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本号の内容： 課題 ハイライト

第6号

ケーススタディ

激動の年となった2020年、世界経済は新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）の感染拡大によって大きな打撃を受けまし
た。「アジア経済見通し」の推計によると、アジア・太平洋地域
の成長率は -0.7%となり、60年以上ぶりのマイナス成長を記
録しました1。2021年には回復し、成長率は6.8％になると予想
されていますが、地域全体にわたるロックダウンの長期化や再
適用により、下方修正される可能性も残っています。

コロナ禍において、進行中のADBプロジェクトではやむを得な
い理由で貸付実行のペースが落ち、新規融資では対象の変更
などを行っています。その例として、一連の積極的なパンデミッ
ク対策に必要な資金を提供し、開発途上加盟国が新型コロナ
ウイルス感染症によって引き起こされる深刻な社会経済的影
響に対処できるよう支援することを目的とした、200億ドルの融
資パッケージが挙げられます2。また、2020年には多くの開発
途上加盟国において、持続可能性に対する優先度が下がりま
したが、ADBは建設を伴うプロジェクトにおいて、セーフガード
政策の規定要件を厳格に順守し続けています3。

1 アジア開発銀行（ADB）.2020年.経済見通し（2020年9月）.アジア経済見通しアップデート.9月.
2 ADB.2020年.ADBがCOVID-19対策パッケージの規模を3倍増、200億ドルにに.プレスリリース.4月13日.
3 ADB.2009年.セーフガード政策. 6月.
4 P. Kine. 2020年.インドネシアの法案は環境・経済面で大問題.アジア・タイムズ.9月17日.
5 米国航空宇宙局 (NASA). 2021年.2020年の気温は史上最高タイ記録ーNASAの分析.リリース21-005.
6 国連薬物犯罪事務所. 世界野生生物犯罪レポート2020:保護種の不法取引
7 ADB.2020年.COVID-19による経済的影響の最新評価.ADBブリーフ.第133号.5月.

2020年は、「町が自然に還った」かのような閑散とした都市の
イメージが幅広く共有された年になるのかもしれませんが、そ
の一方で、アジア・太平洋地域では、動植物の生息環境の喪
失、密猟、環境規制の緩和や執行不足といった問題が広く見
られました4。また、記録的な気候変動が続き、2020年には国外
への旅行がほぼ停止されたにもかかわらず、記録上、最も暑
い年となりました5。

パンデミックによって、我々の経済と健康が自然界の健全さと
密接に関連していることが明らかになり、 新型コロナのような
感染症の発生につながる要因が生態系の劣化や野生生物の
乱獲に関連していることが広く認識されるようになりました6。 
私たちはパンデミックによって、環境の持続可能性が長期的な
経済発展の鍵であり、人間と自然の関係のバランスが崩れれ
ば、それは最終的に経済に悪影響を与えることを再認識させ
られました。パンデミックによって2020年に世界経済にもたら
された損害は最大8.8兆ドルと推定されており、その影響の甚
大さを示しています7。

ニュースレターおよびインパクト報告

激動の1年、未曾有の課題
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人々の関心がパンデミック後の回復に移り始めていますが、
パンデミックの再発を防ぐには、環境に優しく、インクルーシブ
で、気候変動や災害に強靭な回復を実現していくことが重要
です8。ADBはその役割を果たすため、このグリーンな回復を支
えることに重点を置いており、ADBの「ストラテジー2030」と7
つの業務上の優先課題に沿ってこれを実施していきます9。

ADBは「ストラテジー2030」に基づき、極度な貧困を撲滅する
努力を続けるとともに、豊かで、インクルーシブで、気候変動や
災害に強靭で、持続可能なアジア・太平洋地域を実現できるよ
うにビジョンを拡大していきます10。ADBのアジア・太平洋地域
に関するビジョンは、開発途上加盟国とADBが支持を表明し
ている国際公約、すなわち持続可能な開発目標とそれに関連
する開発資金アジェンダ、気候変動に関するパリ協定、および
仙台防災枠組に沿ったものです。

2021年には、延期されていた第15回国連生物多様性条約締
約国会議と第26回国連気候変動枠組条約締約国会議が開催
されることになっており、より持続可能な未来に向けた取り組
みを推進するうえで、これまでにない機会が到来します。

気候変動への対応、災害に対する強靭性
の構築、環境の持続可能性の強化
ADBは1980年代後半から、アジア・太平洋地域における気
候変動の原因と影響に対応するためのソリューションを提供
しています。ADBは支援を大幅に拡大し、気候変動対策を組
織全体および国レベルの戦略、投資計画、および技術支援に
組み込んでいます。2030年に向けた最新の組織戦略におい
て、ADBは気候変動対策、気候変動や災害に対する強靭性の
構築、および環境の持続可能性の向上を7つの業務上の優先
課題の1つとし、2030年までに投融資約定額の75%（ソブリン
およびノンソブリンの両業務を含む3年移動平均）を気候変
動の緩和と適応に振り向けるという目標を設定しました。ADB
は、2019年から2030年までのADB自身の財源による気候対

8 ADB.2020年.パンデミックのリスク軽減を目的とした生物多様性の保全. Developing Asia. 6月24日.
9 ADB.2021年.東南アジアにおけるグリーンな回復の実現.ADBブリーフ.第173号.3月.
10 ADB.2018年.ストラテジー2030：豊かで、インクルーシブで、気候変動や災害等によるショックに強靱で持続可能なアジア・太平洋地域の実現.マニ

ラ.7月.

策関連投融資の累積目標額を800億ドルとしています。ADBは
2015年に、気候変動関連の支援額について、2020年までに60
億ドルに増やすとの目標を設定しましたが、これは2019年に
達成されました。2020年には、新型コロナウイルス感染症によ
って世界中で困難が生じましたが、 ADBは自己財源から43億
ドルの気候対策関連投融資を実施したほか、グローバル・ファ
ンド、信託基金、パートナー国から外部資金7億2,900万ドルを
動員しました。

ADBは域内の気候変動緩和策を引き続き支援していますが、
気候に対する強靭性を高め、気候変動の影響によりよく適応
するための支援を拡大していく予定です。ADBは引き続き、プ
ロジェクトの選定に当たって気候・災害関連リスクを厳密に評
価しています。ADBはまた、 適応と気候耐性については総合
的なアプローチをとっており、物理的、生態学的、社会的、制度
的、財政的な側面を考慮するほか、域内の最貧国に譲許的資
金を提供するアジア開発基金13を通じて、強靭性構築を目的
とする譲許的融資を増やしています。地域レベル、国レベル、
自治体レベルの適応能力の構築も支援していきます。

ADBの持続的開発・気候変動局のブルーノ・カラスコ局長は、
「グリーン・ボンドは、ADBが気候変動や環境の持続可能性
に関する戦略的優先事項を推進するうえで効果的なツールで
あることが実証されています。2015年にグリーン・ボンド・プロ
グラムが開始されて以来、いくつかのセクターにわたる緩和お
よび適応プロジェクトを支援するために、（本報告書の執筆時
点までに）100億ドル近くを調達し、環境の持続可能性を高め
てきました」と述べています。

新型コロナウイルスのパンデミックからの回復に向けて世界
的な努力が続く中、ADBは環境にやさしく、気候や災害に対す
る強靭性、および全ての人々に恩恵が行き渡る包摂性に配慮
した支援を行い、それによって気候変動に関する目標の達成
に向けた内部努力を支えるとともに、気候変動に関する国際
開発金融機関の合同作業部会が策定中の枠組み、パリ協定
の目的に沿って業務を実施していきます。
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ADBは、約定済み案件のうち気候変動の緩和と適応を支援するものの割合を2030
年までに75%以上にします（3年間の移動平均、ソブリンおよびノンソブリン業
務を含む）。また、ADB自身の財源による気候対策関連投融資の2019年から
2030年までの累積目標額を800億ドルとしています。

ADBは2021年に、グリーン・ボンド・フレームワークをグリー
ン&ブルー・ボンド・フレームワークに拡大しました。これによ
り、 ADBの「海洋保全と持続可能なブルー・エコノミーのため
の行動計画」の一環として、海洋保全を対象とする投資がボン
ド・フレームワークの適格事業カテゴリーに追加されます。行
動計画では、海洋保全と持続可能な海洋経済を達成するた
めの重要な課題に取り組む上で、以下の3つの優先事項を規
定しています。
• 重要な海洋生物の生息地および種の保護と回復
• 海洋汚染の低減
• ブルー・エコノミーの構築

戦略的投資によって海洋への影響を軽減できるセクターの例
としては、漁業、養殖、農業、廃水、衛生、廃棄物管理などが挙
げられます。ブルー・ボンド・プロジェクトは、ADBが署名してい
る国際資本市場協会の「グリーン・ボンド原則」と、国連環境計
画ファイナンス・イニシアティブの「持続可能なブルー・エコノ
ミー・ファイナンス原則」の両方に沿ったものとなります。

グリーン・ボンド約定額の内訳 
（国別・％）

出所：アジア開発銀行による推定 出所：アジア開発銀行による推定

グリーン・ボンド約定額の内訳 
（セクター別・％）



4

ADB グリーン・ボンド・

ADBグリーン・ボンドのハイライト 

ADBは気候変動の緩和と適応を目的とするプロジェクトへ
の資金支援を続けており、2015年にグリーン・ボンド・プログ
ラムを開始して以降、これまでに約100億ドルを調達していま
す。ADBのグリーン・ボンド銘柄は多岐にわたり、オーストラリ
ア・ドル、香港ドル、ユーロ、インド・ルピー、テンゲ、ノルウェー・
クローナ、英ポンド、スウェーデン・クローネ、トルコ・リラ、南ア
フリカ・ランドなどの通貨で発行されています。

「我々が引き続きグリーン・ボンド・プログラムを拡大し、開発
途上加盟国が新型コロナウイルスのパンデミックの甚大な影
響に対応し、環境に優しく、インクルーシブで、気候や災害に対
する強靭性に配慮した回復を遂げられるよう、大いに必要とさ
れる資金を調達しているところ、様々な地域のESG（環境・社
会・ガバナンス）投資家から継続した支持を得ていることは嬉
しいことです」と、 ADBのピエール・ヴァン・ペテゲム財務局長
は述べています。

2020年、ADBは主に私募債の形で約7億500万ドルのグリー
ン・ボンドを発行しました。また、初めてカザフスタン・テンゲと
南アフリカ・ランド建てのグリーン・ボンドを発行しました。

ADBは気候関連融資を拡大するとのコミットメントに基づ
き、グリーン・ボンド市場で定期的に起債を行っていく方針で
す。ADBの適格投資事業の基準については、オスロ国際機構
環境研究センター（CICERO）により独立した検証が行われて
います。

適格プロジェクトの選別基準
グリーン・ボンドは、ADBが気候変動に関する戦略的優先事項
を推進するうえで効果的なツールであることが実証されていま
す。これについては「ストラテジー2030業務計画」で説明してい
ます。優先事項には、（i）気候変動の緩和、（ii）気候・災害に対
する強靭性、（iii）環境の持続可能性が含まれます。

11 ADB.2019年.2018年の国際開発金融機関による気候関連融資が過去最高の431億ドルに.プレスリリース.6月13日.
12 ADB.グリーン・ボンド・フレームワーク.マニラ.

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。

(i) 再生可能エネルギー（太陽エネルギー、風力、地熱、20
メガワット未満の小型水力発電）

(ii) エネルギー効率
(iii) 持続可能な交通・運輸（道路を除く）

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。

(i) エネルギー
(ii) 水およびその他の都市インフラ・サービス
(iii) 交通・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、気候変動の緩和と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11 に加えて、ADBのグリーン・ボンド・フレームワーク12

に定義される、環境的に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。

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の業務財源と
して、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
際に資金が提供されるまでの間、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。
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未償還のグリーン・ボンド（2020年末現在）
形式 発行日 償還日 発行額
グローバル 2015年3月19日 2025年3月19日 $500,000,000
グローバル 2016年8月16日 2026年8月14日 $500,000,000
私募債 2017年3月30日 2027年3月30日 $50,000,000
私募債 2017年5月25日 2022年5月26日 A$43,200,000
私募債 2017年5月25日 2022年5月26日 $10,200,000
私募債 2017年5月25日 2021年5月26日 TL105,200,000
公募債 2017年5月24日a 2021年2月24日 ₹5,000,000,000
グローバル 2017年8月10日 2022年8月10日 $750,000,000
グローバル 2017年8月10日 2027年8月10日 $500,000,000
私募債 2017年11月15日 2027年11月15日 A$25,000,000
私募債 2018年1月26日 2028年1月26日 SKr250,000,000
私募債 2018年6月26日b 2023年6月26日 SKr3,500,000,000
グローバル 2018年7月16日 2025年7月16日 €600,000,000
グローバル 2018年9月26日 2028年9月26日 $750,000,000
公募債 2019年1月19日c 2024年1月17日 A$1,110,000,000
私募債 2019年7月8日d 2026年7月8日 SKr4,900,000,000
公募債 2019年9月18日e 2030年3月18日 A$225,000,000
私募債 2019年10月4日 2022年10月4日 NKr1,000,000,000
公募債 2019年10月18日 2026年9月15日 £250,000,000
公募債 2019年10月24日 2029年10月24日 €750,000,000
私募債 2020年1月14日 2021年1月15日 HK$300,000,000
私募債 2020年1月24日 2021年1月25日 HK$300,000,000
私募債 2020年1月30日 2053年1月30日 €40,000,000
私募債 2020年3月12日 2020年3月13日 ZAR450,000,000
私募債 2020年5月13日 2021年5月14日 HK$115,000,000
私募債 2020年6月26日 2021年6月28日 HK$100,000,000
私募債 2020年7月22日 2030年7月22日 $50,000,000
私募債 2020年8月19日 2021年8月20日 HK$200,000,000
私募債 2020年8月25日 2021年8月26日 HK$115,000,000
私募債 2020年9月11日 2021年9月13日 HK$115,000,000
私募債 2020年10月13日 2028年10月13日 SKr500,000,000
私募債 2020年11月16日 2021年11月17日 HK$300,000,000
公募債 2020年11月18日 2022年10月22日 KZT3,875,500,000
公募債 2020年11月18日 2023年1月22日 KZT10,097,000,000
私募債 2020年12月16日 2021年12月17日 HK$100,000,000
私募債 2020年12月21日 2021年12月22日 HK$100,000,000

A$ = 豪ドル、€ = ユーロ、HK$ = 香港ドル、₹ = インド・ルピー、KZT = テンゲ、NKr = ノルウェー・クローネ、£ = 英ポンド、SKr = スウェーデン・クローナ、 
TL = トルコ・リラ、 $ = 米ドル、ZAR = 南アフリカ・ランド。
a 2017年9月1日にリオープン方式により発行。
b 2018年9月13日、2019年1月24日、2019年4月29日および2019年5月23日にリオープン方式により発行。
c 2019年4月16日にリオープン方式により発行。
d 2019年8月30日、2019年11月19日、2020年2月5日、2020年2月15日および2020年10月16日にリオープン方式により発行。
e 2020年1月30日にリオープン方式により発行。
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提案されたプロジェクトのケーススタディ：モンゴルのSermsang Khushig Khundii
太陽光発電プロジェクト向け融資パッケージ（1,870万ドル）

2019年3月、 ADBは、アジアインフラパートナーシップ信託基
金（LEAP）との協調融資により、モンゴルの中央送電システ
ムに電力を供給する15メガワットの太陽光発電所の建設、運
営および維持管理を目的とし、Sermsang Power Corporation 
Public Company LimitedとTenuun Gerel Construction LLCに
1,870万ドルを供与する融資契約に署名しました。

この太陽光発電所は、トゥブ県セルゲレン郡のKhushig渓谷に
位置し、モンゴルのエネルギー需要の約80%を占める地域を対
象とする中央電力システムに電力を供給することになります。

また、年間合計22.3ギガワット時のクリーンな電力を生み出
し、同国の炭素排出量を年間2万6,400トン削減します。これに
より、同国のエネルギー生産に占める再生可能エネルギーの
割合は、2017年の12%から2023年までに20%、2030年までに
30%という目標まで引き上げられます。

