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ADBの概要
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民間銀行との違い

Ø 開発途上国の政府への支援が中心

Ø 低利・長期の貸付が中心、一部は無償資金（返済義務なし）

Ø 収益性よりも開発効果を求める

国連機関との違い

Ø 債券を発行し資本市場から資金を調達（vs. 任意拠出金）

Ø 開発途上国への貸付が主（vs. 無償資金）

Ø 収入、利益あり

Ø 援助の規模

二国間援助との違い

Ø 中立性、オネスト・ブローカーの役割

Ø 国際公共財、国際協力の促進

国際開発金融機関 (MDBs)
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本部はフィリピン・マニラ
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アジア開発銀行域内メンバー（49ヶ国・地域）
モンゴル

中国

日本

韓国

台湾（Taipei,China）

香港（Hong Kong, China）

フィリピン

パラオ

パプアニューギニア

ミクロネシア連邦

マーシャル諸島

キリバスナウル

ツバル

サモア

クック諸島
トンガバヌアツ

ソロモン諸島

オーストラリア

シンガポール
フィージー

インドネシア

マレーシア

東ティモール

スリランカ

バングラデッ

シュ

カンボジア

ベトナム

ラオス

タイ

ミャンマー

ブータン

ネパール

キリギス

インド

カザフスタン

ウズベキスタン

ジョージア

アルメニア

アゼルバイジャン

トルクメニスタン

アフガニスタン

パキスタン

タジキスタン

域内先進加盟国または支援対象から卒業した加盟国

赤字は事務所のある国

ニュージーランド

ブルネイ

ドイツ、

米国

モルディブ
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加盟国によるADB への貢献

•通常資本財源 (OCR: Ordinary Capital Resources)
（出資シェア/ 投票権シェア）

日本 (15.6%/ 12.8%), 米国 (15.6%/ 12.8%), 中国 (6.4%/ 5.4%), 

インド (6.3%/ 5.3%), 豪州 (5.8%/ 4.9%), インドネシア (5.4%/ 4.6%), 

カナダ (5.2%/ 4.5%), 韓国 (5.0%/ 4.3%), ドイツ (4.3%/ 3.7%)，

その他 (30.4%/ 41.7%)

•アジア開発基金 （ADF）（累積拠出シェア）

日本 (38.5%), 米国 (13.3%), 豪州 (8.3%), カナダ (5.8%), 

ドイツ (5.6%), 英国 (5.1%), フランス (4.0%), その他 (19.4%)

•専門職員数（2020年11月30日現在：1,318人）

日本 (142), 米国 (141), インド (103), 英国 (86), 豪州 (82), 韓国 (76), 中国
(67), カナダ (55), フィリピン (54), ドイツ (46),フランス (45), パキスタン (40), 
インドネシア (26), その他 (355)
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ADBの業務の実績
2017年～2019年の契約締結額の国別、セクター別内訳（金額ベース）

（通常資本財源（OCR）およびアジア開発基⾦（ADF））

インド
18%

中国
11%

インドネシア
9%

バングラデシュ
9%パキスタン

9%

フィリピン
7%

ウズベキスタン
5%

ベトナム
4%

スリランカ
3%

その他
25%

年平均
契約締結総額: 

$209.7億

交通運輸
28%

エネルギー
22%

⾦融
11%

公共部⾨管理
10%

農業・⾃然資源・
農村開発

10%

⽔道・その他都市
インフラサービス

8%

教育
6%

産業・貿易
2%

保健医療

2% 情報通信技術

1%

国別内訳 セクター別内訳
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1.国別⽀援戦略

2.案件準備

3.承認4.実施

5.評価

ADBのプロジェクトサイクル
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個別プロジェクトの立案

途上国サイド

個別プロジェクト

セクター・地域開発計画

国家開発計画

•ＡＤＢサイド

個別プロジェクト

国別業務実施計画
（3年）

国別⽀援戦略
（通常5年）

⻑期戦略セクター業務計画
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戦略２０３０の下で変わる
ADBのビジネスモデル



