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ADBの概要

ADBとは ADBの組織 アジアの貧困問題
ADBは67の加盟国
（うち48国はアジア・
太平洋地域）からな
る国際開発金融機関

ビジョン

使命

主な
パートナー

主な手段

総裁
黒田 東彦
本部所在地
フィリピン、マニラ
創設年
1966年

67
加盟国数

48
域内加盟国数

19
域外加盟国数

31
現地事務所数

3,045
職員数

ADBの出資国

その他
62カ国

日本

米国

中国

インド

オーストラリア

8億
5,000万人
が安全な飲料水を

利用できない

17億人
が1日

2ドル
未満の生活費で

生活
5歳未満の

児童
1億人以上が

標準体重
以下

幼児
20人に
1人が

5歳未満で
死亡

20億人
が近代的な

衛生施設への
アクセスがない

ADBの戦略

ADBは下記を通じて
貧困の削減に
取り組んでいる

世界の貧困層の
3分の2を
抱えている

環境に調和した
持続可能な成長

地域統合

インクルーシブな
経済成長

目標達成の手段
･ 民間セクター開発／業務
･ グッド・ガバナンスと能力開発
･ ジェンダー平等
･ ナレッジ・ソリューション
･ パートナーシップ

中核的専門分野
･ インフラ
･ 環境（気候変動を含む）
･ 地域協力・統合
･ 金融セクター開発
･ 教育

2012年の支援実績

ADBの支援総額は
215億7,000万ドル。
うち133億ドルはADB資金、
82億7,000万ドルは協調融資

ADB支援の内訳

地域別

中央・西アジア
62億8,000万ドル

南アジア
50億3,000万ドル

東アジア
22億4,000万ドル

太平洋
2億2,000万ドル

東南アジア
73億2,000万ドル

域内
4億8,000万ドル

セクター別

農業・資源
13億ドル

教育
3億1,000万ドル

エネルギー
49億1,000万ドル

金融
35億9,000万ドル

保健・社会保障
8億1,000万ドル

上水道・都市インフラ
13億6,000万ドル

マルチセクター
7億1,000万ドル

貧困のないアジア・太平洋地域

開発途上加盟国の貧困削減と
人々の生活向上を支援

・政府
・民間セクター
・NGO
・開発機関
・地域社会組織
・基金

ビジョンを達成するための主な
手段は、融資、技術協力、グラン
ト、保証、出資および政策対話
である。ADBの融資は公共セク
ターにおける対政府向けが大
半だが、出資、保証と融資を通
じて、開発途上国の民間企業に
対しても直接支援を提供してい
る。開発の資金を動員する上
で、ADBのトリプルAという高
い信用格付けが役立っている。

10月
ADBとミャンマー政府が
暫定国別支援戦略（ICPS）
に合意、同国における業務
再開の基盤が整った

1月
世界経済フォーラム（開催
地：スイス・ダボス）で、黒田
東彦総裁が食料、水および
気候変動について各国指導
者と協議

アジア開発銀行研究所
（ADBI）が政府系シンクタ
ンクとして世界第10位に
ランクイン

2月
ADB主催の第1回金融セク
ター・フォーラムで、黒田総
裁がアジアにおける安定的
で回復力の強い金融システ
ムの役割の重要性を強調

ADB業務によってマイナス
の影響を受けた人々の申し
立てに対しより効果的な救
済措置がとられるよう、アカ
ウンタビリティ・メカニズム
を改善

3月
ADB主催の地域協力・
統合に関する国際会議
（開催地:中国）に30カ国
から180名以上の代表
が参加

ADBとインド政府が同
国の送電システムの改
良を対象とする3件・計8
億2,600万ドルの融資
契約に署名

4月
アジア地域の現地通貨建
て債券市場への投資促
進 を 目 的 と す る
『ASEAN+3債券市場ガ
イド』を初めて発行

『 アジ ア 経 済 見 通し
2012年版』を発表

ADB全体の年次成績表
で ある『 開 発 効 果レ
ビュー』を発表

5月
年次総会がマニラで開催さ
れ、過去最高となる5,000人
以上の関係者が参加

アジアの最貧国支援の財源
であるアジア開発基金に、
124億ドルの資金を加盟国か
ら確保

ASEANインフラ基金の運営
を受託

東ティモールが初のADB融
資契約（道路網改良）に署名

6月
本部で開催された第7回ア
ジア・クリーンエネルギー・
フォーラムに55カ国から
800名以上が参加

ADBのアフガニスタン･テレ
コム開発プロジェクトが、米
国財務省の開発インパクト
賞を受賞

ADBを含む国際開発銀行8
行が、開発途上国における
持続可能な交通を対象に今
後10年間で1,750億ドルを
供与することを公約

7月
ADBがアフガニスタンに
対する12億ドルの長期的
支援を約定

フィリピン初のインフラ事
業に特化した資金規模6
億2,500万ドルのプライ
ベート・エクイティ・ファン
ド（この種のファンドとし
ては同国最大）に対する
出資を承認

8月
ADBが推進した歴史的合
意により中越間の陸上交
通ルートが開通

クック諸島およびミャン
マーに事務所を開設

黒田総裁がAPEC財相会
合で演説

9月
協力を進め成果を上げて
きたメコン河流域圏が20
周年を迎えた

ADBのプロジェクト・ファ
イナンスへのアプローチを
根本的に変え、国家事業よ
りも民間セクターとのパー
トナーシップを優先する新
たなPPP業務計画を作成

11月
域内中小企業による資本獲得
と成長を支援するADB初のサ
プライチェーン・ファイナンス・
プログラムを実施

気候変動に関する国際連合枠
組条約第18回締約国会議（開
催地：カタール・ドーハ）にADB
が積極的に参加し、アジア・太
平洋地域が直面する重要課題
に注意を喚起

バングラデシュで深刻化する
電力不足解消を目的に7億ド
ルを供与

12月
第15回ADBI年次会合
（開催地：東京）で黒田総
裁がアジア・太平洋地域
の地域協力・統合につい
て演説

創立46周年を迎えた

2012年の主な出来事

15.6%

15.6%

6.4%

6.3%

5.8%

50.3%

SECTOR

産業・貿易
26億6,000万ドル

公共政策
16億4,000万ドル

運輸・
情報通信技術

（IT）
50億2,000万ドル
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きたメコン河流域圏が20
周年を迎えた

ADBのプロジェクト・ファ
イナンスへのアプローチを
根本的に変え、国家事業よ
りも民間セクターとのパー
トナーシップを優先する新
たなPPP業務計画を作成

11月
域内中小企業による資本獲得
と成長を支援するADB初のサ
プライチェーン・ファイナンス・
プログラムを実施

気候変動に関する国際連合枠
組条約第18回締約国会議（開
催地：カタール・ドーハ）にADB
が積極的に参加し、アジア・太
平洋地域が直面する重要課題
に注意を喚起

バングラデシュで深刻化する
電力不足解消を目的に7億ド
ルを供与

12月
第15回ADBI年次会合
（開催地：東京）で黒田総
裁がアジア・太平洋地域
の地域協力・統合につい
て演説

創立46周年を迎えた

2012年の主な出来事

15.6%

15.6%

6.4%

6.3%

5.8%

50.3%

SECTOR

産業・貿易
26億6,000万ドル

公共政策
16億4,000万ドル

運輸・
情報通信技術

（IT）
50億2,000万ドル
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総裁挨拶

　アジアは現在、世界経済の成長を牽引しています。他の地域
では様々な問題が報道されていますが、アジア経済のファンダ
メンタルズは引き続き良好です。アジアの台頭は、世界で最も
成功した開発事例のひとつでもあります。アジア・太平洋地域
全体では、2015年を期限とするミレニアム開発目標のうち、
教育におけるジェンダー平等、HIVと結核の抑制、そして安全
な飲み水に対するアクセスの拡大が既に達成されています。
　アジア開発銀行（ADB）は、アジア・太平洋地域の貧困層およ
び恵まれない人々の生活を改善し、彼らにとってより良い世界
を創ることを目指しています。しかし、域内での進捗は順調で
はありますが、なすべき課題が多く残っています。
　アジアには世界のスラム居住者の61%が住み、8億2,800万
人が1日当たり1.25ドル未満の生活費で苦しい生活を送ってい
ます。環境悪化が著しく拡大し、毎年50万人のアジア人がその
ために命を落としています。成長の副産物として、食料不安、
天然資源の枯渇、格差拡大といった問題が顕在化しています。
　新技術やグローバル化や市場経済改革といった、過去20年
間のアジアの経済的成功を可能とした要因は、結果的に、アジ
アの国内および諸国間の格差をもたらしました。最も裕福な
1%の世帯が総消費の10%近くを占めている国もあります。
　この不平等の拡大は複雑な問題です。拡大しているのは所得
の格差だけではありません。機会や公共サービスに対するアク
セスの不平等も広まっており、それが所得格差拡大の大きな一
因となっています。
　世界の成長パターンが変化し、従来の欧米市場におけるアジ
アの輸出品に対する需要が低迷するにつれ、アジア諸国が経済
成長のリバランスを進めて経済を多角化し、域内需要を拡大し、
国民の全体的な購買力を高めることがこれまで以上に重要に
なっています。各国の経済を相互に連結するプロセスである域
内協力・統合は、所得や機会の格差を縮小し、人々が極度の貧
困から抜け出せるようにする上で重要な役割を果たすことがで
きます。

　ADBの長期戦略の枠組みである「ストラテジー2020」にお
いて越境協力と経済統合が重要な柱となっているのはそのため
です。ADBの支援を受け、アジア・太平洋の各地域では、交通、
エネルギーおよび通信ネットワーク、そして貿易と投資を促進す
る政策改革を通じて相互連結が進んでいます。2012年にミャ
ンマーが門戸開放に動いたことで、汎アジア統合を進める大き
な機会がもたらされました。
　ADB業務のアジェンダは、域内におけるその他の様々な重要
課題への対応を支援することを目指しています。例えばADBは、
政策当局が経済成長をよりインクルーシブな（全ての人々に恩
恵が行き渡る）政策とバランスさせるよう促す支援を目指してい
ます。機会の不平等によって、成長の貧困削減効果が低下する
だけでなく、力強い成長の持続性が損なわれるからです。
　ADBは、開発途上国が貧困層および恵まれない人々に医療、
教育および就業機会へのアクセスを提供し、彼らが成長に貢献
すると共にその恩恵を受けられるようにするべく支援を行ってい
ます。また、食料安全保障や気候変動に関連する問題にも取り
組んでいます。こうした問題から最も大きな影響を受けるのが
貧困層だからです。
　アジア経済の急成長に伴う環境破壊が進んでおり、現在の成
長軌道のままでは持続できないことは明らかです。私たちは従っ
て、地域の成長ポテンシャルを現在および将来にわたって維持
できるよう、環境に優しく持続可能な政策を追求しています。ジェ
ンダーの平等の推進も、重要な目標のひとつです。女性の才
能と潜在的な経済力を活用せずにアジアの貧困削減目標を達成
することはできません。
　支援に対する需要は絶えず拡大しており、その需要を満たす
ため、ADBの2012年の事業総額は215億7,000万ドルに達し
ました。このうち133億ドルはADBおよび特別基金、82億7,000
万ドルは協調融資パートナーから供与されました。協調融資業
務は引き続き、ADBの開発援助の効果を拡大する役割を果た
しています。
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　ADBの支援は、比較的貧しい加盟国がその開発ニーズを
満たす上で特に重要な役割を果たしています。2012年にア
ジア開発基金への拠出を約定したADBの拠出加盟国に、私
たちは感謝しています。79億SDR（124億ドル）という多額
の財源補充は、前回の財源補充を11.1%（米ドル・ベース
では9.5%）上回り、アジアの最も貧しい人々を支援するとい
う長期戦略をADBが完全に実施する助けになるでしょう。
　アジアには莫大な開発投資ニーズが存在します。ADBの
推定によれば、アジアの新興諸国が現在の経済成長レベル
を維持するには、2020年までに8兆ドルのインフラ資金が
必要になります。その大部分は民間セクターから調達せざ
るを得ないことから、ADBは資金供与における自らの役割
を明確に定義し、協調融資、官民パートナーシップおよび
民間セクターの関与を通じて資金をより効率的に活用するこ
とを追求しています。また、ADBは利用可能な金融商品を
知識の普及とリンクさせることにより、その有効性を高めて
います。
　ADBは従来の融資を主とする役割を調整し、「ファイナン
ス++」（ファイナンス+レバレッジ+知識）の充実したメニュー
を提供することにより、上記の方向性を強めていかなけれ
ばなりません。
　持続的かつインクルーシブな成長を継続しつつ、新たな
協力方法を模索することで、アジア・太平洋地域は貧困を
削減し、世界全体の繁栄と安定に貢献することができます。
私たちは加盟国やパートナーと共に、その実現に向けてさ
らなる努力を続けて参ります。

総裁・理事会議長
黒田 東彦

経営陣
左上から（副総裁）Bindu N. Lohani、
Xiaoyu Zhao、Lakshmi Venkatacha-
lam、Stephen P. Groff 、Thierry de 
Longuemar、（事務総局長）Rajat M. 
Nag、（官房長）Robert L. T. Dawson
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理事会

　理事会は政策、融資、グラント（無償援助）、保証の承認を含め、
ADB業務の全体的な方向性について責任を有している。株主で
ある加盟国の代表機関である理事会は、加盟国の指針が確実に
実施されるよう監督する重要な役割を担っている。
　理事会は、ADBが開発途上加盟国にとって効果的で精力的な
開発パートナーであり続けられるよう努力を継続しており、アジ
ア・太平洋地域が直面する課題に対応するべく、ADB内部やそ
の業務について改善や改革を提案する。
　開発途上加盟国に対するADBの支援が効果的であるために
は、財源を適切に管理しなければならない。このため、理事会
はADBの年次財務諸表、予算および借入プログラム、業務計画
と予算枠組み、そして職員の給与および福利厚生を分析する。
理事会はADBの予算を承認し、毎年年次総会において、会計年
度決算を総務会に提出し承認を得る。
　理事会の業務を支えるため、監査、予算、コンプライアンス

審査、開発効果、倫理、人事の各委員会が設置されている。
　理事会はADB業務の必要に応じて随時会合する。2012年、
理事会は正式会合を48回、非公式なセミナーを27回開催した。
10月、理事会はADB経営陣と共に1日のリトリートに参加し、ナ
レッジ・マネジメント、中所得国におけるADBの役割、およびア
ジア開発基金（ADF）の今後の役割について議論した。
　理事会メンバーは毎年、一部の域内国を訪問し、ADBのプロ
ジェクト、業務、技術協力や政策対話の現場を直接視察するほか、
政府高官、開発パートナー、民間セクターの指導者などの関係
者と面談する。2012年は、初回の視察団が5月29日から6月7
日にかけてバヌアツとツバル、2回目の視察団が9月24日から30
日にかけてインドネシアを訪問し、第3の視察団が10月17日か
ら29日にかけてパキスタンとスリランカを訪問した。
　12月、理事会は総務・組織運営担当の新副総裁を任命した。

左から右：（前列、理事）Micheline Aucoin、Anthony Baker、Jérôme Destombes、Gaudencio Hernandez, Jr.、Ashok K. Lahiri、Robert M. 
Orr、小口一彦、Maurin Sitorus、Yeo Kwon Yoon、Maliami bin Hamad、Mario Sander、Zhongjing Wang、（後列、理事代理）Christina 
Wedekull、Andrew Collins、René Legrand、Siraj S. Shamsuddin、Bounleua Sinxayvolavong、Maureen Grewe、福島秀生、C.J. (Stan) 
Vandersyp、Wilson Kamit、Khin Khin Lwin、Guoqi Wu。写っていない理事代理：Richard Edwards。
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2012年のハイライト
　理事会は引き続き「ストラテジー2020」（ADBの2020年ま
での全業務の指針となる最重要戦略の枠組み）の実施を監督する
と共に、ADBの敏速な対応、開発効果およびアカウンタビリティ
の改善を目的として様々な討議・決定を行った。
　ミャンマー政府による民主化および市場経済化に向けた本格
的な改革の継続を受けて、理事会は、同国のインクルーシブ（全
ての人々に恩恵が行き渡る）で持続可能な成長達成に対する支援
を目的とする暫定国別支援戦略を承認した。理事会は、ADBの
経営陣に対し、ミャンマー政府、民間セクターや、開発パートナー
と協力し、ADBが1988年以来業務を停止していた同国の開発
と貧困削減に向けた支援戦略を策定するよう指示を行った。
　暫定戦略の目的は、世界で最も貧しい国の一つであるミャン
マーが、アジア・太平洋地域の力強い経済成長から利益を受け、
地域との統合を進められるよう、包括的な戦略を策定することで
ある。
　域内で特に貧しくかつ脆弱な国への支援を継続するため、理
事会メンバーは、3月にマニラで開催されたアジア開発基金

（ADF）第10次財源補充（ADF XI）の拠出国会合に出席した。
2011年に始まった同会合は、この第3回会合で終了し、拠出国
はADFに対する124億ドルの財源補充に合意した。この財源補
充は2013～2016年のADF業務に利用され、前期（それ以前の
4年間）となる第9次財源補充（ADF X）から米ドル・ベースで9.5%
増となった。
　理事会は6月、財源補充会合の合意内容と勧告を含む「ADF 
XI拠出国報告書」を採択し、これを理事会の報告書と共に、検
討材料として総務会に提出することに合意した。ADF XIの交渉
過程では、開発の成果や貧困削減能力を損なう可能性のある自
然災害に対して特に脆弱なADF適格国を対象とする災害対応
ファシリティ（Disaster Response Facility：DRF）設立の必要性
について、徹底した議論が行われた。拠出国とADBは、2013
年から2016年にかけてDRFを試験的に導入し、適格国が自然災
害に効果的かつ迅速に対応できるよう支援していくことに合意し
た。災害リスクの管理と低減を主流化し、災害に対する初動およ
び中期的対応を支援するというストラテジー2020の目標を踏ま
え、理事会はDRFの試験的導入を承認し、その決議は2013年1
月1日に発効した。
　ストラテジー2020では、ADBの業務や活動におけるアカウン
タビリティ、参画および透明性の重要性が認識されている。
ADBのアカウンタビリティをさらに強化するため、理事会はアカ

ウンタビリティ・メカニズム政策の改定を承認した。この改定は、
2年間にわたって理事会と経営陣が共同実施した同政策のレ
ビューにおいて提案されたものである。政策の改定により、メカ
ニズムの利便性、信頼性、効率性および有効性の改善が見込ま
れる。同メカニズムは、ADB支援プロジェクトによって影響を受
けた人々が問題の解決を求め、ADBによる業務政策・手続違反
の疑いを報告するフォーラムとして、2003年に設置された。
　透明性とインクルージョン（包含性）に対するADBのコミットメ
ントを強化するため、理事会は、情報公開政策改定版に基づい
て設置された独立不服審査委員会（IAP）に透明性専門家3名を任
命した。5月に発効した情報公開政策新版により、ADB文書の
開示要件が変更された。
　ADBの開発効果重視の姿勢を支えるため、理事会は成果フ
レームワークの包括的レビューの際に考慮すべき事項を討議し提
案した。同フレームワークは2008年に採択されたパフォーマン
ス管理ツールで、ADBが業務をモニタリング・改善することでス
トラテジー2020の目標を達成できるようにすることを目的として
いる。成果フレームワーク改定版の採択は、2013年前半に予
定されている。
　理事会はまた、2013～2015年の業務計画と予算枠組みを審
議した。これはストラテジー2020が定めるADBの戦略目標の達
成を目的とする3カ年業務計画で、毎年更新される。
　理事会は、結果重視型融資手法の試験的導入が提案されてい
ることについてもガイダンスを与えた。これは、政府主導のセク
ター・プログラムを支援し、貸付実行をプログラムの成果に直
接リンクさせるものである。理事会は本件の政策ペーパーを
2013年中に検討する。
　国別支援戦略（CPS）は、被支援国の開発戦略とADBの優先的
戦略目標とをすり合わせ、当該国におけるADBの戦略的アプロー
チを規定するものである。CPSは政府の国家開発計画の枠内で
ストラテジー2020の業務範囲を特定する。2012年、理事会は
中国、インドネシア、カザフスタン、モンゴル、ソロモン諸島、
ウズベキスタンおよび ベトナムに対するCPS計7件を承認した。
　2012年に理事会が承認した融資、グラント、出資、保証、サ
プライチェーン・ファイナンス・プログラムおよび技術協力の総
額は133億ドルとなった。ADB業務に対する協調融資の総額は
82億7,000万ドルだった。理事会はまた、7件・計27億3,000
万ドルのマルチトランシェ融資ファシリティを承認した。
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財務実績
財務概要
　2012年、ADBの業務総額は215億7,000万ドルとなり、うち
133億ドルがADB（通常資本財源 [OCR] および特別基金財源）、
82億7,000万ドルが協調融資パートナーより供与された。ソブリ
ン業務（公共協調融資、技術協力協調融資を含む）の総額は136

億1,000万ドル、ノンソブリン業務（協調融資を含む）の総額は
79億6,000万ドルとなった。
　実行総額は85億9,000万ドルとなり、2011年比で3億2,600
万ドル（3.95%）増加した。

（単位：百万ドル） 2008 2009 2010 2011 2012 

ソブリン  10,344  16,911  14,813  15,396  13,609 
融資  8,602  12,778  10,410  11,005  10,611 
出資  –  –  –  150   – 
グラントa  707  924  952  614  697 
保証  –  –  200  –   – 
技術協力  188  191  171  138  146 
直接付加価値（DVA）協調融資b  846  3,019  3,081  3,489  2,155 

公共協調融資  766  2,958  2,933  3,279  2,009 
技術協力協調融資  80  61  148  210  146 

ノンソブリン  1,830  3,477  4,122  6,319  7,962 
融資  1,297  438  1,035  1,600  1,107c 
出資  103  220  235  89  131 
保証  –  –  500  417  403 
サプライチェーン・ファイナンスd  –  –  –  –  200 
貿易金融プログラム  –  850  –  –   – 
技術協力  1  12  2  9  5 
直接付加価値協調融資b  429  1,957  2,350  4,205  6,117 

公共協調融資  –  –  –  –  19 
民間協調融資  425  1,956  2,349  4,204  6,097 

Bローン  425  276  320  200  200e 
パラレル・ローン  –  417  479  1,623  3,341 
貿易金融プログラム協調融資  –  1,263  1,549  2,381  2,344 
保証協調融資f  –  –  –  –  87 
リスク移転g  –  –  –  –  126 

技術協力協調融資  4  1  1  1   0 

　合計  12,174  20,389  18,935  21,716  21,571 

承認額の財源別内訳（2012年） 実行総額（2008～2012年）
（単位：百万ドル）

- = ゼロ、0 = 5万ドル未満。
注：小数点以下の処理により合計と一致しない場合がある。 
a   投資グラント。
b   2011年に直接付加価値（DVA）民間協調融資の定義が明確化され、DVA協調融資分類の詳細な基準が設定された。2009年から2012年の数値はこの新しい定義を反映して

いる。
c 3,500万ドルの債券投資を含む。
d   サプライチェーン・ファイナンスは、サプライチェーンの全プロセスおける決済支援のため、パートナー金融機関を通じて保証と融資（いずれも政府保証なし）を提供するプログ

ラムである。
e 1億ドルの現地通貨建て補完融資を含む。
f   第三者が供与しADBによって完全に保証されない融資（部分信用保証または部分リスク保証等）については、ADBの保証を受けない部分が純DVA協調融資に分類され、保証

契約が署名された年に計上される。
g   第三者がADBの保証または融資の下でリスクを負担するリスク移転協定に伴って減少する通常資本財源の配分額を示す。配分の減少額は、カウンターパーティのリスク格付け

および性質に依存する。
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財源
　授権資本と応募済資本はそれぞれ1,635億ドルおよび1,631
億ドルであった。通常資本財源（OCR）に含まれるその他の財源
である収入および実現純利益は14億ドルとなり、うち7億7,050
万ドルは融資ポートフォリオ、4億700万ドルは投資ポートフォリ
オ、1億8,290万ドルは出資その他によるものであった。財源と
してのADBの特別基金への拠出金および収入の合計はおよそ6
億ドルで、その内訳はアジア開発基金が6億ドル、技術協力特別
基金が4,760万ドル、日本特別基金が20万ドル、アジア開発銀
行研究所が1,900万ドル、パキスタン地震基金が40万ドル、気
候変動基金が10万ドルだった。
　ADBはまた、計8種類の通貨建て公募債および私募債の発行
を通じて132億ドルの中長期資金を調達した。公募債の合計は
90億ドル、私募債の合計は42億ドルだった。公募債のうち52
億5,000万ドルは米ドル建てグローバル・ベンチマーク債3件で、
残りはオーストラリア・ドル、ブラジル・レアル、ニュージーラン

ド・ドル、ノルウェー・クローネおよび英ポンドを含む様々な通
貨建てで発行された。私募債については、ADBはテーマ型債券
を引き続き発行し、ウォーター・ボンドにより2億6,300万ドル、
クリーン・エナジー・ボンドにより3億4,300万ドルを調達した。
これにより、テーマ型債券の発行累計額は約15億ドル相当となっ
た。さらに、ADBはユーロ・コマーシャル・ペーパー（ECP）プ
ログラムを通じた短期借入により、57億ドル相当を調達した。
2012年末時点のECP借入の未返済額はわずか18億ドルであっ
た。ADBはまた、各国国内債券市場の発展に寄与するとの目標
を引き続き追求し、借入人に適切な現地通貨建て資金を供与し
た。ADBの財務局は2012年に、慎重な財務管理と現地通貨に
関連するクライアントのニーズによりきめ細かく対応するため、
財務クライアント業務ユニット（Treasury Client Solutions 
Unit）を新設した。

通常資本財源の業務利益（2008～2012年、単位：百万ドル） 通常資本財源の借入（2008～2012年、単位：百万ドル）

（単位：百万ドル） 2008 2009 2010 2011 2012 

通常資本財源

授権資本 54,890 166,179 163,843 163,336 163,512 

応募済資本 54,890 60,751 143,950 162,487 163,129 

払込資本および準備金 15,269 15,176a 15,878 16,534 16,420 

借入残高 35,672 42,063b 51,822 58,257 64,279 

アジア開発基金 33,479 31,973c 32,651 33,055 33,346 

a   2009年末現在で加盟国からの払い込み待ちとなっていた1億4,220万ドルを、「資産」から、「応募済資本に対する譲渡不可・非利付き要求払い債権の資本金および準備金」
に分類し直した影響が含まれる。

b   2009年以降の金額には、借入金のスワップに関する未償還のディスカウントまたはプレミアム、移行調整、為替換算調整、およびASC815に関連する調整を含む。
c   2009年末現在で拠出国からの払い込み待ちとなっていた21億8,560万ドルを、「資産」から、「拠出金に対する譲渡不可・非利付き要求払い債権の資金残高」に分類し直した

影響が含まれる。
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アジア・太平洋地域のニーズへの対応

2012年は世界経済の不調が続いた年だった。米経済の復調は
依然弱く、ユーロ圏は再び景気後退に陥った。こうした背景の下、
アジア・太平洋地域の開発途上国の成長率は2011年の7.3%か
ら2012年には6.1%に鈍化した。それにも関わらず、アジアは
引き続き強靱性を示し、世界経済の成長をリードした。
　アジアの開発途上国は現在、世界総生産の3分の1を占め、
世界経済の成長に対する貢献率は5割を超えている。ここ数十
年の急成長によってアジア地域では所得の貧困は著しく削減され
たが、それでも世界の貧困層の3分の2が引き続きアジアに居住
している。最近のデータによると、8億人を超えるアジア人が1
日当たり1.25ドル未満の生活費で暮らしており、約17億人が1
日当たり2ドル未満で生活している。貧困削減のアジェンダはま
だ達成されていない。
　のみならずアジアは、急速な格差拡大という課題に直面して
いる。アジアでは貧富の差が過去20年間で大きく拡大した。多
くの国では最も裕福な1%の世帯が総消費の10%近くを占め、
上位5%が総消費の20%以上を占める。格差の度合いを示すジ
ニ係数は、アジアの開発途上国全体で39から46に上昇した。
　格差は所得だけでなく、基本的社会サービスに対するアクセ
スについても存在する。例えば、所得を５階位に分類した場合、
最下位に属する貧しい世帯の学齢期児童は、小学校と中学校の
非就学率が、最上位に属する裕福な世帯の児童の5倍となって
いる。最も貧しい世帯の乳児死亡率は、最も裕福な世帯の10倍
である。
　アジアでは環境も深刻な脅威にさらされている。アジア開発
途上国では経済成長に伴ってエネルギー需要と炭素排出量が増
加し、既に脆弱な環境に負荷がかかっている。人口構造の変化
と急速な都市化がアジアの開発に深刻な影響を及ぼしている。
食料、水およびエネルギーの各セクターが交錯する分野では、
難しい選択を迫られることになる。特に、農業セクターとエネル
ギー・セクターは減少しつつある水資源を巡って競合関係にある。
　アジアは引き続き成長を続けなければならないが、その成長
は、よりインクルーシブ（全ての人々に恩恵が行き渡る）かつ持続
可能なものでなくてはならない。後発国が地域の発展から恩恵