再生可能エネルギーの活用は、輸入電力の削減、モンゴルの
エネルギー安全保障の改善、および大気汚染の軽減につなが
ります。

再生可能エネルギー： モンゴルにおける太陽光発電プロジェクトは、
輸入電力の削減、モンゴルのエネルギー安全保障の改善、および大
気汚染の軽減につながります。

提案されたプロジェクトのケーススタディ：インドのデリー・メーラト地域間高速鉄道投
資プロジェクト向け融資パッケージ（10億4,900万ドル）

地域間高速鉄道のマルチモーダル・ハブ。本事業では、エレベータ
ー、通路、エスカレーターや地下道などを経由して他の交通機関（地
下鉄、バスターミナルなど）とスムーズに乗り継ぎができるマルチモー
ダル・ハブを整備します。

駅は、高齢者、女性、子供や障がい者のニーズを考慮して設計
されます。

本事業は、体系的な都市計画と土地利用計画、および二酸化
炭素排出量と大気汚染の削減を通じて、地域全体に大きなイ
ンパクトをもたらし、都市環境を改善すると期待されています。

ADBによる10億4,900万ドルの通常資本財源融資を含むこの
融資パッケージは、2020年8月18日に承認されました。インド
政府が18億9,000万ドルを負担するほか、アジアインフラ投資
銀行、貧困削減日本基金と新開発銀行から10億ドルの協調
融資が供与されます。

このプロジェクトは、デリー・メーラト間の近代的な地域間高
速鉄道の建設を支援するもので、この種の鉄道としてはインド
初となります。デリーはインド首都圏の人口の37%を占めてい
ます。この鉄道プロジェクトは、デリーから首都圏の人口密度
の高い場所を通ってウッタルプラデシュ州のメーラトに至る移
動手段を確立することで、デリーの混雑を緩和し、地域間の接
続性を向上させることを目的としています。

デリー・メーラト地域間高速鉄道（延長82km）は、「首都圏地
域計画2021」に掲げられている、インドの総合交通ネットワー
クにおける3つの優先ルートのひとつで、最初に建設されるこ
とになります。本事業では、線路、駅、維持管理施設、および牽
引電源の建設に必要な資金を提供します。地域間高速鉄道で
は、最新規格に基づく高度な信号システムを採用し、他の交
通機関とスムーズに乗り継ぎができるようにマルチモーダル・
ハブを整備します。



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 
(2020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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

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
(2619/FY2010):  
配電システム損失の削減お
よび高エネルギー効率照明
プログラムによる需要側エ
ネルギー消費の削減

M EE 80.0% 40 400,000 n/a n/a 330,000 • 1億ドル相当の新規配電
網投資の延期 
• 全体的な配電損失を2008
年の8.4%から7.0%に削減 
• 系統平均停電頻度指数を
2008年の1契約者当たり年
6.8回から3.0回に低減 
• 全額実行済

120.00 50.00 12.21 12.21

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

中国：統合された再生可
能バイオマス・エネルギ
ー開発セクター(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
て統合された再生可能バイ
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 RE 100.0% 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

152.54 66.08 26.73 26.73
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http://www.adb.org/projects/40682-013/main?page-3=1
http://www.adb.org/projects/40682-013/main?page-3=1
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

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 RE 100.0% 30 n/a 35,600 6.0 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
でのPNG Power Limitedの
発電燃料費を60%削減

71.60 40.90 37.90 32.50

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(2778/FY2011)：  
グジャラート州パタン地区
にある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 RE 100.0% 40 n/a n/a n/a n/a • 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
ベースライン：0MW) 
• 全額実行済

133.69 100.00 34.55 34.55

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

中国：Everbright 
Environmental Energy 
Limited (地方自治体
廃棄物発電プロジェク
ト) (7368/2899/2900/
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 RE 100.0% 40 n/a 496,000 84.0 255,200 • 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(30.0%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 
• 全額実行済

200.00 100.00 58.29 58.29
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

6 https://www.adb.org/
projects/46914-014/
main#project-pds

域内：東南アジア・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 EE 100.0% 20 150,000 n/a n/a 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相当以上のエネ
ルギーを節約 
• 2019年までにCO2換算で
1年当たり平均9万トンの排
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

200.00 20.00 20.00 10.86

7 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 RE 100.0% 40 n/a n/a n/a n/a • 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 
• 全額実行済

279.00 62.00 43.62 43.62

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/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 RE 100.0% 40 n/a 610,000 120.0 450,000 • 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610GWh
のクリーン電力を発電 
• 2018年までにCO2換算排
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

378.50 100.00 100.00 100.34
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

9 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 RE 100.0% 25 n/a 197,000 50.0 154,446 • 青海省デリンハ市の発
電施設(50MW)が操業
し、設計出力を安定して
発電(2013年ベースライ
ン：0MW) 
• 年間197GWhのクリーン
な電力が発電され、2017
年までにCO2換算で年間
15万4,446トンの排出を
削減(2013年ベースライ
ン：0GWh)

322.26 150.00 150.00 107.47

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

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

M RE 100.0% 30 n/a 2,529,000 320.0 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。

1,239.30 250.00 250.00 197.39

11 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 RE 100.0% 25 n/a 38,000 20.0 35,340 • 2018年以降、年間3万
8,000MWhを発電。 
• 2018年以降、CO2換算
排出量を年間3万5,340ト
ン削減 
• 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。

199.00 9.79 9.79 0.00

10
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

12 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 RE 100.0% 25 n/a 38,000 20.0 35,340 • 2018年以降、年間3万
8,000MWhを発電。 
• 2018年以降、CO2換算
排出量を年間3万5,340ト
ン削減 
• 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。

11の一部 9.81 9.81 0.00

13 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 RE 100.0% 25 n/a 38,000 20.0 35,340 • 2018年以降、年間3万
8,000MWhを発電。 
• 2018年以降、CO2換算
排出量を年間3万5,340ト
ン削減 
• 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。

11の一部 9.79 9.79 0.00

14 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 RE 100.0% 25 n/a 38,000 20.0 35,340 • 2018年以降、年間3万
8,000MWhを発電。 
• 2018年以降、CO2換算
排出量を年間3万5,340ト
ン削減 
• 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。

11の一部 9.81 9.81 0.00

15 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 RE 100.0% 25 n/a 38,000 20.0 35,340 • 2018年以降、年間3万
8,000MWhを発電。 
• 2018年以降、CO2換算
排出量を年間3万5,340ト
ン削減 
• 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。

11の一部 10.79 10.79 0.00

16 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100W増加

M RE 100.0% 25 n/a 190,000 100.0 176,700 • 2018年以降、年間19万
MWｈを発電 
• 2018年以降、CO2換算
排出量を年間17万6,700ト
ン削減 
• 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。

11の一部 50.00 50.00 0.00

11
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

17 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 RE 100.0% 25 n/a 4,870 3.0 2,930 • 中核サブプロジェク
ト：2016年末までに太陽光
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 
• 非中核サブプロジェク
ト：2017年末までに太陽光
発電系統(設置済み発電能
力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 
• 2017年末までにエネル
ギー効率政策実施計画
を策定 
• 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REDD(職員総
数10人)の能力を育成 
• 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 
• 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

24.28 11.19 11.19 6.77

12
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

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

タイ：Chaiyaphum Wind 
Farm Company Limited 
(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 RE 100.0% 20 n/a 128,950 81.0 65,000 • オフテイカーに年間12万
MWh以上の風力電力を供
給(2016～2026年) 
• CO2換算排出量を年間6
万5,000トン以上削減(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

非公開g 53.00 53.00 34.69

19 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
150 MW増設

M RE 100.0% 20 n/a 370,000 150.0 160,114 • 2015年以降、年平均約
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 20.00 20.00 14.56

20 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 RE 100.0% n/a n/a n/a n/a n/a • 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) 
• クライメート・ボンド認証
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出版物を2016年まで
に発行(2015年ベースライ
ン：なし)。 
• 2015年第3四半期人ま
でに1社以上の共同保証
者とリスク分担契約を締
結(2015年ベースライン：
なし)。

688.62 40.64 40.64 16.22
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

21 https://www.adb.org/
projects/49241-001/
main

インド：Mytrah Energy 
(India) Limited(Mytrah風
力・太陽発電開発プロジェ
クト)(7474–7479/3379–
3384/FY2016): ラジャスタ
ン州、マディヤプラデシュ
州、アンドラプラデシュ州お
よびカルナタカ州の4つの
特別目的事業体(SPV)を通
じて合計476MWの風力発
電プロジェクト、およびテラ
ンガーナ州とパンジャブ州
の2つのSPVを通じて合計
100MWの太陽発電プロジ
ェクトに資金を提供。

M RE 100.0% 20 
(風力) 

25 
(太陽)

n/a 1,200,000 576.2 1,185,165 • 2016年までに241MWの
風力発電能力が稼働 
• 2017年にはさらに234MW
の風力発電能力が稼働 
• 2016年までに100MWの
太陽発電能力が稼働 
• 年間発電量は1,200GWh 
• 年間CO2換算削減量は
118万5,165トン 
• 運営のためフルタイム換
算で64人、さらに契約ベー
スで415人を雇用 
• 政府収入への直接貢献
額(法人税)は年平均で8億
9,000万ルピー(1,300万ド
ル相当)

669.50 175.00 97.59 70.58

22 https://www.adb.org/
projects/49366-001/
main

タイ：分散型商業太
陽光発電プロジェクト
(7483/3412/FY2016):  
タイの参加企業が所有ま
たはリースしている商工
業施設の屋上等に発電
能力400kWp～10MWpの
太陽光発電システムを設
置。発電能力の合計は最
大100MWで、参加企業に
先行費用負担がない方法
で行う

M RE 100.0% 25 n/a 120,000 100.0 73,200 • 商工業施設の屋上等に複
数の太陽光発電システムを
設置・運営。発電能力の合
計は最大100MW 
• CO2換算で年間7万3,200
トンの排出を削減

125.40 47.00 47.00 0.00
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

23 https://www.adb.org/
projects/48224-002/
main

インド：需要サイド・エネ
ルギー効率セクター・プロ
ジェクト(3436/FY2016): 
Energy Efficiency Services 
Limited (EESL)への融資を
通じてインドのいくつかの
州における需要サイドのエ
ネルギー効率投資を支援す
る。ADBの融資は優先度の
高い地域を対象とし、EESL
のエネルギー・サービス企
業を通じて地方自治体の街
灯をエネルギー効率が高く
遠隔操作可能なLEDに転
換し、家庭照明を白熱電球
からLEDに転換することで
エネルギー効率を向上さ
せ、農業用水のポンプをエ
ネルギー効率の高いものに
転換する 

M EE 100.0% 11 
(LED) 

10 
(ポンプ)

3,800,000 n/a n/a 3,000,000 • 適格州(ゴア州、マハラシュ
トラ州、ラジャスタン州およ
びテランガーナ州を含む)の
地方自治体の街灯の効率
改善、150万の街灯のLED
への転換 
• 適格州(アンドラプラデシ
ュ州、マハラシュトラ州、ラ
ジャスタン州およびウッタ
ルプラデシュ州を含む)の
電力供給地域における家
庭や公共施設の電球、蛍光
灯や扇風機の効率改善、
合計4,200万のLEDランプ、
天井扇風機、蛍光灯型LED
の設置 
• 適格州(アンドラプラデシ
ュ州、カルナタカ州、マハラ
シュトラ州およびラジャスタ
ン州を含む)の電力供給地
域における農業用水ポンプ
の効率改善、22万5,000の
非効率なポンプをより高効
率のポンプに交換 
• 対象地域の電力消費量を
年間3,800GWh削減 
• 合わせてCO2換算で年間
300万トンの温暖化ガス排
出を削減

400.00 200.00 200.00 127.84

24 https://www.adb.org/
projects/50200-001/
main

パキスタン：Triconboston 
Consulting 
Corporation (Private) 
Limited(Triconboston
風力発電プロジェクト)
(7487/3448/FY2016):  
パキスタン南部シンド州の
タッタ地区に50MWの風力
発電設備を3カ所建設し、
運営する 

M RE 100.0% 20 n/a 520,000 150.0 380,000 • 150MWの風力発電能力
が稼働 
• 年間発電量は520GWh 
• CO2換算で年間38万トン
の排出を削減 
• 運営時にフルタイム換算
で35人以上を雇用

360.00 75.00 75.00 51.38
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

25 https://www.adb.org/
projects/49056-002/
main

パキスタン：クリーン・エネ
ルギーへのアクセス投資プ
ログラム(3476/FY2016): 
再生可能エネルギーへのア
クセスの拡大、具体的には
カイバル・パクトゥンクワ州
とパンジャブ州の非電化地
域の小水力発電、教育施設
や一次医療施設のための
分散型太陽発電へのアクセ
スの拡大、エネルギー関連
のサービスや給付を女性お
よび女児が受けられる機会
の拡大、持続可能性を育む
ための組織・制度能力の強
化、およびパンジャブ州にお
ける公共セクターのエネル
ギー効率の改善を行う

M RE & EE 76.0% 25 n/a 149,300 182.0 74,800 2021年までに： 
• クリーンエネルギー源から
の発電能力が182MW増加 
• 少なくとも2万6,587箇所
に再生可能エネルギーを利
用する発電所を設置 
• 太陽発電施設のある学
校の3割以上を女子校が
占める 
• 新たに電化される対象世
帯の7%以上を女性世帯主
世帯が占める 
• 女性が出産前および出
産時に利用する一次医療
施設500カ所に太陽発電施
設を設置 
• エネルギーの活用につ
いて3,000人の女性に研修
を実施 

2019年までに： 
• 特定された公共セクター
の建物の100%についてエ
ネルギー監査を実施し、モ
デルとなるネット・ゼロ・エ
ネルギー・ビルを建設する

376.45 325.00 247.00 118.47

26 https://www.adb.org/
projects/50156-001/
main

インドネシア：PT Supreme 
Energy Muara Laboh(ムア
ララボ地熱発電プロジェク
ト)(3487/FY2016):  
リキ・ピナワンガン・ムアラ
ラボ特別地区に蒸気生産
井と還元井を建設して地
熱蒸気資源を開発し、出力
約80MWの発電機1基の建
設・運営・維持管理を行う 

M RE 100.0% 30 n/a 630,000 80.0 471,240 • 80MWの発電能力を新設 
• 年間630GWhを発電しオ
フテイカーに供給 
• CO2換算で年間47万1,240
トンの排出を削減 
• 運営時に190人以上を
雇用

590.90 70.00 70.00 64.61
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

27 https://www.adb.org/
projects/49087-001/
main

タイ：Thai-Sunseap Asset 
Company Limited 
(グリッド・パリティ屋上
太陽光発電プロジェクト)
(7494/3490/FY2016): 
タイの参加企業が所有ま
たはリースしている商工
業施設の屋上等に発電
能力400kWp～10MWpの
太陽光発電システムを設
置。発電能力の合計は最
大100MWで、参加企業に
先行費用負担がない方法
で行う 

M RE 100.0% 25 n/a 120,000 100.0 61,056 • 合計100MWのソーラーパ
ネルを設置 
• 太陽光による発電量は年
間12万MW以上 
• CO2換算で年間6万1,056
トンの排出を削減 
• 運営時にフルタイム換算
で15人の雇用を創出

116.15 43.56 43.56 0.00

 

28 https://www.adb.org/
projects/50248-001/
main

カンボジア：Sunseap 
Asset (Cambodia) Co. 
Ltd.(カンボジア太陽発電)
(7498/3495/FY2016):  
官民パートナーシップによ
るBOO(建設・所有・運営)方
式で行われる、首都プノンペ
ンから約150km離れたスバ
イリエン州バベット市にお
ける10MWの太陽発電所の
建設を支援する。本事業は
カンボジア初の大規模な太
陽発電所で、再生可能エネ
ルギーの独立発電事業者 
プロジェクトとして同国初の
競争入札を実施する 

M RE 100.0% 25 n/a 14,000 10.0 9,500 • 2017年7月までに10MWの
太陽発電能力が稼働 
• 発電所から変電所までの
5.5kmの送電線が2017年6
月までに完成 
• 2018年までに年間14GWh
を超える電力をカンボジア
電力公社に供給 
• 稼働後最初の10年間に
CO2換算で年平均9,500トン
の排出を削減 
• 運営段階で2018年までに
フルタイム換算で10人以
上を雇用 
• 政府収入への直接貢献額 
(法人税)は2023年までに年
間2万5000ドル以上に

