
ピープルストラテジー
アジア・太平洋地域の人々の暮らしを

向上させるためのスキルと情熱



ADBはアジア・太平洋地域の貧しい人々のために働きます。

被支援国の貧しい人々の生活を向上させるため、ADBでは、
誠実性、創造性、そして被支援国の人々との共感を重んじる協
調的な職場で共に働く仲間として、スキルに優れ、ADBの使命
に対する情熱を持ち、効果的で革新的な開発ソリューションを
現実的な姿勢で推し進めることのできる人材を求め、その能力
開発に取り組んでいます。
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アジア開発銀行（ADB）は、ここ数年にわたり、改革

を進めてまいりました。2020年までの業務指針と

なる新長期戦略枠組み（ストラテジー 2020）を策定

し、2008年にはアジア開発基金（ADF）の財源を補

充、さらに、2009年には第5次一般増資によって資

本を3倍に増強しました。これにより、貧困のない

アジア・太平洋地域を目指すADBが、そのビジョン

の実現に向けて本格的に取り組むための基盤が整

いました。

ADBでは貧困削減という使命達成に向けて体系的

な取り組みを行っておりますが、ピープルストラテ

ジーは、こうした取り組みの一環として展開される

最新かつ極めて重要なものです。ピープルストラ

テジーは、緊密なコンサルテーションのプロセスを

経て策定されたものであり、職員やマネージャーの

採用、維持、能力開発を進める上で、また、職場環境

の改善を図る上で、ADBが守るべき原則を定め、

ADBが成功を遂げるために必要かつ適切な人材を

確保しようというものです。

アジア・太平洋地域の貧しい人々に支援の手を差

し伸べるためには、ADBのあらゆる部門とあらゆ

る職位において献身的に働く人々の力を結集する

必要があります。

皆さんの貢献が必要なのです。

それぞれの分野で優れたスキルを持つ皆さんは、開

発途上加盟国がより持続可能な発展を少しでも速

く成し遂げ、より格差のない生活水準を実現できる

よう、必ずや力を発揮してくれるだろうと期待して

おります。ADBは、皆さんと共に力を合わせて、高

い評価と信頼を受けるアジア・太平洋地域社会の

一員としての当機関の役割を強化してまいります。

ADBが設立された1966年当時、アジア・太平洋地

域は貧しく、低開発の状態にありました。40年の

うちにアジア・太平洋諸国は大きな経済発展を成

し遂げ、その結果、人々の生活水準も向上しまし

た。しかしながら、この地域の多様性を反映して、

その経済発展のあり方は一様なものではありませ

んでした。先進国に近い水準に達した国々がある

一方、依然として低所得国にとどまっている国々

もあります。

例えば、島嶼諸国は持続可能な発展の達成や気候変

動への対処において課題に直面しております。そ

の一方で、多くの人口を抱える一部の国々では、国

内の貧困が引き続き大きな問題となっております。

アジア・太平洋地域では、依然として、18億人もの

人々が1日2ドル未満で生活しています。彼らはもっ

と良い暮らしをして然るべきです。彼らの期待に

沿うためにADBの職員には果たすべき役割がある

のです。

私は、自ら先頭に立って、ADBの人事システムの

強化に取り組む所存です。しかし、職員が一丸とな

らなければADBはアジア・太平洋地域の発展に最

大限の貢献をすることはできないのです。経営陣、

チームリーダー、スーパーバイザーといったあらゆ

るレベルで、各自がそれぞれの役割の重要性を認識

し、貢献することが求められています。そして人事

部門は、そのための最も効果的な手段と支援を提供

しなければなりません。

職員もより大きな役割を果たさなければなりませ

ん。絶えず組織の改善に積極的に取り組み、常に

技術的能力と対人能力の向上と活用に努めなけれ

ばなりません。被支援国のニーズにしっかり応え、

目に見える開発成果を達成しなければならないの

です。

ADBがアジア・太平洋地域における最高の開発機

関であり続けるためには、高いスキルと意欲を持っ

た職員が十分かつ適切に活用され、その可能性が最

大限に引き出されるような職場環境の下で業務を

遂行することが不可欠です。ピープルストラテジー

はこれを実現する上で鍵となるものなのです。

アジア開発銀行総裁

黒田 東彦

総裁メッセージ

職員がADBにとってもっとも重要な財産である
ことに疑問を挟む余地はなく、優秀で多様な人
材を確保することは、ADBが自らのビジョンを
達成するための強い潜在的な力となる。
 ̶ストラテジー2020
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ピープルストラテジーとは？

