
アジア開発銀行（ADB）は、主要なイニシアティブに特化
した債券を求める投資家の需要に対応し、2010年に持続
可能な開発を目的とする初のテーマ型債券（ウォーター・
ボンド）を発行しました。それ以来、ADBはテーマ型債券を
拡大し、教育、保健医療、ジェンダーを対象分野に加えて
います。

テーマ型債券の資金が提供されるプロジェクトは、国連で
採択された持続可能な開発目標（SDGs）のうち、質の高い
教育、ジェンダーの平等、清潔な水と衛生、および健康に関
する目標の達成に貢献するものです。

• エデュケーション・ボンドは、教育と訓練へのアクセ
スと質、適切性を向上させ、学生と労働者がより大き
な成果を得られるようにするものです。

• ジェンダー・ボンドは、ジェンダーの平等と女性のエ
ンパワーメントを促進します。

• ヘルス・ボンドはアジア・太平洋地域の健康問題に
対応します。

• ウォーター・ボンドは、ADBが支援するプロジェクト
およびプログラムで、水の供給、衛生、資源管理、灌
漑管理や水関連の災害など、アジア・太平洋地域に
おける水と衛生の安全保障のニーズに対処するも
のをサポートします。

ADBによるテーマ型債券の発行額は急増しており、5年前の9,600万ドルから、2021年には過去最高の
300億ドル以上になりました。投資家は、開発途上国への支援拡大に向けたADBの取り組みを引き続き強く
支援しており、特に保健医療制度の整備やジェンダーの平等の促進に関する分野に注目しています。

—ピエール・ヴァン・ペテゲムADB財務局長

表1は、各種テーマ型債券の未償還銘柄の発行額をまとめ
たものです。表2は、各テーマ型債券によるプロジェクトの
約定額と実行額を示します。表3は、各種テーマ型債券に
より調達された資金の使途をまとめたものです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的流行
は、人的、社会的、および経済的に壊滅的な影響をもたら
しました。これにより、極度な貧困を撲滅し、豊かでインク
ルーシブ、気候変動や災害に強靭で、持続可能なアジア・
太平洋地域を実現するというADBの課題は、より困難なも
のになりました。ADBは、COVID-19による切迫した医療危
機への対応について開発途上加盟国を支援した後、現在
は、環境に優しく、気候変動や災害に強靭で、インクルーシ
ブな回復への移行を優先しています。

ADBは2020年4月、COVID-19のパンデミックと闘
い、COVID-19によって引き起こされる厳しい経済的・社会
的影響に対処する開発途上加盟国を支援するために、積
極的な対策として200億ドルの支援パッケージを提供する
こととしました。また、ADBは2020年12月、各国のワクチン
配給計画を支援する90億ドルのワクチン・ファシリティを
立ち上げました。
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ADBは2021年12月までに、COVID-19関連業務に298億
ドルの支援をコミットし、開発パートナーから192億ドルの
協調融資を動員しました。 

エデュケーション・ボンド、ヘルス・ボンド、ウォーター・ボン
ド、ジェンダー・ボンドの他、ADBは2015年にグリーン・ボ
ンド・プログラムを開始し、それ以来およそ100億ドルの
資金を調達しています。このプログラムは、気候変動の緩
和と適応に資するプロジェクトの資金を調達するもので
す。ADBは2021年に、海洋ファイナンシング・イニシアティ
ブの潜在的な手段の一つとしてブルー・ボンドを発行しま
した。このイニシアティブは、アジア・太平洋地域の海洋保
全および持続可能なブルー・エコノミーに対する投資を革
新し、その規模を拡大するものです。

COVID-19のパンデミックからの回復を計画することは重
要ですが、ADBはこの危機の性質が前例のないものであ
ることも認識しなければなりません。健康や経済に対する
短期的なショックを超えて、人的資本、生産性や人々の行
動に長期的な影響が及ぶ可能性があります。

ADBは、危機の様相が変化していく中で、機動性と先見性
を維持し、各開発途上加盟国に個々の事情に対応したソリ
ューションを提供していきます。テーマ型債券は、ADBが
効果的かつ的確な事業を支援するために追加的な資金を
調達する上で、引き続き重要な役割を果たしています。
—　ブルーノ・カラスコADB持続的開発・気候変動局長

ネパールのポカラで授業を受ける生徒。ADBは、基礎教育の質を向上させるためのプロジェクトに積極的に取り組んでいます。

表2：2018～2021年テーマ型債券によるプロジェ 
クトの概要  

（単位：百万ドル）

適格プロジェクト
に対する約定額

適格プロジェクト
に対する貸付実

行額
教育 1,051 295
ジェンダー 41,181 38,926
保健 9,040 8,112
水 5,580 5,517
合計 56,852 52,849

