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国際開発学会第21回春季⼤会
（⿓⾕⼤学・オンライン）

2020年6⽉27⽇（⼟）

主催：JASID-SDGs持続可能な
開発とSDGs」研究部会
共催：東京⼤学持続的開発

研究センター

「SDGsと新型コロナウイルス
感染症・パンデミック」

アジア・太平洋地域の開発と新型
コロナウィルス：ADBの取り組み

児⽟ 治美・ADB駐⽇代表
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アジア開発銀行（ADB) 域内メンバー（49ヶ国・地域）

ADBの主な役割:
(i) 資⾦と知識の提供
(ii)より良い政策の促進
(iii)地域協⼒・友好の促進
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ADBの支援の実績（2019年）
2019年の実績（総額216.4億ドル）

カッコ内は2018年の実績（総額：215.8億ドル）
低所得国への譲許的融資やグラントも含む

今後は保健や教育など社会セクターの⽐重も増える⾒込み
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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

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
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アジア・太平洋地域におけるSDGsへの取り組みの現状

COVID-19以前
から⽴ち遅れ
ていたものが
さらに深刻化
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2019 2020 2021 2019 2020 2021
実績 ⾒通し 実績 ⾒通し

東アジア 5.4 1.3 q 6.8 p 南アジア 4.3 -3.0 q 4.9 q

⾹港 -1.2 -6.5 q 5.1 p バングラデシュ 8.2 4.5 q 7.5 q

中国 6.1 1.8 q 7.4 p インド 4.2 -4.0 q 5.0 q

韓国 2.0 -1.0 q 3.5 p パキスタン 1.9 -0.4 q 2.0 q

台湾 2.7 0.8 q 2.5 p

中央アジア 4.9 -0.5 q 4.2
東南アジア 4.4 -2.7 q 5.2 p アゼルバイジャン 2.2 -0.1 q 1.2 q

インドネシア 5.0 -1.0 q 5.0 p カザフスタン 4.5 -1.2 q 3.4 q

マレーシア 4.3 -4.0 q 6.5 p

フィリピン 6.0 -3.8 q 6.5 太平洋 3.7 -4.3 q 1.6 q

シンガポール 0.7 -6.0 q 3.2 p フィジー 0.5 -15.0 q -0.7 q

タイ 2.4 -6.5 q 3.5 p パプアニューギニア 4.8 -1.5 q 2.9 p

ヴェトナム 7.0 4.1 q 6.8

アジア途上国全体 5.1 0.1 q 6.2
NIESを除くアジア途
上国全体 5.6 0.4 q 6.6 q

Source: Asian Development Outlook Supplement, June 2020.

q 2020年のアジアの開発途上国の成長は0.1％にとどまる（1961年以降で最も鈍化）
q 2021年には6.２％に回復するが、今年の落ち込みが大きいために過ぎず、V字回復とは言えない

アジアの開発途上国の経済成長見通し

p = 上⽅修正された⾒通し, q =下⽅修正された⾒通し, 記号無し = 前回時点から変化なし
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COVID-19 による世界・アジア経済への影響

出所: ADBスタッフによる推計（2020年5月15日発表）

新型コロナウイルス感染症による
経済損失

新型コロナウイルス感染症による
経済損失

（政策対応を取った場合）

⾦額(億ドル) GDPに対する割
合(%) ⾦額(億ドル) GDPに対する割

合(%)

収束までの期間（⽉数）
3 6 3 6 3 6 3 6

世界 -5兆7,969 -8兆7,899 -6.4 -9.7 -4兆958 -5兆3,878 -4.5 -5.9

アジア -1兆6,678 -2兆5,291 -6.2 -9.3 -1兆3,286 -1兆8,543 -4.9 -6.8

中央アジア -211 -340 -3.4 -5.5 -114 -148 -1.8 -2.4

東アジア（中国を除く） -1,641 -2,567 -6 -9.3 -1,456 -2,200 -5.3 -8.0

中国 -1兆831 -1兆6,234 -7.5 -11.2 -8,338 -1兆1,268 -5.8 -7.8

東南アジア -1,632 -2,529 -4.6 -7.2 -1,196 -1,663 -3.4 -4.7

南アジア -1,419 -2,176 -3.9 -6.0 -1,343 -2,029 -3.7 -5.6

オーストラリア/ ニュー
ジーランド -912 -1,395 -4.6 -7.0 -810 -1,191 -4.1 -6.0

太平洋 -33 -50 -4.6 -7.0 -29 -43 -4.1 -6.0

q 世界経済への影響は最大でGDPの9.7％、アジアは世界全体の生産の減少の約30％
q 各国が政策対応を取った場合、経済損失は30−40％程度軽減する
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アジアの開発途上国における今後の主要なリスク

１．COVID-19の抑制に一旦成功するものの、第二・第三の感染拡大の波に
襲われるリスク

２．もともと脆弱であった医療システムが崩壊、COVID-19だけでなく、他の疾
病への対応や医療サービスの提供ができなくなるリスク

３．収入の急激な落ち込み、支出の拡大により家計、企業、そして政府が債
務超過に陥り、これが金融危機へと発展するリスク

４．低所得者層、脆弱層への支援が充分に行き渡らず、社会不安が発生す
るリスク

５．感染拡大の抑制には成功するものの、国境を越えた人・モノ・サービス・
資金・情報の移動や国際協力が阻害され、長期的な成長や開発のポテン
シャルが損なわれるリスク

各国政府の政策対応及び国際機関の支援策において、上記リスクに
十分に留意した施策をデザイン・実施する必要



9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
180億ドル

⺠間向け⽀援
20億ドル

130億ドル：
開発途上加盟国への財政⽀援/ 
景気対策⽀援のための通常資本
財源を活⽤した追加的融資
25億ドル：
譲許的融資および無償資⾦など

⺠間セクターの貿易⾦融や企業
の運転資⾦の不⾜、サプライ
チェーンの回復を⽀援

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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（浅川総裁：フィリピンで緊急⾷糧⽀援を実施）

ADBによるCOVID-19対策支援〜SDGs達成に向けて

⽀援パッケージの下での主な承認実績: 
総額100億ドル近く（6⽉26⽇時点）

q インドネシア（15億ドル）
q フィリピン（17億ドル）
q インド（15億ドル）
q カザフスタン（10億ドル）
q ウズベキスタン（5億ドル）
q バングラデシュ（6億ドル）
q パキスタン（8億ドル）
q ネパール（2.5億ドル）

脆弱層・貧困層・⼥性に的を絞った⽀援
貧困層への現⾦・⽣活必需品給付、医療部⾨・サービス部⾨等で働く⼥性、⼥
性が経営する中⼩零細企業への⽀援など
未曾有の危機に対して迅速かつ柔軟な対応
⾦利を通常より低く設定、承認にかかる内部プロセスの短縮化、⾃然災害⽤の
スキームを保健分野での緊急事態にも適⽤、資機材の調達先を⾮メンバー国に
も拡⼤、他の国際機関・先進国政府との協働
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