非公開g 3.60 3.60 2.55
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

29 https://www.adb.org/
projects/50195-001/
main

インド：ReNew Power 
Ventures Private Limited 
(ReNewクリーン・エ
ネルギー・プロジェク
ト) (7495/3488,7504-
7509/3514-3519/
FY2016): アンドラプラデシ
ュ、グジャラート、ジャールカ
ンド、カルナタカ、マディヤ
プラデシュおよびテランガ
ーナの各州で合計709MW
の太陽・風力発電設備を建
設するため、ReNew社が設
立する7つの特別目的事業
体(SPV)に資金を提供。

M RE 100.0% 20 
(風力) 

25 
(太陽)

n/a 1,400,000 709.0 1,200,000 • 2018年までに398 MWの
太陽発電能力が稼働 
• 2017年までに311MWの
風力発電設備が稼働 
• 年間発電量1,400GWh 
• CO2換算で年間120万トン
の排出を削減 
• 運営時に200人以上を
雇用 
• プロジェクトのライフタイ
ムにおける政府収入への直
接貢献額(法人税)は年平均
で1,160万ドル

778.20 194.60 102.10 86.48

30 https://www.adb.org/
projects/49214-002/
main

インド：ソーラー送電セク
ター・プロジェクト(3521/
FY2017): 新たな大型ソー
ラーパークで発電される電
力を州際送電網に供給し、
全国送電システムの信頼性
を改善するために、高圧送
電システムを開発。

M RE 100.0% 40 … … … … • ラジャスタン州バドラのソ
ーラーパークから2,500MW
の電力を供給するた
め、201kmの送電システム
(765kVと400kV)を建設 
• グジャラート州バナスカ
ンサのソーラーパークから
700MWの電力を供給する
ため、95kmの送電システム
(400kV)を建設 
• カルナタカ州トゥムク
ルのソーラーパークから
1,000MWの電力を供給する
ため、195kmの送電システ
ム(400kV)を建設 
• 1,500MWの電力を効率的
に供給するため、リハンド-
ダドリ間の高圧直流ターミ
ナル(500kV)を修復 
• 電力グリッド公社の「環
境・社会政策及び手続」を
ADBが採択し、2016年以
降、電力グリッド公社が追
加対策を実施

450.00 175.00 171.34 171.34
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

• 電力グリッド公社の「工
事・調達政策及び手続」を
ADBが採択し、2017年以
降、電力グリッド公社が追
加対策を実施。」

31 https://www.adb.org/
projects/50146-001/
main

アルメニア：アルメニア電線
網会社(ENA)配電ネットワ
ーク(7514/3540/FY2017)： 
全国各地のENA営業拠点に
おいて配電網およびサービ
スの質を改善し、電力ロスと
運営費を削減し、技術的メン
テナンスと安全性を改善し、
メータリング・システムを近
代化し、配電網を修復・補強
し、新たな顧客を接続し、経
営の国際基準と自動制御シ
ステムを導入する

M EE 100.0% 40 26,500 n/a n/a 11,400 • 配電線400kmを10/0.4kV
の架空線にアップグレード 
• 10/0.4kVの変圧器900台
をアップグレード 
• 変電所550箇所をアップ
グレード 
• 最終消費者向けに自動
メータリング装置25万台
を設置

201.24 80.00 80.00 67.08

  

32 https://www.adb.org/
projects/41504-025/
main

パプアニューギニア：地方
都市電化投資プログラム・
第2トランシェ(3544-3545/
FY2017): 現在フル稼働で
きていないヨンキ・ダム下
流端水力発電施設とワラン
ゴイ水力発電施設の修復、
発電能力3MWのラマゾン
小規模流込式水力発電施
設の建設

M RE 100.0% 25 n/a 84,000 3.0 70,000 • パプアニューギニア電力
公社(PPL)が老朽化した3箇
所の水力発電施設を修復
し、定格出力である28MWま
で回復させる 
• PPLが3MWの水力発電
施設を建設し送電網に接
続する 
• 実施機関とプロジェクト裨
益者の能力開発 
• プロジェクト管理ユニット
が効率的なプロジェクト管
理サービスを提供

76.60 60.90 45.90 28.41

33 https://www.adb.org/
projects/49339-001/
main

サモア：Jarcon PTY 
LimitedとSun Pacific 
Energy Limited (太陽発電
開発-サモア)(7515/3553/
FY2017): 独立発電事業者
によるクリーンかつカーボン
ネガティブな太陽エネルギ
ーの生産 

M RE 100.0% 25 n/a 5,500 4.0 1,644 • 2017年末までに4MWの
太陽発電システムが稼働 
• プロジェクトにより、建設
関連で最大20人を雇用、運
転・維持管理で5人を恒久
的に雇用 
• 全額実行済

7.00 2.00 2.00 1.31
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

34 https://www.adb.org/
projects/50373-002/
main

スリランカ：屋上太陽発
電プロジェクト(3571/
FY2017): スリランカにおい
て屋上太陽発電システムを
設置し、関連市場インフラと
融資対象となり得るサブプ
ロジェクトのパイプラインを
開発し、ステークホルダーの
能力と意識を向上させる

M RE 100.0% 25 n/a 75,600 50.0 55,600 • 5,000万ドルの融資と民間
資金980万ドルを活用して
約6,400件の屋上太陽発電
サブプロジェクトに融資 
• 商業施設と一般家庭向け
屋上太陽発電システムへの
融資を担う民間金融機関
10社の選定 
• 合計発電能力50MWの融
資可能なサブプロジェクト
のパイプラインの開発 
• 借入人、販売会社および
認定技師に適用されるプロ
ジェクトの技術的ガイドライ
ンと基準の制定 
• 設置前と設置後に技術的
検証を実施 
• 特定される技術的欠陥
や故障を分析する報告書
を作成 
• 財務・マスメディア省、民
間金融機関、ディベロッパ
ーからのワークショップ参
加者80名以上(うち30%は
女性)が屋上太陽発電シス
テムに関する知識の向上
を報告 
• 設置する全機器の包括的
なデータベース(一部の屋
上太陽光発電システムの
技術的なオンライン・パフォ
ーマンス情報を含む)の確
立と維持 
• 財務・マスメディア省、民
間金融機関、ディベロッパー
の代表者150名以上が意識
向上キャンペーンに参加

59.80 50.00 50.00 29.17
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

35 https://www.adb.org/
projects/49067-001/
main#project-pds

タイ：Chana Green 
Company Limited (タイ南
部廃棄物発電プロジェクト)  
(7524/3581/FY2017):  
タイ南部のソンクラー県チ
ャナに25MWのバイオマス
廃棄物発電プロジェクトを
建設・運営する。1日当たり
約825トンの農業廃棄物を
利用して再生可能な電力を
発電する

M RE 100.0% 40 n/a 166,000 25.0 72,874 • 合計25MWの再生可能発
電能力を建設 
• 建設中に300人分の雇用
を創出

非公開g 33.60 33.60 32.27

36 https://www.adb.org/
projects/49345-002/
main

スリランカ：風力発電プロジ
ェクト(3585/FY2017):  
北部州マンナール島で風力
発電の開発を行う。具体的
には100MWのウィンド・ファ
ーム、ウィンド・パーク内のイ
ンフラ、ケーブル、連絡道路
等の付帯施設を建設し、お
よび断続的な風力発電の
予測・制御・管理を行う再生
可能エネルギー供給制御
センターを設立し、電力シス
テムの無効電力管理を改善
し、プロジェクトの技術設計
のレビューを行う

A&M RE 100.0% 20 n/a 345,600 100.0 265,700 • 100MWの風力発電パー
クの建設 
• 33kVの地下ケーブル
31kmや連絡道路を含む
ウィンド・パーク内インフラ
の整備 
• 断続的な100MWの風力
発電の予測・制御・管理を
行う再生可能エネルギー供
給制御センターを設立 
• アヌラーダプラ変電所(北
中部州)に100MVAの無効
電力補償装置を設置 
• マンナール変電所(北部
州)に50MVAの無効電力補
償装置を設置 
• 風力タービンの設置、運転
開始と検査の技術的監督、
おょび建設期間中の技術認
証の提供

256.70 200.00 200.00 108.33
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

37 https://www.adb.org/
projects/50174-001/
main

パキスタン：Zorlu Solar 
Pakistan (Private) 
Limited (ゾルル太陽発
電)(7530/3596/FY2017): 
100MWの太陽発電所と関
連インフラの設計、建設お
よび運転・維持管理を支
援する 

M RE 100.0% … n/a 163,100 100.0 100,000 • 太陽発電能力が100MW
増加 
• 建設中に400人以上を
雇用 
• 建設中および運転初期に
政府が合計20万ドル以上
の収入を得る 
• 建設中および運転初期に
合計2,000万ドル以上の物
品等を国内で購入

75.00–90.00f 20.00 20.00 0.00

38 https://www.adb.org/
projects/51209-001/
main

インドネシア：PT Energi 
Bayu Jeneponto  
(インドネシア東部再生可
能エネルギー第1フェーズ)
(7533/3606/FY2017):  
インドネシア東部のEquisグ
ループによる一連の再生可
能エネルギー・プロジェクト
の建設、運営と維持管理を
支援する。第1フェーズはジ
ェネポント(南スラウェシ)の
72MWの風力発電所である

M RE 100.0% 20 n/a 234,000 72.0 159,000 • 72MWの風力発電能力
を設置 
• 建設中に500人以上を雇
用(うち10％は女性) 
• 建設中および運転初期に
政府が合計約400万ドルの
収入を得る 
• 建設中および運転初期に
合計4,100万ドル以上の物
品等を国内で購入

非公開g 56.35 56.35 47.09

39 https://www.adb.org/
projects/50371-001/
main

ベトナム：China Everbright 
International Limited  
(地方自治体廃棄物発電プ
ロジェクト)(7534/3607/
FY2017): 複数の地方自治
体で、EU基準を満たす煙道
ガスの排出制御を含む高度
なクリーン・テクノロジーを
備えた一連の廃棄物発電
所の建設・運営を支援する。
各発電所では地方自治体
廃棄物を焼却し、回収した
熱で発電し、電気を現地の
グリッドに供給する

M RE 100.0% 40 n/a 790,000 110.0 787,300 • 合計110MWの発電能力
を有する地方自治体廃棄
物発電施設を2022年まで
に稼働 
• 1日当たり計7,500トンの
地方自治体廃棄物を処理
できる地方自治体廃棄物発
電施設を2022年までに稼働 
• 建設中、2022年までに2億
5,000万ドルの物品・サービ
スを現地で購入 
• 建設中、2022年までに
1,500人を雇用(うち75人以
上は女性)

非公開g 100.00 100.00 8.11
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

40 https://www.adb.org/
projects/51210-001/
main

インド：Ostro Kutch Wind 
Private Limited  
(カッチ風力プロジェクト)
(7539/3622/FY2017): 
Vestas社のV-110風力ター
ビン(出力2MW)125基を設
置する。Ostro KutchはPTC 
India Limitedと、本事業で
生産される250MWの風力
電力を販売する買電契約を
締結した。インド初の入札
による風力事業の実施を支
援することで、競争入札によ
る風力事業の商業性を実
証し、このセクターにおける
長期的な民間融資の振興
を図る。本プロジェクトはま
た、インドの化石燃料への
依存度の低減と再生可能
エネルギー開発の促進に
貢献する

M RE 100.0% 20 n/a 762,000 250.0 669,036 • 250MWの風力発電設備
を設置 
• 1年当たり762Gwhを発電
しオフテイカーに供給 
• 政府収入への直接的な貢
献額は年平均5,000万ルピ
ーで、2032年には2億5,000
万ルピーに増加 
• 建設中、2億7,110万ドル
の物品・サービスを現地
で購入

非公開g 100.00 100.00 81.82

41 https://www.adb.org/
projects/51186-001/
main#project-pds 

中国：Sinopec Green 
Energy Geothermal 
Development  
(地熱地域暖房) 
(7540/3638/FY2017):  
地熱を利用した一連の都
市地域暖房システムの建
設、買収、修復と運営を支
援する

M RE 100.0% 30 14,293 … … 7,000,000 • 2021年までにSinopec 
Green Energy社が20以上
の地方自治体を地熱地域
暖房システムに接続 
• 建設中、2021年までに79
億人民元以上の物品等を
国内で購入 
• 建設中、2021年までに
2,000人以上を雇用

非公開g 200.00 200.00 8.77
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

42 https://www.adb.org/
projects/50088-002/
main

モンゴル：再生可能エネル
ギー拡張セクター・プロジェ
クト(3708/FY2018):  
モンゴル西部の低開発地
域において、初めて41MW
の分散型再生可能エネル
ギー・システムを開発し、様

な々再生可能エネルギー技
術を用いて地理的に分散し
た負荷中心にクリーンな電
力と熱を供給する。完成す
れば年間99GWhのクリーン
な電力が供給され、同国は
年間8万7,968トンのCO2排
出を削減できる

M RE 100.0% 20 
(風力) 

25 
(太陽)

n/a 99,000 41.0 87,968 • 主要サブプロジェクトによ
り2021年までに西部グリッ
ド・システムに10MWの分
散型再生可能発電能力を
設置し、アルタイ=ウリヤス
タイ・グリッド・システムに蓄
電池を有する15.5MWの発
電能力を設置 
• その他のサブプロジェクト
により2022年までにアルタ
イ=ウリヤスタイ・グリッド・
システムに15MWの分散型
再生可能発電能力を設置 
• 選ばれた5つのアイマグ 
(県)において2023年までに
500kWの浅層ヒートポンプ
を設置 
• 2023年までに西部エネル
ギーシステム国有株式会社
およびアルタイ=ウリヤスタ
イ地域エネルギーシステム
国有株式会社の技師およ
びオペレータ50名以上に能
力開発訓練を提供 
• 2023年までに2023～2030
年を対象とする再生可能エ
ネルギー投資計画および「
再生可能エネルギー法」の
改正案を起草

66.22 40.00 40.00 0.68
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

43 https://www.adb.org/
projects/50330-001/
main

インドネシア：ランタウデ
ダップ地熱発電プロジェ
クト(フェーズ2)(3647/
FY2018): 南スマトラ州に
設計グロス出力98.4MW、ネ
ット出力90.9MWの地熱発
電所を建設し運転・維持管
理を行う事業はパレンバン
の南西約225kmに位置し、
行政区画としてはムアラエ
ニム県、ラハット県およびパ
ガーアラム市にまたがる

M RE 100.0% 30 n/a 702,500 90.9 403,000 • 90.9MWの発電能力を
設置 
• 建設中、1,000人以上を
雇用 
• 建設中および運転初期
に計2億ドルの物品等を国
内で購入 
• 建設中および運転初期に
政府が2,000万ドル以上の
収入を得る 
• 生計・技能開発訓練に参
加し受益する女性が受講者
の30%以上を占める 
• 5以上の事業対象村落に
おいて、5つの女性団体が
生計・技能開発訓練のため
の技術援助および資金援
助を受ける 
• 近隣コミュニティの5人以
上の女性起業家が支援を
受け、事業に必要な物資ま
たはサービスを供給する

709.00 177.50 177.50 148.60
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

44 https://www.adb.org/
projects/51209-002/
main

インドネシア：インドネシ
ア東部再生可能エネル
ギー・プロジェクト(フェー
ズ2)(7550/3653-3656/
FY2018): インドネシア東部
でEquis Energyが設備を建
設・運営し維持管理を行う。
フェーズ2では、北スラウェ
シ州リクパンに21MWの太
陽発電施設と関連インフラ
を、西ヌサトゥンガラ州ロン
ボク島のプリンガバヤ、セロ
ンとセンコールの3箇所にそ
れぞれ7MWの太陽発電施
設と関連インフラを建設す
る。Equis Energyは期間20
年の建設・所有・運営・買電
契約の下でフェーズ2を開
発・実施する

