
アジア開発銀行（ADB）は、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、地域統合を通して、アジ
ア・太平洋地域の貧困削減に取り組んで
います。
ADBは1966年に創立され、現在の加

盟国・地域はアジア・太平洋地域の
48ヵ国・地域を含む67ヵ国・地域です。
「貧困のないアジア・太平洋地域」とい
うビジョンを掲げ、これまでに2,472億
8,000万ドルの融資をコミットしました。
アジア・太平洋地域は多くの成功を収
めてきましたが、依然として世界の貧困
層の過半数を占めています。
日本は、2016年12月31日時点で222
億7,000万ドルを出資しています。また、
1966年の加盟以来、特別基金へも136億
8,000万ドルを拠出およびコミットしてい
ます。
これまで、日本の企業とコンサルタン

トはADBの支援プロジェクトで40億
4,000万ドルにのぼる調達契約を獲得し
ています。
2016年の融資額は163億5,000万ドル

（126件）で、そのほかに1億6,903万ド
ル（225件）の技術協力プロジェクト
（TA）と、グラント（無償援助）を利用し

た5億2,675万ドル（31件）のプロジェ
クトが実施されました。また、140億
6,000万ドルの直接的に効果を高める協
調融資が行われました。
2012年1月1日から2016年12月31日

までのADBの平均年間融資額は137億
4,000万ドルとなっています。また、同
期間に実施されたTAのうち、ADBおよ
び特別基金財源から賄われた投資グラン
トとTAはそれぞれ年平均5億6,224万ド
ルと年平均1億5,491万ドルとなっていま
す。
2016年12月31日現在の累計ベース

（協調融資を除く）では、44ヵ国2,935件
のプロジェクトに対する融資額が2,472
億8,000万ドル、グラントが296件で77
億5,000万ドル、TA（地域のTAを含む）
が40億6,000万ドルとなっています。
ADBは、開発途上加盟国（DMC）を支

援するため、融資、グラントおよびTAに
加えて保証や出資も行っています。
ADBの本部はマニラにあります。また、

2016年12月末現在、全世界に32の事務
所を設置しており、67の加盟国・地域の
うち60の加盟国・地域出身の3,092人が
職員として働いています。

ADBは1966年に創立され、「貧困のないアジア・太平洋地

域」というビジョンを掲げ、これまでに2,472億8,000万ドル

の融資をコミットしました。日本はADBの設立当初からの加

盟国です。

日本：出資と投票権
出資口数：
1,656,630（総資本の15.607%）

投票権数：
1,696,237（全加盟国・地域総投票権数の
12.784%、域内加盟国・地域総投票権数
の19.621%）

応募済資本金：
222億7,000万ドル

払込資本金：
11億1,000万ドル

アジア開発銀行
加盟国ファクトシート

日本 特別基金財源への拠出
日本は、アジア開発基金（ADF）、アジア
開発銀行研究所（ADBI）特別基金、技術
支援特別基金（TASF）、日本特別基金
（JSF）および地域協力・統合基金（RCIF）
などのADBの特別基金に対する最大の拠
出国です。

拠出額：
ADF（各決議時の為替レートでの
コミット額を含む）：� 119億6,000万ドル
その他の特別基金（ADBI、TASF、JSF
及びRCIF）：� 17億2,000万ドル



協調融資
ADBは、公的融資およびグラント、そ

の他の譲許的融資、Bローン、リスク移
転取極め、パラレル融資、パラレル出資、
保証協調融資、さらにADBの貿易金融プ
ログラムの下での取引に対する協調融資
などの形で二国間および多国間の資金
源、輸出信用機関、民間の資金源による
協調融資をアレンジしています。協調融
資はADBのプロジェクト・ファイナンス
に対する追加的な資金供給源になってい
ます。2016年に実施された直接的に効果
を高める協調融資は192件のプロジェク
トに対して総額140億6,000万ドルにの
ぼり、その内訳は139億1,000万ドルが
90件の投資プロジェクト、1億4,802万
ドルが102件の技術協力プロジェクトに
対するものでした。1970年から2016年
までに行われた直接的に効果を高める協
調融資の累計は2,504件のプロジェクト
に対して792億5,000万ドルにのぼり、
そのうち772億2,000万ドルが845件の
投資プロジェクトに、そして20億4,000
万ドルが1,659件の技術協力プロジェク
トに対するものでした。
日本との協調融資実績は以下のとおり
です。（2012年1月1日～2016年12月31
日）