アジア開発銀行（ADB）のピープルストラテジーは、

• ストラテジー 2020※1に示したADBの中核をなす価値観、目標、業務効果を高める取り組みを踏まえ、

• ADBが現在及び将来の職員に何を提供し、何を求めるか、さらに、ADBのビジョンの実現と任務の遂行にど

のような価値観、能力、スキルが必要とされるかを示し、

• ストラテジー 2020に掲げる目標を達成するために人材を採用・管理し、その意欲を引き出す上で集中的に

取り組むべき課題を明らかにし、

• 雇用主としてのADBのあるべき姿、指針となる原則、進捗状況のモニタリングのあり方、ADBにおける徹底

した人材マネージメントに対する責任と説明責任の所在を示すものです。

組織パフォーマンスの最適化には連携が必要

共通ビジョンは貧困のない 
アジア・太平洋地域

アジア開発銀行の業務戦略 アジア開発銀行のピープルストラテジー

目標、主要専門領域、変革推進分野の明確化を図り、
より良い開発成果をもたらすため人材刷新を追求

職員の選抜、配置、動機づけ、管理方法の改善に重点的に
取り組むことによって、ストラテジー 2020の要請に対応

なぜピープルストラテジーなのか？

アジア開発銀行（ADB）成功の鍵を握るのは、高い意欲と情熱を持った有能な人材です。

ストラテジー 2020で、「貧困のないアジア・太平洋地域をつくる」というADBのビジョンと、開発途上加盟国（DMC）

による貧困削減と生活水準向上に向けた取り組みを支援するというADBの使命が明確に再確認されました。5つ

の中核的業務分野（インフラ、教育、金融、環境、地域協力）と業務効果を高める取り組み（民間セクター開発、ジェン

ダーの平等、ナレッジ・ソリューション、ガバナンス、パートナーシップ）に重点的に取り組むことによって、ADB

は、全ての人々にその恩恵が行き渡る（インクルーシブな）、持続可能な経済成長と地域統合を介した貧困削減を進

めることができます。

加盟国は、アジア開発基金（ADF）の第9次財源補充（ADF X）及び第5次一般増資（GCI V）へのそれぞれの資金提供を

通じて、ADBが任務を遂行する上で大きな支えとなる財源を提供しました。

ADBは、アジア・太平洋地域に関する上記ビジョンを実現し、託された資金を有効に活用するため、ふさわしい人材

の採用、維持、能力開発に努めるとともに、適切な人材マネージメント、動機づけ、研修を行い、当該地域の発展に大

きく貢献できるようにしなければなりません。

※1 ADB 2008年「ストラテジー 2020：2008～ 2020年のADB長期戦略枠組み」マニラ

序論
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被支援国のニーズは変化し、多様化する

アジア・太平洋地域における貧困削減と国連ミレ

ニアム開発目標の達成には、全ての人々にその恩恵

が行き渡る、環境的に持続可能な経済成長と地域統

合が必要です。

これらの目標を達成するために、ストラテジー

2020は、ADBの今後の活動について、中核的分野

と業務効果を高める取り組みに重点を絞っていま

す。その中には、ADBがかねてより得意としてい

る分野もありますが、これまであまり目立った取り

組みを行っておらず、今後、大きな投資が必要にな

る分野もあります。ストラテジー 2020は、ADBが

伝統的に高度な専門性を有する分野についても、経

済成長の恩恵が全ての人々に行き渡ること、住みや

すい都市への開発、交通・エネルギーの低炭素化と

いったこれまでとは違う側面を重視した取り組み

を求めています。

支援対象の開発途上加盟国では経済高度化が進み、

より複雑な問題を抱えるようになり、これに応じ

た高度な解決策が必要とされています。たとえば、

インフラ整備や社会事業における官民パートナー

シップ、特定の交通、水道、公衆衛生事業への投資の

あり方を定める都市計画、気候変動対応と影響緩和

に向けた包括的アプローチ等です。

支援の力点や被支援国ニーズの変化に対処するた

めには、これまでとは異なる革新的な取り組みが必

要です。対処すべき問題の性格の変化に応じて、こ

れまでとは異なるスキルが求められることから、

ADBの人材に対する投資も必要となります。

ADBが与えられた任務に応えるためには
被支援国の人々との共感と組織全体が卓越
した能力を持っていることが必要

ADBは、従来にも増して、分野横断的な経済発展策

を提供することを求められています。多くの場合、

業務は、セクターワイドアプローチ（SWAPs）や複

数のドナーによる支援プログラムのように、公的資

金、民間セクターの関与、国際的な開発支援、地域の

関係者の結集と協力の下で計画・実施されます。

被支援国と協力して解決策を立てるにあたり信頼

関係を維持するためには、ADB職員はそれぞれの

専門分野に関する最新の知識を持っていなければ

なりません。確かな専門知識と最新・最適技術を

動員して事業計画を策定し、政策助言を行わなけれ

ばならないのです。

あらゆる関係者の考えを理解することが不可欠で

す。共感と忍耐、そして支援対象地域の事情に精通

していることが必須です。これらの要因は、ADB

が変革をもたらす上で、技術的な解決策と同じくら

い重要です。この点において、ADB職員の大半が

開発途上加盟国出身者であることは、ADBの強み

として生かされています。

ピープル（人材）を介したストラテジー 2020の実現
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対人能力や異文化への適応能力に優れ、国際的なベ

ストプラクティス（最善慣行）をどうすれば地域の

実情に合わせて適用できるかを的確に理解してい

る人材の存在は欠かせません。ADBの職員は、被支

援国の要請に素早く応え、同僚とチームを組んで作

業を行い、あらゆる関係者と協調しながら仕事をす

ることができなければなりません。

いかなるスキルや能力を持っていようと、ADB

の職員は開発のソリューションをたった一人で作

り出すことを期待されていません。だからこそ、

ADBは、あらゆるレベルの専門知識を結集し、業務

を行うすべての場所で、さまざまな職員が持つスキ

ルを活用する必要があるのです。

人材力で質を補完

開発へのファイナンスと危機対応を求める開発途

上加盟国の要請に応えるため、ADBのドナー国

及び加盟国は、相当額の資金拠出を行いました。

2010～ 2012年には、ADBの事業規模が年間170

億ドルを超えると予想されていますが、これは5年

前のほぼ3倍に相当します。※2

人材の質向上と重点化を図り、効率改善を継続的に

推し進めることに加え、ADBは、近年の急成長を背

景に出てきたニーズに応えるため、徐々に人員を増

やし、今後予定されている業務の実施に向けた確固

たる基盤を築いていかなければなりません。

適材を見つける

開発途上加盟国の教育水準が上がり、優秀な現地採

用候補者のプールが拡大しましたが、その一方で、

経済成長は、これらの国々の労働市場における人材

獲得競争の激化をもたらしました。今回の世界的

な経済危機を受けて国際的な人材確保の可能性が

広がったものの、優れた人材の獲得競争は依然とし

て厳しい状況が続いています。

人材流動化の時代にあっては、ADBで働く人々が

課せられた任務に意欲をかきたてられ、プロフェッ

ショナルとしての成長とキャリア形成の可能性を見

出し、スキルや経験に応じた報酬が得られて初めて、

ADBは有能な人材を惹きつけ、採用し、維持すること

ができます。

つまり、すべての関連分野において、そして、すべて

の局にとって、ADBの人事部門と人事政策は、優秀

な職員の効果的な採用、配属、能力開発に向けられ

なければならないということです。

個人の貢献と組織全体の貢献を最大化する
ための人材マネージメント

ADBの事業の成否は、ADBの職員がいかにスキル

を駆使してADBの財源を最善の方法で利活用でき

るか、そして、国際的なベストプラクティスに関す

る最先端知識と現地事情に対する理解をいかに織

り交ぜて開発途上加盟国が求める開発成果をもた

らすことができるかにかかっています。人事部門

は、ADBのあらゆるレベルのスーパーバイザー及

びマネージャーに、効果的な人材マネージメントに

必要な手段、政策、手順を提供しなければなりませ

ん。あらゆるレベルのマネージャーとスーパーバ

イザーは、これらの政策を適用し、職員が個々にま

た全体として最善努力を尽くして常に際立った成

果を生み出せるようコーチングを行い、職員のパ

フォーマンスを管理する職責を有しています。公

的な国際金融機関としてADBは、その人材と財源を

常に効率的かつ賢明に利用しなければなりません。

ADB職員の貢献を最適化するには、組織を挙げた取

り組みが必要です。その成否は、意欲を引き出すよ

うな上級管理職のリーダーシップと目標設定にか

かっています。マネージャーやスーパーバイザー

は、意欲を引き出すような指導と監督を行う必要が

あります。ADBの目標達成に向けてすべての職員

がそれぞれに努力し、かつ、チームワークを発揮す

ることが求められます。

ADBの特性とロケーションを最大限に活用
する

ADBは比較的小さな組織であるために、特に新規

分野で、セクターレベルまたはサブセクターレベル

で必要とされているクリティカルマス（最低必要規

模）を達成する上で課題があります。支援対象地域

に拠点を置くことは、近接した立地という利点があ

るため、ADBではほとんどの途上国において、主に

現地採用職員が配置される駐在員事務所を通して、

現地に定着した活動を展開しています。しかし、駐

在員事務所は大抵の場合小規模です。こういった

特性を考慮した上で、ADBがより高い効果を発揮

するには、ADB内部のネットワーク、さらには外部

とのパートナーシップを構築する必要があります。

重点分野でクリティカルマスを構築する一方、組織

が小さく、支援地域に所在し、各国で長年にわたり

活動を続けてきた結果として培われた緊密で絆の

強い人間関係を活用していかなければなりません。

そうすることで、ADBの開発目標達成に向けて各

自の持つスキルや能力を活用するために不可欠な

ダイナミックで、可能性を最大限に引き出すような

職場環境・文化を構築することができます。

効率性と説明責任、その両方を追求する

公的資金によって支えられ、その使途に責任を持つ

公的国際機関としてADBは、明確な手順、緻密な管

理、説明責任を重視した手続きと実施方法を構築し

ました。

ADBの組織規模の拡大、業務を取り巻く環境の一

層の多様化・複雑化、情報技術の向上を受け、あら

ゆる分野でより柔軟なアプローチが求められてい

ます。人材マネージメントも例外ではありません。

各チームが部門間の垣根を越えて連携する必要が

あります。本部と駐在員事務所の職員は緊密に協

力しなければなりません。最高水準の透明性、説

明責任、職業倫理を維持し、チェックとバランスを

しっかりと働かせる一方、ADBは、人材マネージメ

ント分野も含めて、画期的で柔軟な手法を取り入れ

なければなりません。

ADBピープルストラテジーは、職員の力を介して

ADBがこれらの課題に対応できるようにしようと

するものです。

※2 ADBの投融資・保証及びアジア開発基金のグラント（協調融資を
含む）は、2003～ 2005年の年間平均94プロジェクト、総額68億
ドルから、2006～ 2008年は107プロジェクト、総額116億ドル
に増加、2010～ 2012年には180プロジェクト、総額175億ドル
になると予想されています。 
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ADBは発足以来、アジア・太平洋地域にお
ける主導的な開発支援機関になることを目
指してきました。それは、外に向けて提唱
することを内部でも実践する機関、すなわ
ち、次に掲げる資質を備えた人々に選ばれ
る雇用主になるということです。

