に取り組んでいる。

ベトナムでは、移住してきた若
者約 120 万人と障害を持った若者
2,000 人の学校へのアクセス拡大
を目的とする中等教育プログラム
を組成した。ラオスでは、技術・
職業教育および研修プログラムを
承認した。これには、貧しく恵ま
れない若年層約 4,600 人を対象と

良好なガバナンスがもたらす大きな恩恵
Luningning Catibong は夫の Aga とともに 4 人の子どもを育てる 32 歳の

母親である。フィリピンの西ミンドロ州サブラヤンのマンギャン族コミュニティで
暮らしている。 

Luningning と Aga は、子どもたちが学校までの長く危険な道を歩かずに済
むよう、地元で通学できる日を長い間夢見てきた。 

2012 年 12 月 2 日、Inawa Panaynep（「夢の実現」の意）小学校が 144
人のマンギャン族の生徒に門戸を開いた。この小学校では、これまで落第生を
一人も出しておらず、マンギャン族の文化遺産を尊重した特別なカリキュラムを
導入、彼らの子どもたちもよい成績を収めている。 

この学校が開校したのは、サブラヤン地方自治体の後押しによるものである。
2011 年、同自治体は「グッド・ハウスキーピング」の認可を受け、地域内の生
活水準向上を目的とするパフォーマンス・チャレンジ・ファンドの助成金を得るこ
とができた。

パフォーマンス・チャレンジ・ファンドは、ADB が支援する 2 件のガバナンス
改革プログラムの一環として実施されている革新的なイニシアチブの一つであ
る。このプログラムは、フィリピンの地方自治体による公共サービスの効率と効
果の向上を主な目的とし、これらの自治体が多くの税収入を得、財政報告と業
績の査定を行える制度の実施を可能にする。

強力な財政管理のもと、サブラヤン地方自治体は十分な資金を確保できるよ
うになったことで、地元民に対し、道路、清潔な水、そして妊産婦用診療所を
提供できており、呼吸器疾患の発生も減少している。

した 400 万ドルの奨学金プログラ
ムが含まれる。フィリピンでは、
貧困削減日本基金のグラントによ
り、国内の最貧地方 2 カ所におい
て、設備の整った近代的な幼稚園
60 園が建設され、幼稚園児 1 万
5,000 人以上が質の高い幼児教育
を受けられるようになった。

ADB は、ラオスにおいて、貧困
削減日本基金グラントを通し、保
健システムの拡充を支援する予定
である。グラントから貧困層のた
めの保健エクイティ・ファンドへ
の資金提供が行われ、母子医療に
無料でアクセスできるようになる。

東南アジアでは多くの人々がいまだ自
給自足の生活を送っていたため、ADB は
農業に対して大きな支援を行った。また
インドネシア、フィリピン、タイでは、
5,000 万人以上が恩恵を受けることがで
きる電化プロジェクトを支援。

1970年代初頭

マニラで暮らす 150 万人の水へのアクセス改善
をはじめ、東南アジアでは、上下水サービスの対
象範囲拡大を支援。ADB の投資により、ミャンマー
の過半数の国民に対する医療サービスと専門医へ
の紹介制度の改善も支援されている。

1980年代

「道路が整備された
おかげで、市場に品物を
持って行き、競争力の
ある価格で販売できる
ようになりました」
LAN LEN（51 歳、カンボジア・バベル地区
の農家）：洪水で損壊した道路が ADB の支援
により再建されたことについて

受益者の声：
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東南アジアの多くの地域では、
清潔な飲料水の不足がいまだに課
題となっている。ADB は、フィリ
ピンのマニラ首都圏外の住民 20
万人に対し、安全な飲料水へのア
クセスを拡大し、さらに 40 万人
を対象とする衛生サービスを改善
するために 6,000 万ドルを承認し
た。カンボジアでは、農村地域の
すべての家庭に上水レベルの水質
の水の供給と、全土での近代的な
下水設備の提供に向けた政府の取
り組みを支援するため、1,500 万
ドルの追加融資を承認した。

環境問題への対処を拡大
2016 年、ADB は 東 南 ア ジ ア

における環境の持続可能性の促進
に大きく貢献した。

3 月、フィリピンのマニラ首都
圏の環境悪化を抑え、自然災害に
対する脆弱性に対処する支援とし
て、1 億 2,300 万ドルの融資を承
認した。2016 年上半期には、カ
ンボジア、ラオス、ベトナムの干
ばつの分析実施を支援、さらにベ
トナムでは、複数の河川流域で遠
隔測定した降水量などの値に基づ
く全国水収支査定システムの開発
を支援している。

9 月には、インドネシアにおける
土壌浸食と堆積物移動の低減を目
的とした土壌・水保全プロジェク
トを含む、1 億 900 万ドルの洪水
管理プロジェクトを承認した。ま
た、西カリマンタン州の森林伐採・
劣化に対処するためのグラントも
承認した。さらにインドネシアで
は、二酸化炭素回収・貯留（CCS）
プロジェクトを試験的に実施する
ための技術協力プロジェクトも承
認している。これは東南アジア初
の CCS プロジェクトで、域内の
温室効果ガス排出量削減に向け、
CCS 実用化の基盤を提供するもの
である。

11 月には、ミャンマーの中央乾
燥地において、灌漑インフラを修
復するプロジェクトを承認。これ
は気候変動の影響に対処するため
に不可欠ものである。

各国の協力体制が進む 
2016 年、ADB は東南アジアの

地域協力および統合に向けて 5 億
1,800 万ドルを提供し、協調融資に
6 億 1,400 万ドルを追加投入した。
またこの支援のための技術協力プロ
ジェクト向けに 850 万ドルを提供
した。これにより、各国内および東
南アジア全体として、統合の強化と、

東南アジア諸国連合（ASEAN）経
済共同体を促進することを目指す。

2016 年 上 半 期、ADB は、 メ
コン河流域圏（GMS）のすべて
の首都、大きな経済の中心地、主
要な港を結ぶ、経済回廊のネット
ワーク拡大に関する調査を実施し
た。調査は 12 月、GMS の各有力
者によって承認された。ADB はま
た、GMS 内の鉄道網開発に向けた
複数のプロジェクトの開始と優先
付けに対しても支援した。12 月、
GMS 内の国境をまたぐ輸送道路開
通の許可が下りたことにより ADB
はこの域内での人、車両、物の行
き交いを活発化している。

人々の移動や貿易が盛んになり、
人と動物が接する機会も増えたた
め、GMS 内では国境を越えて感
染症が拡大するリスクが高まって
いる。ADB は 11 月、カンボジア、
ラオス、ミャンマー、ベトナムに対
する支援、1 億 3,250 万ドルを承
認し、これらの国が協力して、感染
症に関する情報を交換、疾病の監
視と流行時の対応を改善、また検
査所の能力強化を実施し、感染症
の正確な診断ができるようにした。

ADB は、インドネシア・マレー
シア・タイ成長の三角地帯プログ

優先度の高いインフラ・プロ
ジェクトに対し、110 億ドルの
資金を提供し、メコン河流域圏プ
ログラムの発足を支援。

1992年

交通網の連結は、東南アジア、特に内陸
のラオスにおいて開発の最優先事項であ
る。ラオスでは、シェンクワン道路建設な
どのプロジェクトにより、一人当たりの所
得が 40% 上昇、貧困も 40% 削減された。

1990年代

東南アジアへのADB融資総額*

17億5,000万ドル
1967～1976年

377億5,000万ドル
2007～2016年

* 融資、グラントなど

過去と現在
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ミャンマーの開発の道筋を示す
ADB は 10 月、近代的なエネルギー

にアクセスできない遠方の村で 12 の
ミニグリッド太陽光発電システムを建
設する技術協力プログラムを開始し
た。プロジェクトにより、全国的に生
活が改善し、環境的に持続可能なエ
ネルギーの活用が促進されている。
ADB はさらに、村落エネルギー委員
会と呼ばれるコミュニティ単位の組織
も立ち上げた。この活動は、ミャンマー
における今後の送電系統外地域での
再生可能エネルギー・プロジェクトの
ためのガイドラインや基準、規制の策
定に役立つであろう。

ラムのもと、インドネシアのメダン
とバタムにおける新しいグリーン・
シティ・イニシアティブのための行
動計画の作成を支援した。

ADB、知識共有を一本化 
ADB は 1 月、「東南アジアのナ

レッジ開発支援」と題する革新的な
技術協力プログラムを開始した。こ
のプログラムを通じ、事務管理コス
トを削減しながら、開発途上加盟国
が必要とするナレッジに対し、迅速
かつ効果的な対処を促している。こ
のプログラムは現在、5 件の国別ナ
レッジ活動および 7 件の地域ナレッ
ジ活動を支援している。 

国別ナレッジ活動の一例として、
フィリピンの新政府に対する政策支
援を提供し、フィリピンの開発の重
点領域である保健、教育、雇用、イ
ンフラ整備、環境およびガバナンス
において、長期的戦略の枠組みとな
るテーマ別調査の準備を支援した。
また、政府の長期的開発ビジョンに

向け、知識成果物の最終取りまとめ
にも助力した。ベトナムでは、ハノ
イ都市鉄道のマーケティング、広告
および顧客サービスの開発を支援
しており、同鉄道の利用者数の増加、
追加収入の創出、鉄道システムの持
続性確保を支援している。

地域ナレッジ活動では、GMS 内
の物流と経済特区に関する調査を
行った。経済特区の開発をさらに
進め、最終的には GMS 経済回廊の
競争力を高めるため、民間セクター
の代表者らと協力し、GMS 各国に
政策提言を提供した。

技術協力以外のプログラムとし
て、ADB はミャンマーのために、
交通政策のさまざまな改革や取り
組みを推奨する九つの報告書を作
成した。一連の報告書は、4月にミャ
ンマーの新政府に提示され、持続
可能な交通プロジェクトに関する
対話の促進とプロジェクト実施の
機会の特定を助けるものとなって
いる。

カ ン ボ ジ ア で
は、100 校の小中
学校の建設に資金
が提供され、3 万
2,000 人の生徒が
恩恵を享受。

台風ヨランダ（国際名：ハ
イエン）がフィリピンに多大
な被害を及ぼした後、ADB
は、被災者の生計の立て直
しとインフラの再建のため、
大規模な援助を迅速に実施。

2000年代初頭 2013年

東南アジアの
開発途上加盟国への

ADBの累計融資総額は
750億ドルを上回る。

2016年
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民間セクター
開発

民間セクターは、雇用と経済成長を生み出す、唯一最強
の触媒であり、絶対的貧困を撲滅し、すべての人々が潜
在能力を発揮できるようにするという、世界が合意した
目標を達成するうえで必要不可欠なものである。ADB は
2020 年までに、年間承認額の半分を民間セクター支援に
充てることを目標にしている。

ADB は、2016 年も引き続き、開発途上加盟国（DMCs）
が、ビジネス環境を改善し、民間セクターで競争力を上
げられるよう支援した。開発ニーズの資金提供において、
民間からの投資を喚起するため、ADB は官民連携（PPP）
の提唱、促進、投資を推し進めた。さらに、民間が開発す
るインフラ・プロジェクト、金融仲介機関、その他の優先
分野に対しても直接資金を提供した。

2016 年度の民間セクター業務の承認額は、過去最高レ
ベルを達成した 2015 年度の額を若干下回った。ADB は、
25 億ドルの民間セクター融資を承認。協調融資額につい
ては、2015 年度に比べ約 12 億ドル増の 58 億 4,000 万
ドルに達した。これには、公的機関からノンソブリン業務
への過去最高額となる 2 億 3,800 万ドルの協調融資も含
まれる。

アジア・太平洋地域のビジネス支援 
重要なプロジェクトへの民間参入を促進

官民連携部（OPPP）は、2016 年、本格的な業務の開
始から 2 年目を迎え、引き続き大きな前進を見せ、バン
グラデシュ、カザフスタン、マレーシア、スリランカ、ベ
トナムにおいて、新たに 5 件のトランザクション・アド
バイザリー・サービス委託獲得に成功した。この業務によ
り、需要の高い交通、エネルギー、医療インフラの実現に
加えて、関係機関の能力強化と、個々の国と各セクターに
おける将来の PPP のひな型作成が期待される。