求められる対策ADBを取り巻く環境

変化に即した迅速な対応アジア太平洋地域での開発
支援ニーズの急速な変化

課題に適した解決策の提供ADB加盟開発途上国の開発
課題の多様化

国際的な取り組みとの整合性
の確保 (SDGs, COP21等)

開発目標の新たな国際的枠
組み

開発資金の動員とパートナー
シップ多額な資金ニーズ

戦略2030策定の背景



貧困や脆弱性が根強く残る
地域へ焦点を絞った⽀援

アフガニスタン
ミャンマー
東ティモール 等

⼩島嶼開発
途上国

低所得国・
低中所得国

⾼中所得国

各国・地域への支援アプローチの差別化

《所得基準-1⼈当たり国⺠総所得》
低所得国： 1,035ドル以下
低中所得国：1,036ドル以上4,045ドル以下
高中所得国：4,046ドル以上12,535ドル以下

脆弱性・紛争の
影響を

受けている地域 フィジー
モルディブ
パプアニュー
ギニア 等



15

ADB 戦略2030：アジア太平洋地域の
新たなニーズに対応

ADBのビジョン
絶対的貧困の撲滅に向けた努力を継続し
つつ、豊かで(Prosperous)、包容力があり
(Inclusive) 、災害等のショックに強靭で
(Resilient)、持続可能な(Sustainable)アジア・
太平洋地域を実現する

ADBが提供する付加価値
• 資金
• 知識
• パートナーシップ

ADBが拠って立つ原則
• 途上国の状況に即した支援
• 革新的技術の積極的な活用
• 多様な専門性を統合して総合的な解決策
を提供
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７つの優先課題共通のSDGｓ

貧困削減の格差の縮⼩

農村開発と⾷料安全保障の促進

地域協⼒・地域統合の推進

ジェンダー平等の推進

ガバナンスと組織⼒の強化

気候変動への対応、防災、
環境⾯での持続可能性の向上

より暮らしやすい都市づくり

ADBの戦略2030 とSDGｓ
ADBの７つの優先課題とSDGsの17の目標との間の明確なリンケージ
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各国・地域への支援

• 学校に通えない子供たちに初等教育
を提供する取り組み

• カタールベースの財団である
Education Above All (EAA) Foundation
との協力事業（2020年7月合意）

• 事業規模は1億ドル
• 対象国：アフガニスタン、ミャンマー、パ

プアニューギニアといった脆弱・紛争
影響国の他、バングラデシュ、インド、
インドネシア、ネパール、パキスタン、
フィリピン、スリランカの10か国

脆弱・紛争影響国（FCAS）向け支援（例）

• コーヒー栽培・森林農業改善プロジェ
クト

• 対象国：東ティモール
• コーヒー栽培農家2000世帯への技術

指導や販売促進計画の策定と実施を
通じて、コーヒーの品質向上や市場
へのアクセスを改善し、生計の向上を
図る

• 貧困削減日本基金により300万ドルの
無償資金を提供

• 2020年7月契約調印
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各国・地域への支援

• 太平洋地域災害対応力強化プログラ
ム

• 対象国：クック諸島、ミクロネシア、マー
シャル諸島、パラオ、サモア、ソロモン
諸島、トンガ、ツバル、キリバス、バヌア

ツの10か国
• 自然災害や新型コロナ対応を含む健康

上の緊急事態に対応する政府の取り組
みをサポートする財政支援

• ADBの緊急災害ファイナンスのスキー
ムを活用した総額9,400万ドルの支援

• 2020年11月案件承認

小島嶼開発途上国（SIDS）向け支援（例）

• 廃棄物処理発電導入に向けた技術協力
案件

• 対象国：モルディブ
• 日本のコンサルタントや東京都職員によ

る現地調査・視察や助言提供などの取り

組みを支援（2018年実施）
• 日本が拠出する高度技術信託基金より

100万ドルを活用
• 現在、ADBの融資により、新しい廃棄物
処理発電設備の導入を含む廃棄物処理・
廃棄物発電プロジェクトを実施
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各国・地域への支援

