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トリプルAの格付けを得ているアジア開発銀行のグリーン・ボン
ドは、環境に調和した持続可能な成長の実現によって貧困を削
減し国民の生活の質を改善すると共に、温室効果ガスの排出
を緩和し気候変動の影響に適応することを目指す開発途上加
盟国を支援するものです。

主要データ

 ■ 気候変動に対して最も脆弱な10カ国のうち6カ国はアジア・
太平洋地域にあります。

 ■ アジア・太平洋地域の人口の60%以上が気候変動の影響 
を特に受けやすいセクターで働いています。

 ■ 気候変動によって食品価格が10%上昇する毎に、アジアで
は6,400万人が貧困に陥ると予想されています。

 ■ アジアの沿岸地域での洪水のリスクにさらされる都市人口
が2025年までに3億人から4億1,000万人に増えると推定さ
れています。

 ■ 内陸部においても、リスクにさらされる人の数は2025年ま 
でに2億4,500万人から3億4,100万人に増えると予想され 
ます。

アジア・太平洋地域における気候変動への
対応

環境の持続可能性はアジア・太平洋地域における経済成長と貧困削
減にとって不可欠の条件です。人間の活動が引き起こす気候変動に
よってアジア・太平洋地域の開発と安全が脅かされています。貧困層
は特にこれらの変化に対して脆弱であり、既に海面の上昇や、干ば
つ、暴風や洪水による被害の深刻化に苦しんでいます。アジアをグリ
ーンな成長の軌道に乗せるには、温室効果ガスの排出緩和および気
候変動への適応対策を同地域の開発戦略に組み込むべく、速やかに
行動する必要があります。

ADBは資金供給および革新的技術の導入を通じて、同地域を低炭素
型かつ気候耐性を有する未来へと導く上で重要な役割を果たしてい 
ます。

2011年から2014年にかけて、ADBは130億ドルを超える気候関連の資
金提供を承認しました。その内訳は融資、グラント、保証および出資
が126億ドル、技術協力が4億3,800万ドルでした。財源別ではADB自
らの財源から111億8,000万ドル、外部から20億ドル強が供給されまし

た。気候投資基金等のメカニズムを通じて、国際開発金融機関は開発
途上国における気候変動対策のために65億ドルを動員しており、その
うち25億ドルがアジア・太平洋地域向けに配分されています。ADBは
緑の気候基金の実施機関として、アジア・太平洋地域の気候変動対
策向けに最大で年間1,000億ドルの資金を利用できます。

ADBはストラテジー2020に従い、アジア・太平洋地域に住む全ての人
々に経済成長の継続と持続可能な未来を確かなものとするため、そ
の計画と投資に気候変動を組み込んでいます。2015年9月、中尾武彦
ADB総裁は、2020年までに気候関連の年間資金援助額を倍増して
60億ドルとすることを発表しました。これによって、資金援助全体に占
める気候変動関連の割合は現在の約4分の1から3分の1近くに増える
ことになります。気候変動対策に使われる60億ドルのうち、40億ドル
は緩和を目的とするプロジェクト、20億ドルは適応対策に充てます。

適格プロジェクトの選定基準

グリーン・ボンドはADBの気候変動戦略を推進するための効果的なツ
ールとして機能しています。同戦略では以下の5つが優先分野として
特定されています。

(i) クリーン・エネルギーの利用の拡大
(ii) 持続可能な運輸・都市開発の促進
(iii) 炭素隔離のための土地利用・森林の管理
(iv) 気候耐性を有する開発の促進
(v) 政策・ガバナンス・能力の強化



ADBは、貧困のないアジア・太平洋地域の実現を目指しています。ADBは開発途上加盟国による貧困の削減と、国民生活の質の改善
を支援することを使命としています。経済発展のサクセス・ストーリーが脚光を浴びる一方で にもかかわらず、アジア・太平洋地域には
世界の貧困層の大半が暮らしているとされています。ADBは全ての人々に恩恵が行き渡る（インクルーシブな）経済成長、環境に調和
した持続可能な成長、および地域統合の促進を通じて途上加盟国の貧困削減を支援しています。

ADBの本部はマニラにあり、67の加盟国・地域によって構成され、うち48は域内の加盟国・地域です。開発途上加盟国支援のための
ADBの具体的手段は、政策対話、融資、出資、保証、無償援助、技術協力などです。

ADBのビジョン―「貧困のないアジア・太平洋地域」
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緩和プロジェクトには、以下のセクターに該当するものが含まれ 
ます。
 - 再生可能エネルギー
 - エネルギー効率
 - 持続可能な運輸

適応プロジェクトには、以下のセクターに該当するものが含まれます。
 - エネルギー
 - 水およびその他の都市インフラ・サービス
 - 運輸

グリーン・ボンドの適格プロジェクトはADBのエネルギー、気候変
動、および環境分野の専門家によって継続的に特定されていま
す。これには、気候変動の緩和・適応に向けた資金供給の追跡と
報告のために設定された国際開発金融機関の共同アプローチ1 
に加えて、ADBのグリーン・ボンド・フレームワーク2に定義される環
境に調和した持続可能な成長を実現する「グリーンな」プロジェクト
の選定基準が、利用されます。

