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開発途上諸国の開発にはこれで終わりというものがない。

開発は、パートナーシップとプロジェクトが互いに補

完・構築し合いながら継続していく多次元・多層のプロ

セスである。アジア開発銀行（ADB）は、「貧困のない地

域」を実現するという目標に向かって活動しているだけ

でなく、多様な参加機関や参加者の力をまとめる触媒と

しての役割も果たしている。本書の表紙は、インフラ開

発の写真をトルコの国花であるチューリップの形でデザ

インしているが、これはADBの役割の相乗効果を表して

いる。トルコは、チューリップ発祥の地であり、2003年

には同国で第36回ADB総務会の年次総会開催が予定さ

れている。花びらを伸ばして広がり、また一つにまと

まって新しいパターンを創り出しているチューリップの

線はまさに開発そのものである。こうした活動は継続し

ていくのである。
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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が、ADBの
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キストである。なお、引用の際は英語のオリジナルを引用されたい。
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アジア開発銀行概要

アジア開発銀行（ADB）は1966年に31ヵ国1が多国間協定を批准して設立された。現在、加盟国は61ヵ国で、そのうち44ヵ国

はアジア太平洋地域の諸国である。ADB本部はフィリピンにあり、アフガニスタン2、アゼルバイジャン2、バングラデシュ、カ

ンボジア、中国、インド、インドネシア、カザフスタン、キルギス、ラオス、モンゴル、ネパール、パキスタン、パプア・ニュー

ギニア2、スリランカ、タジキスタン2、ウズベキスタン、ベトナム等世界中に駐在員事務所が設置されている。また、フィリ

ピンには国内事務所、バヌアツには南太平洋地域事務所、東ティモールには特別連絡事務所、インドのグジャラートに

は出張所、欧州（フランクフルト）、日本（東京）、北米（ワシントンDC）には代表事務所が設置されている。

目標
ADBは、アジア太平洋地域から貧困を一掃することをビジョンに掲げている。ADBの使命は、開発

途上加盟国（DMCs）の貧困を緩和し、生活状態や生活水準を向上させることができるよう手助

けをすることにある。ADBは、「民間セクター開発」、「開発に向けた域内の協力と統合」、「環

境の持続可能性」という関連のある3つのテーマの下で、持続可能な経済成長、包括的社会

開発、政策や制度の効果を向上させるためのガバナンス等の戦略課題に対応している。

ADBは、主に、政策対話、貸付、技術援助、無償供与、保証、出資によってDMCsを

支援している。

ADBには開発実績の改善を目指した様々な貸付の方式や条件がある。ADBの累積貸付

の約70％は、通常資本財源（OCR）からのものである。OCRは、私募や資本市場からの

借り入れ、株主からの払込資本金、業務で発生するリスクを吸収する累積利益剰余金（準

備金）の3つが原資となっている。

また、ADBは、特別基金財源からの貸付も行なっている。アジア開発基金（ADF）は、

1人当たりのGNPや債務返済能力が低い加盟国に対して譲許的条件で貸付を行なう特別

基金である。ADFは、供与国からの定期的な任意拠出金を財源としている。この他の特

別基金としては、技術援助特別基金（TASF）、日本特別基金（JSF）、ADB研究所特別基

金などがある。

これ以外にも、日本奨学生プログラム（JSP）、貧困削減日本基金（JFPR）、情報通信技

術日本基金（JFICT）、技術援助や貸付のソフト・ローンの部分を支援するために二国間で

供与される無償援助のチャネル・ファイナンスの管理もADBが行なっている。最近、技術

援助業務およびローン・プロジェクトの一部を支援することを目的として、ガバナンス、貧

困削減、水資源、エネルギー、環境を中心とするテーマ別信託基金が設立された。

無償供与あるいは貸付によって資金供与される技術援助は、ADBが開発に最大限の効果を上

げる上で役立っている。大半の無償技術援助は、プロジェクトの準備、司法や政策改革、財政強

化、グッド・ガバナンス、能力開発、天然資源管理等の分野におけるアドバイザリー活動の支援に

活用されている。

ADBは、トリプルAに格付けされており、例年債券発行により約40億ドルから50億ドルの資金

を調達している。また、公的資金、民間資金、さらには輸出信用機関からも資金を調達し、協調融資

を通じて資金の活用を積極的に進めている。

ADBが政府を援助することによって、民間セクターが発展する環境が整備される。また、ADBは、

民間の投資家や金融機関を支援する民間セクター・プロジェクトの資金調達にも直接参加している。

政策決定構造
ADBの最高政策決定機関は総務会である。総務会は年1回開かれ、加盟国各1名の代表で構成され

る。総務会は、理事会の理事12名を選出し、理事はそれぞれ理事代理を任命する。総裁は、総務会

によって選出され、理事会議長も兼務する。総裁の任期は5年である。総裁は、3名の副総裁の補

佐を得て、ADBの運営に当たる。

1 ADBにおいて「国」と言う場合、ADB加盟国を指し、主権や独立の有無に関するADBの見解を示すものではない。
2 2003年に業務開始予定。



理事会議長挨拶

2002年はアジア開発銀行（ADB）にとって様々な出来事の

あった多忙な1年でした。大規模な組織再編がADBの通常

業務に支障を来たすことなく予定通りに実施されました。

この組織再編によって、国別の対応を重視するという

ADBの姿勢が以前にも増して鮮明になりました。

そして、ADBの支援によってステークホル

ダー（利害関係者）の当事者意識と開発

過程への参加が強化されました。

A D B は、開発途上加盟諸国

（DMCs）の開発ニーズと優先

事項を見極め、DMCsが貧困

削減・開発促進努力を支援

する上で、これまで以上

に密接に個々のDMCsと

協力しています。ADB

は、その目標を全面的に

達成するために、再編の

実施状況について検討を

行っているところです。

2002 年のもう一つの

ハイライトは、アフガニ

スタン支援の再開にみら

れるように、ADBが紛争

後の再建・復興活動に積

極的に取り組んでいること

です。昨年初め、ADBはア

フガニスタン当局及びその他

の開発パートナーと共に、同国

の当面の復興需要の見積もりの作

成に中心的な役割を果たしました。

「貧困削減日本基金（JFPR）」を活用

して能力開発の無償技術援助を行な

うとともに、道路復旧プロジェクト

に対する支援を行ないました。英国

のグラント（無償資金）の提供によ

り、アフガニスタンのADBに対する

延滞が解消され、同国に対する融資

再開を遮っていた最後の障害が取り

除かれました。スペインからは、ア

フガニスタンおよび近隣諸国の緊

急のニーズに応え、アジア開発

基金に貴重な追加拠出があり

ました。こうした財政的貢献そして他の加盟国の協力によ

り、マルチセクター復興計画に1億 5,000万ドルの譲許性

の高い融資を提供することができました。これは、1979年

に融資が停止されて以来、アフガニスタンに対する国際機

関による初の融資案件となりました。2002年にADBがア

フガニスタンに対して行った援助総額は2億ドル近くに達

しました。カブールのADB駐在員事務所は現在フル稼働し

ており、今後とも他の開発パートナーとアフガニスタンの

政府や国民と協力し、同国の明るい未来を切り開いていく

所存であります。

またADBは、スリランカにおいて、2002年 2月の停戦

合意以前、内戦後の和平プロセスが開始される20年近く前

から同国北部や東部の紛争地域も含めた支援を行ってきま

した。私は、停戦合意直後に北部バブニア近くの紛争被災

地を訪れ、難民キャンプ、地域の病院、女子高校で多くの

人々の話を聞いて被害者の生活がいかに厳しいものかを知

りました。さらに2003年3月には、和平プロセスと復興作

業を支援するために再びスリランカのいくつかの地域を訪

れました。北部のキリノッチではタミル・イラム解放の虎

（LTTE）のメンバーとも会い、和平プロセスや復興を前進

させる方策を話し合いました。ADBは、他の開発パート

ナーと協力し、今後ともスリランカの開発パートナーとし

て、同国の経済再建と恒久的和平に向けた努力を支援して

参ります。

また、2002年には、メコン河流域地域協力（GMS）、南

アジア、中央アジアをはじめとするDMCs諸国間の地域協

力推進という面で、ADBにとって記念すべき出来事があり

ました。2002年11月、GMSプログラム10周年を記念して、

メコン河流域6カ国の首脳が参加して開催された「GMSサ

ミット」の開催のために、ADBは積極的な役割を果たしま

した。このほか、3月には、中央アジア地域経済協力プロ

グラムに向けた「第1回中央アジア経済協力閣僚会議」を

開催するとともに、10月に「南アジア地域経済協力構想の

ための諮問グループ」最終会議の開催を支援しました。ま

た、2002年、ADBはトルクメニスタン、アフガニスタン、

パキスタンを結ぶガス・パイプライン・プロジェクト地域

協力構想の支援を開始しました。

2002年には、政策や戦略策定の分野でもいくつか成果が

見られました。教育や環境政策等、それらの分野で最新の

考え方を反映する新しい政策が採択されました。私たち

は、今後とも援助の有効性を高める努力を進めて参りま

す。また、DMCsにかかる支援手続きに関するコストを削

減するため、みんなが協力して「ミレニアム開発目標

（MDGs）」を達成するため、開発パートナーと業務を調和

させていく努力を進めて参ります。
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世界の政治・経済状勢は依然不確実で予測ができませ

ん。こうした認識可能な緊急課題の背後には貧困、権利の

剥奪、不平等という問題が横たわっています。柔軟なマク

ロ経済政策を実施し、民間活力を引き出すビジネス環境を

整備し、貧困削減に向けてより広範で深い努力を行うこと

により、この不確実な環境において貧困、権利の剥奪、不

平等という問題への対応を進めていくことがADBとDMCs

にとって共通の課題です。

国際社会は、モンテレーで開催された開発資金国際会議

やヨハネスブルクで開催された持続可能な開発に関する世

界首脳会議などで、共通のアジェンダに合意することがで

きました。我々が成すべきことは分かっています。しかし、

その効果を上げるためには私たちみんなが努力する必要が

あります。ガバナンスの向上、開発資金の増額、貿易への

参加機会の拡大という約束を実施しなければならないので

す。貧しい社会的弱者に目に見える恩恵をもたらそうとい

うのであれば、開発努力の焦点を慎重に合わせる必要があ

ります。評価機能を強化するだけでなく、監視の指標や成

果を定めることによって、成果を達成し、開発への影響を

最大化することに重きをおくよう業務の方向転換を行なう

必要があります。

こうした課題に対応するためには、コミュニケーション

の円滑化、透明性、そして全ての利害関係者との対話を通

じてパートナーシップを強化することが不可欠です。ADB

は2002年に、世界、地域、組織、そして個人のレベルでこ

うした数々のパートナーシップを構築しました。

ADBそのものが、政府や市民団体の信用と信頼のもと加

盟61ヵ国のパートナーシップの上に成り立っています。加

盟国は年々増加し、2002年には新たにポルトガルと東ティ

モールの2ヵ国が加盟しました。ADBには、パートナーシッ

プを通じて、今後数十年、平和と繁栄の実現に必要な、幅

広い戦略的構想を練ることができる大きな機会が与えられ

ています。技術援助やソフト･ローンだけでなく、セクター

別、テーマ別、または国特有のプロジェクトを支援するた

めにADBにグラント基金を提供する国も増えています。

2002年ADBは、アジアのDMCs 6ヵ国および太平洋地域

のDMCs 4ヵ国と新たに「貧困削減パートナーシップ合意

（PPA）」を締結し、年末までのPPAは17件になりました。

これらのPPAはADBと各DMCとの長年の関係に基づくも

のであり、ADBの「国別戦略・援助計画（CSP）」の重要

な基礎になっています。

ADBの貧困削減戦略の3つである、「貧困者重視の経済

成長」、「社会開発」、「グッド･ガバナンス（良き統治）」は、

アジア・太平洋地域の貧困削減を目指すパートナーシップ

の強固な土台です。共通の目標・戦略があればこそ、ADB

が築くパートナーシップが大いに意味のあるものになって

いきます。こうしたパートナーシップに支えられて、ADB

は、「貧困なきアジア・太平洋地域」というビジョンの達成

に近づくことができるのです。

ADBは、民間セクターの発展、業務におけるジェンダー

の主流化、ADBのインスペクション機能の見直しを含む内

部ガバナンスと透明性の向上、NGOとの協力強化等の努力

を継続しています、こうした努力によって、さらにADBの

連携機能および開発効率が強化されています。また、加盟

諸国、開発パートナー、市民団体、個人と連携が築かれて

いるため、アジア・太平洋地域全体の貧困の性質や構造、そ

して多くの人々の開発ニーズを詳細に理解することができ

ます。こうした連携があるからこそ、効果向上の意識が高

まっているのです。

私たちの最優先課題が、アジア・太平洋地域の多くの

人々の命を脅かしている貧困であることは依然として変わ

りません。貧困を克服する戦いの最大の力は、この課題に

立ち向かうために構築してきたパートナーシップです。

パートナーシップこそADBの真髄です。私たちみんなが努

力することで、開発途上のアジア・太平洋地域の人々のた

めに真に役立つことができると信じてやみません。

アジア開発銀行

マニラ

2003年 4月 11日
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条及びその付則第13項に従
い、理事会の指示により作成された特別基金の諸活動に
関する報告書を含む、2002年度年次報告書を総務会に
提出いたします。本年次報告にはまた、付則第15項に
定める財務諸表も含まれています。

敬具

総裁・理事会議長
千野忠男
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2002年の業務活動及び財務概要

貸付承認

･ 公共セクター及び民間セクター向けの貸付は、71件のプロジェクトに対する
89件、総額56億 7,600万ドルに達した。

･ その内、公共セクター向けの貸付は、67件のプロジェクトに対する総額55
億3,100万ドルで、うち38億9,800万ドルは通常資本財源（OCR）から、16
億 3,300万ドルがアジア開発基金（ADF）からの貸付であった。

･ 公共セクター向け貸付承認全体の内、15件は政策主体のプログラムで、貸付
総額の31％に相当する16億8,500万ドルだった。この中には、セクター開発
プログラムのプログラム貸付も含まれている。

･ プログラム貸付の内、77％に相当する13億ドルは通常資本財源（OCR）か
ら、23％に相当する3億8,500万ドルはアジア開発基金（ADF）から貸付が
行われることになっている。

･ 貸付は開発途上加盟国（DMCs）21ヵ国及び3件の地域プロジェクトに対し
て行われた。

･ インドに対する貸付が最大で（貸付総額の21％に相当する11億 8,400万ド
ル）、次いでパキスタン、中国、インドネシア、ベトナムの順であった。

･ 23年の空白期間を経て初めてアフガニスタンでの業務が再開された。
･ セクター別では、輸送・通信への貸付が16億 1,300万ドルで、貸付総額の
28％に相当する最大のシェアを占めた。

･ 「その他」のセクターに対する貸付は貸付総額の14％だった。これには、中央
政府の事務、運営・規制、税関業務、公共セクター改革プログラム、司法・法
律の運用、公共財務管理、財政改革、環境プロジェクト、ジェンダー、ガバナ
ンス、観光等、ADBの経済セクターに分類されていないものが含まれている。

･ 1件の平均貸付額は6,400万ドルであった。

テーマ別分類

･ 公共セクター向け貸付のプロジェクトやプログラム67件の内容をテーマ別
に見ると、経済成長支援プロジェクト18件（27％）、人材育成支援プロジェ
クト6件（9％）、環境保護支援プロジェクト3件（4％）、グッド・ガバナン
ス支援プロジェクト2件（3％）、ジェンダーと開発支援プロジェクト1件
（2％）、マルチテーマ／その他が37件（55％）だった。マルチテーマのプロ
ジェクトとは、経済成長、環境保護、グッド･ガバナンス、民間セクター開
発、人材育成、地域協力、ジェンダーと開発などの2つ以上のテーマを組み
合わせたものである。

貧困の削減

･ 公共セクター向け貸付のプロジェクトやプログラム67件の内、7件は、コア
となる貧困削減、31件は貧困削減プロジェクトに分類されるものであった。
これら38件のプロジェクトの総額は貸付総額の41％に相当する23億2,700
万ドルに上った。

･ 16件、総額4,930万ドルについては貧困削減日本基金の無償供与が承認された。
･ 英国が6,000万ドル相当の第1回拠出を行ったのを受けて、複数の供与機関
が関与する、貧困を中心とする新しいテーマ別チャネル・ファイナンス契約
が結ばれた。この基金の管理はADBが行っている。

セクター別貸付（2002年）
（単位：パーセント）
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viii　　アジア開発銀行

･ ADBとカンボジア、クック諸島、モルジブ、マーシャル諸島、ミクロネシア
連邦、パキスタン、スリランカ、タジキスタン、トンガ、ベトナムとの間に
貧困削減のためのパートナーシップ協定10件が締結された。

民間セクター業務

･ 民間セクターに対する貸付は、4件、総額1億4,500万ドルであった。
･ 民間セクターに対する4件、総額3,600万ドルの出資が承認された。
･ 民間セクター向けの政治リスク保証2件、総額6,000万ドルが承認された。

技術援助

･ 324件、総額1億7,900万ドルの無償技術援助が承認された。
･ 技術援助総額のうち、5,600万ドルが通常資本財源の当期収益から、4,670万
ドルが技術援助特別基金（TASF）から、3,640万ドルが日本特別基金（JSF）
から、960万ドルがアジア通貨危機支援資金（ACCSF）から、そして3,030
万ドルがその他の多国間及び二国間財源からであった。

･ 技術援助プロジェクトのうち、87件がプロジェクトの準備、160件がアドバ
イザリーや業務関係、77件が地域活動のためのものであった。

･ プロジェクト別技術援助の中で最大のシェア（2,210万ドル、16％）を占め
ていたのは社会基盤整備セクターで、次いでマルチセクター、金融、運輸・
通信、農業・天然資源、エネルギー、工業・非燃料鉱物の順であった。

･ 国別の無償技術援助ではインドネシア（1,910万ドル、全体の11％）がトッ
プであった。その他、アフガニスタン、インド、中国が受入国の上位を占
めた。

無償供与

･ 15件のADBの貸付プロジェクトに対して、二国間及び多国間財源から総額
2億2,140万ドルが協調無償供与された。

･ 完全に無償供与されたのは18件だった。そのうち、16件は貧困削減日本基
金（4,930万ドル）から、2件は情報通信技術日本基金（70万ドル）からのも
のであった。

協調融資及び保証業務

･ 全ての財源から集めたローン・プロジェクトに対する協調融資は、
DMCs15ヵ国に対する38件の公共及び民間セクター向け貸付プロジェクト
で、総額約28億5,100万ドルに達した。この金額は、2002年のADBの貸付
合計額の約50％に相当する。

･ 輸出信用機関を含む民間機関との協調融資契約は、総額20億9,700万ドルで
あった。また、公的機関との協調融資は7億5,400万ドルであった。

･ 民間機関との協調融資総額のうち、8億8,500万ドルはADBの信用を背景に
調達されたものであった。信用業務の内訳は、部分信用保証5億ドルと、公
共及び民間セクター向けプロジェクトの政治リスク保証4件で、総額3億
8,500万ドルであった。

･ その他民間機関との協調融資として、輸出信用（2億4,900万ドル）、パラレ
ル融資（9億6,300万ドル）という形で主に中国の国内金融機関から調達した。

民間セクター向け貸付、出資、活

用資金合計（1998年～2002年）
（単位：百万ドル）

無償技術援助の主な受入国

（2002年）
（単位：百万ドル）
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（単位：百万ドル）
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貸付実績

･ 貸付の実行総額は42億 210万ドルであった。このうち、19億 9,840万ドル
（48％）がプロジェクト・ローンに対するもので、以下、プログラム・ロー
ン、セクター・ローン、民間セクター・ローンの順であった。

財源

･ 授権資本は472億8,800万ドル、応募済資本は472億3,400万ドルであった。
･ 借入は、仕組み私募債77件および公募債3件による長期財源59億4,500万ド
ルを含む合計61億 4,500万ドルとなった。

･ 総収入は20億6,010万ドルで、このうち貸付案件からの収益が17億1,000万
ドル、出資案件からの収益が3億3,040万ドル、その他からの収益が1,970万
ドルであった。

･ ADB の特別基金の内訳は、約定済み財源付きの譲許的なアジア開発基金
（ADF）総額6億1,020万ドル、技術援助特別基金 （TASF）870万ドル、日
本特別基金 （JSF）1億8,810万ドル及びADB研究所特別基金980万ドルで
あった。

政策

･ 理事会で環境、教育、流動性に関する政策について話し合われ承認された。

再編

･ 1月1日から新しい組織構造が実施された。主な特徴は、国の重視、ステー
クホルダーの参加、業務改善とセーフガード遵守の強化、ナレッジ・マネジ
メントと地域協力の強調、明確な説明責任である。

駐在員事務所

･ ADBは、アフガニスタン、パプア・ニューギニア、タジキスタンの3ヵ所に
新しく駐在員事務所を開設することを承認した。

･ バングラデシュ駐在員事務所が20周年を迎えた。
･ インドの駐在員事務所が、ADBが本部以外に初めて建設･所有した新しい
ニューデリーのビルに移転した。

加盟国

･ ポルトガルと東ティモールが加盟して加盟国は合計61ヵ国になった。

年次総会

･ 総務会の第35回年次総会が5月10日から12日にかけて上海で開催された。

その他特記事項

･ ADBが国連総会のオブザーバーに認定された。
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記録
1966～2002年 1999年 2000年 2001年 2002年

業務活動
貸付合計（金額）
プロジェクト件数b

OCR貸付（金額）
貸付件数
実行額（金額）

ADF貸付（金額）
貸付件数
実行額（金額）

A. 政府向け貸付及び政府の保証付き貸付（金額）
プロジェクト件数b

OCR貸付（金額）
　貸付件数
実行額（金額）

　ADF貸付（金額）
貸付件数
実行額（金額）

B. 民間セクター貸付d（金額）　
プロジェクト件数b

OCR貸付（金額）
貸付件数
実行額（金額）

　ADF貸付（金額）
貸付件数
実行額（金額）

出資d（金額）
出資件数
株式引受（金額）
約定件数
保証
政治リスク保証（金額）
プロジェクト件数

部分信用保証（金額）
プロジェクト件数

技術援助e（金額）
プロジェクト件数
協調融資f（金額）
プロジェクト件数
財源
通常資本財源
授権資本（期末）
応募済資本（期末）
借入（合計）
負債残高（期末）
通常準備金（期末）
特別準備金（期末）
総収入
手数料／保証手数料を特別準備金に充当した後の純利益
特別基金財源
アジア開発基金
財源合計（期末）

技術援助特別基金
財源合計（期末）g

日本特別基金
定期拠出金及び追加拠出金（期末）h

アジア通貨危機支援資金h

ADB研究所特別基金h

財源合計（期末）
－ 当該データなし
a 小数点以下の処理により合計と一致しない場合がある。
b 複数の貸付を受けているプロジェクトは1件として数えている。追加貸付はプロジェクトの累積件数には含まれていない。
c 金額と件数は、終了した貸付を除外するように調整。
d 金額と件数は、完全に取り消された承認を除外するように調整。
e ADBその他の財源が資金を供与している無償技術援助で構成。域内技術援助プロジェクトが含まれる。
f 協調融資の取極の変化を反映するように調整。
g 他の財源及びアジア開発基金への振替を含むように数字を修正。
h 数字は拠出金を表す。
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加盟国・地域、資本金及び議決権
（2002年12月31日現在）
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地域小計
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0.345

0.345

2.362

4.390

1.834

1.041

0.345

0.345

0.345

0.345

0.592

0.345

2.072

15.836

36.542

100.000

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 応募済資本とは、ADBの資本持分に対する加盟国の応募済持分を言う。
b 各加盟国の総議決権は、基本議決権と比例議決権から成る。各加盟国の基本議決
権は、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は、当該加盟国が保有するADBの資
本持分に相当する。

2002年、資本を拠出している61ヵ国を代表するADBの理事会は、
23 年ぶりにアフガニスタンで業務を再開することを了承した。
ADBの千野忠男総裁（写真中央。理事会議長を兼務）は、事前に、
同国のニーズを把握するためにアフガニスタン暫定政権の首脳陣
と会合した。ハミード・カルザイ議長（右）、ハージ・モハンマド・
モハッケク副議長兼計画大臣。（アフガニスタンその他戦争で疲弊
した諸国の紛争後援助の詳細についてはADBの特別テーマの章を