M RE 100.0% 25 n/a 61,000 42.0 41,400 • 42MWの太陽発電能力
を設置 
• 建設中に約800人以上を
雇用(うち30人以上は女性) 
• 建設中および運転初期に
インドネシア政府が115万
ドルの収入を得る 
• 建設中および運転初期に
1,420万ドルの物品等を国
内で購入 
• 最初の4年間、毎年1回、
女性起業家を対象に、再生
可能エネルギーと起業ス
キルに関する能力開発研
修を実施 
• 5人以上の研修参加者
に起業のための技術支援
を提供 
• 5人以上の研修参加者が
サービス部門で就職

53.56 12.49 12.49 10.70

  

45 https://www.adb.org/
projects/51250-001/
main#project-
overview

カザフスタン：バイコヌー
ル太陽発電プロジェクト
(7556/3658/FY2018): 
50MWpの地面設置型太陽
発電施設(および関連インフ
ラ)の建設・始動・運転・維持
管理、およびグリッドへの接
続を支援する。事業の主要
コンポーネントには15万822
枚の光起電力パネル、14の
セントラル・インバーター・ス
テーション、および変電設備
が含まれる。事業はカザフス
タン南部、クズロルダの東、
約30kmに位置し、敷地面積
は150ヘクタール。

M RE 100.0% 25 n/a 73,000 50.0 40,800 • 太陽発電能力が50メガワ
ットピーク増加(公称電力) 
• 建設中に150人以上を
雇用 
• 建設中の政府収入が100
万ドル以上になる 
• 建設中の国内支出が
8,000万ドル以上になる 
• 運転中に30人以上が雇
用され、女性がその5%を
占める 
• 運転中、物資やサービス
に対する年間国内支出額
が50万ドルを超える

72.00 12.00 12.00 9.28
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

46 https://www.adb.org/
projects/51327-001/
main#project-
overview

ベトナム：水上太陽エ
ネルギー・プロジェクト
(7571/3723/FY2018):  
既存のダミ水力発電所の貯
水池に47.5MWのフロート
式光起電力パネルを設置
する。その他の施設には、フ
ロート式のセントラル・イン
バーター、地上変電施設、全
国送電網に接続するための
110kV送電線(延長3.5km)
が含まれる。

M RE 100.0% 25 n/a 63,138 47.5 30,302 • 47.5MWの太陽光発電能
力を設置 
• 送電線総延長が3.5km
増加 
• 建設中に40人以上を雇用 
• 運転中に10人以上を雇用 
• 運転中、物資やサービス
に対する年間国内支出額
が2,500万ドルを超える 
• 建設中および運転初期の
政府収入が年間20万ドル
以上になる 
• 建設中および運転初期の
国内支出が2,500万ドル以
上になる

62.00 20.00 17.60 15.55

47 https://www.adb.org/
projects/51399-001/
main

中国：エコ工業団地廃
棄物発電プロジェクト
(7576/3750/FY2018):  
厳しい環境基準を満たす高
度な排煙制御システムを含
むクリーンな最先端技術を
用いた一連の廃棄物発電
所の建設と運転を支援す
る。各廃棄物発電所は地方
自治体の廃棄物処理ニーズ
を満たし、地域送電網に電
力を供給するほか、工業団
地内の様 な々廃棄物を処理
するための電力と蒸気を供
給できる可能性もある。

M RE 100.0% 40 n/a 275,000 60.0 737,154 • 60MWの廃棄物発電能
力を設置 
• 地方自治体の廃棄物処
理能力が1日当たり3,000ト
ン増加 
• 建設中に40人以上を雇用 
• 50人以上の女性スタッフ
に技術訓練を提供 
• 建設中および運転初期の
国内支出が2,300万ドル以
上になる 
• 運転中に150人以上を新
たに雇用(うち31人は女性) 
• 運転中、物資やサービス
に対する年間国内支出額
が1,100万ドルを超える

400.00 100.00 100.00 51.74
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

48 https://www.adb.org/
projects/52292-001/
main

タイ：タイ・グリーン・ボンド・
プロジェクト(7579/3753お
よび7579/3754/FY2018): 
タイにおける大規模太陽発
電所16箇所の建設とリファ
イナンスのために社債を発
行する。16の発電所に設置
される発電能力は98.5MW。
このうち9箇所・計67.7MW
は完成し運転を開始してお
り、残る7箇所・計30.8MW
は建設中。B. Grimmが社債
を発行しADBが購入する

M RE 100.0% 25 n/a 45,000 30.8 20,115 • B. Grimmによってタイに
建設される7箇所の発電所
により太陽光発電能力が
30.8MW増加 
• 2019年までにグリーン・ボ
ンドの条件遵守保証報告書
が完成し、グリーン・ボンド
認証の申し込みがなされ、
承認される 
• 運転開始後2020年までに
フルタイム換算で5人のロ
ーカル・スタッフを雇用

154.68 154.68 154.68 0.00

49 https://www.adb.org/
projects/49450-008/
main

バヌアツ：エネルギー・アク
セス・プロジェクト(3572/
FY2017): マレクラ島でデ
ィーゼル火力発電を代替
する水力発電所を建設し、
マレクラ島およびエスピリ
トゥサント島の配電網を拡
張する。

M RE 100.0% 30 n/a 2,800 0.4 600 • 2023年2月までに水力によ
り400kWを発電 
• 2023年10月までにエスピ
リトゥサント島とマレクラ島
で1,050の新規顧客を配電
網に接続。これには補助金
による100世帯の母子家庭
の接続を含む 
• 2023年10月までにエス
ピリトゥサント島とマレクラ
島で21kmの送電線および
79kmの配電線を建設 
• 2019年10月までに、新た
に接続される世帯を対象
に、電気の安全な利用、世
帯の公共料金予算および
ビジネス技能研修を含む
研修ワークショップを10回
開催(参加者の40%を女性
とする) 
• ジェンダーに関する意
識向上を含む各種研修を
PMUのスタッフおよび政府
管理職に提供

15.10 2.50 2.50 0.00
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

50 https://www.adb.org/
projects/50059-002/
main

ネパール：送配電効率
改善プロジェクト(3542/
FY2017): ネパール電力公
社を通じて配電システムの
過負荷および技術的・商業
的損失を減らし、関連する
送電線を強化することによ
り、カトマンズ渓谷の配電能
力を強化し電力供給の信頼
性と質を改善する

M EE 100.0% 30 6,500 n/a n/a 54,400 • 220/132kV・160MVAの変電
所2箇所と132/11kV・45MVA
の変電所1箇所を建設し、新
たなキムティ-カトマンズ間送
電線を完成させる 
• カトマンズ渓谷に
132/11kV・45MVAの変電所3
箇所を建設 
• 11kVの給電線300kmの建
設または強化 
• 0.4kVの配電線600kmの建
設または強化 
• 1,000基の配電変圧器を新
設し容量を200MVA追加 
• 90,000個のスマートメータ
ーと関連通信機器を設置 
• 新技術、運営・財務管理お
よび中・長期の配電効率改
善プログラムについてNEA
スタッフ100人(30%以上が
女性)とNEA幹部20人に研
修を実施 
• 民間セクターを含む100人
の地元ステークホルダーを対
象に、各種スマート・グリッド
技術と彼らの役割について研
修および指導を実施 
• NEA/ESSDのスタッフ150
人以上を対象に、NEAが承認
するGESI戦略、GESI実務指
針およびエネルギー・プロジ
ェクトの社会セーフガードに
おけるGESIの効果的な主流
化について訓練を実施 
• 電気利用者組合のメンバー
300人以上(40%が女性)を対
象に、エネルギー・プロジェク
トにおけるGESIの主流化お
よび社会セーフガード要件の
遵守について説明会を実施

189.00 150.00 150.00 29.89
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

• 電気利用者組合の女性500
人以上(社会集団や立場の異
なる人を含む)を対象に、エネ
ルギーを使った起業について
研修を実施

51 https://www.adb.org/
projects/52224-001/
main#project-pds

カザフスタン：Total Eren 
Access M-KAT太陽光
発電プロジェクト(3770/
FY2019): 135MWの地上
設置型太陽光発電所、関連
インフラおよびグリッド接続
の設計・建設・運用により、
固定料金での電力販売を
拡大する。プロジェクトの年
間総出力は207GWhと予測
される。      

M RE 100.0% 25 n/a 207,000 135.0 120,500 • 太陽光発電能力を
135MW増設 
• 建設中に200人以上(うち5
％は女性)を雇用 
• 建設中に政府の総収入が
600万ドル以上となる 
• 建設中に2,000万ドル以上
の物品等を国内で購入 
• 女性労働者全員に導入研
修と安全研修を実施 
• 人事政策を改訂し差別の
禁止とセクシャル・ハラスメ
ントの防止に関する規定を
盛り込む

165.52 41.38 41.38 25.05

 

52 https://www.adb.org/
projects/52127-001/
main#project-pds

モンゴル：Sermsangフーシ
ック・フンディ太陽光発電プ
ロジェクト(3772/FY2019): 
フーシック渓谷に15MWの
太陽光発電所と関連インフ
ラを建設し運用する。年間
22.3GWhのクリーンな電力
を発電し、新国際空港とウラ
ンバートル市に供給する。                                       

M RE 100.0% 25 n/a 22,300 15.0 24,400 • 15MWの再生可能エネル
ギー発電能力を新設  
• 14kmの送電線を新設また
はアップグレード 
• 科学技術大学と共同で年
1度のキャリア開発イベント
を5回開催し、再生可能エネ
ルギー分野での就職機会を
開発。毎年10名以上の女性
を対象とする 
• Sermsang Power 
Corporation Public 
Company Limited(SSP)
およびTenuun Gerel 
Construction LLC (TGC)に
おいてジェンダー差別をし
ない雇用政策および戦略を
策定し、実施する  
• 建設時に52人年分以上の
雇用を創出  

18.70 9.60 9.60 8.63
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

• 運転開始後13人以上を
雇用(うち2人は女性で、1
人を技術職、1人を管理職
とする) 
• 建設中に政府の総収入が
１00万ドル以上となる  
• 建設中に780万ドル以上
の物品等を国内で購入   
• 運転開始後には年間31
万5,000ドル相当を超える
物品およびサービスを現地
で購入

53 https://www.adb.org/
projects/52329-001/
main#project-pds

域内：太平洋再生可能エネ
ルギー・プログラム(3784/
FY2019)： 太平洋島嶼国に
おける再生可能電力プロジ
ェクトへの民間投資の制約
を克服するため、融資、保
証、信用状などの資金援助
を行う包括的なファシリティ
を提供する。

M RE 80.0% 25-30 n/a n/a n/a n/a • 5件の再生可能エネルギ
ー発電プロジェクトへの投
資を支援し、2件以上のプロ
ジェクトがジェンダー要素を
有するものとして分類される 
• プログラムの融資と保証
の総額が5,000万ドルに
達する

100.00 50.00 50.00 0.00

 

54 https://www.adb.org/
projects/51182-001/
main#project-pds

カンボジア：国立ソーラーパ
ーク(3789/FY2019)：  
カンボジアにおける太陽光
発電所の導入・普及を支
援し、(i)低コスト発電の拡
大、(ii)温室効果ガス排出削
減目標に沿ったクリーンエ
ネルギーのシェア増加によ
る発電ミックスの多様化、お
よび(iii)エネルギー分野にお
ける競争入札等のグローバ
ルなベストプラクティスの拡
大、という同国の3つのニー
ズに対応する。

A&M RE 84.7% > 25 n/a n/a n/a n/a • ソーラーパークと送電網の
相互接続を構築 
• 太陽光発電所の建設と運
用、プロジェクトの設計と監
督、グリッドの統合、競争調
達などに関するカンボジア
電力公社の能力を強化

26.71 7.64 7.64 0.37
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

55 https://www.adb.org/
projects/52362-001/
main#project-pds

バングラデシ
ュ：Spectra Solar Power 
Limited(SSPL)(3801/
FY2019)： マニクガンジ県
シバロイ郡パチュリアに、グ
リッドに接続された35MW
の太陽光発電所と関連イ
ンフラを建設する。ローン
の借入人であり、プロジェ
クトを建設・所有・運営す
るSSPLのスポンサーは
Spectra Engineers Limited
とShunfeng Investments 
Limited。

M RE 100.0% 25 n/a 52,200 35.0 33,200 • 35MWの発電能力を新設   
• 7kmの33kV送電線を新設
またはアップグレード  
• 人事政策を改善し、(i)機会
均等と同一賃金、(ii)女性の
福利厚生(例：産休、フレッ
クスタイム、女性専用の苦
情申立制度)、および(iii)性
別に基づく暴力に対するゼ
ロ・トレランス対応の規定を
盛り込む 
• 各事業所に女性従業員向
けの専用施設(トイレ、休憩
室、給水所)を提供し、子供
のいる職員の保育のために
デイケア・サービスを提供 
(子供のいる職員がいる場
合は必須) 
•  ジェンダー担当者がジェ
ンダー行動計画の実施を
推進し、ジェンダー行動計画
に定められた目標を達成す
るため社内の社会的責任
チームおよび人事チームを
支援する 
• 建設中に200人以上を雇
用(うち10%は女性) 
• 建設中および運転開始後
に政府の総収入が１30万ド
ル以上となる 
• 建設中および運転開始後
に50万ドル以上の物品等を
国内で購入 
• 全従業員(請負業者を含
む)が、ジェンダーに基づく
暴力について感受性を高
めるためのトレーニングを
受ける   
• 影響を受ける3つの村で、
ジェンダーに基づく暴力に
ついて意識向上トレーニン
グを実施

55.00 15.00 15.00 0.00
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

• すべての村と建設現場に、
ジェンダーに基づく暴力に
ついて注意を喚起する看
板を提供 
• トレーニングと能力開発に
割り当てられた金額の60%
を、会社の社会的責任部門
を通じて女性の技能開発と
生計支援に支出 
• 奨学金を通じて小中学
校の女子生徒20人の教育
を支援 
• 影響を受ける3つの村の
女性に近代的衛生施設
を提供 
• 正式な法律上の助言を事
業契約および金融関連文
書に組み込む 
• 保険アドバイザーを雇用
し、保険の適用範囲を確
立する

56 https://www.adb.org/
projects/50240-001/
main#project-pds

ソロモン諸島：ティナ川水
力発電(3828/FY2019)： 
ティナ川沿いに15MWの水
力発電所を設計・建設・運
営し、ソロモン諸島の首都
ホニアラに電力を供給す
る。本事業はホニアラの電
力需要の68%を供給すると
予想されており、ディーゼル
を水力に置き換えることで
発電コストと温室効果ガス
の排出を削減する。 

A&M RE 80.0% 30 n/a 76,900 15.0 49,500 • 特殊事業会社が15MW
の水力発電所を建設・運
営する 
• 20kmのアクセス道路を
建設 
• 23kmの33kV送電線を新
設またはアップグレード 
• 生計訓練参加者(30%以
上は女性)の80%以上がス
キルの向上を報告

222.57 18.00 18.00 0.00
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

57 https://www.adb.org/
projects/53106-001/
main#project-pds

ベトナム：湾岸太陽光発
電プロジェクト(3852/
FY2019): タイニン省のタン
タンコン工業団地に50MW
の太陽光発電所と関連する
送電線を建設し、運用する。 

M RE 100.0% 25 n/a 62,000 50.0 29,760 • 50MWの太陽光発電能
力を新設 
• 運転開始後に14人以上を
雇用し、性別データを収集 
• 運転開始後2023年までに
政府の年間収入が4万5,142
ドル以上となる

51.50 11.30 11.30 10.73

  

58 https://www.adb.org/
projects/53270-001/
main#project-pds

ベトナム：B. Grimm ベトナ
ム太陽光発電プロジェクト 
(フーイエン省プロジェクト)
(3902/FY2020)： フーイエ
ン省に257MWの太陽光発
電所および関連施設を建設
し、運用する。