出所：アジア開発銀行

表1：テーマ型債券の概要 
（単位：百万ドル）

発行額合計 未償還銘柄
教育 161 161
ジェンダー 3,655 3,655
保健 2,257 2,219
水 1,848 313
合計 7,921 6,348

注：データは2022年3月31日時点のもの。
出所：アジア開発銀行
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表3：テーマ型債券により調達された資金の使途
エデュケーショ
ン・ボンド

債券が償還されるまでの間、ADBはその純調達額に相当する金額を、教育セクターに関連する一連の
プロジェクトに資金を提供する通常業務に適用すべく最善の努力を尽くします。この資金提供は直接
的に、またはADB加盟国の政府、地方政府、金融機関、または民間セクターの教育プロジェクトへの投
資を通じて間接的に行われます。なお、調達額相当金額を上記の通りに適用できない場合は、アジア開
発銀行設立協定に基づき、残額を通常業務に適用します。債券の元本および利息の支払いはADBの
信用力のみに基づいて行われ、教育セクターにおけるADBのプロジェクトに対する投融資のパフォー
マンスに基づくものではありません。

ウォーター・ボ
ンド

債券が償還されるまでの間、ADBはその純調達額に相当する金額を、水セクターに関連する一連のプ
ロジェクトに資金を提供する通常業務に適用すべく最善の努力を尽くします。この資金提供は直接的
に、またはADB加盟国の政府または地方政府、もしくは金融機関を通じて間接的に行われます。なお、
調達額相当金額を上記の通りに適用できない場合は、アジア開発銀行設立協定に基づき、残額を通常
業務に適用します。債券の元本および利息の支払いはADBの信用力のみに基づいて行われ、水セクタ
ーにおけるADBのプロジェクトに対する投融資のパフォーマンスに直接関連するものではありません。

ヘルス・ボンド 債券が償還されるまでの間、ADBはその純調達額に相当する金額を、保健セクターに関連する一連の
プロジェクトに資金を提供する通常業務に適用すべく最善の努力を尽くします。この資金提供は直接
的に、またはADB加盟国の政府、地方政府、金融機関、または民間セクターの保健プロジェクトへの投
資を通じて間接的に行われます。なお、調達額相当金額を上記の通りに適用できない場合は、アジア開
発銀行設立協定に基づき、残額を通常業務に適用します。債券の元本および利息の支払いはADBの
信用力のみに基づいて行われ、保健セクターにおけるADBのプロジェクトに対する投融資のパフォー
マンスに基づくものではありません。

ジェンダー・ボ
ンド

債券が償還されるまでの間、ADBはその純調達額に相当する金額を、ジェンダーの平等および女性の
エンパワーメントを促進する一連のプロジェクトに資金を提供する通常業務に適用すべく、最善の努力
を尽くします。この資金提供は直接的に、またはADB加盟国の政府、金融機関等、または民間セクター
のプロジェクトへの投資を通じて間接的に行われます。適格プロジェクトには、ジェンダー格差の縮小
と女性および少女のエンパワーメントを目的とし、資金の全部または一部がADBの通常資本財源から
提供されるプロジェクトが含まれます。この目的を達成するため、適格プロジェクトでは通常、ジェンダ
ーの平等および女性のエンパワーメントに関連する、以下の5つの分野または側面の少なくとも１つ以
上に取り組みます。それがプロジェクトの全体的な成果に含まれているものは「ジェンダーの平等テー
マ」プロジェクト、特定のプロジェクト・コンポーネントに組み込まれているものは「効果的なジェンダー
の主流化」プロジェクトとしています。
(i) 女性の経済的エンパワーメント：融資またはクレジットへのアクセス、零細・中小企業の開発、農業

開発、バリュー・チェーンへの支援、金融リテラシーおよび起業家育成研修。
(ii) 人間開発におけるジェンダーの平等：教育、技能開発、技術・職業教育および訓練（科学、数学、工

学、テクノロジー、性と生殖に関する健康・権利、衛生、ジェンダーに基づく暴力の防止などの、女性
にとって「非伝統的」とされる課題または職業分野を含む）。

(iii) 女性の時間的貧困の削減：インフラ（交通運輸、水、衛生、エネルギー）または手頃な費用での育児
支援または高齢者・家族介護支援を通じた、無給の介護や家事に費やす労苦と時間の削減。