1  アジア開発銀行 2015年 「国際開発金融機関の気候ファイナンスに関する共同報告

書」 http://www.adb.org/sites/default/files/related/42023/joint-mdbreport-climate-
finance-2014.pdf

2  アジア開発銀行 「ADBグリーン・ボンド・フレームワーク」 http://www.adb.org/sites/
default/files/adb-green-bonds-framework.pdf

調達資金の利用

グリーン・ボンドによる調達資金（純額）は、ADBの財務局において、
適格プロジェクトに対するADBの融資業務にリンクされる特別なサブ
ポートフォリオに割り当てられます。グリーン・ボンドが未償還である限
り、サブポートフォリオの残高は各四半期末に適格プロジェクトの実行
金額に応じて減額されます。実行までの間、サブポートフォリオはADB
の流動性政策に従って流動性のある金融商品に投資されます。

これまでに発行されたグリーン・ボンド

形式 発行日 償還日 調達額

公募 2015年3月19日 2025年3月19日 5億ドル

私募 2015年8月19日 2025年8月19日 1,000万ドル

グリーン・ボンド調達総額 5億1,000万
ドル

インド

インドネシア

バングラデシュ

フィリピン

タイ ベトナム

トルクメニスタン

その他

グリーン・ボンド約定額の内訳（国別） グリーン・ボンド約定額の内訳（セクター別）

中国

パプア
ニューギニア

持続可能
な運輸

再生可能エネルギ
ー・エネルギー効率
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# 詳細情報へのリンク  プロジェクト名（番号/融資承認年およ
び内容）

A/Ma プロジェ
クトのライ
フタイム 
（年）b

年間エネ
ルギー
削減量

（MWh）b

年間エネ
ルギー
生産量

（MWh）b

追加される
再生可能

エネルギー
生産能力
（MW）b

温室効果ガ
スの年間削

減量（CO2相
当トン）b

目標とされる効果b 約定額 
（百万米 

ドル）

実行額 
（百万米 
ドル）c

1 http://www.adb.org/
projects/40061-013/
main?page-2=1

インドネシア：ジャワ・バリ配電パフォー
マンス改善プロジェクト(2619/FY2010):
配電ロスの削減および高エネルギー効
率照明プログラムによる需要サイドの
エネルギー消費の削減

M 40 400,000 na na 330,000 • 1億ドル相当の新規配電網投資の延期 
• 全体的な配電ロスを2008年の8.4%から
7%に削減 
• 系統平均停電頻度指数（SAIFI）を2008年
の1契約者当たり年6.80回から3.0回に低減

40.00 16.82

2 http://www.adb.org/
projects/40682-013/
main?page-3=1

中国：統合的再生可能バイオマス・エ
ネルギー開発セクター・プロジェクト
(2632/FY2010):
中国黒竜江省、河南省、江西省および
山東省の貧しい農村地域において統合
的再生可能バイオマス・エネルギー・シ
ステムのデモンストレーションを行うこと
により、バイオガス・サブセクターのパフ
ォーマンスを改善

M 15 27,222 92,000 -- 1,000,000 • サブプロジェクト農場の廃棄物の約90%を
回収しプロジェクトのバイオガス工場で処理 
• 農村部のエネルギー利用のため毎年約
7,000万立方メートルのバイオガスを生産
• 約8,000の貧困世帯を含む約4万1,000世
帯がクリーン・エネルギーを利用しやすくなる
という利益を得る 
• 契約農業の拡大を通じて約2万7,000人の
農民の収入が増加 
• 約9,000の貧困世帯が有機肥料の使用お
よび有機農産物の販売により利益を得る 
• 温室効果ガス排出量をCO2換算で約100
万トン削減

66.10  15.70 

3 http://www.adb.org/
projects/41504-023/
main?page-2=1& 
page-3=1

パプアニューギニア: 地方都市電化
投資プログラム―第1トランシェ(2713/
FY2010):
地方における再生可能エネルギーの生
産と利用の増加

M 30 na 35,600 6 35,000 • 2016年末までに対象地域に6カ所の小規
模水力発電施設を新設 
• 2016年末までに対象地方都市の停電を
20%削減  
• 2016年末までに対象地域のPPL発電の燃
料費を60%削減 

40.90  8.08 

4 http://www.adb.org/
projects/44431-013/
main?page-2=1& 
page-3=1

インド：グジャラート州太陽電力送電プ
ロジェクト(2778/FY2011) :
グジャラート州パタン地区に位置する
2,500ヘクタールのチャランカ・ソーラー
パークに建設される太陽発電施設から
電力を送る送電インフラを開発。ソーラ
ーパークには太陽光発電と集光型太陽
熱発電の双方を含め500MWを超える
発電施設が建設される