M RE 100.0% … … … 257.0 123,000 • 2019年までに257MWの
太陽光発電能力を装備ー
当発電所は2019年6月に商
業運転を開始した(2018年
ベースライン：0) 
• 2019年までに12.2 kmの
送電線(220kV)を新設また
はアップグレード(2018年ベ
ースライン：0) 
• 2025年までに、Phu Yen 
Joint Stock Companyの人
事規則に報酬の平等、職場
環境(衛生)の改善、社会保
障給付へのアクセス、およ
びセクシャルハラスメント
防止に関する規則が導入
され、実施状況が毎年報告
される(2019年ベースライ
ン：なし)。 
• 2021年までに、フーイエン
省に住む技術分野の2名以
上の女子学生または卒業生
を対象とする年間インター
ンシップ・プログラムを企画
し、実施する(2019年ベース
ライン：なし)。 
• 2025年までに、メンテナン
ス、清掃、または草刈りに関
する雇用の50%以上を女性
に割り当てる(2019年ベース
ライン：12%)。

186.00 27.90 27.90 0.00

  

34

https://www.adb.org/projects/53106-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/53106-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/53106-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/53270-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/53270-001/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/53270-001/main#project-pds


# 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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

59 https://www.adb.org/
projects/54035-001/
main#project-pds

インド：グジャラート州太
陽発電プロジェクト(3904/
FY2020)： インドのグジャラ
ート州に200メガワットの太
陽光発電所を建設する。

M RE 100.0% … … 439,000 200.0 385,000 • 2022年までにオフテイカ
ーに供給される電力量が年
間439ギガワット時増加 
• 運用期間中に22人以上を
雇用し、2022年までにうち4
人を女性とする 
• 2022年までに、本事業によ
る国内での物品・サービス
の年間調達額が120万ドル
を超える 
• 本事業の運用に関連す
る政府への年間支払額が
2022年までに20万ドルを
超える 
• 2021年までに200メガワッ
トの発電能力を装備  
• 建設中に400人以上を雇
用し、2021年までにうち30％
を女性とする  
• 本事業の建設に関連する
国内調達額が2021年まで
に5,440万ドルを超える

152.40 65.50 65.50 9.73

  

 

60 https://www.adb.org/
projects/54268-001/
main#project-pds

タイ：再生可能エネルギ
ーおよび電気自動車充電
ネットワークのためのグリ
ーン・ローン(7644/3966/
FY2020)： タイの主要都
市を網羅する包括的な電
気自動車充電ネットワーク
(EVCN)を構築することで、
同国の再生可能エネルギ
ー・セクターを支援し、グリー
ン・ローンに対する意識を高
め、従来の自動車産業から
電気自動車産業への移行
を支援する。

M RE 100.0% … … … … 53,250 • Energy Absolute 向けの融
資が2020年までに気候ロー
ンとして認定される(2019年
ベースライン：なし) 
• 2022年までに2,800以上
の充電コネクタを有する
包括的な電気自動車充電
ネットワークを構築(コネク
タ数の2019年ベースライ
ン：1,000)。 
• 気候ローン認定書の発行
前および発行後の報告書
を、2020年までに気候債券
イニシアチブに提出。 

47.62 47.62 44.44 0.00
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

• ナコーンサワン太陽発電
プロジェクトとハヌマン風
力発電プロジェクトのオフ
テイカーへの電力供給が
2022年まで同様の水準で
継続する(2019年ベースライ
ン：620GWh/年) 
• 経営陣が、女性スタッフ
の採用、定着と昇進の促進
を目的としたジェンダー・イ
ンクルージョン政策を2021
年までに1つ以上策定・承
認する 

61 https://www.adb.org/
projects/53340-001/
main#project-pds

ウズベキスタン：ナヴォイ
太陽光発電プロジェクト
(7647/3986/FY2020):  
ウズベキスタンのナヴォイ
地区に100メガワットの太陽
光発電所を建設し、グリッド
に接続する。

M RE 100.0% … … 258,200 100.0 157,502 • 2023年までにオフテイカ
ーに供給される再生可能電
力量が年間258.2ギガワット
時以上増加 
• 運用期間中に22人以上を
雇用し、2023年までにうち3
人を女性とする 
• 運用期間中の年間国内調
達額が2023年までに15万ド
ルを超える 
• 2022年までに100メガワッ
ト以上の発電能力を新設  
• 建設中に900人以上を雇
用し、2022年までにうち15
人を女性とする  
• 2022年までに、プロジェク
トの現場に女性従業員専
用の施設(トイレ、休憩室、
給水所)を設置する  
• 2025年までに、再生可能
エネルギー分野で女性・女
児を支援する具体的なプロ
グラムを含む社会的責任プ
ログラムを策定し、実施する 

21.00 13.00 13.00 0.00
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

62 https://www.adb.org/
projects/46122-005/
main#project-pds

モルジブ:離島における持
続可能なエネルギー開発
プロジェクトの準備 - 追加
融資(3995/FY2020)：  
約160の島で、太陽光発電
とディーゼルによるハイブ
リッド・グリッドの設備を設
置する。本事業では、非効
率なディーゼル発電グリッ
ドを、再生可能エネルギー
とディーゼルの両方による
ハイブリッド・システムに置
き換える。

A&M RE & EE 100.0% … … … 24.5 4,501 • 離島におけるディーゼル
燃料消費量を2024年まで
に0.1～0.3リットル/kWhま
で段階的に削減(2012年ベ
ースライン：0.45～0.70リッ
トル/kWh) 
• 電気料金を改善し、2024
年までに平均でコストの
100%近くを回収できるよう
にする(2011年ベースライ
ン：現在の小売料金は平均
でコストの50%未満)  
• 160の島において、2023年
までに、プロジェクトと民間
セクターにより24.5MWの太
陽光発電能力を装備、容量
9.5MWhのエネルギー貯蔵
施設を設計および設置、合
計20MWのディーゼル発電
装置を交換、および配電網
をアップグレード(2018年ベ
ースライン：太陽光発電能
力は10.5MW、エネルギー
貯蔵容量は5.0MWh、ディー
ゼル発電能力は12.0MW) 
• 2023年までに太陽光発電
を利用する製氷機を4つの
島に設置 
• 2023年までに1つの島に
災害耐性のある配電システ
ムを設置 
• 2023年までに、再生可能
エネルギーを動力源とする
輸送用フェリー1艘を開発 
• 2023年までに、調達、プロ
ジェクト管理、技術および財
務管理、セーフガード支援、
および関連パイロット事業
の特定を含む再生可能エ
ネルギーへの移行のための
ロードマップを実施

11.00 7.74 7.74 0.00
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

• 2023年までに、最大80
名のFENAKA Corporation 
LimitedおよびState Electric 
Company Limitedのスタッ
フ(目標として25%以上を女
性とする)が、再生可能エネ
ルギー・システムに関するロ
ードマップの実施および実
証済みソリューションのス
ケールアップについて研修
を受ける 
• 2023年までに、再生可能
エネルギーと家庭の需要管
理に対する意識を高めるた
め、本事業の対象となる離
島の女性開発委員会や女
性世帯の消費者を対象とし
て、ジェンダー・インクルーシ
ブなコミュニティ・アウトリ
ーチ・プログラムを実施する
(全参加者の50%以上を女
性とする) 
• 2023年までに、女性が経
営する中小企業の夜間料
金およびオフピーク料金
の削減に関する研修・啓蒙
セッションをプロジェクトの
フェーズごとに2回以上実
施する

63 https://www.adb.org/
projects/51308-004/
main#project-pds

インド：メガラヤ州配電セ
クター改善プロジェクト
(3996/FY2020): メガラヤ
州において配電網の強化と
近代化、技術的損失と非技
術的損失の削減、および電
力品質の向上を行う。 

A&M EE 100.0% … … … … 162,022 • 2025年までに23箇所の
33/11kV変電所を新設 
• 2025年までに45箇所の既
存の33/11kV変電所をアッ
プグレードおよび近代化 
• 2025年までに33kVおよび
11kVの配電線1,440kmを新
設し、既存の配電線774km
をアップグレード 
• 2025年までに136台の自
動リクローザと597台の故
障表示器を設置

168.00 132.80 118.40 0.00
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

• 選ばれた3つの村の全世
帯をミニ・グリッド・システム
に接続する配電網を2025年
までに改修 
• 2024年までに18万世帯に
スマートメーターを設置 
• 2024年までに、検針、請
求および料金徴収をオンラ
インで行うシステムを7万
5,000世帯に設置 
• 2024年までにメーター試
験所を新設し、運用を開
始する

64 https://www.adb.org/
projects/51033-001/
main#project-pds

中国：北京首都圏・天津・河
北地域の大気質改善ーグ
リーン・ファイナンス拡大プ
ロジェクト(4023/FY2020): 
エネルギー効率、よりクリー
ンな輸送システムの開発、
再生可能エネルギーの開発
および冷却システムの改良
により、北京首都圏・天津・
河北地域および長江デル
タ地域の大気質の向上と
温室効果ガス排出量の削
減に関する新たな課題に対
処する。

M RE & EE 100.0% … … … … 800,000 2027年までに：  
• 年間排出量でNOxを449
トン以上、SO2を67トン以
上、粒子状物質を44トン以
上削減  
• ハイドロフルオロカーボン
類(HFC)を含む温室効果ガ
スをCO2換算で年間80万ト
ン以上削減  
 
2026年までに： 
• このプラットフォームに
よりレバレッジされる新規
国内融資が31億人民元を
超える  
• 1つ以上の電気自動車高
速充電システムのデモンス
トレーションを実施  
• HFC排出量削減のために
少なくとも4つの冷却システ
ムを改修  
• 対象地域において変換効
率の高い再生可能エネルギ
ー・システムを2つ以上開発  
• 再生可能エネルギー分野
の女性管理者向けに2回以
上のネットワーキング・イベ
ントを開催

650.78 150.00 135.00 0.00
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

65 https://www.adb.org/
projects/53192-001/
main#project-pds

インド：ベンガルール高
エネルギー効率スマート
配電プロジェクト(4028/
FY2020): ベンガルール市
において架空配電線を地中
ケーブルに置き換え、配電
自動化システム(DAS)に対
応した自動リング・メイン・
ユニットを設置する。

A&M EE 100.0% … 損失を9.1%
まで低減

… … 113,653 • 2025年までに11kVお
よび1.1kVの架空配電線
7,200kmを地中ケーブルに
置き換え、2,800kmの光ファ
イバー・ケーブルを敷設 
• 2025年までに配電自動化
システムに適合した自動リ
ング・メイン・ユニット 1,700
台を設置 
• 2025年までに、国際的優
良事例を反映した地中ケー
ブルの運用・保守マニュア
ルを作成 
• 2025年までに、Bangalore 
Electricity Supply Company 
Limited の経営陣が環境社
会管理システムを開発・採
用し、3人以上の関連スタッ
フが同システムの運用につ
いて訓練を受ける

277.30 100.00 26.30 0.00

  

66 https://www.adb.org/
projects/49423-006/
main#project-pds

バングラデシュ：バング
ラデシュ電力システム強
化・効率改善プロジェクト
ー追加融資(4039-4040/
FY2020): バングラデシュ
の農村地域における配電網
を、当初のプロジェクトより
もさらに改善する。

M EE 3.9% … 送電損失を
3%から2.5%
、配電損失

を12.5%から
9%に低減

… … 68,727 • 2026年までに農村部の
102万5,000世帯を含む約
110万の新規利用者を電力
網に接続し、87万5,000人以
上の女性に利益をもたらす 
• ダッカ市のダッカ電力供
給会社の給電地域におい
て、系統平均停電頻度指
数を2026年までに25%以
上低減 
• バングラデシュ農村電化
委員会の系統平均停電頻
度指数を2026年までに22%
以上低減 
• 送電損失を2026年までに
2.5%まで低減 
• 農村部の配電損失を2026
年までに9.0%まで低減

313.50 200.00 7.80 0.00
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

• 承認された規制に従って
毎年料金の見直し・改定
を行い、送電および配電
事業者の費用回収率を高
めていく 
• 2025年までに約174km
の400kV送電線と関連施
設を建設 
• 2025年までにダッカ市に
配電自動化システムを設置 
• 2025年までに38,000km以
上の33kVおよび11kV配電
線と関連施設を修復 
• 2025年までに、設計上高
齢者・女性・子供・障がい
者に配慮した33kVおよび
11kV配電線15,990km以上
および関連施設を建設 
• 2025年までに、200人(30%
以上を女性とする)にエネル
ギーを使った生計に関する
研修を実施し、50の小企業
(50%は女性起業家を経営
者とする)を支援する 
• 1,000人以上のエンドユー
ザー(40%以上を女性とす
る)にエネルギーの安全か
つ効率的な利用について研
修を実施 
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

67 https://www.adb.org/
projects/54107-001/
main#project-pds

ネパール：電力網近代化プ
ロジェクト(4014/FY2020): 
ネパールの送配電システム
の近代化に関する優先度の
高い投資案件に融資する。

A&M EE 100.0% … システム損
失を15%まで

低減

… … 34,716 • 2026年3月までに全国各
地34箇所の既存変電所を
自動化 
• 2026年3月までに220kV送
電線25kmおよび132kV送
電線88kmを建設 
• 2026年3月までに、Lapang
とRahughatに合計400MVA
の自動化された220kV変電
所、およびBorang、Dandakh
et、Keraun、Lapang、Madich
aur、Pangtang、とRahughat
に合計361.5MVAの132kV
変電所を設置 
• 2026年3月までに第1州、
第2州とバグマティ州におい
て、既存の送電線(132kVと
66kV)144kmをより効率の
良い高温低弛度電線にアッ
プグレードする 
• 2026年3月までに、カトマン
ズに設置する配電管制セン
ターの運用を開始し、スタッ
フの30%以上を女性とする 
• 2026年3月までに、カトマン
ズ渓谷の35万の利用者向
けにスマートメーターを新設 
• Morang地区に敷設される
30kmの33kV配電線および
各地に設置される4箇所の
32MVA・33/11kV自動変電
所で構成される配電システ
ムが2026年3月までに稼働
し、供給の改善により13万
4,000世帯が裨益する 
• 2026年3月までに、対象地
域の2,000人以上の電気利
用者(うち30%以上が女性、
かつ30％が恵まれないグ
ループに属する)が、エネル
ギーの安全かつ効率的な
利用に関する知識を得たと
報告する

195.00 156.00 90.70 0.00
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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

RE(再生可能
エネルギー)
またはEE 

(エネルギー
効率)

CEコンポー
ネントのシ

ェア

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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボ
ンド適格額d 
(百万ドル)

実行額e 
(百万ドル)

ＳＤＧｓ 
(持続的開発目標)

68 https://www.adb.org/
projects/53192-003/
main#project-pds

インド：ベンガルール高
エネルギー効率スマート
配電プロジェクト(4024/
FY2020): ベンガルール市
において架空配電線を地中
ケーブルに置き換え、配電
自動化システム(DAS)に対
応した自動リング・メイン・
ユニットを設置する。

A&M EE 100.0% … … … … 温室効果ガ
スの削減は

SARD(53292-
001)で計上

• 2025年までに11kVお
よび1.1kVの架空配電線
7,200kmを地中ケーブルに
置き換え、2,800kmの光ファ
イバー・ケーブルを敷設 
• 2025年までに配電自動化
システムに適合した自動リ
ング・メイン・ユニット 700
台を設置 
• 2025年までに、国際的優
良事例を反映した地中ケー
ブルの運用・保守マニュア
ルを作成 
• 2025年までにBangalore 
Electricity Supply Company 
Limited の経営陣が環境社
会管理システムを開発・採
用し、3人以上の関連スタッ
フが同システムの運用につ
いて訓練を受ける

277.30 90.00 23.70 0.00

  

再生可能エネルギーおよびエネルギー効率のグリー
ン・ボンド適格額・割り当て済み金額の合計

4,283.34 2,122.73

ADB = アジア開発銀行、CE = クリーン・エネルギー、CO2 = 二酸化炭素、EE = エネルギー効率、ESSD = 環境社会調査部、FTE = フルタイム換算、FY = 会計年度、GESI = ジェンダーの平等と社会的受容、GHG = 温室効果ガス、GW = ギガワット、 
GWh = ギガワット時、ha = ヘクタール、km = キロメートル、kW = キロワット、kWp = キロワット・ピーク、kV = キロボルト、LED = 発光ダイオード、m3 = 立方メートル、MOFMM = 財務・マスメディア省、MVA = メガボルトアンペア、MW = メガワット、 
MWh = メガワット時、MWp = メガワット・ピーク、NEA = ネパール電力公社、PFI = 民間金融機関、PMU = プログラム管理ユニット、PRC = 中国、RE = 再生可能エネルギー、REDD = 再生可能エネルギー開発部、SPV = 特別目的事業体、 
t/ha = トン/ヘクタール、WTE = 廃棄物発電。