参照。）
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2002年、世界の治安や経済が不透明でデフレ懸念も広がっ
ているにもかかわらず、開発途上のアジアは予想以上の成
長を遂げた。アジア太平洋地域の開発途上加盟国（DMCs）
全体の経済成長率は5.7％を記録した。2002年、大半の諸
国はかなり穏やかな開発の過程をたどったが、特別な難問
に見舞われた国も一部にあった。世界で最も新しい国、東
ティモールが歩き始めた。アフガニスタンではレンガの山
や屋根のない建物を学校や病院として転用し始めた。スリ
ランカは、数十年続く内戦に終止符を打つための平和プロ
セスを開始した。しかし残念ながらネパールでは紛争が悪
化し、インドネシアでもテロが勃発し、引き続きテロ攻撃
の恐怖やゲリラ戦争の噂があり楽観を許さない状況で
ある。
しかし、それと同時に、この地域で最も影響を受ける

人々を守るために国際社会が共通の目標を掲げた年でも
あった。
ADBにとって、2002年は既存のパートナーシップが強化

されたとともに、新しいパートナーシップが構築された年で
もあった。この年、先進工業国と開発途上国、多国間開発機
関と開発途上国、地域間、公共セクターと民間セクター等、
あらゆるレベルでパートナーシップの価値が強調された。
ADBは、国際社会とともにミレニアム開発目標（MDGs）を
支持した。また開発融資のために、世界が連携するという総
意が新たに形成された。また国連開発資金国際会議に参加
し、開発の結果の測定、監視、管理の適切化を目指す協定が
締結された。ADBは、アジア太平洋地域の貧困を撲滅するた
めには開発パートナーとの幅広い連携が必要であることを認
識しており、他の二国間及び多国間開発機関との協力関係を
さらに推進すべく努力した。国際労働機関（ILO）、国連開発
計画（UNDP）、世界銀行、世界貿易機関（WTO）、その他と
の協定は、こうしたADBの決意を反映したものである。

国家再建

2002年、パートナーシップが国家再建で重要な役割を果た
した。アフガニスタンにおいて多国間機関と非政府組織
（NGO）が協力し、21世紀に向けて国家再建という大事業
に直面していた目前の人道的なニーズに対応した。2002
年、理事会は、23年ぶりに同国に対する貸付を承認し、カ
ブールに新事務所（現駐在員事務所）を開設した。国際協
力は、内戦で疲弊したもう一つのアジアの国、東ティモー
ルにおいても行われた。同国は2002年に独立国としてADB
に加盟し、ADBは同国に特別連絡事務所を開設した。同様
に、2002年、ADB及び開発パートナーは、スリランカの経
済再建と恒久平和に向けた作業を支援した。紛争後の再
建・復興に関する詳細については特別テーマの章及びhttp:/
/www.adb.org/Afghanistan/ を参照。

地域協力のサポート

開発への明るい展望、貧困削減を推進する力の強化、民間
投資の増加、平和と安全保障の推進、持続可能な開発など
の実現は、各国の連携によって可能となる。諸国が一丸と
なれば、不測の事態による悪影響を緩和し、協力してサー
ビスや開発プログラムを推進する環境を構築することがで
きる。
ADBは地域機関であり、アジア太平洋地域の地域協力の

推進という点では明らかに強い立場にある。これは1966年
にADBが創設されて以来変わっていない。2002年 11月、
ADBと大メコン河流域地域（GMS）のDMC6カ国（カン
ボジア、中国（PRC）、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナ
ム）は、ADBが仲介役として協力し記念すべき日を迎えた。
カンボジアのプノンペンで、GMSプログラム10周年を記
念した第1回GMSサミットが開催されたのである。GMS
サミットについての詳細はhttp://www.adb.org/Documents/
Events/ Mekong/2002/summit.aspを参照されたい。
また、ADBは、他の地域のDMCについても共通の開発

目標に向けて推進している。3月には中央アジア地域経済
協力プログラムに向けた第1回閣僚級中央アジア経済協力
会議を開催し（ http://www.adb.org/Documents/ Events/2002/
CAREC/を参照）、10月には、南アジア地域経済協力構想に
向けた地域国アドバイザー会議の企画・実施に協力した。
地域協力の詳細については、h t t p : / / w ww . a d b . o r g /
RegionalCooperation/ を参照。

内部の再編

2001年に理事会において承認された新しい組織構造が2002
年1月1日から実施された。開発パートナーとの仕事上で
の密接な関係と、新しい構造および年間を通じて実施され
る新しいビジネスプロセスとが相まって、ADBはさらに迅
速かつ効果的にサービスを実施できるようになる。DMCs
に対するADBのサービスは、所定の地域を担当する課が企
画・実施する。この方法により、業務担当副総裁がADBの
戦略的課題を実施し、戦略や政策の遵守状況を監視する役
割が強化されることになった。
全体として構造改革の大枠は予定通りに完了したが、こ

れだけの規模の変革を進めたため、若干の調整が必要で
あった。再編の実施に関する評価は2003年に行われる。そ
して、続く2004年には、国とセクターに対する配慮のバラ
ンス、質と専門知識の向上、セーフガード政策遵守の強化、
説明責任の拡大、地域協力とナレッジ・マネジメント重視
という再編の目標が開発に与える影響を評価する別個の審
査が行われる。再編に関する詳細については h t t p : / /
www.adb.org/Documents/Others/Reorganization_2002/ を参照。
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新しい政策および手続きの採用

2002年理事会は、ADBの貸付や借入の限界、アフガニスタ
ン、パプア・ニューギニア、タジキスタンの駐在員事務所
の開設、アフガニスタンのADB卒業政策への分類、トルク
メニスタンの分類（p.38の囲み「ADBの開発途上加盟諸国
の分類」を参照。）等、政策、財務及び管理に関するペー
パー（p.4の囲みを参照）を審査し承認した。2002年に承
認された3つの政策では、ADBの流動性の確保、教育を受
けやすい環境作り、環境アセスメントのガイドラインが提
案されている。

ポール・Ｗ・スペルツ

オスマン・ジュソー

ラム・ビノド・バタライ

M. アクラン・マリク

カイェタノ・Ｗ・
パデランカ・ジュニア

ロルフ・エッカーマン

フランク・ブラック

ローリ・Ａ・フォーマン

千野忠男総裁

リチャード・スタンレー

ジョスフ・アンワール

P. G. マンカッド

M. サイフル・イスラム

ビンドゥ・Ｎ・ロハニ
秘書室長

ミョン＝ホー・シン副総裁

ADBの経営陣及び理事会
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ADBの流動性政策（理事会が６月に承認）は、キャッシュ
フローに大きな障害が出てもキャッシュの要求に対応でき
る力をADBに付けることを主な目的としたものである。こ
の政策で扱われているキャッシュフロー重視型の流動性政
策の要件には、新しい流動性の下限、裁量的流動性の上限、
中核となる流動性案件に対する資金投与等が含まれてい
る。流動性政策に関する詳細は「経営陣による検討と分析」
の章を参照。
理事会は、8月に教育に関する政策を承認するにあたり、

DMCsによる普遍的な初等教育及び初等、中等、高等教育
における男女平等の実現に、ADBがさらに関与して支援す
ることを決定した。この政策は、アジア太平洋地域におけ
る平等と就学率、教育の質、資源活用、情報通信技術（ICT）
等の革新的技術の利用を改善・推進するものである。また、
この政策は、NGOや地域社会等の市民団体とのパートナー
シップ強化を推進するものでもある。教育政策に関する詳
細については http://www.adb.org/Documents/Policies/
Education を参照。

山西雅一郎

トリグベ・ギェスダル ジュリアン・H・ペイン
スティーヴン・セジウィック

ミランダ・ローリンソン

ジュン＝ヒュン・ユン

パスカル・グレゴワール
ミッシェル・ミアリ・

フルチス

ジョン・リンチャー副総裁
ジョセフ・アィヒェンバーガー

副総裁

ユ・クイリン
ヤン・シャオリン

塚原治
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理事会は11月、域内の急激な環境悪化という課題にADB
が対応できる新しい環境政策を承認した。理事会のセミ
ナーや国内のワークショップ、数回にわたる部局間レ
ビュー等、ステークホルダーとの意見交換が政策に活かさ
れた。この政策は国内でプログラムを策定する時点におけ
る環境アセスメント、環境アセスメントを実施する際の組
織化された協議、プロジェクト実施時の環境要件の監視及
び遵守の必要性に対応するものである。この政策では特に
環境アセスメントを1回限りのものではなく、継続してい
くものとして捉える必要性が強調されている（詳細につい
ては http://www.adb.org/Environment/envpol/ を参照）。

現行の政策の審査

ADBの技術援助業務の管理及び効果

技術援助はADBの重要な業務である。技術援助は、プロ
ジェクトの準備や実施資金の融資、政策改革に関する助
言、DMCsの能力開発、地域協力の推進を支援することよっ
て貧困削減を実現するものである。しかし、技術援助の財
源には限りがある。
技術援助の需要増大に応えるため、そして財源を最も効
果的に利用するため、理事会は、技術援助の監視や調整、長
期的な管理や質、費用対効果、プロセス及び結果に対する
国の責任の改善を念頭に置き、ADBの技術援助業務の審査
を定期的に行っている。2002年理事会は、技術援助の効果
に影響を与える幾つかの要因を明らかにしているワーキン
グ・ペーパーについて検討した。そのワーキング・ペーパー
では、詳細な診断分析に裏付けられた系統的な長期的取り
組みの設計、受け入れ国であるDMCの関与と責任の確保、
援助の処理･実施におけるステークホルダーの参加確保、
訓練の必要性及びチェンジマネジメントに関する専門知識
に対する留意、勧告の実施状況の継続的監視等、技術援助
管理を改善するための是正措置や政策変更が提言されて
いた。
技術援助の効果を高める方法は他にもある。それは、技
術援助活動のために生み出されたナレッジ（知識）や、技
術援助活動の中から得られたナレッジを極力広く普及させ
ることである。技術援助プログラムに組み込まれ、特定の
相手に対象を絞っている正式なナレッジ製品／サービス
（KPS）やそれほど正式ではない副製品／サービス等、ADB
の技術援助活動からは様々なナレッジサービスが生み出さ
れている。そしていずれの製品／サービスもナレッジの育
成に役立つものであり、広く普及させれば最大限その効果
を発揮することができる。
開発のためのナレッジを提供するというADBの役割は、
技術援助の管理と効果に関する理事会の審査と整合性があ
るとともに、中期戦略目標及び2002年に新しく実施された
ビジネスプロセスに沿ったものである。質と技術の卓越性
を維持し、ナレッジをADB全体で水平統合する地域協力・

2002年に理事会が審議した政策ペーパー及び

報告書

政策、財務及び管理関連ペーパー

･ ADBの国連総会オブザーバー認定（2月5日）*

･ 料金をコンサルタント選定基準とすることについて

（2月19日）

･ 技術援助貸付（2002年～2004年）（2月27日）

･ 新規貸付会計及び資産負債管理システムに対する資本

支出案（4月5日）

･ アジア開発銀行の収益見通しと2001年純利益の配分

（3月27日）

･ 2002／2003年借入プログラム（4月30日）

･ アジア開発銀行の流動性政策の検討（6月11日）

･ ADBの卒業政策におけるアフガニスタンの分類に関

する検討（6月28日）*

･ 英国及び北アイルランド政府との協力－貧困削減協力

基金（7月4日）*

･ アジア開発銀行副総裁の役割（8月2日）

･ パプア・ニューギニア駐在員事務所開設

（8月15日）*

･ 教育政策（8月30日）

･ トルクメニスタンの分類（10月8日）*

･ 事業計画及び予算の枠組み（2003年～2005年）

（10月15日）

･ アフガニスタン駐在員事務所開設（10月31日）*

･ 環境政策（11月8日）

･ 民間セクター業務における現地通貨建て貸付の価額設

定（11月4日）*

･ 1998年ADB卒業政策の一環としてのプロジェクト融

資のコスト共有の限界に関する検討（11月28日）

･ タジキスタン駐在員事務所開設（12月4日）

･ 2003年借入プログラム（12月11日）

･ ADB研究所－2003年事業計画及び予算（12月13日）

･ アジア開発銀行2003年度予算（12月13日）

ワーキング・ペーパー

･ アジア開発銀行の技術援助業務の管理と効果に関する

検討（7月19日）

･ マネーロンダリング及びテロの資金調達対策における

アジア開発銀行の役割の強化（9月13日）

･ 太平洋地域事務所の枠組み（10月21日）

･ アジア開発銀行の貸付･借入限度の検討

（10月22日）

*異議なく承認。
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持続的開発局（RSDD）が再編によって新設された。現在
ナレッジ・マネジメントの骨子の準備が進められている。

監査機能

プロジェクトの受益国が「ADBは業務に関する手続きや政
策を守っていない」と主張できる場として1995年にADBが
監査（インスペクション）機能を承認した際に、理事会は、
最初の監査専門家のメンバーが承認されてから2年以内に
審査を行なうことを条件とした。1999年、理事会は、監査
機能の審査に関するワーキング・ペーパーについて検討し、
「ADBの民間セクター業務を監査機能の対象とすべきか否
か」について様々な見解が出された。また、1999年までに
出された監査要請はわずか2件で、2件とも監査対象資格を
満たしていなかった。つまり、プロセス
に関する経験が少なく、検討を行っても
ほとんど結論が出なかったのである。
検討が続く中で、2001年4月から2002

年3月にかけてタイのサムートプラカン
廃水管理プロジェクトを対象に初めて全
面的な監査が実施され、監査のプロセス
や手続きが、複雑で時間がかかるもので
あることが明らかになった。また、この初めての全面監査
により、独立性、信頼性、透明性、監査機能の効果が疑問
視されるようになった。
ADBは2002年、継続的な検討の一環として広く内外の

意見を求めた。加盟国政府、市民団体（NGOを含む）、民
間セクター等、ステークホルダーの見解を聞いたのであ
る。協議の実施計画や日程を含む検討に関する情報、外部
からADBに寄せられた意見や要望、討議報告書1件とワー
キング･ペーパーの草案2件を含む文書をADBのウェブサ
イトhttp://www.adb.orgに掲載するとともに、パートナーに
送付して確認および意見や要望を求めた。また、加盟10ヵ
国が参加した2回の公開協議のそれぞれの結果や報告書も
ウェブサイトに掲載された。内部協議には、運営委員会や
作業部会の定例会（この2つのグループは9月に監査機能
検討委員会に一本化された）、および非公式な理事会の説
明会や懇親会で行われた話し合いが含まれる。
意見を聞いたことにより、ADBが支援をしているプロ

ジェクトで、被害を被る人々の言い分に対応する独立した
説明責任の仕組みに対する幅広い支持が強まったととも
に、ADBによる問題解決対策や問題防止対策が増えた。新
しい仕組みは、貧困削減、開発効果、プロジェクトの質の
向上というADBの目標を補完・強化するものと期待され
た。このような内外からの意見や提言を基にワーキング･
ペーパーが作成され、2003年に配布されて理事会が審議を
行った。このワーキング･ペーパーは、一般からの意見を求
めるためにADBのウェブサイトに掲載された。監査機能の
レビューに関する詳細については http://www.adb.org/inspec-
tion/review.asp 、ADBの情報の守秘義務及び開示政策に関
する詳細については http://www.adb.org/Documents/Policies/

Confidentiality/Disclosure/ を参照。

開発パートナーシップの拡大

2002年、経営陣及び理事がDMCs数ヵ国を訪問し、政府高
官や多国間／二国間機関の上層部と会談した。

総裁の訪問

2002年、千野忠男総裁は、プロジェクトの視察、ADBのス
テークホルダーとの会談、主要な国際行事への参加と東奔
西走した。
総裁は、高官、民間セクター、NGO、開発パートナーの

代表者と会った際、「貧困層に配慮したより高いレベルの
持続可能な経済成長を実現するためには
基本的な物理・社会基盤整備が必要であ
ること」、そして「汚職の解決と行政サー
ビスの効率改善の必要性」を説いた。
総裁は、アフガニスタン、バングラデ
シュ、カンボジア、インド、ラオス、モ
ルジブ、スリランカ、東ティモールの域
内各国を歴訪。バングラデシュでは、

ダッカに建設される新しいADB駐在員事務所ビルの起工
式に出席するとともに、バングラデシュ駐在員事務所開設
20周年式典に参加した。また、モルジブとスリランカでは、
協力を強化するとともに、両国と貧困削減のためのパート
ナーシップ協定を締結した。
その他、総裁は、3月にメキシコのモンテレーで開催さ

れた国連開発資金国際会議に他の国際開発金融機関の総裁
とともに参加した。この会議では、国内財源や海外直接投
資の活用、貿易、政府開発援助、債務免除、取引システム
等について話し合われた。また、8月から9月にかけて南
アフリカのヨハネスブルクで開催された持続可能な開発に
関する世界首脳会議（WSSD）にもADB代表団を率いて参
加した。

理事団の訪問

ADBの仕事をDMCに広く知ってもらうため、そしてDMCs
における開発状況を自分の目で見るため、数人の理事及び
理事代理が、パキスタンとスリランカ（2月）、インドネシ
ア（6月）、キルギス、トルクメニスタン、ウズベキスタン
（8月）への訪問団に参加した。
理事及び理事代理は、各DMCで国家指導者、政府高官、

ADB総務、公共セクターや民間セクターの代表者、NGO等
の市民団体のメンバーと会った。
パキスタンでは、クシャリ銀行、パンジャブ地域水道・

下水道プロジェクト、ガジ・バロータプロジェクト、バラ
ニ／林業／都市開発プロジェクト、法廷遅延防止プロジェ
クトの視察を行った。スリランカでは、80万人の避難民の
代表者と会った他、道路網、茶畑、南アジア・ゲートウェ
イ・ターミナルズ社を見学した。

A D B の技術援助活動から
様々なナレッジ（知識）製品/
サービスが生まれ、普及に
よってその最大限の効果が発
揮される。
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インドネシアでは、政府高官と、財政、金融、その他経
済問題、地方分権、民営化、社会開発について話し合った。
民間セクターの代表者およびオーストラリア国際開発庁
（AusAID）、国際協力事業団（JICA）、国連開発計画（UNDP）、
米国国際開発庁（USAID）、世界銀行等の多国間／二国間機
関の代表者とのパートナーシップの絆を深めた。また、
ADBが直接行なっている治水池やストリートチルドレン／
貧しい母親の施設のプロジェクト、さらにマドラサ
（madrasah）という伝統的な学校制度を見るための教育施設
等、プロジェクトや現場の視察も行った。
キルギスでは、イシククル湖地域で行われているADBの
マイクロクレジット（小規模貸付）のプロジェクトと学校
プロジェクト、ビシュケク～オシュ道路プロジェクトを視
察。トルクメニスタンでは、アタムラートからアフガニス
タン北部国境のイマムナザルに抜ける幹線道路の改良プロ
ジェクトの候補地を視察するとともに、トルクメニスタン
国民の利益になる他のプロジェクトに関する説明を受け
た。ウズベキスタンでは、サマルカンドを訪れ、そこで中
小企業育成を支援するADBのプロジェクトを視察した。

協定の締結

ADBは、3月には開発結果の測定、監視、管理を適切化す
る基盤を採用、さらに 4 月にはミレニアム開発目標
（MDGs）を採択して国際社会と足並みを揃えた。また、域
内のナレッジ・ベース（知識基盤）、訓練能力、開発目標の
監視能力を強化するために ILO やWTO 等の開発パート
ナーと協定を締結した（下の囲みを参照）。

事業の遂行

会合及び承認

2002年、理事会は正式会合を57回、状況説明、ディスカッ

ション・セミナー、プレゼンテーション等の非公式の会合
を21回開催した。
理事会は、71件のプロジェクトに対する89件の貸付、総
額57億ドルを承認した。前年2001年の承認は、60件のプ
ロジェクトに対して76件の貸付、総額53億ドルであった
ので、貸付額は前年比3億3,700万ドル増額した。増額分
のうち、2億7,200万ドルがアジア開発基金（ADF）、6,500
万ドルが通常資本財源（OCR）からであった。
ADF増額のうち、アフガニスタンに対する貸付が1億
5,000万ドル、残りは主にバングラデシュとスリランカに対
する貸付であった。OCRの貸付の増額は、インドネシア、
パキスタン、ウズベキスタンに対する貸付の増額に起因す
るものであった。
貧困削減という使命を踏まえ、2002年は、38件（41％）
のプロジェクトが貧困に対する取り組みに分類されるもの
だった。貸付の最大シェアを占めていたのは運輸・通信セ
クターである。
また、理事会は、直接承認により若しくは総裁への委任
により、324件総額1億7,900万ドルの無償技術援助を承認
した。このうち5,600万ドルはOCRの当期利益から、4,670
万ドルは技術援助特別基金（TASF）から、3,640万ドルは
日本特別基金（JSF）から、960万ドルがアジア通貨危機支
援資金（ACCSF）から、残りの3,030万ドルがその他の多
国間／二国間財源からであった。これは、2001年（255件、
1億4,550万ドル相当）と比較すると23％増に相当する。貸
付および技術援助についての詳細は業務に関する章及び付
録1～3を参照。
非公式の会合において、理事は、監査機能の見直し、再
編、ナレッジ（知識）の普及等の様々な問題を検証した。

加盟

2002年にはポルトガルと東ティモールが加盟し、ADBの
加盟国は61ヵ国になった。域内及び域外の加盟国一覧はxi
ページを参照。

パートナーシップのポイント

国際労働機関（ILO）

ADBは国際労働機関（ILO）と協力し

てILOのDecent Work Agenda（一定

水準仕事に関するアジェンダ）を推

進した。2002年に ILOと交わした覚

書（MOU）に基づき、雇用創出拡大

の支援及び社会的保護や男女平等と

いった国際労働基準の遵守を開発途

上加盟国（DMCs）に呼びかけている。

ADBと ILOは、情報交換、研究、ベ

ストプラクティス、労働市場の評価

や社会的保護への関与にかかる技術

援助で協力し合っている。

2002年7月、ILOとADBは ILOの

中心的な労働基準を、新しい国別戦

略・プログラム（CSPs）の策定や更

新に必要な略式労働市場評価等、

2003年～2005年のADBの国別業務

の主流とすることについて話し合っ

た。http://www.adb.org/Documents/

E v e n t s / 2 0 0 2 / I C FTU_APRO /

blenk_paper.pdf を参照。

世界貿易機関

2 0 0 2 年に A D B と世界貿易機関

（WTO）で交わされた覚書（MOU）は、

貿易と統合によりDMCsの経済･社会

的発展を推進するというADBの業務

の支えとなっている。この協定に基

づいてADBが最初に行った重要な活

動は、WTOの貿易システムに対する

DMCsの理解を深めることを目的と

した域内技術援助の承認であった。

2002年には、WTO貿易システムに関

する交渉担当者向けのハイレベル会

合が1回と、貿易推進集中講座が1回

実施された（http://www.adb.org/

D o c u m e n t s / E v e n t s / 2 0 0 2 /

WTO_Trading_System/ を参照）。
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い報告形式の両方を参考にしているという、ADBのパラレ
ルな報告について検証した（経営陣の検討と分析の章を参
照）。2002年は、グローバルな会計及び報告に難しい点が
あったことを背景に、監査委員会は、採用する報告方式を
監視する重要性を力説した。また、監査委員会は、国際開
発金融機関（MDBs）同士が密接に協力し合う必要性、及
びこのような複雑な問題については独立監査機関と提携す
ることの重要性も指摘した。
2002年の2つ目の重点事項は、ADBの総合的な独立した

