
アジア開発銀行（ADB）は極度の貧困を根
絶する取組みを続けながら、豊かでインク
ルーシブ（包摂的）、気候変動や災害等の
ショックに強靭で持続可能なアジア・太平洋
地域の実現に貢献しています。

ADBは1966年 に 創 設 さ れ、 現 在 の 加 盟
国・地域はアジア・太平洋地域内の49カ
国・ 地 域 を 含 め た、68カ 国・ 地 域 で す。
ADBは貧困のないアジア・太平洋地域の実
現に向け、これまで3,231億7,000万ドルの
融資に合意しました。

アジア・太平洋地域は目覚しい成長を遂
げてきましたが、未だに貧困や不平等、気候
変動や環境圧力の増大、そして著しいインフ
ラ不足等、様々な開発課題に直面しています。

日本は、2020年12月末現在、238 億6,000
万ドルを出資しています。また、1966年の
ADBへの加入以来、日本は特別基金等を通
じて149 億3,000万ドルをすでに拠出、また
は合意しています。日本の企業やコンサルタ
ントは、これまでにADBの支援プロジェクト
を通じて、41億5,000万ドルの調達契約を獲
得しています。

2020年のADBの融資合意額は、149 件の
プロジェクトに対し、269 億ドルに上りまし
た。この他、275件の技術協力プロジェクト
に対する2億9,356万ドル、62件のプロジェ
クトに対する無償資金協力（グラント）10 億

8,000万ドルが合意されました。また、164
億1,000万ドルのソブリンおよびノンソブリ
ン協調融資が合意されました。

2016年1月1日から2020年12月末日まで
の、ADBの年間の平均融資額は196 億9,000
万ドルでした。また、同期間においてADB
および特別基金財源によって賄われた投資
グラントと技術協力の年間平均は、それぞれ
8億550万ドルおよび2億3,081万ドルでした。

ADB創立当初から2020年12月末日までの
累積ベースでは、44カ国を対象とした3,369
件のプロジェクトに対して、融資総額（協調
融資を除く）は3,231億7,000万ドル、グラ
ントは、495件のプロジェクトに対して113
億ドル、地域協力型を含む技術協力は50 億
1,000万ドルでした。

ADBはアジア・太平洋地域における開発
途上加盟国（Developing Member Countries: 
DMC）を支援するため、融資やグラント、
技術協力に加え、保証事業や出資も行ってい
ます。

ADBの本部はフィリピンの首都マニラにあ
ります。2020年12月末現在、世界の44か所
に事務所を構え、68のADB加盟国・地域の
うち64の加盟国・地域出身の職員、3,653名
が働いています。

ADB は 1966 年の創設以来、貧困のないアジア・太平洋地

域というビジョンの実現に向けて、これまで 3,231 億 7,000 万

ドルの融資に合意しました。日本は ADB の設立当初からの

加盟国です。

日本：出資と議決権
出資口数：1,656,630（ADB 総資本の
15.571%）
議決権数：1,695,744（全加盟国・地域
議決権数の 12.751%、域内加盟国・地域
議決権数の 19.580%）
応募済資本：238 億 6,000 万ドル
払込資本金：11 億 9,000 万ドル
*  米ドルの数値は、2020 年 12月末日の為替レート

に基づく。

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（Asian 
Development Fund: ADF）、アジア開発銀
行 研 究 所（Asian Development Bank 
Institute: ADBI）特別基金、技術協力特別
基金（Technical Assistance Special Fund: 
TASF）、 日 本 特 別 基 金（Japan Special 
Fund: JSF）、地域協力・統合基金（Regional 
Cooperation and Integration Fund: 
RCIF）、およびアジア・太平洋災害対応基
金（Asia Pacific Disaster Response Fund: 
APDRF）等の特別基金に対する最大の拠
出国です。

拠出額（合意額）： 

ADF ：128 億 9,000 万ドル
ADBI ：2 億 9,865 万ドル
TASF ：6 億 9,149 万ドル
JSF ：9 億 7,377 万ドル
RCIF ：363 万ドル
APDRF：7,500 万ドル



ファイナンシング・	 	
パートナーシップ

ADBは、融資やグラント、Bローンやリス
ク移転取引、パラレル融資、パラレル出資、
保証、さらに貿易・サプライチェーン金融プ
ログラムやマイクロファイナンスプログラム
の下での取引を通じて、二国間や多国間の資
金源、輸出信用機関、民間の資金源との協
調融資を行っています。協調融資は、ADB
のプロジェクト・ファイナンスの追加的な資
金源となっています。