• 効果的な開発を通してアジア・太平洋地域の貧

困削減を達成しようという決意を有する

• 知識の創造と共有、そして、その知識を現実的な

方法で効果的な開発のソリューションに適用す

ることに熱意がある

• 多様な価値を尊重する協調的な環境で働く意欲

がある

• 創造性、効率性、説明責任を通して高い能力を発

揮する決意がある

• プロフェッショナルとしての成長と能力開発の

ための投資に熱心である

雇用主としてのADBの主な魅力は以下の
通りです。

• 貧困のないアジア・太平洋地域を実現し、開発途

上加盟国による生活環境と生活の質の向上に向

けた取り組みを支援するという使命とビジョン

がある

• 配属先が本部であろうと現地事務所であろうと、

また、直接支援業務に関わるかサポート業務に従

事するかによらず、さまざまな技術分野で活動す

るすべての職員が専門性の高い課題に取り組ん

でいる

• 訓練、実務を通じた学習（On-the-Job Learning）、

ADB内で課せられるさまざまな課題を通して能

力開発の機会が得られる

• どの部門・地域においても、優れたスキルを持ち、

思いやりがありながらひたむきな人々と共に働

く協調的な仕事環境、すなわち、多様性を受け入

れ尊重するとともに、どうすればADBが最善のか

たちで課せられた使命を果たせるか精力的かつ

率直に議論を戦わせることのできる雰囲気を併

せ持った環境の下で働くことによって個人的な

満足感を得られる

• 国際的労働市場においても個々の活動地域にお

いても魅力的な報酬と福利厚生を提供している

ADBの一員であるということは、アジア・
太平洋地域に暮らす人々の生活を向上さ
せるために、持てるスキルを駆使し情熱を
もって貧困削減と地域の発展に取り組むと
いうことです。

※3 この章は、人材分野で「従業員の訴求価値（Employee Value 
Proposition: EVP）」と呼ばれるもの、すなわち、雇用主としての
ADBがスタッフに何を提供し、何を求めるかを明示するものです。

ADBで働くということ（期待、報酬、恩典）※3
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ADBは以下の条件に該当する人材を求めています。

• ADBの積極的活動分野においてアジア・太平洋地域の被支援加盟国が持つ多様なニーズに合っ

たスキルを有する

• ADBと同じ価値観を持つ

• その価値観を目に見える能力を通して示すことができる

ADBの価値観 
（ストラテジー 2020より抜粋） 職員の価値観 職員の能力

• 加盟国の開発に関する関心事項に対す
る即応性

• 被支援加盟国のオーナーシップの認知

• 被支援国を尊重 • 成果達成と問題解決
• 被支援国の意向重視

• 最高水準のプロ意識と倫理観を保持 • プロフェッショナリズム
• 職業倫理と職業規範
• 多様性の尊重

• 専門知識とスキルの活用
• 変革と革新
• リーダーシップと戦略的思考
• 信頼と廉潔さ（Integrity）の醸成

• 卓越したリーダーシップとサービスの
供与

• 効果的な開発によるアジア・太平
洋地域の貧困削減達成に対するコ
ミットメント

• リーダーシップと戦略的思考
• 被支援国の意向重視
• コミュニケーションと知識共有
• 変革と革新

• パートナーシップへのコミットメント • コラボレーション • コミュニケーションと知識共有
• 協働（Working together）

• 説明責任と成果重視 • 責任感 • 説明責任
• 成果達成と問題解決
• 職員の管理

注：能力に関する記述は、役割に応じて程度の差はあるものの、職員とマネージャー両方に適用される。 
斜字体表記のものは、特に管理・指導者としての役割を担う職員または担う意欲のある職員に関係するもの。

ピープルストラテジーはADB全体で共有する目標と志を明確に示しています。ADBの職員は力を合わせて地域

の発展に尽力するとともに、ADBという職場の改善に努めなければなりません。そのためにはすべての職員が

行動を起こす必要があります。人的資源を最大限活用することは、すべての職員に課せられた責務なのです。

ストラテジー 2020の要請 ADBに必要なのは…

内外関係者とパート
ナーシップを組んで被
支援国の要請に素早く
対応できる優秀で意欲
に満ちた職員集団

意欲を引き出すリー
ダーシップと積極的な
人材マネージメント

仕事がし易く、可能性
を最大限に広げる職場
環境と文化

被支援国と協力してニーズを明確に示し、革新的で堅固な開発に関するソ

リューションの実施を支援する職員

現地の要請に対する理解ならびに国際的なベストプラクティスとADBの経

験に基づく最新知識

ADB内のチームワーク及び外部関係者とのパートナーシップを通して構築・

実施する分野横断的なスキルとアプローチ

ADBの主要活動分野において被支援加盟国の要請に迅速かつ効果的に対応

するために必要な、適切なスキルを持った十分な数の職員

開発成果を生み出すための人材マネージメント

ADBのビジョンに掲げる成果の達成に向けた組織横断的な柔軟かつ革新的

な発想に基づくスキルの結集

有能な管理者としての心構えと説明責任を果たす覚悟を持つマネージャー

とスーパーバイザー

望ましい学習環境の醸成に資するような、スーパーバイザーとスタッフの間

の効果的な双方向コミュニケーション

誰もが妥当で同じ期待を共有できるような一貫性のある人材マネージメン

トのあり方

多様な人材が互いの経験やADBの経験から学ぶことを奨励する職場文化

ADBが比較的小さい組織であることと、各国でその存在感を築け上げてきた

ことによって培われた、緊密で絆の強い職務上の人間関係の活用

高度なガバナンスを維持しつつ、質の高い成果をもたらす業務遂行の仕組み

と手順 

業務遂行が困難な地域または危険な状況にあっても効果的に業務を遂行す

る能力

価値観と能力

ADBの人材マネージメントにおける目標
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ADBが目指す組織のあり方
アジア・太平洋地域のために開発支援の分野で働く意

欲的でスキルに優れた人々に選ばれる雇用主。すなわ

ち、各自のスキルと、効果的、革新的かつ現実的な開発

のソリューションをもたらす能力や潜在力に基づい

て、人材の選抜・昇進を決める組織。

創造性を推進し学習する組織。すなわち、主要専門

領域における知的リーダーとして国際的に認知さ

れ、被支援加盟国に求められ、アジア・太平洋地域に

おける開発のためのパートナーとして真っ先に選ば

れる組織。

ストラテジー 2020の要請
• 被支援国と協力してニーズを明確に示し、革新的で

堅固な開発に関するソリューションの実施を支援す

る職員

• 現地の要請に対する理解ならびに国際的なベストプ

ラクティスとADBの経験に基づく最新知識

• ADB内のチームワーク及び外部関係者との協調関

係を通して構築・実施する分野横断的なスキルとア

プローチ

• ADBの中核的専門分野において被支援加盟国の要

請に迅速かつ効果的に対応するために必要な、適切

なスキルを持った十分な数の職員

目標達成に向けた基本方針
• スキル構成：ローカル・国際採用職員に求められる

要件を系統的に把握し、必須スキルの構成要素を調

整する。

• アサインメント（発令）：いずれのポストについても

内部または外部から候補者を募り、能力に基づいて

最適任者を特定する。その際、明確に規定された手

続きに則り、職務遂行に必要な要件に最も合致する

スキル・能力を有する候補者を探す。

• キャリア開発：専門職と管理職の基本となるキャリ

アパスを示し、キャリア開発と昇格の機会、要件、期

待について明確化を図る。職種の移動や能力開発的

なアサインメントについて詳細な基準を示し、機会

拡大を図る。

• 継続的な職員の能力開発：ADBの使命遂行のため

に各職員が持てる能力を最大限発揮できるよう、す

べての職員が継続的にスキル向上に取り組める機会

を拡充する。

• 報酬と福利厚生：やりがいのある使命や働きがいの

ある職場環境に加え、これを補完するADBの魅力と

して、組織の性質と目的や市場の相場に照らして魅

力的な報酬、福利厚生、報奨を提示する。

• 知識共有：知識共有の文化を推進する。そのための

資源やインセンティブも提供する。

下表に示す指標が進捗状況を測る尺度となります。

ADBの目標 指標
（進捗状況評価の実施頻度）

基準値 
（2008年）

目標値 
（2012年）

強力な職員集団 職員構成比率
• 全職員に占める業務部門と直接的
業務サポート部門の職員の割合a）

75% 77%–79%

• 全職員に占める業務部門職員の割
合

53% 55%–57%

• 業務部門職員に占める駐在員事務
所職員の割合b）

46% 48%–50%

（毎年）

充足率
• 中核的業務分野c） 83% 90%–98%
• 業務効果を高める取り組みd） 81% 90%–98%

（毎年）

優秀 ADB職員の技能に対する外部関係者の
肯定的評価
（3年毎）

30% （2006） 35%–55%

職員の能力開発にかかる費用の対給与
比率
（毎年）

2.9% 3.2%–3.6%

意欲 ADBの自己都合退職率
（毎年）

PS: 6% 
NOAS-HQ: 3%
NOAS-RM: 9%

PS: 4%–7%
NOAS-HQ: 2%–5%
NOAS-RM: 6%–10%

職員意識調査の項目「キャリア開発」に
おける好スコアの割合
（隔年）

36% 45%–60%

協調的な姿勢と被支援加
盟国の要請に対する迅速
な対応

他の開発パートナーとの共同作業にお
けるADBの有効性に対する外部関係者
の肯定的評価
（3年毎）

31% （2006） 35%–55%

NOAS-HQ = ローカル採用で本部勤務の事務担当官・事務職員、NOAS-RM = ローカル採用で駐在員事務所勤務の事務担当官・事務職員、PS = 国際採用のプロフェッショ
ナル職員