を得られるようにし、地域の成長と世界全体の成長とのバランス
を取り直すため、アジア各国は統合を進めなければならない。
このプロセスは既に始まっており、政府、企業および人々の相互
協力強化を通じて勢いを増している。南アジアや東南アジアと
いった準地域間では貿易、インフラおよび金融の連結を強化す
れば、極めて大きな利益がもたらされる可能性があり、特にミャ
ンマーの開放政策によってその潜在力が高まっている。アジアと、
中南米やアフリカの間の南南協力についても同様である。
　開発途上加盟国の課題克服を支援するため、ADBは2012年
も引き続き、インクルーシブな成長、環境に調和した持続可能
な成長、そして地域統合というストラテジー2020の3つの開発
アジェンダに注力した。インフラ、環境、地域協力および地域
統合、金融セクター開発および教育という5つの中核分野に集中
して業務を行った。保健、農業、災害および緊急支援等の他の
分野においては、ADBは他機関と緊密に協力しつつ、的を絞っ
た業務を継続した。
　最貧国の課題対応を支援するアジア開発基金（ADF）の財源補
充は、従来の拠出国が厳しい状況にあったにも関わらず、成功
裏に合意された。2012年に実現した第10次ADF財源補充（ADF 
XI）の規模は124億ドルとなり、米ドル・ベースで前回の財源補
充を9.5%上回った。ADF XIは2013～2016年を対象とし、
ADF支援の適格国が貧困問題に取り組む上で不可欠である資金
を提供する。

貧しい人々が取り残されないように
アジアの貧困削減には成長の継続が不可欠だが、成長のパター
ンと質も同じく重要である。ストラテジー2020では、貧困層や
恵まれない人々が取り残されないよう、インクルーシブな成長が
強調されている。
　2007年以降、ADBは開発途上加盟国の政府と協力し、イン
クルーシブな成長に対する阻害要因の調査・分析能力の強化を
支援している。この国別調査は、政府の優先目標、ADBの比較
優位と各種資源、他の開発パートナーの取り組みとすり合わせ
ながら支援プログラムを選択したり順序づける上で役立ってい

アジアでは、急成長に伴う格差拡大により、発展のペースが脅かされている。4月に発表された
ADB『アジア経済見通し2012年版：広がる格差問題に取り組む』（Asian Development 
Outlook 2012：Confronting Rising Inequality in Asia）では、拡大しつつある所得格差へ
の取り組みを模索し、財政措置、後発地域の課題に対応する活動および、雇用を創出する成長
の重要性を提案した。報告書（英文）はadb.org/publicationsよりダウンロード可。

Outlook
Confronting Rising Inequality in Asia

ASIAN DEVELOPMENT

2012
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る。2012年にはインドネシアとパプアニューギニアで調査が完
了し、ブータン、カンボジア、モルジブとタイでも同様の調査が
開始された。ADBの国別支援戦略（CPS）では、インクルーシブ
な成長の重要性が従来以上に強調されている。
　ADBは、業務におけるインクルーシブな成長のモニタリング
を強化する措置を開始した。現在行われている成果フレームワー
クのレビューでは、インクルーシブな成長に対しADBがどのよう
に貢献したかをわかりやすく捉える上で、複数の指標が提案され
ている。（第4章「実効性ある組織の実現」のp.42 参照。）
　ストラテジー2020では、インクルーシブな成長について相互
に関連する3つの柱が認識されている。まず、経済的な機会を
生み出し拡大するには、持続可能な高成長が必要である。第2に、
社会に属する各人が成長に参加して利益を得られるためには、
経済的機会への拡大が必要である。第3に、極度の困窮を防ぐ
には社会保障制度を強化しなければならない。

第1の柱：経済的機会の創出と拡大
アジアの経験によって、貧困の拡大を食い止める最も効果的な
手段が持続的な経済成長であることが判明している。しかし、イ
ンフラと人的資本に対する多大な投資を行わずに持続的な経済
成長を達成した国はない。交通・運輸の改善、熟練労働者、そ
して信頼性の高いエネルギー・インフラは、商品やサービスの
生産に不可欠である。安定した金融セクターと適切な規制シス
テムも、民間セクターの参加を通じた成長促進に不可欠である。

交通　広範囲に及ぶ効率的なインフラ・サービスは、経済成長
の促進と持続的な貧困削減に不可欠な要素である。交通セクター
におけるADBの支援は、貿易の促進、事業コストの削減、およ
び経済的機会と雇用の創出に重点を置いて行われた。中国では、

江西省の撫州で実施される都市インフラ改善プロジェクトを通じ
て、延長12.2kmのバス高速輸送システム、撫州新駅における
都市交通ハブの建設、河川の護岸工事と緑道（歩行者・自転車
専用道路）整備、および駅へのアクセス路の建設に資金が提供さ
れる。
　インド・ビハール州では、道路改修プロジェクトに対する追加
融資により、補修される幹線道路の総延長が356kmから
610kmに拡大され、幹線道路網へのアクセスが最適化される。
チャッティスガール州でも、州道セクター・プロジェクトによって
州道約916kmを改修し、国道網と農村部の接続性と、市場や雇
用機会へのアクセスが改善する。ADBはまた、トルクメニスタン
と近隣諸国間の交通と輸出入拡大を目的とし、南北鉄道線の整
備を支援した。同プロジェクトの主なアウトプットには、組織能
力の強化に加え、信号システム、電力供給システム、通信シス
テム、ならびに維持管理・安全機材の整備が含まれる。

エネルギー　エネルギーに対する投資は生産性と競争力を高め
る。バングラデシュの電力システム拡張・効率改善プログラムは、
発・送電および配電への新規投資を通じてエネルギーの安定供
給を確保し、生産性と競争力を高めることを目的としている。タ
イのバンチャックで実施される太陽発電プロジェクトは、同国の
クリーンエネルギー・インフラに対する民間投資の加速と拡大を
支援するものである。キルギスの電力セクター修復プロジェクト
では、国レベルおよび地域レベルの電力システムの信頼性を強
化することにより、エネルギー供給の改善を支援していく。

地域貿易を実現する幹線道路  
ラオス東部のサバナケット州とベトナムを結ぶ国道9号は、かつて路面が陥没した劣悪な状態で、通行
貿易の障壁となっていた。しかし、ADBとラオス政府が協調融資を行った全天候型道路プロジェクトに
よって、移動時間が9時間から3時間に短縮された結果、サバナケットに多額の投資が流入し、地元産
業が利益を受けている。新たに舗装された9号線は域内貿易の幹線ルートとして機能し、交通量の増加
と共に、農業だけでなく、レストラン、旅館、ホテルや商店にも機会がもたらされている。

A
FP
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　地域協力・統合（RCI）は、地域全体を通じて経済
機会と強靱性を推進し、国境を越える諸問題に対応
する上で、極めて重要である。ADBはアジア・太平
洋地域におけるRCIの推進役、調整役および知識リー
ダーとしての役割を積極的に果たしている。ストラテ
ジー2020は、2020年までにRCI推進業務がADBの
業務全体の30%を占めるという目標に掲げており、
この比率は2012年に中間目標である15%を上回っ
た。アジア・太平洋地域は多様であることから、関
連業務の大半は準地域レベルで行われている。
　2012年には注目に値する成果がいくつか達成され
た。ADBが 出 資、 協 調 融 資 および 運 営を行う
ASEAN イ ン フ ラ 基 金（ASEAN Infrastructure 
Fund：AIF）が初回出資1億6,700万ドル（ADBの出
資を含む）を全額受領し、業務を開始した。2012年
にマレーシアのラブアンで法的に組織されたAIFは、
第1回理事会会合が5月に開催され、2013年中に融
資活動の開始が見込まれている、。2012年10月に
は、 中 央 ア ジ ア 地 域 経 済 協 力（Central Asia 
Regional Economic Cooperation：CAREC）の第
11回閣僚会議が中国の武漢で開催され、今後5年間
の業務方針を示す行動計画を採択した。南アジア地
域経済協力（SASEC）では、エネルギー、貿易促進お
よび交通の各作業部会が、優先順位の高い地域プロ
ジェクト（計40億ドル）の準備を進め、あるいは実施し
ている。中国とモンゴルでは、より多くの越境ポイン
トにカスタム（税関）コントロールが拡大配備されたこ
とで、両国の協力が強化された。
　3月には、中国・貧困削減・地域協力基金（PRC 
Poverty Reduction and Regional Cooperation 
Fund）に対し、2,000万ドルが 追加拠出された。
2012年、中国政府は技術協力プロジェクト5件に対
して計220万ドルの資金供与を承認し、RCI事業への
支援実績は累積で46件・計2,100万ドルとなった。
同基金は、主に能力開発と知識の共有への支援を通
じて、RCIと貧困削減に大きく貢献している。
　 貧 困 削 減日本 基 金（Japan Fund for Poverty 
Reduction：JFPR）は、主に税関手続の改善を通じ
た貿易の拡大と経済成長の促進を目指している。
2012年には、メコン河流域圏（Greater Mekong 
Subregion：GMS）およびインドネシア・マレーシア・
タイ成長の三角地帯（IMT-GT）で、技術協力グラント

2件が承認された。日本政府は、開発途上加盟国に
おける貿易を促進するため、2011年から2015年に
かけてJFPRへの2,500万ドルの拠出を約定している。
　太平洋民間セクター開発イニシアティブ（Pacifi c 
Private Sector Development Initiative）で は、
金融へのアクセスとビジネス環境改善につながる担保
取引改革の域内実施が引き続き支援された。太平洋
地域では8カ国で様々な段階の改革が進んでいる。
2012年には、パラオで新たな担保取引法が制定され、
トンガでは担保取引および営業認可制度を改革する2
件の法改正が承認された。
　3月には中国の昆明で国際会議が開催され、開発
途上加盟国、ADBおよび民間セクターを含む開発パー
トナーがRCIイニシアティブ実施に関して経験を共有し
た。域内の南南協力推進面では、ADBの年次総会で、
ADB、アジア開発銀行研究所と米州開発銀行の共同
調 査 報 告 書『Shaping the Future of Asia and 
the Pacific-Latin America and Caribbean 
Relationship（アジア・太平洋地域と中南米・カリブ
海地域の関係の将来像）』が発表された。地域市場
の機能について共通の理解を得ることを目的とした、
ASEAN、中国、日本および韓国（ASEAN+3）の債
券市場ガイドが初めて出版された。
　物理的な接続性は地域統合の基盤である。2012
年、ADBは準地域の接続性を高めるため、24億ドル
を超える資金を交通、エネルギー、通信等の越境イ
ンフラに投資した。東アジアでは、モンゴルを中国や
ロシアを結ぶ「CAREC第４回廊」の早期建設を支援
した。中央アジアでは、カザフスタン、キルギス、タ
ジキスタンおよびウズベキスタンにおける発・送電の
ニーズを特定し、アフガニスタンの電力系統を中央ア
ジア電力系統に接続するための技術的課題に対応す
る地域電力マスタープランを完成させた。交通セク
ターでは、2008年 以 来のCAREC回 廊の改 良が
2012年の目標を上回った。南アジアでは、道路や空
港、越境ポイントの整備、貿易促進および能力開発
への支援として、計2億6,300万ドルの融資・グラン
トが承認された。

協力と統合を通じた強靱性の推進
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GMS設立20周年

メコン河流域圏（GMS）経済協力プログラムは2012
年に設立20周年を迎えた。1992年以降、同地域の
国 （々カンボジア、中国、ラオス、ミャンマー、タイ、
ベトナム）はGMSの活動に積極的に取り組んでいる。
加盟国間の接続性（connectivity）の促進、競争力

（competitiveness）の 強 化、 お よ び 共 同 体
（community）意識の向上という「3つのC」を支援
するGMS経済協力プログラムは、アジア・太平洋地
域における地域パートナーシップのモデルとされてい
る。
　ADBは融資、技術援助や助言の提供、事務、調整、
中立的な立場からの域内対話の支援、共通課題に関
するコンセンサスの醸成など、様々な役割を果たして
いる。ADB、開発パートナーと加盟国政府は2012
年末までに、累計で155億ドルの投資をGMSプロジェ
クトに行い、多くの成果を達成した。
　GMSを通じた接続性の強化と統合が、域内国の経
済パフォーマンスの改善に貢献している。過去20年

間の域内国の平均年間成長率は約8%で、世界的に
見ても高い成長率となっており、この高成長が貧困
の削減に寄与している。経済の開放度（時価ベースで
の国内総生産に占める貿易総額の比率）も、ほぼ全
てのGMS諸国において劇的に上昇している。
　GMS内の貿易量は、GMS諸国の貿易総額の6%
に過ぎないが、2000年から2009年までは年率22%
という高さで拡大した。海外直接投資（FDI）は、ほ
ぼ全てのGMS諸国において10倍以上に増加した。
インフラの改良が成長に寄与しており、例えば道路
密度（土地面積に対する道路延長の比率）は、いくつ
かの国において2倍以上に増加している。
　GMSは今後の10年間（2012～2022年）、2011
年にミャンマーで開催されたGMSサミットで承認され
た新たな「戦略フレームワーク」を指針として活動し
ていく。
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• 1992
• 1994 • 1996

• 1999
• 2002 • 2003 • 2005 • 2005

• 2006
• 2008

• 2
01

1
• 2

01
2

GMS：進化を続ける生産的なパートナーシップ
カンボジア
中国
(雲南省、広西チワン族自治区）

ラオス
ミャンマー
タイ
ベトナム

総人口
3億2,600万人

総面積
260万
平方キロ

第1回閣僚会合を
マニラで開催、
GMS協力の枠組み
を承認

ADBが最初の事業
2件（中国の雲南高
速道路、ラオスの
トゥン・ヒンブン水力
発電）を承認

協力の対象セクター
に通信を追加

ラオス、タイ、ベ
トナムが越境交
通協定に署名

第1回首脳会議で
第1次戦略フレー
ムワーク（2002～
2012年）が承認
され、「開発マネジ
メントに関するプ
ノンペン計画」が
スタート

加盟の6カ国が
全て越境交通
協定を批准

第2回首脳会
議（昆明）で生
物多様性保全
回廊イニシア
ティブが発足

経済回廊
フォーラム
（ECF）が設立

GMSプログラム
20周年

第1回環境相会議
（上海）で中核環境
プログラムが承認
された

メコン河観光
調整オフィス
がバンコクに
開設

第4回首脳会議で新
たな戦略フレーム
ワーク（2 0 1 2～
2022年）ならびに
観光、環境および農
業に関する新たなセ
クター・プログラム
が承認された

成 果

近年の経
済成長率
は平均で
6%以上

海外直接投資の
流入が
10倍に増加

年間観光客数が1995年から
2009年までに倍以上に増加

輸出総額が1990年代前半の水準の10倍に
増加し、域内貿易は24倍に増加

一人当たり実質所得が
3倍以上に増加
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研修と教育　技術・職業教育および研修（TVET）と高等教育に
対する投資は、労働市場における高度な職能への需要増に対応
するため、経済的機会の拡大に寄与する。この分野における
ADBのイニシアティブには、キルギスで実施中のTVET支援や、
インドネシアにおける高等教育レベルの技能開発、および南太
平洋における情報通信技術と通信教育を通じた高等教育の機会
拡 大 事 業 が 含 ま れ る。ADB が「Higher Education in 
Dynamic Asia（ダイナミックなアジアにおける高等教育）」を
テーマとする大規模な調査を行った結果、高等教育の重要課題
を扱った8本のモノグラフが出版された。ADBはまた、アジアに
おけるインクルーシブで持続可能な成長のための技能を論じた
書籍を発刊し、国際技能大会を主催した。

金融セクター　金融セクターに対する支援は、より健全かつ効率
的な金融市場の開発に貢献し、インフラに対する長期投資と成
長を促す。ADBは、キルギス、インドネシアおよびベトナムに
おいて、金融セクター開発に適した環境整備を支援している。
キルギスでは、政策、能力開発に関する支援と助言、および中
小企業ファシリティを提供している。インドネシアでは、規制当
局の監督を強化し、資本市場の裾野を広げ、投資家基盤の拡大
を通じて長期貯蓄を増加する支援を行っている。ベトナムでは、
政策および規制環境の改善を通じて堅固なマイクロファイナン
ス・セクターの育成を図っている。また、ASEAN+3債券市場
フォーラム（ASEAN+3 Bond Market Forum）に対しても、債
券の基準や市場慣行の調和化等に関する支援を継続している。

民間セクター開発　ADBは、経済成長と経済的機会の拡大にお
ける民間セクターの重要性を認識している。2012年のイニシア
ティブとしては、キルギス、モンゴル、パラオ、サモアと東ティモー

ルにおける民間セクター活動環境の改善を目的とする政策改革、
およびバングラデシュ、キルギスとベトナムにおける官民パート
ナーシップ（PPP）支援が挙げられる。ADBはまた、2012年の民
間セクター業務として、キルギスの商業銀行セクターおよびスリ
ランカの住宅金融市場の開発を支援する投資案件を実施した。
フィリピンではインフラの改良を目的とする出資を行った。ADB
の2012年における民間セクター業務については、第3章で詳述
する。

第2の柱：アクセスの拡大
　全ての人々が成長に参加してその恩恵を受けられるようにする
には、雇用を含む経済的機会に対するアクセスを拡大しなければ
ならない。そのためには、基本的サービスやインフラの改善と
拡張が必要である。生計を向上し雇用機会を拡大するにはマイ
クロファイナンスおよび中小企業の開発が必要であり、食料安全
保障を確保するには農業支援が重要である。インクルーシブな
アクセスを実現するには、改革支援によって、女性や恵まれない
人々、排除された集団の参加を促すことも必要である。
　貧困の連鎖を断ち切り経済的機会へのアクセスを拡大するに
は、初等教育と中等教育が必要である。ADBは、初等・中等教
育の質を高めて、アクセスを拡大する支援を続けている。カン
ボジアでは、学校中退率を引き下げ、遠隔地の児童が中学校に
通えるよう、改革を支援した。フィリピンでは、貧しい農村に保
育園を建設する事業を支援している。

保健は開発、生産性および社会的インクルージョン（包含性）に
とって不可欠である。2012年、ADBはモンゴルの病院セクター
と、バングラデシュの都市部公共医療サービスにおける業務を
拡大し、中国（雲南省）、ラオス、ミャンマー、フィリピンおよび
ベトナムの国境地域の移住労働者および遠隔地居住者を対象と

ネパール：伝統との決別
ネパールでは、ADBが支援する職業技能プログラムにより、従来男性に限られていた職業に恵まれな
い女性が就く道が開かれつつある。プロジェクトではADB融資2,000万ドルが供与され、女性や、被差
別民であるダリット・カーストその他の恵まれない人々にも複数機関による技能訓練が提供されるように
なった。プロジェクトは対象者の50%以上が女性、25%以上がダリットとなるように設計されている。
このプロジェクトの終了までに、約6万1,000人が研修を受ける予定である。
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するHIV／エイズ等の伝染病の予防を支援し、官民パートナー
シップ（PPP）への支援等、民間セクターの関与を促す能力開発
支援を継続した。ADBはまた、東南アジアにおいてPPP保健会
議を主催し、保健関連の研究調査を行い、いくつかの保健問題
について政策対話を行った。
　基本的サービスに対するアクセスを拡大するにはインフラの改
善が必要である。これには、人々を市場に結びつけ、健康に関
連するリスクを軽減し、貧困層のための機会創出などが含まれ、
これらは全てインクルーシブな成長促進に貢献する。ADBはイ
ンフラ投資において、従来から社会的にインクルーシブな設計
を重視している。例えば、ADBは交通関連のプロジェクトにHIV
／エイズ・イニシアティブや労働スキームをリンクさせ、特に地
域協力を念頭に、接続性強化という社会的側面に配慮している。
　交通セクターでADBは、交通網の拡大を通じたアクセス改善
支援を、農村部と都市部の双方で行っている。例えばインドでは、
農村部の接続性を改善する投資プログラムによって、全天候型
道路約9,000kmが整備され、約4,200の集落が市場やサービ
スへのアクセスを得る。バングラデシュでは、持続可能な都市
交通プロジェクトで、高速バスルート20kmが整備され、1日当
たり10万人の乗客（うち3割が女性）に安価な交通手段が提供さ
れることになる。
　エネルギー・セクターでは、320万世帯が電気その他のエネ
ルギーを利用できるよう、支援を行っている。エネルギーへのア
クセス拡大プロジェクトとしては、ラオスの遠隔地コミュニティ再
生可能エネルギー開発プロジェクト、ソロモン諸島の通信ネット
ワーク用再生可能エネルギー・プロジェクト、フィリピンのイン
フラ開発を目的とする投資提携が挙げられる。
　安全な飲み水と基本的衛生施設に対するアクセスを拡大する
ため、ADBは上水道および衛生サービス改善の支援を続けてい
る。ウォーター・ファイナンシング・プログラムの下、ADBは
2011年から2020年にかけて、毎年20～25億ドルの水関連投
資を行うことを目指している。2006年から2012年までに承認
された融資の総額に基づき、受益者の数は1億9,000万人と推
定されている。2012年に承認された水・衛生関連プロジェクト
には、スリランカのコロンボ首都圏の水・廃水管理改善プロジェ
クトが含まれる。同プログラムは、環境管理と生活の質の向上
を目的としている。
　零細企業および中小企業に対するADBの支援は、政策改革、
能力開発支援と助言の提供、長期信用枠の供与を通じて企業活
動の主な制約要因を取り除き、経済的機会へのアクセスを拡大
することを目指している。2012年、ADBはアルメニア、バング
ラデシュ、中国、キルギスとモルジブで、零細企業を支援した。
アルメニアに対する支援には、政策改革、助言、能力開発およ
び主に女性起業家を対象とする信用枠が含まれる。キルギスで
は、ADBは引き続き、金融および能力開発支援に対するアクセ
スの拡大を通じて女性起業家の事業拡大を支援している。モル
ジブでも、零細・中小企業を運営する女性の能力を強化し、企

業支援インフラを整備すると共に、零細企業に関わる法律・制
度の枠組みを強化する支援を行っている。中国では、中部・西
部の零細企業と貧困世帯の金融に対するアクセスを改善するマ
イクロファイナンス・ホールセール融資ファシリティを支援してい
る。バングラデシュでは、レンガ釜業を行う零細企業に対しエネ
ルギー効率の改善と省エネを促進する信用ファシリティの設立を
支援している。
　農業と食料安全保障はインクルーシブな成長にとって重要で
ある。飢えと栄養不良が未だに大きな課題となっているアジア・
太平洋地域では、2008年の食料価格危機以降、食料安全保障
が深刻な問題となっている。ADBは引き続き、投資と知識の普
及を通じ、域内の食料安全保障を支援している。2012年の食
料安全保障関連投資は20億ドルを上回ったが、地域協力機構や
個別の被支援国が食料安全保障への取り組みを公約しているこ
とから、支援額は今後さらに増える見込みである。継続中の知
識支援としては、ASEAN+3(東南アジア諸国連合と日中韓）にお
ける地域レベルのコメの非常用備蓄および食用米取引フォーラ
ムの設立、少ない水で食料を生産できる革新的技術の試験運用、
および農業と食料のバリューチェーン（価値連鎖）の開発を目的と
するファイナンシャル・エンジニアリングが挙げられる。
　ADBは、ジェンダーの平等と女性のエンパワーメントを全セク
ターで推進し、インクルーシブな成長を支援するため、各プロジェ
クトにおいてジェンダーの主流化を重視している。成長の恩恵が
女性にも届くよう、ADBは引き続き、プロジェクトにおいてジェ
ンダー平等に関する配慮を取り入れ、結果のモニタリングを行っ
た。また、知識業務を継続し、特にカンボジア、カザフスタンと
フィリピンにおいて、労働市場における男女平等を推進するため
の勧告を行っている。ADBはまた、ジェンダーに関するデータ
の収集・分析能力向上にも力を入れた。
　ADBは、2012年の成果フレームワークに設定されたジェン
ダー主流化目標を2年連続で達成し、過去3年間の業務における
男女平等の推進において、良好で一貫性のあるパフォーマンス
を達成した。
　2012年、ADBはジェンダーの主流化が比較的難しいセクター
に対応するため、エネルギーおよび公共政策に関するジェンダー・
ツールキットを開発し、7月、「ADB-AusAID Mekong Gender 
and Transport Workshop （ADB・オーストラリア国際開発庁
メコン川流域ジェンダーと交通ワークショップ）」をベトナム・ハ
ノイで開催した。特定分野におけるジェンダー関連の課題に光を
当てるため、「ジェンダーの平等と食料安全保障」、「価格は正し
くない―アジア・太平洋地域の開発における女性に対する暴力
の経済・社会的コスト」をテーマとするハイレベル・セミナーを
開催した。
　「2008～2012年ジェンダーと開発活動計画」（Gender and 
Development Plan of Action 2008-2012）が2012年に終了
し、国別支援戦略、融資業務、政策対話、開発途上加盟国支援
において、進捗があった。ADB全体のジェンダー・パフォーマ

ADBは2012年にミャンマーにおける業務を再開し、ヤンゴンに職員を長期派遣すると共に、
人材育成と体制支援を目的とする技術協力業務を再開した。スティーブン・グロフ副総裁（東
アジア・東南アジア・太平洋担当）を団長とするADB代表団が6月にミャンマーを訪問し、政
府代表と面談した。これはミャンマーの民主化改革開始以降、ADB上層部としては初の訪
問であった。詳細はadb.org/news参照。
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ンスを維持するため、ADBは新しい「Gender Equality and 
Women's Empowerment Operational Plan（ジェンダーの
平等・女性のエンパワーメント業務計画）」の策定に着手した。
同計画は、アジアにおいてジェンダーの平等を推進し、2020年
までに更なる成果を達成することを目的として、戦略的方向性と
指針となる枠組みを規定するもので、2013年中の承認を目指し
ている。域内のジェンダーの平等促進に対するADBの貢献をよ
り正確に把握するため、ADBの成果フレームワークで使われる
新たなジェンダー指標も提案されている。
　ミレニアム開発目標（MDG）の達成に向けたアジアの進展は、
特に貧しく脆弱な開発途上加盟国の、とりわけ保健・栄養分野
で遅れが見られる。しかし、ADBの投資は引き続き開発途上加
盟国の進歩に寄与している。MDGの達成年限である2015年が
数年後に迫ったことを受け、アジアにおけるADBのMDGパート
ナーであるUNDP(国連開発計画)とESCAP(国連アジア太平洋
経済社会委員会)は、2011／2012年度の年次MDG報告書
『Accelerating Equitable Achievement of the MDGs：
Closing Gaps in Health and Nutrition Outcomes（MDGの
平等な達成の加速：保健・栄養分野における成果の格差縮小）』
を作成した。同報告書は、MDGの達成に向けた開発途上加盟
国の進捗をモニターし、主要インフラおよび安価な保健サービ
スに対するアクセスを平等に提供することの重要性を強調する内
容となっている。ADBとMDGパートナーシップの主導による
2015年以後の開発アジェンダに関するコンサルテーションでは、
アジア・太平洋地域における格差拡大が議論された。
　MDGに対するコミットメントは、開発途上加盟国に対する
ADBの知識支援にも反映された。2012年、ADBはいくつかの
イベントを開催し、MDGの達成に向けた公共政策・公共サービ
スの改善や、性別データの収集と分析の改善といった課題につ
いて協議した。

第3の柱：極度の窮乏の防止
　成長をインクルーシブなものにするためには、社会的セーフ
ティ・ネットを含む社会保障を導入し、極度の窮乏を防がなけれ
ばならない。そのためには、労働市場、社会保険および扶助に
関する様々な政策、プログラムおよび制度の強化が必要である。
　ADBは2012年、社会保障に関連する資金調達、ナレッジ・ソ
リューション、能力開発およびパートナーシップの指針として、
社会保障業務計画（Social Protection Operational Plan）の
作 成 を 開 始 し た。 ま た、『Social Protection for Older 
Persons：Social Pensions in Asia（高齢者の社会保障：アジア
における年金）』、および『Pensions Systems in East and 
Southeast Asia：Promoting Fairness and Sustainability（東
アジアと東南アジアの年金制度：公平さと持続可能性の推進）』
を発表した。ADBはまた、ILO(国際労働機関)、OECD（経済協
力開発機構、OECD韓国政策センターと協力して、社会保障指
数（SPI）を開発し、開発途上加盟国が社会保障プログラムのモニ

タリングと報告を行うための統計能力を強化に務めている。さら
に、ADBはコミュニティ主導の開発支援を継続している。開発
途上加盟国のための知識活動と能力開発活動支援のため、会議
と相互学習を目的とする視察を企画し、国別報告書5件を発表し
た。
　2012年に承認されたいくつかのプロジェクトに社会保障コン
ポーネントが組み込まれた。例えば、インドネシアとキルギスの
技能開発プロジェクトと、技術・職業教育・訓練（TVET）プロジェ
クトには、貧困層や被差別集団を対象とした、雇用へのアクセス
拡大が含まれている。

環境に調和した持続可能な成長
　環境の持続可能性はADBの戦略的アジェンダの中核的存在で
ある。アジア・太平洋地域は、持続可能なインフラにシフトし、
自然資本に投資し、環境に関するガバナンスと管理能力を強化し、
将来の持続可能な成長のために気候変動に対応する必要があ
る。
　この目的を達成するため、ADBは引き続き、環境に優しい成
長に不可欠なクリーンエネルギーおよび再生可能エネルギーの
開発を支援している。2012年は、
・  再生可能エネルギーによる総出力125万キロワットの発電、
・  年間871テラワット時の電力および7万2,000テラジュールの