プロジェクト*
60件、71億7,000万ドルの協調融資
・ �公的融資：18件、� �
30億4,000万ドルの協調融資

・ �公的グラント：33件、� �
1億6,480万ドルの協調融資

・�民間協調融資：9件、� �
39億7,000万ドルの協調融資

技術協力
・ �公的グラント：164件、� �
2億1,355万ドルの協調融資

*���複数の協調融資を受けるプロジェクトは1件と
みなす。

日本との協調融資が行われているプロ
ジェクトの一覧は、ホームページ（www.�
adb.org/site/cofinancing/japan）に掲載
されています。

信託基金
信託基金は技術協力および投資プロ

ジェクトの一部をファイナンスするため
のグラント資金を外部から調達する上で
重要な手段です。信託基金はADB自身の
グラント用資金源を補完する上で重要な

役割を果たしています。ADBの事業に対
し、二国間および多国間の資金源、基金
および民間セクターのパートナーから、
これまでに信託基金を含めて約61億
6,000万ドルの資金が拠出されています。
信託基金は当初、複数の個別セクターを
対象にしたシングルドナー型資金調達契
約を通じて創設されました。ADBは特定
のテーマを対象にしたマルチドナー型信
託基金へと徐々に移行しています。さら
に最近では、融資パートナーシップ・
ファシリティと呼ばれる、重点テーマに
関する包括的なイニシアティブの下、信
託基金が創設されています。このファシ
リティは、水資源、クリーンエネルギー、
地域協力・地域統合、都市セクターの融
資、保健など、ADBの長期戦略枠組みで
ある『ストラテジー2020年』における優
先的な分野を支援しています。
日本は以下の基金および制度に資金を
提供しています。

貧困削減日本基金
　貧困削減日本基金（JFPR）は2000年
に設立された基金ですが、プロジェクト
支援グラントに加え、2009年からは対象
を技術協力にも拡大しました。JFPRは、
日本による常設の技術協力およびグラン
ト供与の最も重要な手段であり、ADB最
大のシングルドナー信託基金となってい
ます。
JFPRは質の高いインフラ投資の推進を

支援しており、JICAとADBの協調融資に
よる質の高いインフラ案件を形成するた
めの技術支援を提供する資金枠を設けて
います。
2016年12月31日までに利用可能と

なったJFPR総額は約7億4,200万ドルで
す。ADBは合計で174件のJFPRグラン
ト・プロジェクト（5億2,230万ドル相
当）および224件のJFPR技術協力プロ
ジェクト（2億6,730万ドル相当）を承認
しました。
承認されたグラントの一覧を含むJFPR

に関する詳細については、ホームページ
（http://www.adb.org/site/funds/funds/
japan-fund-for-poverty-reduction）をご
参照ください。

アジア・クリーンエネルギー基金
　アジア・クリーンエネルギー基金（ACEF）
は、クリーンエネルギー融資パートナー
シップ・ファシリティの下、2008年に創
設されました。
ACEFは日本が支援するシングルド

ナー型の信託基金で、ADBのDMCにお
けるクリーンエネルギー・プロジェクト
を対象としています。2016年12月31日
までに利用可能となったACEF総額は約
5,710万ドルです。

投資環境整備基金
　投資環境整備基金（ICFF）は、地域協
力・統合ファイナンシング・パートナー
シップ・ファシリティの下、2008年に創
設されました。
ICFFは日本が支援するシングルドナー
型の信託基金で、2016年12月31日まで
に利用可能となったICFF総額は約3,220
万ドルです。本基金は、DMCにおける投
資を促進し、投資環境の整備、能力開発、
グッド・ガバナンスの推進を通じて地域
協力・統合を推進する技術協力を含め、
ADBが支援する活動に資金を提供するこ
とを目的としています。