• 都市の貧困層を対象とするプライマリ・
ヘルス・ケア提供プロジェクト

• 対象国：バングラデシュ
• 2012年より継続的に実施
• ダッカを拠点とするNari Maitreeなどの

NGOが実施に関わり、保健サービスを
提供するとともに、スラムに住む人々や
住居を持たない人々の存在確認やDV
被害者支援等にも関与するなど貢献

• ADBの融資は当初の5,000万ドルに加
え、2018年に1億1,000万ドルを追加融
資

NGO/CSOとの協力による支援（例）

• 高地の幹線道路に接続する支線の道路
改修プロジェクト

• 対象国：パプアニューギニア
• 貧困削減日本基金から2百万ドルの無償

資金を供与

• 実施期間：2009年から2013年
• 幹線道路に接続する支線沿いのコミュニ

ティへの 社会経済便益波及を目的として、
住民参加により道路を整備

• 日本のNPO法人COREが実施を任され、
低コストで補修もし易い「土のう」を活用し
た工法により81kmに及ぶ整備を完了
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ADBの新型コロナ対応
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q 経済成⻑⾒通しは地域・国により異なる：東アジア地域は今年もプラ
ス成⻑が⾒込まれる⼀⽅、程度は異なるが他の地域はマイナス成⻑

21

地域別・国別経済成⻑⾒通し

出典: Asian Development Outlook （アジア経済⾒通し）データベース.

補⾜: 
・*は9⽉に発表された「ADO 2020 Update」の予測。
・バングラデシュ、インド、パキスタンのデータはそれぞれの会計年度ベースで、バングラデシュ、パキ

スタンの2020年は2019年7⽉1⽇〜2020年6⽉30⽇まで、インドは2020年4⽉1⽇〜2021年3⽉31⽇まで。
・NIES(Newly Industrializing Economies): ⾹港、韓国、シンガポール、台湾

GDP成⻑率 (%)
• 感染症の早期抑制に成功した国
（中国、ベトナム）はプラス成⻑
が⾒込まれる。

• 国内感染が継続する国はマイナス
成⻑（インドネシア、インド、マ
レーシア、フィリピン）が⾒込ま
れる。

• ⼀次産品輸出国（カザフスタン、
アゼルバイジャン、モンゴル、パ
プアニューギニア）は需要と価格
の低迷で打撃を受ける。

• 観光・旅⾏業への依存が⾼い国
（タイ、モルジブ、フィジー）も
打撃を受ける。

• バングラデシュとパキスタンの
2020年会計年度は6⽉末までのた
め、新型コロナの影響を受けたの
は第4四半期のみ。

2019 2020 2021 2019 2020 2021

東アジア 5.4 1.6 7.0 東南アジア 4.4 -4.4 5.2
モンゴル* 5.1 -2.6 5.1 インドネシア 5.0 -2.2 4.5
中国 6.1 2.1 7.7 マレーシア 4.3 -6.0 7.0

フィリピン 6.0 -8.5 6.5
南アジア 4.3 -6.1 7.2 タイ 2.4 -7.8 4.0
バングラデシュ* 8.2 5.2 6.8 ベトナム 7.0 2.3 6.1
インド 4.2 -8.0 8.0
モルジブ* 7.0 -20.5 10.5 太平洋 3.5 -6.1 1.3