燃料の節約、
・  二酸化炭素換算で年間1,600万トンの温暖化ガス排出の削減
を目的とする関連投資を行った。6月には、「全ての人々のため
の低炭素エネルギーの加速」をテーマに第7回アジア・クリーン
エネルギー・フォーラムが開催され、800名を超える関係者が
参加した。ADBは同フォーラムの開催期間中、本部屋上のソー
ラーパネルの落成式を行い、クリーンエネルギーに対するコミッ
トメントを示した。第4回アジア太陽エネルギー・フォーラムがイ
ンドで開催され、3,00万キロワットを超えるソーラー発電の開発
が目標に掲げられた。中国のエネルギー効率・環境改善プロジェ
クトでは、温暖化ガスなど汚染物質の排出量削減を目的として、
山西省の4都市で地域暖房が導入されるほか、他の1都市でもガ
ス供給網の拡大が実施される。これにより、年間8万5,390トン
相当の石炭が節約され、温暖化ガスの排出量は二酸化炭素換算
で25万4,379トン削減される見込みである。
　ADBは、持続性の高い交通モードを推進することで、温暖化
ガス排出を削減する業務を拡大している。2012年、ADBは鉄道、
都市交通（内燃機関によらない輸送および公共輸送を含む）、内
陸水上交通の各サブセクターにおいてプロジェクトを承認した。
11月に開催された第3回交通フォーラムには500名以上が参加
し、アジアの交通にとっての重要課題を議論すると共に、持続可
能交通に関するベスト・プラクティスや技術を共有した。
　また、ADBは最近承認された「都市業務計画」（Urban 
Operational Plan：UOP）に基づき、より環境に優しく、競争
力が高く、よりインクルーシブなアジアの都市を実現する努力を

ADBが毎年開催するアジア・クリーンエネルギー・フォーラムは、クリーンエネルギーの新
技術に関する知識共有プラットフォームとして機能している。6月にADB本部で開催された
第7回会合では、黒田東彦総裁が挨拶を述べ、参加者らは経験を共有し、アジアでクリー
ンエネルギー・ソリューションを進めるパートナーシップを構築した。詳細はadb.org/
news参照。
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拡大している。Urblnfo Statisticsは、UOPのテーマである「3
つ の E」（ 経 済 =Economy、 環 境 =Environment、 平 等
=Equity）を重視した統計情報の提供を目指すイニシアティブで
ある。スウェーデンが支援するADBの都市ファイナンシング・パー
トナーシップ・ファシリティは、開発途上加盟国の環境および貧
困層に配慮したインフラに投資すべく、計1億ドルのグラントと
保証を約定している。
　「Cities Development Initiative for Asia（アジアのための
都市開発イニシアティブ）」の支援により、アジアの44都市が総
額60億ドルを超える環境インフラ事業の計画を策定した。資金
提供パートナーは、このイニシアティブに対するコミットメントを
再確認し、今後5年間で2,500万ドル以上の資金提供を行うと決
定 し た。ADB は ま た、 ア ン デ ス 開 発 基 金（Andean 
Development Fund）と共同で、アジアと中南米の都市の競争
力を高めるアプローチを開発しているほか、インドネシア、マレー
シア、タイおよびベトナムを含む東南アジア諸国における「グリー
ン都市」投資の開発を進めている。
　2012年の「国連持続可能な開発会議（リオ+20）」には、
ADBからハイレベルの代表団が参加した。関連のイベントやセ
ミナーでは、世界における重要課題やアジア・太平洋に固有の
問題が議論された。ADB総裁の主導により、8つの国際開発金
融機関が、開発途上国における持続的交通整備に対し今後10年
間で1,750億ドル以上の支援を行うことを公約した。ADBと他
の5つの国際開発金融機関はリオ+20の目標を支持するとの共
同声明を発表した。地球環境ファシリティー（GEF）によるの新規
グラント8件により、ADB投資における環境の持続可能性が強化
されることになった。
　気候投資基金（Climate Investment Funds：CIF）からの資
金提供に関する第1段階の計画が2012年中にほぼ完了し、ADB
のプロジェクトに対しておよそ15億ドルの供与が承認された。開
発途上加盟国の気候変動の影響に対する耐性を強化するため、
ADBとパートナーは、バングラデシュ、カンボジア、ネパール、
パプアニューギニア、サモア、タジキスタン、トンガおよび太平
洋地域におけるCIF気候耐性パイロット・プログラムに対し、4億
500万ドルを供与する計画を策定した。ADBは引き続き、グリー
ン気候基金（Green Climate Fund）イニシアティブに貢献し、
世界規模の年次気候会議であるCOP18（国連気候変動枠組条約
第18回締約国会議、開催地：カタール・ドーハ）に積極的に参加
した。COP18では、ADBは他の6つの国際開発金融機関と共
同で、気候変動関連の資金の追跡を調和化するアプローチを提
案した。
　ADB は 世 界 規 模 の「Low Emissions Development 
Strategies（低排出型開発戦略）」ネットワークに参加し、その第
1回地域会合で基調演説を行った。ADBは引き続き、気候変動
適応に関する知識の構築と普及に努め、気候リスク管理のツー
ルや各種資源を開発した。「Asia Pacific Adaptation Network

（アジア・太平洋適応ネットワーク）」に対する支援も継続した。
この組織は、適応に関する知識を域内で共有する手段として一
義的な機能を果たしている。
　環境と気候変動への配慮を開発のあらゆるレベルに取り入れ、
各国のセーフガード制度を強化することを目的とした支援が開発
途上加盟国に提供されている。ADBとWWF（世界自然保護基

金）は、共同報告書『Asia-Pacific Ecological Footprint（アジ
ア・太平洋エコロジカル・フットプリント）』をとりまとめ、発表
した。同報告書では、自然資源を持続可能な形で管理すること
により、アジア太平洋における生物多様性の減少傾向を反転さ
せる必要性が強調されている。

地域の需要を満たすためのADB資金のレバレッジ
　アジアの莫大な開発ニーズを満たすには、ADBの資金のみで
は不十分である。アジアで基本インフラのニーズを満たすため
に10年間で8兆ドルが必要になるとの試算もある。この必要額
は現在の投資水準を大きく上回り、公共セクターの資金供給力
を大幅に上回る。ADBは業務のインパクトを高めるため、協調
融資と民間セクター業務を通じて自己資金を効果的に補完し、ア
ジアのためにより多くの投資を生み出している。
　2012年、ADBは133億ドルの自己資金をレバレッジし、82
億7,000万ドルの直接付加価値協調融資を動員した。このうち
74%は民間協調融資、26%は公共協調融資だった。

公共協調融資：投資プロジェクト49件、および技術協力プロジェ
クト129件に対し、二国間、多国間およびその他の開発機関か
ら計21億7,000万ドルのグラントおよび譲許的融資が約定され
た。ADBはまた、信託基金の財源補充や、農業・天然資源、教
育、エネルギー、水、その他優先セクターを支援する国際資金
供与イニシアティブからの配分を通じて、計5億3,420万ドルの
約定を取り付けた。Abu Dhabi Fund for Development（ア
ブ ダ ビ 開 発 基 金 ） と OPEC Fund for International 
Development （OPEC国際開発基金）は、枠組み協定を通じて、
農業、教育、エネルギー、金融と貿易、保健、交通、都市開発
および水といった各セクターのプロジェクトや域内イニシアティ
ブに対する協調融資として、6億ドル超の資金をイヤマークした。
他の開発機関とのパートナーシップによって、ADBは開発途上
加盟国においてより大きな成果を上げることができた。

民間協調融資・官民パートナーシップ・民間セクター業務：民間
セクターの関与は開発目標を追求する上で鍵となる要因である。
ADBは、官民パートナーシップ（PPP）に対する支援を増加するこ
とで民間セクター業務の補完を目指している。2012年、ADBは、
PPPについて、整合性のある分析・業務枠組みとしてめ、「PPP
業務計画」（PPP Operational Plan）をとりまとめた。ADBは引
き続き、資本市場および民間協調融資などのプロジェクト・ファ
イナンシングを支援することで、PPPに対する支援およびノンソ
ブリン業務をレバレッジしていく。2012年の直接付加価値民間
協調融資は計61億ドルとなり、ADBの自己資金である38億ドル
を補完した。ADBの支援を受けて、数カ国の政府が経済・社会
開発戦略の重要な一部としてPPPを取り入れた。（第3章「民間
セクター開発」p.36ページ に詳細。）
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中央・西アジア
アフガニスタン、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、
キルギス、パキスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン

　中央・西アジア地域では、世界金融危機からの着実な回復が
続いた。同地域の開発途上加盟国は、成長率はやや低下したも
のの、低迷する欧州経済への直接的エクスポージャーが限定的
だることもあり、2012年の経済環境は概ね良好だった。
　原油の平均国際価格が高騰し、域内の石油・ガス輸出国、特
にアゼルバイジャン、カザフスタンとトルクメニスタンが恩恵を
受けた。ウズベキスタンはロシア連邦への既存のガス輸出ルー
トに加え、中国に対する新たな輸出ルートから利益を受けた。同
時に、燃料以外の主要産品価格と国外からの送金がともに堅調
であったことが、開発途上加盟国、主に石油・ガス輸入国であ
るアルメニア、グルジア、キルギス、パキスタンおよびタジキス
タンに有利に働いた。
　一次産品以外のセクターにおいて持続可能な経済開発を促進
し、石油・ガスを中心とする経済を多角化することが、中央・西
アジア地域とADBにとって引き続き主な開発課題となっており、
ADBは、ビジネス環境の改善と民間企業の成長支援を優先分野
の一つとして特定し、特にアルメニア、アゼルバイジャン、カザ
フスタン、キルギス、タジキスタンおよびウズベキスタンにおけ
る中小企業支援を重視している。
　いくつかの国では、大量の不良債権が貸し手にとって大きな金
融・マクロ経済リスクとなっており銀行が損失を出しリスクに慎重
な姿勢をとり続けたことから、経済成長が抑制された。
　中央・西アジア地域では生活水準の改善と貧困削減が進んで
いる一方、所得格差の拡大が引き続き重要な開発課題となって
いる。ADBが国連開発計画と共同で2012年6月に完了した貧困
アセスメントによると、同地域で最も豊かな国であるカザフスタ
ンで所得格差と地域格差が拡大しており、インクルーシブな成長
のペースを速める必要があると指摘された。成長の利益が広く
共有されるようにするため、ADBのプログラムの多くはインフラ
投資、地域協力および民間セクター開発に焦点を当てている。
　ADBでは、プロジェクト設計やモニタリングの枠組み、インパ
クト評価を通じて、自らの活動がインクルーシブな成長に直接効
果をもたらすよう努めている。

2012年の主な業務内容
　2012年も引き続き、地域協力・統合、環境の持続可能性、
気候変動リスクへの対応、およびジェンダーに重点を置いて業
務を行った。
　中央・西アジアにおいて、ADBは116件のプロジェクトからな
るソブリン・ポートフォリオを管理している。その内訳は、通常
資本財源（OCR）融資が45件、アジア開発基金（ADF）融資が59
件、ADFグラントが36件、その他グラントが17件、技術協力プ
ロジェクトが72件である。公共セクターに対する新規融資の総
額は27億ドルに達し、これを支える技術協力の総額は3,750万
ドルとなった。支援対象となった主なセクターは、交通（63%）、
エネルギー（25%）、都市サービス（5%）と農業（4%）で、業務総
額が最も多かった国はカザフスタン、次いでアフガニスタンだっ
た。契約締結額と実行額はそれぞれ26億ドル、17億ドルに達し
た。民間セクターに対する資金援助の総額は4億1,600万ドル
だった。

・カザフスタンの国別支援戦略（CPS）（2012～2016年）が承認
された。これは、インフラおよび公益事業の近代化、中小企業
の金融アクセス改善、貿易、および官民パートナーシップを通じ
たインフラ投資を通じて、経済の多角化と工業開発を支援する
内容となっている。また、ADBはウズベキスタンのCPS（2012
～2016年）を承認した。これは、経済の多角化と地域協力を通
じてインクルーシブな成長の促進に注力する内容となっている。
・アルメニアの給水・衛生セクター・プロジェクト（3,600万ドル）
により、21町と101村が受益した。ADBは2012年、29町およ
び160村におけるサービスの改善を支援するため、4,000万ド
ルの資金援助を承認した。
・グルジアでは、44の地方自治体において道路が修復され、給
排水システムが改善された。4,000万ドルの地方自治体サービ
ス開発プロジェクトにより、130万を超える人々が、改良された
道路を利用できるようになった。

旧ソビエト連邦から1992年に独立して以来、タジキスタンでは洪水の頻度が高まり、
2005年にはハトロン州にあるピャンジ河の堤防に深刻な被害が生じた。2012年4月、
気候変動の諸問題を開発計画の中心に据えるパイロット・プログラムの一環として、世界
的に有名な気候科学者らがピャンジ河流域を視察した。ビデオの視聴はadb.orgにて。

A
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道路工事の進展
アフガニスタン北部では以前、バーミヤン州のバーミヤンにある診療所までの長く、でこぼこした道の
途中で多くの妊婦が命を落としていた。しかし、ヤカウラン地区とバーミヤンまでの100kmを結ぶ道路
によって、既に命が救われ、生活が改善され、商業の機会が拡大している。この南北回廊道路は、
ADBの譲許的な資金源であるアジア開発基金から融資7,820万ドルを受けて建設された。

・アフガニスタン、アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタン、
タジキスタンおよびウズベキスタンの交通インフラ投資に対して
約17億ドルが供与され、その多くはマルチトランシェ融資ファシ
リティ（MFF）を通じて行われた。カザフスタンとウズベキスタン
では中央アジア地域経済協力（CAREC）プログラムの道路回廊と
して、融資4件が承認された。
・ADBの交通網開発投資プログラムの第1トランシェ（2億2,200
万ドル）により、アフガニスタンの主要道路254kmが補修された。
ヤカオランとバーミヤンを結ぶ戦略的に重要な88.6kmの道路
が完成し、バーミヤン州内の通商が10倍に増えた。
・ADBの支援事業により、アフガニスタンで510kmの送電線が
新設され、500万を超える人々に電気が供給されるようになった。
2012年時点で実施中だったプロジェクトにより、今後8万の新規
利用者に電気が供給される予定である。
・キルギスの電力セクター修復プロジェクト（5,500万ドル）が承
認された。この事業は、トクトグル水力発電所を修復し、電力シ
ステムの信頼性を高め、需要増に対応するために電力調整セン
ターを設置するものである。
・パキスタンの送電強化投資プログラムに対する8億ドルのMFF
により、部分的送電停止による慢性的な停電が軽減され、数千
の企業・家庭が利益を受けている。2012年に終了した第1トラ
ンシェ（2億2,600万ドル）によって送電線が建設され、変圧器の
拡張線が設置され、変圧所の変圧能力が増強され、サブ変電所
が建設された。
・タジキスタンでは、ADBは綿花の種子、金融および市場への
アクセスの改善を目的とする1,100万ドルの綿花栽培プロジェク
トと、ハトロンとソグドにおける防災態勢の強化を目的とする
300万ドルのコミュニティ洪水管理プロジェクトを完成させた。

知識に対する需要増への対応
　カザフスタンとウズベキスタンの2040年までのインフラ・ニー
ズを予測し、政府の計画および投資決定プロセスを改善するこ
とを目的として、エネルギー、交通、都市開発の各セクターに
関する戦略的ロードマップが作成された。またADBは、カザフ
スタンにナレッジ・ソリューションを提供し、エネルギー効率など
の問題について先進国でのベスト・プラクティスを伝えることを
目的として、同国政府と共同で知識・経験交換プログラムを立
ち上げた。
　2件の国別支援戦略（CPS）が2012年中に承認され、さら5件
の作成が進んでいる。CPSのために実施されたセクター別およ
びテーマ別の調査によって政策対話が促進され、改革・投資の
優先分野が特定されただけでなく、これらの調査は、各国政府
が開発目標を達成する上で役立つと予想される。
　ADBは引き続き、CARECプログラムの参加国に対し、地域
レベルで知識を共有し、成果物にまとめることを奨励した。
CAREC地域電力マスタープランや、WTO（世界貿易機関）加盟
に関する知識共有ワークショップ（計3回）などのイニシアティブは
完了した済みであるが、地域全体の開発活動を調整し、既存の
知識を活用し、意思決定を支える上で役立っている。

持続可能性と気候耐性の重視
　ADBは、持続可能性を織り込んだインフラを整備し、既存イ
ンフラをよりエコ効率の高いシステムへと改修することを重視し
ている。グルジアの都市サービス改善投資プログラムでは、複
数の町において給水・衛生施設の改善と拡張を行い、約33万
5,000名が受益する予定である。
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　タジキスタンにおける2,160万ドルのピャンジ河流域気候耐性
構築プロジェクトは、100万を超す人々に利益をもたらす見込み
である。このプロジェクトは、耐気候型インフラを通じた水資源
に対するアクセスの改善、洪水対策、早期警報システムおよび
リスク移転メカニズムの整備、ならびに特に女性を対象とした情
報および金融資源に対するアクセスの拡大を目的としている。
　パキスタンでは、エネルギー効率投資プログラムの第1トラン
シェが全国CFLプロジェクトに利用され（総額8,500万ドル、うち
ADBの資金供与は4,000万ドル）、家庭で使われる白熱電球約
3,000万個がを電球型蛍光灯（CFL）に交換される。同プロジェク
トにより、ピーク時の電力需要が109万4000キロワット削減さ
れ、発電能力では160万2000キロワット分の新設（投資額では
18億4,000万ドル相当）が不要となり、年間の電力消費では
2,132ギガワット時が削減され、2018年末までに二酸化炭素の
排出量が700万トン削減される見込みである。

インクルーシブな成長の推進
ADBの業務は、中央・西アジア各国の農村部と都市部、域内国
同士、そしてさらには地域を世界とつなぐインフラの整備を通じ
て、インクルーシブな成長を支えている。
　教育セクターでADBは、キルギスの熟練労働者育成を支援の

ため、第2次職業教育・技能開発プロジェクトに計2,000万ドル
の融資とグラントを承認した。基礎教育における情報通信技術

（ICT）政策および戦略に関する調査をアゼルバイジャン、カザフ
スタン、キルギス、タジキスタンおよびウズベキスタンで実施し、
より短期の評価をアフガニスタン、アルメニア、グルジアおよび
パキスタンで実施した。この調査では、教育にICTを活用する際
の課題とベスト・プラクティスに加え、革新的なアプローチ、実
用的なソリューション、コスト面での影響および持続可能性が検
討された。
　アフガニスタンでは、ADBはコミュニティ・ベースの灌漑イン
フラを通じて、野菜農家、油糧種子生産者および絨毯織工の所
得を増やし、農業生産性の向上を目指す貧困削減日本基金プロ
ジェクト2件を完了させた。
　農村部ビジネス支援プログラムでは、ジャガイモの生産量が
21%、耕作面積が481ヘクタール増加し、農家の所得が321万
ドル増加した。同プログラムではまた、食用油加工所2カ所が建
設されたほか、絨毯織工（全員が女性）がサプライヤーとして独
立できるよう、手紡ぎ機327台が提供された。プログラムを通
じて約8,600名が生産およびマーケティングのベスト・プラクティ
スについて研修を受け、38の協同組合が設立された。

　中央アジア地域経済協力（CAREC）プログラムは、
ADBを含む6つの国際機関の支援を受けた10カ国

（アフガニスタン、アゼルバイジャン、中国、カザフス
タン、キルギス、モンゴル、パキスタン、タジキスタン、
トルクメニスタンおよびウズベキスタン）のパートナー
シップで、協力を通じて開発を促進し、ひいては成長
と貧困削減を加速させることを目的としている。
　2012年には、優先分野である交通、エネルギー、
貿易の各セクターで、地域協力と地域統合が大きく
進展した。交通セクターでは、2008年以降実施され
ている経済回廊6ルートの改良が2012年の目標を上
回り、建設が計画されている道路の51%（3,970km）
が完了した。エネルギー・セクターでは、2009年以
降これまでに2,300kmを超える送電線が建設され、
加盟各国の人々や企業に安定した電力が供給される
ようになった。
　交通セクターとエネルギー・セクターで2012年に
承認されたプロジェクトの総額は、それぞれ32億ドル

（世界銀行の資金を含む）、2億6,500万ドルとなった。
交通プロジェクトには、ADBが資金を提供した1億ド
ルの道路プロジェクトが含まれ、これはタジキスタン
のザラフシャン渓谷に住む30万を超える人々を受益

者としている。計画されているエネルギー投資案件
には、CAREC回廊における755kmの送電線の新設
または改良が含まれる。
　中国の武漢で開催された第11回CAREC閣僚会議
において、加盟10カ国の閣僚が、域内交通インフラ・
プロジェクトに230億ドルを超える投資を行う計画と、
エネルギーと貿易に関するイニシアティブに合意し
た。閣僚らはまた、戦略的知識フレームワークを取り
扱うCAREC研究所（CAREC Institute）の設立を承
認した。物理的な活動拠点を得ることで、同研究所
はプログラムのアジェンダを実施する上で指導的な
役割を果たすことが期待されている。

CARECを通じた地域協力の強化

「Wuhan Action Plan（武漢行動計画）」
には、CAREC 2020戦略フレームワークを
支え、CARECプログラムの目標である貿易
の拡大と競争力の強化を、効果的かつ迅速
に達成できるよう、セクター別業務、知識
開発および交通促進における当面の優先分
野が列挙されている。行動計画はadb.org/
publicationsにてダウンロード可。

Central Asia Regional Economic Cooperation Program

11th CAREC Ministerial Conference 
30 October 2012 

Wuhan, People’s Republic of China

Implementing CAREC 2020 Strategic Framework

Wuhan Action Plan 
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国別調査の結果をもとにとりまとめた『Gender Statistics in the Southern Caucasus and Central 
and West Asia（南コーカサスと中央・西アジアのジェンダー統計）』では、ジェンダー統計の分野にお
ける現状の能力が報告されている。これらの統計は、女性と男性、そして女児と男児の類似点と相違点
を明らかにするものであり、その情報は、ジェンダーの平等や、女性のエンパワーメントを推進する政策
やプログラムの策定に不可欠である。報告書はadb.org/publicationsにてダウンロード可。

パキスタンの遠隔漁村に電灯をともす
パキスタン・シンド州の沿岸にあるヒャト・ジャト（Hyat Jat）村では、太陽発電によって、電灯など基本
的設備が地元漁師に提供されるようになった。ADBは、アジア開発基金から譲許的な融資4,100万ドル
を、この沿岸コミュニティ開発プロジェクトに提供した。プロジェクトにより住民は、太陽発電による電気、
飲料水、トイレ、貯水タンク、サイクロン対策を施した学校校舎、洪水を防ぐ堤防、更に新しい道路と
橋も利用できるようになった。写真は、自宅に取り付けられたソーラーランタンを見上げるモハンマド・
ユスフフさん。

　アフガニスタンではまた、コミュニティ型の灌漑プロジェクトに
より、小規模な伝統的灌漑システム74箇所が修復され、3万
8,600名と18万5,000世帯が恩恵を受けた。
　パキスタンのバラニ・エリア（＝天水農業地域）持続可能な生計
プロジェクトでは、パンジャブ州の地域社会組織8000以上を対
象に、コミュニティ・ベースの小規模なイニシアティブを実施し、
持続可能な生計が提供された。同プロジェクトでは、男女約
4,000名に市場志向の研修と起業支援が提供された。
　パキスタンでは、年間成長率が約3～4%にとどまっている理
由に停電問題があるが、この成長率は急増する労働力に見合う
雇用を生み出すには不十分である。そうした背景の下、電力セ
クター MFF（4件、計約30億ドル）によって停電が緩和されつつ
ある。国全体を通じた発電、送電および配電の改善によって、
民間セクター開発が促進され、予想経済成長率も改善している。
　パキスタンの連邦直轄部族地域では、農村開発プロジェクト

（4,500万ドル）によって、2万7,900を超える世帯にきれいな飲
料水が提供されたほか、農道が整備され、飼草の生える放牧地
の比率が35%向上したことによって全体的な資源管理が改善し、
家畜の医療サービス、農業システムおよび穀物の増産によって4
万を超える世帯が受益した。

　ウズベキスタンで実施中の農村総合開発のための住宅供給プ
ログラムでは、2012年中に、農村部の8,500世帯に新築住宅
が提供された。プログラムの受益者は5万名に達しており、850
の小規模請負業者が5万人分の雇用を生み出している。

投資プロジェクトにおけるジェンダー・バランスの確保
ADBは、「Promoting Gender-Inclusive Growth in Central 
and West Asia Program（中央・西アジアにおけるジェンダー
を組み込んだ成長の促進プログラム）」を通じて、投資プロジェ
クトにおけるジェンダーの主流化を支援している。ウズベキスタ
ンの第2次小規模・マイクロファイナンス開発プロジェクトでは、
9,800人の起業家が利益を受け、1万4,000名分の雇用が創出
され、受益者のうち37%が女性だった。
　ADBが支援するアルメニアの女性起業支援セクター開発プロ
グラム（4000万ドル）では、女性起業家や零細・中小企業に対し、
中期の現地通貨建て融資が提供される。現地通貨建て中期融資
は金融機関を通じて零細・中小企業に供与され、うち少なくとも
5割は、女性が経営する企業が対象となる予定である。
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東アジア
中国、モンゴル

　中国およびモンゴルでの業務においてADBは、2012年の世
界経済環境の変化に対応した。東アジアの成長率は最も高いも
のであったが、主要先進国からの外需の減少により著しく低下し
た。
　中国は、30年余り前に始まった改革によって貧困の大幅な削
減と生活水準の改善が実現している。同国は1978年以降、年
9%以上の高成長率で経済を拡大しており、短期間で低所得国か
ら中所得国に移行した。こうした進歩にも関わらず、多くの開発
課題が残っており、その一つに成長パターンを内需およびサー
ビス主導へと変える必要がある。政府は社会、環境および経済
の不均衡に取り組み、イノベーション主導の成長強化によって中
所得国への移行を円滑にし、さらなる改革によって民間企業が
活動しやすい環境を整備しなければならない。この文脈におい
て、開発の遅れている中部、西部および北東部の開発を加速す
ることが極めて重要である。
　モンゴルの経済は急成長している。人口の約3分の1が依然貧
困ラインを下回っているものの、モンゴルは金融危機から力強く
回復しており、大規模な新鉱山の生産開始が近づいていること
から、全国民の生活水準を大幅に改善できる可能性がある。し
かし、鉱業主導の成長に伴って、高度に景気循環増幅的な財政
政策、環境劣化の進行、農村から都市への急速な人口移動、格
差拡大や若年層の失業など、さらなる課題が生じている。

2012年の主な業務内容
中国の開発においてADBは、イノベーションと付加価値に重点
を置きつつ、知識の創造、ベスト・プラクティスの共有、能力強
化、地域協力の促進を支えるプログラムを通じて触媒的な役割
を果たしている。それらプロジェクトの典型例として、中部と西
部における公害防止イニシアティブ、灌漑インフラおよび節水型
灌漑手段が挙げられる。
　新たな国別支援戦略（2011～2015年）では、インクルーシブ
な成長、環境に調和した持続可能な成長、および地域協力・統
合という3つの柱が採用されている。2012年、ADBは中国にお
いてプロジェクト11件に対し計14億7,000万ドルの融資を承認
した。対象となったのは4つの優先セクター、すなわち天然資源・

農業（4件・6億2,000万ドル）、エネルギー（2件・2億5,000万ド
ル）、交通（2件・2億5,000万ドル）、都市・社会（3件・3億5,000
万ドル）である。これらの革新的なプロジェクトの内容には、持
続可能な都市交通、効率の高い地域暖房、そしてエコ補償によ
る水・資源保護が含まれる。エコ補償とは、資源を保護するイ
ンセンティブを現地の人々に提供するシステムである。
　モンゴルの新たな国別支援戦略の初年度において、ADBは持
続可能な開発とインクルーシブな成長を支える新規案件を優先
的に実施した。具体的には、ウランバートルの近代的公共交通、
保健サービスの質の改善とアクセスの拡大、および牧畜業者に
対する中小企業グラント支援などが挙げられる。2012年、ADB
は、モンゴルのプロジェクト4件に対し計1億1,960万ドルの融資
とグラントを承認した。
　アジア開発基金（ADF）からは新たな融資3,000万ドルによっ
て、ウランバートルの特に貧しい地区に総合病院が開設され、
26万人の住民に利益がもたらされる見込みである。

変化をもたらす知識の共有
ナレッジ・マネジメントとイノベーションがADBの中国およびモ
ンゴルとのパートナーシップを支えており、両国におけるADBの
援助戦略、業務およびプロジェクトにおいては、ナレッジ・ソリュー
ションが変化に対する重要な要素となっている。こうしたソリュー
ションには、融資および技術協力プロジェクトに体現される知識
から、職員の研究成果として得られる報告書やデータまで様々な
ものがある。
　その代表的例として、水資源とリスク管理に関してADBが実施
した技術協力プロジェクト3件の教訓と勧告をまとめて2012年に
発表した報告書『Drying Up: What to do about Droughts 
in the PRC（干上がる中国：干ばつにどう対応すべきか）』がある。
また、ADBの中国駐在員事務所による「Observations and 
Suggestions（所見と提案）」シリーズのように、職員が作成した
報告書や政策ペーパーも2012年に発表されている。これは、
優先的な開発課題に関する情報と助言をシニア・レベルの政府
関係者に提供する政策ブリーフである。