民間セクターにおける
ADB の 50 年

1966～1970年代 1975年

ADB のソブリン支援が
間接的に開発途上加盟国

（DMCs）の民間セクター
を刺激。

各国の開発金融機
関を通じて、民間企
業への融資を開始。

36 ADB 年次報告｜2016



スリランカでは、世界規模の船
舶輸送の重要なハブとするため
に、5 億ドルをかけ、コロンボ港
の荷扱量を 20 フィートコンテナ
換算で 240 万個分増やせる新た
なコンテナ・ターミナルの建設を
計画している。官民連携部（OPPP）
はスリランカ港湾局に対し、この
事業に向けた PPP の構成へのアド
バイザリー業務を提供している。
マレーシアでは、国有企業（SOE）
マラッカ・グリーン・テクノロジー
社に対し、10 万個を超える道路
灯の改修にあたり、エネルギー効
率の良い LED 照明を利用すると
いうプロジェクトへの助言を行
い、温室効果ガス排出量を 2020
年までに 40% 削減するというマ
レーシアの政策を後押ししてい
る。OPPP はさらに、カザフスタ
ン保健・社会開発省に対し、カラ
ガンダ州立医科大学に 300 床の
多機能教育病院を建設し、設備を
整え、維持管理するための助言を
行っている。

2016 年 5 月、ADB は 試 験 的
に、トランザクション・アドバイ
ザリー・サービス提供の対象範囲
を民間セクターのスポンサーに対
してまで拡大した。この業務は、
民間セクターの投資家が、必要不
可欠なインフラの整備を加速する
複雑かつ革新的なプロジェクトに
対し、銀行が融資可能な優良事業
を組成し、資金の調達を行うこと
を支援するために始められた。 

OPPP が管理する、アジア・太
平洋プロジェクト組成ファシリ
ティ（AP3F）は、資金供与国で
あるオーストラリア、カナダおよ
び日本の承認を得て、正式に業務
を開始した。AP3F の下で利用可
能なリソースの認識度を上げるた

め、ADB は、開発途上 25 加盟
国でアウトリーチ活動を実施し
た。また、バングラデシュ、イン
ドネシア、カザフスタン、ミャン
マー、東ティモールからの技術協
力申請計 6 件を承認した。AP3F
はプロジェクトの組成、能力強化、
政策改革、そしてプロジェクトの
モニタリングや再編成支援のため
の技術協力を提供する。

AP3F によるバングラデシュへ
の技術協力は、ダッカ・バイパス・
プロジェクトの組成に係る法的支
援を提供するもので、バングラデ
シュにおける他の道路関連 PPP
プロジェクトの役に立つひな型
とガイドラインにもなる。東ティ
モールへの技術協力では、同国財
務省の PPP および融資部局に技
術的助言を提供し、同部局管轄の
PPP プロジェクトが品質基準を満
たせるよう支援する。ミャンマー
への技術協力では、財政難、投資
と能力不足に悩む、既存のコン
セッションによる道路運営の再編
成を支援する。

ADB の各地域局では、アジア・
太平洋地域を通し PPP 方式採用
の加速に取り組んでいる。 

中央・西アジアでは、トルクメ
ニスタン、アフガニスタン、パキ
スタン、インドを結ぶ 1600 km
の天然ガスパイプライン・プロジェ
クトに対するトランザクション・
アドバイザリー・サービス委託を
滞りなく完了した。アドバイザー
として、ADB はプロジェクト実施
企業の設立を支援し、株式保有比
率ならびに各自資金の割り当てに
ついて、当事者の間で合意を得ら
れるよう手助けをした。自己資金
については、詳細にわたる技術・

ルート調査、環境・社会セーフガー
ド研究、プロジェクト次フェーズで
の調達・融資活動への割り当てが含
まれる。パキスタンでは、同政府に
よるシンド州の PPP 投資支援プログ
ラムの実施を後押しした。

東アジアでは、中国の宜昌市に
よる高齢者ケアサービスのための
PPP の組成と実施を支援するため、
5,000 万ドルの融資を承認した。地
方自治体による社会サービス提供
を目的とした PPP 実施を支援する
成果連動型ソブリン融資としては、
ADB 初である。プロジェクトの総
費用は 1 億 2,840 万ドルで、うち
5,500 万ドルを宜昌市が負担、残り
の 2,340 万ドルについては民間セク
ターによる負担が期待されている。 

太平洋地域においては引き続き、
民間セクター開発イニシアティブを
通じて、民営化と PPP 取引を支援
している。トンガ林業公社とのコン
セッション契約を締結し、サモアの
国有企業 3 社の民営化戦略を作成し
た。フィジーでは、PPP 政策と将来
の PPP 案件の組成支援に加え、フィ
ジー電力公社と空港公社の民営化に
向け、技術協力を提供している。東
ティモールでは、ディリにおける固
形廃棄物管理の PPP 戦略を作成し
た。また、同国の PPP 担当部局と
協力して、規制のまとめと将来の事
業案件の確定に取り組んでいる。パ
プアニューギニアでは、送電線のな
い農村部での太陽光発電 PPP 契約
の作成と入札において、同国電力公
社を支援している。

南アジアでは、2016 年、PPP に
かかわる能力・枠組み作りを支援し、
これがネパールにおける PPP セン
ター設立につながった。スリランカ
では、クリーン・エネルギー・ファ

「困難な時代に、ようやくアフガニスタン
を支えてくれる銀行ができました。
銀行の支援によりビジネスが
雇用と所得を増やしてくれます」

受益者の声：

BERND LEIDNER：ADBが支援する中小企業のためのアフガニスタン国際銀
行に融資保証を提供する、アフガン信用保証基金の会長
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ンドが融資する技術協力を承認し
た。これは、セイロン電力庁が風
力発電所を建設し、風力発電に民
間投資を引き付ける手助けをする
ものである。また ADB は、インド
とバングラデシュにおいて、仲介金
融機関を通して 8 件のエネルギー・
プロジェクトを含む PPP プロジェ
クトへの資金調達を支援した。そ
の内訳はインド・インフラ金融公
社を通じて 4 件、インフラ開発公
社を通じて 4 件となっている。東
南アジアでは、カンボジアに対し、
PPP 開発に向け、法律面と制度面
での枠組み整備を目的とした技術
協力を提供し、PPP プロジェクト
の将来案件の組成を支援し、パイ
ロット・プロジェクト 1 件の事業
化可能性調査の実施、政府省庁の
能力構築、カンボジアの法律・規
制環境の見直しを行った。

各国のビジネス環境を改善
ADBはウズベキスタンにおいて、

小規模企業の運転資本と固定資産
のための資金確保を目的とした 1
億ドルの金融プロジェクトを支援
している。ジョージアでは、政府
による負債、財務リスク、歳入、
歳出の管理改善プログラムのため

に 1 億ドルの融資を承認した。こ
のプログラムは、歳出を減らしな
がら民間投資を引き付けると同時
に、中小零細企業に対する長期的
な融資のアクセスを拡大し、その
うち 40% を女性が経営する中小零
細企業に充てることを目指す。

キルギスでは、融資へのアクセ
ス拡大、インフラへの民間セクター
参入の促進、輸出の多様化と海外
直接投資の推進、電子調達による
政府の透明性改善、事業運営上の
税金関連費用の削減を目的とする
プログラムを承認した。

バングラデシュでは、2 度目とな
る農村部の中小企業支援プロジェ
クトを承認した。これには貧困削
減日本基金が資金提供する技術協
力が含まれる。プロジェクトには、
ダッカやチッタゴンといった大都
市圏外にある中小企業に転貸する
ための 2 億ドルの金融機関を介し
た融資が含まれ、このうち 2,000
万ドルは女性が所有する中小企業
に充てられる。さらに、国内各地
での事業支援施設設立も支援する。

スリランカでは、同国の資本市
場の能力強化および規模の拡大に

向け、総額 2 億 5,200 万ドルの融
資および技術協力を承認した。こ
のプログラムは、コロンボ証券取
引所を近代的なガバナンスを備え
た株式会社に転換し、政府に対し、
国有企業の上場を目指すための手
助けをするものである。

ブータンでは、政府がジェンダー
平等の課題に対処し、対象とされ
た都市と農村部の貧困層の雇用機
会と社会サービスへのアクセスを
改善するため、150 万ドルの技術
協力を行っている。 

インドでは、アンドラ・プラデ
シュ州のビジネス環境の向上を目
的として、中心産業地区開発の計
画策定を改善し、経済回廊運営の
成功事例を推し進めるために 1 億
2,600 万ドルの政策ベースの融資
を承認した。 

インドネシアでは、政府による環
境改革、PPP および公的調達改革
への投資を助けるプログラムを支
援している。2016 年、インドネシ
アの五大都市でビジネス環境を調
査した。この調査に基づいて、政
府の現経済政策がプラスの影響を
与えているかどうかを判断し、さら

開発途上加盟国の経済支
援をさらに強化するため、
ノンソブリン業務を開始。

この年のノンソブリン承
認額は300万ドルに達した。

1983年

ADB は初めて民間
企業への融資と保証を
承認、民間セクター専
門の部署を設置。 

1986年

民間セクターから資金を動員
し、開発途上加盟国への投資を
促進するために、Bローンを導入。

1990 年にはノンソブリン承認
額が 1億 6,300 万ドルに達した。

1987年

300万ドル
1983年

アジア・太平洋地域へのADBノンソブリン投資

25億ドル
2015年

過去と現在
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なる改革の可能性が明らかになる。

メコン河流域圏のイノベーショ
ンと民間セクター開発を促進する
ために、ADB はオーストラリア
政 府 と 協 力 し、 メ コ ン・ ビ ジ ネ
ス・イニシアティブ下の技術協力
に 1,050 万ドルを提供している。
ADB はインパクト投資ファンドお
よび国際投資家シンジケートと提
携し、メコンエンジェル投資家ネッ
トワークを発足させた。このネッ
トワークはスタートアップ企業に
投資し、約 300 万ドル相当の投資
のデューデリジェンスを行いなが
ら、約 275 人の現地のエンジェル
投資家と起業家を指導している。
カンボジアでは、オフラインの「融

資者クラブ」の情報のやり取りを、
オンライン上の当事者間の直接接
続による貸付けプラットフォーム
に取り入れる支援を行っている。
当プラットフォームは、約 300 社
の中小企業に短期的な運転資本を
提供している。ベトナムでは、ホー
チミン市におけるサイゴン・イノ
ベーション・ハブの発足とダナン・
ビジネス・インキュベーターの拡
張を助力した。こうしたビジネス・
イノベーション支援サービスは、
民間セクターの専門知識と資金を
活用しており、2016 年には 300
社を超えるスタートアップ企業を
支援した。ミャンマーでは、同国
初の民間セクター開発枠組みおよ
び行動計画を政府と民間企業が協

働作成できるよう、二者を仲介した。
ラオスでは、ラオス商工会議所とラ
オス女性起業家協会が投資促進法を
はじめ重要な民間セクター開発政策
に対して、より効果的に主張を行え
るよう能力強化に努めている。

繁栄の共有に向けた融資支援 
ADB は 2016 年、26 件 の 民 間

セクター業務を承認した。そのうち
12 件は気候変動あるいはクリーン
エネルギーに関するもので、11 件
は低所得国または中低所得国を対象
としている。8件の投資はインクルー
シブなビジネスの開発対象で、6 件
はジェンダー平等の要素が含まれる
プロジェクトであった。 

資本市場とインフラ開発の重要性
を強調すると同時に、開発途上加盟
国にビジネス環境の改善に関する助
言を提供する戦略を承認。

1995年

民間セクター・プロジェクトの組成におい
て地域局を支援し、政府に対し官民連携と国
有企業の民営化に関する助言を行う専門部
署を設置。

1992年

ADB、カンボジアの太陽光発電への投資を後押し 
カンボジアが紛争の時代を脱して以来、ADB は、インクルーシブかつ持続

可能な成長がけん引する市場志向型経済への移行を支えている。近年の年
間成長率は 7% を超えており、貧困層（1 日当たり1.90ドル未満で生活す
る人口）の割合も2007 年の 47.8%から、2014 年には13.5%まで減少した。

急速な経済発展にもかかわらず、国のインフラを破壊した内戦の爪痕は今
も残っている。電力へのアクセス率は2007年には人口の20.3%であったが、
2015 年には人口の 55% まで増加しているものの、東南アジアの中ではい
まだ最低レベルである。