2020年に合意されたソブリンおよびノン
ソブリン協調融資額は、236 件のプロジェク
トに対して164 億1,000万ドルでした。その
内訳は、161億5,000万ドルが111件の投資
プロジェクト、1億8,579万ドルが125件の
技 術 協力プロジェクトに対するもので、
7,600万ドルがトランザクション・アドバイ
ザリー・サービスを通じて動員されました。

また、1970年から2020年の間に合意され
たソブリンおよびノンソブリン協調融資の累
計は、3,051件のプロジェクトに対し、1,271
億6,000万ドルに上りました。その内訳は、
1,239 億2,000万ド ル が1,082件 の 投 資 プ ロ
ジェクト、26 億5,000万ドルが1,969 件の技
術協力プロジェクトに対するもので、5億
9,350万ドルがトランザクション・アドバイ
ザリー・サービスを通じて動員されました。

日本との協調融資実績（合意額）について
（2016年1月1日〜2020年12月31日）：

プロジェクト概要

ソブリン案件総数：178 件、協調融資総額：
64 億 2,000 万ドル 
・ 公的融資（16 件）、協調融資額：61億ドル 
・ 公的グラント（44 件）、協調融資額：1億

4,653万ドル 
・ 技 術 協 力（118 件 ）、 協 調 融 資 額：1億

7,855万ドル

ノンソブリン案件総数：35 件、協調融資総
額：51億ドル 3,000 万ドル

日本との協調融資のプロジェクトの一覧は
以下をご参照ください。
www.adb.org/what-we-do/financing-
partnerships/sovereign-financing#donor-
countries

信託基金
信託基金は、技術協力や投資プロジェクト

の一部を賄う資金を外部から調達する主要
な手段であり、ADB自身の資金源を補完す
るために重要な役割を果たしています。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により創

設されました。その後 ADBは、特定のテー
マを対象としたマルチドナー型信託基金に
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、特定のテーマに重点を置いた包括的な信
託基金が設立されています。同基金は、水
資源、クリーンエネルギー、地域協力・地域
統合、都市開発、保健等、ADBの優先課題
への取り組みを支援しています。ADBは、基
金の拠出国との緊密な連携を通じて、プロ
ジェクトの実施においてイノベーションを促
進し、プロジェクトの質の向上を図り、そし
てプロジェクト実施を支援するために、これ
らの財源を戦略的に活用します。

日本が資金を提供している基金は以下の
通りです。

シングルドナー型信託基金

貧困削減日本基金（Japan Fund for Poverty 
Reduction: JFPR）

本基金は、開発途上加盟国（DMC）の貧
困削減の取り組みを促進するため、2000年
に設立された基金でプロジェクト支援グラン
トに加え、2009年からはグラントの対象を
技術協力にも拡大しました。JFPRは、ADB
を通じた日本の技術協力およびグラント供与
の主要な手段であり、ADB最大のシングルド
ナー信託基金です。

2020年には、DMCにおける新型コロナウ
イルス感染拡大防止のための能力強化を支
援するため、JFPRの下に、2022年までを提
供期間とする総額7,500万ドルの新型コロナ
ウイルス対策支援枠を設けました。これまで
に、400万ドル相当に上る2件の新型コロナ
ウイルス対策支援枠での技術支援プロジェ
クトが締結されています。

日本政府による累計拠出額は、2020年12
月末時点で約9 億3,060万ドルになります。
これまで、5億8,900万ドル相当に上る200
件のグラント・プロジェクト、3億6,760万
ドル相当に上る287件の技術協力プロジェク
トが調印されています。

承認された貧困削減日本基金の支援グラ
ントの一覧は以下をご参照ください。
https://www.adb.org/site/funds/funds/
japan-fund-for-poverty-reduction

アジア・クリーンエネルギー基金（Asian 
Clean Energy Fund: ACEF）

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
設立されました。本基金は、ADBのDMCに
おけるクリーンエネルギー・プロジェクトに
対する支援を目的とした、日本によるシング
ルドナー型の信託基金です。日本政府による