M 40 na na na na • 2014年から、グジャラート州および全国の
グリッドと接続する送電線を通じて、チャラン
カ・ソーラーパークから最大500MWの電力
を送ることを可能にする（2010年のベースラ
イン：0MW）

80.00  35.47 

5 http://www.adb.org/
projects/46906-014/
main

中国：農業廃棄物発電プロジェクト
(7368/2899/FY2012) :
再生可能なエネルギー源のひとつであ
る農業廃棄物による発電を増加

M 40 na 744,000 126 382,800 • 作物の藁の包括的な利用率を2020年
までに85%に引き上げ（2010年ベースライ
ン：70%）  
• 中国全体の農業廃棄物発電施設の発電能
力を2020年までに20GWに増強（2010年ベ
ースライン：2GW未満） 

60.00  - 

ADBグリーン・ボンド適格プロジェクト一覧（セクター別）
目標とされる効果および約定額・実行額

A. 再生可能エネルギー・エネルギー効率
2015年末現在
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6 http://www.adb.org/
projects/46906-014/
main

中国：地方自治体廃棄物発電プロジェ
クト(7368/2900/FY2012) :
再生可能なエネルギー源のひとつであ
る地方自治体の固形廃棄物による発
電を増加

M 40 na 496,000 84 255,200 • 2020年までに中国における地方自治体廃
棄物の70%を適切に処理（30%は都市部で
焼却）(2010年ベースライン：地方自治体廃棄
物の63.5%が適切に処理され、14.7%が都市
部で焼却） 
• 2020年までに中国における地方自治体廃
棄物発電施設の総発電能力を3GWに引き
上げる（2010年ベースライン：約500MW）
• 2018年までに1日当たり7,300トンの廃棄物
を追加的に処理する 

40.00  - 

7 http://www.adb.org/
projects/46914-012/
main

域内：東南アジア地域エネルギー効率
プロジェクト(Cofely Southeast Asia Pte) 
(7371/2919/FY2012) :
エネルギー効率市場の発展を妨げる
金融および情報面での制約を取り除く
ことにより、カンボジア、インドネシア、
ラオス、マレーシア、フィリピン、タイお
よびベトナムのエネルギー効率サービ
スの拡大と向上を図る投資プログラム
を支援

M 20 150,000 na na 90,000 • 2019年までにエネルギー効率プロジェクト
により年間15万MWh換算以上のエネルギ
ーを節約 
• 2019年までに平均で1年当たり9万トンの炭
素排出を削減
• エネルギー効率プロジェクトにより2019年
までに平均で1年当たり1,000万ドルの費用
を削減

20.00  8.18 

8 http://www.adb.org/
projects/46930-014/
main?page-2=1

中国：Dynagreen廃棄物発電プロジェク
ト(7377/2960-02/FY2012):
再生可能なエネルギー源のひとつであ
る地方自治体の固形廃棄物による発
電を増やす

M 40 na 610,000 120 450,000 • 2018年までに年平均で280万トンの地方自
治体廃棄物を処理 
• 2018年までに廃棄物発電施設により年間
約610ギガワット時のクリーン電力を発電 
• 2018年までにCO2排出量を年間約45万ト
ン削減 
• 9カ所の廃棄物発電施設の稼働時に最大
700人の現地労働者を雇用 
• 2018/19年度以降の稼働時に年平均で
4,500万中国元相当の物品およびサービス
を現地調達

100.45  67.81 

9 http://www.adb.org/
projects/43207-013/
main?page-2=1

フィリピン：高エネルギー効率の電気自
動車の導入を通じた市場変革プロジェ
クト(2964/FY2012) :
低炭素の電気三輪自動車技術の導入
を通じてグローバルな環境改善に寄与
し、三輪自動車業界のカーボン・フット
プリントを縮小する 

M 10 1,538,611 na na 332,150 • 2014年12月までに2万台、2015年には5万
台、2017年には10万台以上の電気三輪自動
車を稼働
• 2軒以上の小売業者を通じてリチウムイオ
ン電池を含む高密度エネルギー電池を現地
で販売
• 2014年までに5カ所のソーラー充電ステー
ション（各200キロワット）を設置
• 特定対象地域において、2017年までに現
地で組み立てられた充電ステーションを100
カ所以上設置
• 公共充電ステーションのオペレーターの
30%以上を女性とする（日中のシフトのみ）
• バッテリーのリサイクルの選択肢を調査
し、2017年までにその勧告を実施する
• 対象となる裨益者が公認団体による運営・
保守ワークショップに参加（LGU毎に少なく
とも1回、計10回のワークショップを2017年ま
でに実施）

228.43  0.85 
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10 http://www.adb.org/
projects/46934-014/
main

タイ：タイ中部太陽発電プロジェクト 
(7384/2992/FY2013) :
太陽発電の増加および再生可能エネ
ルギー発電能力の新設を通じたエネル
ギー源の多様化