パキスタン* 1.9 -0.4 2.0 フィジー* -1.3 -19.8 1.0
パプア
ニューギニア* 5.0 -2.9 2.5

中央アジア 4.9 -2.1 3.8
アゼルバイジャン* 2.2 -4.3 1.2

カザフスタン 4.5 -3.2 2.8

アジア途上国全体 5.1 -0.4 6.8 NIESを除くアジア
途上国全体 5.6 -0.3 7.2



22検疫

検査防護具 医薬・医療品

連携・調整

ADBによる
200億ドル
⽀援

パッケージ

政府向け⽀援
182億ドル

⺠間向け⽀援
18億ドル

130億ドル：
景気対策財政⽀援プログラム
ローン (CPRO)
1.7億ドル：無償資⾦及び技術
協⼒
50億ドル：既存のプロジェクト
融資、緊急⽀援融資等

8億ドル：貿易⾦融プログラム
2億ドル：サプライチェーン⾦
融プログラム
2.4億ドル：マイクロファイナン
ス⽀援等
5.6億ドル：その他

中⻑期的ニーズ短期的な緊急⽀援のニーズ

検疫

検査防護具 医薬・医療品

連携・調整
開発途上加盟国における新型コロナウイルス
感染拡⼤の社会・経済的影響への対策を⽀援
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(i) ⺠間企業向け⽀援：サプライチェーン・貿易⾦融⽀援、保管・輸送・配布に係る投融資
(ii) 技術協⼒の提供：ニーズ・アセスメント、能⼒開発、プロジェクト設計・実施⽀援

⺠間セクター⽀援および技術協⼒

補完的な2つの柱：
(i)   迅速な財政⽀援：迅速なワクチン調達等を⽀援
(ii) プロジェクト向け投資：ワクチンの輸送・管理・普及に必要なインフラ、システムの構
築等を⽀援

ワクチンの適格性基準（以下の3基準のいずれか⼀つを満たすこと）：
(i) COVAXを通じて調達したワクチン
(ii) WHOの事前認定を受けているワクチン
(iii) 厳格な規制当局（SRA）により、SRA国での製造が認可されている、または、SRAが⾮

SRA国での製造を許可しているワクチン
APVAXへのアクセス条件:

(i) ADBが承認したニーズ・アセスメントとワクチン分配計画の作成
(ii) WHO、UNICEF、GAVI、COVAX、世界銀⾏グループなど開発パートナーとの効果的な協⼒
メカニズムの存在

アジア太平洋ワクチンアクセスファシリティ
(Asia Pacific Vaccine Access Facility: APVAX)

• 12⽉11⽇に90億ドルのアジア太平洋ワクチンアクセスファシリティ(APVAX)を発表
• ADB開発途上加盟国が新型コロナワクチンを安全かつ迅速に調達・配布できるよう⽀援

ADBの新型コロナワクチン⽀援
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日本とのパートナーシップ
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Ø ADB設立に深く関わる

Ø 米国と並んで最大の出資国
Ø アジア開発基金（ADF)への最大拠出国

Ø 初代総裁以来、歴代総裁を輩出

Ø 邦人職員数142人で国際職員の中で最
も多い

澤⽥康幸チーフエコノミスト

⽇本の役割は？

浅川雅嗣第10代総裁

児⽟治美駐⽇代表
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ADBが高度技術信託基金を設立、 日本が最初の拠出国
（2017年5月6日）

ADBとJICA、高齢化の進むアジア太平洋地域に おける健康

の安全保障の強化に向けた 覚書を締結
（2017年5月4日）

G20：海洋汚染「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」と
ADBオーシャンヘルスに関する行動計画

（2019年6月29日）

G20: 女性の起業家支援
（2019年6月29日）

日本とADB
日本は、2019年12月末現在、229 億 1,000万ドルを出資。
1966年のADB創設以来、日本は特別基金等を通じて148 億 4,000万ドルをすでに拠出、または合意している。
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インドネシアのムアララボ地熱発電プロジェクト