ADBは9月、知識共有イベント「High-Level Forum on South-South Knowledge Cooperation
（南南知識協力に関するハイレベル・フォーラム）」を中国と共催した（開催地:マニラADB本部）。
同会合は、この種のフォーラムとして2009年以降4回目となり、15の開発途上加盟国から80名
が参加し、アジアの開発途上国間の協力強化のアイデアを交換した。詳細はadb.orgにて。
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雇用の創出と価値連鎖の開発
ADBはモンゴルで、小規模アグリビジネスによる高付加価値商品の生産支援プロジェクトとして、1,472
万ドルのグラントおよび200万ドルの技術協力を提供している。この支援の結果、南部の6県において、
農産品加工企業と牧畜業者組合がインフラと価値連鎖を開発し、ニッチ市場向けの高付加価値商品を環
境に優しい方法で生産できるようになった。同プロジェクトにより、およそ800名分の雇用が創出された。

　知識成果物やサービスの内容は、ADBが中国およびモンゴル
政府と共同で決定する。これらは、政策関連の助言や研修を行
う技術協力プロジェクトを補完することが多い。例えば、ADBの
報 告 書『Case Study on South-South Cooperation: 
PRC-ADB Knowledge Sharing Platform（南南協力のケース
スタディ：中国とADBの知識共有プラットフォーム）』は2012年
に完成し、開発パートナーシップと地域知識ハブの技術協力を補
完するものとなっている。
　知識の共有は、ベスト・プラクティスを奨励し、革新的なプロジェ
クトを模範として示し、能力を強化し、制度改革を促進する上で
積極的に進められている。2012年には、各国の要請に応じて知
識共有イベント44件を開催、知識成果物・サービス41件を作成
した。中国の優先テーマはマクロ経済運営、エネルギー効率と
環境保護、貧困削減および地方自治体間協力であり、モンゴル
の場合は持続可能な経済成長と貧困削減となっている。
　地域知識共有イニシアティブ（Regional Knowledge Sharing 
Initiative）は、中国の財政部とADBによって、知識の交換を支
援するために共同で設立された。同済大学（上海）の協力で設立
された都市知識ハブ（Urban Knowledge Hub）については、活
動期間が5年延長され、知識パートナーシップが継続されること
に なった。ADBが9月 に 開 催した「High-Level Forum on 
South-South Knowledge Cooperation（南南知識協力に関す
るハイレベル・フォーラム）」には、開発途上国の政策担当者、
国際的専門家、民間セクターの関係者や研究者が参加し、ナレッ
ジ・ソリューションの交換を通じた南南協力と効果的開発パート
ナーシップの強化について議論した。モンゴルでは、国家開発・
革新委員会（現在の名称は経済開発省）のために政策研究を実施
し、政策ブリーフを作成している政策助言チームに対する支援を
継続した。

持続可能な開発を通じた生計の改善
ADBは、中国のインクルーシブな成長に対する支援として、環
境に調和した持続可能で、地域間のバランスのとれた、農村部
の生計の改善および移住労働者の雇用創出に資する開発を推進
している。2012年には、地方インフラ、土地改良および水資源
保護などのプロジェクト（計6億2,000万ドル）によって、開発の
遅れた地域における所得創出と生計改善機会の拡大を支援した。
　2012年には、湖南省と江西省における交通プロジェクト（計2
億5,000万ドル）が承認された。これらのプロジェクトは、インク
ルーシブな成長を支えるため、交通接続性と人々の移動を促進
することで雇用機会や公共サービスへのアクセスを高めるもので
ある。都市開発の分野でも、同じく2012年に承認された新規プ
ロジェクトを通じ、ADBは甘粛省、湖北省、遼寧省等の開発の
遅れている内陸部における都市インフラを支援している。
　モンゴル経済は高い潜在力を有している。しかし、これまでの
ように鉱業セクターの開発に集中すると、結果的に経済の他の
部門が軽視され、所得や基本的サービスに対するアクセスの格
差が広がるリスクがある。20年間に渡り、ADBはモンゴルの支
援において教育、保健および社会福祉を重視し、特に貧しい人々
の社会サービスに対するアクセスを拡大してきた。インクルーシ
ブな成長を、雇用創出支援を含む経済政策や社会政策に反映さ
せることが極めて重要である。ADBは今後3年間、貧困削減日
本基金（JFPR）の資金供与により、インクルーシブな成長を目指
す政策と投資戦略の策定をモンゴル政府に対して支援していく。
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　地域協力は中国・モンゴル間の政策対話の主要テー
マであり、両国に対するADBの国別支援戦略の優先
分野でもある。地域協力によって、内陸国であるモ
ンゴルは貿易のための陸橋となり、国際市場へのアク
セスを拡大し、潜在的な成長力を発揮する機会を得る
ことができる。
　中国とモンゴルに対するADBの支援は、越境イン
フラの整備によって接続性を高め、隣国との越境貿
易を容易にすることに重点を置いてきた。中央アジア
地域経済協力（CAREC）プログラムの下、ADBは特
に、両国によるCAREC交通・貿易促進戦略と行動計
画の実施を支援するべく努力してきた。2012年には、
税関に関する協力、交通回廊のパフォーマンス評価と
モニタリング、および交通インフラ整備への民間セク
ターの参加の面で、大きな進展が見られた。
　2012年、ADBは引き続き全ての優先分野におい
て、中国によるメコン河流域圏（GMS）経済協力プロ
グラムへの参加を強く支持した。中国をGMSの他の
諸国と連結するGMS南北経済回廊の開発には特に重
点が置かれた。
　ADBは、中国とベトナムの国境経済地区の開発に
関する対話とフィージビリティ・スタディを進め、越境
貿易に携わる両国の中小企業に対する貿易および金
融サービスの改善について、調査を行った。また、
GMSの第18回閣僚会合が中国・南寧で開催された。
　ADBはさらに、中国と東南アジア諸国連合の新た
なパートナーシップである汎北部湾（PBG）経済協力ベ
ンチャーを支援し、協力のロードマップ（行程表）作成

を含むPBG合同専門家グループの作業に対し技術
協力を行った。中国政府はADBと緊密に協力して、
貧困削減・地域協力中国基金の2,000万ドルの財
源補充に関する合意をまとめた。同合意は2012年
3月に署名された。
　2012年、CARECの第11回閣僚会合を中国・
武漢で開催され、加盟国はCARECプログラムの次
のステップとなる武漢行動計画を承認した。
　2006年以来、ADBは中国・モンゴル間の的を絞っ
た地域協力プログラムを支援しており、共同税関管
理（JCC）の試験的実施、運輸計画の策定、および
国境の地域・町の開発の調整に重点を置いている。
2012年の主な成果として、中国・モンゴル間の越
境地点2カ所（二連・ザミンウード、および甘其毛道・
ガシューンスハイト）におけるJCCの経験に対する合
同レビューを行った。

国境を越えるパートナーシップの構築

グリーン・グロース（環境に優しい成長）に向けた支援の強化
　東アジアの政府および計画立案者にとって、都市化、公害、
環境劣化が引き続き最大の課題となっており、何百万もの人々
の生活の質に影響を与えている。この課題への対応に貢献する
ため、ADBは2012年、グリーン・グロース（環境に優しい成長）
に対する支援を強化した。
　ADBは2012年中に、中国の国別環境分析を完了させた。こ
の分析と広範囲にわたる協議に基づき、ADBは同国の環境の質
的改善に貢献する様々なプログラムと政策を提案した。ADBは
引き続き、全ての優先セクターにおいて環境持続性を重視する
ことにより、中国の低炭素型開発を支援している。
　都市セクターでは、ADBは2012年、甘粛省、湖北省および
遼寧省において、公害の持続可能な防止、汚泥・固形廃棄物の

管理、および市街区開発を支援した。黒竜江省と山西省では、
地域暖房プロジェクトによって各建物に設置されていた独立型ボ
イラーがセントラル・ヒーティングシステムに取って代わり、大
気汚染の減少と、グリーンシティ開発につながった。交通セクター
では、ADBは江西省の持続的都市交通、湖南省の環境に優しい
内陸水上交通を支援した。
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ADBは中国の環境の質的改善に寄与する様々なプログラムと政策を提案している。報告書『Toward 
an Environmentally Sustainable Future: Country Environmental Analysis of the People’ s 
Republic of China（環境に調和した持続可能な未来に向けて：中国の国別環境分析）』では、新たに
浮上しつつある汚染源、資源管理に関する課題、公害防止に資する市場ベースのツール、および環境
の持続性につながる経済政策が論じられている。同報告書はadb.org/publicationsにてダウンロード
可。

森林を管理し未来を守る
モンゴル東部のオノン川流域では、雇用の選択肢が十分ではなかったため、住民の多くが木材を過剰に
伐採し、それが森林破壊につながっていた。ADBは貧困削減プロジェクトを通じて、これらのコミュニティ
による総合流域管理計画の策定と、40万ヘクタール余りに及ぶ森林管理を支援した。このプロジェクト
により、1,644世帯が125の集団を組織して森林の持続的管理に取り組むようになったほか、地元住民
によるスモールビジネスの立ち上げを支援するグラントも供与された。

　ADBはさらに、安徽省、甘粛省、湖北省、遼寧省および寧夏
回族自治区において、総合的なアプローチによる公害防止およ
び地表水管理を試験的に実施し、湖と水循環の修復による下流
水質の改善ならびに湿地の保全・管理の改善を行った。また、
モンゴルと中国の両政府との間で、グリーングロース関するハイ
レベルの政策対話を継続し、地域レベルの環境イニシアティブに
積極的に参加した。
　モンゴルの人口の半分近くが集中するウランバートルでは、人
口密度 の上昇と大気汚染によって生活の質が低下しており、社
会・経済的なコストが上昇している。この問題に対応するため、
ADBは近代的な公共輸送システムを開発し、都市の持続的成長
の基盤を整備する支援を行っている。2億1,600万ドルの都市交
通開発投資プログラムにより、バスによる高速輸送ネットワーク
が整備され、国際水準の効率性、安全性および排気ガス制御を
目指す能力開発技術協力が提供される。同プログラムは2012
年に承認された。

ビジネスにおける女性支援
2012年に承認された東アジアに対するADBの融資およびグラン
ト・プロジェクトの93%は、効果的なジェンダーの主流化の要素
を 含 む も のとして 分 類 さ れた。 中 国 で は、Gender and 
Development Cooperation Fund（ジェンダーと開発協力基
金）からのグラント2件が実施されており、これらは女性の起業ス
キルを開発してスモールビジネス起業への道を開くことを主眼と
している。
　新疆ウイグル自治区のトルファンでは、ADBの都市インフラ
投資と連携した開発プロジェクトが、観光セクターにおける少数
民族の女性の能力開発と起業に貢献している。
　山西省では、女性の経済的エンパワーメントプロジェクトによっ
て4村落で委員会が設置され、同委員会が資金管理、共同体の
組織およびリーダーシップについて女性に研修を行っている。ま
た、ADBはモンゴルにおいて、貧困削減日本基金（JFPR）プロジェ
クト2件、ADFグラント1件を実施中である。これらの案件は、
コミュニティ・ベースの開発に対する女性の関与を促し、女性が
企業活動に参加する環境整備を目的としている。
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太平洋
クック諸島、フィジー諸島、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、
ナウル、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、東ティモール、

トンガ、ツバル、バヌアツ

　太平洋地域におけるADBの開発途上加盟国の多くでは、孤立
しているという事実によって成長が制約され続けている。資源が
豊富で経済規模が比較的大きい開発途上加盟国は少ないが、そ
うした国は7～10%の成長率を達成している。しかし、規模の小
さい開発途上加盟国の平均成長率は1%から2%の間で、その成
長は公共支出に頼るものとなっている。
　2012年、ほとんどの太平洋諸国では世界経済の悪化による
影響が軽微なものにとどまる一方、オーストラリア経済の比較的
堅調な成長が、太平洋地域を一定程度保護する形となった。太
平洋の主要輸出産品（ココナッツ油、材木等）の価格は2012年に
下落したが、観光セクターは安定し、いくつかの国では拡大した。
　太平洋地域の成長率を持続的に高める上で民間セクター開発
は不可欠だが、投資家、能力と資源の不足が制約要因となって
いる。2012年8月に開催された太平洋諸島フォーラムの指導者
会 議（ テ ー マ はLarge Ocean Island States―the Pacific 
Challenge（大洋島嶼国ー太平洋の課題））でも認識されたよう
に、地域の経済環境を変える潜在力を秘めているのはテクノロ
ジーである。ADBはこの分野における支援を増やしており、特
に情報通信技術（ICT）と再生可能エネルギーに重点を置いてい
る。
　太平洋地域は大きな開発ポテンシャルを有しているが、ADB
の脆弱・紛争影響国11カ国のうち10カ国が太平洋地域にあり、
太平洋の開発途上加盟国は全て何らかの脆弱性を有している。
2011年の11月～12月に開催された援助効果に関する第4回ハ
イレベル・フォーラム（開催地：韓国・釜山）を受けて、太平洋の
開発途上加盟国の脆弱性に関する世界レベルおよび地域レベル
の議論が深まった。2012年には、フィジー諸島、キリバスとパ
プアニューギニアの都市集落において脆弱性のアセスメントが実
施された。この調査結果は、将来の太平洋地域での業務に活か
される予定である。

2012年の主な業務内容
　2012年、ADBの太平洋地域に対する支援額は、融資・グラ
ントプロジェクト15件（アジア太平洋災害対応基金を含む）の合計
が2億820万ドル、技術協力プロジェクト34件の合計が2,290万
ドルとなった。支援対象となった主なセクターは、交通（融資・

グラントの66%）、マルチセクター（26%）および公共政策（3%）
である。業務規模が最大だったのは東ティモールで、1件のプロ
ジェクトに対し1億870万ドル。第2位はパプアニューギニアで、
同じく1件のプロジェクトに対し4,150万ドルだった。

・2011年に承認されたトンガ・フィジー諸島の海底ケーブル・
プロジェクトに続く、ソロモン諸島ブロードバンド開発プロジェク
トとして、第2次海底光ファイバーケーブル開発プロジェクトが承
認された。本事業は特にソロモン諸島における通信の信頼性向
上とコスト削減に貢献する見込みである。このプロジェクトを支
援することにより、ADBは各国間の連結を強化する努力におけ
る重要なパートナーとなっている。
・パプアニューギニアのラエ港の開発が続けられており、クック
諸島ではアバティウ港の改良が完成した。キリバスではベシオと
空港を結ぶ道路の修復プロジェクトが始まり、フィジー諸島、パ
プアニューギニアとソロモン諸島では道路補修のペースが速めら
れた。
・東ティモールにおけるADBの業務は、同国が2011年に通常
資本財源を利用できるようになってから急速に拡大した。例えば、
ADBは2012年、道路網改良プロジェクトに対する4,000万ドル
の融資を承認した。このプロジェクトでは主要国道が59kmにわ
たって改良される。
・サモア、ソロモン諸島、トンガとバヌアツでは、再生可能エネ
ルギーおよびエネルギー効率の分野でプロジェクト準備技術協
力グラント4件が承認された。これらは、気候変動およびその他
の環境問題に対する太平洋の開発途上加盟国の懸念に応えると
同時に、ディーゼルへの輸入依存度を減らすことを目的としてい
る。
・ADBと南太平洋大学（University of the South Pacific）は、
1,900万ドルのマルチトランシェ融資ファシリティに基づく最初の
融資契約に署名した。この融資は、域内にある同大学のキャン
パスを改良し（第1弾はキリバス・キャンパスに対する融資260万
ドル）、学生が通信教育およびeラーニングを利用できるよう支
援するものである。これは、太平洋地域の機関に対するアジア
開発基金（ADF）融資として初の事例であり、南太平洋大学にとっ
ても初の開発融資である。

パプアニューギニアの国有企業は、太平洋地域の国有企業としては比較的高い利益を上げているが、
それには政府による多額の支出が伴っている。9月に発表された報告書『Finding Balance（バラ
ンスの達成）』では、同国の国有企業をフィジー諸島、マーシャル諸島、サモア、ソロモン諸島およ
びトンガの国有企業との比較でパフォーマンス及びその主たる要因を評価し、政策を導く改革戦略
の成功例を特定している。報告書はadb.org/publicationsにてダウンロード可。



    太平洋       25

気候変動への適応と雇用の創出
ソロモン諸島・ガダルカナル東部にあるマキラ島では、ADBが支援する3,398万ドルのプロジェクトによ
り、女性が初めて地域経済に参加できるようになる見込みである。プロジェクトでは、100kmの全天候
型道路と橋が新設され、集落と病院、市場とを結ぶ。将来的な異常気象に備え、30の渡河地点（橋、
暗渠、浅瀬）が再建または補修され、道路が舗装される。また、労働を伴う道路の維持管理を通じて、
地元コミュニティが長期的に現金収入を得る機会が提供される。

・クック諸島、マーシャル諸島、ナウルおよびツバルを対象とす
る政策ベース業務4件が承認された。その多くは政府主導で策
定され他の開発パートナーが支持する共通政策マトリックスに基
づいている。この手法は、組織能力が限られる脆弱国への支援
において、主なアプローチとして提唱されている。
・開発パートナーとの協力を強化した結果、プロジェクトおよび
技術協力22件に対して9,820万ドルの協調融資が提供された。

インフラ・ギャップの解消
　太平洋におけるADBの業務は、インフラ・ギャップの解消、サー
ビスに対するアクセスの改善、技能開発、および社会福祉制度
の強化などによりインクルーシブな成長を支えている。ADBの
業務は、女性や若者、農村や離島の住民および脆弱な集団が成
長と開発のプロセスへ参加できるよう促す上で役立っている。
　ADBは太平洋地域全体でインフラ・プロジェクトと技術協力を
実施し、経済インフラ・サービス（電気、道路、情報通信技術等）
に対するアクセスの改善を支援した。また、パプアニューギニア
の高地幹線道路改良や、同国およびバヌアツの国内海運スキー
ム支援により、市場、教育や保健サービスに対する人々のアク
セスを改善した。ソロモン諸島では、道路維持管理プロジェクト
への支援を通じて、地方住民の雇用を創出した。ADBは、
Pacific Region Infrastructure Facility（太平洋地域インフラ・
ファシリティ）の創設時からパートナーを務めており、同ファシリ
ティでは主要開発パートナーが協力しながらインフラ整備と持続
可能性の向上を目指（している。
　2012年に承認された政策ベースの融資とグラント4件には、
社会インフラへの配慮が盛り込まれた。これらの案件は、クック
諸島では社会福祉制度の見直しと、社会サービスのコミュニティ
団体への試験的委託を通じた社会保障の強化、ナウルでは保健

と教育へのアクセスに関するジェンダー間の平等の推進を目的と
している。
　インクルーシブな成長についての理解を深める分析業務も続
けられている。この業務では、ADBの支援を受けて最近実施さ
れた人口動態や世帯調査のデータを含む、様々なデータを利用
している。ADBは11月、エコノミック・ワーキングペーパー・シ
リーズの一環として、東ティモールにおける成長の包含性（イン
クルーシブネス）を検討した論文を発表した。

環境的・社会的持続可能性の推進
　ADBは太平洋の開発途上加盟国と協力し、成長を支えるため
投資を環境的・社会的に持続可能なものにするよう努力してい
る。太平洋の開発途上加盟国にとっては、気候変動に対するセー
フガードが最大の懸念事項である。これを受けて、ADBは各国
政府による再生可能エネルギー関連のプログラムおよびプロ
ジェクトの実施を支援し、各国セーフガード制度の実施と活用を
強化する技術協力を行い、気候変動適応措置（気候変化耐性の
確保と耐気候性）と影響軽減措置を、プロジェクト設計に取り入
れた。
　例えば2012年には、ADBは太平洋珊瑚礁三角地帯イニシア
ティブ（Coral Triangle Initiative in the Pacific Region）を通
じてフィジー諸島、パプアニューギニア、ソロモン諸島、東ティ
モールとバヌアツを支援した。支援の対象となったのは、国家お
よびコミュニティ・レベルの沿岸資源管理計画の策定と実施、食
料安全保障を確保するためのエコシステム型漁業管理の研修、
人間活動に起因する脅威や気候変動の影響に対する耐性の構築
である。
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　太平洋における地域協力の枠組みは50年以上前か
ら存在しているが、地域主義の進捗ははかばかしくな
い。しかし、2012年には大きな進展があり、太平洋
の開発途上加盟国の間で協力の利点が再認識され、
それがADBの業務に反映された。
　パプアニューギニアでは、西セピック州バニモ地区
のウトゥンにあるインドネシアとの国境において、税関・
入国・検疫施設と市場を整備するパイロット・プロジェ
クトが実施されている。ADBはまた、東ティモールに
よるインドネシア、さらにはASEAN（東南アジア諸国
連合）との経済的つながりを支援する技術協力を行っ
た。
　規模が小さく能力の限定された太平洋の開発途上
加盟国では、各種サービスを準地域レベルで提供する
ことが理にかなっている。2012年にADBが支援した
案件のうち、特に成功したものには下記が含まれる。

・フィジー諸島とトンガのために財政管理モデルが開
発された。これは政策が財政にもたらす長期的な影響
を政策決定者がよりよく理解できるようにするもので
ある。
・太平洋全体で初めて実施されたパフォーマンスの合
同監査が完成した。太平洋地域における透明性とア
カウンタビリティに関する報告書が発表された。キリ
バス、ナウルとツバルでは、準地域チームが引き続き

監査のタイムリーな実施を可能にする一方、監査担
当者の能力強化を支援した。
・民間セクター開発イニシアティブの支援により、パ
ラオで新たな担保取引法が制定され、バヌアツでは
新会社法が制定され、トンガでも担保取引の改正法
案2件と営業認可制度の改革が承認され、マーシャル
諸島、パプアニューギニア、サモアとツバルでは、国
有企業関連の政策と法律が承認された。その結果、
ビジネス環境が改善され、国有企業セクターのアカウ
ンタビリティと透明性が向上した。
・太平洋航空安全局に対するADBの支援を通じて、
航空の安全とセキュリティに関する法規制を調和化
し、域内の事業環境を統一する作業が進んでいる。

　2012年12月に承認されたパプアニューギニアの
海上・水上安全プロジェクトは、国際海運および域
内海運の安全性を確保し、地域協力・統合に貢献す
ることを目的としている。
　交通・通信セクターにおける域内外との連結を引き
続き支援することで、太平洋地域の協力・統合能力
が高まる可能性がある。孤立した開発途上加盟国に
対し貿易手段と重要なライフラインの提供をめざす
ADBの支援により、港湾、航空および情報通信技術
分野のインフラが強化されている。

地域主義の再認識

　ADBは再生可能エネルギーの開発を促進する支援を行ってい
る。こうした支援は、環境に優しいだけでなく、多くの太平洋開
発途上加盟国にとっては、多額の外貨準備を費やしている燃料
の輸入量削減にもつながる。パプアニューギニアでは、町の電
化を目的とする投資プログラムを通じて、水力発電および（メタ
ン回収による）バイオマス発電と、州都における配電の改善を支
援している。
　また、ADBは引き続き、発電（供給サイド）および電力消費（需
要サイド）の双方におけるエネルギー効率の改善について太平洋
の開発途上加盟国を支援した。
　ADBにおいて太平洋の開発途上加盟国を代表する総務らは、
第45回ADB年次総会（5月、マニラ）において、太平洋の開発途
上加盟国の気候変動資金に対する動員支援のため、気候ファイ
ナンシング に 関 する閣 僚レベ ル の 作 業 部 会（Ministerial 
Working Group on Climate Financing）設立を決定した。
ADBはこの作業部会に技術的支援を行っている。

教訓と経験の共有
ADBは、太平洋やその他の地域での経験や研究から学んだ教訓
をプロジェクトの設計と実施に反映させ、プロジェクトや開発成
果の向上を図っている。
　このプロセスを示す好例として、2012年に太平洋民間セク
タ ー 開 発 イ ニ シ ア テ ィ ブ（Pacific Private Sector 
Development Initiative: PSDI）の下で作成された『Economic 
Benefit of Companies, Legal Business Environment, and 
Gender Empowerment through Legal Reforms for 
Private Sector Development（民間セクター開発のための法
改革を通じた企業の経済便益、法的ビジネス環境、およびジェ
ンダーのエンパワーメント）』等の知識成果物が挙げられる。こ
のパンフレットは、政府が検討すべき改革を提案し、改革の指針
となる枠組みを提供するものである。『Economics of Climate 
Proofing at the Project Level: Framework and Case 
Studies in the Pacific（プロジェクト・レベルでの気候変化耐性
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ADBは太平洋地域における都市開発の支援に力を入れている。10月に発表された『The State 
of Pacific Towns and Cities: Urbanization in ADB’ s Pacific Developing Member 
Countries（太平洋の町と都市の現状：太平洋のADB開発途上加盟国における都市化）』は、太
平洋地域における都市化プロセスを検討し、ADB、開発途上加盟国政府、その他のステークホ
ルダーがどうすれば域内の都市部におけるガバナンス、管理と開発を向上できるのか、その方策
を示している。レポートはadb.org/publicationsにてダウンロード可。

国を接続するネットワーク
パプアニューギニアが他の太平洋島嶼国に続き、通信産業の自由化と民間セクター開発を進めている。
2009年に開始されたADBの移動通信拡張プロジェクトはそうした努力の最先端にあり、民間企業であ
るDigicel社によるネットワークの拡張を支援するものである。Digicel社は、同社がパプアニューギニア
に進出して以来携帯電話の普及率が4倍になり、現在の携帯サービスの利用者は450万人に上ると述べ
ている。

確保の経済学：太平洋地域における枠組みとケーススタディ）』
には、気候変化耐性と予想されるメリットに関する情報を提供す
るとともに、気候変化耐性に向けたインフラ投資の具体例を紹介
している。
　ADBは2012年中に、様々なフォーラムや媒体を通じ、各国
政府や関係者の参加を得て、浮上しつつある課題についての対
話と探究を行った。そうした媒体および活動には、『Dili Bulletin

（ディリ通信）』や『PSDI Bulletin（PSDI通信）』予算のグッド・
プラクティスや国有企業改革に関する政策ブリーフ、オーストラ
リア国立大学の開発政策ブログへの寄稿、トンガの国有企業改
革とサモアのビジネス改革に関するビデオなどが含まれる。
　ADBは、太平洋諸島フォーラムの経済閣僚会合（7月）におい

て国有企業改革を推奨し、同フォーラムのリーダーズ会合（8月、
クック諸島）でも同様の話題について対話に参加した。また、
ADBは知識と分析の共有を目的とするパートナーシップを推進し
た。その例としては、「Pacific Futures 2030（太平洋フュー
チャーズ2030）」の下でのアジア開発銀行研究所、オーストラリ
ア国際開発庁（AusAID）および世界銀行との協力、太平洋の開
発問題に関するオーストラリア国立大学クロフォード公共政策大
学院およびAusAIDとの対話、パプアニューギニアにおける国別
パフォーマンス評価のプロセスと結果に関する世界銀行グループ
との共同ブリーフ、さらに国際通貨基金（IMF）および研究者を含
む外部からの寄稿を受けてADBが年3回発行している『Pacific 
Economic Monitor（太平洋経済モニター）』が挙げられる。
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南アジア
バングラデシュ、ブータン、インド、モルジブ、ネパール、スリランカ

　南アジアの経済成長は2012年に減速し、成長率は2011年の
6.5%から5.5%に低下した。世界経済環境が引き続き悪化したこ
とが南アジア諸国の成長の減速の主な原因となっており、輸出と
投資流入の減少が製造業とサービス業に影響を与えている。消
費と国内投資の低迷も、減速の継続につながっている。
　インフレが大きな懸念材料となっている。インフレ率は低下し
たものの、依然高水準にある。主な原因は、構造的要因による
食品価格の上昇である。高インフレのため、中央銀行は成長減
速に対し金融緩和を大胆に進めることができない。政府にとって
のもう一つの重要課題は、主に燃料の輸入増と外需の軟化によ
る貿易赤字の拡大を抑制することである。
　貿易赤字の増加が現地通貨に下方圧力をかけ、インフレ圧力
を高めている。しかし、バングラデシュ、インド、ネパールとス
リランカでは国外からの送金が堅調であり、ブータン、ネパール
とスリランカでは観光収益が回復しつつあることから、これらの
国では経常収支が改善している。インフラの不備、都市サービ
スの不足、低い技能水準等は、特にバングラデシュ、インドとネ
パールで重要課題となっている。こうした問題はビジネス環境に
マイナスの効果を及ぼし、投資を阻害し、その結果経済活動が
制約されている。
　2012年の南アジアにおけるADBの業務では、特に環境の持
続可能性、ジェンダーの平等、民間セクター開発および地域協力・
統合を主流化するために、革新的なアプローチを採用することに
重点が置かれた。この点、ADBはストラテジー2020に沿って、
持続可能な交通、クリーンエネルギー発電と供給、エネルギー
効率、インフラ・ファイナンシング、公共政策、都市インフラお
よび都市サービス、耐気候性、技能開発等に重点を置いたプロ
グラムを実施した。
　2012年に実施されたいくつかのプログラムは、民間セクター
の競争力強化と域内貿易の促進を目的とするものであった。
ADBはまた、技術教育と職業教育を中心とする人材開発に注力
し、バングラデシュとスリランカにおいて失業者の雇用機会の拡
大を目的とした企業ベースの研修を支援した。
　ADBは公共資源管理プログラムへの支援を通じて、政府がよ