二国間クレジット制度日本基金
　二国間クレジット制度日本基金（JFJCM）
は、日本との二国間クレジット制度（JCM）
に参加しているADBのDMCにおいて先
進的な低炭素技術を推進するため、2015
年に創設されました。
JFJCMは日本が支援するシングルド

ナー型の信託基金です。2016年12月31
日までに利用可能となったJFJCM総額は
約4,270万ドルです。

日本奨学金制度
　日本奨学金制度（JSP）は1988年に創
設され、DMCの優秀な人材に研究の機
会を提供しています。助成の対象は、ア
ジア・太平洋地域の優れた教育機関にお
ける経済、経営、科学技術その他の開発
関連分野の大学院課程の研究です。
JSPは、日本から資金の拠出を受け、

ADBが運営しています。2016年末現在、
10ヵ国の29機関がJSPに参加しています。
日本は1988年から2016年の間にJSPに対
し1億7,250万ドルを拠出しています。37
の加盟国の学生に対する合計3,528件の
奨学金が認められ、このうち3,182人の学
生が既に各自の研究課程を修了していま
す。また、女性に対する奨学金承認件数
は1,317件となっています。過去10年の
間、毎年新たに平均144件の奨学金が承
認されています（www.adb.org/jsp参照）。

マルチドナー型信託基金
・ �アフガニスタン・インフラ信託基金–
アフガニスタンにおけるインフラ開発



のための資金提供と、民間セクターや
その他の開発パートナーとの協調融資
を通じた資金動員を目的として、2010
年に創設されました。� �
≫��コ�ミットメント累計額：� �

1億2,750万ドル
・ �地域貿易・金融安全保障協力基金–地
域内におけるマネーロンダリングおよ
びテロ資金供与に対する効果的な防止
策の確立に関してDMCを支援する目
的で、2004年に創設されました。� �
≫��コ�ミットメント累計額：� �

100万ドル
・ �アジア・太平洋プロジェクト組成ファ
シリティ（AP3F）–地域全体でPPP
（Public-Private�Partnership： 官 民 連
携）案件の組成・開発とプロジェクト
への助言提供に対する一貫性と質のよ
り高いアプローチを採用することによ
り、民間部門によるインフラ・プロ
ジェクトへの参加を促進することを目
的として2014年に創設されました。�
≫��コ�ミットメント累計額：� �

4,000万ドル

協力取極め
・�2015年12月17日、ADBと国際協力機構
との間で、アジア・太平洋地域におけ
る質の高いインフラ投資の推進を通じ
た持続可能でインクルーシブな開発の
ための戦略的パートナーシップに関す

る覚書が締結されました。

ADBおよび国際協力機構（JICA）は、日
本政府が発表した「質の高いインフラパー
トナーシップ」イニシアティブに基づき、
「アジアインフラパートナーシップ信託基
金（Leading�Asia’s�Private�Infrastructure：
LEAP）」という信託基金を共同で新たに創
設しました。LEAPの管理はADBが行い、
JICAはPPPなどを通じた民間セクターに
よる質の高いインフラ案件への投資を促
すため、15億ドルをLEAPに出資します。
LEAPの設立により、民間セクターによる
60億ドルのインフラ投資を新たに呼び込
めると期待されています。
さらに、アジア・太平洋地域における
公的セクターのインフラ開発を推進する
ため、ADBとJICAはソブリン融資として
（5年間で）100億ドルの協調融資を行い、
長期投資計画を支援するとともに、それ
ぞれが持つ強みを生かしてプロジェクト
の準備と実行に必要な技術協力を提供し
ます。
JFPRはこのイニシアティブの下での技

術支援に資金を提供しています。

ノンソブリン業務
ADBは、民間投資の推進役として、ノ

ンソブリン公共セクターおよび民間セク
ターのプロジェクトに対し、直接融資、
出資、保証、Bローン、貿易金融などの

形で資金面での支援を行っています。
ADBは創立以来、374件のプロジェクト
に対し、256億ドルのノンソブリン向け
の資金面での支援を承認してきました。
2016年12月31日現在のADBのノンソブ
リン融資残高とコミットメントは98億ド
ルです。
ADBは、石油天然ガス・金属鉱物資源