M 25 na 90,000 57 66,576 • 稼働後10年間（2014～2024年）、年平均で
9万メガワット時を超える太陽電力をオフテイ
カーに供給 
• 稼働後10年間（2014～2024年）、CO2換算
排出量を年平均で6万6,576トン削減 
• 商業運転開始以降、フルタイム換算で50人
以上の常勤職員を雇用 
• 2013年第4四半期までに57MWの太陽発
電能力を稼働 
• 建設中には150人以上（フルタイム換算）
を雇用 
• 建設中に17億2,500万バーツ（5,400万ド
ル相当）を超える物品およびサービスを現
地で購入 

52.00  - 

11 http://www.adb.org/
projects/45224-003/
main?page-2=1

インド：ラジャスタン州再生可能エネル
ギー送電投資プログラム-第1トランシェ
(3052/FY2013) :
再生可能エネルギー・パークから再生
可能エネルギーを州および国のグリッ
ドに送る送電施設を支援

M 40 na na na na • 大規模再生可能エネルギー専用の送電シ
ステムを拡張
• 再生可能エネルギー・パークおよび送電シ
ステムの組織能力を育成

62.00  3.88 

12 http://www.adb.org/
projects/46058-002/
main?page-2=1

中国：青海省デリンハ市集光型太陽熱
発電プロジェクト(3075/FY2013) :
集光型太陽熱発電技術を用いる太陽
発電の増加、一次エネルギー消費全
体に占める再生可能エネルギーの割
合の増加

M 25 na 197,000 50 154,446 • 青海省デリンハ市の発電施設（50MW）が
操業し、予定した出力を安定して発電（ベー
スライン：2013は0MW）
• 年間197ギガワット時のクリーンな電力が発
電され、2017年までに年間15万4,446トンの
CO2排出を削減（ベースライン：2013年は0ギ
ガワット時）

150.00  0.37 

13 http://www.adb.org/
projects/42916-014/
main?page-2=1

インドネシア：サルーラ地熱発電プロジ
ェクト(7397/3089/FY2013) :
地熱資源の発電利用の増加

M 30 na 2,529,000 320 1,300,000 • 2018年以降年間2,529GWhを発電 
• 2018年以降、CO2換算排出量を年間130
万トン純減 
• 年平均2,000万ドル以上の法人税収入 
• 操業後2020年までにフルタイム換算で100
人の熟練労働者または半熟練労働者を雇用 
• 操業後2020年までに技術職、研究職また
は事務職の20%を女性とする 
• 操業後2020年までに、事業の影響を受け
る地域（パハエジャエとパハエジュル）および
北タパヌリ県の先住民族が半熟練労働者の
20%を占める

250.00  151.80 



# 詳細情報へのリンク  プロジェクト名（番号/融資承認年およ
び内容）

A/Ma プロジェ
クトのライ
フタイム 
（年）b

年間エネ
ルギー
削減量

（MWh）b

年間エネ
ルギー
生産量

（MWh）b

追加される
再生可能

エネルギー
生産能力
（MW）b

温室効果ガ
スの年間削

減量（CO2相
当トン）b

目標とされる効果b 約定額 
（百万米 

ドル）

実行額 
（百万米 
ドル）c

14 http://www.adb.org/
projects/48209-001/
main?page-2=1

インド：ACME-EDF太陽電力(3175/
FY2014) :
太陽発電能力を20W増加

M 25 na 38,000 20 35,340 • 2018年以降、年間3万8,000メガワット時
を発電 
• 2018年以降、年間3万5,340トンのCO2排
出を削減 
• 2018年以降、運転・保守のためにフルタイ
ム換算で14人を雇用 

9.79  9.28 

15 http://www.adb.org/
projects/48209-001/
main?page-2=1

インド：ACME-EDF太陽電力(3176/
FY2014) :
太陽発電能力を20W増加

M 25 na 38,000 20 35,340 • 2018年以降、年間3万8,000メガワット時
を発電 
• 2018年以降、年間3万5,340トンのCO2排
出を削減 
• 2018年以降、運転・保守のためにフルタイ
ム換算で14人を雇用 

9.81  9.39 

16 http://www.adb.org/
projects/48209-001/
main?page-2=1

インド：ACME-EDF太陽電力(3177/
FY2014) :
太陽発電能力を20W増加

M 25 na 38,000 20 35,340 • 2018年以降、年間3万8,000メガワット時
を発電 
• 2018年以降、年間3万5,340トンのCO2排
出を削減 
• 2018年以降、運転・保守のためにフルタイ
ム換算で14人を雇用 

9.79  9.28 

17 http://www.adb.org/
projects/48209-001/
main?page-2=1

インド：ACME-EDF太陽電力(3178/
FY2014) :
太陽発電能力を20W増加

M 25 na 38,000 20 35,340 • 2018年以降、年間3万8,000メガワット時
を発電 
• 2018年以降、年間3万5,340トンのCO2排
出を削減 
• 2018年以降、運転・保守のためにフルタイ
ム換算で14人を雇用 