機関としてのリスク管理力をさらに伸ばすことである。こ
れは経営陣、独立監査機関、及び監査委員会が指導力を発
揮することによって可能になる。監査委員会は、具体的に
は、2002年に稼動した総合コンピュータ制御システム、総
合財務管理／人材管理情報システム（INTEGRA）等を通
じ、内外の管理を改善するという新しい構想の実施状況を
引き続き監視した。また、監査委員会は次のことも行った。
監査部（OGA）の2002年事業計画の検討･承認。これに伴
い、欧州復興開発銀行によるピアレビュー（同業者による
確認）が無事完了したことが伝えられた。OGAの汚職防止
室の年次報告書の検討・承認。これに伴い、MDBsと協力
し合ったことが報告された。監査勧告実施報告書の検討。
これに伴い、かなりの割合の監査が、業務又は財務管理に
おけるリスク管理の問題に直接的・間接的に関係したもの
であったことが報告された。

予算検討委員会

予算検討委員会は、5月に会合を開き、INTEGRAの実施
及び ADB にとっての将来的な情報システム技術戦略
（ISTS）の方向性について検討した。また、11月には、経
営陣の2002年の業務実績、2003年予算案、部局の事業計
画について検討した。
5月の会合で、INTEGRAの当初の範囲から「業務」が除

外されたことが予算検討委員会に伝えられ、同委員会は、
「今回のことから得られた教訓を慎重に検討すること」を
強く要請した。また、同委員会は、ADBの将来的なICTの
方向性に関する、委員会としての見解を明らかにした。
11月の予算会議では、再編とその効果に関する情報を要

請した。業務及び予算に対する過渡期的影響が懸念された
ため、委員会は、進捗状況の検討を行い、地域部局や地域
協力・持続的開発局の役割の明確化･厳選化を行なうこと
を提言した。また、新しいビジネスプロセスにより、新規
プロジェクトの処理やプロジェクト管理が合理化されたと
の報告があった。
ADBの戦略や政策については、「新しい政策には費用に

関する展望評価を必ず盛り込み、資源の必要量をより的確
に見極め、新しい政策実施に資金や人材が充分に割り当
てられるようにする必要がある」との見解を明らかに
した。
また、ナレッジ・ネットワーク（知識網）及びテーマ別／

セクター委員会に優先順位を付けること、委員会を新設す

第35回総務会年次総会

中国（PRC）が主催する第35回ADB総務会の年次総会

が、政府代表団、金融機関、多国間／二国間機関、NGO

を含む市民団体、報道機関等3,000人以上が参加して上

海で開催された。代表団は5月10日から12日にかけて、

総務会のビジネス･セッションに先駆けてテーマ別セミ

ナーや国別プレゼンテーションに参加した。

総務会は、ADBの2001年の活動を検討し、ADBの開

発途上加盟国の展望について話し合った。そして、貧困

削減戦略、ADBの再編、ADBの国重視の姿勢強化案お

よび地域協力推進作業の継続を推し進めていくことが確

認された。地域協力の重要性を反映し、中国の江沢民国

家主席は、「これからも中国は協力構想を支持し同構想

に関与していく」と確約した。

また、総務会は、アジア諸国／地域が持続可能な経済

成長を実現するためには、引き続き構造改革、能力開発、

ガバナンスの改善を行なう必要があることを認めた。環

境悪化という課題及び開発における民間セクターの重要

性も強調された。

支援の提供

秘書室は、総務会、理事会及び総裁への助言を行なって

いる。この他にも、秘書室には、年次総会の企画・運営、

理事会の日程調整、理事会やその委員会の会議の企画・

運営及び推進、理事会のペーパーの編集、分類及び配布、

事務局と理事会による取極め条件の実施、ADBへの加

盟申し込みの処理、監査機能の実施、プロトコルのサ

ポート及びサービスの提供等の重要な機能がある。

国連

2002年 2月、ADBは国連総会のオブザーバーになった。

理事会委員会

2002年、理事会には常任理事会が4つ、運営委員会が1つ
設けられていた。

監査委員会

監査委員会は、引き続きADBの内部管理及び内外の監査の
適切性に関する検証を行った。また、2002年には前年の重
点事項を引き継ぎ、新しく採用された国際会計基準（財務
会計基準［FAS ］133）の実施及び、それがADBの財務管
理に及ぼす影響を監視した。また監査委員会は、特にある
報告書がFAS 133に則っており、また平行して作成された
別の報告書はADBの財務諸表の書き方に則っていること
を指摘、FAS 133以前の報告書の書き方と時価による新し
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る場合には精選すること、業務部門の支障を最小限に抑え
ることの必要性とともに、開発の効果を上げるためにはナ
レッジ・マネジメントが重要であることを指摘した。また、
業務の重複を回避し、ADBの限られた技術援助財源をさら
に効果的に利用できるよう、二国間／多国間開発パート
ナーとの調整を進めることを提言した。
地域部局については、貸付分類システムを検討し、基盤
整備プロジェクト等が貧困削減に与える影響、他のMDBs
との協力強化、地域部局間又は地域部局内の業務配分の問
題に対応する必要性を正確に反映するシステムであるよう
にすることを提言した。委員会は、ADBの地域協力活動の
拡大については支持を示した。
駐在員事務所政策については、駐在員事務所と地域事務所
と業務調整部門との関係を明確化する必要性及び駐在員／地
域事務所の各地域部局への全面統合を進めること、駐在員／
地域事務所にもっと積極的に人材や予算を充当すること、同
じ地域内の駐在員／地域事務所間の交流の活発化、国内担当
官／現地の専門家の採用増加、広報や普及プログラムの強化
が強調された。
委員会は、民間部門業務局（PSOD）が新しい地域に拡
大することに対する懸念を表明し、資源が限られているこ
とから、PSODの2003年業務を削減することを提言した。
そして、「PSODは、地域部局やDMCの政府との協働を強
化し、ニッチ（隙間）市場／セクター向けの適切な手法を
開発し、小国DMCsの支援に集中すること」を勧告した。
案件管理については、「地域部局、中央業務サービス部

（COSO）及び業務評価局（OED）には、ADBの案件を管理
する明確な機能的責任がある」、さらに「COSOは、調達に
伴う法律及びプロジェクトの会計や財務管理を支援し、
DMCの案件管理能力を育成する努力を引き続き行なう」
と述べた。
ADBが管理する貧困や特定目的のグラント基金の数が増
えていることを背景に、委員会は、金融機関を引き付ける
組織的なマーケティング戦略の必要性を指摘した。
2002年には前年よりも協調融資が増えていること（業務
活動の章を参照）とともに、最近、信用拡大業務や職員の
研修が行われたために内部に保証に関する専門知識が蓄積
されたことについても言及した。また、委員会は、協調融
資業務部（OCO）、PSOD、その他部局等との協力関係を呼
びかけ、この分野における結果や業績は改善されるとの見
通しを示した。
予算管理については、「2003年、予算人事局（BPMSD）
は、所定の製品／サービスに対する職員の時間係数を更新
し、事業計画と資源配分がさらに関連付けられることを目
指している」と述べた。また、事業計画を精選して実施す
ること、優先性の低い事業は排除すること、不測の緊急の
必要が生じた場合に備えて財源の活用を最適化することも
勧告された。
委員会は、2003年予算の承認を勧告した。

開発効果委員会

開発効果委員会（2000年 12月に設置）は、貸付やナレッ
ジ製品／サービスによってADBの国別戦略・プログラムに
おいて望ましい開発目標が達成され、ADBの財源が効率的
かつ効果的に使用されることを理事会が保証できるように
するものである。
開発効果委員会の焦点は依然としてADBの業務評価プ
ログラムとその結果にあり、業務評価局（OED）の報告書
の検討（右の囲みを参照）、中央業務サービス部（COSO）
が調整したプロジェクトの年間プログラム及び技術援助完
了報告書の検証、OEDの「2001年年間評価活動レビュー」
（http://www.adb.org/Documents/pers/annualrev2001.pdf ）及び
「2001年 12月 31日までの貸付及び技術援助案件業績に関
する年次報告書」（http://www.adb.org/Documents/Reports/
Portfolio_Performance/2001/2001_12.pdfを参照）の検討など
を行った。
委員会は、2001年の貸付及び技術援助案件業績報告書の
中で、「不合格とされるプロジェクトの割合が減っている」、
「強力なプロジェクト業績監視システムが導入された」、「プ
ロジェクト･ローンの実行は順調に進んでいる」、「技術援
助財源の利用が優先されている」と述べているが、「貸付の
効果、プロジェクト･ローンの契約締結、監査済みのプロ
ジェクト会計の提出、技術援助の実施の遅れを解消する努
力がさらに必要である」と結論付けた。
また、2001年におけるADBの評価活動に関する報告書
の中で、開発効果を評価する目に見える目標の重要性を強
調し、「評価を行なうことによって開発の効果は向上する
が、評価で得られた所見や提言を職員の指針に反映させな
ければ業務を改善することはできない」と指摘した。また、
委員会は、「評価をADBのビジネスプロセスの中核とすべ
きである」ということについて了承した。

理事会監査委員会

2002年、委員会は正式な会合を13回、非公式の会合を数
回開催した。また、6件の監査要請について検討した。
2002年初頭現在、タイのサムートプラカン廃水管理プロ
ジェクト及びスリランカの南部輸送開発プロジェクトに関
する2件の監査要請が保留となっていた。2月、委員会に
は、サムートプラカン･プロジェクトの監査に関する監査
パネルの報告書に対する経営陣からの回答が寄せられた。
委員会は、監査機能の規定に従い、パネルの報告書及び経
営陣の回答に関する提言を14日以内に理事会に提出した。
委員会の提言は理事会によって3月に検討が行われた。
委員会には、スリランカ南部輸送開発プロジェクトの監
査要請が4件寄せられた。最初の要請は2001年 12月、残
る3件の要請は2002年に行われたものである。それぞれの
要請は、当該プロジェクトの影響を受ける別個のグループ
から寄せられたものであった。委員会は、2件については、
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出すことが要請された。監査機能に関する詳細については
http://adb.org/inspection/review.asp を参照。

年次報告作業部会

特別テーマの章を含むADBの年次報告は、作業部会と職員
が広く相談し合って編集されたものである。年次報告の読
者調査の回答も勘案されている。構造とプロセスについて
は作業部会が中心となっている。年次報告2002の作業部会
は、以後理事会の作業部会が作業をしやすいように、プロ
セス及び以後年次報告やテーマ別の章に対して意見を出す
タイミングについて何点か変革を提言した。
また、年次報告2002では次のように構成が変更された。

･ 業務活動及び財務概要の章を拡大して掲載データ量を増
やし、より完全な年間要約となっている。

･ 業務の優先事項と業績の章はADBの業務のテーマやセ
クターに沿ってまとめ、貧困削減というADBの全体目
標を達成するための役割について論じている。

･ カントリー・レポートの章で行われている地域の部局に
よるDMCsの紹介ではDMCのパートナーシップが強調
されている。

･（戦略的プランニング／サポート活動に代わる）ナレッ
ジ（知識）／サポート及び制度の問題の章では、再編が
どのように制度化されたかを明らかにしている。

･ 用語集では、ADB全体で用語に整合性を持たせるよう
にしている。

･ 報告書の随所に A D B のウェブサイト（h t t p : / /
www.adb.org）の具体的なページのクロスレファレンス
やリンクを掲載している。

･ 大半の章に盛り込まれているパートナーシップのポイン
トは、ADB及びその開発パートナー（政府、非政府組
織を含む市民団体、多国間／二国間機関、民間セク
ター）が、アジア太平洋地域の貧困を削減するために
2002年に行った様々な方法を考察している。

2002年に検討した報告書

プロジェクト／プログラム実績監査報告書

･ 農業セクター・プログラム（カザフスタン）

･ 第4次、第5次道路改良プロジェクト（ラオス）

･ 総合灌漑セクター･プロジェクト（インドネシア）

･ 社会行動プログラム（セクター）プロジェクト（パキ

スタン）

･ 第2次港湾プロジェクト（インド）

技術援助効果監査報告書

･ 太平洋地域の開発途上加盟国内の主要開発金融機関に

対する諮問的技術援助

テーマ別の評価研究

･ モンゴルにおける国別援助プログラムの評価

･ アジア開発銀行の投資ファンド業務の影響評価研究

･ 第I次～第V次アジア開発基金業務のレビューに関す

る特別評価研究

･ 主要な経済及びセクター業務に関する特別評価研究

軽率であるとも資格がないともはっきり推定できなかった
ため、経営陣に対して回答を出すことを要請した。委員会
は、監査専門家のメンバーに相談を行った上で、2件の要
請には監査の裏付けとなる充分な根拠がないと判断した。
理事会は委員会の勧告を認めた。残りの2件の要請につい
ては監査機能で定められた資格が満たされていないと判断
し、経営陣による回答は要請しなかった。
11月、委員会のもとにパキスタンのチャシュマ右岸灌漑

プロジェクトの監査要請が提出された。この要請について
は12月に検討が行われ、軽率であるとも資格がないとも
はっきり推定できないと判断され、経営陣に対して回答を



紛争後の再建は、単なる道路、橋梁、学校の新設をはるかに上

回るものである。紛争後の再建の仕事の大半は、市場を基盤と

する経済の回復と持続可能な成長の裏づけとなる能力の開発に

ある。この分野はまさに国際開発金融機関が触媒となって重要

な役割を果たして支えることができ、またその役割を果たして

いる分野である。

特別テーマ
復興及び再建

アフガニスタン及びその近隣地域における

ADBの役割
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50年以上も前の1944年7月、44ヵ国の代表が米国のニュー
ハンプシャーに集まり会合を重ねた結果、真の「国際社会」
の精神であるブレトンウッズ体制が生まれた。この新しい
集団の集団としての意思が、1948年に欧州で初めて試され
成功を収めた。国際社会がマーシャルプランを中心に協力
し、第2次世界大戦後の疲弊した欧州の経済や基盤の再建
を支援したのである。以後この経験を基に、国際社会は世
界各地で紛争後の復興や再建において、気が滅入るほど長
いが、素晴らしい記録を積み重ねている。1

この数十年、アジアでもいくつかの紛争が解決した。
2002年、アジアだけでなく実際には世界全体が再び紛争後
の処理に集中した。アフガニスタンが20年以上にわたる戦
いを終えて再建に踏み出したのである。アジア開発銀行
（ADB）は、アフガニスタンと同様に、カンボジア、スリ
ランカ、タジキスタン、東ティモール等の諸国における紛
争後の復興でも重要な役割を果たした。
本章では、アフガニスタンを例に用いて紛争後の諸国から

得られる教訓を引用し、復興と再建のプロセスを検証する。

再構築の課題

紛争が起きてしまったほとんどの社会では、人道、人間・
社会、治安、政治、復興／再建、発展の面からの再構築が
必要である。国際社会は、これらの課題に対応する最適な
戦略を策定するのに何十年も苦悶している。紛争後の事情
は多様であり、一つの戦略では対応できない。どのような
状況でも、現場の客観的現実を視野に入れて柔軟に適用で
きる独自の多面的取り組みがなければならない。

人道的社会支援の提供

紛争後の再建では、食料や医薬品、栄養補助剤の配布、避
難所設置や帰還、復旧、再定住支援といった基本的な人道
的救済の提供を最初に行わなければならないことが多い。
課題の範囲は広い。しかし、国際社会は紛争の最中も紛争
後も立派に人道的救済を行ってきた。
必要な基本的援助は、紛争に対する人間の莫大なコスト

負担を反映している。紛争状況では人々は高い代償を払
う。生活はかく乱され、自信は失われる。多くは絶望の淵
に沈み、無力感、恐怖感、不安感、脆弱感に見舞われ、他
者（機関を含む）に対する信頼や信用をも失う。戦闘の後
には、大勢の病人、障害者、未亡人、孤児、難民、PTSD（心
的外傷後ストレス障害）患者が残される。傷跡は癒えるま

でに何年もかかり、生涯消えない場合も多い。中央政府、国
際援助機関、非政府組織（NGO）は、個人が紛争の厳しい
現実に対応できるようなプログラムを開発してきた。
紛争の影響は、さらに広く、社会の分裂、社会的人格や

アイデンティティの喪失、社会規範や伝統的価値観、年長
者や権威に対する尊敬の喪失及び非公式な社会的安全網の
崩壊という形でも現れる。社会的な絆や価値観、規範を取
り戻すのは容易なことではないが、そうした環境作りを国
際社会が支援することによって実現への流れを後押しする
ことができる。しかし、失われた調和を取り戻すにはコ
ミュニティが一丸とならなければならない。旧来の関係を
復活させる必要がある。また、新しい関係を構築して、環
境の変化を反映し、恒久平和・安定によってもたらされる
機会を活かす必要がある。

治安の確保

治安に関する課題は、主に紛争後の地域の法と秩序にあ
る。治安が欠如していると市民の安全が脅かされる。また、
指導者や組織を持たない武装民間人の存在がこうした状況
を悪化させる可能性がある。紛争後の再建においては戦闘
員や敵対勢力の武装解除が最大の難問であることは立証済
みである。相互の安全を確保できるような信頼関係を築く
ためには時間がかかる。また、戦闘員の社会復帰が財政、物
資、物理的な負担として政府に重くのしかかる。紛争後の
多くの国では、本当に安全な社会への移行までには耐え難
い痛みが伴っている。行政の構造又は中央政権が弱体だ
と、動員解除や人権侵害の取り締まりが難しくなり、事態
はさらに複雑になる可能性がある。近隣諸国が敵対的であ
る場合や大量の不発弾が残っている場合には身体的な不安
感が募る。国際社会は、これまでも何度か行ってきたよう
に、敵対する派閥を分離し平和を維持するために治安支援
軍を派遣することができる。国際社会から寄せられた不発
弾除去支援によって多くの命が救われている。

政権の樹立

紛争後の状況では、様々な派閥が政治的取り決めを納得し
て了承しなければならないため、政治的にも難しい。中で
も最も必要なことは、国内の政治的和解を目指し、平和と
安定、そして関係する全グループの代表による納得できる
政権を樹立するために全ての派閥をまとめることである。
こうした代表政権の樹立は、民主的、効率的で、透明性と
説明責任を備えたガバナンス（統治）を推進する新しい憲
法、法律、規約の下で具体化されなければならない。合憲・
合法的な代表政権がなければ、平和と安定は瞬く間に崩れ
去り、急速な復興という夢は簡単に砕かれる。
課題の中心は、治安と政情の安定を再建に関連づけるこ

とである。この3つの点は別に起こるものではない。カン
ボジアの紛争後の経験では、再建が進むことによって政治
的プロセスや治安も強化されることを示している。

1 以下のように移行／紛争後の国や地域は数多い。アフガニスタン、アン
ゴラ、アルメニア、アゼルバイジャン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブ
ルンジ、カンボジア、中央アフリカ、チャド、コンゴ、クロアチア、ジ
ブチ、エルサルバドル、エリトリア、エチオピア、グルジア、グアテマ
ラ、ハイチ、レバノン、リベリア、マリ、モザンビーク、ナミビア、ニ
カラグア、ニジェール、ペルー、ルワンダ、ソロモン諸島、南アフリカ、
フィリピン南部、スリランカ、タジキスタン、東ティモール、ウガンダ、
ヨルダン川西岸およびガザ地区、イエメン。
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再建と開発の継続

再建を成功させるためには、救済、復興、再建、そして開
発の「連続」がどのようなものであるかの概念を明確に理
解する必要がある。開発の行程は「連続」とは言うものの
必ずしも線形であるとは限らない。また、1つの段階から
次の段階への移行が途切れずに行われるようにするのが大
切な目標ではあるが簡単なことではない。実際に、移行に
伴う痛みは紛争そのものによって受ける痛みと同じほど強
烈である。
移行を円滑に進めるためには、身体の安全、政情の安定、
経済成長という平和維持の3つの重要な要素を強化しなけ
ればならない。そのためには、中心的参加者の協調･協議、
複数のセクターや複数の次元にまたがる再建の性質を理解
することと、全てのレベルで政治・経済的な絆を構築する
ことが必要である。

取り組みの拡大

紛争後の各状況の背景には以上のような課題がある。国際
社会が中長期開発の基礎となる短期復興･再建戦略を概念
化し、実施する際にはこうした課題を考慮しなければなら
ない。
早くからこうした課題を解決しても恒久平和が保証され
るものではない。貧弱なガバナンスや経済的困難、政争に
よって緊迫がもたらされた国は即座に紛争に逆戻りしかね
ない。こうした現実を背景に国際社会は紛争後の援助の取
り組みを、紛争の防止、備え、緩和にまで拡大した（下の
囲みを参照）。紛争を防止し紛争に備えるためには、国の社
会的・政治的展望、敵対勢力の存在とその性質、論点、紛
争を誘発する状況について理解する必要がある。さらに、
紛争の沈静化に際しても、明確な措置をとるとともに紛争

後支援の重要部分を構成する防止戦略を立てるためには、
この各側面を勘案しなければならない。

紛争後から再建へ

移行の段階

紛争後の国は、いくつかの段階を経て復興と再建への道を
進む。紛争直後の数日間･数ヵ月間は、国連（UN）、難民高
等弁務官、世界食糧計画、国際赤十字委員会、様々なNGO
が中心となって救済作業が行われる。この期間は比較的短
く、一部再建活動が行なわれる場合もある。
状況が安定し安全な環境が整うと本格的な再建が開始さ
れる。この段階では再建に必要な資源と実際にある資源の
格差が大きく、紛争国は国外からの援助に頼らざるを得な
い場合が多い。
正常な経済活動が回復し、国内に財源ができ、金融仲介
活動が活発になると開発が再開される。
この移行がもっと複雑な場合もある。例えばアフガニス
タンでは、対テロ戦争が続いており、救済事業は常に脅威
にさらされ、救済を求める人の列には毎日新顔が加わって
いる。こうした状況において、救済は、避難民の再定住化、
市民の武装解除、地雷除去、合法政権と敵対する武装勢力
の弱体化と並行して行わなければならない。

移行の資金調達

紛争後の回復及び開発の各段階では国外からの巨額な融資
を必要とする。一般的に、国際社会は紛争直後の数年間は
気前が良い。そして、支援の大半は救済に向けられ、再建
に向けられる金額は限られる。つまり、最初の段階では国
の吸収力が限られているため当初から能力開発、政治改

紛争の防止、備え及び沈静化

紛争の防止及び備え

･ 脆弱性やリスクの評価

･ 情報の収集、分析、監視、普及

･ 定期的な参加型評価の実施

･ 定期調査の実施及び重要な指標の公表

･ 早期警戒システムの整備

･ 専門職の配備・研修

･ 国内、地域、地方の紛争に備えた戦略の開発

･ 紛争回避のための法律、治安、取り締まり、規制の枠

組みの確立

･ 成長、開発、貧困削減の加速

･ 国内戦略／プログラムの策定に貧困評価を用いた紛争

感度係数を導入

･ ナレッジ・ベース（知識基盤）の維持、パートナーシッ

プの構築、迅速な対応が可能な体制作り

沈静化

･ 脆弱な社会構造の補強

･ 地域または集団別の開発の均衡

･ 権力を分担し指導層を交代させる適切な構造の確立

･ 民主制度及び民主的価値観の強化

･ 緊張を緩和する適切な仕組みの整備

･ コミュニティが紛争の気配に反対して団結し、紛争の

気配に敏感になる

･ 紛争の種を早期に認識する

･ 対立勢力同士の話し合いを推進・支援する国内、地域、

国際的な仕組みの整備

･ 制度的能力開発及びグッド･ガバナンスの推進
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革、制度改革に大いに配慮しなければならない。しかし、紛
争後の国が再建や開発に向けてさらに巨額の援助を吸収で
きる準備が整わないうちに当初の援助提供の熱意が冷め
て、後日資金の問題が発生する場合もある。

紛争後の援助と国際社会

国際社会は、様々な紛争後の援助提供経験を重ねてきた。
最大の効果を上げるためには、関係国の優先順位に沿っ

て再建のために臨機応変に使うことができる財源として支
援の約束を実行しなければならない。供与国が約束した基
金の実行が遅れれば、紛争後の国が直面している問題が増
えるだけである。カンボジアやレバノン、モザンビーク、ル
ワンダ、ヨルダン川西岸およびガザ地区では、約束から約
定、そして約定から実行までに時間差があった。
支援の約束は現実的なものでなければならない。支援を

約束する会議には有名人が出席することが多く、実際より
も巨額の援助をすると言ってしまうケースも多く実行が難
しくなる。また、支援を約束する会議は臨時に開催される
ため、供与国／機関にその発言の責任を取らせることは難
しい。受入国ではなく供与国／機関の優先順位に沿って約
束が行われる場合もある。
約束は、往々にして政治的な条件、マクロ経済、平和、ガ