ADB は、太陽光発電に対する民間投資を促進することにより、この課題へ
の対処を支援している。

カンボジアは非常に大きな太陽光発電の可能性を有しているが、太陽光発
電のエネルギー・ミックスに占める比率は 0.1% 未満に過ぎず、利用量は電
力供給事業として成り立つ規模には至っていない。しかしながら、最近の技
術の進歩により、現在は、従来のエネルギー源に匹敵する生産コストで売電
事業の成り立つ規模の容量の太陽光発電所を運営できるようになった。

カンボジア政府は、これらを機に、1 万 5,000 世帯に電力を十分に供給で
きる発電容量を備えた太陽光発電所の設置に向け、事業権の競争入札により
サンシープ・グループを選定した。2015 年 12 月、ADB は、サンシープと
現地パートナーに対して985万ドルの融資を承認した。ADBから360万ドル、
国際商業銀行との協調融資により300 万ドル、ADB が運用するクリーンエ
ネルギー融資パートナーシップ・ファシリティ下にある、アジアの民間セクター
のためのカナダ気候基金から 325 万ドルが動員された。
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どちらの融資も、インドの貧困
州における金融サービスへのアク
セス拡大に重点が置かれている。

パキスタンではクシャリ銀行
（KBL）に対し、農業金融の普及と
同行の中小零細企業支援拡大に向
けて、2,000 万ドルの融資が承認
された。この融資はさらに、KBL
の金融支援を受ける中小零細企業
のうち、女性が所有する企業の比
率増加、同行による中小企業研修
所の設立と同行のリスク管理シス
テム強化を促すものである。

バングラデシュでは、社会的・
環境的に持続可能な衣料産業への
投資を支援するため、イースタン
銀行に対する 2,000 万ドルの融資
を承認した。ADB は、最近強化さ
れた火災・安全基準の繊維・衣料
産業界による順守と、製造施設の
エネルギー効率化を支援している。 

ADB はベトナム投資ファンド III
に対し、2,000 万ドルの投資を承
認した。このファンドは、ベトナ
ム、ミャンマーおよびメコン河流
域圏全域の中堅企業に投資を行い、
ADB はこれを通じて、女性の雇用
増加に重点を置きながら、東南ア
ジアの医療、教育、製造、交通お
よび物流を支援している。

ADB はまた、マイクロ・クレジッ
ト・レーティングス・インターナ
ショナルに 150 万ドルを出資する
ことにより、アジア・太平洋地域
のマイクロ・ファイナンス機関の
育成も支援している。この出資は、
同社がインド市場の格付機関とし
て認定され、同社の格付け、助言、

農業支援 
2015 年に設置された ADB のア

グリビジネス投資チームは、2016
年、活動の幅を大きく広げた。6 月、
中国農村部の酪農業と牛乳の安全性
の確保のため、直接融資 6,250 万
ドル、そして同額の B ローンを承認
した。同プロジェクトは、生乳の安
全処理量を 1 年当たり 22 万トンか
ら 50 万トンに増やし、また家畜の
糞尿を有機肥料に加工するバイオガ
ス工場を建設し、温室効果ガス排出
量を 1 年当たり 6 万 6,000 トン削
減する。12 月、中国、インドネシア、
ベトナムの農家の生計支援のため、
アグリパシフィック・ホールディン
グスおよびクンミン・ハスファーム・
フラワーズへの 2,000 万ドルの融
資を承認した。このプロジェクトは
地域市場や国境を越える交易、投資、
技術移転を強化することにより地域
の統合を図る。 

小規模ビジネスの育成 
ADB は、6 月、インドにおいて、

特に女性が所有するビジネス企業に
重点を置いた零細企業の融資へのア
クセス拡大を支援することを目的と
して、ジャヤラクシュミ・ファイ
ナンシャル・サービスに対し 1 億
5,000 万ドルの債券投資を確約し
た。また、インダスインド銀行に対
し、個人または零細企業への融資提
供により、インクルーシブな金融事
業の規模を 2 倍に拡大できるよう、
2 億ドルの融資を承認した。この投
資は、女性の金融リテラシー向上、
デジタル化された融資手続きの改
善、そして新規のインクルーシブな
金融商品の導入を支援するための技
術協力によって補完される。

影響力評価のサービスを他のアジ
ア市場に展開する手助けとなる。

国境を越える貿易への融資
ADB は国境を越える貿易の支援

のため、貿易金融プログラム（TFP）
を通じ、銀行に対して保証と融資
を提供し、貿易金融の需給ギャッ
プを緩和している。9 月には、調
査報告書『Trade Finance Gaps, 
Growth, and Jobs（貿易金融の
ギャップ、成長および雇用）』を
発表した。この調査によると、世
界の貿易金融市場における需給
ギャップは 1 兆 6,000 億ドルに上
り、うち 6,920 億ドルはアジアの
開発途上国の必要額であった。低
所得国と中小企業では需給ギャッ
プが大きく、需要が満たされて
いない傾向にあった。2016 年、
TFP は 2,079 件、総額 30 億ドル
超（うち 18 億ドルは銀行、民間
保険会社、輸出信用機関、シンガ
ポール国際企業庁による協調融資）
の取引を支援した。このうち1,597
件は中小企業、368 件は開発途
上加盟国間の貿易を支援するもの
だった。TFPの対象20カ国の中で、
取引が活発だった上位 6 カ国はア
ルメニア、バングラデシュ、モン
ゴル、パキスタン、スリランカ、
ベトナムだった。

2016 年、TFP は初めて太平洋
地域に進出し、サモアの銀行 2 行
とバヌアツの銀行 1 行と貿易金融
契約を締結した。また、バングラ
デシュ、カザフスタン、ミャンマー、
ウズベキスタン、ベトナムで業務
を拡大し、新たに 11 行の銀行と
提携を結んだ。カンボジア、モン

60億ドル
2016年の民間協調融資額
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ゴル、ミャンマーでは、研修や能
力強化セミナーを実施し、ウズベ
キスタンでは、中央アジア対象の
地域研修を開催し、7 カ国から 36
行の銀行が参加した。 

ADB は 2016 年度も引き続き、
サプライチェーン・ファイナンス・
プログラム（SCFP）を実施した。
SCFP は国内サプライチェーンと合
わせて国境を越える貿易を支援する
ことで、TFP を補うものとなってい
る。2016 年、SCFP は 188 件以上
の取引を支援し、総額は 2 億 300
万ドルを超えた。資金の50%はパー
トナー金融機関による協調融資。
SCFP 下の取引はすべて中小企業の
支援向けであった。 

マイクロ・ファイナンス・リス
ク・パーティシペーションおよび
保証プログラムは、開発途上加盟
国のマイクロ・ファイナンス機関
への現地通貨建て融資を促進し、
さらに商業ピラミッドの底辺にい
る企業や人々に対して融資へのア
クセスを拡大している。また、現
地の銀行や国際的な銀行と提携し、
債務不履行のリスクを分担してい
る。2010 年 以 降、2 億 2,000 万
ドルを超える協調融資を得て、4 億
2,000 万ドル以上を 240 万人を超
える貧しい借り手に融資している。
2016 年、シティバンクが新たに地
域パートナーとしてプログラムに
加わった。このプログラムは現在、
バングラデシュ、インドおよびイ
ンドネシアで展開しており、来年
にはスリランカとミャンマーにも
拡大される予定である。

より大きな投資を引き寄せる
2016 年、ADB はさまざまな開

発段階にある民間セクターによる
インフラ・プロジェクトに関与す
べく業務能力を拡大した。アジア
インフラパートナーシップ信託基
金（LEAP）を創設、国際協力機構

（JICA）がこれに 15 億ドルを出資
している。ADB は、借入、新株発
行からメザニン・ファイナンスま
で幅広い金融商品を活用して LEAP
を運用している。 

12 月、ADB は、インドネシア
の西スマトラ州南ソロック県の地
熱蒸気源の開発に対し、1 億 900
万ドルの融資を決定した。その内
訳は、ADB の通常資本財源から
7,000 万ドル、LEAP から 2,000
万ドル、クリーン・テクノロジー
基金からの融資 1,950 万ドルと
なっている。ADB はこのプロジェ
クトを通じて、世界の地熱発電量
の 24% のシェア獲得を目指すイ
ンドネシアを支援している。

タイでは、革新的な太陽光発電
プロジェクト 2 件への支援を承認
し、シュトゥンプフ・エネルギーに
4,700 万ドル、タイ・サンシープ・
アセット・カンパニーに 4,500 万
ドルを融資した。両社とも、商業・
工業用ビルの屋上に 100 メガワッ
トの発電容量を備えた太陽光発電
システムを設置し、固定価格買取
制度に頼らずとも競争力のある料
金で電力を供給することができる
ようになる。2 件のプロジェクトが
完成すると、年間 12 万トンの温室
効果ガス排出量削減が期待される。

インドネシアでは、フルイディッ
クに対する 500 万ドルの出資を承
認した。この投資により、電力網
へのアクセスがない、または少な
い孤立した農村部に 500 メガワッ
ト時の電力を発電・配電できるよ
うにする。この電力貯蔵ソリュー
ションにより、高額で公害を起こ
す発電機を、風力・太陽光発電シ
ステムなどの再生可能エネルギー
源に替えることが可能となる。12
月には、インドネシアで急速に拡
大しているガス需要に応えるため、
4 億ドルの融資を承認した。西パ
プア州に建設するタングー天然ガ

ス液化施設によって、石炭とディーゼ
ルによるエネルギー生産からの転換が
可能となり、建設期間に 7,000 件の
雇用が創出される。

中国では、廃水処理の規模拡大およ
び湖と川の汚染軽減を支援するため、
1 億 5,000 万ドルの直接融資と商業
銀行が資金提供する 1 億ドルの補完
的融資を承認した。当プロジェクトに
より、1 日当たり 230 万トンの廃水
と 2,900 トンの汚泥が処理される。 

ミャンマーでは、モバイル通信ネッ
トワークの普及のため、エーヤワディ・
タワーズ・アセット・ホールディン
グスとエーヤワディ・グリーン・タ
ワーズに対する 5,000 万ドルの融資
を承認した。さらに、ヤンゴン市の都
市再生支援のため、3,500 万ドルの
融資と 1,500 万ドルの政治リスク保
証も承認した。500 万ドルの B ロー
ンを受けたこのプロジェクトを通し、
ADB は環境的に持続可能な観光業と
商業用不動産の開発を支援する。

ADBによる民間セクター
への投資は25億ドルに上
り、協調融資58億ドルと合
わせ、2016年の投資総額
の4分の1以上を占めた。

評価された貿易金融調査
ADB の貿易金融ギャップ調査は、貿易

金融の需給ギャップと、成長および雇用へ
の影響を数量化した初の調査である。この
調査は、世界貿易機関で頻繁に引用されて
おり、トレード・ファイナンス・グローバ
ルから 2016 年度最優秀データ・リサーチ・
プロダクト賞が贈られた。 

ADB 概要書
2016 年度 貿易金融のギャップ、

成長と雇用

2016年
民 間 セ ク

タ ー 承 認 額
が 16 億ドル
に到達。

2010年

「ストラテジー2020」の
中間見直しで、2020 年
までに民間セクター向け
支援を年間承認額の 50%
をにする目標を設定。

2014年
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効果的な
組織の実現

政策および戦略の概要 
ADB は引き続きストラテジー 2020 の中間見直し行動計

画に基づいて、業務および組織の改革に向け、包括的なア
ジェンダに取り組んでいる。行動計画では、ADB の業務の
効率と効果を高め、組織内部の能力を改善し、また困難な開
発環境に対処し、ADB の戦略的重点を絞るための 192 件の
行動項目が詳細に示されており、現在進行中である。2016
年 12 月時点で、192 件の行動項目のうち 147 件が完全に
実施されており、ほぼ実施されているものが 25 件、一部実
施が 14 件となっている。まだ実施されていない項目は 6 件
のみである。期限が定められた項目の大半は 2017 年内の完
了が見込まれている。