a） 間接的サポート部門は、予算・人事・経営システム局、広報局、総務部、監査部、汚職防止・インテグリティ室（Office of Anticorruption and Integrity）、情報システム 
技術部、総裁室、官房、財務局。

b） ADB成果フレームワーク指標

c） インフラ、教育、金融、環境、地域協力・統合

d） 民間セクター開発・支援、ガバナンスとキャパシティビルディング、ジェンダーの平等、ナレッジ・ソリューション。変革のために重要な5つ目の分野であるパートナー
シップへの貢献は、職員の数では測定できない。これについては、ADBに対する外部関係者認識調査（ADB認識調査）（ADB Perception Survey）に基づき査定される。

目標1：内外関係者とパートナーシップを組んで被支援加盟国の
要請に素早く対応できる優秀で意欲に満ちた職員集団
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ADBが目指す組織のあり方
アジア・太平洋地域のために開発支援の分野で働く意

欲的でスキルに優れた人々に選ばれる雇用主。すなわ

ち、各自のスキルと、効果的、革新的かつ現実的な開発

のソリューションをもたらす能力や潜在力に基づい

て、人材の選抜・昇進を決める組織。

創造性を推進し学習する組織。すなわち、主要専門

領域における知的リーダーとして国際的に認知さ

れ、被支援加盟国に求められ、アジア・太平洋地域に

おける開発のためのパートナーとして真っ先に選ば

れる組織。

ストラテジー 2020の要請
• 被支援国と協力してニーズを明確に示し、革新的で

堅固な開発に関するソリューションの実施を支援す

る職員

• 現地の要請に対する理解ならびに国際的なベストプ

ラクティスとADBの経験に基づく最新知識

• ADB内のチームワーク及び外部関係者との協調関

係を通して構築・実施する分野横断的なスキルとア

プローチ

• ADBの中核的専門分野において被支援加盟国の要

請に迅速かつ効果的に対応するために必要な、適切

なスキルを持った十分な数の職員

目標達成に向けた基本方針
• スキル構成：ローカル・国際採用職員に求められる

要件を系統的に把握し、必須スキルの構成要素を調

整する。

• アサインメント（発令）：いずれのポストについても

内部または外部から候補者を募り、能力に基づいて

最適任者を特定する。その際、明確に規定された手

続きに則り、職務遂行に必要な要件に最も合致する

スキル・能力を有する候補者を探す。

• キャリア開発：専門職と管理職の基本となるキャリ

アパスを示し、キャリア開発と昇格の機会、要件、期

待について明確化を図る。職種の移動や能力開発的

なアサインメントについて詳細な基準を示し、機会

拡大を図る。

• 継続的な職員の能力開発：ADBの使命遂行のため

に各職員が持てる能力を最大限発揮できるよう、す

べての職員が継続的にスキル向上に取り組める機会

を拡充する。

• 報酬と福利厚生：やりがいのある使命や働きがいの

ある職場環境に加え、これを補完するADBの魅力と

して、組織の性質と目的や市場の相場に照らして魅

力的な報酬、福利厚生、報奨を提示する。

• 知識共有：知識共有の文化を推進する。そのための

資源やインセンティブも提供する。

下表に示す指標が進捗状況を測る尺度となります。

ADBの目標 指標
（進捗状況評価の実施頻度）

基準値 
（2008年）

目標値 
（2012年）

強力な職員集団 職員構成比率
• 全職員に占める業務部門と直接的
業務サポート部門の職員の割合a）

75% 77%–79%

• 全職員に占める業務部門職員の割
合

53% 55%–57%

• 業務部門職員に占める駐在員事務
所職員の割合b）

46% 48%–50%

（毎年）

充足率
• 中核的業務分野c） 83% 90%–98%
• 業務効果を高める取り組みd） 81% 90%–98%

（毎年）

優秀 ADB職員の技能に対する外部関係者の
肯定的評価
（3年毎）

30% （2006） 35%–55%

職員の能力開発にかかる費用の対給与
比率
（毎年）

2.9% 3.2%–3.6%

意欲 ADBの自己都合退職率
（毎年）

PS: 6% 
NOAS-HQ: 3%
NOAS-RM: 9%

PS: 4%–7%
NOAS-HQ: 2%–5%
NOAS-RM: 6%–10%

職員意識調査の項目「キャリア開発」に
おける好スコアの割合
（隔年）

36% 45%–60%

協調的な姿勢と被支援加
盟国の要請に対する迅速
な対応

他の開発パートナーとの共同作業にお
けるADBの有効性に対する外部関係者
の肯定的評価
（3年毎）

31% （2006） 35%–55%

NOAS-HQ = ローカル採用で本部勤務の事務担当官・事務職員、NOAS-RM = ローカル採用で駐在員事務所勤務の事務担当官・事務職員、PS = 国際採用のプロフェッショ
ナル職員

a） 間接的サポート部門は、予算・人事・経営システム局、広報局、総務部、監査部、汚職防止・インテグリティ室（Office of Anticorruption and Integrity）、情報システム 
技術部、総裁室、官房、財務局。

b） ADB成果フレームワーク指標

c） インフラ、教育、金融、環境、地域協力・統合

d） 民間セクター開発・支援、ガバナンスとキャパシティビルディング、ジェンダーの平等、ナレッジ・ソリューション。変革のために重要な5つ目の分野であるパートナー
シップへの貢献は、職員の数では測定できない。これについては、ADBに対する外部関係者認識調査（ADB認識調査）（ADB Perception Survey）に基づき査定される。