バナンス、人権、民主改革と結び付く。しかし、これらの
分野における供与国／機関の取り組みや重視の度合いは異
なり、受け入れ国に混乱が生じ、最終的に紛争後支援の効
果を減じることになる。また、供与国／機関が最初に援助
をまとめる際、努力の一環として、紛争後の政府が達成で
きないような条件を提示する場合もある。
救済と開発努力を結び付け、近いものにすることに尽力

すべきである。財源の確保、救済、復興、再建、及び開発
への財源の配分から問題が生じることもある。供与国／機
関は、様々な活動には重複する性質があることを放置し、
対象案件についてよく理解していても、救済から再建、又
は再建から救済への財源の移行をなかなかしようとし
ない。
本章で論じている課題や問題には、支援の調整の難しさ

が如実に現れており、状況改善のためのおびただしい作業
が進行中である。成功までは遅々としているが集団として
の努力は続いている。

MDBの役割

第2次世界大戦後、黒字国から赤字国へと資金を移転する
ことによって欧州を始めとする再建が推進され、この移転
を推進するために世界銀行が設立された。紛争後の多くの
国は、資本の流れが限定的であること、そして高いリスク
が伴うことから、自国の社会的・経済的発展に必要な資金
を引き寄せることができないでいた。戦後の欧州とアフリ
カやアジア、続いて東欧の新しい独立国家のニーズの共通

性を背景に、同じ理念に基づいて4つの地域開発銀行が設
立された。
戦後の大半の時期、国際開発金融機関2（MDBs）は、「政

府主導の開発プロジェクト投資に資金を提供する」という
設立理念を指針としていた。しかし、時が経過するごとに、
石油価格ショック、自然災害、内戦等、世界で発生する課
題に対応できるように業務が進化していった。3

通常、MDBsは救済の仕事には携わらない。MDBsの業
務は、長期展望を掲げて、能力開発や復興、再建、ひいて
は開発に真に必要な援助を提供するものになっている。
MDBsは、主に触媒の役割を果たし、国による制度の再

構築、政策策定、そして平和を維持し経済や市民が繁栄で
きる、持続的な政府のシステムを樹立するために必要な人
材の研修を支援する。

金融機関としてのMDBs

当初、MDBsは、開発途上加盟国（DMCs）を対象とする一
般的な援助の枠組みの中で紛争後の援助を扱っていた。一
部の特別基金は譲許的条件で貸付に回すことはできたが、
具体的に戦争で疲弊した国を対象としたものはなかった。
特に紛争後の援助に回される資金の大半は、無償供与の形
で提供され、各金融機関とも、そうした使用目的で実行で
きる金額は限られていた。以下、4つのMDBsの業務につ
いて説明する。紛争後の援助提供におけるADBの役割につ
いてはアフガニスタンに関する考察を参照されたい。
アフリカ開発銀行（AfDB）：AfDBの緊急援助業務は、

AfDBが資金を提供しているプロジェクトの保護又は復興、
開発活動の復活支援、他の供与機関が国に介入するために
必要な状況を整備することを中心に行われている。平和の
構築及び紛争防止に向けたAfDBの取り組みは、他の供与
機関と協力し、経済成長と貧困削減に貢献するプロジェク
トを設計し、そのための資金を提供するというものであ
る。また、紛争後の状況においては、制度改革及び経済的・
社会的不平等の温床となった可能性がある制度や、構造を
変革するための能力開発を支援する。
救済及び一部の準備業務に対しては、AfDBの特別救済基

金の年間予算500万ドルから無償供与される。復興・再建
業務に対しては主に正規の貸付という形で資金が提供され、
通常の処理や実施手続きが行われる。こうした援助は任意
の国の1件の業務に対して50万ドルを超えてはならない。

2 「国際開発金融機関」は、アフリカ開発銀行、アジア開発銀行、欧州復興
開発銀行、米州開発銀行、世界銀行を総称するために用いられている。

3 1995年6月にノバスコシア州ハリファクスで開催されたサミットで、G-
7（カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国）の首脳は、
「緊急段階から復興の段階への円滑な移行を推進し、供与国／機関と効果
的に協力して紛争後の再建を支援できる新しい調整手続きを確立するこ
と」を世界銀行及び国際通貨基金に呼びかけた。1998年、Patrick, Stewart
「The Check is in the Mail: Improving the Delivery and Coordination of
Postconflict Assistance（小切手郵送中：紛争後援助の供与と調整の改善）」
（ニューヨーク：ニューヨーク大学）。
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米州開発銀行（IDB）：IDBは、自然災害や不測の災害に
対応できる緊急再建資金（ERF）という独自の融資の仕組
みを作った。4　ERFは、自然災害や人災で生じた緊急事態
に対するIDBの業務方針を補完するものである。IDB総裁
は、理事会の同意を得た上で、緊急事態の資格基準を満た
している貸付を１億ドルを上限として処理する権限を与え
られている。5　この権限委任に基づいて承認される各ERF
貸付の上限は、通常資本については2,000万ドル、予定さ
れている有資格活動に対する譲許的貸付については1,000
万ドルを超えてはならない。これらの中には、サービス再
開の迅速化、一時的修理の資金調達、災害の後始末への支
援が含まれている。
国際通貨基金（IMF）：紛争後の状況における IMFの主
な役割は、国がマクロ経済の安定と持続可能な成長の基礎
を回復できるように支援することである。IMFは、技術援
助及び政策に関する助言を行い、金融支援を活用できる状
況まで安定した時点で金融支援を行なう。1995年、IMFは
紛争後の状況にも対応できるように緊急支援に関する政策
を拡大した。6　IMFによる紛争後の緊急支援は、一般財源
会計から出されるものであり、したがって条件は譲許的で
はない。1995年以降、8ヵ国がIMFからこの支援を受けて
いる。7

IMFは紛争後緊急資金によって割当額の25％～50％を出
すことができる。ただし、一括実行についての融資条件や
前倒しには制限が設けられている。
世界銀行：世界銀行にも自然災害や人為的緊急事態に見
舞われた国を支援する緊急再建貸付（ERLs）がある。8　一
般的にERLsには上限はなく、標準的な国際復興開発銀行／
国際開発協会の金利を採用し、可能な場合には混合融資を
行なうか二国間資金を集めて貸出金利を補助する。
紛争後の状況においては、世界銀行は、国連機関や二国
間供与機関、NGOと連携し、平和プロセスの確立、すなわ
ち、経済の再生、貿易、貯蓄及び国内外からの投資の再開、

マクロ経済の安定化や適切な法規則の枠組み、社会的安全
網の構築、ガバナンスや市民団体活動の向上、物理的・社
会的基盤や人的資源の再構築、食料安全保障の整備、避難
民の社会復帰、元戦闘員の復員・社会復帰、地雷除去、地
域開発、支援の調整に貢献している。
世界銀行は1980年から1998年の間に紛争後の18諸国に
62億ドル以上を貸し出している。9　政策、国を超えた学習、
具体的な紛争後のスキルを整備するため、1997年7月には
紛争後復興支援ユニットが新設された。また、同年8月に
は、紛争後の早期再建に迅速に対応できるように拡大無
償開発資金の一環として紛争後復興支援基金という新しい
基金が設置された。

長期パートナーとしてのMDBs

概念的な視点及び実際的な視点から、社会的・物理的基盤
の再構築には長期展望が必要である。アフガニスタンにも
見られるように、大半の紛争後の社会は大変革を余儀なく
される。主な参加者が変わり、新しい連携が確立され、市
民の考え方が変わり、国外からの援助の見通しが明るくな
り、新しい機会は夢物語ではなくなっている。期待は高く
なっている。
MDBsは、型にはまった解決策では、こうした変革に伴
う問題を恒久的に解決することがほとんどできないことを
知っている。紛争後の再建は、詳細なニーズ分析及び適切
な状況分析に基づいて行なう必要があるとともに、政策や
制度的枠組み、地域の状況、世界的次元、環境影響評価や
社会的影響評価、紛争の心理社会的な影響を勘案しなけれ
ばならない。
復興・再建活動をうまく組み入れることができる総合的
な中長期的戦略の枠組みが必要である。しかしこの場合
も、枠組みの成否は、復興・再建の最中および以降の経済
投資、金融投資、社会投資及び環境投資の質と実行可能性
にかかっている。すぐに影響が現れる一部の復興プロジェ
クトは、長期戦略に支障を来たさないことを条件として行
なうことができる。他の投資は、全ての選択肢を評価し、特
定の案の利点が明確になった時点で初めて行なうべきで
ある。

触媒としてのMDBs

紛争後の再建は、単なる道路や橋梁、学校の新設をはるか
に上回るものである。紛争後の再建の中心になるのは、紛
争中に最も痛手を受けた能力開発である。実際の再建は、
自由市場を発展させ、個人のイニシアチブが発揮でき、社
会や経済の全ての側面への女性の平等参加を促し、NGOを

9 アンゴラ（1億9,700万ドル）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（1億5,000万
ドル）、カンボジア（2億3,700万ドル）、クロアチア（2億6,500万ドル）、
エリトリア（2,500万ドル）、レバノン（1億7,500万ドル）、ルワンダ（1
億2,000万ドル）等である。また、世界銀行はアフガニスタンに5億5,000
万ドルを約定している。

4 IDB、1999年、PR-806。緊急再建資金（ERF）。
5 これらの基準は次の通り。（i）公式な緊急事態宣言があった、（ii）業務
政策文書で規定されている緊急事態に相当する、（iii）緊急事態に対する
準備、緊急事態の防止及び管理を行なう能力を強化するという政府の保
証が得られる。

6 紛争後の緊急支援は、次のような国を対象とするものである。（i）改めて
外貨準備を行い外貨支払いに対応するために収支上の必要がある国、（ii）
その国を包括的に支援する国際協調努力にIMFによる支援が組み込まれ
ている国、（iii）紛争によって行政能力に大きな支障が生じ、IMFの取り
決めによって支援される総合プログラムを策定・実施する準備はできて
いないが、本来であれば政策を立案・実施するだけの能力が当局にある
国。

7 アルバニア（1,200万ドル）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（4,500万ドル）、
コンゴ（2,320万ドル）、ギニア・ビサウ（480万ドル）、ルワンダ（2,030
万ドル）、シエラレオネ（5,070万ドル）、タジキスタン（2,010万ドル）、
ユーゴスラビア（1億5,100万ドル）。

8 世界銀行約定条項では、戦争で疲弊した社会に対して特別配慮すること
が規定されている。世界銀行は、そうした加盟国に対する貸付条件を決
める場合、その国の金融負担を軽くすること及び回復と再建を促進する
ことに特段の配慮を行なう。
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含む市民団体が自由に運営でき、貿易や商業取引が拡大
し、内外の金融の絆を回復し、地域のつながりを再開･強化
し、生産要素の移動性を高めるような的確な政策や制度を
明確にして実施することでもある。紛争後の再建は、市場
主体の回復及び持続可能な成長を可能にする能力開発を行
なうことが大半である。そして、この分野でこそMDBが
触媒としての重要なサポート的役割を果たすことができる
のであり、またそれを実践している分野なのである。

ADBの手法及び比較優位

紛争後の再建は、アジア太平洋地域の生
活水準の向上を目指してADBが掲げて
いる「アジア太平洋地域の貧困削減」と
いう包括的目標と密接に結び付いてい
る。この目標は、紛争後のより大きな緊
急事態も想定している。なぜならば、内
紛による人的損失を最も強く受けるの
は、外部からの衝撃を最も受けやすい貧
困層だからである。
ADBは、安全及び安定した政情の確立･維持という難問

を克服する政府の作業を支援する3方向の紛争後再建方式
を採用している。能力開発、特に貧困層を対象とした生産
回復と収入の回復、そしてより多くの支援を吸収できるよ
うな能力の開発に注力している。このような焦点及びそこ
から生まれてくるものは、貧困削減という中心目標に直接
的・間接的に貢献するためのものである。
ADBには紛争後に対応する支援を行なう仕組みが特にな

く、他のMDBsと同様、紛争後の状況には既存の仕組みで
対応している。10

紛争後の戦略を策定する行動の流れは、ADBのプログラ
ム策定のサイクルに厳密に従っている（p.19の図を参照）。
DMC内の紛争の状況を逐一モニターし、報告書を作成し、
その報告書を経営陣が検討する。紛争の最中、担当者は状
況変化に基づいて詳しいナレッジ・ベース（知識基盤）を
作り、紛争後の対応に備えて分析の枠組みを構築する。そ
して可能な場合にはニーズ評価を実施する代表団を現地に
派遣し、緊急支援を提供するための暫定的な国別戦略・プ
ログラム（CSP）が策定される。支援は、自然災害に対して
も人為的な災害に対しても行われるが、現在までのところ、
自然災害が実行額全体の90％以上を占めている。過去にお
いては、緊急時貸付はインフラ基盤の復旧が中心であった。

比較優位

ADBには、アジア太平洋地域のDMCsに関する情報のデー
タベースがあるため、紛争後の状況に対して迅速かつ効率
よく行動することができる。各DMCに関する内部データ
ベースは定期的に更新されているだけでなく、世界に広が
る駐在員事務所／事務所網がこれを補完している。ADBは
国別経済レビュー（CERs）およびCSPsを通じ、内部で会
得した開発パートナーに伝えることができる教訓を学ぶこ
とができる。毎年行われるCSPの更新だけでなく、これら

の資料によって各DMCの姿が分かり、
必要な場合は即座に緊急時対応を明確に
することができる。
DMCsの緊急事態に対するMDBsの

対応には、データ資料作成及び緊急時準
備プログラム策定の合理化、報告書の監
視、過渡的支援戦略を策定する前のニー
ズ評価及び環境・社会評価の実施等があ
る（p.16の囲みを参照）。

業務の柔軟性

紛争後対応の成否の鍵はスピードにある。ADBにはナレッ
ジ･ベースがあり、支援を提供する機が訪れた場合、迅速か
つ効果的に対応することができる。迅速に対応するために
は、担当者の動員や予算集め、事務手続きの解釈等、様々
な分野での柔軟性が求められる。現行の緊急時政策では、
プロジェクトやプログラムの処理の所要時間を短縮するた
めに、ある程度の自由裁量が規定されている。この柔軟性
は、資金の流れや支払いシステムにも及び、約定資金の早
期支払いが可能になった。
ADBには業務や事務の柔軟性がある上に、介入戦略を策

定する前に短時間で評価を実施することができるため、カ
ンボジアやスリランカ、タジキスタン、東ティモール等の
多様な紛争状況に手際よく対応することができた。さらな
る手続きの合理化や貸付条件の緩和を緊急時政策に盛り込
むことも可能である。

長期関与

再建の道は長く複雑である。初期段階で政府が下した難し
い決断が、その国の将来及びその国の平和維持力に影響を
与えることになる。ADBを始めとする金融機関は、このよ
うな状況下にある政府に対して、国家、国家の制度及び基
盤構造の再建に対する国際社会の信頼と関与を表す財政
的・技術提供支援を行っている。
紛争後の再建では政情の安定が中心であり、統治者はこ

れを保証しなければならない。ADBがカンボジアで学んだ
ように（p.17のカンボジアに関する囲みを参照）、再建初期
の支援では、支援の提供と政府とのパートナーシップの構
築が同列にある。当初から良い関係ができていると、長期
的な支援実施が促進される。

紛争後の状況では、国際開発
金融機関は触媒となり、制度
の再構築、政策の策定、平和
維持に必要な人材のトレーニ
ング、持続可能な政府のシス
テムの確立という面から国を
支援する。

10 ADBの支援について詳しくは http://www.adb.org/Documents/Manuals/Op-
erations/om25.asp を参照。ADB、1987年及び1989年。「Rehabilitation As-
sistance After Disasters（災害後の復興支援）」。マニラ：ADB、1997年。
「Change in the Loan Ceiling for Loans Processed under the Bank’s Emergency
Rehabilitation Assistance Loan Facility for Small DMCs（小国DMCsのため
のADBの緊急時復興支援貸付資金に基づいて処理される貸付上限の変
更）」。この貸付資金に関する詳細については、http://www.adb.org/Docu-
ments/Manuals/Operations/om24.asp を参照。
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平和が訪れた当初数年は経済の高度成長を見込むこと
ができるが、その後、当該国の状況を正確に反映したレベ
ルに戻る。成長に転じるには、紛争後、初年度に最大の支
援を行なうとともに、政府の吸収力の強化に焦点を絞るべ
きである。さらに配分をするか否かは、譲許的資金を得ら
れるか否か、及び支援の効果によって決まる。
近年紛争を乗り越えた諸国は、継続的な輸送・情報通信
技術革命を利用し、紛争によって失われたり破壊されたり
した経済力を、以前よりも短時間で回復できるようになっ
ている。このため、当初の高度成長期間を延ばすことも可
能である。この場合には、紛争後の支援の実施に金融機関
が採用する手法は違ったものになる。それには、これまで
よりも長い期間比較的高いレベルで支援を持続すること、
そして、ニューテクノロジーの利用に必要な能力開発に支
援の焦点を合わせることに全力を注ぐ必要がある。この支
援のパターン及び期待される成長は、貧困削減というADB
の中心目標にこれまでよりもかなり大きな影響を与えるこ
とになると思われる。

再建に対する融資

最古参の地域金融機関であるADBは、2002年現在、紛争
後のDMCsの再建に比較的巨額を約定している。その内訳
は次の通りである。
･ カンボジア 1億2,270万ドル
･ フィリピン 1億9,200万ドル
･ ソロモン諸島 1,050万ドル
･ スリランカ 8,400万ドル
･ タジキスタン 2,860万ドル
･ 東ティモール 870万ドル

また、アフガニスタンを支援するために2002年1月から
30ヵ月間で5億ドル以上を約定している。この金額は、同
国に対する供与機関からの約定額全体の11％に相当する。

マクロ経済およびセクターへの関与

紛争後のDMCsに対するADBから支援は、マクロ経済及
びセクター開発の問題で触媒としての役割を果たすことを
重視したものである。マクロ経済の安定を実現するために
は、セクター政策と制度改革の両方を実施し、続いて資本
投資を行なうことが重要であり、ADBもこのパターンを踏
襲している。
例えば、カンボジアでは、初期にはマクロ経済の管理に
対して支援を行い、そしてその後はマルチセクターの復興
に対して支援を行った。スリランカでは、ADBの紛争後プ
ログラムは大半が道路、学校、石油備蓄施設、コミュニティ
のインフラ基盤の復興を支援するものであった（右のスリ
ランカに関する囲みを参照）。タジキスタンでは、ADBは
政府による貧困削減戦略の策定を支援し、政府と貧困削減
のためのパートナーシップ協定を締結し、その後運輸、電
力分野の改革、農業セクター及び社会セクターに対する復
興貸付を行った。全ては自然災害の場合の緊急時支援と組
み合わせた（p.18のタジキスタンに関する囲みを参照）。東
ティモールでは、ADBは、運輸、電力、通信、マイクロファ
イナンス、その他のセクターにおける能力開発を支援する
無償技術援助を行った。

能力開発

ADBの技術援助資金は、紛争後の国でそれがなければ支援
を効果的に吸収する力が付かないという基本的な治安、技

緊急時支援に対する戦略的手法

緊急事態への対応は開発対応の一環

である。この10年で、自然災害によ

る緊急事態及び人為的な緊急事態は

60％以上増加し、2000年までに784

件に達した。こうした緊急事態によ

り、300万人近くが死亡したほか、24

億人以上が被害を受け、何兆ドルと

いう金融投資や物理的資産が放棄ま

たは破壊された。

アジア太平洋地域の最貧国15ヵ国

の3分の2近くが紛争や自然災害に見

舞われている。その度に最も大きい

打撃を受けているのは最貧層である。

貧困と脆弱性の悪化は内戦の結果生

じるものであるとともに内戦の温床

でもある。

貧困削減に向けた努力は、リスク、

脆弱性、緊急事態の被害の防止、緩

和、対応によって左右される。つま

り、そのためには持続可能な生活の

提供、弱体化したガバナンスの改善、

過渡的な安全網の整備、制度的能力

の開発、枯渇した人的・社会的資本に

対する取り組み等の問題をさらに重

視する必要がある。緊急時支援を効

果的かつ効率的に行なうためには、

財源、及び事態に対する組織として

の戦略的対応が必要である。

緊急時における準備及び対応に対

する介入には、次のように防止段階、

過渡的段階、緊急事態からの回復段

階が盛り込まれている必要がある。

･ 防止段階：リスクを抱えた国に関

する分析を強化し、リスクに対応

しリスクを緩和する介入の内容を

考える。

･ 過渡的段階：救済から開発に移る

重要な過渡期には、人道的救済を

扱う機関との提携を重視する。

･ 緊急事態からの回復段階：パート

ナーと協力して損害評価及びニー

ズ評価を作成して優先事項を明確

にし、緊急事態に対する対応を実

施し、中長期の総合再建プログラ

ムの策定を開始する。

復興支援その他の緊急時支援を迅

速かつ効果的に行なうためには、緊

急に必要な短期の小額貸付の承認が

できるような柔軟な政策及び貸付手

法が必要である。
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術／管理、政治能力の開発を支援するものである。ADBは、
紛争後の諸国の必要に応じて技術援助用の財源を臨機応変
に再配分することができる。
1987年から2001年の間、ADBは、紛争後の諸国に対し

カンボジアの再建

カンボジアはアジアの最貧国の一つ

である。経済・ガバナンスの改革に向

けた課題は多く、貧困削減のための

課題も膨大である。しかし、同国では

再建の作業、そして数十年にわたっ

て続いた戦争や内戦で残された深い

傷跡を癒す作業が進んでいる。

カンボジアがADBに加盟したのは

1966年のことであった。ADBは20年

近くの空白期間を経て1992年に同国

での業務を再開した。国連が選挙の

支援をしたのはその年の5月のこと

であった。このように早くから着手

したために、政府と強い実務関係を

結ぶことができた。

1992年には、ADBによる開発計画、

経済統計、財政管理、金融政策の4つ

で構成された初めての技術援助が行

われた。このプロジェクト（国際通貨

基金及び国連開発計画と共同で実施）

では、カンボジア初の総合経済戦略

の策定を支援した。

1992年11月、ADBはほぼ20年ぶ

りにカンボジアに対する貸付を承認

した。この貸付はマルチセクター緊

急時貸付7,000 万ドルで、幹線道路

網、学校、研究所、大学、灌漑計画等

の基本的な物理的基盤構造の再建の

資金となった。電気のインフラが、主

要都市プノンペン、シェムリアップ、

シアヌークビラに整備された。

ADBは、能力開発を支援の柱とし

て、1995年にカンボジアで初めて全

国業務戦略を策定した。また、これと

平行して、1996年～2000年社会経済

開発計画を策定する政府を支援した。

間もなくADBの業務はカンボジア

農村部にも拡大され、人口の90％及

び最貧困層も網羅するようになった。

支援の70％以上は地方を対象として

いた。

2000年、ADBはガバナンス、及び

基本法や説明責任担当機関の欠如に

軸足を移した。そして、立法の枠組み

作り及び国家監査局等の会計責任機

関の強化を支援した。

包括的ガバナンス評価を行い、行

政改革、財政改革、地方分権、法律・

司法改革、地域統合について調査し

た。そして、政府はこの評価を元にガ

バナンス行動計画、最近策定された

第2次社会経済開発計画、国家貧困削

減戦略を策定した。これらの計画や

戦略に共通する主なテーマは、グッ

ド・ガバナンス（良き統治）と法律至

上主義である。カンボジアに関する

詳細についてはhttp://www.adb.org/

Cambodia/ を参照。

スリランカの平和に対する対応

1983年以来続いたスリランカ政府と

タミル・イラム解放の虎（LTTE）と

の武力対立では6万人以上が死亡し、

70万～80万人が避難民となった。こ

の紛争により、スリランカの1996年

の国内総生産に相当する額の経済的負

担がかかり、この20年間の経済成長

率は年間 2 ～ 3％ずつ押し下げら

れた。

2002年2月、政府とLTTEとの間

に停戦協定が結ばれ、日々の紛争は

基本的には終結した。政府はLTTE支

配地域への必需品の禁輸措置を解除

した。これまでのところ停戦協定は

守られている。

しかし、同国北東部の物理的･社会

的基盤は依然壊滅状態にある。同地

域の経済は改善基調にあるが、その

すさまじい惨状と地雷や不発弾の存

在のため回復は遅い。

ADBの戦略やプログラムでは、紛

争の大半で戦闘や戦闘の影響がある

ことは認めていながら、それらにつ

いて具体的に扱っていなかった。と

ころが、2001年になってADBは方向

転換した。北東部コミュニティ復興

開発プロジェクトの資金として2,500

万ドルの貸付を承認したのである。

このプロジェクトは小規模な社会・

経済基盤の改善と所得の創出を目指

したものであった。

プロジェクトの内容は、コミュニ

ティ間、政府支配地域とLTTE支配地

域、地方のニーズと都市のニーズとの

バランスを取る必要性、治安や人道的

必要性の変化に迅速かつ柔軟に対応

する必要性、支援の内容決定にコミュ

ニティが参加する必要性を基に決め

られた。

プロジェクトは、立案及び実施段

階で柔軟性を考慮したために、停戦

後に効果的に機能した。

ADBの支援により、他のプロジェ

クトのための貸付財源が集めやすく

なり、停戦が実現した時点で紛争地

域における基本的かつ象徴的な業務

を行なうことができた。北部の都市

ジャフナと他の都市を結ぶ自動車道

の再建、ジャフナの送電システムの

復旧などがその例である。

平和プロセスが前進する際は、国

際社会は暫定機関や流動的な構造の

環境下で働くことになり、プログラ

ム作成時の柔軟性がかぎになる。ス

リランカに関する詳細については

http://www.adb.org/Srilanka/ を参照。

て11件の能力開発技術援助プロジェクトを実施した。カン
ボジアでのプロジェクトは、運輸セクターと農業セクター
に対するものであった。スリランカでは環境を重視し、ク
リーンな生産技術を工業開発に組み入れる技術援助が行わ
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れた。タジキスタンでは、運輸セクターとエネルギー･セク
ターの制度強化を支援するとともに、水害管理の能力開発
を行った。また、東ティモールには経済の主要セクターを
管理するための能力開発に全額無償の支援が供与された。