（2017年1月署名、総額1億900万ドル）

新型コロナウイルスに対応する開発途上加盟国を

支援するために財政支援を実施（2020年）

海洋プラスチックごみの削減とリサイクルの促進を目的とす

るブルーローン（2020年11月調印）

JICAとの協調融資例

民間プロジェクトでの協調融資例

ADB初の通信衛星事業への融資、アジア・太平洋地域における

インターネット接続を拡大 (2019年12月署名、総額5000万ドル）

日本とADB
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ADBテーマ・ボンドへの投資

機関投資家 債券種類 投資時期 金額

第一生命 ヘルスボンド 2017年3月 1億4,000万ニュージーラン
ド・ドル（約 110 億円）

同上 ジェンダーボンド 2017年11月 1億3,000万ニュージーラン
ド・ドル（約 100 億円）

同上 ヘルスボンド 2020年4月 1億3,000万カナダドル（約
100億円）

富国生命 ジェンダーボンド 2019年11月 5億スウェーデン・クロー
ナ（約56億円）

信金中金 グリーンボンドおよび

ウォーターボンド

2020年7月 総額1億米ドル（約107億
円）

大樹生命 ヘルスボンド 2020年9月 1億豪ドル（約76億円）

明治安田生命 ジェンダーボンド 2020年11月 7,000万豪ドル（約54億円）

• 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は、ADBのグリーンボンドへの投資を
通じて、アジア・太平洋地域の気候変動・環境対策に貢献するため、ADBとパート
ナーシップを締結（2019年8月）。

• 日本の機関投資家による、ADBテーマ・ボンドへの投資が活発化。

主な投資事例
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ADBでのキャリア構築
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教育 エネルギー 金融 保健医療 交通運輸 都市開発 水

農村開発と食
料安全保障 環境 ジェンダー ガバナンス 地域協力 社会開発

経済分析 投資 リスク管理 調達
ポートフォリオ
管理 セーフガード 法務

財務 経理 評価監査デジタル技術

ADBの専門領域
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採⽤担当者は何を⾒るの？

相⼿国から信頼されるパートナーの⼀員となる素質があるか
おおよそ五つの分野にわたる素質を評価

専⾨性 柔軟性 問題解決能⼒ 説明能⼒ 学習能⼒

• 専⾨分野の知識
• 実務経験

• 多様性に対する
耐性

• 不確実性に対応
する能⼒

• 問題の本質を⾒極
める能⼒

• 協⼒して解決策を
模索する能⼒

• 解決⽅法を理論的
に説明する能⼒

• 聞き⼿の⽬線にあ
わせる能⼒

• 蛸壺的専⾨性から
の脱却

• フロンティア精神

ADB職員に求められる素質
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アメリカ
33%

イギリス

21%

オーストラリア

7%
⽇本
4%

インド
4%

その他
31%

最終学歴別 専攻科⽬別 ⼤学・⼤学院の所在地別

国際職員約1200⼈を対象とした2019年の調査では…

博⼠
22%

修⼠
68%

学⼠
9%

その他
1%

経済学

22%
経営管理学
14%

⼯学
9%

法学
6%ファイナンス

4%

その他
45%

注：開発経済、国際経済、経済史、教育経済、農業経済、都市経済等
と特化したものや、経済学を含む複合学位といったものも経済学として集計

ADBの国際職員の最終学歴や専攻は？
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年齢 実務経験年数’ 前職（主な例）

【国際職員の採⽤時年齢】
・30歳〜58歳
・平均43歳

・現在在籍している国際職員
の平均年齢は47歳

＊ADBの定年は、
・現在：62歳
・2021年10⽉1⽇以降：65歳

【要件】
・ヤングプロフェッショ
ナル：最低2年
・国際職員（レベル4）：
最低8年

実際に採⽤された⼈の経験年
数を⾒てみると、
・ヤングプロフェッショ
ナル：約5年
・国際職員（管理職以外）：
約10年〜20年

公的機関
• 国際開発⾦融機関
• ⼆国間援助機関
• 政府機関
• 調査研究機関

⺠間企業
• コンサルティング会社
• 銀⾏その他⾦融機関

NGO/CSO
• 国際開発NGOなど

ADB採用までのキャリアパス
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駐日代表事務所ホームページ
www.adb.org/ja/offices/japan/main

ADBとつながる

駐日代表事務所フェースブック
www.facebook.com/adbjapan/

駐日代表事務所メールマガジンを通じて、ADB

の活動のご報告やイベント情報などをEメール
で配信しています。

アジア・太平洋地域の現状や開発問題につい
て関心のある方は是非ご登録ください。

ADB Update (メルマガ) ADBでのキャリア・採用情報

https://www.adb.org/ja/offices/japan/main
http://www.facebook.com/adbjapan/


Thank you.