(iv) 意思決定への参加とリーダーシップ：コミュニティ団体、地方自治体、公共セクターおよび民間セク
ターの管理を通じた取り組み。

(v) 気候変動や災害等のリスクおよびショックに対する女性の強靭性：環境の保護または回復、洪水・
災害リスク管理、財政支援および社会保障。 

債券の元本および利息の支払いはADBの信用力のみに基づいて行われ、ジェンダーの平等および女
性のエンパワーメントに関連するADBのプロジェクトに対する投融資のパフォーマンスに基づくもので
はありません。
適格プロジェクトの例はあくまで説明を目的としており、債券が償還されるまでにADBがこれらの特性
を有するプロジェクトに貸付を実行することを保証するものではありません。なお、債券による純調達
額に相当する金額を上記の通りに適用できない場合、ADBはアジア開発銀行設立協定に基づき、残額
を通常業務に適用します。

出所：アジア開発銀行
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カリキュラムと教師のスキルの向上。インドネシア（マドラサ）のイスラム教学校で英語の講義をする教師 

アジア・太平洋地域では、過去50年間にあらゆるレベルで
教育へのアクセスが改善しています。しかし、多くの開発
途上加盟国では、就学率が向上しているにもかかわらず
学習成果が上がらず、教育課程の修了率が向上している
にもかかわらずスキルのミスマッチが解消しないという問
題が残っています。

ADBはこの問題に対応するため、開発途上加盟国が質の
高いインクルーシブな教育システムを実現し、全ての人に
学びを提供できるように、支援の拡大を目指しています。
これは、「インクルーシブで質の高い教育を全ての人に保
証し、生涯学習を促進する」という、国連の持続可能な開
発目標（SDGs）4に呼応するものです。

ADBは、次の3つの柱に重点を置いて、教育のビジョンを
追求していきます。

(i) 教育に投入される資源を増やし、支出の対象をより
適切に絞り込むことにより、新たなニーズに対応し、
教育の需要と供給のバランスを図る

(ii) ライフサイクル・アプローチおよび全政府アプローチ
（WGA: Whole-of-Government Approach）を含
むエコシステム・アプローチを通じて、人的資本開
発に投資する

(iii) サービス提供におけるイノベーションと革新的な思
考態度（mindset）を促進する

エデュケーション・ボンド

ADBは、「全ての人に学びを」というビジョンを達成する
ために、次の2つの側面からなるアプローチを提案してい
ます。

(i) 基本に戻り、全ての人が確実に、基礎的な知識また
は普遍的かつ基本的なスキルを習得できるように
する

(ii) 変革的なアプローチを採用して、基礎学習という共
通の土台の上に高度なスキルを構築する

この2面的アプローチを適用するに当たり、ADBが支援で
きる共通の技術分野には、教師の訓練、カリキュラムやア
セスメントが含まれます。テーマ分野には、教育の質、公平
性、ガバナンス、資金調達があり、開発途上加盟国の現状
を把握し、改革の優先順位と選択肢を特定するには、これ
らの点を分析しなければなりません。  
変革的なアプローチは、基本的なアプローチを土台として
さらなる高みを目指すもので、デジタル学習、他分野にま
たがる学習、より高度なサービス提供モデルを含むガバナ
ンスと自律性の強化などが含まれます。

ADBの教育における2面的アプローチは、各開発途上加
盟国の異なる開発状況を認識しつつ、最新の裏付けと研
究に沿って教育システムを変革するという、共通の野心的
な目標を追求するものです。
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初等教育の支援。カイバル・パクトゥンクワ州の州都ペシャワールの小学校は、パキスタンの主要な社会保障機関であるベナジール所得支
援プログラム（BISP: Benazir Income Support Program）が提供する教育のための条件付き現金給付プログラムに参加しています（写真
提供：プロジェクト実施機関であるBISP）。

プロジェクト

パキスタン：統合された社会保障開発プログラム
ADB融資パッケージ：6億ドル 
成果: 社会保障プログラムの強化と拡大
期間：5年

対象となるSDGs： 

https://www.adb.org/projects/45233-007/main

この社会保障プログラムの資金は、ADBおよびEducation 
Above All Foundationのグラント支援により提供されてい
ます。ADBは従来、所得支援の方法として無条件の現金給
付を支持していましたが、複合的なアプローチに方向転換
しています。これは、人的資本の開発を通じて貧困の世代
間連鎖の削減につながる教育、保健医療サービスと栄養
補給については、条件付き現金給付（CCTs: Conditional 
Cash Transfers）を重視するというものです。

このプログラムは、現金給付を拡大して、貧困家庭の子供
や思春期の若者（特に女子）の初等教育と中等教育（10年
生まで）へのアクセスを改善し、女性、思春期の女子や貧し
い子供のための保健医療サービスと栄養を強化するという