注：
a この列はプロジェクトの目的が気候変動への適応（A）か気候変動の緩和（M）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、「n/a」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開発金

融機関調和化アプローチを利用している。
c 総事業費のうち、ADBが通常資本財源から融資する金額。 
d キャンセル分と返済額を除く。 
e グリーン・ボンドによる調達資金のうち、プロジェクトの貸付実行に割り当てられた金額から全額実行済みのプロジェクトについては返済額を差し引いたもの。ゼロ（0）は2020年末時点で実行額がゼロであることを意味する。
f 推定値。
g 秘密保持契約のため総事業費は開示できない。

出所：ADB
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B. 持続可能な交通運輸
(2020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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

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
利便性の向上および域内貿易の増加、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 • 全国輸送貨物量を600万トンに増加(2008年ベース
ライン：300万トン) 
• 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) 
• 全額実行済

166.70 125.00 18.89 18.89

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):  
公共交通の接続性を向上させ、ハノイ市5区のアクセ
ス性を大幅に改善し、より良い公共交通システムの
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

856.00 293.00 293.00 58.29

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 
• 能力育成プログラムの実施 
• 全額実行済

300.00 250.00 203.10 203.10

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
改善および移動性向上の支援 

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 
• 全額実行済み

150.00 150.00 106.25 106.25

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換算で年平均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  
• 高速バス輸送システム(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

255.00 100.00 100.00 53.10
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

6 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

971.60 500.00 500.00 0.00

7 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、(i)BRT路線(BRT車庫を含
む)を建設し、(ii)歩行者・自転車用施設を改良し、(iii)
駐車管理計画を策定し、(iv)その他の交通需要管理
措置を実施する

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に向上 
• 乗客の平均移動時間を2011年の20分から10分に
短縮 
• 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 
• 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

515.10 150.00 96.29 96.29

8 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路線-フェー
ズBプロジェクト(3062/FY2013): 市の主要経路に
大量高速輸送システムを構築することにより、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

259.00 176.00 136.68 110.33

9 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

547.60 180.00 160.00 160.00

10 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)  
• 全額実行済

100.00 100.00 62.47 62.47
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

11 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(3109/FY2014): 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を通じて、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
物列車については4,700億トンキロ、旅客列車につい
ては1,500億旅客キロとする 
• 中国の鉄道によ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

580.15 170.00 140.90 140.90

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

バングラデシュ：SASEC鉄道接続性: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)

805.00 400.00 400.00 159.86

13 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)

294.00 200.00 180.00 130.99

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

ベトナム：ハノイ都市鉄道システム(第3路線：ニョン-
ハノイ駅区間)(追加融資)(3363/FY2015): 公共交
通の接続性を向上させ、ハノイ市5区のアクセス性を
大幅に改善し、より良い公共交通システムの不可欠
な一部として、温室効果ガス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

385.20 59.00 59.00 0.00

15 https://www.adb.org/
projects/32234-063/main

バングラデシュ：鉄道セクター投資プログラム-第4ト
ランシェ(3376/FY2016): バングラデシュ鉄道輸送
の効率と安全性を改善

M • トンギ・バイラブバザール間を毎日運行する旅客列
車の数を25％増やす(2011年ベースライン：44本) 
• 年間旅客数を10%増やす(2011年ベースライ
ン：6,600万人) 
• 全額実行済

52.47 50.00 21.10 21.10

16 https://www.adb.org/
projects/46452-003/main

バングラデシュ：SASECチッタゴン-コックスバザー
ル区間鉄道プロジェクト・第1フェーズ・第1トランシェ
(3438/FY2016): バングラデシュ南東部においてドハ
ザリ-コックスバザール間鉄道路線(102km)を新設し、
鉄道セクターのプロジェクト管理・実施能力を強化す
ることにより、バングラデシュおよび準地域レベルの
鉄道網の改善を図る。

M 2024年までに： 
• チッタゴン=コックスバザール間を10本の旅客列車
が毎日運行(2016年ベースライン：0) 
• チッタゴン=コックスバザール間の年間旅客数290
万人(2016年ベースライン：0) 
• コックスバザール地区をバングラデシュおよび準地
域の鉄道網に接続(2016年ベースライン：未接続)

400.04 210.00 210.00 195.12
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

17 https://www.adb.org/
projects/47279-003/
main#project-pds

パキスタン：カラチ高速バス輸送システム・プロジェ
クト・プロジェクト設計先行融資(6008/FY2016): 高
速バス輸送システム(BRT)を通じて統合された都市
交通の課題に対する包括的なソリューションを提供

M • カラチの公共輸送機関を改善(100万人が裨益) 
• プロジェクト設計先行融資(PDA)を通じてコンサル
ティング・サービスの資金を提供し、プロジェクトを調
達可能な段階まで準備する

200.00 9.70 8.33 8.33

18 https://www.adb.org/
projects/48289-002/
main#project-pds

パキスタン：ペシャワール持続可能な高速バス輸送
路線プロジェクト・プロジェクト設計先行融資(3543/
FY2017): 都市部の大量輸送機関として高速バス輸
送システム(BRT)を提供し、移動性と公共スペースを
改善する

M • ペシャワールの公共交通を改善(50万人を超える市
民が直接裨益) 
• PDAを通じてプロジェクトを調達可能な段階まで
準備する 
• コンサルティング・サービスを対象とし、その内容は
設計、調達および建設管理、運営設計およびビジネ
スモデル、プロジェクト管理、調整および能力開発。

587.00 335.00 335.00 291.89

  

 

19 https://www.adb.org/
projects/42019-013/
main#project-pds

中国：山岳鉄道安全性強化プロジェクト (3556/
FY2017): 中国南西部の山岳地域において、政府に
よる鉄道輸送システムの安全性、信頼性と効率の改
善を支援する。 

M • 鉄道の信号・通信・給電システムの開発。これには、
一元化された操車と列車のモニタリング、自動閉塞
信号、連動装置や列車制御システム等の、列車運行
の安全性を向上させる信号・通信機器が含まれ、電
源および鉄道橋の安全に資する橋梁支承の調達も
対象とする。  
• トンネルの安全に関する運転・モニタリング・シス
テムの設置。機器には、照明、換気、消火・防火シス
テム、緊急救助システムと災害管理システムが含ま
れる  
• 鉄道の安全管理に関する組織能力を強化するた
め、実施機関のスタッフ約100名に研修を実施し、最
新テクノロジーや新しい維持管理手法に関する技術
交換を行ってスタッフに知識を得てもらう

860.00 180.00 180.00 18.97

20 https://www.adb.org/
projects/50010-002/
main#project-pds

中国：山東省泉城環境に優しい近代的トロリーバス
実証プロジェクト (3583/FY2017): 山東省済南市の
都市交通環境を改善するため、近代的トロリーバス・
ネットワークの開発を通じて市内の汚染物質を低減し
渋滞を緩和する

M • 優先順位が高い高品位のBRT車線を39路線、計
111.2km整備し、電気トロリーバスを運行させる。中央
分離帯に93の駅を新設し、65の駅をアップグレードし
てリアルタイムの乗客用情報システムを設置する。車
庫は既存の8箇所をアップグレードし、8箇所を新設。
牽引用変電所36箇所と電線を新設する。

422.00 150.00 150.00 28.24
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

21 https://www.adb.org/
projects/50312-003/
main#project-overview

バングラデシュ：鉄道車両運用改善プロジェクト
(3645-3646/FY2018): 近代的車両の調達、車両維
持管理能力を強化する投資プロジェクトの準備、およ
び実施中の鉄道改革の支援を通じてバングラデシュ
鉄道の営業効率を改善する

A & M 2021年までに：  
• 広軌機関車40両を調達(2016年ベースライン：なし)
、メーターゲージ荷物専用車75両と広軌荷物専用車
50両を調達(2016年ベースライン：なし)、メーターゲ
ージ有蓋貨車400両と広軌有蓋貨車300両を調達
(2016年ベースライン：なし)、メーターゲージ無蓋貨
車80両と広軌無蓋貨車120両を調達(2016年ベース
ライン：なし) 
• 機関車およびディーゼル気動車の保守施設4箇所
の詳細設計を完成させる 
• バングラデシュ鉄道の機関車運転士100人に対し
APUの操作に関する訓練を実施(2016年ベースライ
ン：0) 
 
2022年までに： 
• 客車1両・稼働1日当たりの車両キロを10%増加
(2016年ベースライン：広軌普通客車が469、広軌のそ
の他の客車が194、メーターゲージ普通客車が262、
メーターゲージのその他の客車が89) 
• 貨車1両・稼働1日当たりの車両キロを10%増加
(2016年ベースライン：広軌貨車が58.7、メーターゲー
ジ貨車が10.1) 
• 旅客キロを10%増加(2016年ベースライン： 
91億6,700万) 
• トンキロを10%増加(2016年ベースライン： 
6億7,500万) 
• 公共サービス義務を除く営業係数を15%改善 
(2016年ベースライン：246%) 
• APU搭載ディーゼル機関車の燃料消費を10%削減
(2016年ベースライン：APUなしの機関車1台・1日当
たり350リットル)

453.37 360.00 360.00 33.84

 

22 https://www.adb.org/
projects/51274-001/
main#project-pds

タイ：バンコク大量高速輸送(3669, 3672/FY2019)：  
バンコクのMRTピンクラインとイエローラインのモ
ノレール・システムを建設する。タイ高速交通公社
(MRTA)が土地と通行権の確保を担当し、民間セクタ
ーは土木工事、監視・評価システム、および車両(運
用・保守サービスを含む)に関する全ての投資を行う。

A & M • 2025年までにCO2換算で年平均5万トンの排出を削
減(2017年ベースライン：0)

2,960.00 318.00 318.00 66.68
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

23 https://www.adb.org/
projects/49469-007/
main#project-pds

インド：ムンバイ・メトロ・レール・システム・プロジェ
クト(3775/FY2019)： (i)エネルギー効率に優れた車
両の製造、(ii)信号、列車制御、プラットフォーム・アク
セス・システムの設置、および(iii)ムンバイ・メトロ運
営組織の設立を通じて、延長58kmの都市高速鉄道
路線の開設を支援する。

M 2023年までに： 
• メトロ・レール・システムのピーク時のピーク方向
のトラフィックが2万1,500に増加(2018年ベースライ
ン：0) 
• メトロ・レール・システムの交通事故が、既存の郊外
鉄道システムと比較して95%減少(2018年ベースライ
ン：死亡者が年間3,000人) 
• 男性、女性、高齢者、および障害をもつ利用者の
60%以上が、料金の安さ、セキュリティ、安全性、信頼
性、接続性、快適性という点でメトロに好印象をもつ
(2018年ベースライン：0)

1,675.00 926.00 926.00 117.07

  

24 https://www.adb.org/
projects/51052-002/
main#project-pds

ウズベキスタン：鉄道効率改善プロジェクト(3785/
FY2019): ウズベキスタンの鉄道運営効率を向上さ
せ、運営上のボトルネック(電気機関車など)を解決す
る投資を組み合わせ、運営手法を改善するための戦
略的支援を行う。

M 2026年までに： 
• 平均列車運行速度を貨物列車と旅客列車の両方
で4%以上向上(2018年ベースライン：貨物列車は
30.0kph、旅客列車は62.5kph) 
• CO2換算排出量を年間90万トン削減(2018年ベー
スライン：0)

218.30 170.00 170.00 53.17

  

  

 
25 https://www.adb.org/

projects/52083-001/
main#project-pds

フィリピン：マロロス–クラーク鉄道プロジェクト
(52083-001/3796/FY2019)： ルソン島中部の中心
地であるクラークとマニラ首都圏およびラグナ州カラ
ンバを結ぶ総延長163kmの郊外鉄道網である南北
通勤鉄道(NSCR)の一環として、2区間計53.1kmの建
設を支援する。

A & M 2025年までに： 
• 公共交通機関を利用したブルメントリットからクラー
クまでの移動時間を1時間未満に短縮(2019年ベース
ライン：バスで2～3時間以上) 
• マニラ-クラーク間の鉄道旅客数を1日当たり17万
1,000人とする(2019年ベースライン：0)

6,139.00 2,750.00 2,750.00 256.32

 

26 https://www.adb.org/
projects/42019-014/
main#project-pds

中国：マルチモーダル旅客ハブ・鉄道保守事業
(3797/FY2019)： 四川省西昌市の新しい鉄道路線
で実証用マルチモーダル・ハブを建設し、近代的な保
守設備を導入して保守システムを改善し、鉄道保守
のための組織能力を強化する。

M 2027年までに： 
• 西昌を通過する旅客数が年間285万人に増加
(2017年ベースライン：年間177万人) 
• 西昌で停車する旅客列車の数が70本に増加(2017
年ベースライン：20) 
• 保線に必要な人員数(km当たり)を50%削減(2017
年のベースライン：軌道のタンピングのため線路50メ
ートルごとに1人時必要) 
• 救助作業の応答時間を20%短縮(2017年ベースライ
ン：平均応答時間は30分)

425.81 120.00 120.00 0.00

 

27 https://www.adb.org/
projects/52002-001/
main#project-pds

インド：チャティスガル州道路接続性プロジェクト
(3795/FY2019)：チャティスガル州の州道および主
要な地方道路(延長850km以上)を改修することによ
って接続性と基本的サービスや労働機会へのアクセ
スを改善するほか、道路の保守と安全性に関して実
施機関を支援する。

A • チャティスガル州の州道2本と主要な地方道路23本
(総延長850km以上)の改修  
• 州道と主要な地方道路の安全と保守に関する組織
能力を強化

521.69 350.00 30.31 2.47
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)
28 https://www.adb.org/

projects/47279-002/
main#project-pds

パキスタン：カラチ高速バス輸送システム・レッドラ
イン・プロジェクト(3799/FY2019): BRTレッドライ
ン路線(延長26.6km)と関連施設を建設することによ
り、カラチにおける質の高い公共交通機関の利用を
促進する。

A & M 2023年までに： 
• 最新のBRTバスが延長100kmの路線網を6分以内
の間隔で運行(2018年ベースライン：0) 
• BRTの利用者数が1日当たり32万人に達し、うち女
性の割合が2022年(初年度)に15%、2024年には20%
になる(2018年ベースライン：0) 
• BRT路線でのバスの平均運転速度が25.0km/hに
上昇(2018年ベースライン：12.2km/h) 
• BRTシステムで圧縮天然ガス・ハイブリッド・バスを
使用することにより、温室効果ガスの排出量を毎年7
万7,979トン以上削減(2018年ベースライン：0)

323.00 235.00 115.00 8.33

  

  

  

 
29 https://www.adb.org/

projects/46452-004/
main#project-pds

バングラデシュ：SASECチッタゴン-コックスバザー
ル区間鉄道プロジェクト・第1フェーズ・第2トランシェ 
(3780/FY2019): バングラデシュ南東部においてド
ハザリ-コックスバザール間鉄道路線(102km)を新
設し、鉄道セクターのプロジェクト管理・実施能力を
強化する。

A & M 2024年までに： 
• チッタゴン=コックスバザール間を10本の旅客列車
が毎日運行(2016年ベースライン：運行なし) 
• チッタゴン=コックスバザール間の年間旅客数290
万人(2016年ベースライン：0) 
• コックスバザール地区をバングラデシュおよび準地
域の鉄道網に接続(2016年ベースライン：未接続)

450.00 400.00 400.00 108.41

30 https://www.adb.org/
projects/49111-005/
main#project-pds

スリランカ：鉄道効率改善プロジェクト(3806/
FY2019): スリランカ鉄道の運転効率、保守能力、安
全管理、技能開発および実施能力を改善することに
より、スリランカ鉄道網の近代化を図る。

A & M 2025年までに： 
• 乗客1人当たりの平均遅延時間が10%減少(2018年
ベースライン：乗客1人当たり15.8分) 
• 鉄道網全体の事故が4%減少(2017年ベースライ
ン：213件) 
• スリランカ・ドイツ鉄道技術訓練センターの訓練施
設の改善により、受講者数が40%増加(うち5%が女
性)(2017年ベースライン：受講者数181人、うち女性
は1%)