9.81  9.39 

18 http://www.adb.org/
projects/48209-001/
main?page-2=1

インド：ACME-EDF太陽電力(3179/
FY2014) :
太陽発電能力を20W増加

M 25 na 38,000 20 35,340 • 2018年以降、年間3万8,000メガワット時
を発電 
• 2018年以降、年間3万5,340トンのCO2排
出を削減 
• 2018年以降、運転・保守のためにフルタイ
ム換算で14人を雇用 

10.79  10.37 

19 http://www.adb.org/
projects/48209-001/
main?page-2=1

インド：ACME-EDF太陽電力(3180/
FY2014) :
太陽発電能力を100 MW増加

M 25 na 190,000 100 176,700 • 2018年以降、年間19万メガワット時を発電 
• 2018年以降、年間17万6,700トンのCO2排
出を回避 
• 2018年以降、運転・保守のためにフルタイ
ム換算で70人を雇用

50.00  - 



# 詳細情報へのリンク  プロジェクト名（番号/融資承認年およ
び内容）

A/Ma プロジェ
クトのライ
フタイム 
（年）b

年間エネ
ルギー
削減量

（MWh）b

年間エネ
ルギー
生産量

（MWh）b

追加される
再生可能

エネルギー
生産能力
（MW）b

温室効果ガ
スの年間削

減量（CO2相
当トン）b

目標とされる効果b 約定額 
（百万米 

ドル）

実行額 
（百万米 
ドル）c

20 http://www.adb.org/
projects/46453-002/
main?page-2=1

クック諸島：再生可能エネルギー・セク
ター・プロジェクト(3193/FY2014) :
太陽発電能力を3MWp増設

M 25 na 4,870 3 2,930 • 2016年末までに: 
中核サブプロジェクトの太陽光発電系統（設
置済み発電能力780kW）をマンガイア島、マ
ウケ島およびミチアロ島の既存グリッドに接
続（2012年ベースライン：0%）
• 2017年末までに: 
非中核サブプロジェクトの太陽光発電系統
（2,400kW）をアチウ島、アイツタキ島および
ラロトンガ島の既存グリッドに接続（2012年ベ
ースライン：0%）
• 2017年末までに: 
エネルギー効率政策実施計画を策定（2012
年ベースライン：0%）
• 民間資金プロジェクトにおける再生可能エ
ネルギー技術の評価および料金設定につい
て、エネルギー庁長官官房および再生可能
エネルギー課（REDD）（職員総数10人）の能
力を育成（2012年ベースライン：0%）
• 最新の負荷需要、実現性のある再生可能
技術の選択、および最小コストの投資計画を
含む最新版のクック諸島再生可能エネルギ
ー・チャート実施計画を策定（2012年ベース
ライン：0%）
• 中核サブプロジェクトおよび非中核サブプロ
ジェクト（計6件）の実施に関するREDDおよび
ラロトンガ・エネルギー庁へのプロジェクト管
理支援の実施（2012年ベースライン：0%）

11.19  0.32 

21 http://www.adb.org/
projects/48233-001/
main

タイ：スブヤイ風力発電プロジェクト 
(7435/3219/FY2014) :
風力発電能力を81MW増設

M 20 na 128,950 81 65,000 • オフテイカーに年間12万MW時以上の風力
電力を供給（2016～2026年）
• CO2換算年間6万5,000トン以上の排出を
削減（2016～2026年）
• 2016年第1四半期までに81MWの風力発電
能力を稼働
• 建設中には250人（フルタイム換算で45人）
以上を雇用
• 建設中に10億バーツ（2,950万ドル相当）を
超える物品およびサービスを現地で購入

53.00  33.78 

22 http://www.adb.org/
projects/48325-001/
main

フィリピン：150MW ブルゴス・ウィン
ド・ファーム・プロジェクト(7442/3246/ 
FY2015):
風力発電能力を150MW増設

M 20 na 370,000 150 160,113.70 • 2015年以降、年平均で約370GWhの風力
電力をグリッドに供給（2012年ベースライン：
年間75GWh）
• 2015年第1四半期までに150MWの風力発
電能力を稼働

20.00  19.60 



# 詳細情報へのリンク  プロジェクト名（番号/融資承認年およ
び内容）

A/Ma プロジェ
クトのライ
フタイム 
（年）b

年間エネ
ルギー
削減量

（MWh）b

年間エネ
ルギー
生産量

（MWh）b

追加される
再生可能

エネルギー
生産能力
（MW）b

温室効果ガ
スの年間削

減量（CO2相
当トン）b

目標とされる効果b 約定額 
（百万米 

ドル）

実行額 
（百万米 
ドル）c

23 http://www.adb.org/
projects/48423-001/
main

フィリピン：ティウィ・マクバン地熱
発電グリーン・ボンド・プロジェクト
(7551/3266/FY2015) :
ルソン島の主な地熱発電施設であるテ
ィウィおよびマクバン地熱発電所の資
本支出（収用および発電所の修復を含
む）ならびに実施中の運転・保守資金
のリファイナンス