累 計 拠 出 額 は、2020年12月 末 現 在 で 約
5,570万ドルです。

投 資 環 境 整 備 基 金（Investment Climate 
Facilitation Fund: ICFF）

ICFFは、地域協力・統合融資パートナー
シップ・ファシリティの下、2008年に設立
されました。本基金は、シングルドナー型信
託基金で、日本政府による累計拠出額は、
2020年12月末現在で約3,150万ドルです。
本基金は、投資環境の整備、能力開発やガ
バナンスの改善等の技術協力を通じて、
DMCへの投資や地域協力・統合を推進する
ことを目的にしています。

二国間クレジット制度日本基金（Japan Fund 
for the Joint Crediting Mechanism: JFJCM）

本 基 金 は、DMCに お け るADB支 援 プ ロ
ジェクトでの先端低炭素技術の推進を目的
に、2014年に設立されました。本基金は、
シングルドナー型の信託基金で、日本政府に
よる累計拠出額は、2020年12月末現在で約
7,929万ドルです。これまで、6 件のグラン
ト・プロジェクトに総額 4,148万ドルが提供
されています。

日本奨学金プログラム（Japan Scholarship 
Program: JSP）

1988年に設立されたJSPは、DMCからの
優秀な人材に対し、アジア・太平洋地域の
指定教育機関において、経済、経営管理、
科学技術、その他の開発関連分野における
大学院課程の研究を行う機会を提供してい
ます。JSPは日本の資金拠出を受け、ADBに
より管理・運営されており、現在9カ国、25
の教育機関が参加しています。日本政府によ
る累計拠出額は、2020年12月末時点で1億
9,200万ドルとなっており、これまで37カ国
の学生に対して、4,039 件（内：女性1,566
件）の奨学金が授与され、3,688名が既に研
究課程を修了しています。過去10年間で、
平均135件の奨学金が毎年新たに提供されて
います。

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）
LEAPは、2016年3月に設立された、アジ

ア・太平洋地域における民間セクターによる
インフラ事業を対象とする15億ドルの協調
融資の基金です。本基金は、ADBの既存の
民間セクター融資業務を活用、補完するため
の協調融資の基金であり、アジア・太平洋地
域のインフラプロジェクトにおける調達資金
のギャップを埋め、資金へのアクセスを拡大
する狙いがあります。本基金は、国際協力機
構（JICA）の出資によるシングルドナー型の



基金です。投資期間は2021年7月まで、基
金の運用期間は25年を予定しています。

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
（Afghanistan Infrastructure Trust Fund：AITF）

アフガニスタンにおけるインフラ開発支援
および民間セクターや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年に設立されました。ADBが管理、運
営するAITFは、二国間、多国間、並びに個
別の拠出のための唯一のマルチドナー・プ
ラットフォームであり、アフガニスタンの経
済成長と国民の生活向上に寄与するインフラ
開発プロジェクトに対して投資を行います。
-  日本政府による累計拠出合意額は1億2,750

万ドルです。

 地域貿易・金融安全保障イニシアティブ
協力基金

DMCにおける域内のマネーロンダリング
防止およびテロ資金供与対策に関する能力強
化を図るための効果的な制度構築支援を目的
として、2004年に設立されました。この基金
を通じた支援は、全てのDMCと域内機関を
対象としています。特にアジア太平洋経済協
力 （Asia-Pacific Economic Cooperation: 
APEC）のメンバー国や、マネーロンダリン
グ、テロ資金、あるいは港湾・空港のセキュ
リティリスクが高いと評価されるDMCが、
優先的な支援対象国になります。
-  日本政府による累計拠出合意額は100万ド

ルです。

アジア・太平洋プロジェクト組成ファシリティ
（Asia Pacific Project Preparation Facility: 

AP3F）
アジア・太平洋 地 域における官民 連 携

（Public-Private Partnership：PPP）を活用し
た案件組成や官民連携事業に関連する助言
サービスについて、より一貫性のある質の高
いアプローチを採用することによって、イン
フラ開発に民間セクターの参加を促進するた
めに2014年に設立されました。その主な目
的は、開発途上国政府や公共セクターに対し
て、民間セクターの参加を伴うインフラプロ
ジェクトの準備・組成を支援し、これらのプ
ロジェクトと金融市場をつなぐことです。ま
たこのファシリティでは、制度改革や能力開
発、また、現在進行中のPPPプロジェクトの
モニタリングや再組成など、事業の上流から
下流までを体系的に支援します。現在、本
ファシリティの下で、45件のプロジェクトに
対して約3,900万ドルに上る支援が提供され
ており、その内訳は、15件が能力開発プロ
ジェクト、10 件がプロジェクト設計、15件
がプロジェクト準備、そして5件がプロジェ
クトのモニタリング支援となっています。
-  日本政府による拠出合意額は4,020万ドル