エーサース（Ehsaas：パキスタン政府の社会保障・貧困削
減プログラム）の目標を支援するものです1。また、学齢期
を過ぎ、学校に行っていない子供を対象とする初等教育レ
ベルの高速学習プログラムをCCTの対象に加えることを
目指しています。 

パキスタンはADBを信頼に値する長期的なパートナーと
認識しており、このプログラムは、両者の長年の協力の結
果、実現しました。また、このプログラムでは、親が子供、特
に女子を学校に通わせるインセンティブを提供し、パキス
タンの特にニーズの高い地域で、特別に用意された栄養
豊富な食事とCCTを母子に提供することを支援します。

1 ADB. 2021年. 6億300万ドルのADBプログラムがパキスタンのエーサース社会保障・貧困削減戦略を支援. プレスリリース. https://www.adb.
org/news/603-million-adb-program-support-ehsaas-social-protection-and-poverty-reduction-strategy.

https://www.adb.org/projects/45233-007/main
https://www.adb.org/news/603-million-adb-program-support-ehsaas-social-protection-and-poverty-reduction-strategy
https://www.adb.org/news/603-million-adb-program-support-ehsaas-social-protection-and-poverty-reduction-strategy
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中国：陝西省西安市就学前教育開発プログラム
ADB融資パッケージ：1億5,000万ドル 
成果: 西安市における質の高い早期幼児教育への公平なアクセスを拡大する
期間：5年

対象となるSDGs： 

https://www.adb.org/projects/53060-001/main

中国では、早期幼児教育（ECE: Early Childhood 
Education）への投資が社会にコスト以上の利益をもたら
し、労働生産性の向上や不平等の減少など、大きな社会
的・経済的便益をもたらすという裏付けを集めています。
その裏付けに基づき、ECEへの参加が人的資本の重要な
指標である教育年数の増加に関連することが確認されて
おり、中国の結果は12カ国の総合平均を上回っていまし
た。一連の全国レベルの行動計画の下で、中国における
期間3年のECEへの参加率は、2010年の56.6％から2017
年には79.6％に上昇しました。政府は、質の高いECEへの
公平なアクセスを促進することは、インクルーシブな開発
のための効果的な戦略であると認識しており、この分野で
野心的な国家目標を設定しています。

この陝西省向けのADBプログラムでは、以下を支援しま
す。

(i) 気候に配慮した公立幼稚園の建設
(ii) ECEの教員および学校指導者の採用と訓練
(iii) ECEの資金供給、政策規制および監督体制の強化
(iv) 革新的なアプローチ(プロフェッショナルのコミュニ

ティの拡大、遊びに基づく学習の改革など)の採用、
推進および普及を通じたECEの質の向上

西安市で3Dプリント・ペンを試す女子幼稚園児。ADBのプロジェクトでは、早期幼児教育における革新的なアプローチを支援しています。

https://www.adb.org/projects/53060-001/main
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過去20年間、アジア・太平洋地域ではジェンダーの平等に
おいて大きな進展があり、法律、政策や制度的枠組が確立
され、プログラムが実施されてきました。

この地域では、女性の識字能力や平均寿命、教育就学率に
おけるジェンダーの平等、産婦死亡率の低下、以前は開か
れていなかった女性の雇用機会などが大幅に改善されて
います。また、一部の開発途上加盟国では、政府の各レベル
で女性の採用に積極的格差是正措置を導入しています。

しかし、ジェンダーの平等についてはその進展をさらに加速
させ、女性や少女が経済的保障を確保する能力を制限する
制度的・構造的差別や偏見に、意識的に取り組む必要があ
ります。 苦労して達成されたジェンダーの平等の成果は、外
的ショックが生じた時に失われてしまわないよう、保護する
必要があります。

こうした進展にもかかわらず、アジア・太平洋地域は他の地
域と異なり、COVID-19のパンデミック以前においても、女
性の労働参加率が低下していました。これは、女性の経済

再建された市場で野菜を売る女性。地方インフラの改善は、農業生産と農場外生産の増加、個人所得の増加、市場や基本的サービスへのアク
セス、そして女性とその家族の貧困の削減につながります。

的エンパワーメントに対する障壁が広く存在することを示
しています。

パンデミックによって、教育の修了、保健医療の成果、雇
用、意思決定への参加やリーダーシップにおける、ジェン
ダーの違いや社会規範に起因する根強い格差が拡大して
います。パンデミックは女性や少女にかつてないほどの衝
撃をもたらし、女性の経済的エンパワーメントと労働参加
において数十年かけて実現された進歩が失われました。