目標1：内外関係者とパートナーシップを組んで被支援加盟国の
要請に素早く対応できる優秀で意欲に満ちた職員集団

12 Our People Strategy  13



ADBが目指す組織のあり方
効果的で信頼性の高い人材計画とその実施による後

押しも得ながら、人のやる気を引き出すリーダーと有

能なマネージャーやスーパーバイザーが自ら模範を

示し、周りに活力を与えるような公正で透明性の高い

やり方で人と組織を統率・管理する組織。

ストラテジー 2020の要請
• 開発成果を生み出すための人材マネージメント

• ADBのビジョンに掲げる成果の達成に向けた組織横

断的な柔軟かつ革新的な発想に基づくスキルの結集

• 有能な管理者としての心構えと相応の説明責任を果

たす覚悟を持つマネージャーとスーパーバイザー

• 望ましい学習環境の醸成に資するような、スーパー

バイザーとスタッフの間の効果的な双方向コミュニ

ケーションとフィードバック

• 誰もが妥当な同じ期待を共有できるような一貫性の

ある人材マネージメントのあり方

目標達成に向けた基本方針 

• 人材マネージメントへの優先的取り組み：人材マ

ネージメントをADBのマネージャー及びスーパー

バイザーの主要な責務と位置づけ、その重要性を強

調。マネージャーとスタッフが直接対面して、フィー

ドバック、コーチング、メンタリングを行うことを奨

励。すべてのマネージャーについて、人材マネージ

メント能力の評価、開発、包括的なフィードバックを

行う。マネージャーとスーパーバイザー

に、良き管理者としての説明責任を負わせる。

• チームワークと分野横断的アプローチ：チームワー

ク、リソースの共有、均衡のとれたワークロード配

分を推進するための報告体制とチーム編成をADB

の組織全体で構築。こうして整備される画期的な

しくみを支援するため、業務作業計画、報奨・イン

センティブ制度の整合性を図る。

• 説明責任：各レベルにおける明確な説明責任を確立。

責任と意思決定権限を委譲するとともに、効率的で

しっかりとしたチェックとバランスのシステムを

機能させることによって、マネージャーの説明責任

を強化。

• パフォーマンス管理：ADBのパフォーマンス指標

をわかりやすく、モニタリングや管理が可能なもの

に置き換え、職員が日常業務を行う上で指針となる

ようにする。パフォーマンスに何らかの問題があ

る場合は、その理由を分析し対処する。

• 協力的でサポートされる側の意向を重視する人事

部門：優秀で対応力に優れた人事部門を通して、各

部門マネージャー等が人材マネージメントにおい

て十分能力を発揮するために必要な手段、訓練、サ

ポートの提供と統制範囲の設定を行うことによっ

て、マネージャーやスーパーバイザーが効果的にス

タッフの統率、管理、動機づけを行う能力を強化。

• 人事の透明性：人事のルールと手続きの明確な規

定・伝達及び一貫性した適用を徹底。個々の決定

と人事の総合的な結果をそれぞれ定期的に伝達す

ることによって共通の理解と期待を共有。

下表に示す指標が進捗状況を測る尺度となります。

ADBの目標 指標
（進捗状況評価の実施頻度）

基準値 
（2008年）

目標値 
（2012年）

意欲を引き出す 
リーダーシップ

職員意識調査での好スコアの割合
• 価値観と信念 59% 62%–65%
• 目標と目的 87% 85%–90%

（隔年）

積極的な 
人材マネージメント

職員意識調査の項目「直属上司による
監督」について肯定的なフィードバッ
クをしたスタッフが2/3を超えた割合 

• 局 54% 65%–80%
• 課 2008年はデータなし 60%–75%

（隔年）

• マネージャーの監督
に関するより完全な
フィードバック

過去3年間に自主的に360度評価を受
けたマネージャーの割合 
（毎年）

22% 45%–55%

• 協力的で透明性の高い
人材計画とその実施

求人広告が実際の採用に結びついた
割合
（毎年）

61% 60%–70%

人事活動や人材計画に関する要約
データ・情報の定期的な伝達
（四半期毎）

2008年はデータなし 四半期毎

仕事に対する意識と意欲の
高いスタッフ

職員意識調査の総合指標a）の好スコア
の割合
（隔年）

60% 65%–70%

NOAS-HQ = ローカル採用で本部勤務の事務担当官・事務職員、NOAS-RM = ローカル採用で駐在員事務所勤務の事務担当官・事務職員、
PS = 国際採用のプロフェッショナル職員、TBD = 未定

a） ADB成果フレームワーク指標

目標2：意欲を引き出すリーダーシップと 
積極的かつ効果的な人材マネージメント
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ADBが目指す組織のあり方
効果的で信頼性の高い人材計画とその実施による後

押しも得ながら、人のやる気を引き出すリーダーと有

能なマネージャーやスーパーバイザーが自ら模範を

示し、周りに活力を与えるような公正で透明性の高い

やり方で人と組織を統率・管理する組織。

ストラテジー 2020の要請
• 開発成果を生み出すための人材マネージメント

• ADBのビジョンに掲げる成果の達成に向けた組織横

断的な柔軟かつ革新的な発想に基づくスキルの結集

• 有能な管理者としての心構えと相応の説明責任を果

たす覚悟を持つマネージャーとスーパーバイザー

• 望ましい学習環境の醸成に資するような、スーパー

バイザーとスタッフの間の効果的な双方向コミュニ

ケーションとフィードバック

• 誰もが妥当な同じ期待を共有できるような一貫性の

ある人材マネージメントのあり方

目標達成に向けた基本方針 

• 人材マネージメントへの優先的取り組み：人材マ

ネージメントをADBのマネージャー及びスーパー

バイザーの主要な責務と位置づけ、その重要性を強

調。マネージャーとスタッフが直接対面して、フィー

ドバック、コーチング、メンタリングを行うことを奨

励。すべてのマネージャーについて、人材マネージ

メント能力の評価、開発、包括的なフィードバックを

行う。マネージャーとスーパーバイザー

に、良き管理者としての説明責任を負わせる。

• チームワークと分野横断的アプローチ：チームワー

ク、リソースの共有、均衡のとれたワークロード配

分を推進するための報告体制とチーム編成をADB

の組織全体で構築。こうして整備される画期的な

しくみを支援するため、業務作業計画、報奨・イン

センティブ制度の整合性を図る。

• 説明責任：各レベルにおける明確な説明責任を確立。

責任と意思決定権限を委譲するとともに、効率的で

しっかりとしたチェックとバランスのシステムを

機能させることによって、マネージャーの説明責任

を強化。

• パフォーマンス管理：ADBのパフォーマンス指標

をわかりやすく、モニタリングや管理が可能なもの

に置き換え、職員が日常業務を行う上で指針となる

ようにする。パフォーマンスに何らかの問題があ

る場合は、その理由を分析し対処する。

• 協力的でサポートされる側の意向を重視する人事

部門：優秀で対応力に優れた人事部門を通して、各

部門マネージャー等が人材マネージメントにおい

て十分能力を発揮するために必要な手段、訓練、サ

ポートの提供と統制範囲の設定を行うことによっ

て、マネージャーやスーパーバイザーが効果的にス

タッフの統率、管理、動機づけを行う能力を強化。

• 人事の透明性：人事のルールと手続きの明確な規

定・伝達及び一貫性した適用を徹底。個々の決定

と人事の総合的な結果をそれぞれ定期的に伝達す

ることによって共通の理解と期待を共有。

下表に示す指標が進捗状況を測る尺度となります。

ADBの目標 指標
（進捗状況評価の実施頻度）

基準値 
（2008年）

目標値 
（2012年）

意欲を引き出す 
リーダーシップ

職員意識調査での好スコアの割合
• 価値観と信念 59% 62%–65%
• 目標と目的 87% 85%–90%

（隔年）

積極的な 
人材マネージメント

職員意識調査の項目「直属上司による
監督」について肯定的なフィードバッ
クをしたスタッフが2/3を超えた割合 

• 局 54% 65%–80%
• 課 2008年はデータなし 60%–75%

（隔年）

• マネージャーの監督
に関するより完全な
フィードバック

過去3年間に自主的に360度評価を受
けたマネージャーの割合 
（毎年）

22% 45%–55%

• 協力的で透明性の高い
人材計画とその実施

求人広告が実際の採用に結びついた
割合
（毎年）

61% 60%–70%

人事活動や人材計画に関する要約
データ・情報の定期的な伝達
（四半期毎）

2008年はデータなし 四半期毎

仕事に対する意識と意欲の
高いスタッフ

職員意識調査の総合指標a）の好スコア
の割合
（隔年）

60% 65%–70%

NOAS-HQ = ローカル採用で本部勤務の事務担当官・事務職員、NOAS-RM = ローカル採用で駐在員事務所勤務の事務担当官・事務職員、
PS = 国際採用のプロフェッショナル職員、TBD = 未定

a） ADB成果フレームワーク指標

目標2：意欲を引き出すリーダーシップと 
積極的かつ効果的な人材マネージメント
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ADBが目指す組織のあり方
多様性を重んじ、ジェンダーの平等を推進し、個々を