り良い社会サービスを提供するための資金の確保に貢献した。
また、信用保証等のファシリティを通じて、南アジア、特にイン
ドにおけるインフラの大きな資金ギャップを埋める革新的な商品
を導入した。水資源管理を改善するため、地域全体にわたって
灌がいの慣行を改善する努力が行われた。

2012年の主な業務内容
ADBの2012年の対南アジア支援は、投融資プロジェクト30件
に対し合計35億7,000万ドル、技術協力プロジェクト68件に対
し5,159万ドルとなった。支援対象となった主なセクターは、交通

（融資の37%）、エネルギー（22%）と公共政策（12%）だった。南
アジアで承認総額が最大だった国はインド(20億2,000万ドル)
で、第2位はバングラデシュ(10億5,000万ドル)だった。インド
に対するノンソブリン融資（部分信用保証による）は合計1億
2,800万ドルで、うち6,400万ドルは民間セクター業務によるも
のだった。
　開発業務は、エネルギー開発と効率性、域内貿易の促進、都
市インフラ、地方の交通接続性等の重要分野に重点を置いて行
われた。バングラデシュでは、民間セクターの参加を得た同国
初のバス高速輸送プロジェクトによって、環境に優しく安価な交
通サービスが100万人に提供される予定である。インドの地方
接続性投資プログラムは、5つの州を対象に道路網を拡大する
もので、集落約4,200が接続される。電力不足を解消するため、
ADBは南アジア地域において、発電設備の建設と送電系統の相
互接続を支援している。スリランカでは、排水管理支援により、
未収益分1億3,200万ドル回収を支援していく。

　南アジアの開発途上加盟国6カ国における2012年の契約実行
率は、最高が130%（インド）で、最小が83%（ネパール）だった。
低実行率の問題に対応するため、ADBは、定期的に行われる政
府との三者間ポートフォリオ・レビューに参加し、プロジェクトが
計画通りに実施されるよう努力している。プロジェクトの準備状
況と入り口での品質を確保することも有効である。ADBはバン
グラデシュにおいて350万ドルのプロジェクト設計前払資金を試

インド・西ベンガル州では、財政改革（および最終的にはサービスの改善）に取り組
む機会が、ADBの同州への4億ドルの投資につながった。西ベンガル州開発金融
プログラムは、インドで実施中の同様のプログラムのうち最新のもので、ADBの
公共資源管理の経験が財政管理の改善に役立っている。 詳細はadb.org/
proiectsにて。
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インドで 4,200 村落をサービスと市場につなぐ 8 億ドルのプログラム
4段階に分けて実施される総額8億ドルの新たなADB投資プログラムによって、インドの5つの州におい
て9,000kmの地方道路が建設され、遠隔地にあるおよそ4,200のコミュニティが重要な市場やサービ
スに年間を通して接続される。この投資プロジェクトは、アッサム州、チャッティスガール州、マディヤ
プラデシュ州、オリッサ州と西ベンガル州の村落を2017年末までに全天候型道路によって接続する総額
12億ドルのプログラムの一部をなす。このプロジェクトにより、農民が産品を市場に運び、男女が職を
探し、子供たちが学校や病院に行くことが可能になる。

験的に活用し、詳細設計の作成を含むプロジェクト準備活動を支
援した。
　マルチトランシェ融資ファシリティ（MFF）では合計20億ドルの
融資が行われた。MFFは長期的な投資計画を支援できることか
ら、特に交通セクターとエネルギーセクターで、より頻繁に利用
されるようになっている。
　2012年、ADBは南アジアにおいて合計7億2,167万ドルの協
調融資を動員した（うち6億4,617万ドルは公共協調融資、7,550
万ドルは民間協調融資）。これはADBの南アジアにおける業務総
額の20%に相当する。

開発業務における知識の優先活用
　ADBは南アジアの開発途上加盟国での業務において、開発業
務へのナレッジ・ソリューションの導入を追求する「ファイナンス
++」という価値提案を重視している。この方針に沿って設計さ
れた政策立案支援活動としては、バングラデシュにおける食品価
格の上昇に関する調査、インドにおける公共配給システムの調
査、バングラデシュとインドのインフラに関する開発業者、金融
業者、政府担当者および業界団体との円卓会議、およびバング
ラデシュとブータンを含む各国の資本市場の強化に関する協議
が挙げられる。
　インドと中国では、南南知識共有によって、道路セクター開発
における経験の共有が促進された。技術・職業教育および訓練
に関する知識成果物により、バングラデシュとスリランカにおけ
るプロジェクトの形成と能力開発に役立つ知見がもたらされた。
スリランカにおけるeラーニングの試験的導入から得られた経験

（学校での教育と学習の改善に的を絞る）がバングラデシュで共
有された。
　Australia-ADB South Asia Development Partnership 

Facility（オーストラリア・ADB南アジア開発パートナーシップ・
ファシリティ）は、迅速かつ的を絞ったプロジェクトの実施を望む
開発途上加盟国に対する機敏な対応と、域内の開発業務全体を
通じた知識の共有を奨励している。
　ニューデリーにあるADBのインド駐在員事務所に、Capacity 
Development Resource Center（能力開発リソースセンター）
が設置された。同センターは研修プログラムや資料を作成し、
著名なインド人専門家のサービスを利用し、国際的なベスト・プ
ラクティスの共有を支援していく。
　ブータンでは、ADBは第3次ブータン生活水準調査を支援し
た。この調査の結果は、同国の貧困アセスメント、消費者物価
指数の加重値、その他の開発成果データの更新に特に役立つと
見られている。

クリーンかつグリーンなイニシアティブの重視
　2012年、ADBはグリーン・グロース、気候変動リスクおよび
災害リスクの低減、アジア太陽発電イニシアティブ（Asia Solar 
Power Initiative）に対する支援、および持続可能な交通イニシ
アティブに力を注いだ。今後作成される全ての国別支援戦略に
は、気候変動の影響の抑制に貢献しうる活動分野を特定する気
候変動脆弱性アセスメントが導入される。地域全体を通じて、再
生可能エネルギーおよびクリーンエネルギーの開発、エネルギー
効率の向上、大量輸送および都市開発を特に支援することを目
的として、技術協力と投資が提供された。
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地域協力に弾みをつける

　アジア太陽発電イニシアティブ（Asia Solar Power Initiative）
の下、ADBは、①インドにおける民間投資の促進を含む太陽エ
ネルギーおよびスマート・グリッド開発プロジェクトの準備、②ス
リランカにおけるクリーンエネルギーおよびネットワーク効率改
善プロジェクトの形成、③ネパールの地方コミュニティにおける
ミニグリッド型太陽／風力発電開発を支援した。
　上記以外の再生可能エネルギー事業により、域内の環境汚染
と温暖化ガスの排出量が削減された。ADBは、気候変動に関す
る国際連合枠組条約の事務局と協力して、公共輸送における鉄
道利用の増加による排出削減を記録するための新手法を開発す
ることにより、インド鉄道（Indian Railways）にクリーン開発メカ
ニズムを導入する措置を講じた。
　また、バングラデシュにおいては、沿岸保全および洪水制御
と灌漑の改善を通じた水資源管理の改善に注力した。協調融資
を含む事業総額が1億5,000万ドルのインフラ・プロジェクトによ
り、気候の変化・変動に脆弱な12の地方沿岸地区の住民の生
計が改善される予定である。約350万人（うち4割以上が貧困層）
がこのプロジェクトから直接的な利益を受けると予想されてい
る。異常気象時に人命保護に役立つサイクロン・シェルターも
建設される。

恵まれない人々に手をさしのべる
南アジアのインクルーシブな成長に対するADBの支援としては、
インドにおいて開発が比較的遅れている州（アッサム州、ビハー
ル州、チャッティスガール州、ジャールカンド州、マディヤプラ
デシュ州、オリッサ州等）における経済成長と機会・貿易の拡大、
電気の普及、ならびに（バングラデシュ、ネパール、スリランカ
等における）研修拡大による恵まれない人々の収入獲得力の改善
などが挙げられる。
　バングラデシュの都市プライマリ・ヘルスケア開発プロジェクト

（第2次）を通じて、ADBは、約150カ所のプライマリ・ヘルスケ
ア・センター、20カ所の総合リプロダクティブ・ヘルスケア・セ
ンター、および70カ所の公衆便所を建設することにより、基本
的な医療サービスを都市部の貧困層に提供する政府の能力を強
化した。また、70万件以上の小児急性呼吸器感染症、46万4,000
件の小児下痢症、および60万件の微量栄養素欠乏症の治療が
行われた。スリランカでは、中等教育近代化プログラムを通じて、
恵まれない家庭の優秀な生徒5万4,690名に対し、雇用を目指し
た研修を受ける奨学金を提供した。インドの西ベンガル州では、
公共管理プログラムを通じて、保健と教育に対する投資を増や
すため、2015年までに約14億ドルの予算資金が確保されると
期待されている。

　南アジアには地域協力・統合を進める余地が豊富
にある。東アジアでは貿易総額の51%が域内貿易で
あるのに対し、南アジアの域内貿易率は5.4%にとど
まっている。2011年12月に承認されたADBの南アジ
ア地域協力戦略（2011～2015年）では、地域協力・
統合支援を交通の接続性、貿易促進とエネルギー安
全保障の分野に絞って行うこととされている。
　2012年には、南アジアにおける地域協力・統合業
務において多くの成果が達成された。南アジア地域
経済協力（SASEC）プログラムでは、バングラデシュ、
ブータン、インド、ネパールとスリランカのプロジェク
トに関する協力を進める上で、大きな進歩が達成され
た。ADBはSASECプログラムの事務局を務めている。
　SASECの貿易促進作業部会と交通作業部会は、準
地域レベルの交通投資事業と貿易促進措置を優先的
に実施することに合意した。両作業部会は特に、内陸
国であるネパールとブータンをバングラデシュの深海港

（チッタゴン港を含む）に接続する2つの主要ルートに
沿って、道路を接続することに力を注いだ。チッタゴ
ン港に対するADBの支援により、同港のコンテナ処
理能力は、2005～2006年の82万7,174ユニット（20

フィート・コンテナ換算）から、2011～2012年には
134万3,408ユニットに増加した。
　SASECのエネルギー作業部会は、送電機関のフォー
ラムを設立し、エネルギー効率ロードマップおよび越
境送電の強化を目的とするプロジェクトについて合意
した。同作業部会はまた、SASEC地域電力マスター
プラン調査を開始し、ネパールにおける大規模水力発
電所のフィージビリティ・スタディの委託を承認した。
　ADBは2012年、南アジアの地域協力・統合を支
援するため計6件・2億6,300万ドルの融資とグラント
を承認した。これらの案件には、バングラデシュとブー
タンにおける準地域道路、航空および陸港プロジェク
ト、およびバングラデシュ、ブータンとネパールにおけ
る準地域貿易促進プログラムが含まれる。ADBはま
た、事務局の調整、能力開発および地域協力・統合
に関する知識業務に対し技術協力を行った。
　支援は、SAARC（南アジア地域協力連合）や、
BIMSTEC（ベンガル湾多分野技術・経済協力イニシ
アチブ）の事務局に対しても提供された。
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ADBは第3次ブータン生活水準調査に支援を提供した。この調査により、貧困アセスメン
トに係る政府の5カ年計画（2008～2013年）の評価および消費者物価指数の加重値の更
新に役立つ重要なデータが集められる。このデータはまた、政策立案の参考になるほか、
ADBの次期国別支援戦略（2014～2018年）の策定にも、有用な情報を提供することに
なる。詳細はadb.org/projectsにて。

スリランカの物流機会を拡大する南部高速道路
スリランカ西部州のコロンボとゴールを結ぶ新たな南部高速道路により、生鮮食品や魚介類を南に運ぶ
所要時間が3時間から1時間に短縮された。島国であるスリランカの主要都市間の物流を拡大することが、
南部高速道路の建設を含む開発プロジェクトの主な目的であった。ADBは高速道路の南部区間（29km）
に1億8,000万ドルの資金を提供した。

　インドでは、貧困削減とインクルーシブな成長を直接的な目的
とするプロジェクトが、承認された融資全体の12%を占めた。
同様に、貧困削減に資する大型インフラ・プロジェクト（エネル
ギー、交通）がポートフォリオの67%を占めた。2012年にインド
に供与されたADB融資のうち、84%は特に貧しい州に対するも
のであった。
　ネパールのコミュニティ・ベースの給水・衛生分野において、
ADBは170を超えるNGOと協力し、コミュニティの参加とジェ
ンダーの主流化を強化した。また、ADBの支援により、ネパー
ルの水利用者組合や衛生組合の技術能力、財務能力と管理能力
が強化された。合計で4万4,768世帯が下水施設のない簡易便
所を建設した。このうち8,900を超える極貧世帯は部分的な補
助金を受け取り、2万5,754世帯は自ら作業に携わった。学校で
も、衛生改善のため、354の簡易便所が建設された。
　バングラデシュでは、農村開発プロジェクトによって先住民コ
ミュニティの平均月収が3割以上増え、約56kmの支道が改良さ
れ、サービスに対するアクセスが改善された。52カ所の保健セ
ンターが開設され、3,061世帯が利益を受けた。1万9,792名

の受益者がマイクロファイナンス融資を受け、その結果6万
8,216名分の雇用が創出されたと推定されている。

ジェンダーの平等の推進
2012年、南アジアに対してアジア開発基金と通常資本財源から
供与された援助総額の52%に相当するプロジェクトが、ジェン
ダーの平等およびジェンダーの効果的な主流化に関する要件を
満たした。
　ADBプログラムにおいて、ジェンダーの主流化に対する配慮
が今では従来以上に見られるようになった。ADBは厳密なジェン
ダー指標と目標を設定し、各プロジェクト・プログラムにおける
ジェンダーの平等の成果を効果的にモニタリングする努力を行っ
ている。2012年には特に、交通セクターとエネルギー・セクター
におけるデータや分析の質的改善に注力した。ADBはまた、10
回に及ぶ国別能力開発研修イベントなど、ジェンダー関係の様々
な知識活動に関わった。インド駐在員事務所がジェンダーの平
等の成果に関するワークショップを開催し、ADBが資金を提供す
るプロジェクトの責任者や職員ら42名が参加した。
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東南アジア
ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、

フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム

　雇用の創出、地域協力を通じた貿易の促進、教育とスキル訓
練の推進、気候変動の影響の軽減と災害リスクの管理が、ADB
の2012年における東南アジア業務の主な優先分野であった。
ADBはまた、ミャンマーでの業務再開に伴う集中的な作業に積
極的に取り組んだ。
　東南アジア地域は全体として堅調なパフォーマンスを見せ、
2012年の成長率は2011年の4.6%を上回り5.0%となった。し
かし、カンボジア、インドネシアとベトナムでは成長が減速した。
世界的な先行きの不透明感からカンボジアとインドネシアでは輸
出が伸び悩み、ベトナムでは経済の安定を目的とする引き締め
政策もあって成長率が2011年の5.9%から約5.0%に低下した。
　フィリピン経済は域内でも特に良好なパフォーマンスを続け、
GDP伸び率は2011年の3.9%から2012年には6.6%に上昇し
た。この要因となったのは堅調な個人消費と、政府支出および
輸出の回復である。タイは洪水による混乱から立ち直り、成長
率は2011年の0.1%から2012年には6.4%にまで回復した。ラ
オス経済も好調を維持しており、GDP伸び率は2011年の7.8%
に対して2012年は7.9%だった。
　東南アジア地域の主な開発課題としては、先進諸国の不調が
続く中で開発途上加盟国の経済の安定を維持する必要性、道路
網、鉄道網、地域協力・貿易の改善を続けていく必要性、そし
て各国が抱える失業と不完全雇用に対応するために、スキル向
上する必要性が挙げられる。
　重要な出来事として、ADBは1988年以来業務を停止してい
たミャンマーでの業務再開プロセスを開始し、ヤンゴンにスタッ
フを長期派遣した。人材および組織面の能力開発、良好な経済
環境とインフラ整備の推進、地方住民に対する雇用へのアクセ
スの提供を目的とする、暫定国別支援戦略が新たに作成された。

2012年の主な業務内容
　中核セクターに対して総額37億ドルの資金援助が行われ、そ
の内訳はインフラが54%、教育が5%、金融セクター開発が9%
だった。ADBが支援したその他のセクターは公共政策（28%）、
保健（1%）と農業（3%）である。2012年の東南アジア業務では、

さらに8億7,300万ドルの協調融資が動員され、9,700万ドルの
技術協力が承認された。
　ミャンマー向け暫定国別支援戦略の作成と同国での業務再開
に向けて、本格的な事前分析および対話が行われた。また、イ
ンドネシアとベトナム向けの国別支援戦略（CPS）が承認された。
これらCPSは、よりインクルーシブで環境に調和した持続可能な
成長の達成に向け、各国政府を支援することが目的である。タ
イについては、ADBは高所得国への移行を目指す政府のイニシ
アティブ支援を目的に、CPSの作成を開始した。
　ADBはインフラ支援分野において、ベトナムの6地区において
持続可能な総合交通システムを構築する都市交通プログラム、
ベトナムの都市部の水道普及率を2020年までに9割に引き上げ
ることを目的とする水セクター投資プログラム、およびフィリピ
ンの高エネルギー効率電気自動車プロジェクトに資金を提供し
た。また、カンボジア、フィリピンとベトナムにおいて、官民パー
トナーシップ（PPP）促進のため、革新的なプログラムに資金を提
供し、起業支援を通じてプロジェクト強化を目指した。
　ADBは教育分野において、インドネシアで2016年までに4万
5,000名以上の生徒に職業訓練を提供するプロジェクト、および
カンボジアでは中学生約55万8,000名（2017年まで）を対象と
するセクター開発プログラムに資金を提供した。金融セクター開
発においては、インドネシアのノンバンク金融サブセクターにお
ける国内企業の参加を促すプログラム、およびベトナムのマイク
ロファイナンス開発プログラムを承認した。
　その他の公共政策イニシアティブとして、ADBはフィリピンに
おいて、観光セクターの雇用創出および若者の就業機会の拡大
を目的とする政府のプログラムを承認した。世界経済環境の見
通しが不透明なことから、インドネシアに対し、金融市場へのア
クセスを支援する5億ドルの予備的ファイナンシング・ファシリティ
が提供された。

ミャンマーの本格的な経済報告書としては近年で初となる『Myanmar in Transition: Opportunities and 
Challenges（変化しつつあるミャンマー：機会と課題）』は、50年間に及ぶ経済的・政治的孤立から抜け出そうと
しているミャンマーの強みとして、天然資源、再生可能エネルギーのポテンシャル、若い労働力と戦略的な地理的
立地性を挙げている。同報告書は、ADBがミャンマー向け暫定国別支援戦略（2012～2014年）を策定する上で作
成した、セクター初期評価および報告書の一環ひとつである。報告書はadb.org/publicationsにてダウンロード可。
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インドネシアの珊瑚礁を守る
インドネシアにおけるADBの珊瑚礁修復・管理プロジェクトは、破壊的な漁法の抑止によって珊瑚礁と
魚を保護することを目的としている。プロジェクトでは、破壊的な漁法が自然の生態系に及ぼす影響に
ついて、意識向上キャンペーンが実施され、保護海域の特定と行動計画の策定には地元漁師も参加した。
以前は爆弾や青酸カリを使って魚を捕っていた多くの漁師が、今は先頭に立って珊瑚礁の保護とモニタ
リングを行っている。その結果、プロジェクト海域における生きた珊瑚の被覆面積は年5%以上のペース
で拡大している。

　環境に優しい開発を促進するため、ベトナムでは農業廃棄物
による環境汚染の軽減を目的とするプロジェクトが、フィリピン
では4つの河川上流域の環境を改善し2025年までに22万世帯
に利益をもたらす天然資源総合管理プロジェクトが実施された。
　メコン河流域圏回廊都市開発プロジェクトは、カンボジア、ラ
オスおよびベトナムを通る経済回廊沿いにある10の町を、都市
環境インフラ（固形廃棄物処理、交通移動、洪水制御）を改善して、
地方自治体の組織能力の強化することで、によって経済的な重
要地点へと変貌させるものである。
　気候変動の影響軽減と適応にさらに貢献するため、ADBはメ
コン河流域圏（GMS）における地域洪水・干ばつ制御プロジェクト

（1億1,150万ドル）を承認し、プロジェクトの受益者は50万人を
超えると予想される。またカンボジアでは、洪水被害を受けた
道路約70kmを2015年までに修復することを目的に、5,500万
ドルの洪水被害復旧プロジェクトを承認した。

知識の重視
ADBは東南アジア各国のCPSに知識戦略を取り入れている。
2012年には、インドネシアとフィリピンについて、CPSや関連す
る業務計画に基づいた国別知識計画が作成され、他の開発途上
加盟国についても作成が始まっている。
　融資や非融資の知識支援を特定する際には、セクター評価、
戦略、ロードマップやテーマ別調査が従来から参照されている。
2012年には、ミャンマーの初期セクター評価に基づいて、ADB
と同国政府間のセクター・レベルの対話が、より情報を得て系
統立った形で行われた。
　ADBの知識成果物・サービスは、域内開発途上加盟国の研究・
計画能力の強化に役立っている。例えば、GMSのプノンペン開
発管理プロジェクト計画は、政策研究を行うGMSの研究者や研

究機関の能力開発に有効な役割を果たした。GMSの研究者の
論文をとりまとめた政策ブリーフ『Pathways to Policy（政策へ
の道筋）』が作成され、政策立案者、実施担当者などGMSのス
テークホルダーが地域の開発課題についての理解を促進できる
よう配布された。
　保健分野のPPP（官民パートナーシップ）に関する知識共有の国
際フォーラム（10月23～25日、マニラ）には、保健および社会
サービス・セクターの専門家や指導者が集まり、アジア、欧州、
その他地域の事例やベスト・プラクティスが紹介された。また、
タイの洪水管理に関する国際フォーラムがバンコクで開催され

（1月19～20日）、フィリピンでも同様のフォーラムが開催された
（12月4～5日、マニラ）。

環境に調和した持続可能な成長を基調とする戦略
ADBの業務および支援計画においては、ストラテジー2020と
の整合性が従来以上に重視され、環境的に持続可能な成長が重
要な戦略的アジェンダになっている。環境に調和した持続可能な
成長は、2012年に承認されたインドネシア、ベトナムおよびミャ
ンマーのCPSにおいても戦略的な柱となっている（ミャンマーは
暫定CPS）。準地域レベルでも同様で、GMSの戦略枠組みフレー
ムワーク（2012～2022年）において、生物の多様性とエコシス
テムの保全が優先目標とされている。

A
FP



34      ADB年次報告2012

ASEANが重要な成果を達成

　2012年、環境に調和した持続可能な成長を推進する事業は
ADBの東南アジア向け融資総額の30%以上を占めた。農業、
交通、エネルギー、都市開発などの主要セクターでは、資源効
率の改善と炭素排出量の削減に向けたシフトを志向する投資戦
略が導入された。
　農業および水セクターの業務では、カンボジア、ラオスとベト
ナムにおける農地生産性と水利用効率の改善に力を注いだ。交
通セクターでは、カンボジアとベトナムにおいて、自動車による
陸上輸送から鉄道および大量都市交通へと移行する事業を行っ
た。
　ADBは、気候投資基金（Climate Investment Fund）から計
5億4,500万ドルを超えるグラントおよび譲許的な融資を、また
開発パートナーから6,500万ドルを超える資金を動員することに
よって、開発途上加盟国の開発計画に気候変動の緩和と適応を
取り入れる努力を強化した。例えばフィリピンについては、複数
の環境プロジェクトに対するクリーン・テクノロジー基金（Clean 
Technology Fund）からの計1億500万ドルの融資およびグラン
トをADBが管理している。
　2012年には、準地域レベルの主要イニシアティブである珊瑚
礁三角地帯イニシアティブと、GMS中核環境プログラム・生物
多様性保全回廊イニシアティブ（CEP-BCI）を通じて、政策対話
を深め、環境ガバナンス向上の能力開発を行い、環境に対する

配慮を開発計画に取り入れる機会が数多くもたらされた。これら
のプログラムの結果、開発パートナーから3,500万ドル以上の
グラント資金が動員された。
　また、人々と環境を守る国別セーフガード制度の強化を目的と
して、開発パートナーやNGOとの強固なパートナーシップが形
成された。例えば、CEP-BCIでは現地NGOやWWF（世界自然
保護基金）等の国際NGOとの効果的なパートナーシップが構築
された。

インクルーシブな成長の達成に向けた開発途上加盟国の取
り組みを支援
　ADBは東南アジアでの業務において、貧困層および恵まれな
い人々が機会を獲得し保護を受けられるよう、政策改革、インフ
ラ投資、技能研修を通じて、インクルーシブな成長を支援して
いる。
　フィリピンでは、学校に行けなかった若者の競争力と労働技能
を高める政策とプログラムを強化することを目的として、3億
5,000万ドルの融資を承認した。ADBはインドネシア政府と協力
してインフラ・ギャップを埋め、成長の中心となっている都市部
と地方の交通接続性を強化するため、3億ドルのプログラム・ロー
ンを供与した。

東南アジアにおける地域協力・統合に向けた努力
は、ASEAN（東南アジア諸国連合）の理念を軸に、
ADBの長期的な戦略アジェンダであるストラテジー
2020とADBの地域協力・統合戦略に沿って行われ
ている。
　ASEANは2012年に2つの大きな成果を達成した。
ADBが出資、協調融資および運営という3つの役割
を 果 た す ASEAN イ ン フ ラ 基 金（ASEAN 
Infrastructure Fund：AIF）が4月にマレーシアで法
的に設立され、理事会の第1回会合がADBの年次総
会と同時に開催された。年次総会において、AIFの
理事会は、AIFのガバナンスおよび運営組織、理事
会に対する財務報告の枠組み、AIFの流動資産管理
の枠組み、および2012～2014年に予定されるプロ
ジェクトの暫定計画を含む設立報告書を承認した。ま
た、ADBなどの出資者が初回出資を行った（出資額
5,000万ドル）。
　ASEAN 経 済 共 同 体（ASEAN Economic 
Community）の目標達成を支援するため、ADBは
2011年から2015年を対象期間とする新たな覚書

（MoU）をASEANと締結した。これは、接続性、金
融市場と資本市場の統合、環境の持続可能性、マク
ロ経済の監視、貿易および投資へのADBの関与を本
格化する内容となっている。
　準地域レベルでは、ボトムアップ・アプローチが
ASEANの統合努力の基本要素となっている。メコン
河流域圏（GMS）、ブルネイ・インドネシア・マレーシア・
フィリピン東ASEAN成長地域（BIMP-EAGA）、およ
びインドネシア・マレーシア・タイ成長の三角地帯の
それぞれにおいて、第2世代の戦略的枠組みが2012
年中に採択された。
　最近採択されたGMS戦略フレームワーク（2012～
2022年）を実行に移すための地域投資の枠組みが、
加盟国との協議を経て開発された。この枠組みは、
ADBが今後地域プログラムを策定する上で分析の基
盤として機能する。（詳細はp.11「GMS設立20周年」
参照 。）
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知識共有フォーラムは、東南アジア地域全体の災害管理態勢向上の重要なメカニズムとし
て機能している。ADBとタイ政府が共催した2日間の洪水制御会議（2012年1月、バン
コク）では、様々な国の洪水リスクを軽減することを目的に、国際専門家が洪水への備え、
対応、復旧、経験や戦略を議論した。詳細はadb.org/news参照。

新しい学校が貧困の罠から抜け出す道を提供
ベトナム政府が開始し、ADBが5,000万ドルの資金を提供した前期中等教育プロジェクトにより、教師数
千名が新カリキュラムに移行するための追加研修を受けることができた。このプロジェクトは、教育の質、
施設の改善、および教科書の入替えとプロジェクト・コーディネーターに対する研修、校長・教育当局職
員らによるスタディ・ツアーを通じた組織開発を3つの柱としている。6年間で21の県・都市の366校に
2,482の教室が建設され、その全てに近代的な機器と施設が整備された。

　インドネシアでは、産業・科学技術専門学校の協力によって職
業訓練の内容を刷新し、卒業生の技能を雇用者のニーズに合わ
せ、労働市場へのアクセスを改善することを目指すプロジェクト
に7,500万ドルが供与された。このプロジェクトでは、教師250
名と生徒3万5,000名のが利益を受けると予想される。また、ベ
トナムでは、政府による生物、化学、数学、物理および社会科
学における教師の能力と課程の強化を支援するため、9,000万
ドルの融資が承認された。フィリピンでは、ミンダナオ島の約
2,000世帯による持続可能な農業ビジネスの起業を支援するた
め、200万ドルの貧困削減日本基金（JFPR）グラントが供与され
た。
　カンボジアでは、ADBは教育へのアクセス拡大のため、中退
率を引き下げ、遠隔地に住む女児や貧しい子供たちがより多く
中学校に就学出来ることを目的とした改革支援として、3,000万
ドルの融資を承認した。フィリピンでは、150万ドルのJFPRグラ
ントを通じて、貧しい農村コミュニティに保育園を新設し2014年
までに児童6,000名の受け入れを目指す官民パートナーシップ