ADBは、「ストラテジー2030」の優先事項2（ジェンダーの
平等の推進）に関する業務計画2019～2024年（OP2）の
下、ジェンダーの平等を推進する事業の増加と質の向上に
取り組んでいます。

ADBの支援は、女性の経済的エンパワーメント、人間開発
におけるジェンダーの平等、意思決定とリーダーシップに
おけるジェンダーの平等、女性の時間的貧困の削減、およ
び外的ショックに対する女性の強靭性という5つの分野に
焦点を当てています。

ジェンダー・ボンド
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ADBのテーマ型債券―持続可能な開発のために

プロジェクト

インド：アッサム技能大学プロジェクト
ADB融資パッケージ：1億1,200万ドル
成果: アッサム州において、産業界のニーズに合わせた柔軟な技能教育・訓練制度を強化する
期間：15年

対象となるSDGs： 

https://www.adb.org/projects/53277-002/main 

インド北東部最大の州、アッサムでは、労働市場におけるジ
ェンダー格差が深刻です。2018年時点で、女性の労働参加
率は男性の78％に対し13％、女性の失業率は男性の4％に
対し27％でした。また、農場で働く人の比率は男性が22％
であったのに対し、女性は30％でした。

技能の向上と流動性を確保する道筋をつけることで、
アッサム州の経済や産業の生産性と競争力を高めるた
め、ADBは2021年12月、本事業に対して1億1,200万ドル
の融資を約定しました。本事業は、政府が技能教育・訓練
制度を強化することによって、全ての人が適切な職を得ら
れるようにし、持続可能かつインクルーシブなインフラおよ

び産業開発を加速させることを支援するものです。本事業
は、貧困削減日本基金（旧JFPR: Japan Fund for Poverty 
Reduction）から100万ドルのグラント、気候変動基金から
15万ドルの追加支援を受け、パンデミックの影響にもかか
わらず、特に女性や恵まれないグループの技能と雇用可
能性を向上します。

本事業では、業界のニーズに合わせた柔軟な技能教育・
訓練プログラムの設計と実施を支援します。これには、最
先端のデジタル技能プログラム、キャリア開発プログラム
およびサービス、また、3,600人以上の若い女性と成人の
労働参加を支援する生涯教育プログラムが含まれます。

女性のエンパワーメント。本事業は、女性の技能と雇用可能性を向上させ、より高賃金で適正な就業機会を得られる可能性を高めるものです。

https://www.adb.org/projects/53277-002/main


9

第3号

アルメニア：アルメニア配電網投資プログラム・フェーズ2
ADB融資パッケージ：2,000万ドル
成果: アルメニアにおける配電のエネルギー効率の向上

対象となるSDGs： 

https://www.adb.org/projects/50146-003/main

エネルギー効率を高め、エネルギーの安全保障を実現す
るには、インフラへの積極的な投資が必要です。アルメニ
アでは、ADBとアジアインフラパートナーシップ信託基金

（LEAP）が、2021年9月に配電網の近代化のためにそれ
ぞれ2,000万ドルおよび1,500万ドルの支援を約定しまし
た。この投資により、特に地方において信頼性の高い電力
供給が確保され、エネルギー分野で800人以上の女性に雇
用機会がもたらされます。

アルメニア・エネルギー・ネットワーク（ENA: Energy 
Network of Armenia）投資プログラムは2016年に開始さ
れました。第1フェーズは、8,000万ドルのADBローンで賄わ
れ、2020年に完成し、首都エレバンを中心に実施されまし
た。第2フェーズは、配電網の再構築、旧式の変電機器のア
ップグレード、ケーブル・ラインの再建、ENAの施設の修理
と改装、およびアルメニアの地方での新規顧客の接続を目
的としています。 

ADBの投資は、ENAによる気候変動課題への対応、環境、
社会、技術に関する基準の強化、および管理能力の向上
を支援します。ENAはまた、事業活動におけるジェンダー
の平等を促進し、包摂性を高めます。

本事業の主なジェンダー設計には、女性スタッフ30名以上
へのリーダーシップ・トレーニングの提供、女子大学生10
名以上へのインターンシップの提供、女性スタッフの採用、
維持および昇進に関する政策の実施、およびセクシャル・
ハラスメントへの厳正な対処、そしてジェンダーに基づく
暴力の被害者に利用可能な支援サービスについてパンフ
レットを配布し啓蒙することが含まれます。

オフィスで働く人々。この投資プログラムは、ビジネス活動におけるジェンダーの平等を促進し、包摂性（Inclusiveness）を高めます。

https://www.adb.org/projects/50146-003/main
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ADBのテーマ型債券―持続可能な開発のために