ADB は 2016 年、文書の簡素化と手続きの見直し、そし
て承認プロセスの合理化に取り組んだ。融資実行に関する改
善策により、2016 年の融資実行額は 122 億 6,000 万ドル
に上り、ADB にとってここ数年の中でも最も高い水準に達
した。10 項目の調達改革行動計画に基づき、調達の効率化
ならびにコンサルタントや請負業者の質を高めることを目的
とした調達改革第 2 フェーズの実施を開始した。この改革で
は、調達手続きをさらに簡素化するとともに、柔軟性を高め、
調達時間を短縮し、またプロジェクトの組成と実施に新しい
高度な技術の活用を進める予定である。また ADB は引き続
き、開発の効果を高めるため、プロジェクトの迅速な準備・
実施および管理の改善に取り組んでいく。

12 月、ADB は税金の秘匿、脱税、および国レベルとプロ
ジェクト・レベル双方における積極的な税務計画の法制化と
いった世界規模の新たな課題への対応と対策強化を目的とし
て、汚職防止政策の改訂を承認した。

ADB は、開発途上加盟国の新たなニーズと需要に応えて
いく中で、融資機能の改善に取り組んできた。2016 年は景
気循環相殺支援ファシリティ（CSF）の見直しを実施した。
同ファシリティは元々、2008 ～ 2009 年の世界的な金融危
機後、各国政府に金融支援を提供するための一時的な手段と

アジア開発銀行の50年

1966年 1978年

ADB 正 式 開 業 2
日前の 12 月 17 日、
初の理事会を開催。

ADB の年間融
資額が初めて 10
億ドルに到達。
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して 2009 年に立ち上げられたもの
である。

景気循環相殺支援ファシリティー
（CSF）は 2011 年、常設の融資手
段とすることが承認された。2016
年 7 月、ADB はさらなる調整を行い、
CSF の適格基準を明確化した。

ADB は現行の情報技術（IT）シス
テムの更新と転換に着手している。
新技術は業務の統合を実現するとと
もに、報告機能を向上させ、モバイ
ル・サポートをより充実させるクラ
ウド・サービスによってサポートさ
れる、財務およびナレッジのプラッ
トフォームを備えるなど、包括的な
機能を提供する。2016 年を通じて
複数の IT 改革が実施され、ADB の
融資実行、内部向け調達、財務、ノ
ンソブリン業務および人材管理シス
テムが改善された。 

ADB の実効性の確保 
成果の管理 

ADB は自らのパフォーマンスを
評価し、管理するために、年次のパ
フォーマンス・スコアカードを備え
た組織成果枠組みを活用している。
組織成果枠組みは、アジア・太平洋
地域の開発の進捗状況、各国の成
果に対する ADB の貢献、ならびに
ADB の業務・組織の効果を測るもの
である。ADB は毎年 1 回実施する
開発効果見直し（DEfR）においてス
コアカードを発表している。2016
年の DEfR 報告書は 2013 ～ 2016
年の ADB のパフォーマンスを評価
対象としている。 

2016 年の DEfR では、ADB の取
り組みと改革が功を奏し、パフォー
マンスが改善されたことが示され
た。完了したソブリン業務の成功率
は 2013 年と比較してかなり向上し、

ジェンダーの平等の成果目標も達成
された。業務のための調達事前準備
の状況も改善され、事業の 40% に
おいて事前準備を終了させるという
2016 年の目標を達成した。直接付
加価値協調融資、官民連携（PPP）
に向けたプロジェクト開発業務、お
よび PPP の活用を含む、野心的な
開発金融の目標も概ね達成された。
ただし、2016 年の DEfR では、業
務立ち上げの遅れに関連する課題
や、完了した業務の持続可能性が上
昇はしているものの、いまだ低いレ
ベルにあること、ADB 国際職員へ
の女性の登用促進が十分ではないこ
となどの問題点が指摘されている。
ADB はこうした課題に取り組んで
いる。 

新たなグローバル・アジェンダに応える
ADB は、 持 続 可 能 な 開 発 目 標

（SDGs）について定期的に報告する
というコミットメントを国連パート
ナー機関とともに新たにし、アジア・
太平洋地域における SDG 実施状況
の政策分析を共有した。気候ファイ
ナンスなどの分野における融資の機
会を広げるため、他の多国間開発銀
行とも緊密に協力しており、また多
国間開発銀行によって実現した民間
融資についての報告も行っている。

ADB は世界規模の新たな開発課
題に対応するため、新たな組織戦
略「ストラテジー 2030」の策定に
着手している。合わせて組織として
の成果枠組みの見直しにより、アジ
ア・太平洋地域および ADB の戦略
的方向性に関連する SDG の成果に
ADB のパフォーマンス指標を適合
させるべく取り組んでいる。2017
年 1 月に実行されたアジア開発基
金（ADF）と通常資本財源（OCR）
の統合により資金提供能力が強化さ
れ、ADB は SDGs 達成に向けた支
援や気候変動への対応に関する開

発途上加盟国の高い需要に応えら
れるようになる。業務レベルでは、
各開発途上加盟国の開発計画と優
先事項に基づき、各国の状況に合
わせて SDG に関連する融資支援を
調整している。

各国のセーフガードを確保 
国別セーフガード制度とは、環

境、非自発的住民移転および先住
民族などに関連する各政策分野の
法律、規制、手続きならびにそれら
の実施制度を指す。ADB は 2016
年、そのセーフガード政策要綱の
規定に従い、すべてのプロジェク
トを対象に、プロジェクトの環境
への影響と社会的リスクを評価し、
指摘されたすべての影響について
適切な緩和措置を講じた。ADB は
5 月、開発途上加盟国が現場の影響
に対処できるよう、各国の政策と
能力を強化するために、世界銀行
や域内の二国間援助機関と提携合
意を取り付けた。さらに ADB 職員、
コンサルタント、政府職員、そして
ADB 融資を仲介する金融機関を対
象に、生物多様性、先住民族、環
境管理、セーフガード監督に関す
るより高度なワークショップを開
催した。また、セーフガードの成
功事例に関する途上国同士の知識
交換を促進するために、ジョージ
アのトビリシ市とベトナムのホー
チミン市において、周辺地域各国
のセーフガード制度をテーマとし
た会議を開催した。5 月にはセーフ
ガードに関する三つの通信教育モ
ジュールの第一課程を開始した。

問題の解決に向けて
ADB アカウンタビリティ・メカ

ニズムは、ADBが支援するプロジェ
クトにより影響を被った人々が不
服の申し立てや問題解決を求める
ことができる独立したフォーラム
である。アカウンタビリティ・メ

ADBは、開発途上加盟国の新たな
ニーズと需要に応えていく中で、
融資機能の改善に取り組んできた。

43
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カニズムは、こうした問題の解決
に向けた最終手段として利用され
る。問題解決を担当する特別プロ
ジェクト・ファシリテイター（SPF）
と、政策およびコンプライアンス
に関する問題を担当する監察審査
パネル（CRP）が主導する。この
メカニズムは、ADB の開発効果を
後押しし、プロジェクトの質を高
められるよう作成されている。

2016 年、アカウンタビリティ・
メカニズムは 9 件の不服申し立て
を受理した。6 件はジョージア、残
り 3 件はそれぞれ、インド、パキス
タン、サモアからだった。各申し立
ての詳細および対応状況は ADB の
ウェブサイト（adb.org）で見るこ
とができる。2016 年、CRP はカン
ボジア、インド、フィリピンのプロ
ジェクトに対する改善措置のモニタ
リングを行った。SPF は開発途上加
盟国 5 カ国において不服申し立ての
処理に関する研修を12回開催した。 

ADB は、独立アカウンタビリ
ティ・メカニズム第 13 回年次総会
および市民社会組織フォーラムを
開催し、協力体制を強化した。また、
CRP、SPF、独立評価局および持続
的開発・気候変動局が合同で、アカ
ウンタビリティ・メカニズム実施に

関する初の報告書を発表した。

情報公開と透明性 
ADB は、非政府組織パブリッ

シュ・ホワット・ユー・ファンド
が発表する援助透明性指数におい
て引き続き上位にランク付けさ
れている。ADB の透明性指数は
2014 年 の 83.8% か ら、2016
年は 84.9% へと上昇した。 

5 月、ADB の新しい情報公開
管理制度が施行され、情報公開の
ためのプロジェクト文書の提出方
法が簡素化された。パブリック・
コミュニケーション政策（PCP）
の実施改善を目的に、引き続き
ADB 職員の研修実施と情報請求
追跡システムの改良に取り組ん
だ。PCP は ADB の 情 報 公 開 お
よび外部関係者との情報のやり
取りの方法について定めたもの
である。2016 年、プロジェク
ト、組織や評価に関する文書を含
む、4,000 件以上の文書と報告
書がウェブサイト上に公開され
た。ADB は 3,028 件の正式な文
書請求を受領し、その 95% につ
いては 20 日間以内に対応した。
7 月には、政策実施を評価し、高
い水準の情報公開を維持するため
に PCP の見直しを開始した。

機敏性とリーダーシップの醸成
人材管理 

2016 年、572 件の求人に対し、
67 の 加 盟 国 の う ち 65 カ 国 か ら
49,340 人の応募があった。これは
ADB での就業に対する人気の高さ
を示すものである。ADB の出向プ
ログラムでは 34 名の出向者を受け
入れ、インターンシップ・プログラ
ムには 25 名の大学院生が参加した。

ADB は透明性、質、多様性に重
点を置きながら、採用活動の範囲を
拡大してより幅広い人材プールから
人々を引き寄せ、さらに人材管理プ
ロセスも改良した。これには人材管
理および技能習得にかかる方策の改
善も含まれ、ADB は変化し続ける
職業構造と効率のよい開発組織内で
求められる技能の組み合わせに、よ
り適切かつ包括的に対応できるよう
になった。また、ジェンダーの平等
のための新しい行動計画を導入し、
2022 年までに達成すべき女性職員
数の比率目標も設定した。こうした
変革は、能力と意欲のある優秀な
ADB 職員のキャリアの向上を目的と
している。

ADB は 2016 年、業務量のバラン
スを見直し、組織の技能需要に対応
する取り組みの一環として、早期退

融資と業務において女性
のニーズと役割を十分に考
慮するため、画期的なジェ
ンダー政策を承認。

域内の経済状況と見通しをま
とめた年次の出版物である『アジ
ア経済見通し』の第一号を発行。 

1985年 1989年

40
1966年

ADB職員数

3,092
2016年

過去と現在
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職プログラムを実施した。これに
より ADB の職員数を 3% 削減でき
た。 

また、医療保険の効率性、効果、
負担額を改善し、医療・福利サー
ビスを統合し、さらに職員の退職
プランにおける財務持続可能性の
向上を図った。 

研修と開発
ADB は 2016 年、強力なリー

ダーを育成するためのリーダー
シップ開発プログラムに重点を置
き、将来に向けてリーダーとなり
得る人材層の養成に努めた。

こうしたプログラムは、有望
な ADB 職員に明確なリーダーへ

の道筋を示す、管理職向けの評価
開発センターによって補完されて
いる。年間を通じて、現地事務所
を対象に、それぞれの状況に合わ
せて監督技能に関する研修を実施
した。また、よりインクルーシブ
な職場環境を作るために、職員教
育を重視し、多様かつ多文化な環
境下において、無意識の偏見をな
くし、職員管理を強化するワーク
ショップを展開した。

ADB では特定のセクターおよび
開発テーマに関するナレッジ・グ
ループが機能しており、2016 年、
これらセクター別およびテーマ別
のグループによる 51 の研修プロ
グラムが実施された。

こうした研修プログラムに、900
名の ADB 職員（マニラの ADB 本
部から 687 名および現地事務所か
ら 213 名）と開発途上加盟国の代
表者 1,536 名が参加した。プログ
ラムの概要と講師が提供するナレッ
ジの把握、そして対外的な資料配付
手段の改善にも努めた。

リソースの有効活用 
管理費 

2016 年の内部管理費は計 5 億
8,900 万ドルとなり、当初予算 6
億 3,600 万ドルに対する利用率は
93% であった。2016 年は、効率
改善策の実施、予算リソースの綿密
な監視、有利な外部要因、および重
点分野の見直しにより複数の予算項

初めて貧困削減を包
括的目標として掲げる。

1999年

ウェブサイト www.adb.
org を開設。最初の代表事
務所を北米に開設。

1995年
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監査 
監査部は、独立かつ客観的な監

査・助言サービスを通じて、リス
ク管理と ADB の開発目標の達成
に対し、内部管理を効果的に機能
させている。 

2016 年、監査部はソブリン業
務、ノンソブリン業務、リスク管
理、財務、IT および財務・管理を
対象として 16 件の監査報告書を
作成した。また、各部局の財務・
業務管理に関する 11 件のアドバ
イザリー業務を行った。