M na na na na na • 2015年第3四半期に最大107億ペソのペソ
建てティウィ=マクバン・グリーン・プロジェク
ト・ボンドの満額応募を実現（2015年ベース
ライン：なし）
• 気候債権認証の申請を2015年第4四半期
までに実施（2015年ベースライン：なし）
• ADBの公開ナレッジ成果物を2016年まで
に発行（2015年ベースライン：なし）
• 2015年第3四半期までに1社以上の共同保
証人とリスク分担契約を締結（2015年ベース
ライン：なし）

40.64  - 

24 http://www.adb.org/
projects/49263-001/
main

タイ：タイ北東部風力発電プロジェクト
(7462/3366/FY2015) :
風力発電の増加と発電エネルギー源
の多様化

M 20 na 411,000 260 222,000 • 2018年第2四半期までに260MWの風力発
電施設（送電線と変電所を含む）を稼働
• 建設開始後2018年までに250人以上を
雇用
• 建設中に30億バーツ（8,200万ドル相当）を
超える物品およびサービスを現地で購入

157.50  - 

25 http://www.adb.org/
projects/42016-013/
main?page-2=1& 
page-3=1

中国：青海省農村部水資源管理プロジ
ェクト(2738/FY2011) :
水利用効率の向上、既存の揚水灌漑
の重力灌漑への転換、農業改良普及
事業の改善、灌漑農業サービスと管理
のための農民団体のエンパワーメント

M -- 49,410 na na 43,649 • 春小麦の収穫量を2009年の4.6t/haから
2016年までに5.7t/haに増やし、冬小麦の収
穫量を2009年の5.8t/haから2016年までに
7.2t/haに増やす
• 2016年までに多様な高価値作物の作付面
積を3,000ha増やす 灌漑水利用効率を2009
年の35%から2016年までに56%に引き上げる
• 対象国の灌漑総面積に占める重力灌漑の
割合を26%から89%に引き上げる
• 電気代を含む平均運転・保守費を揚水灌
漑の0.168中国元/m3から重力灌漑の0.033
中国元/m3に引き下げる

45.32  15.47 

再生可能エネルギーおよびエネルギー
効率の約定・割り当て済み金額の合計

1,617.52 425.84

FTE = フルタイム換算、GWh = ギガワット時、MWh = メガワット時、WTE = 廃棄物発電、MSW = 地方自治体廃棄物。
a  この列はプロジェクトの目的が気候変動の抑制（M）か気候変動への適応（A）かを示す。

 b   「--」は当該プロジェクトについて計算または報告されていないことを意味し、「na」は該当しないことを意味する。予想される効果または成果は事前予想に基づく。本報告書に示す温室効果ガスの排出削減量については 温室効
果ガス算定のための国際金融機関調和化アプローチを利用している。

c   「-」は2015年末時点で実行額がゼロであることを意味する。



# 詳細情報へのリンク  プロジェクト名（番号/融資承認年および内容） A/Ma 目標とされる効果b 約定額 
（百万米ドル）

実行額 
（百万米ドル）c

1 http://www.adb.org/projects/43441-013/
main?page-2=1

トルクメニスタン：南北鉄道(2737/FY2011):
交通利便性の向上、域内貿易の増加、経済成長
および域内の統合された効率的な鉄道システム
の開発に対する貢献

M • 貨物国内通過量を600万トンに増加（2008年ベースライ
ン：300万トン）
• プロジェクト対象鉄道区間における2015年の鉱物輸送量を約
160万トンに
• 定期点検、管理および検査のためにパフォーマンス追跡シス
テムを開発
• 2020年までにCO2排出量を2万6,800トン削減（2008年ベー
スラインの推定値：3万7,000トン）

23.38  4.60 

2 http://www.adb.org/projects/40080-013/
main?page-2=1&page-3=1

ベトナム: ハノイ都市鉄道システム・プロジェクト 
(第3路線: ニョン-ハノイ駅区間) (2741/FY2011):
公共交通の連結性を向上させ、ハノイ市内の5つ
の区におけるアクセス性を大幅に改善し、より良
い公共交通システムの重要かつ不可欠な一部と
して、温室効果ガスの排出量を削減する低炭素
輸送を通じて市民のモーダル・シェアの拡大に貢
献する

M • 第3路線では2020年までに、1方向・1日当たり78万5,000旅客
キロ、および1時間当たり5,800人の最大輸送量を達成 
• 対象路線の旅客1人当たりの加重平均移動時間を2011年のベ
ースラインである52分から2020年までに25%短縮 