COVID-19のパンデミックは、アジア・太平洋地域の保健
医療の成果とシステムに重大な影響を及ぼしており、今
後の見通しとして、急速な高齢化、加速する都市化、保健
分野予算の逼迫、地方自治体や地域レベルの機関の役割
の拡大、気候変動の影響や、保健医療におけるジェンダー
の平等についてまだ解決されていない課題といった主要
なテーマに加え、「ニュー・ノーマル」への移行が浮上して
います。

ADBはCOVID-19のパンデミックへの対応を通じて保健
医療分野の活動を拡大し、開発途上加盟国政府やパート
ナー機関の注目を集めています。保健セクターにおける長
期的・継続的な課題と、より堅牢な医療システムへの投資
の必要性を改めて認識することで、ADBは今後10年間、こ
れまで以上に重要かつ顕著な役割を果たせると考えてい
ます。そのためには、資金、知識と技術的な支援という独
自の組み合わせを通じて、ADBの総合力を活用する必要
があります。

今後10年間に、アジア・太平洋地域の保健セクターに影響
を与えるテーマは4つあります。すなわち、都市人口比率
の高さとその上昇によって機会と脅威が生み出されるこ
と、人口動態の動向によって社会投資の優先順位が変わ

ヘルス・ボンド

ること、地域、国、および地方自治体レベルでの活動ニー
ズが変化すること、そして医療システムをデジタル時代に
適応させることです。これらのテーマは、国によって、また
国内でも地域によって異なりますが、開発途上加盟国の保
健医療制度に影響を与えることは確実です。アジア・太平
洋地域でユニバーサル・ヘルスケアを実現するには、疾患
の負担が変化する中で、基本的な保健医療サービスへの
アクセスを改善し、あらゆるレベルのサービスを網羅する
という2つの面において、継続的な進歩が必要です。

医療費の自己負担額が高いという問題を解決するには、2
つのアプローチが必要です。第1は、持続可能な前払いメ
カニズム（政府が支援するものと、平等性に配慮しつつ民
間保険を通じて行うものの両方）を拡張すること、第2は、
予防医療、健康促進策およびプライマリ・ケア（特に貧困
層向け）を公的資金で賄うことです。また、ユニバーサル・
ヘルスケアの要件として、保健医療システムが最低限の
水準のサービスを全ての人に提供する段階から、個々人
の健康ニーズを完全に満たし、かつサービスの提供者を
選べる段階へと成熟するにつれて、保健医療の選択肢を
提供し、質を向上させることが求められます。

母子健康診断プログラム。ラオスのナカイ貯水池近くの移転対象村落の一つで毎月実施されている母子健康診断に参加する親子。



11

第3号

プロジェクト

フィリピン：ユニバーサル・ヘルスケア構築プログラム（サブプログラム1）
ADB融資パッケージ：6億ドル 
成果: 質の高い保健医療サービスへの公平なアクセスが改善される
期間：15年

対象となるSDGs: 

https://www.adb.org/projects/55105-001/main

ユニバーサル・ヘルスケア構築プログラムの目的は、保健
医療サービスの提供と資金手当てを改善し、サービス提供
者のパフォーマンスを監視するための政府の取り組みを
支援することです。本事業は、質の高い医療サービスへの
アクセスを改善するために設計され、(i)全国民の健康の
改善、(ii)あらゆるライフステージにおける保健医療の保
証、(iii)保健医療システムの敏速な対応と強靭性の確保、
および（iv）保健分野における公平な資金手当ての継続、
という国の開発目標に沿うものとなっています。このプロ
ジェクトでは、以下の3つの主要分野で改革を進めます。す

ワクチンを接種する子供。ADBは、質の高い医療に対するアクセスの改善を目的とするフィリピンのユニバーサル・ヘルスケア改革を支援し
ています。

なわち、（i）ユニバーサル・ヘルスケアのための持続可能
な資金手当てと物資等の戦略的な調達、（ii）質の高い保
健医療サービスの統一された形での提供、および（iii）ユ
ニバーサル・ヘルスケアのための情報マネジメントと業績
に対するアカウンタビリティです。