（PPP）を支援した。
　ADBはベトナムに対する4,000万ドルの融資を通じて、特に農
村地域における金融サービスに対する貧困層のアクセスの拡大
を目的とする、市場志向のマイクロファイナンスの開発を支援し
ていく。

業務におけるジェンダー・バランスの推進
2012年、ADBは国別支援戦略（CPS）、セクター別ロードマップ、
およびプログラムとプロジェクトの設計と実施においてジェン
ダーの平等を推進した。2012年に承認されたインドネシアとベ
トナムのCPS、およびミャンマーの暫定CPSでは、国別のジェン
ダー戦略が含められ、ジェンダーに関する課題が特定され、ジェ
ンダーの平等を推進するための行動が提案されている。
　東南アジアにおけるADBのプロジェクトの約55%は、積極的
にジェンダーに配慮した設計を取り入れている。2012年に承認
された教育、保健、農業・資源、および給水・衛生の各セクター
のプロジェクトについては、その全てに重要なジェンダー・コン
ポーネントが取り入れられた。カンボジアでは、政府と提携して、
女性が道路の建設や維持管理の仕事に就けるよう、就業機会の
拡大を図っている。
　開発途上加盟国におけるジェンダー向上イニシアティブ支援と
して、ADBとオーストラリア国際開発庁は「メコン河流域圏ジェ
ンダー・交通ワークショップ」（7月24～26日、ハノイ）を開催した。
ワークショップでは、ジェンダーを組み込んだプロジェクトの成
功例が紹介され、政府担当者による経験の相互学習が奨励され、
ジェンダー行動計画が提案された。また、ADB駐在員事務所の
ジェンダー専門家を実施中のレビュー作業に参加与させること
で、執行・実施機関に対し継続的な支援が提供された。
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民間セクター開発

　ADBが民間セクターを従来以上に重要視しているのは、貧困
や気候変動といったグローバルな開発課題への対応における民
間セクターの貢献についての考え方が大きく変化したためであ
る。ADBは「民間セクター開発戦略」（2000年）および「民間
セクター開発：戦略枠組み改訂版」（2006年）に基づいて、民間
セクターが活動しやすい環境を整備し、民間セクターの積極的
な参加を得ながら公共の財・サービスを生み出し、開発効果を
有する民間セクターの活動に直接的に投資している。
　民間セクター開発とは、ビジネス環境を改善し、開発途上加
盟国における民間投資を増やし、官民パートナーシップ（PPP）を
構築し、公的組織の民営化や企業化を行うイニシアティブをいう。
　ADBの民間セクター業務（ノンソブリン業務）には、民間セク
ターにより過半数が所有されている組織に対する直接的な資金
協力および技術協力（民間ノンソブリン業務）と、公共セクターに
より過半数が所有されているサブソブリン組織であって、契約を
結び独自に資金調達を行うことができる組織に対する直接的な
資金協力および技術協力（公共ノンソブリン業務）がある。
　ADBのストラテジー2020では、民間セクター開発と民間セク
ター業務を開発のための変化の重要な担い手と認識することに
よって、その組織的重要性を補強し、2020年までにADBの年
間業務の50%をこれらの分野の支援に振り向けることが義務づ
けられている。
　民間投資を誘致するための重要な要因のひとつは、信頼性の
高いインフラである。ADBは政府や民間スポンサーによるイン
フラ投資に対して直接的に資金を供与する一方で、投資家が財
およびサービスの提供を目的として部分的に資金を提供しリスク
を共有するPPPに適したプロジェクトの発掘を、従来以上に行う
ようになっている。
　2012年に承認された「PPP業務計画」（PPP Operational 
Plan）は、PPPの開発に関する明確な業務の枠組みを提供し、透
明性が高く効率的かつ費用効果の高い方法で公共財および公共
サービスを提供するには民間セクターの関与が必要であるという
点を強調する内容となっている。
　こうした、ADBが民間セクターと協力する理由やその方法を

規定する内部の組織的努力と平行して、ADBを含む31の開発
金融機関からなるグループは、国際金融機関が民間セクターを
支援する開発面での根拠を示す共同報告書を発表した。
　この報告書は広く配布され、国際開発金融機関（MDB）の民間
セクターとの関係の強化に貢献している。4月に開催された
MDB総裁会議において、ADB総裁は他のMDBの総裁らと共に、
民間セクター支援の基本原則を承認した。これらの原則は、市
場の歪みを生み出すことを避け、持続可能な市場を開発し、
MDBによる民間セクター支援の価値を実証することを目的とし
た業務戦略の指針となる。

民間セクター開発の支援
民間セクター開発に対する支援が増加していることは、民間セク
ター開発に貢献するプロジェクトの比率が上昇していることから
明らかである。2012年に承認されたADBのソブリンおよびノン
ソブリン・プロジェクトのうち、40%は民間セクター開発に貢献
するものであった。
　6月には、ADB総裁が民間セクター開発の新たな分類手法を
承認した。これにより、プロジェクトを民間セクター開発に分類
する上で、それが特定の国または地域の支援戦略で特定された
民間セクター開発制約要因の解消にいかに貢献するかを明確に
示すことになった。

良好なビジネス環境の整備
ADBは、民間セクターが発展・活躍できる環境の整備に貢献す
る政策・規制改革を支援している。こうした支援には、法律およ
び司法改革の強化、健全かつ透明性の高い規制の策定、事業プ
ロセスの簡素化、資本市場の育成、財政・金融・貿易政策の改
善などが含まれる。ADBはまた、国内貯蓄を民間セクター主導
による生産性の高い投資に振り向ける金融仲介制度について、
各国と協力している。

ADBはキルギスで、投資環境改善プログラムのグラントを通じ、民間セクターの活
動を奨励し、成長ポテンシャルを解放し、長期的な開発の見通しを改善する改革に
資金を提供している。近隣の開発途上加盟国において、同様のプログラムに対する
需要が大きく高まっている。詳細はadb.org/projectsにて。
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　開発途上加盟国における取り組みをADBが支援することに
よって、民間投資のボトルネックが解消されつつある。2012年
には太平洋地域において、太平洋民間セクター開発イニシアティ
ブ等の活動に大きな進展が見られた。ADBは、本格的な協議を
経て起草を支援したパラオの担保取引法の成立を歓迎した。ま
た、ADBの技術協力の結果、東ティモールの内閣がPPP政策と
PPP法を承認した。
　中央・西アジアでは、キルギスのプログラムによって、民間セ
クターの活動を奨励し長期的な開発の見通しを改善する総合的
な改革が始まった。このプログラムに基づく画期的な施策には、
企業の登記と税申告を一元的に受け付けるオンライン窓口の設
置と、ビジネスに必要な許認可の数を2割削減する措置も含まれ
る。
　資本市場と金融仲介制度を開発することは、資金をより価値
の高い企業活動に効率的に振り向けることに役立つ。インドネシ
アの3億ドルのプログラムは、規制監督の強化によって経済開発
を促進し、ひいては経済の安定性と投資家マインドを改善するこ
とを目的としている。このプログラムはまた、資本市場、ノンバ
ンク金融へのアクセスおよび投資家基盤の拡大を目指している。
　モンゴルでは、5月に海外投資法が改正され、海外直接投資
の政府による承認プロセスが規定された。ADBはベトナムにお
いて、マイクロファイナンス・セクターの支援を目的とする政府
の改革を支援する開発プログラムに対し、4,000万ドルの融資と
50万ドルの技術協力グラントを承認した。中国では、2,000万
ドルのマイクロファイナンス・ホールセール融資ファシリティを通
じて加盟金融機関に資金を提供し、マイクロクレジット企業向け
ホールセール融資市場の開発を進めていく。これら2件のマイク
ロファイナンス投資案件はいずれも、個人世帯および零細・小
企業の信用に対するアクセスを拡大するものである。

公共財・公共サービスの促進
　2012年中、ADBは引き続き、PPP助言サービスとPPPプロジェ
クト形成サービスを通じて開発途上加盟国を支援した。
　ADBはモンゴルで初めてのPPP助言契約を受注し、9億ドル・
450メガワットの暖房・発電複合プロジェクトの構築について助
言を提供した。中央・西アジアでは取引助言サービス・チーム
が設置され、複数のセクターにおけるビジネス機会を発掘する
作業に取り組んでいる。太平洋では、異なる段階にある3件の
PPPが進行している。ベタノ発電所の運転・維持管理（東ティモー
ル）とラエ港（パプアニューギニア）はプレ・フィージビリティ・ス
タディの段階にある一方で、ソロモン諸島の海底ケーブル・プ
ロジェクト（公共セクターローン）は2012年中に承認された。
　ベトナムでは、2,000万ドルのPPP支援プロジェクト融資によ
り、銀行が受け入れ可能かつ商業的に成り立つプロジェクトの特
定と、PPPの枠組みと組織能力の強化を支援する予定である。
　バングラデシュでは、ADBは総合的な国家PPPフレームワー
クの策定と実施を支援している。新たに設置された国家PPP局
を通じて、政府は質の高いPPPプロジェクトの形成に必要不可欠
なファシリティーに資金を提供するため、初回資本として1,200
万ドルを提供し、実現可能性のギャップを埋める資金を提供する
補完的基金に対し3億2,500万ドルを提供することを約定した。
　キルギスはADBの支援を受けて、国際的優良事例に沿った、
域内初のPPP法を制定した。太平洋地域では過去5年間に5社の
国有企業が民営化され、PPP案件3件が準備された。

民間セクターの成長に必要な資金の供給
ADBは、直接的に資金を提供するだけでなく、民間セクターの
クライアントを資金面でのレバレッジで支援し、業務の水準を引
き上げ、新しい技術を導入し、イノベーションを継続的に奨励す
る「ファイナンス++」というコンセプトを採用している。
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　ADBが支援したブータンのダガチュ水力発電開発
プロジェクト（総額2億ドル）等の、官民パートナーシッ
プに基づく越境インフラの開発は、水力資源の開発
に民間資本が効果的に活用された事例である。この
プロジェクトは、ブータンの国有公益企業である
Druk Green Power Corporation（ドルック・グリー
ン・パワー社）と、インドのTata Power Trading 
Company（タタ電力通商）のJVとして構築され、ダ
ガチュ水 力 発 電 会 社（Dagachhu Hydro Power 
Corporation）がプロジェクトの特別目的会社となっ
た。タタ社は発電所から長期的に電力を買い取る契
約に署名した。
　ブータンにとって水力開発の最大の問題は、多額
の初期投資と大規模な資金調達を行う資金源が国内
に不足している点である。世界全体において利用し
やすい譲許的資金が減っているほか、貴重な公的財
源は社会セクター支援に回すべきとの認識が高まる
中、こうした開発資金はますます得がたくなっている。
従って、インドとバングラデシュに20ギガワット以上
の水力資源を輸出する能力を潜在的に有するブータ
ンで水力資源の開発を加速させるには、海外の公的
機関や民間セクターの参加と投資を戦略的に活用す
ることが不可欠である。
　2013年に完成予定のダガチュ・プロジェクトの発
電能力は12万5000キロワットで、インドと接続して
いる既存の送電系統を通じて売買される。京都議定

書に規定されるクリーン開発メカニズム（CDM）の下、
この発電所で発電される電力は、インド東部に送電系
統を流れる化石燃料ベースの火力発電電力に取って
代わることになる。その結果削減される温暖化ガスの
量は、二酸化炭素換算で毎年50万トン、30年間で
1,500万トンになると推定されている。CDMからの
追加的なキャッシュフローによって、このプロジェクト
は銀行が受け入れ可能なものとなり、地域電力取引
とクリーンエネルギー開発のための積極的な投資環境
が創出される。ダガチュ・プロジェクトは地域協力の
成功事例であるだけでなく、ブータンのクリーンエネ
ルギー・プロジェクトに対する今後の民間セクター参
加に対する呼び水になると期待される。
　貿易を促進するために利用可能な信頼性の高い金
融サービスは、貿易主導型の経済成長と貧困削減に
極めて重要な役割を果たす。そうしたサービスには、
貿易金融とサプライチェーン・ファイナンスの2つがあ
る。これらのサービスに対する旺盛な需要に対応する
ため、ADBは貿易金融プログラムを設立した。これ
は越境貿易を促進するために銀行に対して保証と融
資を提供するものである。また、ADBは2012年にサ
プライチェーン・ファイナンス・プログラムを承認した。
これは、サプライチェーン金融取引に対して保証と資
金を提供するもので、開発途上加盟国の企業が運転
資金を得られやすくすることを目的としている。

水力発電と金融における民間セクターの
参加を通じた地域協力

　2012年、ADBは22件のノンソブリン・プロジェクト（うち19
件は民間、3件は公共）に対し、Bローンを含む合計20億4,000
万ドルの資金援助を承認した。このうち3件は地域プロジェクト
であった。ノンソブリン業務の大部分は中国とインドで行われた
が、ADBはキルギスで初めてのノンソブリン民間投資を行った。
　ノンソブリンの直接付加価値協調融資は61億1,600万ドルと
なった。このうち、ADBのクリーン・テクノロジー基金から提供
された公共協調融資1,900万ドルの内訳は、タイの地方太陽発
電プロジェクトに対する融資1,500万ドルと、風力発電プロジェ
クトに対する融資400万ドルであった。民間協調融資の内訳は、
シンジケーション／ Bローンが2億ドル（1億ドルの現地通貨建て

補完Bローンを含む）、貿易金融プログラム（TFP）に対する協調
融資が23億4,400万ドル、パラレル・ローンが33億4,100万ド
ル、保証が8,650万ドル、リスク移転が1億2,600万ドル（民間
が5,050万ドル、公共が7,550万ドル）だった。
　また、ノンソブリンのクライアントに対して計505万ドルの技
術協力が提供された。このうち190万ドルはプロジェクト準備技
術協力、250万ドルは能力開発技術協力で、後者にはTFP実施
のために商業銀行に対して実施した150万ドルの技術協力が含
まれる。
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インドにおける風力発電の推進
2008年、ADBはGujarat Paguthan Energy Corporation（GPEC、現在はCLP India（CIPL）社）に対
する1億1,300万ドルを上限とする融資を承認した。この融資は風力発電プロジェクト2件に対するもの
で、1件はグジャラート州のサマナにおける100.8メガワットの発電所、もう1件はカルナタカ州サウンダッ
ティにおける82.4メガワットの発電所である。ADBが2012年に評価を行った結果、両プロジェクトの信
頼性はいずれも良好で、稼働率は95%を超えていた。CIPLはこの他に7カ所の風力発電所を運営する
など、インドにおける風力発電事業を拡大している。

　収入が現地通貨建てとなる投資先の要請に応じ、ADBは現地
通貨による資金供与を検討し、可能な場合はそのアレンジを行っ
ている。域内金融市場の流動性が高まっていることから、ADB
は期間10年超の現地通貨資金を調達し、インフラ関連の長期プ
ロジェクトに利用することもできるようになっている。2012年に
は、数件の現地通貨建て保証が処理され、承認された。
　ADBは、クライアント向けサービスを向上し、慎重な財務管
理および現地通貨建て商品に関するニーズにより適切に対応で
きるよう、財務局内にクライアント業務ユニット（Treasury 
Client Solutions Unit）を新設した。このユニットは、現地通貨
建て貯蓄の動員、開発途上加盟国における国内資本市場の強化、
クライアントの債務・財務管理能力の開発、およびクライアント
のニーズに合わせた金融商品の提供を集中的に行っていく。こ
れらのサービスはまた、ADBのノンソブリン・クライアントにとっ
ても有益と思われる。

民間ノンソブリン業務
資本市場・金融サービス
　ADBは、商業銀行の成長、クライアントへのアウトリーチの拡
大およびリスク管理能力の改善を支援するため、中央・西アジ
アなどを中心に投資を複数件行った。2012年には、中小企業
への資金供与を目的として、キルギス投資信用銀行（Kyrgyz 
Investment and Credit Bank）に対する1,000万ドルの融資が
承認された。これは同国におけるADBの初めての民間セクター
業務となった。同様に、中小企業の事業拡大支援としてに資本
を提供するため、ウズベキスタンのイパック・ユリ銀行（Ipak 
Yuli Bank）に600万ドルの出資を行った。スリランカでは、
DFCCヴァルダナ銀行（DFCC Vardhana Bank）に1,500万ド
ルを供与した。同行の低所得世帯向け住宅金融プログラムを拡
大し、過去に紛争の影響を受けた地域や復旧中の地域の需要増
に対応することが目的である。中所得国では、ADBは戦略的な
金融サービスの開発を追求している。インドでは、再生可能エ
ネルギーおよびエネルギー効率事業に対する信用供与に用途を
限定した資金として、ICICI銀行に1億ドルの投資を行った。フィ
リピンでは、同国の老朽化しつつあるインフラの改修を目的とし

2012年、ADBのプロジェクト・ファイナンスに対する貢献が表彰された。パキスタンのZorlu Enerji風力
発電プロジェクトに対し、雑誌『Project Finance』から「中東再生可能エネルギー案件年間最優秀賞」

（Middle East Renewables Deal of the Year）が授与された。また、アユタヤ天然ガス・プロジェクト
が『Project Finance International』誌から「アジア・太平洋発電案件年間最優秀賞」（Asia Pacific 
Power Deal of the Year）を授与され、ADBは『Trade Finance』誌から「アジア・太平洋開発金融
機関最優秀賞」（Best Development Finance Institution in Asia-Pacific award）を授与された。
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て、プライベート・エクイティ・ファンド に2,500万ドルの出資
を行った。このファンドでは、5～10件の事業に対し、1件当た
り5,000万ドルから1億2,500万ドルの投資を行ってポートフォリ
オの多様化を図る一方、ファンド・マネジャーが各案件を積極的
に管理するために必要な資金を保持することを確保している。

インフラ
　ADBは、太陽エネルギー、廃棄物のエネルギー化および風力
によるプロジェクトを通じて、再生可能エネルギー発電のを継続
している。インドのラジャスタン州では、総事業費4億1,500万
ドル・発電能力100メガワットの集光型太陽熱発電（CSP）プロジェ
クトに対し、1億300万ドルの融資を供与した。これは、太陽光
を集中させて通常の30倍まで強めることができる線形フレネル
型反射鏡を用いた世界最大級のCSPプロジェクトである。このプ
ロジェクトの成功が大きな宣伝効果となり、同じ技術の採用が進
むと期待される。タイでも、天然ガス、風力と太陽エネルギー
の開発支援を継続した。この支援には、太陽発電プロジェクトに
対する2,500万ドルの融資と天然ガス・プロジェクトに対する1億
8,500万ドルの融資が含まれる。中国では、始まったばかりの廃
棄物エネルギー化産業都市を支援するため、2億ドルの融資を
供与した。農業廃棄物や市町村の固形廃棄物が未処理のまま規
制を受けずに焼却されているため、健康被害が懸念材料になり
つつある。こうした慣行により、メタン等の有害ガスが排出され、
地下水や土壌が汚染されるからである。クリーンな廃棄物管理
技術の開発に対するADBの投資は、廃棄物から回収される熱を
発電に利用できるという副次的利益をもたらした。松花江流域
の水質汚染を抑え、スラッジを安全に処理するプロジェクトに対
し、9,500万ドルが追加融資された。ウズベキスタンでは、同
国の主要資源である天然ガスの経済価値を大幅に高めるため、
天然ガスから化学物質を生産する総合的なプロジェクトが形成さ

れつつある。

新たなセクターとイニシアティブ
ADBは2012年、新たな分野に投資を行った。その例としては、
地 域 レ ベ ル の 気 候 PPP 基 金（Climate Public-Private 
Partnership Fund）に対する1億ドルの出資が挙げられる。この
基金は、民間セクターの投資に関する専門知識と開発金融機関
の資金を組み合わせて、開発途上加盟国の環境・気候関連プロ
ジェクトに出資、融資またはグラントを供与するものである。イ
ンドのプネーにおける革新的なスラム修復プロジェクト（3,500万
ドル）は、スラム地区の修復と住宅・商業地区の整備を通じて、
スラム住民により良好な住宅を提供すると共に、新設される住宅
と小売施設をプネ市の他の住民に商業ベースで提供するもので
ある。バングラデシュのアグリビジネスを推進するため、生産施
設3カ所の新設と事業拡大を支援するため融資2,500万ドルが大
手食品グループ1社に提供された。このプロジェクトは、ビタミ
ンとミネラルが添加された小麦粉の供給を通じて栄養を改善し、
農家と小売業者に数多くの雇用機会をもたらすと期待される。
パキスタンでは、情報通信技術を使って遠隔地に教育や研修を
提供する、教育セクターではADB初となる民間セクター・プロジェ
クトの形成が進められている。民間スポンサーとADBの契約に
開発効果指標を盛り込むという新たなイニシアティブも実行され
ている。

公共ノンソブリン業務
3件の公共ノンソブリン・プロジェクトがADBの官民セクター職
員によって形成された。すなわち、インドにおけるプロジェクト
債券の信用を補完する部分信用保証ファシリティ、中国における
マイクロファイナンス・ホールセール融資ファシリティ、および
中国・天津のコールドチェーン・物流センターである。

太陽エネルギーの成功
タイでは、世界最大級のソーラー・ファームによって化石燃料への依存度が低下しているだけでなく、
地元コミュニティにも利益をもたらしている。タイ中部のコッ・サムロン地区でNatural Energy 
Development社が運営する73メガワットのロッブリー太陽光発電所は、騒音を出さず、汚染物質を排
出することもなく操業し、地域に雇用機会をもたらしている。ADBは、総事業費2億5,000万ドルの
28%に当たる7,000万ドル相当の長期融資をタイ・バーツ建てで供与し、発電所の開発を支援した。
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　インドでは、商業銀行のインフラ向け融資残高がセクター別に
設定された上限に近づくと、同国はインフラ資金不足に直面する
こ と に な る。ADBが イ ンド・ イ ン フ ラ 金 融 公 社（India 
Infrastructure Finance Company）および国内金融機関と共
同で開発した1億2,800万ドルの信用補完ファシリティは、インフ
ラ債券の発行体の信用を補完し、その格付けをAA以上に引き上
げることを目的としている。これにより、法令により格付けがAA
以上の資産にしか投資できない年金基金や保険会社からの投資
が可能になる。
　3月に承認された中国のマイクロファイナンス・ホールセール
融資ファシリティは、マイクロクレジット会社のためのホールセー
ル融資市場整備を目的として、加盟銀行に1億3,000万人民元

（2,000万ドル）を供与するものである。このファシリティにより、
特に地方の世帯や零細・小企業の信用に対するアクセスが拡大
される。
　ADBはまた、天津コールドチェーン・物流センター開発プロジェ
クトに対して1億5,000万人民元（2,400万ドル）を上限とする融
資を承認した。これは、中国の物流セクターにおけるADB初の
プロジェクトである。このプロジェクトでは、天津港コンテナ・ロ
ジスティクス・センター内に、大型食品冷蔵機能と税関検査機能
を持つ複合施設が建設される。この施設は、世界共通の倉庫・
ロジスティクス管理および貿易システムにおけるベスト・プラク
ティスのモデルになると期待される。

貿易金融の提供
貿易金融は越境貿易の継続性を確保し、経済成長の勢いを維持
するために不可欠である。2012年、ADBは貿易金融プログラム

（TFP）のサンセット条項（適用期間を限定する条項）を廃止し、特
に条件の悪い市場で貿易を支援する銀行には保証と融資を提供
することで、小企業に貿易金融へのアクセスを提供した。
　TFPの支援対象となった貿易の総額は、2011年の35億ドルか
ら2012年には40億ドルに増加した。2012年の実績である40億
ドルのうち、16億ドルはADBが単独で（自己資金により）供与し、
23億ドルは、商業銀行やリスク配分パートナー（保険会社、輸出
信用機関、開発機関など）との協調融資として供与された。

2012年にTFPの支援対象となった取引の総数は2,032件で、う
ち1,366件は域内貿易、296件は開発途上加盟国間の貿易取引
だった。TFPの支援を受けた中小企業の数は、2011年の668
社から2012年には1,577社に増加した。TFPの支援対象国は
2011年の16カ国から2012年には18カ国に増加し、特に件数
が多かったのはバングラデシュ、モンゴル、パキスタン、スリラ
ンカ、ウズベキスタンとベトナムである。2012年にTFPの支援
対象となった取引の9割以上が、アジア開発基金適格国における
取引であった。

知識と経験の共有
ADBは開発課題の解決方法を独自の研究と経験に基づいて文献
化し、公共セクターおよび民間セクターのクライアントと共有し
ている。例えば民間部門業務局は、アジア5カ国を対象にマイク
ロファイナンスの規制、運用と市場環境について総合的な研究
を実施・完了した。この研究結果は、この分野における今後の
投資の指針として活用される。
　また、シリーズ刊行物である『Finding Balance』を通じて
太平洋地域の国有企業のパフォーマンスをモニタリングしてお
り、その第3号が2012年に発表された。これは、初めて太平洋
諸国における国有企業の経済に対する影響を測定し、パフォーマ
ンスが悪い場合は原因を特定し、改革の提案を行った刊行物で
ある。
　非伝統的な金融商品についての知識を普及させるため、ADB
は3月、ネパールのカトマンズで信用補完商品の管理に関する政
府高官向けワークショップを開催した。また、ADBの職員はアジ
ア輸出入銀行フォーラム（Asian EXIM Banks Forum）の2回の
ワークショップにおいて、民間セクター業務と民間協調融資に関
する議論をリードし、民間セクターの専門家にADBとの協力およ
び民間協調融資の経験を話すよう求めた。4月にはADB職員が
フィリピン・マニラにおいて、公共セクターおよび民間セクター
の様々なクライアントを対象に、地域レベルのアジア金融・リス
ク低減フォーラム（Asia Finance and Risk Mitigation Forum）
を開催した。

ADBの民間セクター業務の開発効果に関する3度目の年次報告書となる『Development 
Effectiveness Report 2011: Private Sector Operations（開発効果報告2011年版：民間セク
ター業務）』（2012年6月発表）では、ADBの開発効果アジェンダの推進に民間セクター業務がど
のように貢献したかが評価された。同報告書では、アジア・太平洋地域における民間セクター支
援の直接的・間接的影響が論じられている。データはADBの成果フレームワークと整合的なものと
なっている。報告書はadb.org/publicationsにてダウンロード可。

Development Effectiveness Report 2011 
Private Sector Operations

The private sector contributes to economic development by generating jobs and incomes, 
as well as through investments, new technologies, knowledge transfer, and enhanced 
productivity. This is particularly true in Asia and the Pacific, where much of the recent success 
in reducing poverty has been due to robust economic growth stimulated by the private sector. 
The development challenges and investment needs of the region remain large and diverse. 
The Asian Development Bank (ADB) helps address these challenges and investment needs by 
assisting the private sector through the Private Sector Operations Department.

This third annual report on the development effectiveness of ADB’s private sector 
operations reviews how the Private Sector Operations Department has contributed to 
promoting ADB’s development effectiveness agenda. The report features the direct and 
indirect impact of private sector assistance. It considers the value added of this assistance, 
highlighting performance trends and identifying actions required to improve results.

About the Asian Development Bank

ADB’s vision is an Asia and Pacific region free of poverty. Its mission is to help its 
developing member countries reduce poverty and improve the quality of life of their people. 
Despite the region’s many successes, it remains home to two-thirds of the world’s poor: 
1.8 billion people who live on less than $2 a day, with 903 million struggling on less than 
$1.25 a day. ADB is committed to reducing poverty through inclusive economic growth, 
environmentally sustainable growth, and regional integration.