になります。

高度技術信託基金（High-Level Technology 
Fund: HLTF）

ADBが融資するプロジェクトの設計や実
施において、高度な技術や革新的な解決策
の活用を促進するために、2017年に設立さ
れました。
-  日本政府による累計拠出合意額は7,030万

ドルです。

国 内 資 金 動 員 支 援 信 託 基 金（Domestic 
Resource Mobilization Trust Fund: DRMTF）

持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向
け、DMCの国内資金動員強化を目的に2017
年に設立されました。
-  日本政府による累計拠出合意額は720万ド

ルです。

JICAとの協力
ADBとJICAは、2015年12月17日 に、 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、持続可能で包摂的な
開発のための戦略的パートナーシップに関す
る覚書を締結しました。

また、ADBとJICAの協力により、JICAか
らの15億ドルの出資合意を得て「アジアイ
ンフラパートナーシップ信託基金（LEAP）」
が設立されました。これにより、官民連携の
活用を含めて、質の高い民間インフラ・プロ
ジェクトをより積極的に支援することが可能
になり、60 億ドルの新たな民間インフラ投
資を呼び込むことが期待されます。

さらに、アジア・太平洋地域における質の
高い公共インフラ開発を促進するために、
ADBとJICAは、100 億ドルのソブリン向け協
調融資を行っています。この協調融資を通じ
て、ADBとJICAは対象国の長期投資計画を
共同で支援するとともに、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施に
必要な技術協力を提供しています。

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

2019年 2020年 累計額（2020年12月末現在）

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
（%）

機材、工事および関連サービス 0.09 0.00 5.58 0.02 3,538.75 1.64
コンサルタント・サービス 19.34 2.56 28.93 3.95 614.84 4.35
調達合計 19.42 0.13 34.51 0.15 4,153.59 1.80
	

ADBの融資およびグラント・プロジェクトにおける機材、 
工事、その他関連サービス契約に関わった 
日本のサプライヤー・請負業者上位５社（2016年1月1日～2020年12月31日）

サプライヤー・請負業者 セクター
契約金額

（単位：百万ドル）

オガワ精機（株） ENE 27.89
渦潮電機（株）（現 BEMAC（株）） ENE 20.04
住友電気工業（株） ENE 19.10
日本電気（株） ICT 9.79
三菱商事（株） ENE 7.87
その他 19.96
合計 104.66
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おける 
コンサルタント・サービス契約に関わった 
日本のコンサルタント会社上位５社（2016年1月1日～2020年12月31日）

コンサルタント セクター
契約金額

（単位：百万ドル）

日本工営（株） ANR, ENE, MUL, PSM, 
TRA, WUS 27.06

（株）オリエンタルコンサルタンツ FIN, TRA, WUS 16.00
（株）パデコ ENE, TRA, WUS 15.04
（株）NJSコンサルタンツ WUS 9.63
（株）建設技研インターナショナル ANR, PSM 7.78

個人コンサルタント 5.70
その他 28.08
合計 109.29
ANR=農業・天然資源・農村開発　ENE=エネルギー　FIN=金融　MUL=マルチセクター　 
PSM=公共部門管理　TRA=運輸・交通　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〜2020 年1月16日
浅川　雅嗣 2020 年1月17日〜現在

日本の ADB 総務：麻生太郎副総理兼財務大臣

日本の ADB 総務代理：黒田東彦日本銀行総裁

日本の ADB 理事および理事代理：安居孝啓理事、大江賢造理事代理

日本のADB 理事補：佐久川俊介、宮康貴

各種顧問会議等のメンバー
アジア開発銀行研究所諮問委員会委員、岡崎哲二氏（東京大学大
学院経済学研究科教授）
アジア開発銀行行政裁判所判事、吾郷眞一氏（立命館大学衣笠総
合研究機構教授、立命館大学国際平和ミュージアム館長、九州大
学法学部名誉教授、元学部長兼副学長、ILO 条約勧告適用専門家
委員会）