経験及び教訓

ADBは、カンボジア、スリランカ、タジキスタン、東ティ
モールで行った活動を通じて、紛争後の再建について豊富
な経験を積んでいる（http://www.adb.org/Countries/ を参照）。

2002年にアフガニスタンで業務を再開する準備をするに当
たっては、これらの経験や下記の教訓を生かすことがで
きた。
制度開発に巨額の財源を投じること：プロジェクトが円
滑に遂行されないケースには、政策や制度の枠組みが充分
でない場合が多い。カンボジアの場合、政策策定能力が低
く、国際援助の潜在力を最大限に生かすことができなかっ
たため、必要な政策変更を策定･実施するためにさらに国
外からの支援を仰がなければならなかった。

タジキスタンの復興

タジキスタンは、1991年のソ連崩壊

後に独立した。独立国家になったこ

とから突然生じた需要と1992年から

1997年まで続いた内戦で経済は壊滅

状態になった。1996年までに国内総

生産（GDP）は60％以上低下した。失

業率は30％を超え、国民の80％以上

が貧困生活を送っていると推定さ

れた。

1997年には和解プロセスが開始さ

れ、2000年には国会議員選挙が実施

された。そして、こうした事態を経て

経済が着実に成長し社会の安定を支

えている。

ADBは、開発パートナーの仕事を

土台とし、政府や非政府組織と協議

しながら、1998年10月にタジキスタ

ンの暫定業務戦略を策定した。焦点

は、市場経済への移行の支援、紛争後

の復興支援、自然災害の復興支援に

置かれた。また、農業、インフラ基盤

（特に道路や電力）、社会セクターの

再構築作業が優先された。

ADBとタジキスタンは、国家貧困

削減戦略に基づき2002年に貧困削減

パートナーシップ合意（PPA）を締結

した。これは、ADBが中央アジアの

国と初めて結んだPPAであった。成

長率と輸出には改善が見られている

が、貧困はいまだに蔓延している。

ADBは、広範な経済機会の確保、狭

い経済成長基盤への対応、成長の恩

恵の公平な配分の実現のために政府

を支援している。

ADBは、タジキスタンに対して10

件、総額1億7,300万ドルの貸付を承

認した。貸付対象は、紛争後の復興、

道路及び電力セクターの改革、農業

セクターの支援、緊急時支援業務、地

域協力である。

人間や制度の能力強化に対する支

援は開発のポイントであり、ADBは

そのために29件、1,500万ドル相当

の技術援助プロジェクトを承認した。

タジキスタンに関する詳細について

はhttp://www.adb.org/Tajikistan/ を

参照。

東ティモールの開発

東ティモールでは、1999年に投票が

行われ、独立賛成票が圧倒的多数を

占めた。それまでの数週間足らずで

国内の物理的インフラ基盤の約70％

が破壊され。国民の80％近くが避難

民となっていた。

3ヵ月後の1999年12月、東京で開

催された援助機関の会合で東ティ

モール信託基金（TFET）が設立され

た。この基金の用途の優先順位は

ADBと世界銀行の協力によって決定

された。

ADBはインフラ基盤復旧の仕事を

引き受け、まず、道路、港湾、水資源、

電力供給といった急務を重点的に

行った。全ての分野で総合的な能力

開発支援が必要とされていた。道路

の復旧・維持作業によって、それまで

孤立していたコミュニティが結ばれ、

約30万人日の雇用が創出された。2件

の給水プロジェクトが実施され、農

村部の24万人、首都ディリの15,000

人が安全な水を利用できるように

なった。また、こうした労働集約型の

プロジェクトで約9万人日の雇用が

創出された。

焦点が、緊急時、人道上及び安全上

のニーズから開発活動へ移行したこ

とは、ADBが行った港湾プロジェク

トやマイクロファイナンス・プロ

ジェクトに反映されている。こうし

たプロジェクトでは、貧困削減や経

済･社会開発に焦点が合わせられて

いる。

ADBは、東ティモールで業務を開

始して以来、20件、860万ドル相当の

技術援助プロジェクトを承認した。

多くは、TFETから資金が提供される

プロジェクトをプロジェクトの準備

や能力開発の面で支援するもので

ある。

貧困評価（政府、ADB、国際協力事

業団、国連開発計画、世界銀行が実施）

は、2002年5月に発表された同国の

第1次国家開発計画の策定に役立っ

た。この計画には、貧困層の機会増大、

基本的社会福祉の利用改善、衝撃に対

する脆弱性の緩和及び食料安全保障の

改善を含む安全保障の強化、貧困層に

力を付けること、という4つの項目を

もとにした国家貧困削減戦略が盛り込

まれている。東ティモールに関する詳

細についてはhttp://www.adb.org/

Timor-Leste/ を参照。
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政策と制度改革の流れを適切にすること：タジキスタン
では、特に一触即発の状況が続いている時には政策と制度
改革の流れが重要であることを学んだ。当初から努力をし
た結果、道路や電力セクターの基盤の復旧が円滑に進んだ。

緊急時貸付の準備：カンボジアからは次の教訓を学ん
だ。すなわち、緊急時貸付には長期の準備が必要なものは
入れないこと、実施時に柔軟に調整ができる手法を採用す
ること、特に運用と維持については柔軟性のある融資条項

紛争及び紛争後の状況に対するADBの取り組み

通常の流れ

国別経済レビュー（CER）

国別戦略・プログラム（CSP）

通常業務

学んだ教訓の会得及び普及

開発のレビュー
最新版国別戦略・プログラムの策定

紛争のモニター
経営陣に提出する定期報告書の作成

内戦や紛争の勃発
業務の中断

紛争後の対応に備えてナレッジ･ベース
及び分析の枠組みを作成

ニーズ評価
治安、政情の安定、再建間の関連性の確立

暫定国別戦略・プログラムの策定

緊急時支援の実施

通常業務の再開

1966年～1979年：通常業務の停止、9件、総額9,510万ドルの貸付、
総額250万ドルの無償技術援助

1979年：ソ連侵攻およびADB業務の停止

2001年11月～12月
･ 国際アフガニスタン再建会議
･ 紛争後の再建に向けた調整機構の設立：
アフガニスタン支援委員会、アフガニスタン復興支援運営委員会、実施委員
会、アフガニスタン援助調整庁

2001年11月～2002年1月
･ 複数の供与機関（ADB、国連開発計画、世界銀行）による予備ニーズ評価
･ 2002年1月、東京において供与機関が45億ドルを約束
･ 2002年1月、東京においてADBが5億ドルを約束

2002年3月～8月
･ ナレッジ･ベースの充実を目指した、ADBによる運輸、教育、天然資源管
理、農業・天然資源セクターの包括的ニーズ評価

2002年5月：再建の枠組みを作成
･ 政府の国家開発の枠組みをもとに最初の国別戦略・プログラム（CSP）を策
定し、治安、政情の安定、再建間に関連性を確立

2002年4月～12月：緊急時支援の実施
･ 再建のための能力開発に対する1,460万ドルの技術援助
･ 災害に対する備えと災害管理に対する50万ドルのアドバイザリー技術援助
･ ガバナンス及び金融、運輸、エネルギー･セクターにおける政策及び制度改
革に対する1億5000万ドルの紛争後マルチセクター･プログラム･ローン

･ 教育、保健、運輸セクターに対する3件、2,200万ドルの無償パイロット・
プロジェクト

2002年10月：開発支援の効果の改善
･ 国内開発予算の提示
･ 政府主導の支援調整を目指した、政府による地方諮問委員会及びアフガニス
タン開発フォーラムの設置

将来：再建の枠組みの見直し
･ CSPの更新：学んだ教訓を会得し、セクターの焦点を政府の優先順位と合わ
せる

アフガニスタン
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を盛り込むこと、政策や制度の問題に対応する後続プロ
ジェクトで補完することである。
中央機関と地方機関の活動を調整すること：全ての紛争
後の諸国の経験から、緊急時プロジェクトを迅速かつ効果
的に実施するためには、機関同士の調整を効率的に行なう
ことの重要さが明白になった。
再建後のプロジェクト施設の維持に関する要因：緊急時
支援でもプロジェクトの準備段階での品質管理及びセーフ
ガード条項の厳守を維持しなければならないことが全ての
事例で明白であった。
戦略を立てること：再建支援を効果的に行なうために
は、国および機関の業務戦略が必要である。人間の尊厳を
回復･確立し、国としてのアイデンティティを確立し、政府
に対する国民の信頼を回復するというプロセスは運に任せ
てはならない。

アフガニスタンとADB：

パートナーシップの再開

ADBが23年間の空白の後に再びアフガニスタンを訪れた
のは、2002年2月の寒い霧の朝だった。ADBの一団が、ア
フガニスタン暫定政権（IAA）と同国で初めて正式に接触
する会合に出席するためにカブール空港に降り立った。新
しいパートナーシップ時代の静かな幕開けだった。
ADBとアフガニスタンとの関係の復活は、明確な段階を
踏んで実現された（p.19の図を参照）。
アフガニスタンは1966年のADB設立当初からの加盟国
であった。業務は1969年に開始され、1970年には最初の
貸付が承認された。同国に対しては、1979年までにアジア
開発基金（ADF）から9件の貸付、総額9,510万ドルが承認
されていた。11　ADBは、中小の農業及び灌漑プロジェク
トに焦点を合わせ、また運輸や水力発電、職業教育にも取
り組んだ。そして、1979年のソ連による占領後アフガニス
タンにおけるADB業務は停止した。12

ADBが戻ってくるまでの20年以上の間にアフガニスタ
ンは外部からの侵略や内戦で荒廃していた。同国の経済や
物理的基盤は壊滅状態にあり、社会、政治、民族の骨組み
は崩壊していた。ソ連の侵攻、内戦、そして残忍で抑圧的
なタリバン政権による壊滅的な被害の上に、1990年代後半
の4年間の旱魃が農業、園芸、家畜の生産に深刻な被害を
もたらした。全ての面で経済が停滞した。生産や消費、貿
易、貯蓄、投資、資本蓄積は、崩壊するか、あるいはきわ
めて低レベルにまで落ちた。1998年から2002年の間に、1
人あたりの国民総生産（GNP）は約35％減少して205ドル
前後になった。
2001年12月、ボン合意が成立しIAAに政権が託された。
そして、IAAは、「国家経済を再興し平和と安定を回復した

い」という希望を直ちに宣言した。アフガン国民は、自ら
の運命をコントロールし、再建そしてアフガン国民全員に
繁栄が広がることを重視した、統制の取れた国への再生に
強い意欲を示している。
アフガン国民は3つの大きな課題に直面している。つま
り、数十年にわたる戦闘により人的損失を被ったが、存続
可能な平和を構築し、近代国家の運営に必要な行政的･政
治的能力を開発しなければならないのである。アフガニス
タンの再建は、同国の国民及び国際社会の意思を試すもの
となる。また、人道的支援と再建との関連を密接かつ継続
的なものにするための最良の方法に関する最近の思想を試
す実験場でもある。

紛争後の再構築

政権の保証

広い基盤を持つ政権IAAはボン合意を受けて2001年12月
に樹立された。「再建の立案から実施までの全ての段階に
アフガンの国家、州、地方、草の根など全てのレベルの男
女が参加し主導する」という合意がなされた。復興と再建
の成否はアフガンの自助努力に懸っている。
ADBはアフガニスタン再建のための国際連携のパート
ナーとして、政府と密接に協力して紛争後支援の手法の開
発作業を行った。その手法はほとんどアフガニスタン自ら
が主導している。政府は、将来のあらゆる仕事の根幹とな
る恒久平和構築プロセスの推進に深く関わっている。政府
の後ろ盾がなければ、復興や再建の仕事をしてもアフガン
国民をより幸福にするものはまず生まれないであろう。
2002年1月21日～22日に東京で開催されたアフガニス
タン復興支援国際会議で、IAAは、「貿易相手国の繁栄に貢
献し、地域の安定を高め、繁栄する安全なアフガニスタン」
というビジョンを表明した。IAAは、アフガン国民及び国
際社会に対して説明責任を果たすことができる効率的で透
明な政府を有する、信頼のできる国家建設を目指してお
り、活気と競争力のある民間セクター及び民主制度が整備
された豊かな市民社会を建設する重要性について強調し
た。またIAAは、政情の安定や治安、基本的サービスの利
用、国民の適切な生活水準、経済成長、そして長期的には
海外からの支援を受けなくても済むようになることなど、
再建プログラムの主な成果を明らかにした。

新しいアイデンティティの構築

紛争後の再建は、国民を団結させ政権に意味を吹き込む制
度と、インフラ構造の構築に基づくものである。アフガニ
スタンにとってこれはどのようなことを意味するのだろう
か？
再建の指針となる戦略の趣旨は、ボン合意、政府声明、

国家開発の枠組み（NDF）で明らかにされており、「社会秩
序は国内から整えること」、「潜在的に破壊的な勢力を生産

11 ADBはまた、総額250万ドルの無償技術援助も行った。
12未払貸付金を全てキャンセルし、支払いを停止した。
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考え方を変える：アフガニスタンにおけるジェンダー

女性が再び家の外に出て働くように

なり、少女も復学している。これらは

新しい一歩で、アフガニスタンの女

性に機会が与えられる新しい時代の

象徴である。

タリバン支配下では、女性は家の

外で働くことができず、少女は学校

に行けなかった。現在、彼女たちは積

極的に行政や市民社会に参加してい

る。しかし、平等への道はいまだに遠

い。政府においては、29閣僚のうち

女性閣僚は2人、女性副大臣は4人、

女性将軍は5人、9人の憲法起草委員

のうち女性委員は2人である。

このような進歩が見られているに

もかかわらず、女性公務員の数はタ

リバン前のレベルに達していない。

実際のところ、アフガンの女性は、依

然として旧弊や権利の制限、経済的

困窮に縛られているのである。

政府及び非政府組織（NGO）は、考

え方を変え、女性の地位を向上させ

るべく努力をしている。新しい女性

問題担当省は、長期的で持続可能な

基盤に立った女性の地位向上と福祉

の改善を目指している。

タリバン支配下では、NGOが保健

や生活等様々な分野で女性を支援して

いた。今ではこうした仕事の多くは政

府と協力して行われている。女性が職

業能力を習得/向上できる機会や教育

を開始/再開できる機会の創出に努力

しているNGOはカブールだけでも30

以上ある。NGOのプロジェクトには

資金が足りないものが多いが、それで

も役に立っている。女性用の保健施設

は増えつつあり、小規模の雇用創出プ

ログラムも開始されている。

ADBは、社会の復興、再建、融和

に女性は不可欠であると認識してい

る。政府による国家開発の枠組み

（NDF）でも、「政策や財源配分に女性

が参加しなければ、又女性向けの具

体的プログラムがなければ国家の発

展は実現できない」と認めている。

「全てのプログラムでジェンダーに特

段の注意を払い、補足として付けえ

るようなことがあってはならない。

また、女性の機会の拡大、及びわが国

の文化や他のイスラム国家の経験、

世界的な人権規範を基にした男女間

の協力改善を目指して社会的対話を

行なう必要がある。」1

女性の地位向上はアフガニスタン

におけるADBの仕事の不可欠部分で

ある。例えば、カンダハール・スピン

ボルダック道路復旧プロジェクトに

は、国内の帰還女性難民を対象とし

た収入につながる活動を生む生活訓

練及び信用枠が含まれている。栄養

及び保育も提供される。コミュニ

ティに根ざした基礎教育に対する支

援により、少女の教育が推進される

ことになる。アフガン女性の地位向

上という課題は大きく、その成功に

は開発パートナーの継続的支援が必

要となる。

1 国家開発の枠組み　p.12。

アフガニスタンにおけるNGO

非政府組織（NGO）は、20年以上に

わたりアフガニスタンで作業を進め

るとともに国外のアフガン難民の支

援も行っている。2002年中頃現在、国

内では約280の地方組織を含む400団

体以上が活動していた。2001年には

合計約1億2,500万ドルの救済支援を

行った。その金額は2002年には2億

ドルを超えると予想されている。

NGOが支援しているプロジェクト

は、農業、建設、教育、予防接種、保

健、所得創出、鉱業、救済・帰還、社

会事業、獣医業務、上下水道など幅広

いセクターに渡っている。

NGOは、難民や辺境の住民に不可

欠な支援を提供し、政情によって国

内の多国間/二国間活動ができない時

の格差を見事に埋めていた。多くは

アフガニスタンでの経験が長く、現

地のニーズや文化をよく把握してい

るため、迅速かつ効果的な支援を提

供することができる。

2002年3月、ADBは世界銀行のコ

ミュニティ･ブロック無償援助プロ

ジェクトの企画に貢献した。このプロ

ジェクトは、コミュニティを主体とし

て無償資金提供を行なう仕組みで、地

方行政や制度開発の枠組みを作ること

で現地の活動をサポートし、参加型計

画策定を促進して村の開発能力を伸ば

す方法を推進し、地元の優先順位に

沿ってコミュニティに財源を投じるこ

とを目的としている。NGOは、アフガ

ニスタンのほぼ全土でこのプロジェク

トの実施を支援している。

また、NGOは、アドバイザーの派

遣、設備・消耗品の提供、オフィスの

修繕･維持を行なうADBの技術援助活

動だけではなく、ADBの運輸、エネル

ギー、教育、保健、農業及び金融の諸

セクターに相当する機関に対する研修

にも関与している。ADBは、アフガニ

スタン再建を支援するためにNGOと

の効果的なパートナーシップの構築に

全力で取り組んでいる。

的なパートナーに変えること」、「主に民間セクターの育成
を通じて経済の安定や回復、成長のプロセスを刺激するよ
うな取り組み」といずれもアフガンがプロセスを主導する
ことを呼びかけている。IAA政権が求めているのは以下の
通りである。

･ 復興した全てのレベルの行政機関、法と秩序、裁判手続
きに対する尊重に基づくナショナル･アイデンティティ

･ 再建及び開発の主導権を全て国家が握ること
･ 武力紛争ではなく、対話、理性、論理、平和的交渉によ
る紛争解決
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･ 人権の保護、社会参加、男女のバランス及びジェンダー
意識の推進、民主主義の価値観や制度、参加の強化を通
じたバランスの取れた社会

･ 部族軍の長や地方の指導者をカブールの中央政権のパー
トナーに変え、アフガン国民全員の利益になるような社
会的、政治的、経済的変革を実現

･ 戦闘員をトレーニングや武器の交換により生産的要員と
して復帰させて生産力とすること

･ 政策、戦略、プログラム、プロジェクトを策定、調整、
実施する、効率的で無駄のない制度 /行政の枠組み

･ グッド・ガバナンスおよび適切な経済管理
･ 調和の取れた地域協力
･ 違法な麻薬の生産や販売、消費の一掃

優先順位の決定

復興・再建活動は、最初NGOや二国間援助機関、そして大
半が国家予算の手続き外の小規模復興事業を行なう国連機
関と協力して実施された。東京会議で約束された資金は主
に救済業務に使われた。アフガン政府は、2002年4月の通
常予算発表後、全ての復興活動および資金投与が可能な開
発予算を準備する能力を再編・補強する必要があった。政
府の時間の多くは救済や再建の資金集めに費やされ、2億
4,400万ドルの予算赤字は赤字財政策に頼らずに補填するこ
とができた。
ADB等の開発パートナーは、再建と開発、さらに具体的

には支援の調整の面でIAAが主導権を握ってリーダーとし
ての役割を一元化したことを歓迎した。IAAの議長の布告
を受けてIAAは2つの分野を合理化し、アフガンの運命に
対するアフガンの全面的自助努力を主張するため、アフガ
ニスタン援助調整庁（AACA）を設立した。13　つまり、対
話、意見交換、討論、進路決定について問い合わせる窓口
ができたのである。

保健／医療の復活

戦争によって多数のアフガン人の命

が奪われた。土地や家畜、識字能力等

の家庭資産の枯渇により栄養不良や

難民が生まれ社会の崩壊を招いた。

戦争の痛みは、数百万人の難民を生

んだ長期の旱魃によって増幅された。

国は政情安定の維持に奮闘努力し再

建に踏み出してはいるが、貧しい家

族の生きるための戦いは続いている。

政府の国家開発の枠組み（NDF）で

は、治安、及び人材育成に焦点を合わ

せている。この人材育成は貧困削減

をサポートし、物理的基盤を再構築

し、貧困層に配慮した持続可能な成

長ができる民間セクターを創出する

ためのものである。

アフガニスタンの2,500 万国民の

健康状態はアジア諸国で最悪である。

すなわち、栄養失調率は高い上に増

加の一途である。乳幼児死亡率は生

児出生1,000例あたり約165例と世界

で最も高い。小児死亡率は生児出生

1,000例あたり約257例で、難民の小

児死亡率の2倍に届こうとしている。

また、妊産婦死亡率も世界で最も高

い状態がずっと続いている。

女性や少女は社会的地位が低く、な

かなか保健/医療サービスを受けるこ

とができないため特に被害を受けやす

い。子供の場合も、栄養失調、安全な

飲料水の欠如、不衛生、一般的な感染

症との接触などによるリスクが高い。

この他、収入のない難民家族、戦傷者、

戦争未亡人や孤児なども被害を受けや

すい。こうした人々には基本的サービ

スや緊急時の救済が必要である。

政府は1人当たり年間約3ドル相当

の基本保健/医療サービスを国民全員

に実施することを目指しているとと

もに、一次医療の拡大における非政

府組織のより協調的な役割を検討し

たいと考えている。

また、政府は、政策や制度の変更の方向及びその根底を
流れる国家としての目的、目標、優先順位を示す開発の枠
組みを作成することがいかに重要であるかの認識を持った。
政府は、ADB、UNDP及び世界銀行が共同で作成したニー
ズに関する中間評価書、及びADBが中心となって複数の開
発パートナーとともに作成した農業、運輸、教育、環境の
分野に関する包括的ニーズ評価報告書で報告された情報を
基にNDFを策定した。政府は、2002年4月にカブールで開
催された第1回実施委員会会議でこのNDFを提出した。
NDF：NDFの目標は、「全ての参加者が一連の具体的な