58.60  0.18 

3 http://www.adb.org/projects/43332-043/
main

中国：鉄道エネルギー効率・安全性向上投資プロ
グラム-第3トランシェ(2765/FY2011) :
中国の鉄道におけるエネルギー効率、環境保護
および安全性の改善

M • エネルギー効率、環境保護および安全性を改善する機器の
設置
• 鉄道事業者候補の安全監査の完了
• 能力育成の実施

50.00  37.21 

4 http://www.adb.org/projects/36330-023/
main?page-3=1

インド：鉄道セクター投資プログラム-第1トランシェ 
(2793/FY2011) :
効率的かつ安全で信頼性が高く、環境に優しい鉄
道システムを通じた運輸システムの改善および移
動性の向上 

M • 物的インフラの拡張とインフラ利用効率の向上
• 運営効率の改善
• 気候変動の緩和および炭素クレジット関連活動について、鉄
道省に実施支援を提供 

27.27  9.92 

5 http://www.adb.org/projects/42169-013/
main?page-3=1&page-4=1

バングラデシュ：ダッカ都市圏持続可能な都市交
通プロジェクト(2862/FY2012):
ダッカ都市圏北部のガジプル市において、エネル
ギー効率の高い持続可能な都市交通システムを
通じて統合された都市交通のための総合的なソリ
ューションを提供

M • （プロジェクトを実施しないシナリオと比べて）本プロジェクトに
よりCO2換算で4万トンの排出が削減される 
• 大気汚染物質(PM10)の年間レベルを20%低下（2006年ベー
スライン：76.72μg/m3) 
• ガジプル市の歩きやすさ指標を39（2010年ベースライン：100
が最高値）から60に改善
• 公共交通機関と都市生活の質に関する市民の好感度を2012
年のベースラインから50%改善 
• BRTが操業初年度に1日当たり旅客数10万人（うち30%以上が
女性）を達成 
• 公共交通機関のモーダル・シェアを40%（2011年ベースライン）
から50%に増加

12.59  0.04 

6 http://www.adb.org/projects/39256-024/
main

モンゴル：都市交通開発投資プログラム-第1トラ
ンシェ(2934/FY2012) :
高速バス輸送システム（BRT）の利用の増加によ
り、交通渋滞、移動時間、使用燃料および温室効
果ガスを含む車両からの過剰な排出を削減

M 2020年までに
• 中央商業地区におけるピーク時のBRT路線のバスの移動時
間を2011年比で30%短縮
• BRT路線の主要交差点におけるピーク時の渋滞による遅延時
間を2011年比で30%短縮
• 交通事故による死傷者数を2010年（死亡176人、負傷515人）
比で15%削減

2.10  0.00 

B. 持続可能な運輸
2015年末現在



# 詳細情報へのリンク  プロジェクト名（番号/融資承認年および内容） A/Ma 目標とされる効果b 約定額 
（百万米ドル）

実行額 
（百万米ドル）c

7 http://www.adb.org/projects/39500-033/
main?page-2=1

ベトナム：ホーチミン市都市大量高速輸送第2号
線投資プログラム-第2トランシェ(2956/FY2012):
ホーチミン市に持続可能な都市交通システムを
構築し、大量高速輸送システム（MRT）と公共バ
スシステムの統合によりMRT第2路線沿いの都
市環境を改善するとともに温室効果ガスの排出
を削減する

M • MRT第2号線第1ステージ（ベンタイン～タムルォン間、10カ所
の駅を含む）の建設および車庫の残存工事の完成。これには双
設トンネル、地下駅、高架駅、緩和曲線区間、高架橋、引き込
み線、線路敷設および第3軌条が含まれる

100.00  0.32 

8 http://www.adb.org/projects/45023-002/
main?page-2=1&page-3=1

中国：湖北省宜昌市持続可能な都市交通プロジ
ェクト (3014/FY2013) :
市中心部の主要経路の全体的な交通の流れを
改善し、渋滞およびそれに伴う排出と騒音を緩和
するため、BRT路線を建設する。これにはBRT車
庫の建設、歩行者・自転車用施設の改良、駐車
管理計画の策定およびその他の交通需要管理措
置が含まれる

M • 2018年までに: BRT路線のバス運行速度を2011年の時速
15kmから25kmに増加
• 2018年までに: 乗客の平均移動時間を2011年の20分から10
分に短縮
• 2018年までに: 内陸港から物流センターまでの貨物輸送時間
を2011年比で20%短縮
• 2018年までに: ダムを越える貨物の積み替え輸送時間を2011
年の2時間から1時間に短縮

6.30  4.17 

9 http://www.adb.org/projects/46417-001/
main?page-2=1&page-3=1

インド：ジャイプール・メトロ・レール第1号線-フェー
ズBプロジェクト(3062/FY2013) :
市の主要経路における大量高速輸送能力を高め
ることにより、自家用車へシフトする流れを反転さ
せ、ジャイプールにおける改善された公共交通シ
ステムというビジョンを実現する。これにより一般
的な移動性と生活の質を改善し、より住みやすく
働きやすい街を作る