192.00 160.00 160.00 2.85

 

31 https://www.adb.org/
projects/51366-001/
main#project-pds

中国：貴州省貴安新区新都市化スマート輸送システ
ム開発プロジェクト(3807/FY2019)： 貴安新区 
(貴安)におけるインテリジェント輸送システムおよび
持続可能な輸送インフラの開発を支援する。

M 2026年までに： 
• 公共交通機関のモーダル・シェアが50%に増加
(2018年ベースライン：10%) 
• エネルギー効率の高いバスが延長800kmを超える
路線網で運行(2018年ベースライン：415km) 
• 年間の道路衝突事故件数が20%減少(2018年ベー
スライン：1,430件)

495.81 199.46 108.59 0.00

  

  

 
32 https://www.adb.org/

projects/52097-002/
main#project-pds

ネパール：SASECムグリン–ポカラ間幹線道路改良フ
ェーズ1プロジェクト(3846/FY2019)： ポカラ(ネパー
ル第2の都市)とムグリン(戦略的道路網の中央交差
地点)を結び、ひいてはカトマンズ(首都であり経済の
中心地)およびバラトプル(ネパール第4の都市で、東
西幹線道路と国際市場へのゲートウェイ)につながる
道路の交通容量、信頼性と安全性を向上させる。

A 2026年までに： 
• 対象路線の平均移動時間が33%短縮(2019年ベー
スライン：1㎞当たり1.87分) 
• 対象路線の1日当たりの平均車両キロが33%増加
(2019年ベースライン：75万6,200車両キロ) 
• 対象路線の10万車両キロ当たりの道路事故死亡者
数が20%減少(2019年ベースライン：未確認)

254.00 195.00 17.70 0.00
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

33 https://www.adb.org/
projects/51375-001/
main#project-pds

インド：マディヤプラデシュ州道路セクター・プロジェ
クトにおける官民パートナーシップ(3849/FY2019)： 
マディヤプラデシュ州の運輸接続性を向上させるた
め、新たに指定された州幹線道路と1車線の主要地
方道路(延長約1,600 km)の修復および2車線化を
行う。

A 2025年までに： 
• 対象路線の車両キロが900万に増加(2018年ベース
ライン：650万) 
• 対象路線の平均移動時間が20%短縮(2018年ベー
スライン：1㎞当たり2.2分) 
• 対象路線の乗用車およびトラックの車両運転費用
(経済的費用)が20%削減(2018年ベースライン：乗
用車は1km当たり6.8ルピー、中型トラックは同20.9
ルピー) 
• 対象路線での重大および致命的な事故の報告件
数が20%減少(2018年ベースライン：年111件)

904.00 490.00 82.20 1.59

  

  

  

34 https://www.adb.org/
projects/50301-003/
main#project-pds

スリランカ：第2統合道路投資プログラム-第2トラン
シェ(3851/FY2019): タイムスライス型マルチトラン
シェ融資ファシリティ(2017年9月29日承認)の第2期
のプロジェクトに融資する。(i)約3,400kmの地方アク
セス道路を全天候基準を満たすよう改良・維持、(ii)
東部、北部、ウバ、西部の各州で約340 kmの国道を
改修し、良好な状態に維持、(iii)各種セーフガード、道
路の安全、保守、研究能力、道路の設計及び建設に
関する道路関係機関の能力向上を行う。

A 2027年までに： 
• 地方のプロジェクト道路での移動時間が20%短縮
(2016年ベースライン：各プロジェクトの移動時間) 
• 対象国道での移動時間が10%短縮(2016年ベース
ライン：各プロジェクトの移動時間) 
• 1日当たりの平均車両キロが460万に増加(2016年
ベースライン：350万車両キロ)

171.80 150.00 7.10 4.10

 

35 https://www.adb.org/
projects/50218-002/
main#project-pds

ミャンマー：地方道路アクセス・プロジェクト(3855/
FY2019)： 開発が遅れているミャンマーのエーヤワ
ディおよびマグウェ地方域において地方道路のアク
セスを改善するため、(i)約152kmの地方道路を舗装
し、(ii)適切な契約方式のサポートおよびパイロット緊
急管理計画の策定を通じて自然災害に対応する地
方道路保守システムを改善し、(iii)地方道路の安全性
を向上させる。

A 2026年までに： 
• 対象道路が通るエーヤワディとマグウェの4郡区の
登録された150の村が全天候道路を利用できるよう
になる(2019年ベースライン：0) 
• 対象道路の1日当たりの平均交通量が乗用車9,523
台に増加(2019年ベースライン：乗用車2,545台) 
• 対象道路における自動車の平均移動時間が18分
以上短縮(2019年ベースライン：41分)

52.41 45.40 18.53 0.01

 

36 https://www.adb.org/
projects/53178-001/
main#project-pds

グルジア：東西幹線道路(ショラパニ-アウグヴェタ区
間)改良プロジェクト(3861/FY2019)： 中央アジア地
域経済協力プログラムの第2回廊の一部である東西
幹線道路のショラパニ-アウグヴェタ区間に、アクセス
制御された片側2車線の自動車道(延長約14.7km、一
部は新ルート)を建設する。

A 2026年までに： 
• チュマテレティ-アウグヴェタ間の平均移動時間が
45分に短縮(2018年ベースライン：71分) 
• チュマテレティ-アウグヴェタ間の5年間の年間平均
死亡者数が9.0以下に減少(2014～2018年の平均ベ
ースライン：12.4)

367.40 278.00 0.63 0.08
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

37 https://www.adb.org/
projects/50322-002/
main#project-pds

中国：吉林省延吉市・低炭素型で気候耐性があり健
康な都市プロジェクト(3876/FY2019)： 延吉市(中
規模都市)の住みやすさを向上させるため、統合され
たソリューションを通じて複数の横断的便益を提供す
る。これは沿岸部の大都市圏への移住を減らし、国内
で展開するためのモデルを提供する上でタイムリー
かつ必要不可欠な事業である。

A & M 2028年までに： 
• 延吉市における運輸セクターの温室効果ガス排
出量をCO2換算で年間6万トン削減(2017年ベース
ライン：0) 
• 公共交通機関のモーダル・シェアが8%増加(2017年
ベースライン：44%) 
• 朝陽川集水域における都市部の洪水リスクが50年
に1度に減少(2017年ベースライン：20年に1度) 
• 飲料水を年間480万トン削減(2017年ベースライ
ン：0)

259.79 130.00 49.00 0.00

 

  

  

38 https://www.adb.org/
projects/40540-018/
main#project-pds

バングラデシュ：SASECダッカ-北西回廊間道路
プロジェクト・第2フェーズ・第2トランシェ(3883/
FY2019): ダッカと北西部国際貿易回廊の道路接続
性を改善する。これはタイムスライス型マルチトランシ
ェ融資ファシリティで、全トランシェが完了した時点で
プロジェクトのアウトプットが達成される。

A 2028年までに： 
• プロジェクト道路の利用(開通から1年間の1日当た
り平均車両キロ)が831万車両キロに達する(2016年
ベースライン：420万車両キロ)

497.97 398.38 26.10 0.00

39 https://www.adb.org/
projects/49258-002/
main#project-pds

バングラデシュ：ダッカ大量高速輸送開発プロジェク
ト準備融資(5号線：南ルート)(6023/FY2019)：  
来るべき融資に向けてプロジェクトの準備を支援す
る。ダッカ大量高速輸送5号線(南ルート)は、ガブトリ
駅とダシェルカンディ駅の間に約17.4kmの長さで建
設される予定。

M • プロジェクトの準備と設計活動の資金を融資する 44.58 33.26 33.26 0.00

  

40 https://www.adb.org/
projects/53118-002/
main#project-pds

グルジア：住みやすい都市投資プログラム(6024/
FY2019)： グルジアの首都トビリシは経済的には国
内総生産の70%を占め、都市人口の約半分を擁す
る。ADBは2015年に全国都市調査を実施し、インクル
ーシブな経済成長の可能性を引き出すために、都市
開発を通じてバランスのとれた地域開発を実現する
ことが必要と判断した。このため、総合的な都市投資
計画を通じて、国と地域の両レベルで複数の戦略、新
しいイニシアチブ、革新的な資金調達メカニズムを採
用することが求められる。

A & M • プロジェクトの準備と設計活動の資金を融資する 18.27 15.00 0.23 0.01

41 https://www.adb.org/
projects/51073-002/
main#project-pds

インド：デリー=メーラト地域高速輸送システム投資
プロジェクト(3964/FY2020): インド首都圏(NCR)で
計画されている地域高速輸送システム(RRTS)の優先
度の高い3路線のうち最初の路線に融資する。延長
82kmのこの路線は沿線各地をつなぎ、多数の乗客に
安全かつ信頼性の高い通勤交通サービスを提供する 

A&M 2028年までに： 
• デリー=メーラト間の鉄道による移動時間を1時間
に短縮(2020年ベースライン： 3～4時間) 
• 年間25万8,035トンのCO2を削減(2020年ベースラ
イン：0)

3,949.70 1,049.00 1,049.00 0.00
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

42 https://www.adb.org/
projects/52298-001/
main#project-pds

インド：マハラシュトラ州道改善プロジェクト(3911/
FY2020): マハラシュトラ州の主要道路網(CRN)の一
部を形成する約450kmの州道の改良・保守により、交
通の利便性と効率性を高め、道路網の持続可能性を
向上させる。

A 2025年までに： 
• 対象路線の開通後1年目の平均走行距離が1日あ
たり350万車両キロに増加(2019年ベースライン： 
1日あたり平均290万車両キロ)  
• 対象路線の自動車の平均走行時間が15%以上短
縮される(2019年ベースライン：1kmあたり1.8分) 
• 対象路線の乗用車および大型車の運転費用(経済
的費用)が10%削減(2019年ベースライン：乗用車は
1km当たり7.13ルピー、大型車は同23.95ルピー) 
• 保守により、450km以上の州道のラフネス指数 
(インド道路会議基準)が2,000になる(2019年ベース
ライン：3,000) 
• 対象路線での道路事故による年間平均死亡者数が
5%以上減少(2019年基準：29人)。

255.99 177.00 12.76 0.73

  

43 https://www.adb.org/
projects/52230-001/
main#project-pds

中国：湘潭市低炭素化セクター開発プログラム
(3987/FY2020): 炭素や汚染物質の排出量が多い
湘潭市では、成長を続けつつ、低炭素型で気候耐性
があり、最新技術を活用する住みやすい都市への転
換を目指しており、その取り組みを支援する。交通、建
物、エネルギーおよび気候耐性に関するソリューショ
ンの統合に加え、情報システムやナレッジ・システム
を通じたインフラの変革を実証する。

A&M 2026年までに： 
• CO2換算で年間33万7,000トン以上を削減(2019年
ベースライン：なし)  
• 公共交通機関および原動機を用いない交通手段の
利用者が10%増加(2019年ベースライン：徒歩32%、
自転車2%、バス19%)

395.88 150.00 78.99 0.00

  

  

  

44 https://www.adb.org/
projects/48025-004/
main#project-pds

ウズベキスタン：中央アジア地域経済協力第2回廊 
(パプ=ナマンガン=アンディジャン)鉄道電化プロジ
ェクト-追加融資(4000/FY2020): 中央アジア地域経
済協力(CAREC)第2回廊(パプ=ナマンガン=アンディ
ジャン)鉄道電化プロジェクトに追加融資を行い、パ
プ=ナマンガン=アンディジャン電化鉄道路線の近代
化を支援する。

A&M 2025年までに： 
• ナマンガンからタシケントまでの移動時間が3時間
に短縮される(2016年ベースライン：車で5時間) 
• フェルガナ盆地の貨物列車の平均走行速度が
80km/hに上昇(2016年ベースライン： 60km/h) 
• CO2排出量を年間2万4,870トン削減(2016年ベース
ライン：なし)

164.00 121.00 121.00 0.00
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ADB = アジア開発銀行、APU = 補助電源ユニット、BRT = バス高速輸送システム、CO2 = 二酸化炭素、FY = 会計年度、GHG = 温室効果ガス、km = キロメートル、kph = キロメートル/時、MRT = 大量高速輸送、n/a = 該当なし、PDA = プロジェクト設計先行融資、 
PM10  = 直径10マイクロメートル以下の粒子状物質、PRC = 中国、SASEC = 南アジア準地域経済協力、μg/m3 = 空気1立方メートル当たりのマイクログラム（百万分の1グラム）で示される大気汚染物質（オゾン等）の濃度。 

注：
a この列はプロジェクトの目的が気候変動への適応（A）か気候変動の緩和（M）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開発金融機関調和化アプローチを利用している。 
c 総事業費のうち、ADBが通常資本財源から融資する金額。 
d キャンセル分と返済額を除く。 
e  グリーン・ボンドによる調達資金のうち、プロジェクトの貸付実行に割り当てられた金額から全額実行済みのプロジェクトについては返済額を差し引いたもの。  ゼロ（0）は2020年末時点で実行額がゼロであることを意味する。

出所：ADB

# 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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

45 https://www.adb.org/
projects/51401-002/
main#project-pds

中国：陝西省グリーンかつインテリジェントな運輸・
物流管理実証プロジェクト(4035/FY2020): 運輸・物
流セクターの業務、施設および安全性を改善すること
で、陝西省の温室効果ガス排出量削減を支援する。

A&M 2027年までに： 
• 陝西省と西安市の物流産業の成長率が国内総生産
のそれを20ベーシス・ポイント上回る(2019年ベースラ
イン：8.26％)  
• CO2換算のネット・カーボン・フットプリントを年間6万
9,000トン削減(2020年ベースライン： 0)

804.08 200.00 133.66 0.00

  

  

46 https://www.adb.org/
projects/53326-001/
main#project-pds

インド：ベンガルール地下鉄プロジェクト(4036/
FY2020): ベンガルール市内に総延長56kmの地下
鉄2路線を新設する。

A&M 2026年までに： 
• 対象ルートにおける公共交通機関による平日朝のピ
ーク時の移動時間が50%短縮される(2019年ベースラ
イン：Central Silk BoardからK R Puramまで75分、K R 
PuramからHebbalまで55分、Hebbalから空港まで60分)  
• 2A線と2B線における公共交通機関の1日あたりの平
均乗客数が100万に達し、その伸び率がベンガルール市
の人口増加率の2倍になる(2019年ベースライン：バンガ
ロール大都市圏交通公社の乗客数は30 万)

1,845.00 500.00 500.00 0.00

  

47 https://www.adb.org/
projects/51117-003/
main#project-pds

フィリピン：エピファニオ・デ・ロス・サントス大通
り緑道プロジェクト(4043/FY2020): メトロ・マ
ニラの幹線道路であるエピファニオ・デ・ロス・サ
ントス大通り(EDSA)沿いにある4つの地下鉄駅
(Balintawak、Cubao、GuadalupeおよびTaft)周辺に、
総延長5kmの覆いのついた高架歩道の新設または
既存の歩道の改良を行う。

M 2024年までに： 
• 性別、年齢および障がいの有無による区分別で、主要
な歩道交差点における歩行者交通量が5%増加(2019年
ベースライン：Balintawak駅が3万5,000、Cubao駅が14
万8,900、Guadalupe駅が4万、Taft駅が13万)   
• プロジェクト完了時の歩行者調査で、安全性とモビリテ
ィの不満項目が70%減少する(ベースライン：フィージビ
リティ・スタディ中の歩行者調査では、1人あたり2.35の
不満項目が報告された) 
• プロジェクト完了時の歩行者調査で、女性による安全
性とモビリティの不満項目が70%減少する(ベースライ
ン：フィージビリティ・スタディ中の歩行者調査では、女
性1人あたり2.41の不満項目が報告された)

179.30 123.00 123.00 0.00

 

持続可能な交通運輸のグリーン・ボンド適格額・実行済み金額合計 11,072.08 2,519.76
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C. 水その他の都市インフラ
(2020年12月31日現在)

# 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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

1 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(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