同部は 7 月、東南アジア諸国連
合（ASEAN）の中央銀行の内部監
査責任者を集めた初の会合を開催
した。8 月には、公共部門の内部
監査人向け研修の新たな方法に関
する調査結果の概要を発表した。

9 月、内部監査人協会（IIA）が
監査部に対し、同部が IIA の基準
を満たしているかどうかの確認、
業務遂行の有効性の評価、ならび
に同部の管理および業務プロセス
の改善機会の特定を目的として、
外部評価を実施した。その結果、
監査部は IIA の定義、基準および
倫理規定をおおむね順守している
との評価を得た。評価実施後、同
部は内部監査機能に与えられる最
高の格付けを付与された。

インテグリティおよび汚職防止活動 
ADB の汚職防止・公正管理部

（OAI）は、捜査、インテグリティ・
デューデリジェンス、プロジェクト
調達関連のレビューおよびアウト
リーチ活動を実施している。OAI は
こうした活動を通じて、ADB のすべ
ての資金が意図した目的のために確
実に活用されるよう支援している。

目で想定された支出額を下回った
ことにより、4,700 万ドルの節約
を実現した。 

2017 年の内部管理費予算は、
2016 年 予 算 か ら 3% 増 の 6 億
4,700 万ドルである。2017 年予
算により、業務の拡大、プロジェ
クトとポートフォリオの質の向上、
業務の強靱性構築、および IT 改革
の展開が進められる。2017 年予
算には 970 万ドルの年間資本予算
も計上されており、これは経常的
な資本的支出に充当される。

リスク管理の強化 
ADB はリスクを認識する組織文

化を維持している。各部局や事務
所の業務に伴う固有リスクのモニ
タリング、軽減および管理を可能に
する業務プロセスを実行している。

2016 年、ADB はアジア開発基
金（ADF）の融資業務と ADB の
通常資本財源（OCR）との統合に
伴うリスク管理の問題に特に留意
した。この統合により、ADB は最
も支援を必要とする国々に対して
より大きなリソースを振り分けら
れるようになったが、ADB のリス
ク・エクスポージャーが増す可能
性もある。ADB はトリプル A の
格付けを維持するために、健全性
リスク管理方針の事前審査を実施
し、ADF・OCR 統合を見込んで
開発融資を慎重に増やした。

ADB は引き続き、信用リスク、
市場リスク、事業リスクの管理に十
分なリソースを投入した。また、地
域の金融機関に対し、リスク管理に
関する知識と能力の向上を目的とし
た技術協力を提供した。

2016 年、138 の事業体が ADB
の汚職防止政策違反により処分さ
れた。政策の厳格な執行は、他の
事業体に対する抑止力となってい
る。

OAI はプロジェクト調達に関
する 7 件のレビューを完了した。
ADB は、関係者の知識と意識の
向上を引き続き目指しており、
OAI は 87 のセミナーやワーク
ショップを開催し、計 2,500 人
以上が参加した。

ADB は、世界における税制お
よび金融の進化に伴い、税の公平
性に対する役割を強化し、開発途
上加盟国による国際基準の順守を
支援できるよう、汚職防止政策を
改訂した。この汚職防止政策が
ADB のプロジェクトや評価を守
る助けとなっている。

ADB は、思いやりのあるイン
クルーシブかつ多様な職場環境を
確保するために、互いを尊重する
職場室（Respectful Workplace 
Unit）の設置を承認した。

総務関連 
ADB は 6 月、職員の出張の手

配と事務処理を強化するためのレ
ビュー（およびレビュー後の行動
計画の策定）を行った。行動計画
の実施によって、出張者が旅程の
変更等により柔軟に対応できるよ
うになり、事務作業の効率性も改
善される予定である。これにより、
出張の手配と事務処理にかかる職
員の作業時間が年間約 1,000 日
分短縮される。

ADB は 7 月、マニラ首都圏に
おいて自然災害などの大規模災害
が発生した場合にも、業務を遂行

初 め て 副 総 裁 に 女 性
（Khempheng Pholsena）
を任命。

2004年 

市民社会と協力するた
め、最初の NGO センター
を設立。

2001年
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できるよう業務強靱性枠組みを導
入した。この枠組みは、ADB をよ
り強靱な組織とするため、2016
～ 2021 年の間の一連の行動計画
をまとめたものである。2016 年、
重要な財務プロセスおよびデータ
を復元できるようにフィリピン国
外に運用可能な災害復旧サイトを
立ち上げた。職員に対しては、災
害発生時の業務遂行能力を向上す
るために、ADB のリモート・アク
セス機能の操作に関する研修を実
施した。職員とその家族は、災害
に対する備えについての説明を受
け、非常災害キットも低価格で職
員に提供された。

8 月には、組織の財・サービス
のための新しい調達政策が導入さ
れた。この政策は、法令順守と規
則に基づいた調達から、リスクと
原則に基づいた調達へと移行し、
内部ガバナンスと効率性を強化す
るものである。これは、組織とし
て ADB に係る調達を時代に沿っ
たものとし、IT 改革を進める上で

不可欠である。

ADB は、環境的に持続可能な業
務実現に向けて取り組んでおり、
エネルギー管理、環境管理、職場
の衛生と安全、および事業継続性
に関する国際的な認証を維持して
い る。12 月、 マ ニ ラ の ADB 本
部は、米国グリーンビルディング
協会が管理する環境性能を評価す
る 認 証 プ ロ グ ラム（LEED）に お い
て既存ビルの運用とメンテナンス

（EB+OM）のゴールド認証を再度
取得した。インド駐在員事務所も
引き続き、LEED EB+OM のゴー
ルド認証を維持している。ADB は
2017 年に回避不可能な二酸化炭素
排出量を相殺するために炭素クレ
ジットを購入する計画である。

情報技術 
ADB はより強力で、よりよく、

より迅速な組織となるために、新
しく創造的なテクノロジー・ソ
リューションの活用をまもなく開
始する予定である。

独 立 評 価 局（IED） は、ADB の 政 策、
戦略および業務の効果を評価している。
2016 年、IED はより強力なレビュー・メ
カニズムを導入し、さらに評価結果をこれ
までより効果的に普及させた。 

IED は 2016 年、ADB のセーフガード
の実施経験および ADB による支援の効果
を評価した。組織レベルでは、ADB の中
所得国に対する取り組みの評価、ADB の
民間セクター業務の比較検討の実施、環境
的に持続可能な成長に関する政策の戦略的
見直しを通じて、ADB の戦略上および業
務上の方向付けに貢献した。プロジェクト・
レベルでは、公共セクター業務評価のガイ
ドラインを改訂した。これは、自己評価と
独立評価の両方に使われる原則と評価採点
の基準を定めたものである。

IED は 10 月、スリランカの業務プログ
ラムの評価を完了した。ADB 経営陣は、イ
ンフラ・セクターの政策改革の促進、イン
クルーシブな成長のための戦略策定、お
よび民間セクター開発と教育セクターの支
援強化に関するすべての提言に同意した。
IED はまた 2016 年に、バングラデシュ、
ラオス、ミャンマーおよびベトナムに対す
る国別支援戦略の最終レビューも検証し
た。その結果は、国別支援戦略および業務
計画の作成と設計に取り込まれた。 

7 月には、リー・クアン・ユー公共政策
大学院と合同で、シンガポールや各地の都
市、中所得国において国際的な勉強会を開
催した。そのイベントには 18 カ国から約
300 人が参加した。中尾武彦 ADB 総裁を
はじめ著名な講演者らが、アジア・太平洋
地域における急速な都市化の課題に対する
解決策や政策対応について議論した。9 月
にはアジア太平洋金融・開発研究所と合同
で、中国の西安市において、初のアジア評
価週間を開催した。2017 年にも開催予定
のこのイベントでは、よりよい成果とアカ
ウンタビリティの活用を含め、評価に関す
る最新の考え方を取り上げた。

独立評価120億ドル
過去最高となった、2016年の

融資・グラント実行額
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2016 年、ADB は 最 新 の IT 環
境導入に重点を置き、「リアルタイ
ム ADB」を始動させた。IT 改革の
ためのこの枠組みは、ADB の業務
全体にわたって、より自動化され
た、効率性および生産性の高い、強
靱な作業環境をつくり出すものであ
る。実施期間は 3 年間の予定だが、
2016 年時点で既に大きな便益が実
現されている。現在 ADB では、出
張する職員のための IT 機能が改善
され、情報システムへのリモート・
アクセスが容易になるとともに拡大
され、高性能なモバイル・デバイス
が利用されるようになった。 

2016 年、IT 業務の効率化が大
きく進み、経常的に発生する IT 費
用が 8% 減少し、ADB 現地事務所
の情報処理能力は四倍に増加した。
ADB はまた、自動化された業務プ
ロセスをさらに簡素化した。開発途
上加盟国は現在、ウェブベースの融
資支払いシステムの導入により多大
な恩恵を受けており、ADB への求
職者は利便性の高いクラウドベース
の電子人事採用システムにアクセス
できるようになっている。ADB は
また、さらなる費用効率向上を目
指して、引き続きテレビ電話会議
やインターネットによるコミュニ
ケーションを推奨してきた。さらに

ADB の新たなリーダーシップ開発
プログラム

現在と将来のリーダーの技能強化に向
けて、ADBは2016年、各レベルの管理
職に合わせた一連のリーダーシップ開発
プログラムを開始した。リーダーシッ
プのパフォーマンス基準を設定するため
に、24名の部局長・次長、38名の課長
および事務所長、さらに監督責任を持つ
199名の職員がそれぞれのリーダーシッ
プ研修に参加した。このプログラムは、
現在のリーダーが持続可能な変化に対応
し、新任のマネージャーを優秀なリーダ
ーへと育成する手助けとなる。

ADF・OCR の統合に向け、財務シ
ステムの調整も行った。 

相互理解 
ADB のオンブズパーソンは中立、

独立、秘密厳守の立場から、全職員
を対象として、職場で生じる諸問題
を解決するため非公式な支援を提
供している。2016 年には、ADB
本部および現地事務所の 220 人以
上の職員から、オンブズパーソン
への職場に関する相談があった。

オンブズパーソンは、ADB 経営
陣に職場の動向についてフィード
バックを提供し、8 カ所の現地事務
所を訪問し、多数のグループ・ミー
ティングの進行役を務め、また事
務管理職員のためのフォーラムを
開発した。さらに、ネットワーク構
築と職員間の情報共有を促進する
ために、「ブラインド・ランチ・デー
ト」プログラムも開始、9 月には、

「ハーバード交渉および仲裁の客観
的評価プログラム」に、自身の役
割の有効性評価実施を依頼した。 

4 月には国際オンブズマン協会の
会合で、そして 6 月には国連およ
び関連する国際組織の調停者・オ
ンブズマンの会合でプレゼンテー
ションを行った。

2030年までの業務の
指針となる新しい組織
戦略の策定に着手。

2016年
初めて、テーマ型債券

を発行（水およびクリー
ン・エネルギー）

2010年

ADB、組織成果枠
組みを導入した初め
ての多国間開発銀行
となる。

2008年
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通常資本財源（OCR）とアジア開発基金（ADF）の財源の統合
2014 年、ADB はその資本財源をより効率的かつ効果的に管理することにより、持続可能な方法で ADB

の資金提供能力を強化するための提案を発表した。この提案では、アジア開発基金（ADF）の融資業務と
ADB の通常資本財源（OCR）を統合し、ADF はグラント業務のみを継続することが示された。ADB は、
現在 OCR 枠を通じて ADF 支援対象国に提供している融資と同じ条件で引き続き譲許的融資を行い、ADF
はグラント支援を継続する。

2015 年 4 月、ADB 総務会は、2017 年 1 月 1 日を発効日として、ADF の融資業務を終了し、ADF 融
資およびその他資産を OCR へ移転することを承認する決議を採択した（2015 年決議）。決議は 2016 年
6 月に修正されたが、この決議に従い、ADB は 2017 年 1 月 1 日、総額 308 億 1,200 万ドルとなる ADF
の融資およびその他資産を ADF から OCR へと移転した。移転された ADF 資産の内訳は、未収利息を含む
融資が総額 270 億 8,800 万ドル、流動性資産が総額 37 億 2,400 万ドルだった。ADF の資金源はドナー
による拠出、OCR 純所得からの移転と留保財源によるものだった。