プログラムやプロジェクトを通じて結束して貧困に立ち向
かうことができ、またビジネス･チャンスを提供すること
ができるようなアフガニスタン開発の戦略計画を提示する
こと」にある。NDFは次の5原則に基づいている。
･ 開発戦略は政府主導による自国のものでなければなら
ない。

･ 持続的な成長を実現するためには国家よりも市場や民間
セクターの方が効果的な実施機関である。

･ 国家が人的資本に投資しなければ、また法律至上主義に
よって社会が統治されるような制度的枠組みがなければ
支援の効果を上げることはできない。

･ 持続可能な経済成長には国民の積極的参加が必要で
ある。

･ 国外資金の投資を長期にわたって成功させるためには、
政府の開発プログラムに基づかなければならない。
NDFでは、治安及び人材育成の推進、物理的基盤の再構

築、持続可能で包括的な経済成長のけん引役として存続で
きる民間セクターの誕生を可能にすること、という開発の

13 布告では、AACAの主な活動は以下のように規定されている。（i）資金、
機関及び技術援助の調整、（ii）プログラムの監視や評価のための情報シ
ステムの開発、（iii）金融管理及び調達制度の確立、（iv）一部国家プログ
ラム案件の直接管理。
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3本柱に焦点を合わせている（p.25の囲みを参照）。治安の
回復や法と秩序の再構築、行政・金融改革、男女平等が分
野を横断した優先順位となっている。主な短期課題・優先
順位は、国民のための基本的治安の早期実現、農業の再生、
民間の経済活動の推進、インフラ基盤及び社会福祉の再構
築である。
CSP： 2002年5月28日にADB理事会が承認した当初の

アフガニスタン国家戦略・プログラム（CSP）は以上の要
素が基本となっており、このCSPがアフガニスタンに対す
る2002年の緊急時支援1億8,700万ドル（技術援助1,510万
ドル及び無償供与2,200万ドルを含む）へとつながった。こ
れらの無償供与に関する詳細は「経営陣の検討と分析」の
章p.61の囲みを参照。
ADBの当初のCSPは、人道的救済から再建・開発支援へ
と滞りなく移行できるように政府の復興･再建作業を支援
するためのものであった。ADBの千野忠男総裁は2002年
4月初旬にカブールを訪れ、IAAの議長をはじめとする当

局とADBの支援戦略の内容について検討した。
当初のCSPでは、教育、農業、環境と並行して運輸がADB
支援の重要セクターに指定されていた。そして、これらの
セクターではADBがリーダーシップを取っているが、それ
以外の保健、エネルギー、農村開発、金融の復興・開発に
ついても大規模な支援を実施していく。能力開発技術援助
及びプログラム・ローンで構成されているADBの2003年
支援プログラム案は暫定政権の優先順位が充分に反映され
たものとなっている。

初期達成状況のモニター

マクロ経済の場合、初期の数値には改善が見られるが、そ
れでもまだ正常な数値又は最適な数値からはほど遠い。生
産は増加傾向にあり、農業生産（特に小麦）は2002年のレ
ベルを大幅に上回ると予想されている。小規模の工業、貿
易、商業活動にも勢いが出てきた。カブール等の安全な主
要都市はちょっとした建設ブームである。運輸、及びホテ
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ル業や飲食業等のサービス業も拡大している。カブールや
カンダハールその他の地域では、湾岸地域やパキスタンか
ら輸入された中古車 /再生車の健全な市場が育成されてい
る。財源不足や長引く治安上の懸念を主な理由として国内
外の大手主力民間企業が立ち遅れているのに対し、民間セ
クターの小規模企業は活況を呈している。
政府は、税金の免除、土地の貸与、資本や利益の振替、株

式取引、金融業務、差し押さえ・没収、紛争解決について
規定した新しい「アフガニスタンにおける国内及び海外民
間投資に関する法律」案を起草した。政府は、アフガンの
新通貨アフガニの変動相場制を成功させ、価格や為替レー
トを安定させる効果を上げている。2002年 12月、カブー
ルの消費者物価指数は、前月の上昇から約3％の減少に転
じた。2002年11月に1米ドル59.8アフガニだった為替レー
トは、同年12月には50.8アフガニ、翌2003年1月には46.0
アフガニに上がった。アフガニスタンの経済に関する詳細
は、http://www.adb.org/publications/ の「Asian Development
Outlook 2003（アジア開発展望2003）」を参照。
政府は、首尾一貫した予算手続きの整備及び政府主導の

調整の改善により、この勢いを維持・強化している。2002
年 10月 12日～13日に財務省から出された約32億ドルの
2002年～2004年国家開発予算（NDB）には次の5つの趣
旨がある。
･ グッド・ガバナンス（良き統治）に向けた行政能力の開発
･ 基本的インフラ構造及び基本的サービスの再構築の加速
･ 貧困削減政策の先駆けとなる経済成長の加速
･ 経済競争力の向上及び経済的打撃に対する国家及び世帯
の脆弱性の緩和

･ 教育や保健等の基本的サービスの利用拡大
国家開発予算（NDB）では、国家開発の枠組み（NDF）

の優先順位がプログラムやプロジェクト14に反映されてい
ると同時に、政策展開の手段が提供されている。NBDは、
現在行われている、又は予定されている2002年～2004年
の投資の概要15を規定するものであるとともに、国家開発
プログラムに基づいて投資を一元管理するものである。

紛争後から：

再建の前提条件

治安の保証

効率的な人道的措置のためだけでなく、国家の再構築のた
めにもアフガニスタンの治安は不可欠である。治安と安定
が保証されていなければ、以後の進展に重大な支障が出
る。カブール内外はいまだに治安が良いとは言いがたく、
現段階では、政府は予測していたほど国全体を掌握してい
ない。いまだに部族軍の長が自分の勢力地域で権力を行使
し、派閥争いに明け暮れている。カブールでは、最初は英
国、続いてトルコ、そして現在ではドイツとオランダを先
頭に4,800人の強力な国際の治安支援部隊（ISAF）が平和
と安定の力となっている。

民間セクター

アフガニスタン暫定政権（IAA）は、経

済成長のけん引役として民間セクター

がいかに重要であるかを認識してい

る。しかし、復興・再建期、および民

間セクターが力を発揮できる環境の整

備が進行中の時には政府が中心的な役

割を担う。農業市場の大半は民間の運

営者が管理しており、政府が政策や制

度、基盤整備を支援してこの状態を継

続すべきである。

農村部の金融では民間セクターと

非政府組織（NGO）が重要な役割を

果たすことができる。土地所有の改

善により、農村部の土地や労働力、資

本市場の発達が促されるものと思わ

れる。

農業以外の産業や非公式セクター、

民間の中小企業は、政府より多くの

雇用機会を創出することができる。

ガスの生産・流通及び他の鉱物の開

発も競争を基本として民間投資に開

放する必要がある。燃料や電気の供

給についても同じことが言える。民

間セクターは、水力発電資源の開発、

市町村への送電、および燃料備蓄施

設や分配施設、販売店の修繕や建設

に参加することができる。政府は、エ

ネルギーと基盤整備のセクターに対

する民間投資の許可、及び適切な政

策や規制の枠組みの構築を計画して

いる。NGO は都市の上下水道に関

わっている。民間企業は、公共セク

ターによる投資支援を背景に都市

サービスを提供することができる。

市民に対する保健 / 医療サービス

は、民間の診療所や薬局等、民間が実

施する方が効率は良い。市場に基づく

保健/医療サービスは、公共セクター

やNGOが無理のない程度に基本的保

健/医療サービスを行ない補完するこ

とが必要と思われる。全国的には、農

村地域におけるインフラ整備サービス

の提供に対するコミュニティ主体の取

り組みが歓迎されると思われる。最後

に、政策と規制の枠組みが迅速に整備

されると仮定すれば、通信セクターに

対する投資やサービス拡大は民間セク

ターが主導するであろう。

14 国家開発プログラムの柱1には、（i） 帰還者及び国内難民、（ii）教育及び
職業訓練、（iii）保健・栄養、（iv）生活・社会的保護、（v）文化遺産・メ
ディア・スポーツ、柱2には、（i）運輸、（ii）エネルギー・鉱業・通信、
（iii）天然資源管理、（iv）都市管理、柱3には、（i）貿易・投資、（ii）行
政・経済管理、（iii）司法・治安・法の原則が含まれている。国家の優先
的サブプログラムは、（i）教育基盤整備、（ii）団結プログラム及び緊急
時の公共事業、（iii）運輸、（iv）水資源投資、（v）都市基盤整備、（vi）統
治基盤整備である。

15 財務省は、2003 年 3月にカブールで開催された供与機関会議で新しい
2003年～ 2005年国家開発予算を提出した。
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しかし、部族軍の長が武力を持ち続けている限り治安と
安定が脅かされている状況は変わらない。これは2002年10
月に政府が強調した点であり、同じ月にロンドンで行われ
たウィルトンパーク会議の重要なテーマにもなった。政府
は1周年記念日に部族軍の長の武装解除支援を国際社会に
訴えるアピールを発表した。16

また、国民の武装解除も遅々として進んでいない。政府
は複数の部族が集まって構成されているが、派閥間に深刻
な緊張が広がっていることを示す証拠は枚挙に暇がない。
法の原則を明確にし、州・地方の当局を中央の支配下に置
き、国軍及び警察を編成し、ISAFの駐留期間を延長し、そ
の役割を拡大する努力が進められている。
この他、治安と密接に関係するのが、違法なアヘンの製
造、密売買、消費である。2002年1月、政府はケシの栽培
を禁止する布告を出した。それ以降２つの布告が出されて
いる。一つは2002年４月に出された撲滅プログラムについ
て説明したもの、もう一つは同年9月に出された麻薬の栽
培、製造、乱用、売買の禁止を強化するものである。しか
し、国連薬物犯罪事務局は、「2002年、アフガニスタンで
は3,400トンのアヘンが製造された」と伝えている。17

直面する政治的課題：

憲法及び選挙

アフガニスタンの安定は安定した政治手続きが確立される
か否かにかかっている。アフガニスタンでは1970年代以降
選挙も国勢調査も行われていない。現政府は、新憲法を起
草し、2004年の全国選挙に備える、という国家の将来を決
める2つの重要な仕事を任されている。憲法委員会による
新憲法起草作業は開始されたものの、進展は遅い。政府は、
アフガンの政治指導者や部族の指導者が集まって2002年6
月に開催された、緊急ロヤ・ジルガ（国民大会議）から24
カ月後を起草文書の提出及び選挙の準備の期限として定め
たが、「果たしてそれまでに終わるだろうか」という疑問の
声も挙がっている。
政府はこうした目標に向かって努力をするとともに、

「国全体に対する一般市民の権限の拡大」という重要な3番
目の作業も進めなければならない。
復興・再建のプロセスでは次の3つの政治項目が不可欠
である。
･ 中央政府の優越性の承認
･ 外部からの介入を受けない、政治的過半数及び民主主義
に有利な環境作り

･ 政治的リーダーシップを発揮できるような政府の能力と
効率の改善
強固な政治バランスを確立するには、民主制度構築のさ
らなる進捗、民族間で権力を公平に分かち合う枠組み作
り、中央政府と州との間の受諾可能な関係成立が必要であ
る。これらが基になって新しい憲法の根本的性質が決
まる。
アフガニスタンでの20年ぶりの選挙は準備がゆっくりと
進んでいる。国連人口基金の支援を得て国勢調査の計画も
進んでいる。選挙の計画を立てる際に重要なのは滞りなく
続く計画を立てることである。援助機関から寄せられた寄
付を人道支援以後も効果的に使うには、国内の全ての対立
勢力が納得できるバランスを取らなければならない。バラ
ンスが欠如していると、時間と財源に無駄が生じ、アフガ
ン国民の苦悩が続くことになる。

地域協力

アフガニスタンの再建は、地域という流れの中で見なけれ
ばならない。アフガニスタンの平和、安定そして繁栄は、イ
ラン・パキスタン間、またはインド・パキスタン間、さら
にはこれら諸国のいずれかと中央アジア諸国との間の親善
を生む、又は絆を強化する触媒になりうるのである。
パキスタンはアフガニスタンの主な貿易相手国であり、
非公式な経路によるパキスタンへの再輸出が貿易全体の重
要な部分を占めている。自由貿易体制及び域内統合の進展
がアフガニスタン及び同国の相手国に多くの利益をもたら
すことは明らかである（右の地域協力に関する囲みを参
照）。アフガニスタンは、イランやパキスタン、タジキスタ
ン、トルクメニスタン、ウズベキスタン等の近隣諸国と相
互貿易協定を締結し、製品 /サービスの自由な移動及び共
通の域外関税制度の実施ができるようにすることを検討し
ているものと思われる。貿易において域内協力を推進する
選択肢を探るため、参加諸国同士の補足的かつ競争的生産
を検討する必要がある。政策や戦略に整合性を持たせ統一
すれば、成長と開発を妨げる制約がなくなり、参加各国の
経済がその潜在的生産力を遺憾なく発揮できるようにな
る。目的は、各国の競争効率を改善することにあるものと
思われる。域内貿易は、運輸構想や資源の管理・開発で協
力することによって推進されることになる。
ADBは、トルクメニスタンからアフガニスタンを経由し
てパキスタンへと続く1,600kmの天然ガス・パイプライン・
プロジェクト等、運輸、電力、エネルギーのセクターで支
援可能なプロジェクトを特定した。現在、このパイプライ
ンを支援する技術援助プロジェクトが進行している。

政策及び制度の枠組みの決定

ADBは、復興・再建への投資をサポートする適切な政策や
制度の枠組みをアフガニスタンに整備する作業を進めて
いる。

16 2003年2月に東京で開催された会議で、供与国は、国連が支援するアフ
ガニスタン兵士の武装解除、復員、社会復帰プログラムに5,070万ドルを
追加することを約束した。

17 2002年、アヘンは、5州（バダクシャン、ヘルマンド、カンダハール、ナ
ンガルハール、ウルズガン）の74,000 haで生産されていた。2002年の生
産高は1999年のピーク時の4,600トンには及ばなかったが、タリバン政
権による厳しいケシ栽培禁止後185トンにまで落ち込んだ2001年を大き
く上回った。
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経済が充分に機能するために必要なガバナンス、政策及
び制度的枠組み整備を早急に行なう必要がある。これは、
アフガニスタンの再建に巨額な投資を呼び込み、国内外の
民間投資家の信頼を誘発し、開発機会に参加を促すために
は必須である。透明性、説明責任、地域参加、法の原則は、
政府の全てのレベルで確立しなければならないグッド・ガ
バナンス（良き統治）の基本である。財源を集め、財源が
生産的な使われ方をするようにするためには政策改革が必
要である。また経済及び社会システムが効果的に再建・発
展するためには多大な制度的能力開発が必要である。

再建に向かって：

移行のための資金投与

反応の調整

アフガニスタンでは復興・再建に投じられる支援の調整
が熱心に行われている。2001年後期、供与機関の活動が重
複して無駄になることのないよう国際会議が何度か開催さ
れた。
これらの会議では、アフガニスタン支援グループ（ASG）

18（1996年に15の最大供与国及びEUによって発足）が重
要なアフガン擁護団体として発足した。このASGは、アフ
ガニスタンにおける和解、社会・経済的発展、持続可能な
平和と前進に貢献しており、援助機関同士の調整及び支援
構想における人権の推進、ひいては緊急に必要とされる再
建の基礎作りに重点を置いている。
アフガニスタン復興運営グループ（ARSG、SGとも言う）

は、アフガニスタン再建に向けた政策の指針を示すために

設立されたもので19、諮問グループ（CG）機構の担当とな
るまで融資機関同士の調整を行なう中心的な傘の役割を果
たす実施委員会（IG）を創設した。20

2001年11月にワシントンD.C.で開催された高官会議で
は、2002年1月21日～22日に東京で開催されるアフガニ
スタン復興運営グループ閣僚公約会議のためにニーズ評価
を実施することがADB、UNDP、世界銀行に求められた。
ADBは2001年後期に、「ADBのアフガニスタン支援プ

ログラムは、アフガン国民との全面的パートナーシップ及
び他の国際金融機関 /国際機関との全面的協力に発展する
ことになる」と述べていた。ADBは、ニーズに関する中間
評価報告書を作成するに当たり、UNDPや世界銀行と充分
に協力し合い、アフガン人、NGO、及びアフガニスタンで
の経験があり同国に詳しい国連機関の担当者と広範な協議
を重ねた。又、3つの機関の担当者がカブールに赴き政府
と協議を行った。

アフガニスタンと地域協力

アフガニスタンは、域内貿易・通商の

中心である。16世紀までの数千年間、

欧州、中東、中国を通り極東までを結

ぶ交易ルートの交差点であるととも

に思想や宗教、技術を伝達するルー

トの交差点でもあった。陸路よりも

安全で廉価な商船の出現により、こ

の地域は地理的重要性を失い、内側

に向くようになった。

19世紀になると、欧州の工業化及び

アジアの部分的非工業化とともにもア

フガニスタンの孤立は深まった。20世

紀中ごろになると、アフガニスタンは

冷戦時における両陣営の緩衝地帯と

なった。孤立及び1979年の占領によ

り、欧州・トルコから中央アジアを

通って東南アジア、中国に達するアジ

ア・ユーラシア東西ハイウェイプロ

ジェクトは日の目を見なかった。

ソ連の崩壊、中央アジア諸国の誕

生、タリバンの壊滅、そしてそれに続

く現アフガン政権の樹立により、ア

フガニスタンは地域の経済協力で再

び中心的な役割を果たせるはずで

ある。

アフガニスタンは、貿易、エネル

ギー、電力、運輸、農業、鉱工業、水

資源で地域協力ができる潜在的能力

を持っている。

地域協力から今以上の利益を得る

には、アフガニスタンの道路基盤の

復旧、税関制度の調整、既存の中継ぎ

貿易協定の合理化が不可欠である。

政府は、地域協力におけるアフガ

ニスタンの役割の再生に関心がある

ことを明らかにした。アフガニスタ

ンは、ADBからの支援を得て、北の

トルクメニスタン/ウズベキスタンと

東南のパキスタンを結ぶ道路の復旧

作業を進めている。現在行われてい

る損傷した北部電力網の送電線の復

旧作業により、トルクメニスタンや

ウズベキスタンから電力を輸入でき

るようになる。又、トルクメニスタ

ン、アフガニスタン、パキスタンを結

ぶ天然ガスパイプライン計画のため

に通過権交渉が進められている。越

境貿易推進構想も進行中である。

18 参加国は、オーストラリア、カナダ、デンマーク、フィンランド、フラ
ンス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、ロシア、スウェー
デン、スイス、英国、米国。

19 2001年11月20日に開催されたアフガン復興支援高官会議で設立された。
EU、日本、サウジアラビア、米国がSGの共同議長国。

20 IGの議長はIAA。ADB、イスラム開発銀行、UNDP、世界銀行、ASGの
議長国（現在ノルウェー）が副議長を務める。IGには、現在のニーズ評
価によって明らかになっている要件の優先順位を決定すること、再建の
総合的な枠組みの中で支援活動に一貫性があるか否かをモニターし重複
や脱落を防止すること、プログラム実行時のロジスティック又は政策の
不備を明らかにすること、考えられる解決策を提案し必要に応じてSGに
政治的指導を求めること、プログラム関連の進捗状況や問題についてSG
に知らせることが義務付けられている。IGには、近隣諸国、IAA及びIAA
の後継政権が決定するアフガンの担当官代表、国内外のNGO代表、国連
事務総長が定めるアフガニスタン特別代表が指名した国連代表等、アフ
ガニスタンに直接関わった全ての二国間 / 多国間支援機関が参加して
いる。
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アフガニスタンの年表

1966年 アフガニスタンが設立時加盟国31カ国の一つとしてADBに加盟

1979年 ソ連侵攻後、ADBはアフガニスタンに対する業務を停止

2001年9月11日 世界貿易センターへのテロ攻撃

2001年11月22日 ワシントンD.C.において日本と米国の共同主催によるアフガニスタン復興支援運営委員会の

第1回会合が開催され、ADB総裁が出席

2001年12月20日 ハミード・カルザイ議長率いるアフガニスタン政権が樹立

2002年1月21～22日 アフガニスタン復興支援運営委員会閣僚公約会議が東京で開催

2002年1月21～22日 アフガニスタン復興支援国際会議が開催される

2002年4月4日 千野忠男ADB総裁がカブールを訪問し、ハミド・カルザイ議長及び閣僚とADBの支援プロ

グラム候補についての話し合いを行う

2002年6月13日 ロヤ・ジルガでハミド・カルザイがアフガニスタン・イスラム暫定政府の大統領に選出さ

れる

2002年10月12～13日 カブールの実施委員会による政府国家開発予算及び開発融資様式提出のための会合が開催

2002年10月31日 ADBの理事会がカブールのADB駐在員事務所開設を承認

2002年11月14日 アフガニスタンが第8次ADF財源の利用を確保

2002年12月3日 英国の国際開発局がアフガニスタンの延滞金1,790万ドルをADBに完済

2002年12月4日 ADBが23年の空白期間を経てアフガニスタンに対する貸付を再開

暫定的ニーズの評価

国際社会は、閣僚公約会議に提出された暫定的ニーズ評価
報告書を基に、合意に達しているセクターの優先順位及び
政策や制度の枠組みを中心として、開発支援45億ドルを約
束した。ADBは、2004年6月30日までの30ヵ月について
極めて譲許的な貸付5億ドルと無償供与を約束した。会議
では、セクター開発計画の基盤をさらに確固たるものにす
るために全ての主要セクターについてさらに包括的ニーズ
評価を行なうことで合意に達した。ADBは、農業、運輸、
教育、環境の諸セクターの評価で中心的役割を果たした。
包括的なニーズ評価報告書を作成するための詳細に関す
る協議がIAAと行われた。アフガニスタン政府は、プロセ
スや結果が供給側主導に大きく傾いていること、及び政府
の関与が最適に行われるようになっていないことに対する
懸念を表明した。また、少ない人材の中から評価作業に人
が取られたことから、プロジェクトやプログラムを策定し
てもすぐに実施できなくなったという指摘も政府からあっ
た。ADB側の見解は、政策や制度の枠組みなどセクター開
発の枠組みを明確にするという点におけるこの評価の貢献
は、即時実施及び長期的なセクター計画にとって重要なも
のであり、高く評価すべきと考えている。

仕組みの構築

アフガニスタン復興信託基金（ARTF）は、優先セクター
の投資プロジェクト /プログラム等、政府の運営開発予算
を対象とする組織的な融資の仕組みを整備するために2001
年12月に設けられたものである。ARTFは以下を趣旨とす
る重要な複数援助機関構想である。

･ 再建支援の透明性や説明責任を促進する
･ 再建プログラムを国家の目標と整合させる手段として、
国家予算を補強することを促進する

･ 時間をかけて能力開発を推進するとともに、政府の限ら
れた能力にかかる負担を軽減する

･ 政府が効果的に機能するために、必要な経常予算支出に
資金投入できるようにする
ARTFの対象は、給与、プロジェクト以外の技術援助、業
務・維持、その他、IAA予算の利払い、即効性の高い回復
プロジェクト等の予算が付かない比較的小規模な投資活動
や投資プログラム、海外在住のアフガン専門家による再建
への貢献、アフガン国民のための国内訓練プログラム等の
経常費である。この資金は、全体の受託者責任を負ってい
る世界銀行が管理している。ADBは、イスラム開発銀行、
UNDP、世界銀行とともに管理委員会に属している。この
管理委員会は政府と協議して財源の配分を決定する責任を
負っている。ARTF融資では、「政府が明確にすることと、
国にとって必要なものに対応する」ということを融資の主
な原則として融資の指針としている。世界銀行は、適切に
受託管理ができるように監視機関を指定している。
ARTFは急増し、拠出の約束は22カ国、3億7,600万ドル
に達した。この金額は予想以上ではあるが、それでもアフ
ガニスタンのニーズを満たすにはまだ足りない。このうち
払い込み済み拠出金は、2003年3月7日現在合計1億8,400
万ドルになった。最近数ヵ月で貸付が実行され、累積実行
額は、1億1,400万ドル以上、2003年3月7日現在の払い込
み済み拠出金の63％に達した。実行額は、アフガンの年度
末である2003年3月21日までには1億4,700万ドルに達す
るものと思われる。約定額合計4,860万ドルに対して7件
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のARTF投資プロジェクトが承認されている。21