プログラム的なアプローチにより、国レベルと地方レベル
でのUHC政策改革が適切な順序で実施し、整合させるこ
とが可能になります。

https://www.adb.org/projects/55105-001/main


12

ADBのテーマ型債券―持続可能な開発のために

インド：アジア太平洋ワクチンアクセスファシリティの下での回復に向けた
COVID-19ワクチンプロジェクト

ADB融資パッケージ：15億ドル 
成果: 対象州の接種資格のある人々がCOVID-19のワクチンを安全に接種する
期間：4年

対象となるSDGs: 

https://www.adb.org/projects/55082-001/main

安全で効果的なワクチンが公平に接種できるようにするこ
とは、COVID-19のパンデミックを終結させるために不可
欠であり、それによって人命が救われることが証明されて
います。この必要性を認識し、インドは2021年1月16日に
ワクチン投与キャンペーンを開始しました。2021年9月12
日までに、750万を超える接種機会を通じて実施されたワ
クチンの接種数は7億3,820万を超えています。インドは総
人口の68.9%に当たる9億4,470万人にワクチンを投与す
ることを目指しています。政府は、大きな被害をもたらした
第2波と、第3波が来る可能性を踏まえて保健医療制度の
強化に多額の資金を割り当てており、予算はさらに逼迫し
ています。

感染症の管理。インドのグルグラムで、コロナウイルスの迅速抗原検査のために綿棒で鼻腔サンプルを採取する検査員。

政府はさらに、対象者のために適切なワクチンを調達し、
パンデミックの影響を軽減するために、早急な財政支援を
必要としています。

本事業では、アジア太平洋ワクチンアクセスファシリティの
緊急対策コンポーネントの下で合意された適格支出のリ
ストに基づいて、安全で効果的なCOVID-19のワクチンを
調達するための資金を、政府に迅速に提供します。ワクチ
ン供給制度を強化する技術協力が、本事業を補完する形
で現在進行中です。

https://www.adb.org/projects/55082-001/main
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第3号

ウォーター・ボンド

水はADBの「ストラテジー2030」（S2030）の目標達成に
不可欠であり、S2030の7つの業務上の優先課題（OP: 
Operational Priority）計画の全てに貢献します。気候変動
や災害に強靭で、信頼性と持続可能性に優れた水供給と、
衛生施設の完全普及に引き続き注力することは、OP4（よ
り暮らしやすい都市づくり）およびOP6（ガバナンスの改
善）に直接貢献します。農業における水の生産的かつ効率
的な利用を重視することは、OP5（農村開発と食糧安全保
障）を下支えし、気候変動への適応、生態系の保全、循環経
済および災害リスクの低減を重視することは、OP3（環境
の持続可能性と気候変動への対応）に貢献します。

ADBの水関連事業の89%以上に、OP2(ジェンダーの平
等の推進)を支えるジェンダー要素が含まれています。
各家庭が水と衛生施設を利用できるようになると、女性
の時間的貧困や労苦が削減され、女性の尊厳が高まり
ます。サービスの対象を恵まれないグループに絞り、生
計を立てる機会を改善し、災害リスクを低減させること
は、OP1（不平等の是正）に貢献します。 国境をまたぐ場
合を含め、河川流域管理のための効果的な制度や取り
決めを重視することは、OP7（地域協力）に貢献します。
これらの取り組みの核となるのが、強靭性（Resilience）
、包摂性（Inclusiveness）、グッド・ガバナンス（Good 
Governance）と革新性（Innovation）です。 

水と衛生への普遍的なアクセスの提供、水の汚染防止、
気候変動リスクへの適応と緩和などの目標の達成に加え

て、COVID-19の世界的影響により、水セクターには同時
に解決すべき課題がいくつも存在します。ADBの開発途
上加盟国では、過去10年間に、洪水で3万1,000人の命が
失われ、490万人が住居を失ったと推定されています。ま
た、COVID-19のパンデミックによって、将来の災害やパン
デミック、そして日常的な衝撃やストレスに対する強靭性
を維持するために、水セクターの全ての計画や事業にデ
ジタル化と包摂性を組み込む必要性が浮き彫りになりま
した。

現在作成中の「水セクター方向性指針2022–2030」では、
水の安全保障が確保され、気候変動や災害に強いアジア・
太平洋地域というビジョンが掲げられ、ADBが今後10年
間に、この地域の水の安全保障に関する課題に対処する
ために、さまざまな融資手段をどのように活用するかが示
されます。「水セクター方向性指針2022–2030」には、低炭
素型で、環境に優しく、気候変動や災害に強靭な回復経路
を通って経済を立て直すという、COVID-19のパンデミック
から学んだ教訓が組み込まれています。また、ADBの水関
連事業について、ソブリン業務は2023年7月1日から、ノン
ソブリン業務は2025年7月1日から、気候変動対策に取り
組むパリ協定と完全に整合するように、資源を投入して準
備を進めています。