ADB の日本人職員
2020 年12 月末現在、ADBには25名の幹部職員を含め、全国際職
員の10.86%に相当する143名（男性 99 名、女性 44 名）の日本人
国際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 創立総会（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）

アジア開発銀行駐日代表事務所について 
（駐日代表 児玉治美）

アジア開発銀行駐日代表事務所（Japanese Representative Office: 
JRO）は、1996 年11月に設立されました。駐日代表事務所では、
主にADBの活動に関する日本国内での広報活動（情報提供、出版
物の配布、セミナーの開催）や日本のステークホルダーとの連
絡・協議等を通じて、日本とのパートナーシップの強化に取り組
んでいます。

〒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
E-mail: adbjro@adb.org
ホームページ：https://www.adb.org/ja/offices/japan/main
フェイスブック：www.facebook.com/adbjapan/

アジア開発銀行本部
6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, 
Philippines
Tel :  (63-2)8632-4444
Fax: (63-2)8636-2444
ホームページ：http://www.adb.org

ノンソブリン業務
ADBは民間投資の推進役として、ノンソ

ブリンのプロジェクトや金融仲介機関に対す
る資金支援を行っています。2020年におい
ては、ADB独自の資金源から、社会経済イ
ンフラ整備、金融、アグリビジネス分野を対
象として、38 件のノンソブリン事業向けに
14 億ドルに上る出融資に合意しました。

また、ADBは、商業的資金や譲許的資金
との協調融資を推進しており、2020年には
19 億ドルの長期協調融資を確保しました。
さらに、貿易・サプライチェ－ン金融プログ
ラムやマイクロファイナンス・プログラムを
通じて、33億ドルの協調融資が動員されま
した。2020年末現在のADB自身の資金によ
るノンソブリン融資の残高と合意額の合計は
143億ドルです。

ADBは、独立行政法人石油天然ガス・金
属鉱物資源機構、三菱商事（株）、国際石油
開発帝石（株）、JX 石油開発（株）、三井物
産（株）、（株）商船三井、双日（株）と住友
商事（株）が共同で出資しているインドネシ
アの液化天然ガスプロジェクトに融資してい
ます。

さらにADBは、（株）三井住友銀行、（株）
国際協力銀行、丸紅（株）、日立三菱水力

（株）、澤田ホールディングス（株）、伊藤忠
（株）、キューデン・インターナショナル、九

州電力（株）、NECキャピタルソリューショ
ン（株）、（株）新生銀行、東京電力ホール
デ ィン グ ス（ 株 ）、 富 士 電 機（ 株 ）、HIDE 
Inter LLC、三菱地所（株）、シャープ（株）、

（株）三菱UFJフィナンシャル・グループ、
オリックス（株）、損害保険ジャパン（株）、
東北電力（株）、（株）東京スター銀行、（株）
三菱UFJ銀行、（株）みずほ銀行等、多くの
日本企業と協力し、インフラや製造業、金融
セクターの分野における様々なノンソブリン
事業に資金を提供しています。

ADBの調達契約
ADBはDMCを対象としたプロジェクトや

活動に対する融資やグラント、技術協力を通
じて、毎年、数十億ドル相当の機材、工事お
よびコンサルタント・サービスの調達契約を
結んでいます。その大部分は国際競争入札
で、域内外のADB加盟国・地域の企業や個
人が参加することができます。

ADB の調達契約に占める割合
機材、工事およびその他関連サービス
融資およびグラント業務に関して交わされ

た、機材、工事および関連サービスにおける
調達契約の総額は、2019年には141億9,000
万ドル、2020年には227億9,000万ドルでし
た。1966年から2020年末までに、契約件数
22万2,415件、2,163億5,000万 ド ル の 調 達
契約が締結されました。日本のサプライヤー
や請負業者は、累計で 4,964 件を受注し、総
受注額は、35億４,000万ドル相当になって
います。

コンサルタント・サービス
ADBの融資、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契約
は、2019年には7億5,672万ドル、2020年に
は7億3,211万ドルでした。1966年から2020
年末までに、141億3,000万ドルに相当する6
万7,086 件のコンサルティング契約が締結さ
れました。日本のコンサルタントの受注契約
は、累計806 件、6 億1,484万ドル相当となっ
ています。

*  別途言及されている場合を除き、数値はADB 算出。「ドル」は米ドルを指します。  
また、別途示されている場合を除き、データは2020 年12 月31日現在。 2021年7 月現在