M • 第1号線フェーズBを利用する1日当たりの平均旅客数が操業
初年度（2018/19年）に12万6,000人に達する
• 2.3kmの地下鉄路線および2カ所の駅を含む地下鉄インフラを
2018年までに完成させる

35.20  3.57 

10 http://www.adb.org/projects/43332-053/
main

中国：鉄道エネルギー効率・安全性向上投資プロ
グラム-第4トランシェ(3082/FY2013) :
耐震性橋梁支承、高性能のレール締結装置、丈
夫な切替装置や信号システム施設等の環境保
護・安全性向上機器の導入により、環境面・安全
面で大きな便益を実現する

M • 中国南西部の輸送能力を拡大し、2020年までに貨物につい
ては4,700億トンキロ、旅客については1,500億旅客キロとする
• 移動コストを2008年の1km当たり35分（フェン）から2020年に
は15分に引き下げる
• 10億トリップ当たりの事故発生率を2008年比で2020年まで
に20%削減する

36.00  4.78 

11 http://www.adb.org/projects/32234-053/
main

バングラデシュ：鉄道セクター投資プログラム-第3
トランシェ(3097/FY2013) :
バングラデシュ鉄道幹線網の鉄道輸送能力を
増強

M • 毎日運行する旅客列車の数を10本増やす（2011年ベースラ 
イン：289本） 
• 年間旅客数を10%増やす（2011年ベースライン：6,600万人） 

20.00  0.03 

12 http://www.adb.org/projects/43332-054/
main

中国：鉄道エネルギー効率・安全性向上投資プロ
グラム-第5トランシェ :
鉄道電化システム、鉄道電力供給システム、路線
の安全性を確保する運用・保守機器、高性能のレ
ール締結装置、耐震性橋梁支承、鉄道通信シス
テム、および鉄道信号システムの調達と設置によ
り、中国における安全かつ信頼性が高く、安価で
環境に優しい鉄道システムの開発を支援する

M • 中国南西部の輸送能力を拡大し、2020年までに貨物につい
ては4,700億トンキロ、旅客については1,500億旅客キロとする
• 中国の鉄道における収入単位毎のエネルギー消費量を2009
年から2020年までに23%削減する

59.69  2.58 

13 http://www.adb.org/projects/46168-001/
main?page-2=1

バングラデシュ：南アジア準地域経済協力鉄道連
結性: アカウラ・ラクサム間複線プロジェクト(3169/
FY2014) :
バングラデシュ全体の旅客輸送の40%以上を占
めるダッカ・チッタゴン路線の全線複線化、および
既存線路の改良と再建により同路線の輸送能力
を増強する

M • ダッカ・チッタゴン路線で毎日運行する旅客列車の数を17本に
増やす（2013年ベースライン：1日1方向当たり14本)
• アカウラ・ラクサム間の列車による移動時間を20%短縮する
（2013年ベースライン：77分） 

227.56  - 



# 詳細情報へのリンク  プロジェクト名（番号/融資承認年および内容） A/Ma 目標とされる効果b 約定額 
（百万米ドル）

実行額 
（百万米ドル）c

14 http://www.adb.org/projects/40080-025/
main?page-2=1

ベトナム：ハノイ都市鉄道システム(第3号線: ニョ
ン-ハノイ駅区間)(追加融資) (3363/FY2015):
公共交通の連結性を向上させ、ハノイ市内の5つ
の区におけるアクセス性を大幅に改善し、より良
い公共交通システムの重要かつ不可欠な一部と
して、温室効果ガスの排出量を削減する低炭素
輸送を通じて公共交通機関のモーダル・シェアの
拡大に貢献する

M • 第3号線では2020年までに、1方向・1日当たり78万5,000旅客
キロ、および1時間当たり5,800人の最大輸送量を達成 
• 対象路線の旅客1人当たりの加重平均移動時間を2011年のベ
ースラインである52分から2020年までに25%短縮 

59.00  - 

15 http://www.adb.org/projects/49094-001/
main?page-2=1

バングラデシュ：鉄道車両プロジェクト(3301/
FY2015):
バングラデシュ鉄道幹線網の鉄道輸送能力を
増強 

M • 毎日運行する旅客列車の数を10本増やす（2011年ベースラ 
イン：289本）
• 年間旅客数を10%増やす（2011年ベースライン：6,600万人）

200.00  - 

持続可能な運輸への割り当て・実行済み金額合計 917.69  67.41 

a  この列はプロジェクトの目的が気候変動の抑制（M）か気候変動への適応（A）かを示す。
b  予想される効果または成果は事前予想に基づく。本報告書に示す温室効果ガスの排出削減量については温室効果ガス算定のための国際金融機関調和化アプローチを利用している。
c  「-」は2015年末時点で実行額がゼロであることを意味する。0.00は1万ドル未満。 