これら資産の移転は、ADF から OCR への拠出および ADF から OCR への引当金の返済として処理された。
この結果、OCR において 307 億 4,800 万ドルの一時所得が認められ、6,400 万ドルの引当金が返済された。
OCR で認められたこの所得分は、総務会決議第 387 号の採択に従い、2017 年 1 月 1 日より通常準備金に
振り分けられている。

付録の表 A1 と A2 に、2017 年 1 月 1 日時点における ADF 特定資産の移転による効果の概要が示され
ている。 

2017 年 1 月 1 日時点の移転資産内の ADF ドナーの比例持分は、ADB が移転資産に適用されるとみな
した業務上の資金コミットメントに支払い可能な払込済のドナー拠出額を考慮の上、アジア開発基金の規約
第 V 条に従って決定された。各ドナーの払込済拠出額は、2017 年 1 月 1 日時点の各ドナーの拠出金の特
別引出権額に基づいて米ドル換算で確定された。これはその後、ADF が融資業務を終了し、OCR へ資産を
移転する 2017 年 1 月 1 日時点の移転資産における資金源の決定に利用された。2015 年決議の下、ADF
ドナーの比例持分は、当該ドナーによる ADB からの払い戻しおよびその株式の ADB による買い戻しが発
生した際、ならびに ADB 業務が理論上終了し、その資産を清算する際に考慮される。移転資産の資金源は、
付録の表 A3 参照のこと。
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表 A1：アジア開発銀行－通常資本財源 
ADFからの資産移転の効果を示す財務諸表の概要 

（単位：百万ドル）
2016年12月31日

時点の収支
ADFからの資産移転

2017年1月1日
2017年1月1日

時点の収支
銀行預金  661  0  661 
流動化目的の投資  26,025  3,696  29,721 
売戻条件付買入有価証券  102  12  114 
融資残高－業務a

ソブリン
一般  62,413 –  62,413 
譲許的 –  27,025  27,025 

 62,413  27,025  89,438 
ノンソブリン  5,186 –  5,186 

 67,599  27,025  94,624 
出資－業務  814 –  814 
その他債券－業務  150 –  150 
未収利息  387  79  466 
デリバティブ資産  29,143 –  29,143 
その他資産  973 –  973 
資産合計  125,854  30,812  156,666 

負債合計  108,640 –  108,640 
資本
資本金
期限到来済分割拠出金  7,154 –  7,154 
差引－ADFへの資本移転および割引  79  (64)  15 

 7,075  64  7,139 
応募済資本としての非譲渡、非利息の要求払債券

 (676) –  (676)
 6,399  64  6,463 

名目調整済受取額  (1,474) –  (1,474)
通常準備金

ADFからの資産移転による  –  30,748  30,748 
利益剰余金による  12,211 –  12,211 
小計 12,211  30,748  42,959 

特別準備金  340 –  340 
貸倒引当金  172 –  172 
剰余金  1,065 –  1,065 
累積再評価調整金  88 –  88 
引当て後の純利益－2016年  (11) –  (11)
その他損失総累計額  (1,576) –  (1,576)
資本合計  17,214  30,812  48,026 
負債・資本合計  125,854  30,812  156,666 

－＝ゼロ、0 ＝ 50 万ドル未満、ADF＝アジア開発基金
注：2016年12月31日時点で未実行のADF融資残高84億4,400万ドルは2017年1月1日にOCRの融資残高とみなされた。
a 未償却の融資組成費用、融資損失および重債務貧困国の債務救済のための引当金、評価替えを含む。
出所：ADB会計局
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 表 A2：アジア開発銀行－アジア開発基金  
 OCRへの資産移転の効果を示す財務諸表の概要  
 （単位：百万ドル）

2016年12月31日
時点の収支

OCRへの資産移転
2017年1月1日

2017年1月1日
時点の収支

銀行預金  281  (0)  281 
流動化目的の投資  5,726  (3,696)  2,030 
売戻条件付買入有価証券  13  (12)  1 
融資残高－業務a  27,306  (27,306) –
未収利息  87  (79)  8 
その他資産  172  172 
資産合計  33,585  (31,093)  2,492 

負債合計  2,637 –  2,637 
基金残高

拠出済額
拠出金－正味未償却割引  32,667 –  32,667 
留保財源  64  (64) –
OCR・TASFからの移転  1,703 –  1,703 

  34,434  (64)  34,370 
 応募済資本としての非譲渡、非利息の要求払債券

 (1,633) –  (1,633)
累積損失

業務による  (361)  (361)
OCRへの資産移転による  (31,029)  (31,029)

小計  (361)  (31,029)  (31,390)
その他損失総累計額  (1,492) –  (1,492)

基金残高合計  30,948  (31,093)  (145)
負債・基金残高合計  33,585  (31,093)  2,492 

－＝ゼロ、0 ＝ 50 万ドル未満、OCR＝通常資本財源、TASF＝技術協力特別基金
a 重債務貧困国の債務救済のための引当金控除後。
出所：ADB会計局

表 A3：ADF資産のOCRへの移転後の資金の比例持分
ADFの資金源 百万ドル %a ADFの資金源 百万ドル %a

ドナー拠出額
オーストラリア  2,213  7.18 マレーシア  24  0.08 
オーストリア  257  0.83 ナウル  0  0.00 
ベルギー  231  0.75 オランダ  716  2.32 
ブルネイ  17  0.06 ニュージーランド  157  0.51 
カナダ  1,889  6.13 ノルウェー  266  0.86 
中国  84  0.27 ポルトガル  79  0.26 
デンマーク  242  0.79 シンガポール  18  0.06 
フィンランド  180  0.58 スペイン  432  1.40 
フランス  1,270  4.12 スウェーデン  436  1.42 
ドイツ  1,679  5.45 スイス  359  1.17 
香港（中国）  93  0.30 台湾  90  0.29 
インド  24  0.08 タイ  15  0.05 
インドネシア  14  0.05 トルコ  114  0.37 
アイルランド  79  0.26 英国  1,440  4.67 
イタリア  1,099  3.57 米国  4,060  13.18 
日本  11,197  36.34 小計  29,309  95.13 
カザフスタン  4  0.01 
韓国  484  1.57 OCR純所得移転  1,439  4.67 
ルクセンブルク  47  0.15 留保財源b  64  0.20 

合計 $30,812  100.00 
ADF＝アジア開発基金、OCR＝通常資本財源
注：0 ＝ 30 万ドル未満、0.00＝0.001%
a  全払込済拠出額の特別引出権額に基づいて決定。ただし、未払いの分割払込金、およびアジア開発基金の規約第V条に従い、総務会で承認された関連決議に記述
された換算率に基づき2016年12月31日時点で比率に応じて留保された額を除く。