A & M • 春小麦の収穫量を2009年のヘクタール当たり4.6トンから
2016年までに5.7トンに増やし、冬小麦の収穫量を2009年の同
5.8トンから2016年までに7.2トンに増やす 
• 2016年までに3,000haの農地で新に高価値作物を導入し多
様化を図る 
• 灌漑用水の利用効率を2009年の35%から2016年までに56%
に向上させる 
• 2016年までに修復または新たに建設された灌漑システムによ
り、1万3903haの灌漑可能な土地を灌漑する 
• 農業従事者の50%以上が農耕法改善のための訓練を受け、そ
の50%が女性である 
• 商業用作物の30%を多様化し、2016年までに訓練を実施 
• 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

223.60 60.00 28.18 28.18

2 https://www.adb.org/
projects/47071-002/
main#project-pds

中国：福建省農地の持続可能な利用および実証プロジェ
クト(3450/FY2016)： 福建省の13の対象郡で地方の農地
インフラを改善し、持続可能な農業慣行を実証して、土地
と環境の劣化を低減する。持続可能な農業システムは農
業の生産性を維持し、自然環境を改善し、水や作物の栄養
素、農薬、エネルギー、土地、労働力などの主要な投入のよ
り効率的な利用を促進し、エコシステム・サービスの向上に
貢献する。

A & M 2022年末までに:  
• 20万畝以上の傾斜地を修復または新設 
• 6万3,700畝以上の谷底耕作地を修復または新設 
• 灌漑システムを有する25万畝以上の農地を新設 
• 6万3,700畝以上の灌漑・排水施設のある谷底耕作地を改良 
• 1,000km以上の農地連絡道路を建設 
• 25km以上の堤防の建設または土手の補強 
• 詳細設計とプロジェクトの実施にコミュニティが参加し、参加
者の50%が女性である 
• 建設中に住民(5万8,200人)を雇用する(35%以上が女性) 
• 土壌栄養ベースの試験装置を有する企業4社が参加 
• 6万3,700畝以上の谷底耕作地でバランスのとれた肥料散布
率を採用 
• 25万畝以上の農地で有機肥料を採用 
• 8万畝以上の茶畑とブンタン畑で統合された害虫管理手法
を採用 
• 商品品質試験装置を有する企業8社が参加 
• 参加民間企業が住民(3,200人)を雇用する(35%以上が女性) 
• 70の農民組織(農民組合、農業インフラ保守グループを含む)
が参加企業と協力 

191.42 100.00 46.90 6.17
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

3 https://www.adb.org/
projects/48409-002/
main#project-pds

カンボジア：気候に配慮したアグリビジネス・バリュー・チェ
ーン・セクター・プロジェクト .政府の農業セクター戦略的開
発計画(2014～2018年)および産業開発政策(2015～2025
年)を支援するため、メコン河流域圏南部の経済回廊沿いに
あるコンポンチャム州とトボンクムン州、および南沿岸部経
済回廊沿いのカンポット州とタケオ州のアグリビジネス・バ
リュー・チェーンの競争力を高める。  
 
重要な農業インフラの気候耐性を高め、米、トウモロコシ、
カサバ、マンゴーの生産の商業化を支援する。これにより、
作物の生産性と多様性が向上し、貯蔵、加工、品質・安全
性試験の能力が向上し、太陽光エネルギーとバイオエネ
ルギーの利用が促進される。気候変動対応型農業の技術
能力と組織能力を強化し、気候に配慮した農業(CSA)を可
能にする政策環境を構築する。これにより、長期的な環境
の持続可能性を改善し、農家やアグリビジネスの収益性
を高める。

A and M 2024年までに： 
• 1万5,000haおよび2万5,000世帯(5万人以上の女性を含む)
を対象とした27の灌漑・水管理システムを修復し、気候耐性を
付与する  
• 農地内に800の雨水集水池を建設・運用  
• 250km以上の農道を気候耐性基準を満たすよう改良し、農場
と協同組合および市場との接続性を向上させる 
• 80の農業協同組合が収穫後インフラへの投資に適応措置を
盛り込む 
• 全国農業研究所の作物品質試験および安全性試験のインフ
ラを整備して1,500のサンプルを試験できるようにし、7万5,000ド
ル以上のサービス収入を創出する 
• 1万2,000台のバイオダイジェスターと6,000の堆肥小屋が設
置・運用され、家庭の空気質の向上を通じて8万人(うち50％以
上が女性)が受益する(2017年ベースライン受益者：1万1,468
人、うち女性が5,721人) 
• 米とトウモロコシの気候変動に強い3品種が公開される 
• 4万人の農業従事者(うち1万6,000人が女性)がCSAおよびア
グリビジネス開発技能の訓練を受け、そのうちの50%は「持続
可能な米プラットフォーム」に準拠し、精米業者や輸出業者と直
接取引を行う 
• 27のFWUCまたはFWUGが活動し、FWUC/FWUGのメンバー
500人(うち30%が女性)が灌漑施設の運用・保守能力を身に
つける

141.04 90.00 4.12 0.18

  

 

4 https://www.adb.org/
projects/51162-001/
main#project-pds

アルメニア：高効率温室栽培および統合サプライチェーン・
プロジェクト(3642/FY2019)： トマトとピーマンを生産する
ため、温度と湿度が調整され、点滴灌漑システムを備えた広
さ30haの温室をエレバンに建設する。生産物は、Spayka社
の既存のサプライチェーンと顧客ネットワークを通じてロシ
アとアラブ首長国連邦に輸出される。

A 2020年までに： 
• 点滴灌漑のある温室栽培面積が105haに達し、そのうち30ha
は本プロジェクトによって融資される 
• 建設中および運用初期段階で政府の総収入が30万ドル以
上となる   
• 建設中および運用初期段階で300万ドル以上の物品等を国
内で購入   
• 女性の温室労働者の100%が、優れた農業慣行と技術および
安全に関する訓練を受ける

36.80 32.00 18.80 17.79
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

5 https://www.adb.org/
projects/51242-002/
main#project-pds

ミャンマー：気候・災害耐性のあるコミュニティ開発プロジ
ェクト(3864/FY2019)： CDRに対して脆弱な地域を対象と
する。本事業では、段階的なクラスター・アプローチに従って
同じ地域に属する脆弱な町をグループにまとめた後、気候
予測と2014年の国勢調査データを用いてCDRに曝されて
いる地域の貧しい町区のクラスターを特定した。裨益者は
エーヤワディ、チン、サガイン、タニンダーリの17の町に住む
約180万人。 

A 2026年までに： 
• 3,000以上のコミュニティ・インフラ・サブプロジェクトが完了 
• 完了したサブプロジェクトの80%以上が、気候・災害耐性の基
準を満たす 
• 有給のコミュニティ労働のうち40%以上を女性が担う 
• 4万人以上の村人(うち25%が女性)が、建設・保守技能を高め
られたと報告 
• 対象世帯の50%以上がサブプロジェクトの建設活動に参加 
• 1万5,000以上の生計サブプロジェクトが稼働 
• 5万人以上の村人(うち30%が女性)が、気候耐性のある生計に
ついての知識が高められた報告 
• 村の開発計画の75%にジェンダーに配慮した気候・市場情報
が組み込まれる 
• 50万人以上の村人(うち30%が女性)が気候・災害耐性のある
慣行について訓練を受ける 
• 1,000人以上の政府職員(うち30%が女性)が気候・災害耐性の
ある慣行について訓練を受ける

243.00 185.00 59.54 0.00

 

  

6 https://www.adb.org/
projects/49107-005/
main#project-pds

インド：タミルナードゥ州都市フラッグシップ投資プログ
ラム-第2トランシェ(3862/FY2019)： タミルナードゥ州の戦
略的な産業回廊にある10以上の都市で、気候耐性に優れ
た給水・下水・排水インフラを整備する。

A & M 2025年12月までに： 
• (ティルプル)既存のSTP1箇所(処理能力15.0MLD)を改修し、 
(アンブルおよびティルプル)合計処理能力72.7MLDのSTP2箇
所を新設する 
• 4ULB(アンブル、ティルチラーパッリ、ティルプルおよびべロー
ル)で総延長1,328kmの下水収集管を新設し、15万2,593世帯を
接続する。これには対象地域の貧困世帯および女性世帯の100
％が含まれる。 
• 4ULB(アンブル、ティルチラーパッリ、ティルプルおよびべロー
ル)で3,690kWの能力を有する25の下水ポンプ場と44のリフト
場を新設 
• メンバーが全員女性のコミュニティ主体の水・衛生委員会が
8つ(アンブル、ティルチラーパッリ、ティルプルおよびべロール
にそれぞれ2つ)が組織され、訓練を受けたメンバーの80%以上
が下水収集システムに接続するメリットに関する知識が向上し
たと報告 
 
2025年12月までに： 
• 66の新しい配水管理区域内に総延長1,260kmの配水管を新
設し、ティルプルおよびマドゥライの18万8,900世帯(対象地域
の貧困世帯および女性世帯の100％が含まれる)に従量制接続
を提供する

593.00 206.00 96.75 3.35
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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 目標とされる効果b
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

• 3か所のポンプ場(合計能力7,225kW)を新設(ティルプールと
マドゥライ)し、マドゥライでは自然流下を最大限活用する196km
の送水管を建設、さらに230kmの配水管を建設する   
• 66の新しい貯水池(総容量9,200万リットル、ティルプールとマ
ドゥライ)を建設する  
• ティルプールとマドゥライに2箇所の取水口と2箇所の浄水場 
(合計処理能力321MLD)を新設する

7 https://www.adb.org/
projects/49169-002/
main#project-pds

モンゴル：ウランバートル・環境に優しく安価な住宅およ
び気候・災害耐性のある都市再生セクター・プロジェクト
(3694–3695/FY2019)： 持続可能で包括的なソリューショ
ンを提供し、ウランバートル市の非標準的で、気候変動に
脆弱で、深刻な汚染源となっているゲル地区を、安価で、低
炭素型で、気候変動に強く、住みやすいエコ地区に変革す
る。民間セクター投資を活用して(i)1万軒の安価かつグリー
ンな住宅を建設し、(ii)100haのゲル地区をエコ地区に再開
発する。

A & M 2026年までに： 
• 1,500軒の公営住宅を建設 
• 道路13.7km、給水管5.5km、下水管網6.1km、地域暖房パイプ
5.5km、低電力の街灯450個を建設 
• 15haの公共スペースと緑地および延べ面積3万6,000m2の公
共施設を建設 
• 7万2,000m2の太陽光発電パネルを設置 
• 全ての建設済み建物に、エネルギー効率の高い断熱、電気・ガ
ス・水道のメーターおよび暖房調整システムを設置  
• 対象地域に総面積2,000m2の温室を建設 
• 建物の性能と再生可能エネルギーを制御するスマート・モニタ
リング・システムとセンサー(容量0.5MWのエネルギー貯蔵パイ
ロット設備を含む)を設置 
• プロジェクトの建設中に10万人月の雇用機会を創出し、うち
30%は女性を雇用 
• EDAFが承認およびリリースした20件以上のデベロッパー・サ
ブローンにより：  
(i)安価な住宅5,500軒および市場価格の住宅3,000軒を建設 
(ii)延べ面積20万4,000m2の商業施設、店舗、駐車場、および
22kmの歩道と自転車レーンを建設 
(iii)延べ面積7万9,000m2の温室を建設 
(iv)建設済み建物の100%に、エネルギー効率の高い断熱、電
気・ガス・水道のメーターおよび暖房調整システムを設置

570.10 80.00 80.00 1.22

  

 

8 https://www.adb.org/
projects/53028-001/
main#project-pds

モンゴル：ウランバートル大気質改善プログラム-第2フェ
ーズ(3880/FY2019)： (i)2019/20年の冬に大気汚染を緩和
するための緊急措置の実施、および(ii)中長期のクリーンな
暖房ソリューションの導入について政府を支援する

A & M 2021年までに：
•大気質が改善され、冬の大気PM2.5平均濃度が30％以上低下
する（2019年ベースライン：135μg/m3）
•国全体での大気汚染対策の年間総支出額が100％以上増加

（2019年ベースライン：756億トゥグルグ）

160.00 160.00 10.00 9.93
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ADB = アジア開発銀行、CDR = 気候と災害のリスク、CSA = 気候変動対応型農業、EDAF = エコ地区および手頃な住宅基金、FWUC = 農業用水利用者委員会、FWUG = 農業用水利用者グループ、FY = 会計年度、ha = ヘクタール、km = キロメートル、 
kW = キロワット、m2 = 平方メートル、m3 = 立方メートル、MLD = 1日当たり100万リットル、MW = メガワット、PM2.5 = 直径2.5μm以下の粒子状物質、STP = 下水処理場、ULB = 都市自治体、μg/m3 = 空気1立方メートル当たりのマイクログラム（百万分の1グラム）
で示される大気汚染物質（オゾン等）の濃度。

注：
1年.ゲル地区はモンゴルの伝統的なテント・コミュニティ。
2年.畝は中国の伝統的な土地面積単位（1畝は15分の1ヘクタール）。

a この列はプロジェクトの目的が気候変動への適応（A）か気候変動の緩和（M）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開発金融機関調和化アプローチを利用している。 
c 総事業費のうち、ADBが通常資本財源から融資する金額。 
d キャンセル分と返済額を除く。 
e グリーン・ボンドによる調達資金のうち、プロジェクトの貸付実行に割り当てられた金額から全額実行済みのプロジェクトについては返済額を差し引いたもの。ゼロ（0）は2020年末時点で実行額がゼロであることを意味する。

出所：ADB.

# 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
総事業費 

(百万ドル)
承認融資額c  
(百万ドル)

グリーン・ボンド
適格額d 

(百万ドル)
実行額e 

(百万ドル)
ＳＤＧｓ 

(持続的開発目標)

9 https://www.adb.org/
projects/51423-002/
main#project-pds

モンゴル：野菜生産・灌漑農業プロジェクト(3895/3896/
FY2020)： 伝統的な低価格穀物から高価値野菜への多様
化や、気候変動適応・緩和に貢献する生産手法や水・灌漑
管理の改善に向けた農民の能力開発を通じて、約7,000ヘク
タールの土地に給水する政府所有の灌漑ネットワークの近
代化を支援する。 

A & M 2026年までに： 
• 灌漑および排水インフラの改良・近代化を行い、7,000ヘクタ
ール以上の農地に給水する(2019年ベースライン： 1,117) 
• 事業対象となる全てのソム(地区)が、支援される灌漑システム
の運営と保守を確実に行う(2019年ベースライン： 0) 
• 西部、東部、中部でそれぞれ事業対象となる1つのソムにおい
て、パイロット灌漑資産管理システムの運用を開始する(2019年
ベースライン：0) 
• 気候変動適応・緩和に貢献する農耕・灌漑技術に関する優
れた技能がコミュニティの生産者グループに提供されたこと
を、480人以上(うち40%が女性)が報告する(2019年ベースライ
ン： 0名、0%)

46.25 29.30 29.30 0.95

  

  

水・都市インフラ・その他のグリーン・ボンド適格額・実行済み
金額合計

373.59 67.78
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アジア開発銀行について

ADB は、極度の貧困の撲滅に努めるとともに、豊かでインクルーシブ、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向け取り組んでいます。ADBは1966年に創立され、49の域内加盟国・地域
を含め68の加盟国・地域によって構成されています。開発途上加盟国の支援にあたり、政策対話、融資、出資、保
証、無償援助、技術協力などがADBの主な支援手段となっています。
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表紙の写真：タイのチャイヤプーム県にあるThepana風力発電所で風力タービンのメンテナンスを行う
プロジェクト・エンジニア。本事業では、クリーンで持続可能な電力源を提供することにより、同国のエ
ネルギー源の多様化、エネルギー安全保障の強化、および化石燃料依存度の低減に貢献します。

注：
本報告書の中で、「中国」は中華人民共和国を指します。 
写真は全てADBによる。

インベスター・リレーションズに関する連絡先
メール capitalmarkets@adb.org 
投資家ウェブサイト www.adb.org/investors
ブルームバーグ  ADB <GO>
電話番号 +63 2 8683 1204 
Fax番号 +63 2 8632 4120

mailto:capitalmarkets%40adb.org?subject=
http://www.adb.org/investors