尊重すると共にコラボレーションによって生み出さ

れる秀逸性を標榜する、柔軟で全ての人々に恩恵が行

き渡る様な職場環境を有するダイナミックな公的国

際機関。効果的なコミュニケーションを特徴とする全

ての人々が関り合う職場。

ストラテジー 2020の要請
• 革新的な経済発展策を構築するために、多様な人材

が互いの経験やADBの経験から、失敗も含め、学ぶ

ことを奨励する職場文化

• ADBが比較的小さい組織であることと、各国でその

存在感を築き上げてきたことによって培われた緊

密で仲間意識の強い職務上の人間関係の活用

• 高水準の誠実性とガバナンスを維持しつつ、質の高

い成果をもたらす業務遂行の仕組みと手順

• 業務遂行が困難な地域または危険な状況にあっても

効果的に業務を遂行する能力

目標達成に向けた基本方針
• 「一つのADB」（One ADB）：ADBのすべてのレベル

と拠点において、職員の結束とコミュニケーション

の強化のための機会と活動を推進。変革の推進と管

理に携わり、誠実に行動し、グローバルな視点とベス

トプラクティスを尊重する経営陣と職員を擁するダ

イナミックな公的国際機関としての性格を強調。

• 多様性と一体性：性別、年齢、国籍、宗教、障害、生活

様式の違いを広く受け入れ、職員の多様性を奨励。

職場におけるジェンダーの平等を積極的に推進。

多種多様な職員が持つ経験、知識、経歴を活用して

革新的なアプローチを展開。意識と感受性の向上

を図り、すべての職員が互いに良好な関係を保って

働けるようにする。

• 全職員に恩恵が行き渡る、職業倫理の高い職場環境：

職員の倫理意識を高め、誰もがハラスメントを受け

ずに働ける職場環境を維持。

• 職員の安全と福利厚生：職員の安全と厚生を最優

先。快適で働きやすい職場環境を確立。多様な職員

のニーズに応えるワークライフバランスを推進。

• 効率的な業務のプロセスと手順：業務遂行のための

組織構造、委任の仕組み、プロセス、手順の簡素化を

進め、効率的な成果達成と不必要なストレスやワー

クロードの軽減を図る。

• コミュニケーション：各局間及び職員同士の公式・

非公式のコミュニケーション機会を創出。

下表に示す指標が進捗状況を測る尺度となります。

ADBの目標 指標
（進捗状況評価の実施頻度）

基準値 
（2008年）

目標値
（2012年）

不可能も可能にするような
協力的な職場環境・文化

職員意識調査での好スコアの割合
• ストレス、バランス、ワークロード 49% 50%–54%
• 物理的な職場環境 87% 85%–90%

（隔年）

職員意識調査での好スコア割合（全項
目平均）における駐在事務所勤務職員
と本部勤務職員の差異
（隔年）

-3.25% -1.0%– -2.5%

• 多様性の尊重 全プロフェッショナル職員に占める女
性の割合a） 
（毎年）

28% 33%–37%

上級プロフェッショナル職員（レベル 
7～ 10）に占める女性の割合
（毎年）

18% 23%–27%

• 個人の尊重と高度なガ
バナンスの推進

職員意識調査の項目「倫理」における好
スコアの割合
（隔年）

61% 65%–70%

• オープンなコミュニ
ケーションの奨励

スタッフ意識調査の項目「コミュニ
ケーション」における好スコアの割合
（隔年）

45% 48%–55%

a） ADB成果フレームワーク指標

目標3：仕事がし易く、可能性を最大限に広げる
職場環境と文化
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下表に示す指標が進捗状況を測る尺度となります。
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不可能も可能にするような
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職員意識調査での好スコアの割合
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• 物理的な職場環境 87% 85%–90%

（隔年）

職員意識調査での好スコア割合（全項
目平均）における駐在事務所勤務職員
と本部勤務職員の差異
（隔年）

-3.25% -1.0%– -2.5%

• 多様性の尊重 全プロフェッショナル職員に占める女
性の割合a） 
（毎年）

28% 33%–37%

上級プロフェッショナル職員（レベル 
7～ 10）に占める女性の割合
（毎年）

18% 23%–27%

• 個人の尊重と高度なガ
バナンスの推進

職員意識調査の項目「倫理」における好
スコアの割合
（隔年）

61% 65%–70%

• オープンなコミュニ
ケーションの奨励

スタッフ意識調査の項目「コミュニ
ケーション」における好スコアの割合
（隔年）

45% 48%–55%

a） ADB成果フレームワーク指標

目標3：仕事がし易く、可能性を最大限に広げる
職場環境と文化
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ピープルストラテジーの実施

ADBでは、ピープルストラテジーを2015年まで
の人材システムの指針として位置づけています。
2012年以降は、戦略の調整と望ましいモニタリン
グ指標の水準範囲の更新を経営陣（総裁、副総裁）
が行い、理事会に報告します。

ピープルストラテジーの策定過程で相当の職員関

与・フィードバックが得られました。しかし、この

戦略の真価が試されるのはその実施においてです。

ここに示したピープルストラテジーの目標達成と

原則適用の成否は、上級幹部と中間幹部のコミット

メントにかかっています。職員のオープンで建設

的な姿勢も必要です。具体的な人事イニシアティ

ブは、ピープルストラテジーと同じような協議プロ

セスを経て策定されますが、人事部門戦略フレーム

ワーク（HR Function Strategic Framework）にそ

の概要を示し、時宜に即して実施に移し、しかるべ

く広報する予定です。

ピープルストラテジーは、ADBの計画立案・報告

プロセスの一環として組み込まれます。人材マネー

ジメントにおける各目標達成の目安となる主要指

標は、ストラテジー 2020実施の進捗状況を測るそ

の他の指標とともに、毎年、開発効果レビューで取

り上げ、検討します。全指標の数値はADBのHRオ

ンライン（Human Resources Online）のサイトで

定期的に公表･更新します。組織や職員配置に影響

を及ぼす活動については、業務計画や予算フレーム

ワークの中で取り上げ、必要に応じて予算に反映し

ます。

ピープルストラテジーの実施に向けて、ADBは人

事部門戦略フレームワークを構築します。同フレー

ムワークは、予算・人事・経営システム局（BPMSD）

人事部門のビジョン、使命、優先課題、成果について

明確化を図り、これにより、ピープルストラテジー

の実施を支援するとともに、人事に関する各種サー

ビス（人材採用・選抜のための政策・プログラム・

制度、キャリアの計画・管理、パフォーマンス管理、

報酬及び福利厚生、職員の能力開発、後継者育成）を

効率的に提供しようとするものです。

人事部門戦略フレームワークは更新されたHR実践

計画（HR Action Plan）を含み、この中で、ピープル

重点：人事管理における価値観、能力、
目標

指標：ADB全体の人材力

ピープルストラテジー

戦略的フレームワーク

重点：ピープルストラテジーの
目標と原則に基づく人事
政策、プログラム、制度

指標：人事プログラムの結果及
びサービス基準

HR実践計画

重点：ピープルストラテジーと
人事部門戦略的フレーム
ワークを成功裏に実施す
るために必要なイニシア
ティブと行動

指標：人事イニシアティブに基
づく措置、資源投入、期限 

人事部門

ストラテジーの内容を実行に移す上で必要なイニ

シアティブ、行動、節目となる目標、期限が具体的に

示されます。このフレームワークは、事業戦略の変

更があった場合、ADBの人材採用力・維持力を拡

充する必要が生じた場合等、必要に応じて更新しま

す。ピープルストラテジー、人事部門戦略的フレー

ムワーク、HR実践計画のつながりは下記のとおり

です。

戦略実施と説明責任
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ピープルストラテジーの実施

ADBでは、ピープルストラテジーを2015年まで
の人材システムの指針として位置づけています。
2012年以降は、戦略の調整と望ましいモニタリン
グ指標の水準範囲の更新を経営陣（総裁、副総裁）
が行い、理事会に報告します。