遅まきながら、政府の運営予算に対する約定も大幅増額
になり、ARTFが経常費補填の主な手段となって政府の赤
字はほとんど解消された。
ARTFは、最初の10ヵ月間で、国家運営予算を支援する

貸付をアフガニスタン全域で実行し、これらの支出を計上
することができることを立証した。また、文書化や迅速性
にも徐々に改善が見られた。初期の兆候から、開発予算に
も同じことが言えそうである。こうした初期の心強い結果
を踏まえ、政府は、供与国からARTFへの拠出金の大幅増
額要請を行った。
政府は、前進するための中心的な融資機構としてARTF

を有効活用したいと考えている。22　これは、「国家開発予
算は政策および財源配分の中心的手段とすべきである」と
いう政府の考え方を反映したもので、予算に対して、又予
算を通じて財源を提供する組織的な融資手段を重視してい
ることが伺える。政府は、「ARTFはサービスを提供するた
めの資金源」と考えており、アフガン市民からは、「持続可
能で正当な国家の建設に効果的である」と捉えられてい
る。また政府は、「ARTFは能力開発の手段」とも考えてい
る。これを踏まえ、政府は2004年 3月 21日に終わる年度
において、ARTFに対する援助国の拠出金を約6億ドルに
増額することを提案している。この中には、経常費約2億
ドル、および投資プロジェクト、国外在住のアフガン人、及
びトレーニングのための約4億ドルが含まれている。（中間
予想では、運営予算約5億ドルに対して国内収入が約2億
ドル、安全保障支出の外部資金調達が 1 億ドルであり、
ARTFで補填しなければならない赤字は2億ドルとされて
いる）。2004年3月31日までの1年間に対する現レベルの
拠出金（2003年3月7日現在約1億5,600万ドル）と比較す
るとARTFと政府の要求との間には約4億 5,000万ドルの
開きがある。
政府は、ARTFの他にも、国内外の財源に流動性を持たせ

るプランニング・ツールとして国家開発予算を利用しよう
と考えている。この予算は、これからも政策・制度改革及
び支援財源を調整する中心となる。政府は、支援の手法に
ついて確固たる見解を表明しており、各供与機関が運輸、
エネルギー、農業・天然資源管理の3つのセクターに集中
し、効果を向上させることを希望している。また、政府は、
「融資機関の能力を限界まで使い切ることを回避するために
もセクターの絞込みが必要である」と理解している。
ADBは、政府が運輸、エネルギー、農業・天然資源管理

のセクターに重点的な支援を希望していることを高く評価
している。このような政策によってADBが現在実施又は計

画している社会セクターに対する支援にどのような影響を
もたらすかは未知数である。教育に関する包括的ニーズ評
価報告書はADBが中心となって作成し、何件かの無償供与
活動が計画・実施されている。又、中間国別戦略・プログ
ラム（CSP）では、2003年と2004年に貸付により資金調達
を行なう数件の業務構想が展開されていた。政府が、社会
セクター投資のための借入には躊躇しつつも、ADBによる
現行の保健や教育に対する無償プログラムの継続を望んで
いることは明らかである。政府との対話はこれからも続け
られる。
援助機関の活動の3セクターへの絞込みは、調整を適切

に行なう一方で、支援利益の最大化を意図したものである。
政府は、予算手続きと密接につながった支援調整ができる
ように、制度的に諮問グループ（CG）を新たに設置した。
国家予算はこのCGs内で立案や資金調達が行われ実施され
る。このCG（p.24を参照）は構造上政府の直属である。政
府は、地方レベルの援助機関と政府で構成されるCGを設
立し、各グループの窓口となる援助機関を1機関指名し国
家開発プログラムを扱っている。年次フォーラムでは、前
年の進捗状況の確認、次年度の予算の検討、国家としての
優先分野や政策目標の概要説明が行われる予定である。23

また政府は、ジェンダーや環境、人道問題、人権につい
て供与機関と政府との横断的な諮問グループを設置し、各
グループの窓口となる援助機関を 1 機関指名している。
ADBは、2件の国家プログラム（運輸と天然資源管理）及
び1件の横断的分野（環境）の窓口に指名されている。ま
たADBは、他にもエネルギー/鉱業/通信と行政/経済管理
の2つのCGの援助機関メンバーであるとともに、CGsの
行動に積極的に関わっている。

借入

政府は、重要な経済部門で複雑な改革を実行するために融
通のきく融資を望んでいる。ADBはこのような状況を受け
て、2002 年 12月に 1億 5,000万ドルの紛争後マルチセク
ター・プログラム・ローンを承認した。政府はこの貸付を
受けることによって、長期にわたり持続可能な成長に不可
欠な政策・制度改革実現に邁進する決意を示した。経済が
急速に回復するか否かは、インフラ基盤の復旧・再建にか
かっている。その上で効率的であるとともに環境面でも健
全な管理が求められる。プログラム・ローンでは、この点
を視野に入れて、ガバナンス・金融、運輸、エネルギーの
3つの部門に重点を置いている。
このプログラム・ローンは、政府、ADB、IMF、世界銀

行が協力するとともに、イタリアや日本、ノルウェー、英
国、その他諸国政府が、ADBに対するアフガニスタンの延
滞金を完済しローンが承認されるようにした画期的なロー
ンである。

23 第1回CG会合、アフガン開発フォーラムが2003年3月にカブールで開
催された。

21 7件のプロジェクトの内訳は、警官の給与（2件、合計490万ドル）、フィ
ジビリティスタディ（実現可能性調査）基金（800万ドル）、国家緊急雇
用プログラム（2,540万ドル）、マイクロファイナンス・プロジェクト（100
万ドル）、最高財務担当責任者プロジェクト（900万ドル）、パキスタンへ
の通信波の接続（30万ドル）である。

22 政府から供与機関に宛てた2003年 2月 25日付文書。
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教育

アフガニスタンは教育財源が少ない。

そうした中で、タリバンによる女子

の就学制限が解除され学習機会に対

する需要が急増している。

タリバン政権下の就学人数は約90

万人だった。その人数は新政権下の

2002年には150万人に達すると供与

機関は見込んでいた。しかし、実際に

は300万人に達し、現時点では2002

年末までには400万人に達すると供

与機関は見込んでいる。

彼等のニーズは、正規教育、非正規

教育、技能訓練などあらゆる面に広

がっている。現在、教室には技能レベ

ルも年齢もバラバラの児童/生徒が集

まっている。紛争時代、一部の子供た

ちはパキスタンで非政府組織（NGO）

が運営している学校やイランの公立

学校に通っていた。そして、少女をは

じめとする多くの人々には学ぶ機会

がなかった。

こうした子供たちが学校に戻って

も、インフラ基盤が荒廃しているた

めに子供たちの学ぶ意欲を満たすこ

とができていない。アフガニスタン

には学校が約5,000校あるが、その3

分の2 は改築や大規模修繕が必要で

ある。水源やトイレのない学校も多

い。少なくとも300万人の児童/生徒

を教えるためには、さらに7,500校の

設立が必要である。

ニーズは物理的基盤だけではない。

ある期間は教師の研修が行われてい

なかった。タリバン政権下で就業が

できなかった女性はなおさらである。

多くの師範学校は損害を受けるか破

壊されているため、これから数年間

は資格のある新しい教師が不足する

状態が続く。学校の施設や設備、資

料・教材、消耗品等も払底している。

教育再建の費用は、年間経常費を除

いて10年で10億ドル以上になると見

積もられている。

制度の再生を支援するため、ADB

は、開発パートナーとともに教育省

及び高等教育省の専門職能力の開発

に協力し、研修や計画、管理活動の改

善に努めている。またADBは地域に

根付いた基礎教育プロジェクトも実

施している。

学校制度の改善に対するアフガニ

スタンの期待は高い。熱心な少年・少

女で溢れ返っている教室は、教育改

善に向けた努力が早くから実を結ん

でいる証である。今後政府や供与機

関は、手が届く、確実で質の高い教育

を実施し、これらの子供たちが学業

を続けられるように努力しなければ

ならない。

アフガニスタン政府は、予算の不足又は再建資金のため
の借入には消極的で、「無償供与すべきである」と主張して
いるとともに、「社会セクターの活動資金は二国間/多国間
の無償供与財源から充当すべきである」とも考えている。
しかし、「ADBはアフガニスタンに対する支援全体の中の
無償融資分を増やすように努力をするが、支援の大半を高
度に譲許的な貸付で提供する」ということで政府とADBの
間に合意が成立した。ADBの紛争後マルチセクター・プロ
グラムの返済期間は40年で、支払猶予期間は10年である。
金利は年利1％で、支払い猶予期間中の金利は融資元本に
繰り入れられるため、元利とも2011年まで借入の返済をし
なくても良い。24　負債の持続可能性の問題を全面的に考
慮し、借入を起こす利点について政府を説得する努力が重
ねられている。

開発に向けて：

舞台の設定

能力開発

アフガニスタンは、決定的な能力不足でガバナンスと経済
管理ができない。2002年、能力開発及び即効性プロジェク

トを行なうための無償支援を求める政府に対し、ADBは、
技術援助を1,510万ドル増額するとともに、運輸、教育、保
健における革新的なパイロット・プロジェクト3件の資金
を二国間無償供与で2,200 万ドル集めて政府の要請に応
えた。
1,460万ドルの技術援助により、長期・短期のアドバイ
ザー、設備や消耗品の調達、オフィスの修繕・維持、運輸、
エネルギー、教育、保健、農業、金融の各セクターにおけ
るADBの担当機関に対する訓練を行うことができる。国の
復興・再建支援の中心となる政府や民間機関の能力強化に
明らかに大きな進捗が見られる。セクターの見直しが進行
中であるとともに、セクターの計画策定も進んでいる。訓
練プログラムが実施され、海外視察の企画・実施も進んで
いる。また政策、制度、投資の選択肢の分析や評価も進ん
でいる。監督・規制の枠組みの構築が進み、公共サービス
の民営化の選択肢や民間セクターの育成についても検討・
推進が進行中である。また技術援助では、透明で充分に機
能する行政や金融の土台作りに向けた基本段階もサポート
している。50万ドルの第2次技術援助は、災害対策局によ
る準備作業及び災害時の管理作業に役立っている。
紛争後マルチセクター・プログラム・ローンの3分の2
は速やかに実行されたが、パイロット・プロジェクトや無
償技術援助は、手続きの遅れや治安上の問題、行政・実施
能力の問題が原因で実行が遅れている。ADBは、こうした
障害を克服すべく政府とともに努力を重ねている。現地の
能力を開発するためには、例えば、「専門家と仕事をする現

24 ADB貸付の通常の返済期間は支払猶予期間の8年を含めて24年、金利
は支払猶予期間が年利1.0％、以後年利1.5％である。
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紛争後の状況から学んだ教訓

ADBは、紛争後の状況で行った業務

から次のような教訓を得た。

全体

･ 全ての参加者は明確な任務を持つ

べきである。

･ 長年紛争が続いた後の復興・再建

は新しい開発方法を導入できる

チャンスだが、全ての介入はその

国の文化や伝統に配慮したもので

なければならない。

国の指導層

･ 紛争後の業務は、相手の方向性を

積極的に組み入れたものでなけれ

ばならない。全ての業務は国民を

中心に据え、政府を純然たる再建

のパートナーとする必要がある。

･ 供与機関の業務の戦略的重点は、

政府自体の戦略や政策と密接に結

びついたものとし、セクターや政

府の優先順位と整合性を持たせる

ようにする必要がある。

治安と安定

･ 治安と安定は再建・開発の前提条

件である。

･ つまり、治安、政情の安定と再建を

結びつける新しいパラダイムが必要

であるということである。再建は政

治手続きや治安の裏づけとなり、そ

れらを強化する。政権の安定は能力

開発によって強化される。

･ 中央政権は、権力と財源の公平な

分配という枠組みの中で全ての派

閥を基本として樹立しなければな

らない。

地域協力と開発

･ 地域経済協力を推進すべきである。

国際社会は、貿易、エネルギー、電

力、運輸、農業、鉱工業、水資源に

おける地域協力で、潜在的能力を

発揮できるように政府を支援すべ

きである。

支援の調整

･ 重複や遅延を防止するために支援

の調整は不可欠である。国外財源

を管理する責任は受入国政府にあ

り、援助機関に任せ切りにしては

ならない。

･ 支援管理組織は、政府の中心組織

（通常は財務省）の中に置くべきで

ある。国外財源は国内財源と一元

化して全体の予算・資金調達プロ

グラムに組み入れるべきである。

中央の支援管理組織は、プロジェ

クト選定の決定をまとめ、中央

データベースを維持する必要が

ある。

･ ADBはパートナーと協力し合って継

続的に活動の調整を行なう必要があ

る。協力の真髄は、労働の部門に準

じて、また援助機関の比較優位に

則って協力し合うことにある。

政策及び制度の枠組み

･ 適切な政策・制度の枠組みが必要で

ある。政府は改革のプロセスに積極

的に関与しなければならない。

･ インフレなき成長の実現及び投資

家の信頼強化には適切なマクロ経

済管理が不可欠である。

･ 政府が包括的かつ現実に即した予

算を立てるには支援が必要である。

例えば、アフガニスタンで現在行

われている通常予算及び開発予算

を提示する試みは方向性として正

しい。活動は、中期支出の枠組みで

開始すべきである。また、可能な範

囲で、援助機関からの資金は予算

に計上して説明責任が果たせるよ

うにする。

･ 市場及び民主的プロセスへの幅広

い参加を推進すべきである。

･ 民間セクターと公共セクターのバ

ランスには合意が必要である。

能力開発

･ 行政、財務管理、立案、プロジェク

トの設計・実施を改善する能力開

発を重視しなければならない。

･ セクターの所管省が、プロジェク

トやプログラムの策定や実施に貢

献できるように技術援助を追加す

べきである。

･ 融資機関等は、財務省や中央銀行

と密接に協力し、資金の流れを円

滑にする実行可能な実用的支払い

システムを開発しなければならな

い。銀行その他の金融仲介機関、信

用の構築は不可欠である。

･ コンサルティング業務の契約では、

専門家と一緒に仕事をすることに

よって能力開発ができるように現

地職員を雇うべきである。

新たな紛争リスクの減少

･ 沈静化対策を策定するためにリス

ク/脆弱性分析を実施する必要があ

る。リスク軽減の優先順位を確立

するためには、リスクの構造を明

確にする必要がある。支配、剥奪、

参画拒否など、旧来の反目や誤解

に伴うリスクに対応しなければな

らない。合法的な予防手段や国際

的な保証を検討しなければならな

い場合もある。平和維持には軍事

支援、財政援助、技術援助が必要で

ある。

コミュニケーション戦略

･ 期待を管理し誤解を防ぐために、

先を見越したコミュニケーション

戦略を立てる必要がある。

業務の柔軟性

･ プロジェクト実施時には管理支援

を特に重視すべきである。

･ 援助機関の調達指針は、設備やサー

ビスの調達が速やかに行われるよう

臨機応変に適用すべきである。

NGOとのパートナーシップ

･ NGOは、復興、再建、開発で重要

な役割を果たすことができる。援

助機関と政府とNGOの関係は、密

接で信頼に基づく補完的なもので

あるべきである。

その他考慮事項

･ 全ての支援プログラムに、長期的

で生産的な避難民の社会復帰の要

素を組み込む必要がある。

･ 紛争後の諸国は，最新の情報技術

その他の技術の進歩の恩恵を受け

られる可能性がある。
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地職員を採用すること」を定めた条項をコンサルティング
業務の契約に盛り込むべきである。プロジェクト実施時に
は、管理支援の提供を重視すべきである。また調達指針は、
設備やサービスの調達が速やかに行われるよう臨機応変に
適用すべきである。
最近は情報技術その他技術が進歩しており、これらの分
野で前進する機会がアフガニスタンにも与えられている。
国内のカブールその他地域で情報技術（IT）、インターネッ
トカフェ、コンピュータ化、携帯電話が比較的普及してい
ることは、こうしたニューテクノロジー
が有用であることの証である。ADBは、
無償技術援助を行いアフガニスタンのコ
ンピュータ化を支援している。

紛争の防止

新たに紛争が始まってしまうと、再建か
ら開発に移行することはできない。新た
な紛争のリスクは、成長と貧困削減によって最小限に抑え
ることができる。アフガニスタンの貧困は根深い。内戦勃
発前でも国民の大半の生活は許容できる貧困ライン以下で
あった。貧困は紛争によって悪化するとともに、貧困層に
追いやられる人数も増やすことになる。ADBの中間予測に
よれば、人口の約53％が一人当たりの年間所得102ドルの
貧困ライン以下で生活している。1日1ドルの貧困ライン
で生活している国民の割合がこれよりもはるかに高いのは
自明である。ADBによる資金投入を含む供与機関の全ての
プロジェクトは、復興、生産、雇用、所得創出支援により、
こうした弱者集団特有の問題解決を目指したものである。
又、社会的問題への対応も重要である。ADBは、開発パー
トナーと協力して社会セクターの分析を実施し、支援が最
も役に立つ分野を明らかにしている。地域に根付いた持続
可能な保健/医療の構築において政府とNGO、地域に革新
的パートナーシップが成立したことによって、農村部の貧
しい人々の基本的健康、栄養、リプロダクティブ・ヘルス
（性と生殖に関する健康）に改善が見られた（p.23の囲みを
参照）。教育セクターでは、ADBは、ジェンダーに配慮し
た地域に根付いた基礎教育に対する持続可能な包括的取り
組みを支援している（p.30の囲みを参照）。長期目標は、貧
困を打破できるだけの自立能力を付ける教育をアフガニス
タンの若者（特に女子）に対して行い貧困を削減すること
にある（p.21の囲みを参照）。
新たな紛争のリスクを少なくするために、政府は避難民
や元戦闘員に対する対策を立てなければならない。定住者
及び避難民には救済が実施された。避難民の社会復帰の動
きにはゆっくりとではあるが大きな進捗が見られた。開発
パートナーがサポートしている全てのプログラムやプロ
ジェクトでは、優先順位を基本に、避難民を社会復帰のプ
ロセスに完全に組み入れなければならない。そしてそれが
実施される場所は避難民の出身地であることが望ましい。

失業者や貧困者に臨時雇用を生み出すだけでは充分ではな
い。生産性を追及した長期雇用及び所得創出が実現するよ
うにする必要がある。

前を見つめて

ADBは、2002年4月にアフガニスタンの国別戦略・プログ
ラム（CSP）の更新を完了した。2003年～2005年には、ア
フガニスタンの状況の変化及びプロジェクトとプログラム
の支援のバランスを取ることを求める政府の希望を配慮し

て、適切な組み合わせの支援方式を開発
することができるだろう。国家開発の枠
組み（NDF）及び国家開発予算（NDB）
を見る限り、ADBはその間、譲許的支援
6億ドル及び無償援助5,800万ドルの要
求に応じざるを得ないだろうと見込んで
いる。政府と相談を重ねながらプログラ
ムの詳細の作業が進められている。

2003年、もし承認されれば、紛争後マルチセクター・プ
ログラム・ローンで実施された政策・制度改革の進歩を土
台に、緊急時インフラ基盤復興再建プロジェクト（EIRRP）
を支援することができる。こうした一連の行動が功を奏す
るであろうことは、ADBが紛争後のタジキスタンで行った
業務で立証されている。EIRRPの主な目的は、政府による
運輸セクター及びエネルギー・セクターの主な基盤構造の
復旧・再建を支援することにある。このプロジェクトは、全
国の経済活動の再生、ひいては雇用の提供や貧困削減に貢
献すると同時に、現地の労働力を最大限活用して女性に平
等の機会を提供することになる。この他、平和と治安の推
進、社会的包含と安定、地域の協力と統合、天然資源の開
発と保全、民間セクターの育成もEIRRPの目標になる。

将来展望：

紛争後の再建から得られた教訓

過去10年間のADBの緊急時政策及び貸付を確認したとこ
ろ、存続可能な生活、ガバナンスの悪さ、制度的能力、人
的資本及び社会資本の枯渇、また早期警戒や予防、鎮静化、
準備をさらに重視する必要性、不充分な金融、緊急時支援
に対する組織の反応がバラバラで行き当たりばったりで
あったこと、重大な問題に充分対応していないなど、重要
な欠落部分や限界が明らかになった。ADBはこれらの問題
に対応し、紛争後の業務と「貧困削減」というADBの究極
の目標とのつながりを強化する、包括的な危機政策の原案
作りを進めている。
紛争後の再建とは、再建から開発への移行を加速し、紛
争再開のリスクを最小限に抑えるための成長と貧困削減を
言う。これらの目標を達成するためには、所得創出活動の
開発、安全網の整備、人的資本や社会資本だけでなくガバ

失業者や貧困者に臨時雇用を
生み出すだけでは充分ではな
い。生産性を追及した長期雇
用及び所得創出が実現するよ
うにする必要がある。
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ナンスや制度的能力の改善が必要であり、紛争の防止、移
行、緊急時復旧等再建の全ての段階について対策を考える
必要がある。
これらの全ての段階を通じて、ADBは紛争後の状況にあ

る加盟国が紛争による人的損失を解決し、治安を確立・維持
し、国民のために今よりも明るい未来を建設するに当たっ
て、国が自信をもって前進できるような政治プロセスを構
築する触媒としての役割を果たし続けなければならない。



プロジェクトやプログラムの評価をする上で、受益者の参加や

ステークホルダーのオーナーシップ、相手の要望に沿った相乗

効果のある複数の関与、地方行政の能力開発、貧困層への物理

的投資に先立つ社会的準備、非政府組織や地域と協力して実施

し効果を上げる方式、などの重要性が明らかになっている。

業務活動
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アジア開発銀行（ADB）は、その目的遂行のために開発途上
加盟国（DMCs）に様々な形の財政支援を行っている。主な
支援は、貸付、技術援助、無償供与、出資、保証であり、ADB
の通常資本財源（OCR）、特別基金（ADBの単独管理下にあ
る業務に資金提供する財源）、援助機関を代表してADBが管
理している外部資金等の資金源が充てられる。本章では、
2002年のADBの財源および業務状況の概要、及びADBのプ
ロジェクトやプログラムについて2002年に実施された評価
の概要について述べる。OCR及びアジア開発基金（ADF）に
関する詳細については「経営陣の検討と分析」の章を参照。

貸付

2002年の公共セクター向け及び民間セクター向けの貸付は、
71件のプロジェクトに対して89件、総額56億7,600万ドル
であった。前年2001年は、60件のプロジェクトに対して76
件、総額53億3,900万ドルであった。2002年の実績を2001
年と比較すると貸し付け総額が3億3,700万ドル増加してい
るが、これはADF貸付が2億7,200万ドル増加したことが
大きな原因である。このうち1億5,000万ドルは、23年ぶり
にADBが支援を再開したアフガニスタンに対するもので
あった。1件の平均貸付額は6,400万ドルであった。
貸付全体の内、政府保証付き貸付は67件のプロジェクト

に対して55億3,100万ドル以上で、うち32件38億9,800万
ドルが通常資本財源（OCR）、53件16億3,300万ドルが譲
許的なアジア開発基金（ADF）からの貸付だった。公共セ
クター向け貸付承認全体の内、15件は政策主体のプログラ
ムで、貸付総額の30.5％に相当する16億8,500万ドルであっ
た。このプログラム貸付の内、77.2％に相当する13億ドル
がOCRから、22.8％に相当する3億8,500万ドルがADFか
ら貸付が行われた。政策主体のプログラムには、プログラ
ム・ローン、DMCsによる政策や制度、投資環境の改善努
力、短期の調整費に充当するために提供されたセクター開
発プログラム・ローン、などが含まれている。民間セクター
に対する政府保証のない貸付は4件のプロジェクトに対し
て4件、合計1億4,500万ドルであった。
国別貸付ではインドに対するものが最大で（貸付総額の