機構、三菱商事、国際石油開発帝石、JX
石油開発、三井物産、双日、住友商事が
共同で出資しているインドネシアの天然
ガスプロジェクトに融資しています。ま
た、オリックス、三菱東京UFJ銀行、損
保ジャパン日本興亜およびJICAと協力
し、アジアの環境プロジェクトを対象と
した最大のプライベート・エクィティ・
ファンドの1つに出資しています。この
他、みずほコーポレート銀行、三井住友
銀行、国際協力銀行（JBIC）、三菱、日立、
丸紅、澤田ホールディングス、伊藤忠、
九 州 電 力、Aozora�Asia�Pacific�Finance�
Limited、NECキャピタルソリューショ
ン、東京スター銀行など多くの日本企業
が、ADBとともに、インフラおよび金融
セクターにおける様々なノンソブリン・
プロジェクトに出資しています。また、
インドの天然ガスプロジェクトでは、石
川島播磨重工、東洋エンジニアリング、
伊藤忠商事、三井物産のコンソーシアム
がEPC事業者（設計・調達・建設の一括
請負）となっています。

融資、グラントおよび技術協力プロジェクトの調達契約における日本の割合

項目                  

2015年 2016年 累計額（2016年12月31日現在）
金額

（単位：百万ドル）
比率
（%）

金額
（単位：百万ドル）

比率
（%）

金額
（単位：百万ドル）

比率
（%）

物品、工事および関連サービス 1.35 0.01 63.79 0.56 3,502.40 2.21
コンサルタント・サービス� 31.54 4.81 28.08 4.58 534.51 4.75
調達合計 32.88 0.28 91.87 0.76 4,036.90 2.38

 

ADBの融資およびグラント・プロジェクトに関する物品、 
工事および関連サービス契約に携わった日本の 
上位5請負業者／サプライヤー（2012年1月1日～2016年12月31日）

請負業者／サプライヤー セクター
契約金額

（単位：百万ドル）

クボタ・オーテックス・コンソーシアム ANR �42.76
オガワ精機株式会社 ENE �34.23
渦潮電機株式会社 ENE �22.45
日本電気株式会社 ICT �12.36
株式会社ビスキャス ENE �10.71
その他 7.99
合計 130.50
ANR＝農業・天然資源・農村開発　ENE＝エネルギー�
ICT＝情報通信技術

ADBの融資、グラントおよび技術協力プロジェクトに関する 
コンサルタント・サービス契約に携わった日本の 
上位5コンサルタント（2012年1月1日～2016年12月31日）

コンサルタント名 セクター
契約金額

（単位：百万ドル）

株式会社片平エンジニアリング・�
インターナショナル

TRA
�25.42

日本工営株式会社 ANR、ENE、WUS �21.45
株式会社パデコ IND、PSM、TRA �11.41
株式会社長大 TRA �10.37
株式会社オリエンタルコンサルタンツ ANR、FIN、TRA �10.26
個人コンサルタント 5.60
その他 �22.47
合計 106.98
ANR＝農業・天然資源・農村開発　ENE＝エネルギー　FIN=�金融　�
IND＝産業・貿易　PSM＝公共セクターの管理運営　TRA＝交通・運輸　�
WUS＝水資源その他の都市インフラおよびサービス。



ADB の歴代総裁
渡辺　武� 1966年11月24日～1972年11月24日
井上　四郎� 1972年11月25日～1976年11月23日
吉田　太郎一� 1976年11月24日～1981年11月23日
藤岡　眞佐夫� 1981年11月24日～1989年11月23日
垂水　公正� 1989年11月24日～1993年11月23日
佐藤　光夫� 1993年11月24日～1999年1月15日
千野　忠男� 1999年1月16日～2005年1月31日
黒田　東彦� 2005年2月1日～2013年3月18日
中尾　武彦� 2013年4月28日～現在