ピープルストラテジーの策定過程で相当の職員関

与・フィードバックが得られました。しかし、この

戦略の真価が試されるのはその実施においてです。

ここに示したピープルストラテジーの目標達成と

原則適用の成否は、上級幹部と中間幹部のコミット

メントにかかっています。職員のオープンで建設

的な姿勢も必要です。具体的な人事イニシアティ

ブは、ピープルストラテジーと同じような協議プロ

セスを経て策定されますが、人事部門戦略フレーム

ワーク（HR Function Strategic Framework）にそ

の概要を示し、時宜に即して実施に移し、しかるべ

く広報する予定です。

ピープルストラテジーは、ADBの計画立案・報告

プロセスの一環として組み込まれます。人材マネー

ジメントにおける各目標達成の目安となる主要指

標は、ストラテジー 2020実施の進捗状況を測るそ

の他の指標とともに、毎年、開発効果レビューで取

り上げ、検討します。全指標の数値はADBのHRオ

ンライン（Human Resources Online）のサイトで

定期的に公表･更新します。組織や職員配置に影響

を及ぼす活動については、業務計画や予算フレーム

ワークの中で取り上げ、必要に応じて予算に反映し

ます。

ピープルストラテジーの実施に向けて、ADBは人

事部門戦略フレームワークを構築します。同フレー

ムワークは、予算・人事・経営システム局（BPMSD）

人事部門のビジョン、使命、優先課題、成果について

明確化を図り、これにより、ピープルストラテジー

の実施を支援するとともに、人事に関する各種サー

ビス（人材採用・選抜のための政策・プログラム・

制度、キャリアの計画・管理、パフォーマンス管理、

報酬及び福利厚生、職員の能力開発、後継者育成）を

効率的に提供しようとするものです。

人事部門戦略フレームワークは更新されたHR実践

計画（HR Action Plan）を含み、この中で、ピープル

重点：人事管理における価値観、能力、
目標

指標：ADB全体の人材力

ピープルストラテジー

戦略的フレームワーク

重点：ピープルストラテジーの
目標と原則に基づく人事
政策、プログラム、制度

指標：人事プログラムの結果及
びサービス基準

HR実践計画

重点：ピープルストラテジーと
人事部門戦略的フレーム
ワークを成功裏に実施す
るために必要なイニシア
ティブと行動

指標：人事イニシアティブに基
づく措置、資源投入、期限 

人事部門

ストラテジーの内容を実行に移す上で必要なイニ

シアティブ、行動、節目となる目標、期限が具体的に

示されます。このフレームワークは、事業戦略の変

更があった場合、ADBの人材採用力・維持力を拡

充する必要が生じた場合等、必要に応じて更新しま

す。ピープルストラテジー、人事部門戦略的フレー

ムワーク、HR実践計画のつながりは下記のとおり

です。

戦略実施と説明責任

18 Our People Strategy  19



説明責任

アジア開発銀行を設立する協定（ADB設立協定）に

基づき、理事会はADB業務全般の方向性を定め、予

算を承認します。理事会は、ADBの人事管理業務

の方向性に関する意思決定の円滑化を目的として、

人事委員会（HRC）を設置しました。同委員会は、

ADBの人事戦略・政策の見直しやモニタリングな

らびに理事会への提言を行うとともに、ADBの人

事マネージメント活動が適切かつ効果的に実施さ

れていることを確認します。

総裁はADBの全職員を統率する最高責任者で、理事

会の指示に基づき、現行のADBの業務を執行しま

す。総裁は、理事会が採択した規定に基づき、担当

官・職員の編成、任命、解任を行います。担当官・

職員の任命においては、最高水準の効率性と専門能

力を最重要視することを前提として、なるべく広範

な地域から人材を採用するよう配慮します（ADB設

立協定第34条5及び第34条6参照）。

人材マネージメントの最終的な成功はADBの全職

員共有の責務ですが、この人材マネージメントを行

う上で、経営陣、マネージャー、BPMSD人事部門は、

既述のように明確に規定されたそれぞれの権限の

範囲内で重要な役割を果たします。

ピープルストラテジーと人事マネージメントにお

ける具体的な責任分担は以下のとおりです。

経営陣（総裁、副総裁）が担う責任は次のとおりです。

• 各局局長を介して変革管理を進め、ピープルス

トラテジーに掲げる諸原則を実行することの重

要性を訴えるとともに説明責任を求め、ピープ

ルストラテジーの重要性をはっきりと職員に伝

達する

• 開発効果評価レビューやその他の適切な方法で

ストラテジー 2020及びピープルストラテジーの

目標達成に向けた進捗状況を定期的に報告する

局長、部室長、課長、駐在員事務所所長、スーパーバ

イザーが担う責任は次のとおりです。

• ピープルストラテジーの原則を職員に伝え、実際

に一貫した適用を行うことによって、それぞれの

所管の部門で変革管理を実施する

• ピープルストラテジーの原則に沿った直属の職

員の積極的な管理、動機づけ、育成計画等の立案、

能力開発を行う

• 職員との対話・交流を通してパフォーマンスに

関する双方向のフィードバックを実現する

• 管理職としての能力を開発し、模範を示して指導

する

• リソース要件、要員、ワークロードの適切な管理

を行い、仕事がし易く、可能性を最大限に引き出

すような職場環境づくりとワークライフバラン

スの向上を図る

予算・人事・経営システム局の人事部門が担う責

任は次のとおりです。

• 効果的で時宜を得た政策、計画、制度を設計、実施

することによってピープルストラテジーの実施

を優先的に進める

• 人事部門戦略的フレームワークを策定し、HR実

践計画を更新する

• 人材マネージメント能力の拡充に必要な手段、訓

練、サポートの提供と統制範囲の設定を行うこと

によって、マネージャーやスーパーバイザーを支

援する

• ピープルストラテジーが効果的に実施されてい

るかを確認するモニタリングで使うデータを記

録・公表する

職員はADBの最も重要な財産です。ADBの職員は、

その決意と情熱と努力をもって、ADBのビジョン

と使命の達成に力を尽くし、アジア・太平洋地域の

多くの人々の生活の向上に貢献しています。ピー

プルストラテジーを達成する上でも重要な役割を

果たすことが期待されており、そのために以下を行

うことが求められています。

• 各自の価値観、能力、スキルをADBが組織として

有する価値観、能力、スキルに一致させる

• 所属する部局または事務所のためになる成果を

もたらし、自らの専門スキルに投資し、キャリア

を発展させる

• 人材マネージメントの向上に柔軟な姿勢で臨む

• マネージャーやスーパーバイザーに対して、ま

た、職員組合（Staff Council）、職員意識調査、その

他の経路を介して、建設的な提案やフィードバッ

クを行う

このような共同努力を通して、ADBは人事管理政

策の策定と実施を推し進め、アジア・太平洋地域の

貧しい人々のために働いてまいります。
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説明責任

アジア開発銀行を設立する協定（ADB設立協定）に

基づき、理事会はADB業務全般の方向性を定め、予

算を承認します。理事会は、ADBの人事管理業務

の方向性に関する意思決定の円滑化を目的として、

人事委員会（HRC）を設置しました。同委員会は、

ADBの人事戦略・政策の見直しやモニタリングな

らびに理事会への提言を行うとともに、ADBの人

事マネージメント活動が適切かつ効果的に実施さ

れていることを確認します。

総裁はADBの全職員を統率する最高責任者で、理事

会の指示に基づき、現行のADBの業務を執行しま

す。総裁は、理事会が採択した規定に基づき、担当

官・職員の編成、任命、解任を行います。担当官・

職員の任命においては、最高水準の効率性と専門能

力を最重要視することを前提として、なるべく広範

な地域から人材を採用するよう配慮します（ADB設

立協定第34条5及び第34条6参照）。
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貧しい人々のために働いてまいります。
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本ピープルストラテジー草案は、理事会、

経営陣、職員を交えて2009年3月から12月に

かけて行われた広範な協議を経てとりまとめ

られました。2008年の職員意識調査、

人事戦略（2005～ 2007年）の包括的見直し、

類似機関のベストプラクティスの調査に

基づいて構築されたものです。協議期間中、

進捗状況に関する情報を提供するとともに、

個々の職員の意見を吸い上げるために専用の

ADB内ウェブサイトが開設されました。

開発パートナーや他の国際金融機関と会合を

開き、各機関の人材マネージメントへの

取り組み方を探り、個々の課題について意見

交換を行いました。※4

※4 他機関の経験との比較検討を行うため、英国国際開発省（DFID）、フランス開発庁（AFD）、ドイツ復興金融公庫（KfW）、ドイツ技術協力公社（GTZ）
に現地調査団を派遣。国際金融機関としては、アフリカ開発銀行（AfDB）、カリブ開発銀行（CDB）、欧州復興開発銀行（EBRD）、欧州投資銀行（EIB）、
米州開発銀行（IADB）、国際通貨基金（IMF）、イスラム開発銀行（IDB）、世界銀行が含まれる。