商業地区で手を洗う男性。インドネシアのジャカルタ首都特別州政府は、COVID-19から身を守るために、常に個人衛生に注意を払うよう住民
に呼びかけました。
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ADBのテーマ型債券―持続可能な開発のために

プロジェクト

ウズベキスタン：タシケント州下水改善プロジェクト
ADB融資パッケージ：1億6,100万ドル
成果: 6都市および1市街地において、信頼性が高く、持続可能で、手頃な価格の廃水サービスを提供し、3地区の農
村地域において手頃な価格の分散型廃水処理および廃水サービスを立ち上げる。

期間：25年

https://www.adb.org/projects/52045-001/main

本事業は、統合的なアプローチにより、タシケント州の給
水および衛生（WSS: Water Supply and Sanitation）サ
ービスへのアクセスと信頼性を向上させるものです。

COVID-19のパンデミック後のインクルーシブかつ環境に
優しい回復を目的として、事業の内容は、気候耐性、ジェン
ダーの平等および環境の持続可能性を高めるように設計
されています。 これには次のものが含まれます。

• 6都市および1市街地（推定受益者80万人以上）、
ならびに3地区にある70村落（推定受益者約13万
6,000人）において、統合された廃水管理システムを
整備する。

• 生産と消費の双方を量る水量計を設置する。
• タシケント州のWSS事業体であるTashkent 

Suvtaminot（TST）の総合的な能力開発を支援す
る。これには、WSSサービス管理のベストプラクティ
スを学ぶための国際的な公益事業体との活発な姉
妹機関プログラムの確立が含まれる。

• 成果を他州に広めるため、TSTが公益事業体のモデ
ルになれるよう、経営情報システムなどの具体的な
手段を含む制度・組織ロードマップを作成する。

• モノのインターネット（IoT）やリモートセンサーな
ど、ADBの「デジタル・サンドボックス・プログラム」
のデジタル技術を利用したスマートなWSS資産管
理オプションを導入し、効率化を図る。

• 水、衛生および健康に関する措置について、ジェン
ダーに配慮した意識向上キャンペーンを実施。

• 幅広い市民参加を得るための、市民団体の積極的
な関与。

本事業は、対象地域の人々の健康、生計の見通しと生活水
準に直接的な影響を及ぼします。2028年までに、本事業
は、貧困層が全世帯の25%を占める対象地域（6都市、1市
街地および3地区にまたがる農村部）において、約100万
人の住民に利益をもたらします。

廃水管理の改善。ウズベキスタンのグリスタン市で、改修・改良され
た施設の制御盤を点検しているところ。

https://www.adb.org/projects/52045-001/main
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第3号

インド：ジャールカンド州都市給水改善プロジェクト
ADB融資パッケージ：1億1,200万ドル
成果: 対象となる町（ラーンチー、フサイナバード、ジュムリテライヤおよびメディニナガー）において給水サービ
スと都市ガバナンスが改善される。

期間：24年

https://www.adb.org/projects/52028-004/main

本事業は、ジャールカンド州の都市セクターでADBが初め
て実施する案件で、州政府の都市サービスと政策イニシア
チブを支援することを目的としています。本事業では、州
都ラーンチーと、同州で経済・社会面での低開発地域にあ
るその他3つの町（フサイナバード、ジュムリテライヤ、メデ
ィニナガー）における給水インフラの建設に資金を提供す
るほか、都市サービスの提供を改善するために、このセク
ターの能力や制度ガバナンスの問題に取り組みます。

本事業では、以下の点で都市部の給水に付加価値をもた
らします。

• 水処理におけるフィルター逆洗浄水の再利用、給水
業務のための監督制御・データ取得システムの利
用、およびラーンチーにおける地理情報システムに
基づく資産管理の適用など、革新的な技術を導入
し、サービスの効率化を図る。

• ジャールカンド州の都市自治体における運営管理
費の回収を目的として、利用者料金政策を含む、持
続可能な水セクター資産管理戦略を策定。

• 都市自治体の自主財源収入と資源の動員を強化す
るための、都市改革政策の枠組みを策定する。

• 政策改革を伴う継続的な水供給のモデルと持続可
能な事業運営のための契約の枠組みを確立し、ジャ
ル・ジーヴァン・ミッションの下でそれらを文書化し、
ジャールカンド州をはじめとするインドの低所得州
への普及を図る。

本事業の完了時には、給水サービスの改善により、54万
602人（11万5,000世帯）が恩恵を受けると予想されます。

きれいな水へのアクセス。サロジニさんの家族は、3世代にわたって
公共水栓に依存していました。現在、彼女は通常の水道を直接利用
できます。

https://www.adb.org/projects/52028-004/main
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