Based in Manila, ADB is owned by 67 members, including 48 from the region. Its main 
instruments for helping its developing member countries are policy dialogue, loans, equity 
investments, guarantees, grants, and technical assistance.
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Asian Development Bank
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効果的な組織の実現

　2012年、ADBは、リソースを効率的に活用し成果を確実に
達成するため、政策や手続、組織構造を見直し、必要に応じて
調整した。ADBは新たな課題に対応するために変化を続け、イ
ンクルーシブで持続可能な成長と貧困削減に対してより的確、機
敏かつ効果的に貢献できるよう努力した。
　ADBは業務の効果と効率性を評価するため、組織全体に適用
される成果フレームワークを、他機関に先駆けて2008年に採用
した。成果フレームワークが組織全体のパフォーマンス管理ツー
ルとして引き続き有効であるかどうかを確認するためのレビュー
を2012年1月に開始した。また、常に変化するクライアントの
ニーズに的確に対応していくため、ADBはアカウンタビリティ・
メカニズムのレビューを完了させ、新たな融資商品を試験的に
導入し、災害対応ファシリティを設立し、「結果重視型プログラム
融資」（Results-Based Lending for Programs）政策の策定を
開始した。
　『2011 年 開 発 効 果 報 告 書 』（2011 Development 
Effectiveness Report）の結論に従い、ADBの改革努力はプロ
ジェクトの実施および成果の改善に向けられた。2012年には、
プロジェクトの入り口段階における品質についてより厳格な基準
を導入し、社会セーフガードと環境セーフガードについてより綿
密な評価を行い、実施機関の能力評価を実施した。プロジェクト
とポートフォリオの監理を強化するため、各業務局はレビュー・ミッ
ションの頻度を増やし、ポートフォリオの質をより綿密にモニタリ
ングし、開発途上加盟国との三者間ポートフォリオ・レビュー会
議を四半期毎に開催した。
　ADBはまた、職員の定期的な研修や業務の質的向上支援を通
じて、国別支援プログラムの管理における国別およびセクター
別成果フレームワークの利用を主流化した。自動化イニシアティ
ブ、職員への権限委譲、デュー・ディリジェンスと能力開発の強
化も、プロジェクトの実施状況の改善に貢献した。
　過去2年間、ADBはアジアで最も尊敬される知識機関のひと
つとして認められており、知識をベースとする業務の設計能力と
実施能力を強化する措置を取っている。2012年には、ADBと
開発途上加盟国における知識の共有、学習および関連サービス
を支援するため、知識共有・サービスセンター（Knowledge 

Sharing and Services Center）を新設した。
　リソースを最大限活用するため、ADBはHR管理を改善し、作
業の重複を避け責任を明確化するための業務プロセスの合理化
を継続した。財務と総務の管理を改善するため、総務および組
織運営を担当する新副総裁が任命された。また、人材とスキル
のギャップを埋めることを目的とした3カ年の人員計画が完了し
た。優先セクターと優先テーマに従事する職員の数は2009年か
らおよそ39%増加した。

政策と戦略の概要―2012年の成果

成果フレームワークのレビュー
成果フレームワークは2008年に、ADBの長期戦略の枠組みで
あるストラテジー2020の目標達成に向けた進捗を把握するため
に採用された。このフレームワークがADB全体のパフォーマン
ス管理ツールとして今後も適切かをチェックするため、ADBは
2012年1月にレビューを開始した。レビューでは、フレームワー
クの成果とその利用に伴う課題、グッド・プラクティスの検討、
そして改善の余地がある分野についてステークホルダーと協議
を行った。レビューの結果、インクルーシブな経済成長指標の
導入、プロジェクトの成果と持続可能性と実施をさらに重視する
こと、さらに、ノンソブリン業務、予算の効率性と適切性、分権
化の進捗を図る方法の改善といった、改善策が提案された。

アカウンタビリティ・メカニズム政策のレビュー
アカウンタビリティ・メカニズム政策の改定は2012年に発効し
た。このメカニズムは、ADB支援プロジェクトによって影響を受
けた人々が問題を提議して解決を求め、ADBによる業務政策や
手続違反の疑いを報告できる中立的な場を提供する。レビュー
では、メカニズムが健全であることが確認された一方で、利便性、
信頼性や有効性の面で改善が勧告された。実施された改革には、
コンプライアンス審査の際に苦情の申立人に直接コンタクトでき
るようにすることや、苦情を受け付ける窓口の一本化などが含ま
れる。

ペンシルバニア大学が発行する『世界の優良シンクタンク報告書』（Global Go To 
Think Tanks Report）において、アジア開発銀行研究所（ADBI）が政府系シンクタンクと
して世界第10位にランクされた。この報告書では、ADBIは、より予算規模が大きく職員
数の多い研究機関よりも上位にランクされた。ADBIの活動には、応用研究、開発におけ
るベスト・プラクティスの普及を目的とする政策セミナー、様々な能力開発・研修のイニシ
アティブなどが含まれる。詳細はadb.org/news参照。
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災害対応ファシリティの試験的導入
11月、理事会はアジア開発基金（ADF）の下で災害対応ファシリ
ティ（Disaster Response Facility）を試験的に導入することを
承認した。開発途上加盟国の災害対策を支援することは、ADB
や他の国際開発金融機関の使命である貧困削減に不可欠であ
る。ADF支援の適格国、特に最も脆弱かつ貧しい開発途上加盟
国にとっては利用できるリソースが十分ではないため、災害対策
にも制約がある。試験的に導入されるこのファシリティは、自然
災害に対する、より柔軟、予測可能かつ系統だてられたアプロー
チを防災対策に推進していく。

結果に基づくプログラム融資の試験的導入
ADBは、結果に基づくプログラム融資の試験的導入に向けた政
策の策定を開始した。これは政府が行うセクタープログラムを支
援する融資で、融資の実行を結果の達成と直接リンクさせるも
のである。この支援形態の目的は、結果の達成に対するアカウ
ンタビリティとインセンティブを強化し、政府が実施するセクター・
プログラムの効率を高め、組織の開発を促進し、開発協調を支
援し、開発効果を高めることである。理事会はこの政策を2013
年中に審議する予定である。

セーフガード
ADBのセーフガード政策文書は2010年1月に発効した。同政策
がきちんと実施されるようにするため、セーフガード業務に従事
する40のポストが新設され、職員800名以上に研修を実施した
ほか、開発途上加盟国による国内セーフガード制度の強化を支
援する合計1,500万ドルの技術協力プロジェクトが実施されてい
る。2012年には、センター・オブ・エクセレンス（中核的研究拠
点）の設立を含む能力開発支援を開発途上加盟国に提供すること

を目的として、ADB、オーストラリア国際開発庁、JICAと世界
銀行の合同実務担当コミュニティが発足した。
　ADBは全てのプロジェクトについて、環境、非自発的移住お
よび先住民族に関連する潜在的な影響を調べるスクリーニングと
レビューを行い、借入人についても、そうした影響を軽減する措
置を導入するよう支援した。2012年に承認されたプロジェクト
114件のうち、76件（67%）は環境、58件（51%）は非自発的移
住、12件（11%）は先住民族に関連して潜在的影響があるとみら
れている。

ADBの有効性の確保

開発成果マネジメント
ADBが2011に行った開発効果レビューの報告書が、第45回
ADB総会（マニラ）において、総務会やその他ステークホルダー
に提出された。報告書では、ストラテジー2020の成果フレーム
ワークに基づく進捗状況が評価され、パフォーマンスのトレンド
と、開発効果向上のために経営陣が取るべき措置が論じられた。
これらの提案は、業務計画と予算枠組み（2013～2015年）に反
映されており、実施される予定である。
　成果に関する情報をステークホルダーによりよく伝えるため、
ADBはウェブサイトに新たなページを作成した。これにより、
2013年1月から、ADB全体、国レベルおよびプロジェクト・レ
ベルのデータに容易にアクセスできるようになる。また、国別開
発効果ブリーフの作成に関するガイドラインが改善され、対象国
の成果に対する貢献をより明確に反映させることになった。イン
ドネシア、ミクロネシア連邦、フィリピン、ソロモン諸島およびス
リランカの国別開発効果ブリーフが作成された。

年次総会でアジアの開発アジェンダが進展
5月にフィリピン・マニラで開催されたADB年次総会には、財務大臣等の政策策定者、ビジネス・リーダー、研究者、
市民団体の代表やマスメディアなど、過去最大規模となる関係者5,000名が参加した。総会の主な議題は、アジアが
今後解決しなければならない課題として、世界不況への適応、強靱性を有する都市の建設、グリーン・グロースの推進、
食料安全保障の確保、アジア・中南米間の貿易の促進などが取り上げられた。「ガバナンスとパートナーシップの改善
を通じたインクルーシブな成長」というテーマを土台として、アジアの差し迫った問題のひとつ、すなわち高成長の恩
恵が全ての人に行き渡るにはどうすべきかが議論された。
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　組織のあらゆるレベルにおいて、ストラテジー2020の目標に
沿った結果重視型の業務計画が実施された。ADBはグッド・プ
ラクティスとスキル研修の交換を通じて国別、セクター別、プロ
ジェクト別の成果マネジメントの統一を図った。加盟国における
結果重視姿勢の主流化を目指す継続的努力の一環として、ADB
は、開発成果マネジメントに関するアジア・太平洋実務コミュニ
ティのカンボジア、マレーシアとモンゴルにおける国別プログラ
ムに対する支援を強化した。結果重視型公共政策の枠組みとス
ピードアセスメントのガイドが策定された。

効果的な実施の推進
2012年には、自動化イニシアティブ、職員への権限委譲、デュー・
ディリジェンスの強化、および能力開発の強化によって、プロジェ
クトの効果的な実施に弾みがついた。自動化イニシアティブによ
り調達の効率性が大幅に改善した。例えば、コンサルタント管理
システムの導入前には、コンサルタントの雇用に平均160日か
かっていたが、これが60日に短縮された。調達専門スタッフを
現地事務所に駐在させ、調達の実施に関する評価の頻度を増や
した結果、入札の不備が20%減少し、プロジェクト処理のスピー
ド が 上 が っ た。 調 達 認 証 技 能 ス キ ー ム（Procurement 
Accreditation Skills Scheme: PASS）が導入された。地域局
の職員500名超が候補に挙がったが、うち288名が、eラーニン
グによって必須である３モジュールを修了した。調達関連の業務
プロセスを合理化するため、プロジェクト監理指示書の包括的な
レビューが開始された。
　ADBはまた、事業機会を奨励するアウトリーチ・イニシアティ
ブ、調達およびプロジェクトの実施に関するクリニック、プロジェ
クト設計およびパフォーマンス管理に関する学習コース等を通じ
て、ADB職員、各国の政府職員やコンサルタントの能力開発を

支援した。事業ポートフォリオの状況について経営陣と理事会に
定期的に提出している報告書に加えて、ADBは2011年ポート
フォリオ・パフォーマンス報告書を作成し、関連課題の詳細な分
析を提供した。

援助効果アジェンダの進展
援助効果に関する第4回ハイレベル・フォーラム（2011年12月）
で発足した効果的な開発協力のためのグローバル・パートナー
シ ッ プ（Global Partnership on Effective Development 
Cooperation）は、国際開発における効果的な協力の基盤を確
立した。グローバル・パートナーシップに関連する世界レベルの
ガバナンスとモニタリングの枠組みが2012年に策定され、ADB
はその策定に積極的な役割を果たした。
　ADBは引き続き効果的な開発協力に向けて努力しており、そ
の理念の多くを中核業務に取り入れている。その事例は本報告
書の様々な箇所で紹介されており、（成果フレームワークの改定
等の措置を通じた）あらゆるレベルにおける結果重視姿勢の強
化、および（援助関連データの電子出版に関する国際援助透明
性 イ ニ シ ア テ ィ ブ（International Aid Transparency 
Initiative）の共通基準の遵守、ウェブサイト『AidFlows』にお
けるADBコーナーの開設、および2011年版情報公開政策を通
じた）透明性とアカウンタビリティの強化が含まれる。

アカウンタビリティとコンプライアンスの確保
アカウンタビリティ・メカニズム（苦情を受け付ける独立したフォー
ラム）の変更が2月に承認され、5月に発効した。この変更により、
特別案件促進部（OSPF）による問題解決機能、コンプライアンス・
レビュー・パネルが行うコンプライアンス審査機能、そしてADB
理事会によるコンプライアンス審査の監督機能が明確に定義さ

ADB のプロジェクトにおける不正・汚職の防止
ADBは、職員とステークホルダーが汚職との戦いにおける先兵であると認識している。ADBの職員は
高い職業・倫理基準を維持する義務を負う。ADBの汚職防止・公正管理部は、定期的に知識支援活動
を行い、ADBと開発途上加盟国において不正を発見したり、未然に防ぐスキルの改善を図っている。
2012年の活動としては、国際汚職防止デー（International Anticorruption Day）にあわせた1週間の
プログラムが挙げられる。同プログラムには500名以上が参加し、ADBの汚職防止スローガンである
「iACT：私は汚職と戦う！」を支持する経営陣と職員のキャンペーンが行われた。
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れた。2012年版アカウンタビリティ・メカニズム政策を紹介す
るため、OSPFと監察審査部（OCRP）がモンゴル、オーストラリア、
カナダと米国にアウトリーチ・ミッションを派遣した。職員も変更
について説明を受けた。
　2012年、OSPFは、パートナー・アプローチを用いて、カザ
フスタンとパキスタンにおける2件の苦情を満足のいく形で解決
した。カンボジアでも、プロジェクトに関する苦情が解決された。
2012年の苦情から、全てのステークホルダーと協力して問題解
決に当たることが具体的、持続可能かつ有益な結果につながる
という教訓が得られた。アウトリーチ・ミッションにより、新政策
や手続に対するステークホルダーの関与が強化された。
　OCRPはカンボジアとインドネシアで2件の適格なコンプライ
アンス審査申請を受理し、双方について調査が実施されている。
2012年にはキルギスとフィリピンで2件のレビューが完了した。

開発効果に関する独立評価
独立評価局（IED）では、ADBの開発効果を高める努力を継続し
ている。2012年、IEDはプロジェクト・レベルの評価を補完す
るために組織全体、テーマ別、国別およびセクター別の評価に
力を注ぎ、プロジェクト別おおよび国別評価の適切性と戦略的ポ
ジショニングを高め、より強力な品質管理メカニズムを導入し、
業務局および知識関連部局とのより本格的な協議を行って自ら
の学習機能と業務上の有効性を強化し、より読みやすい評価報
告書を作成し、評価結果の効果的な発信に努めた。IEDが作成
した主な報告書としては、社会保障、マイクロファイナンス、自
然災害、知識成果物・サービス、およびマルチトランシェ融資ファ
シリティに関する特別評価研究、アフガニスタンとキルギスの国
別援助プログラムの評価、そしてネパールのコミュニティ地下水
灌漑のインパクト評価が挙げられる。
　IEDは理事会との連携を強化するため、理事会の全員会議に
頻繁に参加して、2012年の年次評価レビューを含む特定の報告
書について説明した。年次評価レビューでは、開発効果を高め
るためにはセクター間のリンケージが重要であり、この点、非中
核分野の業務が重要な役割を果たすことが強調された。IEDは
また、月次評価速報を通じて実施中の評価および完了した評価
について理事会に伝え、評価の有効性をさらに高め、潜在価値、
集中度と質を改善する方法を議論するために非公式セミナーを
開催し、理事会の様々な会議・議論に頻繁に参加した。

透明性と情報公開
ADBの新情報公開政策（PCP）が2012年4月2日に発効した。こ
の改定版PCPは、監査済みプロジェクトの財務諸表の公開、理
事会文書（総裁報告・勧告（RRP）および国別支援戦略（CPS））の
早期公開、そしてステークホルダーとの公共チャネルを通じたコ
ミュニケーションの拡大を通じて、情報に対するアクセスを拡大・
迅速化するものである。また、新政策によって、一度却下され
た情報請求を再審査する独立再審査パネル（IAP）が設立された。
IAPの外部メンバー3名が6月に任命された。
　ADBは2012年の第1四半期と第2四半期に、2011年版PCP
の説明会を組織全体で実施した。また、外部のステークホルダー
のために13カ国で本格的なアウトリーチ・セッションが開催され、
500名以上が参加した。ADBは引き続き、透明性と情報公開の
コンプライアンスを改善するべく、職員と外部ステークホルダー
の支援と能力を強化していく。
　新政策に基づき、ADBのウェブサイトは、ADBの業務や意見
に関する情報をステークホルダーや一般に積極的に開示するた

めの主たるツールとして引き続き活用されている。2012年、
ADBはウェブサイトに文書と報告書4,200件以上を掲示した。
2012年のウェブサイト（ADB.org）のビジター数は243万人を超
えた。文書の各言語への翻訳は前年比で12%増加した。例えば、
2011年版PCPは14の言語に翻訳され、公開された。
　31加盟国のオピニオン・リーダーおよびADBのクライアント
を対象とする、第3回意識調査が2012年に開始された。この調
査の目的は、アジア・太平洋地域の開発課題と、この文脈にお
けるADBの役割がどのように認識されているかを評価することに
ある。ADBが可能な限り効果的に業務を遂行するためには、自
らの環境と、クライアントやパートナーやステークホルダーから
どのように見られているのかを客観的に把握することが不可欠で
ある。3年ごとに行われるこの調査は、PCPのモニタリング・メ
カニズムの一つである。結果は2013年第2四半期に得られる予
定である。

学習の強化

知識
2004年に策定されたナレッジ・マネジメント・フレームワークは、
2つの相互に補完しあう成果を追求するものである。2つの成果
とは、有益で質の高い知識を取り込み、開発途上加盟国やその
他のステークホルダーに普及させることと、ADB内部の学習を
強化することである。その進捗を評価するため、毎年職員の意
識調査を行い、その結果を「最も賞賛される知識機関」（MAKE）
に選ばれた上位8企業のパフォーマンス指標と比較している。
2007年以降、この調査の結果は年次開発効果レビューに統合
されている。
　ADBは2011年と2012年にアジアのMAKE賞を受賞した。最
初の受賞では、組織全体で行われる協力に基づく知識の共有が
受賞理由として挙げられ、2回目の受賞では、知識に基づく成果
物、サービスとソリューションを生み出す努力が認められた。
2012年には、ADB内部と開発途上加盟国で知識の提供者と利
用者を結びつけることを目的として、知識共有サービス・センター

（Knowledge Sharing and Services Center）が設立された。
　知識成果物・サービスに関する特別評価研究（SES）は、ADB
がより強固な戦略的な方向性を採用し、優先順位付け、明確化、
調整、品質保証、アカウンタビリティおよびステークホルダーの
関与をより有効に行うことによって、知識機関としての有効性を
いかに高められるかという知見をもたらした。

学習と開発
　ADBの人材開発政策・プログラムは2011年以降、職員が必
要な知識、能力と技能を習得することでできるだけ効果的に職
務を果たし、ひいては開発成果を向上できるようにすることを目
的としている。職員のマネジメント能力とリーダーシップの開発
に対する支援も強化されている。
　ストラテジー2020の優先分野を踏まえ、また成果フレーム
ワークの指標と特別評価研究の結果に基づいて過去2年間に実
施された研修プログラムは、ADBのプロジェクト・サイクルを中
心とするものであった。2012年には、プロジェクトの設計と監理、
プロジェクトの財務管理と分析、調達、ミッションのリーダーシッ
プ、公正性、デュー・ディリジェンスに関する研修が行われた。
　その一例として、ADB、借入人およびステークホルダーにとっ
ての調達関連リスクの全体的な水準を引き下げることを目的とす
る調達認証技能スキーム（PASS）が挙げられる。実務コミュニティ
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も、職員のセクター別およびテーマ別専門知識の強化における
パートナーとして、セミナー、ワークショップや外部ネットワーク
を通じた協力を継続した。開発途上加盟国の実施機関や開発パー
トナーが、いくつかのセクター別・テーマ別知識共有セッション
やフォーラムに参加した。ADB内部の研修プログラムにおける
現地事務所スタッフの参加率が高まったことは、大きな改善であ
る。eLearnの活用と情報技術（IT）ハブ・トレーニングの実施に
より、学習プログラムが職員にとって利用しやすいものとなり、
IT研修では、変化し続ける業務のニーズに合わせたITスキルが
開発された。
　研修・能力開発プログラムのインパクトは、主に成果フレーム
ワークの指標を通じてモニタリングされている。開発プログラム
の妥当性と有効性を評価する職員参加調査の結果と、2012年
の研修カテゴリーの調査結果は、2010年の結果と比べて大幅
に改善した。これは、職員が研修と学習によって職務をより効果
的に遂行できるようになったと考えていることを示している。
　2012年、アジア開発銀行研究所（東京）は、主要3分野（研究、
能力開発と研修、知識の普及）の活動について成果フレームワー
クを策定した。これは、国際開発金融機関においては初めての
取り組みである 。

リソースの有効活用

人材の開発
2010年から2012年にかけて行われた増員により、ADBの中核
的業務分野における内部技能が大幅に強化され、ストラテジー
2020を実施する能力が高まった。優先セクターおよび優先テー
マに従事する職員の数は、2009年から約39%増加した。
　業務部門と駐在員事務所の能力が特に強化され、中でもプロ
ジェクト管理、ポートフォリオ管理、セーフガードの実施とコンプ
ライアンス、ジェンダーと社会開発の分野で改善が見られた。
技能構成も改善し、変化し続ける業務のニーズを満たすための
採用を通じて新たな人材が獲得されている。人材面で最大の増
員を受けたのは、駐在員事務所の強化、ポートフォリオ管理とプ
ロジェクト管理、民間セクター開発と民間セクター業務という3
つの優先分野である。
　2年に1度行われるADBの職員アンケート調査が5月に実施さ
れ、職員の93%が参加した。各部局はそれぞれの結果を検討し、
2013年中に実施する行動計画を作成した。これらの計画におい
て重視される優先分野は、パフォーマンス管理、キャリア開発、
報奨制度、およびワークライフ・バランスである。計画の実施
のモニタリングは、2年に1度実施される部局別進捗報告（2013
年）を通じて管理される。
　ADBのジェンダー行動計画（GAP III）が延長されたことで職場
環境と組織文化が改善され、職員が安心してのびのびと働ける
ようになった。国際スタッフに女性が占める比率は34.2%に増加
し、現地事務所を含む上級職の女性比率が改善した。決定権限

を有する女性の数が増えることで、ADBはより広い範囲の知識、
経験や視点を活用できるようになる。ADBの男女比はクライア
ントやステークホルダーの男女比に近づいており、それによって
彼らのニーズにより適格に応えられるようになっている。
　理事会は2013年1月1日から適用される新たな給与体系を承
認した。加重平均で国際スタッフは3.2%、本部の現地スタッフ
と事務職スタッフは5.0%、現地事務所の現地スタッフと事務職
スタッフは6.3%の給与増となる。経営陣は厚生政策を可能な場
合は統一し、厚生内容を類似機関と整合させ、運用を簡素化す
るための変更を承認した。2012年に完全実施された厚生内容
の変更には、新たな賃貸家賃手当制度と、本部勤務の現地スタッ
フと事務職スタッフの扶養手当の変更が含まれる。
　ADBのオンブズパーソン部（Office of the Ombudsperson: 
OOMP）が2012年1月に業務を開始した。OOMPはADBの公
式な労働争議解決メカニズムを補完し、労働争議や職場での問
題を解決するために、機密、公平、非公式かつ独立した支援を
職員に提供する。2012年には合計1,277名の職員がOOMPの
説明会に参加し、137件の事案が検討され、そのほぼ全てが非
公式に解決された。OOMPの満足度調査では、回答者の約90%

（回答率は61%）がOOMPのサービスに満足していると回答し
た。

内部管理費
　2012年に、ADBは3カ年の組織改革（2010～2012年）を完
了させ、人員を中心とするリソースの不足をおおむね解消した。
2012年の内部管理費（実績）は、独立評価局（IED）の管理費を
含めて5億3,130万ドルとなり、予算の5億4,480万ドルに対す
る利用率は97.5%となった。予算の繰り越しは内部管理費の約
2.0%に相当する1,080万ドルとなり、繰り越し後の純内部管理
費は5億4,210万ドルとなった。支出が予算を下回ったのは、主
にスタッフ・コンサルタント関連費と職員の出張費が予想を下回っ
たことによる。
　2013年の内部管理費予算は5億7,660万ドルである。2013
年予算が前年比で3,190万ドル（5.9%）増額となった背景には、
物価の上昇（4.2%）と購買量の増加（1.7%）がある。2013年予
算には740万ドルの年間資本予算も計上されている。これは定
期的な設備投資に充当されるもので、2012年の年間資本予算
750万ドルに近い金額となっている。

組織と業務の見直し
ADBは、業務プロセスを合理化し、コストのかからない内部調
整を通じて、組織の有効性と効率性を高める努力を継続した。
ADBの業務と知識活動を支える財務と総務は、総務・組織運営
担当の新副総裁の任命と、財務・リスク管理担当副総裁の担当
替えによって強化された。その他の組織改革の事例としては、
ADB内外における知識の共有とサービスを推進する知識共有
サービス・センターの新設、プロジェクト・サイクル全体を通じ

5月にADB本部において第3アトリウムの竣工式が行われた。この拡張の建設期間は2年
を予定しており、ADBの業務の拡大を反映して、3万1,000平米のオフィスおよび設備ス
ペースが新設される。ビルの設計には、最新の省エネ技術と、ビルの効率的な運営・維
持管理に関する先進的な国際基準が反映されている。
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て財務管理の監督を強化する財務管理ユニット（Financial 
Management Unit）の新設が挙げられる。
　2012年にはまた、開発途上加盟国のニーズに応えるために
融資商品のさらなる改善を継続し、内部効率を高めるために手
続の簡素化とテクノロジーの活用を推進した。ソブリン融資の実
施と国別支援戦略（CPS）の作成に関する品質保証メカニズムの
手続が見直され、さらに簡素化された。CPSの作成とプロジェク
トの処理に関するADBの業務プロセスは、e-Operationsによっ
て完全に自動化された。

リスク管理の強化
ADBの包括的なリスク管理の枠組みは、リスクを意識する組織
文化を育てることを目的とし、各部局が様々なリスクのモニタリ
ング、軽減と管理をできるよう業務手続を実施している。民間セ
クター開発向け投融資の増加を受けて、ADBは民間セクター融
資に伴うリスクを管理する能力を強化している。2012年には、
投資リスクおよびカウンターパーティ・リスクの報告の頻度、対
象範囲と機能性を改善するため、財務リスク管理テクノロジー・
プラットフォームが導入された。また、部局を横断する包括的信
用リスク管理テクノロジー・プラットフォームとオペレーショナル・
リスク管理フレームワークの導入に向けた作業も大幅に進展し
た。

監査
監査部は2012年に26件の監査を完了した。その対象は、ソブ
リン業務、ノンソブリン業務、リスク管理、資金調達と運用、財
務および総務活動、情報システムとテクノロジー業務活動であっ
た。監査部は、現地事務所8カ所の診断レビューを行い、拠出
国や協調融資先の監査要件を満たすための助言を行い、業務お
よび戦略に関する政策文書に対する意見を提供し、いくつかの
内部プロセスについて助言報告書を完成させた。組織再編によっ
て、内部監査プロセスのインパクト、効率性と効果が改善した。

公正性および汚職防止活動
汚 職 防 止・ 公 正 管 理 部（Office of Anticorruption and 
Integruty ）は他の部局と緊密に協力し、ADB業務における公正
性違反の防止措置を強化した。同部はまた、ノンソブリン・プロ
ジェクトと金融仲介プロジェクトにおける、マネーロンダリング及
びテロ資金供与の潜在的リスクに対応した。業務部門との協力
によってプロジェクトの監理と成果が改善され、スポット・レビュー
の導入によって迅速なフィードバックと修正が可能になった。
　ADBの職員は不正と汚職との戦いの前線にいる。従来同様、
その優先目標は、汚職防止政策に対する職員やステークホルダー
の意識を向上するとともに、汚職防止の研修や開発途上加盟国
でのワークショップを通じて、公正性違反を見つけ、予防するス
キルを向上することである。成功は制裁措置の数ではなく、捜
査の結果をどれだけ業務プロセスや手続に反映させ、プロジェク
トにおける汚職のリスクを未然に防げるかによって測られる。

総務事務
第3アトリウムの建設によるADB本部ビルの拡張が6月に始まっ
た。2014年の完成時には、3万1,000平米のオフィスおよび設
備スペースが新設される。この建物は、環境効率の高い設計、
および効率的なビルの運営・維持管理に関する先進的な国際基

準を満たすように建設されている。
　ADBは環境に優しい本部ビルの運営およびカーボン・フットプ
リントの削減を目的として、グリーン・イニシアティブと資源節
約プログラムの実施を継続した。また、総務事務のための物品
やサービスについて、グリーン調達政策を採用した。過去9年間
の省資源活動による費用節約額は、累計で80万ドル近くに達し
ている。2012年には、本部の屋上に571キロワットピークの太
陽光発電システムが設置された。このシステムにより、本部の
年間エネルギー必要量の3.5%に相当する61万3,000キロワット
時の電力が供給される。

情報技術
2012年、ADBのITオフィスは、副総裁（知識管理・持続的開発
担当）の所管下に移った。情報の共有と連携型ソリューションのよ
り緊密な統合を図り、実務コミュニティとセンター・オブ・エクセ
レンス（中核的研究拠点）のためのプラットフォームを強化するこ
とが目的である。
　インフラ改良プロジェクトによって、ITソリューションを提供し
サービスへの需要に応じることが可能になった。様々な部局と協
力しながら大規模なIT関連プロジェクトを継続推進したことに
よって、財務リスク管理ソリューションが実現し、資産・負債管
理プロジェクトおよびサービス管理プロジェクトが進展した。外
部監査人は財務報告の内部統制に関するレビューにおいて、IT
関連の統制状況は全体的に良好であると判断した。
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加盟年 応募済資本

a
議決権

b
加盟年 応募済資本

a
議決権

b

（構成比%） （構成比%） （構成比%） （構成比%）

域外

アフガニスタン 1966 0.03 0.33 オーストリア 1966 0.34 0.57
アルメニア 2005 0.30 0.54 ベルギー 1966 0.34 0.57
オーストラリア 1966 5.79 4.93 カナダ 1966 5.23 4.48
アゼルバイジャン 1999 0.45 0.65 デンマーク 1966 0.34 0.57
バングラデシュ 1973 1.02 1.12 フィンランド 1966 0.34 0.57
ブータン 1982 0.01 0.30 フランス 1970 2.33 2.16
ブルネイ 2006 0.35 0.58 ドイツ 1966 4.33 3.76
カンボジア 1966 0.05 0.34 アイルランド 2006 0.34 0.57

1986 6.44 5.45 イタリア 1966 1.81 1.75
クック諸島 1976 0.003 0.30 ルクセンブルク 2003 0.34 0.57
フィジー諸島 1970 0.07 0.35 オランダ 1966 1.03 1.12
グルジア 2007 0.34 0.57 ノルウェー 1966 0.34 0.57
香港（中国） 1969 0.55 0.73 ポルトガル 2002 0.11 0.39
インド 1966 6.33 5.36 スペイン 1986 0.34 0.57
インドネシア 1966 5.44 4.65 スウェーデン 1966 0.34 0.57
日本 1966 15.61 12.78 スイス 1967 0.58 0.77
カザフスタン 1994 0.81 0.94 トルコ 1991 0.34 0.57
キリバス 1974 0.004 0.30 英国 1966 2.04 1.93

1966 5.04 4.33 米国 1966 15.60 12.78
キルギス 1994 0.30 0.54 小計 36.46 34.84

1966 0.01 0.31 合計 100.00 100.00
マレーシア 1966 2.72 2.48
モルジブ 1978 0.004 0.30
マーシャル諸島 1990 0.003 0.30

1990 0.004 0.30
モンゴル 1991 0.02 0.31
ミャンマー 1973 0.55 0.73
ナウル 1991 0.004 0.30
ネパール 1966 0.15 0.42
ニュージーランド 1966 1.54 1.53
パキスタン 1966 2.18 2.04
パラオ 2003 0.003 0.30
パプアニューギニア 1971 0.09 0.37
フィリピン 1966 2.38 2.21
サモア 1966 0.003 0.30
シンガポール 1966 0.34 0.57
ソロモン諸島 1973 0.01 0.30
スリランカ 1966 0.58 0.76
台湾 1966 1.09 1.17
タジキスタン 1998 0.29 0.53
タイ 1966 1.36 1.39
東ティモール 2002 0.01 0.31
トンガ 1972 0.004 0.30
トルクメニスタン 2000 0.25 0.50
ツバル 1993 0.001 0.30
ウズベキスタン 1995 0.67 0.84
バヌアツ 1981 0.01 0.30
ベトナム 1966 0.34 0.57
小計 63.54 65.16

韓国

ラオス

ミクロネシア連邦

www.adb.org/ar2012

中国

加盟国、資本金および議決権
（2012年末現在）

域内

注：小数点以下の処理により合計と一致しない場合がある。その他の詳細につい

ては、年次報告2012の財務諸表にある応募済資本・議決権計算書（OCR-8）の

表を参照。 
 
a 応募済資本とは、ADBの資本に対する加盟国の応募済持ち分をいう。 

b 各加盟国の総議決権は、基本議決権と比例議決権からなる。各加盟国の基

本議決権数は、全加盟国の基本議決権と比例議決権の合計の20％を全加盟

国で均等に配分した議決権数である。各加盟国の比例議決権数は、当該加

盟国が保有するADBの株式の数と同じである。 
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年次報告2012
アジア・太平洋地域における地域協力・統合の推進

総務会
(2012年末現在）

アフガニスタン

アルメニア

オーストラリア

オーストリア

アゼルバイジャン

バングラデシュ

ベルギー

ブータン

ブルネイ

カンボジア

カナダ

中国

クック諸島

デンマーク

フィジー諸島

フィンランド

フランス

グルジア

ドイツ

香港（中国）

インド

インドネシア

アイルランド

イタリア

日本

カザフスタン

キリバス

韓国

Omar Zakhilwal

Tigran Davtyan

Wayne Swan

Maria Fekter

Samir Sharifov

Abul Maal A. Muhith

Steven Vanackere

Wangdi Norbu

Pehin Dato Abdul Rahman Ibrahim

Keat Chhon

John Baird

Xie Xuren（謝　旭人）

Mark Brown

Susan Ulbaek

Josaia Voreqe Bainimarama

Anne Sipiläinen

Pierre Moscovici 6

Nodar Khaduri

Gudrun Kopp

John Tsang Chun-wah

P. Chidambaram 8

Agus D. W. Martowardojo

Michael Noonan T. D.