2009年8月～ 9月には、職員フォーカスグループの

会合が12回開かれ、9つの駐在員事務所の職員16

名を含む100名が議論に参加しました。フォーカ

スグループの会合は、外部のとりまとめ役2名が取

り仕切りました。フォーカスグループの議論の概

要は、参加者の匿名性が確実に守られるよう、会合

に参加した職員が内容を確認した上で要約版が提

示されました。これは、協議方法やフォーカスグ

ループの編成についてBPMSDと緊密に協力してき

た職員組合との合意に基づく措置です。議論の概

要はピープルストラテジーの内部ウェブサイトに

掲載されました。節目となった出来事は次のとお

りです。

• 2009年2月：経営幹部20名（副総裁、事務総長、局

長）との面談、見解の聴取

• 2009年3月：1週間にわたり国際的な人事コンサ

ルティング会社（Mercer社）とのワークショップ

開催、面談結果の議論と整理

• 2009年4～ 5月：構想書の作成、ならびに、財務・

管理担当副総裁が議長を務める作業部会、職員組

合、さまざまな課長との協議

• 2009年7月：職員組合と協力して職員協議プロ

セスを策定

• 2009年8月10日、同10月13日：理事会の人事委

員会でのプレゼンテーションと協議

• 2009年8月～ 9月：フォーカスグループの協議（駐

在員事務所から参加した16名を含む職員100名、

局長、課長、女性プロフェッショナル職員委員会

メンバーが参加）

• 2009年10月12日：ADB内ウェブサイトにピー

プルストラテジーの草案を掲示、公式・非公式の

検討のため2週間にわたり各局に回覧

• 2009年10月14日：職員に戦略案を提示し、

フィードバックを収集・奨励するため、関心のあ

る全職員を対象として各担当副総裁と事務総長

が議長をつとめる「オープンハウス」ミーティン

グを実施

• 2009年11月16日： 経営委員会会合

• 2009年12月4日：理事会の人事委員会による最

終審議

• 2009年12月10日：総裁による承認 

• 2010年1月21日：ADB理事会による承認

協議プロセス
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ルティング会社（Mercer社）とのワークショップ

開催、面談結果の議論と整理

• 2009年4～ 5月：構想書の作成、ならびに、財務・

管理担当副総裁が議長を務める作業部会、職員組

合、さまざまな課長との協議
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ADBの価値観

貧困のないアジア・太平洋地域

ピープルストラテジー

目標 1
内外関係者と協調して 
被支援国の要請に素早く 
対応できる優秀で意欲に 
満ちた職員集団

• 最新スキル構成の特定・ 
維持

• 能力に応じた職務割り 
当て

• 明確なキャリアパスと 
期待

• 職員能力開発の拡充
• 魅力的な報酬と福利厚生
• 知識共有の推進

ストラテジー 2020の進捗状況のモニタリングを行う開発効果評価レビューに、下記に基づく

ピープルストラテジーの進捗状況を組み入れる

• 職員意識調査

• ADBに対する外部関係者認識調査

• 人材と業務に関する統計

• 人材マネージメントの 
重視

• 新たな報告体制による
チームワークの推進と
ワークロードの適正化

• 説明責任
• 全てのレベルでの段階的
なパフォーマンス管理の
実施

• 双方向フィードバック
• 協力的な人事部門
• 人事活動における透明性

• 全レベル・拠点が結束す
る「一つのADB」

• 多様性を活用した一体性
の確立

• 包含的で倫理的な職場 
環境

• 職員の安全と福利厚生の
重視

• 効率的業務プロセス 
• オープンなコミュニケー
ション 

目標 2
意欲を引き出す 

リーダーシップと積極的な 
人材マネージメント

目標 3
仕事がし易く、可能性を 
最大限に引き出す 
職場環境と文化

• 人材マネージメント原則の一貫し
た適用

• 職員の管理と能力開発
• 双方向フィードバックを追求
• マネージャーとしての能力向上
• 協力的環境の構築

局長、課長、海外事務所長、 
スーパーバイザー

• コミュニケーションと説明責任を
通して変革を推進

• ストラテジー 2020及びピープル
ストラテジーの目標達成に向けた
進捗状況を報告

経営陣

• 人事に関する政策、計画、制度の 
構築

• マネージャーとスーパーバイザー
のサポート

• 人材関連サービスの提供
• 実施状況のモニタリングと是正

人事部門

• 個人として有する価値観、能力、スキルの整合化
• 説明責任の充足と成果重視
• 変化の受容
• 建設的なフィードバックの提供

職員

• 人材マネージメントを含むADB業務全般を監督
• 指示と助言
• 予算の承認

理事会

役割・責任

ADBの
目標

ADBの
原則

ADBの
対策

ADBのビジョン

• 被支援国の意向重視

• 信頼感と一体感の醸成

• 専門知識とスキルの活用

• リーダーシップと戦略的思考

• 職員の管理

• コミュニケーションと知識共有

• 共働

• 成果達成と問題解決

• 革新の推進と変化の受容

• 説明責任 

• 加盟国の開発に関する関心事項に対する即応性

• 加盟国のオーナーシップ

• 最高水準のプロ意識と倫理観

• リーダーシップとサービス

• パートナーシップ

• 説明責任と成果重視

ストラテジー 2020が掲げるADBの価値観 ADBの能力

ピープルストラテジーの概要
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• 全てのレベルでの段階的
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• 協力的な人事部門
• 人事活動における透明性

• 全レベル・拠点が結束す
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• 包含的で倫理的な職場 
環境

• 職員の安全と福利厚生の
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目標 2
意欲を引き出す 
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職場環境と文化

• 人材マネージメント原則の一貫し
た適用
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局長、課長、海外事務所長、 
スーパーバイザー

• コミュニケーションと説明責任を
通して変革を推進

• ストラテジー 2020及びピープル
ストラテジーの目標達成に向けた
進捗状況を報告

経営陣
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• マネージャーとスーパーバイザー
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• 人材関連サービスの提供
• 実施状況のモニタリングと是正

人事部門

• 個人として有する価値観、能力、スキルの整合化
• 説明責任の充足と成果重視
• 変化の受容
• 建設的なフィードバックの提供

職員

• 人材マネージメントを含むADB業務全般を監督
• 指示と助言
• 予算の承認

理事会

役割・責任
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• 被支援国の意向重視
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• 専門知識とスキルの活用

• リーダーシップと戦略的思考
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• 加盟国の開発に関する関心事項に対する即応性
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ストラテジー 2020が掲げるADBの価値観 ADBの能力

ピープルストラテジーの概要
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略称

用語解説

説明責任

ある責務を果たす上での行為、無作為、または職責
を解除する意思決定について、さらには、望ましい
結果や目標達成に至らなかった場合はその理由も
含めて説明することと同時に、その結果を請け負う
こと。これには、怠慢、不正行為、不当な職務逸脱に
ついて権限のある当局から制裁を受けることが含
まれる。

公募

内外のルートを通じ募集職種等の求人情報を掲示
し、応募を募ること。

キャリア開発

組織に貢献する能力や潜在力を伸ばし、より高度な
技能と能力を必要とするような配置転換または職
務の高度化。

コーチング

実務を通じた訓練（On-the-Job Training）・指導を
通して業務遂行能力を開発すること。

能力開発的アサインメント（発令）

その職務を最初から完全にやり遂げるだけの経験
を有していない職員に対して行う、職員の技能・能
力開発を目的とし発令を行うこと。

マネージャー

アジア開発銀行（ADB）の組織上の各部門（サブユ
ニット）の管理を行うことを正式に負託された者。
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注記：

本書において「ドル」は米国ドルを指す。
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NOAS ローカル採用の事務担当官・事務職員
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アジア開発銀行

6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Tel +63 2 632 4444
Fax +63 2 636 2444
www.adb.org
Publication Stock No. ARM101394

アジア開発銀行について

経済発展のサクセス・ストーリーが脚光を浴びる一方で、アジア・太平洋地域
には、世界の貧困層の3分の2が、また生活費が一日2ドル未満の人々が約18億
人、そのうち9億300万人は1日1.25ドル未満で暮らしているとされています。
マニラに本部を置くアジア開発銀行（Asian Development Bank： ADB、加盟
国・地域数67、うち域内48）は、アジア・太平洋地域から貧困がなくなる日の実
現をめざし、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
困削減と人々の生活の向上を支援しています。
 ADBが行う支援の具体的手段は、政策対話、融資、出資、保証、無償援助、技
術協力などです。

アジア開発銀行駐日代表事務所

東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング8階
電話 03-3504-3160 
FAX 03-3504-3165
www.adb.org/JRO/


	序論
	ピープル（人材）を介したストラテジー2020の実現
	ADBで働くということ（期待、報酬、恩典）
	価値観と能力
	ADBの人材マネージメントにおける目標
	戦略実施と説明責任
	協議プロセス
	ピープルストラテジーの概要