日本の ADB 総務
日本のADB総務は麻生太郎副総理兼財務大臣が務めています。

日本の ADB 総務代理
日本のADB総務代理は黒田東彦日本銀行総裁が務めています。

日本の ADB 理事および理事代理
日本のADB理事は長谷川浩一氏が、理事代理は田部真史氏が務め
ています。�

ADB 理事補
塚本剛志氏および福田秀正氏も、理事や理事代理と連携して技術
的な助言を提供するとともに、ADBの連絡窓口として日本の関係
者を支援しています。

各種顧問会議等のメンバー
藤田昌久氏（経済産業研究所所長）がアジア開発銀行研究所諮問
委員会の委員を務めています。
吾郷眞一氏（立命館大学法学部教授、九州大学法学部名誉教授、
元学部長兼副学長）がアジア開発銀行行政裁判所の判事を務めて
います。

ADB の日本人職員
2016年12月31日現在、ADBには27名の幹部職員を含め、全専門
職員の13.69%に相当する151名（男性109名、女性42名）の日
本人専門職員が勤務しています。

年次総会の日本での開催実績
1966年11月24～26日� 設立総会（東京）
1987年 4 月27～29日� 第20回年次総会（大阪）

1997年 5 月11～13日� 第30回年次総会（福岡）
2007年 5 月 6 ～ 7 日� 第40回年次総会（京都）
2017年 5 月 6 ～ 7 日� 第50回年次総会（横浜）・予定

協調融資業務室
前利正氏、真船貴史氏及び古池剛氏がファイナンス・パートナー
シップ・スペシャリストとして、日本が関わる基金の調整を担当
しています。

連絡先
駐日代表事務所
〒100-6008 東京都千代田区霞が関3-2-5霞が関ビル8階
Tel：（03）3504-3160
Fax：（03）3504-3165
ホームページ：http://www.adb.org/ja/japan/main
駐日代表は松尾隆氏が務めています。

ADB 本部
6�ADB�Avenue,�Mandaluyong�City,�1550�Metro�Manila,
Philippines
Tel: �(63-2)632-4444
Fax:�(63-2)636-2444
ホームページ:�http://www.adb.org

調達
ADBは毎年、DMCにおけるプロジェク

トや活動に融資、グラントや技術協力を
提供し、物品、工事およびコンサルタン
ト・サービスの調達に関して数十億ドル
相当の契約を結んでいます。ほとんどの
契約は、国際競争入札によって落札され、
域内または域外のADB加盟国・地域の企
業および個人が、入札に参加できます。
ADBは、日本からの調達促進に努めて

います。ADBは「ビジネス・オポチュニ
ティー・セミナー」を毎年開催し、駐日
代表事務所も様々な活動の開催や情報の
提供を行っています。

ADBの調達契約に占める割合
物品、工事および関連サービス
融資およびグラント業務に関して交わ

された物品、工事および関連サービスの
調達契約の総額は、2015年には110億
9,000万ドル、2016年には114億2,000万
ドルでした。2016年12月31日現在の累
計契約件数は20万6,915件、調達累計額
は1,586億8,000万ドルとなっています。
この間、日本の請負業者およびサプライ
ヤーが受注した契約の数は4,947件、そ
の金額は35億ドルとなっています。

コンサルタント・サービス
融資、グラントおよび技術協力業務に

関して交わされたコンサルタント・サー
ビスの調達契約の総額は、2015年には6
億5,531万ドル、2016年には6億1,246万
ドルでした。2016年12月31日までの間
にコンサルタントが携わったADBの融
資、グラントおよび技術協力プロジェク
トに関するコンサルタント・サービス契
約の数は52,232件、その総額は112億
6,000万ドルでした。この間、日本のコ
ンサルタントが受注した契約の数は670
件、その金額は5億3,451万ドルとなっ
ています。

本小冊子で、「$」「ドル」は米ドルを指します。別途言及されている場合を除いて、数値はADBによって算出されています。
また、別途示されている場合を除いて、データは2016年12月31日現在のものです。ファクトシートは毎年4月に更新されます。� April�2017