b アジア開発基金設立合意書の第19.1 (i) 条に基づく。
出所：ADB財務局



53

20
16
年
上
位
受
益
国

（
承

認
額

ベ
ー

ス
、

協
調

融
資

を
含

む
）

（
単

位
：

百
万

ド
ル

）

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

イ
ン

ド
中

国
パ

キ
ス

タ
ン

バ
ン

グ
ラ

デ
シ

ュ
ベ

ト
ナ

ム
ア

ゼ
ル

バ
イ

ジ
ャ

ン
カ

ザ
フ

ス
タ

ン
フ

ィ
リ

ピ
ン

ミ
ャ

ン
マ

ー
地

域
そ

の
他

の
開

発
途

上
加

盟
国

合
計

－
＝

ゼ
ロ

、
AD

B＝
ア

ジ
ア

開
発

銀
行

、
AD

F＝
ア

ジ
ア

開
発

基
金

、
D

M
C 

= 
開

発
途

上
加

盟
国

、
O

CR
＝

通
常

資
本

財
源

、
TA

＝
技

術
協

力
、

TA
SF

＝
技

術
協

力
特

別
基

金
注

：
小

数
点

以
下

の
処

理
に

よ
り

合
計

と
一

致
し

な
い

場
合

が
あ

る
。

合
計

TA
SF

グ
ラ
ン
ト
TA
グ
ラ
ン
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

TA
協
調
融
資

国

AD
B特
別
基
金

O
CR 保
証

出
資

融
資

そ
の
他
の
特
別
基
金

AD
F

融
資

グ
ラ
ン
ト

年
次
報
告
20
16

w
w

w
. a

db
. o

rg
/a

r2
01

6

Ke
yw

or
ds

: c
ofi

na
nc

in
g,

 a
pp

ro
va

ls
, n

on
so

ve
re

ig
n,

 p
riv

at
e 

se
ct

or



54 ADB 年次報告｜2016

年
次
報
告
20
16

Ke
yw

or
ds

: c
ofi

na
nc

in
g,

 a
pp

ro
va

ls
, n

on
so

ve
re

ig
n,

 p
riv

at
e 

se
ct

or

セ
ク
タ
ー
別
内
訳（
ソ
ブ
リ
ン
お
よ
び
ノ
ン
ソ
ブ
リ
ン
承
認
額
、協
調
融
資
を
含
む
）

20
15

-2
01

6

O
CR
お
よ
び
特
別
基
金

情
報

通
信

技
術

マ
ル

チ
セ

ク
タ

ー
水

道・
そ

の
他

都
市

イ
ン

フ
ラ・

サ
ー

ビ
ス

交
通

公
共

部
門

管
理

産
業・

貿
易

保
健

金
融

エ
ネ

ル
ギ

ー
教

育
農

業・
自

然
資

源・
農

村
開

発

合
計

情
報

通
信

技
術

マ
ル

チ
セ

ク
タ

ー

水
道・

そ
の

他
都

市
イ

ン
フ

ラ・
サ

ー
ビ

ス

交
通

公
共

部
門

管
理

産
業・

貿
易

保
健

金
融

エ
ネ

ル
ギ

ー
教

育

農
業・

自
然

資
源・

農
村

開
発

セ
ク

タ
ー

セ
ク
タ
ー

合
計

融
資
件
数

百
万
ド
ル

融
資

出
資

百
万
ド
ル

出
資
件
数

出
資
件
数

TA
グ
ラ
ン
ト

件
数

TA
グ
ラ
ン
ト

件
数

百
万
ド
ル

百
万
ド
ル

百
万
ド
ル

TA
グ
ラ
ン
ト

グ
ラ
ン
ト

保
証

融
資
件
数

百
万
ド
ル

融
資
件
数

百
万
ド
ル

融
資
件
数

百
万
ド
ル

融
資
件
数

百
万
ド
ル

融
資
件
数

百
万
ド
ル

 －
＝

ゼ
ロ

、O
CR

＝
通

常
資

本
財

源
注：

小
数

点
以

下
の

処
理

に
よ

り
合

計
と

一
致

し
な

い
場

合
が

あ
る

。
a 

会
計

基
準

に
基

づ
き

、財
務

諸
表

内
で「

債
務

証
券

」に
分

類
さ

れ
る

2億
2,

50
0万

ド
ル

を
含

む
。

－＝
ゼ

ロ
、T

A＝
技

術
協

力
注：

小
数

点
以

下
の

処
理

に
よ

り
合

計
と

一
致

し
な

い
場

合
が

あ
る

。

w
w

w
.a

db
.o

rg
/a

r2
01

6



55

協
調
融
資

セ
ク
タ
ー

合
計

百
万
ド
ル

融
資
お
よ
び

TF
P件
数

百
万
ド
ル

百
万
ド
ル

百
万
ド
ル

百
万
ド
ル

百
万
ド
ル

融
資
お
よ
び

TF
P件
数

グ
ラ
ン
ト

件
数

グ
ラ
ン
ト

件
数

TA
グ
ラ
ン
ト

件
数

TA
グ
ラ
ン
ト

件
数

融
資
お
よ
び
貿
易
金
融
プ
ロ
グ
ラ
ム
b

グ
ラ
ン
ト

TA
グ
ラ
ン
ト

－＝
ゼ

ロ
、T

A＝
技

術
協

力
、T

FP
＝

貿
易

金
融

プ
ロ

グ
ラ

ム
注：

小
数

点
以

下
の

処
理

に
よ

り
合

計
と

一
致

し
な

い
場

合
が

あ
る

。
b 

ド
ル

お
よ

び
現

地
通

貨
建

て
の

補
完

融
資

、パ
ラ

レ
ル・

ロ
ー

ン
、パ

ラ
レ

ル
出

資
、貿

易
金

融
プ

ロ
グ

ラ
ム

協
調

融
資

、協
調

保
証

、リ
ス

ク
移

転
、サ

プ
ラ

イ・
チ

ェ
ー

ン・
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス・
プ

ロ
グ

ラ
ム

協
調

融
資

を
含

む
。 

情
報

通
信

技
術

マ
ル

チ
セ

ク
タ

ー
水

道・
そ

の
他

都
市

イ
ン

フ
ラ・

サ
ー

ビ
ス

交
通

公
共

部
門

管
理

産
業・

貿
易

保
健

金
融

エ
ネ

ル
ギ

ー
教

育
農

業・
自

然
資

源・
農

村
開

発

続
き



56 ADB 年次報告｜2016

ソブリンおよびノンソブリンa承認額（2015／2016年）
（単位：百万ドル）

プロジェクト承認額
ソブリン

融資
保証
グラント

ノンソブリン
融資b

出資
保証

小計

技術協力
ソブリン
ノンソブリン
小計

協調融資（信託基金を含む）
ソブリン

信託基金
二国間
多国間
その他c

ノンソブリン
小計

注：小数点以下の処理により合計と一致しない場合がある。
a  ADBの資金支援を受けたノンソブリン承認額は、ノンソブリンの公共部門向けと民間部門向けの融資、出資、保証および技術協力を含む。
b  2016年の数字は、会計基準に基づき、財務諸表内で「債務証券」に分類される2億2,500万ドルを含む。
c「その他」は、財団や企業の社会的責任（CSR）プログラムを通じた民間セクター協調融資のほか、各国の開発銀行など、公共協調融資に該当しない

すべての公的財源を含む。
d 合計はリスク移転を含む：リスク移転額は、2015年は3億8,300万ドル、2016年は1億4,100万ドル。リスク移転により、借入国に対する融資総額

は増加しないが、その構成が多様化する。

項目

合計d

年次報告2016
www. adb. org/ar2016

Keywords: loans, approvals, public loans, sovereign, cofinancing, nonsovereign, private sector
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Keywords: contracts, contract awards

機材、工事、およびコンサルティング・サービスの調達の概要（2016年）
プロジェクト／プログラム融資・グラント・技術協力案件に係る機材・サービス原産国別の内訳

機材・サービスの原産国

融資

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

調達合計政策ベース融資コンサルティング・サービスコンサルティング・サービスコンサルティング・サービス

技術協力
機材、工事、および
その他関連サービス

機材、工事、および
その他関連サービス

グラント

－＝ゼロ、0.00＝0.01%未満。
注：
１．小数点以下の処理により合計と一致しない場合がある。
２．本書で「＄」または「ドル」という場合には米ドルを指す。

合 計

アフガニスタン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バングラデシュ
ベルギー
ブータン
ブルネイ
カンボジア
カナダ
中国
クック諸島
デンマーク
フィジー
フィンランド
フランス
ジョージア
ドイツ
香港（中国）
インド
インドネシア
アイルランド
イタリア
日本
カザフスタン
キリバス
韓国
キルギス
ラオス
ルクセンブルク
マレーシア
モルディブ
マーシャル諸島
ミクロネシア連邦
モンゴル
ミャンマー
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
パキスタン
パラオ
パプアニューギニア
フィリピン
ポルトガル
サモア
シンガポール
ソロモン諸島
スペイン
スリランカ
スウェーデン
スイス
台湾
タジキスタン
タイ
東ティモール
トンガ
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
英国
米国
ウズベキスタン
バアヌツ
ベトナム
地域
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機材、工事、およびコンサルティング・サービスの調達の概要（2016年）
プロジェクト／プログラム融資・グラント・技術協力案件に係る加盟国別の内訳

年次報告2016
www. adb. org/ar2016

Keywords: contracts, contract awards

融資

コンサルティング・サービス

加盟国
アフガニスタン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バングラデシュ
ベルギー
ブータン
ブルネイ
カンボジア
カナダ
中国
クック諸島
デンマーク
フィジー
フィンランド
フランス
ジョージア
ドイツ
香港（中国）
インド
インドネシア
アイルランド
イタリア
日本
カザフスタン
キリバス
韓国
キルギス
ラオス
ルクセンブルク
マレーシア
モルディブ
マーシャル諸島
ミクロネシア連邦
モンゴル
ミャンマー
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
パキスタン
パラオ
パプアニューギニア
フィリピン
ポルトガル
サモア
シンガポール
ソロモン諸島
スペイン
スリランカ
スウェーデン
スイス
台湾
タジキスタン
タイ
東ティモール
トンガ
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
英国
米国
ウズベキスタン
バアヌツ
ベトナム
地域

合計

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

機材、工事、および
その他関連サービス コンサルティング・サービス コンサルティング・サービス 政策ベース融資 調達合計

機材、工事、および
その他関連サービス

グラント 技術協力

－＝ゼロ、0.00＝0.01%未満。
注：
1小数点以下の処理により合計と一致しない場合がある。
2本書で「＄」または「ドル」という場合には米ドルを指す。
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Keywords: membership, capital stock, stock, voting power

加盟国、資本金、および議決権
（2016年末現在）

加盟年
応募済資本 a

（構成比%）
議決権 b

（構成比%）
加盟年

応募済資本 a

（構成比%）
議決権 b

（構成比%）

注：小数点以下の処理により合計と一致しない場合がある。その他の詳細については、年
次報告 2016 の財務諸表にある応募済資本・議決権計算書（OCR-8）の表を参照。

   
a 応募済資本とは、ADBの資本に対する加盟国の応募済持ち分をいう。
b 各加盟国の総議決権は、基本議決権と比例議決権からなる。各加盟国の基本議決権数

は、全加盟国の基本議決権と比例議決権の合計の20%を全加盟国で均等に配分した
議決権数である。各加盟国の比例議決権数は、当該加盟国が保有するADBの株式の
数と同じである。

合 計
小 計

小 計

域内
アフガニスタン
アルメニア
オーストラリア
アゼルバイジャン
バングラデシュ
ブータン
ブルネイ
カンボジア

中国
クック諸島
フィジー
ジョージア
香港（中国）
インド
インドネシア
日本
カザフスタン
キリバス
韓国
キルギス

ラオス
マレーシア
モルディブ
マーシャル諸島

ミクロネシア連邦
モンゴル
ミャンマー
ナウル
ネパール
ニュージーランド
パキスタン
パラオ
パプアニューギニア
フィリピン
サモア
シンガポール
ソロモン諸島
スリランカ
台湾
タジキスタン
タイ
東ティモール
トンガ
トルクメニスタン
ツバル
ウズベキスタン
バアヌツ
ベトナム

域外
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
アイルランド
イタリア
ルクセンブルク
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
英国
米国
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総務会
（2016 年末現在）

年次報告2016
www. adb. org/ar2016

Keywords: board of governors, governors, board

加盟国 総務 総務代理

アフガニスタン
アルメニア
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バングラデシュ
ベルギー
ブータン
ブルネイ
カンボジア
カナダ
中国
クック諸島
デンマーク
フィジー
フィンランド
フランス
ジョージア
ドイツ
香港（中国）
インド
インドネシア
アイルランド
イタリア
日本
カザフスタン
キリバス

1. 2月にKaren Chshmaritianの後任として就任。
2. 12月にMohammad Mejbahuddin後任として就任。
3. 12月にRonald De Swertの後任として就任。De Swert氏は1月にGino Alzettaの後任として就任していた。 
4. 11月にChoiten Wangchukの後任として就任。
5. 11月にLou Jiweiの後任として就任。
6. 3月にCharlotte Slenteの後任として就任。
7. 11月にRiikka Laatuの後任として就任。
8. 8月にBruno Bezardの後任として就任。
9. 12月にNodar Khaduriの後任として就任。
10. 12月にDimitry Kumsishviliの後任として就任。Kumsishvili氏は4月にGeorge Kvirikashviliの後任として就任していた。
11. 8月にBambang P.S. Brodjonegoroの後任として就任。
12. 8月にSofyan Djalilの後任として就任。
13. 8月にErbolat Dossaevの後任として就任。
14. 4月にTom Murdochの後任として就任。
15. 11月にEriati Tauma Manaimaの後任として就任。
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加盟国 総務 総務代理

韓国
キルギス
ラオス
ルクセンブルク
マレーシア
モルディブ
マーシャル諸島
ミクロネシア連邦
モンゴル
ミャンマー
ナウル
ネパール
オランダ
ニュージーランド
ノルウェー
パキスタン
パラオ
パプアニューギニア
フィリピン
ポルトガル
サモア
シンガポール
ソロモン諸島
スペイン
スリランカ
スウェーデン
スイス
台湾
タジキスタン
タイ
東ティモール

  16. 1月にKyung Hwan Choiの後任として就任。
  17. 4月にLiane Thykeoの後任として就任。
  18. 8月にAbdulla Jihadの後任として就任。
  19. 3月にJack J. Adingの後任として就任。
  20. 3月にAmon Tibonの後任として就任。
  21. 7月にBolor Bayarbaatarの後任として就任。
  22. 7月にNaidansuren Zoljargalの後任として就任。
  23. 5月にU Win Sheinの後任として就任。
  24. 6月にDaw Myat Myat Soの後任として就任。
  25. 8月にBishnu Prasad Paudelの後任として就任。
  26. 9月にLok Darshan Regmiの後任として就任。
  27. 6月にCesar Purisimaの後任として就任。
  28. 1月にManuel Rodriguesの後任として就任。
  29. 12月にAlvaro Matiasの後任として就任。
  30. 4月にTuilaepa Sailele Malielegaoi の後任として就任。
  31. 5月にPeter Ong Boon Kwee の後任として就任。
  32. 11月Iñigo Fernández de Mesaの後任として就任。
  33. 9月にPer Orneus の後任として就任。

続き
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トンガ
トルコ
トルクメニスタン
ツバル
英国
米国
ウズベキスタン
バアヌツ
ベトナム

34. 7月にCavit Dagdas の後任として就任。
35. 7月にJustine Greeningの後任として就任。
36. 7月にDesmond Swayneの後任として就任。
37. 12月にRustam Azimov の後任として就任。
38. 12月にBatir Khodjaev の後任として就任。
39. 2月にWillie Jimmy Tapangararua の後任として就任。
40. 4月にGeorge Singara Maniuri の後任として就任。
41. 4月にNguyen Van Binh の後任として就任。

加盟国 総務 総務代理

続き
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理事会および議決グループ
（2016 年末現在）

年次報告2016
www. adb. org/ar2016

Keywords: voting groups, voting power, board, board of directors

理事 理事代理 代表される加盟国

Anthony Baker
(2016年1月18日付で
Mathew Foxに交代）

Won-Mok Choi

Maurizio Ghirga

長谷川浩一

Gaudencio Hernandez, Jr.
(2016年11月16日付で
Paul Dominguezに交代）

Umesh Kumar
(2016年12月7日付で
Kshatrapati Shivajiに交代）

David Murchison

Robert M. Orr
(2016年7月1日付で
Swati Dandekarに交代）

Mario Sander

Zhongjing Wang

Bhimantara Widyajala

Philaslak Yukkasemwong

Richard Sisson
(2016年8月25日付で
Scott Dawsonに交代）

M P D U K Mapa Pathirana*
（空席）

Johannes Schneider

田部真史
 
Muhammad Sami Saeed

Sharafjon Sheraliev

Jan Willem van den Wall Bake
(2016年9月1日付で
Joar Strandに交代）

Michael Strauss

Veronika Baumgartner
(2016年7月1日付で
Philip Roseに交代）

Wenxing Pan

Dominic Walton-France
(2016年1月29日付で
Mario Di Maioに交代）

Rokiah Hj Badar

オーストラリア、アゼルバイジャン、カンボジア、
ジョージア、香港（中国）、キリバス、
ミクロネシア連邦、ナウル、パラオ、ソロモン諸島、
ツバル

韓国、パプアニューギニア、スリランカ、
台湾、ウズベキスタン、バヌアツ、ベトナム

ベルギー、フランス、イタリア、ポルトガル、
スペイン、スイス

日本

カザフスタン、モルディブ、マーシャル諸島、
モンゴル、パキスタン、フィリピン、東ティモール

アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、
インド、ラオス、タジキスタン、トルクメニスタン

カナダ、デンマーク、フィンランド、アイルランド、
オランダ、ノルウェー、スウェーデン

米国

オーストリア、ドイツ、ルクセンブルク、トルコ、
英国

中国

アルメニア、クック諸島、フィジー、インドネシア、
キルギス、ニュージーランド、サモア、トンガ

ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ネパール、
シンガポール、タイ

* 理事代理のMapa Pathiranaは2016年6月末付けで任期を終えた。
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年次報告2016