Ignazio Visco

城島　光力 11

Bakhytzhan Sagintayev 12

Tom Murdoch 13

Jaewan Bahk　（朴　宰完）

加盟国 総務

Abdul Qadeer Fitrat

Karine Minasyan

Bernie Ripoll 1

Günther Schönleitner

Shahin Mustafayev

Iqbal Mahmood

Franciscus Godts 2

Nim Dorji

Nazmi Mohamad 3

Aun Porn Moniroth

Rob Stewart 4

Zheng Xiaosong 5 （鄭暁松）

Richard Neves

Martin Bille Hermann

Barry Whiteside

空席

Ramon Fernandez

Vera Kobalia 7

Wilfried Steinheuer

Norman Chan

Arvind Mayaram 9

Armida Alisjahbana

Paul Ryan 10

Carlo Monticelli

白川 方明

Ruslan Erbolatovich Dalenov

Atanteora Beiatau

Choongsoo Kim　（金仲秀）

総務代理

1　3月にDavid Bradburyの後任として就任。

2　11月にGino Alzettaの後任として就任。

3　4月にShahbudin Musaの後任として就任。

4　1月にJames Haleyの後任として就任。

5　6月にLi Yongの後任として就任。

6　6月にFrancois Baroinの後任として就任。

7　3月にZurab Pololikashviliの後任として就任。

3　7月にPranab Mukherjeeの後任として就任。

9　7月にR. Gopalanの後任として就任。

10　1月にMichael McGrathの後任として就任。

11　9月に安住 淳の後任として就任。

12　5月にKairat Nematovich Kelimbetovの後任として就任。

13　1月にNatan Teeweの後任として就任。

年次報告2012
アジア・太平洋地域における地域協力・統合の推進

総務会
（2012年末現在）
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キルギス

ラオス

ルクセンブルク

マレーシア

モルジブ

マーシャル諸島

ミクロネシア連邦

モンゴル

ミャンマー

ナウル

ネパール

オランダ

ニュージーランド

ノルウェー

パキスタン

パラオ

パプアニューギニア

フィリピン

ポルトガル

サモア

シンガポール

ソロモン諸島

スペイン

スリランカ

スウェーデン

スイス

台湾

タジキスタン

加盟国

続き

Olga Vladimirovna Lavrova 15

Sonexay Sitphaxay 16

Arsène Jacoby

Dato' Mohd Irwan Serigar bin Abdullah 17

Aminath Ali Manik 19

Amon Tibon

Lorin Robert

Naidansuren Ziljargal 22

Daw Than Than Lin 24

Javan Tamakin 26

Shanta Raj Subedi 28

Rob Swartbol 29

Gabriel Makhlouf

Kare Stormark 31

Javed Iqbal 32

Marino Rechesengel

Simon Tosali

Amando M. Tetangco, Jr.

Maria Luis de Albuquerque

Tupaimatuna lulai Lavea

Peter Ong Boon Kwee

Shadrach Fanega

Fernando Jimenez Latorre 34

P. B. Jayasundera

Per Orneus

Willi Graf

Ming-Chung Tseng

Khamdam Tagaymurodov

総務代理

Djoomart Otorbaev 14

Phouphet Khamphounvong

Luc Frieden

Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak

Abdulla Jihad 18

Dennis Momotaro 20

Kensley Ikosia

Chultem Ulaan 21

Win Shein 23

Roland Kun 25

Barsha Man Pun 27

Lilianne Ploumen

Bill English

Arvinn Eikeiand Gadgil 30

Abdul Hafeez Shaikh

Kerai Mariur

Don Polye

Cesar V. Purisima

Vitor Gaspar

Faumuina Tiatia Liuga

Tharman Shanmugaratnam

Rick N. Houenipwela

Luis de Guindos Jurado 33

Mahinda Rajapaksa

Hanna Hellquist

Beatrice Maser Mallor

Fai-nan Perng

Matlubkhon S. Davlatov

総務

14　 2月にAkylbek Japarovの後任として就任。Japarovは1月にMelis Mambetjanovの後任として就任。

15　 9月にAkylbek Japarovの後任として就任。Japarovは1月にTemir Sarievの後任として就任。Sarievは1月にUchkunbek Tashbaevの後任として就任。

16　 5月にBounsong Sommalavongの後任として就任。

17　 8月にTan Sri Dr. Wan Abdul Aziz bin Wan Abdullahの後任として就任。

13　 4月にAli Hashimの後任として就任。

19　 3月にIbrahim Mohamed Rasheedの後任として就任。

20　 4月にJack J. Adingの後任として就任。

21　 8月にKhayankhyarvaa Damdinの後任として就任。Damdinは2月にBayartsogt Sangajavの後任として就任。

22　 10月にPurevdorj Lkhasurenの後任として就任。

23　 9月にHｌa Tunの後任として就任。

24　 9月にDaw Myat Myat Soの後任として就任。

25　 7月にDavid Adeangの後任として就任。

26　 7月にSeve Paeniuの後任として就任。

27　 6月にHari Raj Khewa Limbuの後任として就任。Limbuは4月にBarsha Man Punの後任として就任。

28　 11月にKrishna Hari Baskotaの後任として就任。

29　 1月にYoka Brandtの後任として就任。

30　 4月にIngrid Fiskaaの後任として就任。

31　 11月にAud Lise Norheimの後任として就任。

32　 7月にWaqar Masood Khanの後任として就任。Khanは2月にAbdul Wajid Ranaの後任として就任。

33　 1月にElena Salgadoの後任として就任。

34　 1月にJose Manuel Campa Fernandezの後任として就任。
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タイ

東ティモール

トンガ

トルコ

トルクメニスタン

ツバル

英国

米国

ウズベキスタン

バヌアツ

ベトナム

加盟国

Areepong Bhoocha-oom

Santina J. R. F. Viegas-Cardoso 36

Tiofilusi Tiueti

Evren Dilekli

Muhammetgeldi Atayev

Minute Alapati Taupo

Alan Duncan

Robert D. Hormats

空席

George Singara Maniuri

Le Minh Hung

総務代理

Kittiratt Na-Ranong 35

Emilia Pires

Lisiate 'Aloveita' Akolo 37

Ibrahim H. Çanakcı

Tuvakmammet Japarov

Lotoala Metia

Justine Greening 38

Timothy Geithner

Rustam Azimov

Moana Kalosil Carcasses

Nguyen Van Binh

総務

続き

35　 1月にThirachai Phuvanatnaranubalaの後任として就任。

36　 8月にJoao Mendes Goncalvesの後任として就任。

37　 4月にSunia Manu Filiの後任として就任。

36　 9月にAndrew Mitchellの後任として就任。
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年次報告2012
アジア・太平洋地域における地域協力・統合の推進

理事会および議決グループ 
(2012年末現在）

Anthony Baker 　1

Micheline Aucoin

Maliami bin Hamad　3

Jérôme Destombes

Gaudencio Hernandez, Jr.

小口 一彦　6

Ashok K. Lahiri

Robert M. Orr

Mario Sander　8

Maurin Sitorus

Zhongjing Wang　10

Yeo Kwon Yoon　11

理事 代表される加盟国

Andrew Collins

Christina Wedekull　2

Khin Khin Lwin　4

René Legrand　5

Siraj S. Shamsuddin

福島 秀生

Iqbal Mahmood　7

Maureen Grewe

Richard Edwards　9

C. J.（Stan）Vandersyp

Guoqi Wu

Wilson Kamit

理事代理

1　 11月にPhil Bowenの後任として選出された。

2　 9月にJacob Rooimansの後任として任命された。

3　 11月にChaiyuth Sudthitanakornの後任として選出された。

4　 7月にGovinda Bahadur Thapaの後任として任命された。

5　 8月にJose-Miguel Cortesの後任として任命された。

6　 4月に坂口 勝一の後任として選出された。

7　 12月にBounleua Sinxayvolavongの後任として任命された。

8　 7月にEdward Westreicher後任として選出された。

9　 7月にCédric Creloの後任として任命された。

10　 10月にYingming Yangの後任として選出された。

11　 3月にJaejung Songの後任として選出された。

オーストラリア、アゼルバイジャン、カンボジア、

グルジア、香港（中国）、キリバス、ミクロネシ

ア連邦、ナウル、パラオ、ソロモン諸島、ツバ

ル

カナダ、デンマーク、フィンランド、アイルランド、

オランダ、ノルウェー、スウェーデン

ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ネパール、

シンガポール、タイ

ベルギー、フランス、イタリア、ポルトガル、ス

ペイン、スイス

カザフスタン、モルジブ、マーシャル諸島、モ

ンゴル、パキスタン、フィリピン、東ティモール

日本

アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、イ

ンド、ラオス、タジキスタン、トルクメニスタン

米国

オーストリア、ドイツ、ルクセンブルク、トルコ、

英国

アルメニア、クック諸島、フィジー諸島、インド

ネシア、キルギス、ニュージーランド、サモア、

トンガ

中国

韓国、パプアニューギニア、スリランカ、台湾、

ウズベキスタン、バヌアツ、ベトナム

年次報告2012
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理事会および議決グループ
（2012年末現在）
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総務会

理事会

監察審査部 2

R. Lubis 3 部長 総裁
黒田 東彦

独立評価局 4

V. Thomas 局長

事務総局長
R. Nag

アジア開発銀行研究所
河合 正弘 所長

オンブズパーソン部
A. Rao

オンブズパーソン

監査部
（空席）

汚職防止・公正管理部
C. Wee 部長

特別案件促進部
P. Nielsen 特別案件

ファシリテーター

リスク管理部
J. Limandibrata 部長

広報局
A. Quon

主任ディレクター

戦略・政策局
坂井 和 局長

欧州代表事務所
N. Chakwin 代表

駐日代表事務所
（空席）

北米代表事務所
A. Pio 代表

副総裁（知識管理・持続的開発担当）
B. Lohani

地域経済統合室
I. Azis 室長

経済調査局
C Rhee

チーフエコノミスト

情報システム技術部
S. Venkataraman
主任ディレクター

地域・持続的開発局
S. Chander 5 局長

副総裁（業務1地域担当）
X. Zhao

南アジア局
J. Miranda 局長

バングラデシュ駐在員事務所
T. Kho 所長

インド駐在員事務所
H. Kim 所長

ネパール駐在員事務所
横山 謙一所長

スリランカ駐在員事務所
R. O'Sullivan 所長

中央・西アジア局
K. Gerhaeusser 局長

アフガニスタン駐在員事務所
J. Tokeshi 所長

アルメニア駐在員事務所
D. Dole 代表

アゼルバイジャン駐在員事務所
O. Norojono 代表

グルジア駐在員事務所
K. Julian 代表

カザフスタン駐在員事務所
G. Li 所長

キルギス駐在員事務所
平岡 理恵 所長

パキスタン駐在員事務所
W. Liepach 所長

タジキスタン駐在員事務所
C. C. Yu 所長

トルクメニスタン駐在員事務所
P. Bozakov 代表

ウズベキスタン駐在員事務所
樋口 和彦 所長

副総裁（業務2地域担当）
S. Groff

東アジア局
R. Wihtol 局長

中国駐在員事務所
H. Sharif 所長

モンゴル駐在員事務所
R. Schoellhammer 所長

東南アジア局
千賀 邦夫 局長

カンボジア駐在員事務所
E. Sidgwick 所長

インドネシア駐在員事務所
J. Lindborg 所長

ラオス駐在員事務所
C. Chong 所長

フィリピン事務所
N. Jain 所長

タイ駐在員事務所
C. Steffensen 所長

ベトナム駐在員事務所
木村 知之 所長

太平洋局
X. Yao 局長

太平洋連絡調整事務所
A. Iffland

地域ディレクター

太平洋地域事務所
A. Ruthenberg
地域ディレクター

パプアニューギニア駐在員事務所
M. Minc 所長

東ティモール特別事務所
C. Sugden 代表

中央業務サービス部
S. O'Sullivan

主任ディレクター

副総裁（民間部門・協調融資担当）
L. Venkatachalam

民間部門業務局
P. Erquiaga 局長

協調融資業務部
C. Gregory 部長

副総裁（財務・管理担当）
T. de Longuemar

官房
R. Dawson 官房長

法務部
C. Stephens 部長

予算・人事・経営システム局
神崎 康史 局長

総務部
（空席）

会計局
S. Bradbury

コントローラー

財務局
柏木 幹夫 局長
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組織図　1

(2012年末現在）

1　 経営陣および幹部職員の連絡先はwww.adb.org/About/contact.asp を参照。

2　 監察審査部は理事会に報告を行う。

3　 監察審査部の委員長を兼務。

4　 独立評価局は開発効果委員会を通じて理事会に報告を行う。

5　 コンプライアンス統括責任者を兼務。

年次報告2012
アジア・太平洋地域における地域協力・統合の推進

組織図 １
（2012年末現在）
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www.adb.org/ar2012

加盟国別経営陣および職員数

（2012年末現在）

現地職員/
事務職員

域内
アフガニスタン 0 0 19 19
アルメニア 0 0 6 6
オーストラリア 0 60 9 69
アゼルバイジャン 0 0 4 4
バングラデシュ 0 8 52 60
ブータン 0 3 0 3
ブルネイ 0 1 0 1
カンボジア 0 0 25 25
中国 1 69 47 117
クック諸島 0 1 0 1
フィジー諸島 0 4 16 20
グルジア 0 2 6 8
香港（中国） 0 4 0 4
インド 1 76 58 135
インドネシア 0 33 41 74
日本 1 149 4 154
カザフスタン 0 7 12 19
キリバス 0 0 0 0
韓国 0 55 1 56
キルギス 0 7 10 17
ラオス 0 2 19 21
マレーシア 0 23 0 23
モルジブ 0 1 0 1
マーシャル諸島 0 0 0 0
ミクロネシア連邦 0 0 0 0
モンゴル 0 2 15 17
ミャンマー 0 2 0 2
ナウル 0 1 0 1
ネパール 1 9 34 44
ニュージーランド 0 19 0 19
パキスタン 0 23 41 64
パラオ 0 0 0 0
パプアニューギニア 0 1 11 12
フィリピン 0 43 1,420 1,463
サモア 0 1 0 1
シンガポール 0 12 0 12
ソロモン諸島 0 0 0 0
スリランカ 0 13 28 41
台湾 0 4 0 4
タジキスタン 0 2 13 15
タイ 0 10 11 21
東ティモール 0 0 5 5
トンガ 0 2 1 3
トルクメニスタン 0 0 4 4
ツバル 0 0 1 1
ウズベキスタン 0 9 14 23
バヌアツ 0 0 0 0
ベトナム 0 11 37 48
     小計 4 669 1,964 2,637

加盟国 経営陣 国際職員 合計

年次報告2012 
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続き

現地職員/
事務職員

域外
オーストリア 0 8 0 8
ベルギー 0 7 0 7
カナダ 0 50 0 50
デンマーク 0 9 0 9
フィンランド 0 5 0 5
フランス 1 31 0 32
ドイツ 0 36 2 38
アイルランド 0 3 1 4
イタリア 0 19 0 19
ルクセンブルク 0 1 0 1
オランダ 0 19 0 19
ノルウェー 0 2 0 2
ポルトガル 0 6 0 6
スペイン 0 16 0 16
スウェーデン 0 7 0 7
スイス 0 5 0 5
トルコ 0 2 0 2
英国 0 38 0 38
米国 1 143 2 146
     小計 2 407 5 414

6 1,076 1,969 3,051

経営陣 国際職員 合計

総計

加盟国
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国 国際職員 現地職員 事務職員 合計
駐在員事務所
バングラデシュ 9 21 25 55
インド 14 29 31 74
ネパール 4 17 15 36
スリランカ 4 15 13 32
アフガニスタン 5 9 10 24
アゼルバイジャン 1 4 1 6
カザフスタン 6 7 6 19
キルギス 2 5 5 12
パキスタン 6 21 17 44
タジキスタン 2 4 10 16
ウズベキスタン 5 9 8 22
アルメニア 1 4 2 7
グルジア 1 4 2 7
トルクメニスタン 1 3 1 5
トルコ 1 1 0 2
中国 12 27 22 61
モンゴル 5 8 5 18
カンボジア 8 10 10 28
インドネシア 9 18 15 42
ラオス 6 10 9 25
フィリピン 4 5 4 13
タイ 7 6 5 18
ベトナム 14 18 15 47
ミャンマー長期出張所 3 0 2 5
太平洋連絡調整事務所（オーストラリア・シドニー）b 4 7 5 16
太平洋地域事務所（フィジー諸島・スヴァ）c 5 8 10 23
パプアニューギニア 4 4 7 15
東ティモール特別事務所 2 4 2 8
小計 145 278 257 680

代表事務所
欧州 2 1 2 5
日本 2 1 2 5
北米 2 1 2 5
小計 6 3 6 15

本部ｂ 921 475 959 2,355
総計 1,072 756 1,222 3,050
a 本部からの出向ポストを含む。
b ナウル、ソロモン諸島およびバヌアツを管轄。
c クック諸島、フィジー諸島、キリバス、サモア、トンガおよびツバルを管轄。
d ヤング・プロフェッショナルおよび理事会を除く。

駐在員事務所の定員数a（2012）

年次報告2012 
アジア・太平洋地域における地域協力・統合の推進 
 

年次報告2012
アジア・太平洋地域における地域協力・統合の推進

駐在員事務所の定員数 a　（2012）



ACKNOWLEDGMENTS制作スタッフ

理事会「年次報告2012」作業グループ
Andrew	Collins（委員長）*、福島秀生、Maureen	Grewe**、
Rene	Legrand、Siraj	S.	Shamsuddin、Guoqi	Wu ･ 発行者	
Ann	Quon	･ 編 集 長	Andrew	Perrin	･ 編 集	Wickie	H.	
Mercado、Miguel	Paulino	･ 編 集 補 佐	Bruce	Heilbuth、
Sandra	Lodoen、Ma.	Theresa	Arago、Tuesday	Soriano、
Anima	Slangen	･ デザイン Anthony	Victoria、Edith	Creus、
Fred	de	Jesus、Jenina	Alii	･ 表紙およびデザインコンセプト	
Real	Design	Associates ･ イ ン フ ォ グ ラ フ ィ ッ ク ス	
Businesswriters	&	Design	･ 写真提供 特に記載がない限り
ADB。

*	 2013年2月13日にAndrew	CollinsからRichard	Sissonに交代。
**	 		2013年1月12日にMaureen	GreweがAndrew	Collinsの後任とし
て委員長に任命された。

ⓒ2013	アジア開発銀行

本書では、用いられるデータの正確性の確保に全力を尽くしてい
る。アジア開発銀行（ADB）の出版物におけるデータは、出版時期
の違い、データ情報源、解釈などにより差異が生じることもある。
データの使用において生じる結果について、ADBは一切責任を負
わない。

本書において特定の領域または地域に何らかの呼称をつけ、もし
くは言及し、または「国」という言葉を使うことがあっても、ADB
はそれをもって領域または地域の法的その他の地位について何ら
かの判断を下すことを意図していない。

本書で「$」または「ドル」と言う場合には米ドルを指す。

ISSN	306-8370
出版物番号	FLS124974

アジア開発銀行
6	ADB	Avenue,	Mandaluyong	City
1550	Metro	Manila,	Philippines
www.adb.org

			年次報告2012は再生紙に植物油ベースのインクを用いて印刷
されている。

ADBの概要

ADBとは ADBの組織 アジアの貧困問題
ADBは67の加盟国
（うち48国はアジア・
太平洋地域）からな
る国際開発金融機関

ビジョン

使命

主な
パートナー

主な手段

総裁
黒田 東彦
本部所在地
フィリピン、マニラ
創設年
1966年

67
加盟国数

48
域内加盟国数

19
域外加盟国数

31
現地事務所数

3,045
職員数

ADBの出資国

その他
62カ国

日本

米国

中国

インド

オーストラリア

8億
5,000万人
が安全な飲料水を

利用できない

17億人
が1日

2ドル
未満の生活費で

生活
5歳未満の

児童
1億人以上が

標準体重
以下

幼児
20人に
1人が

5歳未満で
死亡

20億人
が近代的な

衛生施設への
アクセスがない

ADBの戦略

ADBは下記を通じて
貧困の削減に
取り組んでいる

世界の貧困層の
3分の2を
抱えている

環境に調和した
持続可能な成長

地域統合

インクルーシブな
経済成長

目標達成の手段
･ 民間セクター開発／業務
･ グッド・ガバナンスと能力開発
･ ジェンダー平等
･ ナレッジ・ソリューション
･ パートナーシップ

中核的専門分野
･ インフラ
･ 環境（気候変動を含む）
･ 地域協力・統合
･ 金融セクター開発
･ 教育

2012年の支援実績

ADBの支援総額は
215億7,000万ドル。
うち133億ドルはADB資金、
82億7,000万ドルは協調融資

ADB支援の内訳

地域別

中央・西アジア
62億8,000万ドル

南アジア
50億3,000万ドル

東アジア
22億4,000万ドル

太平洋
2億2,000万ドル

東南アジア
73億2,000万ドル

域内
4億8,000万ドル

セクター別

農業・資源
13億ドル

教育
3億1,000万ドル

エネルギー
49億1,000万ドル

金融
35億9,000万ドル

保健・社会保障
8億1,000万ドル

上水道・都市インフラ
13億6,000万ドル

マルチセクター
7億1,000万ドル

貧困のないアジア・太平洋地域

開発途上加盟国の貧困削減と
人々の生活向上を支援

・政府
・民間セクター
・NGO
・開発機関
・地域社会組織
・基金

ビジョンを達成するための主な
手段は、融資、技術協力、グラン
ト、保証、出資および政策対話
である。ADBの融資は公共セク
ターにおける対政府向けが大
半だが、出資、保証と融資を通
じて、開発途上国の民間企業に
対しても直接支援を提供してい
る。開発の資金を動員する上
で、ADBのトリプルAという高
い信用格付けが役立っている。

10月
ADBとミャンマー政府が
暫定国別支援戦略（ICPS）
に合意、同国における業務
再開の基盤が整った

1月
世界経済フォーラム（開催
地：スイス・ダボス）で、黒田
東彦総裁が食料、水および
気候変動について各国指導
者と協議

アジア開発銀行研究所
（ADBI）が政府系シンクタ
ンクとして世界第10位に
ランクイン

2月
ADB主催の第1回金融セク
ター・フォーラムで、黒田総
裁がアジアにおける安定的
で回復力の強い金融システ
ムの役割の重要性を強調

ADB業務によってマイナス
の影響を受けた人々の申し
立てに対しより効果的な救
済措置がとられるよう、アカ
ウンタビリティ・メカニズム
を改善

3月
ADB主催の地域協力・
統合に関する国際会議
（開催地:中国）に30カ国
から180名以上の代表
が参加

ADBとインド政府が同
国の送電システムの改
良を対象とする3件・計8
億2,600万ドルの融資
契約に署名

4月
アジア地域の現地通貨建
て債券市場への投資促
進 を 目 的 と す る
『ASEAN+3債券市場ガ
イド』を初めて発行

『 アジ ア 経 済 見 通し
2012年版』を発表

ADB全体の年次成績表
で ある『 開 発 効 果レ
ビュー』を発表

5月
年次総会がマニラで開催さ
れ、過去最高となる5,000人
以上の関係者が参加

アジアの最貧国支援の財源
であるアジア開発基金に、
124億ドルの資金を加盟国か
ら確保

ASEANインフラ基金の運営
を受託

東ティモールが初のADB融
資契約（道路網改良）に署名

6月
本部で開催された第7回ア
ジア・クリーンエネルギー・
フォーラムに55カ国から
800名以上が参加

ADBのアフガニスタン･テレ
コム開発プロジェクトが、米
国財務省の開発インパクト
賞を受賞

ADBを含む国際開発銀行8
行が、開発途上国における
持続可能な交通を対象に今
後10年間で1,750億ドルを
供与することを公約

7月
ADBがアフガニスタンに
対する12億ドルの長期的
支援を約定

フィリピン初のインフラ事
業に特化した資金規模6
億2,500万ドルのプライ
ベート・エクイティ・ファン
ド（この種のファンドとし
ては同国最大）に対する
出資を承認

8月
ADBが推進した歴史的合
意により中越間の陸上交
通ルートが開通

クック諸島およびミャン
マーに事務所を開設

黒田総裁がAPEC財相会
合で演説

9月
協力を進め成果を上げて
きたメコン河流域圏が20
周年を迎えた

ADBのプロジェクト・ファ
イナンスへのアプローチを
根本的に変え、国家事業よ
りも民間セクターとのパー
トナーシップを優先する新
たなPPP業務計画を作成

11月
域内中小企業による資本獲得
と成長を支援するADB初のサ
プライチェーン・ファイナンス・
プログラムを実施

気候変動に関する国際連合枠
組条約第18回締約国会議（開
催地：カタール・ドーハ）にADB
が積極的に参加し、アジア・太
平洋地域が直面する重要課題
に注意を喚起

バングラデシュで深刻化する
電力不足解消を目的に7億ド
ルを供与

12月
第15回ADBI年次会合
（開催地：東京）で黒田総
裁がアジア・太平洋地域
の地域協力・統合につい
て演説

創立46周年を迎えた

2012年の主な出来事

15.6%

15.6%

6.4%

6.3%

5.8%

50.3%

SECTOR

産業・貿易
26億6,000万ドル

公共政策
16億4,000万ドル

運輸・
情報通信技術

（IT）
50億2,000万ドル
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マニラ
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アジア開発銀行
総務会議長殿

拝啓　アジア開発銀行協定第39条およびその付則
第13項に従い、特別基金の諸活動に関する報告を
含む『2012年度年次報告』を、理事会を代表して
総務会に提出いたします。本年次報告には、付則第
15項に規定される財務諸表も含まれています。

敬具

筆頭副総裁・理事会議長代行
Bindu	N.	Lohani
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