Keywords: organizational structure, organization, structure

組織図1

（2016年末現在）

www.adb.org/ar2016

総務会

理事会

総裁
中尾 武彦

独立評価局3

M. Taylor-Dormond 局長
監察審査部2

D.Tang 部長

事務総局長
J.Miranda

アジア開発銀行研究所 
吉野 直行 所長

副総裁
（知識管理・持続的開発担当）

B. Susantono

持続的開発・気候変動局
C. Locsin 局長

経済調査・地域協力局
（空席）

広報局 
S.Bindra 

主任ディレクター

副総裁
（業務1地域担当）

W.Zhang

南アジア局
H.Kim 局長

ウズベキスタン駐在員事務所
小西 健夫 所長

トルクメニスタン駐在員事務所
C. Denizer 所長

タジキスタン駐在員事務所
C.C.Yu 所長

パキスタン駐在員事務所
W.Liepach 所長

キルギス駐在員事務所
C. McDeigan 所長

カザフスタン駐在員事務所
G. Capannelli 所長

ジョージア駐在員事務所
Y.Elhan-Kayalar 所長

アゼルバイジャン駐在員事務所
N. Mannapbekov 所長

アルメニア駐在員事務所
S. Rosenthal 所長

アフガニスタン駐在員事務所
T.Panella所長

中央・西アジア局
S. O’Sullivan 局長

スリランカ駐在員事務所
S.Widowati 所長

ネパール駐在員事務所
横山 所長

インド駐在員事務所
（空席）

副総裁
（業務2地域担当）

S.Groff

協調融資業務部
K. Preugschat 部長

民間部門業務局
M. Barrow 局長

副総裁
（民間部門・協調融資担当）

D. Gupta

副総裁
（総務・組織運営担当）

D. Stokes

情報システム技術部
S. Hamid 主任ダイレクター

業務サービス・財務管理局
R. Subramaniam 局長

予算・人事・経営システム局
大矢 俊雄 局長

法務部
C.Stephens 部長

総務部
R.Z. Teng 主任ディレクター 

官房
W.Um 官房長

財務局
P. Van Peteghem 局長

会計局
C.Kim コントローラー

リスク管理部
山脇 光洋 部長

副総裁
（財務・リスク管理担当）

I. van Wees

東アジア局
小西 歩 局長

中国駐在員事務所
B. Bingham 所長

モンゴル駐在員事務所
V. Fernandez Lommer 所長

東南アジア局
J.Nugent 局長

カンボジア駐在員事務所
S. Tukuafu 所長

インドネシア駐在員事務所
（空席）

ラオス駐在員事務所
（空席）

ミャンマー駐在員事務所
W.Wicklein所長

フィリピン事務所
R.Bolt 所長

タイ駐在員事務所
根岸 靖 所長

ベトナム駐在員事務所
E.Sidgwick 所長

太平洋局
X.Yao 局長

太平洋連絡調整事務所
X. Fan 地域ディレクター

太平洋地域事務所
R.Jauncey 地域ディレクター

パプアニューギニア駐在員事務所
M.Minc 所長

東ティモール駐在員事務所
P. Spantigati 代表

ブータン駐在員事務所
（空席）

バングラデシュ駐在員事務所
樋口 和彦 所長

オンブズパーソン部
N.Diehl オンブズパーソン

監査部
H.Ong 監査部長

北米代表事務所
C.Steffensen 代表

駐日代表事務所
松尾 隆 代表

欧州代表事務所
D. Kertzman 代表

戦略・政策局
I. Bhushan 局長

特別案件促進部
J.Shah 特別案件
ファシリテーター

官民連携部
加賀 隆一 部長

汚職防止・公正管理部 
C.Wee 部長

1 経営陣および幹部職員の連絡はhttp://www.adb.org/contacts/management-senior-staffを参照。
2 監察審査部は理事会に報告を行う。
3 独立評価局は開発効果委員会を通じて理事会に報告を行う。
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Keywords: representation, members

加盟国別経営陣および職員数
（2016年末現在）

www.adb.org/ar2016

合計現地職員／事務職員国際職員経営陣加盟国

域内
アフガニスタン
アルメニア
オーストラリア
アゼルバイジャン
バングラデシュ
ブータン
ブルネイ
カンボジア
中国
クック諸島
フィジー
ジョージア
香港（中国）
インド
インドネシア
日本
カザフスタン
キリバス
韓国
キルギス
ラオス
マレーシア
モルディブ
マーシャル諸島
ミクロネシア連邦
モンゴル
ミャンマー
ナウル
ネパール
ニュージーランド
パキスタン
パラオ
パプアニューギニア
フィリピン
サモア
シンガポール
ソロモン諸島
スリランカ
台湾
タジキスタン
タイ
東ティモール
トンガ
トルクメニスタン
ツバル
ウズベキスタン
バアヌツ
ベトナム
小計
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合計現地職員／事務職員国際職員経営陣加盟国

域外
オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フィンランド
フランス
ドイツ
アイルランド
イタリア
ルクセンブルク
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
英国
米国
小計

合計

続き
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駐在員事務所の定員数a（2016年末現在）

www.adb.org/ar2016

合計事務職員現地職員国際職員国

I. 業務1地域
南アジア

バングラデシュ
ブータン
インド
ネパール
スリランカ

中央・西アジア
アフガニスタン
アルメニア
アゼルバイジャン
ジョージア
カザフスタン
キルギス
パキスタン
タジキスタン
トルクメニスタン
ウズベキスタン

II.業務2地域
東アジア

中国
モンゴル

東南アジア
カンボジア
インドネシア
ラオス
ミャンマー
フィリピン
タイ
ベトナム

太平洋
太平洋連絡調整事務所（オーストラリア・シドニー）b

太平洋地域事務所（フィジー・スヴァ）c

パプアニューギニア
東ティモール

小計

代表事務所
欧州
日本
北アメリカ
小計

本部d

合計

a  本部からの出向ポストを含む。
b  ナウル、ソロモン諸島およびバヌアツを管轄。
c  クック諸島、フィジー、キリバス、サモア、トンガおよびツバルを管轄。
d  ヤング・プロフェッショナルおよび理事会を除く。



1973
第1次オイル・
ショック

1979
第2次オイル・ショック

1986
中国がADBに
加盟

授権資本 10億ドル
加盟国 31カ国 

授権資本 1,430億ドル
加盟国 67カ国｜現地事務所 31カ所

1968
最初の融資
－タイ

1978
年間の融資承認額が10億ドル
に到達

最初のプログラムローン
－バングラデシュ

1983
最初の直接出資
－韓国

1986
最初のノンソブリン融資
－パキスタン

1992
メコン河流域圏
プログラム

1997‒1999
アジア金融危機支援
－78億ドル 2009

景気循環相殺支援
ファシリティ

2012
ミャンマーへの
支援再開

1971 GCI 1
（一般増資）

1973‒1975
ADF 1 

（アジア開発基金）

1974
ADF創設

1976 
GCI 2

1976‒1978
ADF 2

1983 
GCI 3

1994 
GCI 4

2009 
GCI 5

2015 
OCRとADFの統合を承認

1979‒1982
ADF 3

1983‒1986
ADF 4

1987‒1990
ADF 5

1992‒1995
ADF 6

1997‒2000
ADF 7

2001‒2004
ADF 8

2005‒2008
ADF 9

2009‒2012
ADF 10

2013‒2016
ADF 11

2017‒2020
ADF 12

組織

業務

財務

1970 1980 1990 2000 2010

渡辺 武
1966‒1972

井上 四郎
1972‒1976

吉田 太郎一
1976‒1981

藤岡 眞佐夫
1981‒1989

千野 忠男
1999‒2005

黒田 東彦
2005‒2013

中尾 武彦
2013 ‒ 現在

垂水 公正
1989‒1993

佐藤 光夫
1993‒1999

2013
最初の成果連動型融資
－スリランカ

2005
最初のマルチ
トランシェ融資
ファシリティ・
プロジェクト
－パキスタン

アジア津波
基金

2002
23年を経てアフガニス
タンでの業務を再開

19
66

2016

2008‒2009
世界金融危機

2010年代
アジアが世界の成長の原動力に

2000年代
インドの台頭と
中国の発展

1980年代
アジアの奇跡最盛期

1989
APEC創設

1997‒1998
アジア金融危機

1990年代
冷戦の終結

1970年代
新興経済工業地域の台頭

（「アジアの４頭の虎」）

1960年代
アジアにおける
緑の革命

1975
ベトナム戦争終結

1972
マニラに最初の
ADB本部ビル落成

1982
最初の現地事務所を開設

－ダッカ 

1990
中央アジア諸国が
ADBに加盟開始

1999
貧困削減が
包括的目標に

2014
ストラテジー
2020の中間
見直し

2008
ストラテジー2020

1966
ADB設立

ADBの50年にわたる歩み



年次報告 2016 は再生紙と植物油インクを使用。

謝辞 

理事会「年次報告 2016」作業グループ
Michael Strauss（委員長）、Scott Dawson、Wenxing Pan、
Muhammad Sami Saeed、Johannes Schneider、田部真史・発行者 
Satinder Bindra・発行チーム責任者 Robert Davis・編集長 Andrew 
Perrin・制作マネージャー Ma. Theresa Mercado、Stephanie 
Salazar（ADB 加盟国ファクトシート）・編集 Paul Dent・校正 Ricardo 
Chan、Joel Pinaroc・アートディレクター Anthony Victoria・デザ
イン Cleone Baradas・写植 Edith Creus、Prince Nicdao、Joseph 
Manglicmot （ADB 加盟国ファクトシート）

理事会「年次報告2016」作業グループは、ADB のすべての部局と事務
所による本報告書への多大な協力に謝意を表する。

本書では、用いられるデータの正確性の確保に全力を尽くしている。ADBの
出版物におけるデータは、出版時期の違い、データ情報源、解釈等により差
異が生じることもある。データの使用において生じる結果について、ADB は
一切責任を負わない。

本書において特定の領域または地域に何らかの呼称をつけ、もしくは言及
し、または「国」という言葉を使うことがあっても、それをもって領域・地域の
法的あるいはその他の地位について何らかの判断を下すことは意図されて
いない。

本書で「＄」または「ドル」という場合には米ドルを指す。 

ⓒ2017 アジア開発銀行

ISSN 306-8370
ISBN 978-92-9257-773-5（印刷物）、978-92-9257-774-2（e-ISBN）
出版物在庫番号 FLS178712
DOI：http://dx.doi.org/10.22617/FLS178712 

アジア開発銀行
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
adbpub@adb.org
www.adb.org

アジア開発銀行駐日代表事務所
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング8階
www.adb.org/ja/japan/main

Subscriptions to ADB’s Annual Report are available to reference 
libraries and institutions. 
 
To subscribe, email adbpubs@adb.org

本日本語版は、参照用のための仮訳であり、最終的な内容の確認については
原文（英語版）において行われますようお願い致します。仮に本日本語訳と原
文との間で内容に齟齬があった場合には、原文が正しいものとします。

Printed on 100% recycled paper



中尾 武彦、現ADB総裁、年次報告 2016

50年後、この地域では最も楽観的な予想をも上回る
経済成長と貧困削減が達成されました。

しかし、私たちはこれで満足することはできません。
アジア・太平洋地域では、今なお3億3,000人もの人々が

絶対的な貧困状態の中で暮らしているのです。

私たちは長い眠りについています。アジア人は皆、
過去の栄光にすがっているようです…。

しかし、今こそ袖をまくり、
自ら新たな時代を切り開く準備をしましょう。

渡辺 武、初代ADB総裁、1966年11月
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