21％に相当する11億8,400万ドル）、次いでパキスタン、中
国、インドネシア、ベトナムの順であった。セクター別では、
運輸・通信が16億 1,300 万ドルで、2002 年の貸付総額の
28.4％に相当する最大のシェアを占めた。以下、エネルギー、
金融、社会基盤整備、農業・天然資源、マルチセクター、工
業・非燃料鉱物と続いた。「その他」のセクターに対する貸
付は貸付総額の14％であった。これには、中央政府の事務、
運営・規制、税関業務、公共セクター改革プログラム、司法・
法律の運用、公共財務管理、財政改革、環境プロジェクト、
ジェンダーとガバナンス、観光等、ADBの経済セクターに分
類されないものが含まれている。詳細は付録1を参照。
67件の公共セクター向け貸付のプロジェクト/プログラ

ムの内容をテーマ別に見ると、経済成長支援プロジェクト

18件（26.8％）、人材育成支援プロジェクト6件（9％）、環
境保護支援プロジェクト3件（4.5％）、グッド・ガバナン
ス支援プロジェクト2件（3％）、ジェンダーと開発をメイ
ンテーマとするプロジェクト1件（1.5％）、マルチテーマ/
その他が37件（55.2％）だった。マルチテーマのプロジェ
クトとは、経済成長、環境保護、グッド･ガバナンス、民間
セクター開発、人材育成、地域協力、ジェンダーと開発等
の2つ以上のテーマを組み合わせたものである。貸付に関
する詳細についてはhttp://www.adb.org/Finance/ を参照。

技術援助

2002年には、合計324件、総額1億7,900万ドルの無償技術
援助が承認された。これは前年2001年の1億4,550万ドルの
23％増に相当する。この増額は多国間/二国間財源資金の増
加によるところが大きい。承認された無償技術援助のうち、
87件がプロジェクトの準備、160件がアドバイザリーや業務
関連、77件が会議や研究/調査、研修等の地域活動のための
ものであった。技術援助総額のうち、5,600万ドルが通常資
本財源（OCR）の当期収益、4,670万ドルが技術援助特別基
金（TASF）、3,640万ドルが日本特別基金（JSF）、960万ドル
がアジア通貨危機支援資金（ACCSF）、残りの3,030万ドル
がその他の多国間及び二国間財源から貸付が行われる。
国別の無償技術援助（地域技術援助を除く）では、イン

ドネシア（1,910万ドル、全体の14％）がトップで、以下
アフガニスタン（1,510万ドル、11％）、インド（1,320万ド
ル、10％）、中国（1,320万ドル、10％）と続いた。
セクター別（地域技術援助を除く）では社会基盤整備セ

クターが最大の割合（2,210万ドル、16％）を占め、次いで
マルチセクター（2,030万ドル、14.6％）、金融（1,750万ド
ル、12.6％）、運輸・通信（1,620万ドル、11.7％）、農業・天
然資源（1,580万ドル、11.4％）、エネルギー（1,150万ドル、
8.3％）、工業・非燃料鉱物（630万ドル、4.6％）の順となっ
た。その他の技術援助は2,880万ドルで全体の20.8％であっ
た。技術援助活動に関する詳細については h t t p : / /
www.adb.org/ta/ 及び付録2と3を参照。

ADBの業務実績

単位：百万ドル ％

2001 2002 増減

貸付
OCR 3,977.4 4,042.8 1.6
ADF 1,361.3 a 1,633.0 20.0
貸付総額 5,338.7 5,675.8 6.3

出資 30.4 35.5 16.8

無償技術援助a 145.5 179.0 23.0

合計b 5,514.6 5,890.3 6.8

a 地域活動を含む。
b 小数点以下の処理により合計と一致しない場合がある。
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無償供与

2002年、15件のADBプロジェクトに対して、二国間及び
多国間財源から総額2億 2,140 万ドルが協調融資された。
ADBのプロジェクトは、オランダ（7,180万ドル）、日本
（5,000万ドル）、英国（3,420万ドル）、デンマーク（3,030
万ドル）、ドイツ（1,690万ドル）、地球環境基金（1,030万
ドル）の協調融資によるものである。その他の供与国も790
万ドルを拠出している。
16件は貧困削減日本基金（4,930万ドル）、2件は情報通
信技術日本基金（68万ドル）から完全に無償資金の提供を
受けた。詳細に関しては、「経営陣の検討と分析」の章及び
付録6と7を参照。

出資

2002年ADBは、さらに1億7,510万ドルの資本を動員する
ことが予測される、民間セクターへの4件のプロジェクト
に対する総額3,550万ドルの出資を承認した。内訳は、バ
ングラデシュの中央預託機関（1件）、中国とインドの投資
ファンド（2件）、インドの抵当信用保証（1件）である。詳
細に関しては付録4と5を参照。

協調融資及び保証業務

公的財源や民間財源からの協調融資によって、ADBプロ
ジェクトのメリットや効果が増強された。2002年ADBは、
さらに財源を集めることに注力したため、民間機関との協
調による貸付プロジェクトの件数・金額及び保証業務の金
額を大幅に増やすことができた。38件
の公共 / 民間セクター向け貸付プロ
ジェクトに対してあらゆる財源から協
調融資として 28 億 5,100 万ドルが集
まった。2002年に集められた協調融資
の総額は、前年2001年の2倍以上で、
2002 年のADB の貸し付け総額 56 億
7,600 万ドルの半分に相当する。これ
で、ADBの貸付プロジェクトの40％以
上が協調融資で行われた年が6年続い
たことになる。
2002年には15カ国のDMCsが協調融
資を受けた。最も金額が多かったの
は、主に国内金融機関から協調融資を
受けた中国（7億6,700万ドル）で、以下、ベトナム（6億
950万ドル）、フィリピン（5億4,550万ドル）と続いた。
1970年以降、協調融資及び保証業務により累積合計383
億ドルが集まり、ADBが支援する609件の貸付プロジェク
トやプログラムの財源が新たにできた。内訳は、公的財源
から223億ドル、民間財源及び輸出信用機関から160億ド
ル。エネルギー・セクターが44％に相当する168億ドル、

以下、運輸・通信（82億ドル、21％）、農業・天然資源（42
億ドル、11％）、社会基盤整備（33億ドル、9％）、その他
セクター（58億ドル、15％）と続いた。
公的機関との協調融資：ADBは、定期的な相談や打ち合
わせを行い、事前から開発パートナーと密接な交流を続け
ていた。2002年、公的機関である開発パートナーと組んで
29件の貸付プロジェクトに対して無償供与（2億2,140万
ドル）及び貸付（5億3,310万ドル）の形で合計7億5,450
万ドルの協調融資が実現した。内訳は、6件の貸付プロジェ
クトに対する日本からの2億 7,550万ドルが最も多く、以
下、4件に対するフランスからの8,030万ドル、同じく4件
に対するオランダからの7,180万ドルであった。欧州復興
開発銀行からは、中央アジア諸国の地域送電近代化プロ
ジェクトに対して4,900万ドルが協調融資された。この他
の主な多国間協調融資機関としては、OPEC国際開発基金
（3,090万ドル）、国際開発協会（2,700万ドル）、国際金融公
社（2,000万ドル）、北欧開発基金（1,410万ドル）等がある。
2002年、オーストラリア、カナダ、デンマーク、フィン
ランド、フランス、イタリア、日本、ニュージーランド、オ
ランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、英国、な
どの各国政府、ADBが管理している複数供与機関協力基
金、世界銀行、地球環境基金（GEF）からの71件の無償供
与総額3,030万ドルによって64件の技術援助プロジェクト
の協調融資が行われた。2002年、二国間/多国間財源から
15件の貸付プロジェクトに対し総額2億2,140万ドルの無
償協調融資が行われた。
2002年、複数の供与国が資金を出しADBが管理する貧
困削減協力基金設立に向けて英国が初めて6,000万ドルの
拠出を行った（http://www.adb.org/Documents/Policies/PRF/

を参照）。ノルウェーは、現行のガバナ
ンス協力基金に200万ドルを約定した。
オランダは、現行の水セクター協力基
金に 400 万ドルの追加拠出を行った
（http://www.adb.org/Documents/Others/
Cofinancing/IN30_03.pdf を参照）。スイ
ス・コンサルティングサービス協力基
金にも60万ドルの補充があった（http:/
/www.adb .org /Documents /Others /
Cofinancing/IN70_02.pdf を参照 ）。
民間機関との協調融資及び保証業

務：2002年の民間機関との協調融資は、
12件のプロジェクトに対する総額20億
9,700万ドルに上った。ちなみに、前年

2001年は8件のプロジェクトに対して9億3,300万ドルで
あった。2002年の総額のうち、8億8,500万ドルはADBの
保証を裏付けとして調達したものであり、2億4,900万ドル
は輸出信用、9億6,300万ドルは主に中国の国内金融機関か
らのパラレル協調融資であった。
2002年に民間機関との協調融資で資金調達した12件の
プロジェクトのうち4件はADBの保証付きであった。保証

協調融資契約（2002年）

合計：28億5,100万ドル

輸出
信用
9％

公共
26％

民間
65％
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業
務
活
動

の内訳は、フィリピンにおける電力改
革プログラムの債券発行を支援する5
億ドルの部分信用保証（PCG）（上の囲
みを参照）及び3件のプロジェクトに
対する政治リスク保証（PRGs）4件、
総額3億8,500万ドルであった。1　1988
年から2002年末までの間に、ADBは
合計でPCGs12件及びPRGs6件、約24
億ドルをシンジケート・ローンや資本
市場を通した民間機関との協調融資で
集めた。ADBの協調融資及び保証業務
に関する詳細は http://www.adb.org/
cofinancing を参照。

案件管理

2002年、ADBは貸付や技術援助案件を
監視・管理する能力を引き続き強化し
た。そして2001年の業務で得られた体
験を基に、プロジェクト実績報告シス
テム（継続している貸付プロジェクト
を監視する銀行内自動報告ツール）の
改善が行われた。技術援助に関する同
様の実績報告システムの開発も始まっ
た。また、プロジェクト管理説明書
（PAIs）の改訂版が職員に配布された。
PAIs は、ビジネスプロセスを改善し、
権限の委譲に変革をもたらすものであ
る。この改訂を補完する意味で、職員
がPAIsを使いやすいようにeメールに

よる質疑応答機能が開始された。
2002年、ADBによる政府に対する案件審査が拡大され、

貸付プロジェクトの総費用及び

資金調達源（2002年）

合計：108億ドル

a 公的機関、輸出信用機関、民間財源、資金投資
者、現地で参加している民間企業や金融機関か
らの協調融資を含む。

ADB
52％

借入者 /政府
24％

協調融資 /
その他a

20％

開発への民間資本の動員

2002年、ADBの保証は財源を動員す

る上で重要な役割を果たした。次に

その事実を端的に表している例を挙

げる。

フィリピン：電力改革プログラム

1998年、ADBはフィリピンにおける

電力セクター改革のプロセスを支援す

るため、3億ドルの電力改革プログラ

ムを承認した。ADBからの財政的支援

に加えて、国際協力銀行（日本、JBIC）

からの協調融資3億ドルが上乗せされ

た。さらに2002年後期になると、ADB

はプロジェクト実施機関であるフィリ

ピン電力資産負債管理公社（PSALM）

が発行した円建てユーロ債618億円を

保証することによってプログラムを支

援した。債券収入は、電力セクター民

営化の初期段階を推進すると思われ

る。これによって、重要な電力セク

ター改革への財政支援は総額10億ド

ル以上になった。債券発行の幹事会社

は野村インターナショナルが務めた。

ADBは、債券の最終満期時の支払い及

び最後の10年の利札支払いを対象と

する部分信用保証によって債券発行を

支援した。ADBの保証は、政府による

債務保証（counterguantee）があり、

PSALMは競争力がある長期（18年と

20年）資金を調達することができた。

そのため、財務費用が削減され、

PSALMは本来よりも早い段階で消費

者に節約分を還元することができた。

ADBの千野忠男総裁は、債券発行

に対するADBの支援について、「フィ

リピンが、電力セクターに不可欠な

改革の勢いを維持するのにこの支援

が役に立った。電力料金の値下げ、

サービスの向上、成長の強化等が実

現して明らかに貧困層の利益になる

だけではなく、民間投資家の重要な

好感材料にもなる」と言っている。こ

のプログラム及び総裁のコメントに

関する詳細は http://www.adb.org/

D o c u m e n t s / N e w s / 2 0 0 2 /

nr2002234.asp を参照。

ベトナム：Phu My 2.2発電所プロ

ジェクト

Phu My 2.2は、ベトナム南部のバー

リアブンタオ県にある715 メガワッ

トの火力発電所プロジェクトで、ベト

ナムに対して初めて民間が資金提供

し、国際競争入札を採用している

BOT（建設・運営・譲渡）方式の発電

所プロジェクトである。このプロジェ

クトの資金は、国際フランス電力公

社、住友商事、東京電力が出している。

ADBは、直接貸付5,000万ドル、政

治リスク保証（PRG）2,500万ドルで

構成されているこの先駆的BOTを支

援している。PRGは、民間金融機関

のシンジケートからの借入の裏付け

となった。ANZ投資銀行、ソシエテ

ジェネラル銀行、三井住友銀行が共

同幹事銀行となってPRG を手配し

た。この他、国際協力銀行（JBIC）、フ

ランス経済協力振興投資公社、世界

銀行等もこのプロジェクトに融資し

ている。

この経緯は、民間の政治リスク保

険会社であるソブリン・リスク保険

社に支えられて A D B が引受人

（guarantor-of-record）になった記念

すべき初めてのPRGである。ADBは、

政府による裏付け保証がなくても保

証を行う。

Phu My 2.2発電所プロジェクトは、

最近、ファイナンスアジア誌及びア

ジアマネー誌の「年間最優秀プロ

ジェクト財務賞」、及びプロジェクト

ファイナンス誌の「年間最優秀アジ

ア電力賞」その他を受賞した。このプ

ロジェクトに関する詳細は ht t p : / /

www.adb.org/Documents/Environ-

ment/phu_my.pdf を参照。

1 内訳は、パキスタンの金融（ノンバンク）市場及びガバナンス・プログ
ラムに対する2件のPRG、及びベトナムのPhu My 2.2発電所とPhu My 3
発電所プロジェクトに1件のPRG。

受益者 /
準借入者
4％
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対象国が17カ国になった。現在、一部
諸国の案件審査には他の主要融資機関
も参加するとともに、年間プログラム
作成作業と組み合わせて行われてい
る。健全な公的調達の政策と実務が推
進されるように、世界銀行と共同で9
カ国の国別の調達評価が実施された。
調達の調整：ADBは、10月に国際開
発金融機関及び公的な国際金融機関の
調達担当者（HOP）を集めた会議を開催
し、調達の政策や実務の調整を目指し
た。この会議では、「金融機関は、汚職
防止対策、テロ対策、環境面で責任の取
れる電子調達にまで融資範囲を拡大し
ていても、なお調達の政策と実務は統
一すること」が確認された。HOPは、仕事を調達する際の
基本事前資格審査書について承認し、ADBはそれを基に検
討用の標準的な事前資格審査書の原案を作成し、2003年初
頭の最終交付に備えた。入札書式の標準化について検討し
ていた作業グループは、仕事を調達する際の基本入札書式
の第1原案をHOPに提出した。ADBは、基本書類が承認さ
れたら仕事を調達する際の標準入札書式を作成する。

プロジェクト管理：2002年には合計
89件の新規貸付（公共セクター85件、
民間セクター4件）が承認され、管理下
にある貸付件数は555件となった。内訳
は、公共セクター476件、民間セクター
79 件である。現在継続中の公共セク
ター貸付505件のうち、実施の進捗状況
及び開発目標の達成状況の格付けは
「満足」が434件（うち5件は「大変満
足」）、57件が「部分的に満足」、14件が
「不満足」だった。2002年、699のプロ
ジェクト管理団（民間セクター貸付の
審査を除く）が現場に派遣され、プロ
ジェクトの進捗状況の評価・検討、案件
全体の実績改善、国とセクターの実績

関連性の強化が行われた。プロジェクト審査には、約10,400
人日（プロジェクト当たり平均25.5人日）が費やされた。
ADBの地域事務所や駐在員事務所は、ADB駐在員事務
所に関する方針に準じ、プロジェクトの実施において引き
続き重要な役割を果たした。国別プログラムの策定、プロ
ジェクトの処理、案件全体の管理といった重要な業務機能
は引き続き駐在員事務所に委託されていた。2002年末まで

ADBの開発途上加盟諸国の分類

1998 年 12月に理事会の承認を受け

た、開発途上加盟国（DMCs）の新し

い分類システムが1999年1月1日か

ら施行された。借入国であるDMCs1

は、一人当たりのGNP（国民総生産）

と負債返済能力という2つの基準に

照らしてグループA、B1、B2、Cに分

類され、この分類によってアジア開

発基金（ADF）からの借入の可否が決

まる。

グループA（ADFのみ）の該当国は、

アフガニスタン、ブータン、カンボジ

ア、キリバス、キルギス、ラオス、モ

ルジブ、モンゴル、ミャンマー、ネパー

ル、サモア、ソロモン諸島、タジキス

タン、トゥヴァル、バヌアツである。

グループB1（ADFと一定額までの

通常資本財源［OCR］）の該当国は、

アゼルバイジャン、バングラデシュ、

クック諸島2、マーシャル諸島、ミク

ロネシア連邦、パキスタン、スリラン

カ、トンガ、ベトナムである。

グループB2（OCRと一定額までの

ADF）の該当国は、中国、インド、イ

ンドネシア3、ナウル、パプア・ニュー

ギニアである。

グループC（OCRのみ）の該当国

は、フィジー、カザフスタン、マレー

シア、フィリピン、タイ、トルクメニ

スタン、ウズベキスタンである。

このほか、通常のADB支援から卒

業する基準も設けられ、これまでに

香港、韓国、シンガポール、台湾の4

カ国に適用されている。

また国の分類によって、コスト共

有の上限と国内優先という業務上の

影響が出る。ADBプロジェクト・ロー

ンを借り入れるDMCsに対する通常

のコスト共有限界は、グループAが

80％、グループB1が70％、グループ

B2が60％、グループCが40％と差が

ある。2002年11月28日、理事会は、

「1998年ADB卒業政策の一環として

の、プロジェクト融資のコスト共有

の限界に関する検討」というペー

パーを承認した。ADBは、2003年1

月1日からプロジェクト・ローンに対

して、グループA 80％4、グループB1

75％、グループB2 70％、グループC

65％という新しいコスト共有限界を

適用する。技術援助に対して、グルー

プAの場合は技術援助全体の少なく

とも15％、同じくグループB1とB2

の場合は20％、グループCの場合は

30％政府の拠出がなければならない。

拠出には、「技術援助コスト総額から

為替コストと国内コンサルタントの

コストを減じたもの」という制限が

適用される。

DMCsに対するADBの卒業政策に

関する詳細は http://www.adb.org/

documents/policies/graduation を

参照。

1 東ティモールは分類されていない。
2 対外債務の状況が改善されて初めてOCR
の利用が限定的に認められる。

3 ADFの援助からの検討リスト上にある。
4 理事会ペーパー「アフガニスタンをADBの
卒業政策に分類することに関する検討」の
とおり（2002年6月28日）、2002年から
2004年にかけてアフガニスタンに対して
は貸付及び技術援助業務のコスト共有限界
は適用されていない。

契約締結及び貸付実行

（1998年～2002年）

（累積、年末現在）
（単位：10億ドル）

1998 1999 2000 2001 2002
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に、19件のプロジェクトに対する合計21件の貸付の管理
が、バングラデシュ、カンボジア、インド、パキスタン、ス
リランカ、ウズベキスタン、ベトナムの駐在員事務所とバ
ヌアツにある南太平洋地域事務所に委託された。駐在員事
務所に関する詳細はhttp://www.adb.org/Documents/Policies/
Resident_Mission/ を参照。
2002年に完了したプロジェクトは97件で、68件のプロ

ジェクト完了報告書が配布され、2002年末現在の作成報告
書数は合計1,057件になった。
契約：2002年、DMCsにある実施機関がコンサルティン

グ業務、商品や関連サービス、土木工事の調達のために
行った契約（技術援助プロジェクトの契約を除く）は総額
43億ドルであった。契約額は前年比69％増であったが、借
入国数カ国で契約成立に遅れが生じたため、年間予測を下
回る金額となっている。貸付プロジェクトに伴うコンサル
タント契約は総額1億2,520万ドルとなった。
貸付実行：2002年の貸付実行額は42億ドルの年間予測

を達成した。主にプログラム・ローンの実行が増えたこと
から、実行額は前年2001年の38億ドルを上回る結果となっ
た。実行総額のうち最高の20億ドル（48％）は、プロジェ
クト・ローン、以下、プログラム・ローン、セクター・ロー
ン、民間セクター貸付と続いた。
プロジェクトの実施・管理セミナー：ADBは、DMCsが

ADBの現行のプロジェクト実施・管理に関する政策、実務、
手順に適応できるように2002年も引き続きセミナーを開催
した。新しい開発、コンサルタントの雇用、調達や実行の
手順等の重要項目や具体的特徴を特集したセミナーが8回
開催された。各セミナーの開催期間は2週間で、8回のセ
ミナーのうち7回はバングラデシュ、カンボジア、中国、イ
ンド、インドネシア、モンゴル、スリランカで開催された
国内セミナーで、合計258名が参加した。キルギスのビシュ
ケクでは、キルギスとタジキスタン向けの地域セミナーが
開催され、40名が参加した。この他ADB本部でも地域セ
ミナーが開催され、DMCの代表者47名とオブザーバー4
名が参加した。さらに、ADBの職員向けのプロジェクト実
施セミナーがADB本部で2回開催された。
2002年、ADBは政府及び実施機関の担当者を対象とし

て、貸付プロジェクトでコンサルタントを雇用する場合
の、ADBの手順について説明するセミナーを5回開催した。
開催場所は、バングラデシュ、インド、ラオス、ネパール、
パプア・ニューギニアで、156名が参加した。また、DMC
のコンサルタント向けに開催された5回のセミナーでは、
ADBとのビジネスチャンス及びコンサルタントが登録をし
て、指名に関心があることを示す手続きについての説明が
行われた。これらのセミナーは、ブータン、中国、ネパー
ル、スリランカ、ベトナムで開催され、合計262名が参加
した。参加者の反応から、セミナーに対する満足度の高さ
やセミナーに今日性があることがわかった。
ビジネス・オポチュニティ・セミナー：2002年、ビジネ

ス機会のためのセミナーが27回にわたって開催された。開

催された国は、オーストラリア、カナダ、デンマーク、フィ
ンランド、ドイツ、インドネシア、日本、マレーシア、ニュー
ジーランド、ノルウェー、ポルトガル、スウェーデン、台
湾、英国、米国の15カ国であった。セミナーには1,625名
が参加した。ADBが資金提供する貸付及び技術援助におけ
るビジネス機会の概要に関する説明が行われ、入札やコン
サルティングの申し込みの評価や比較等、調達に関する方
針や手続きに関するアドバイスがあった。
参加者の感想を見る限り、セミナーが開催されたことに

よってADBが資金を提供しているプロジェクトに関する
ビジネス機会が認知されるようになったようである。また
これらのセミナーによって、ADBのDMCsに最も適切な商
品やサービスを底値で提供する競争が、将来の納入業者や
コンサルタントの間で高まることとなった。

質とコストに基づいた選定の導入

2002年、理事会は他の国際開発金融機関で広く行われてい
るやり方に合わせ、ADBが資金提供する技術援助および貸
付プロジェクトでの、コンサルティング企業を選定する方
法として質とコストに基づいた選定（QCBS）を導入する
ことを承認した。2002年4月1日現在、QCBSはADBの優
先的方法になっている。QCBSでは、競合企業の提示価格
を検討することがADBと借入国に義務付けられているが、
サービスの質が最も重要な検討事項であることは従前どお
りである。企業からの提案を評価する場合には、技術の質
とコストを8対2の割合で勘案する。
QCBSの導入を支援するため、ADBは、本部で5回、駐在

員事務所で14回説明会を開催し、新しい方法を採用する手
順の概要について職員や実施機関の担当者に説明した。コン
サルティングサービスの利用者向けのハンドブックやPAIs、
提案依頼書等の関連書類の改訂が行われた。また、職員や実
施機関向けに新しく委託条件整備の指針が策定された。
QCBSの導入により、ADBは限られたコンサルタント料

を効率良く活用できるようになるものと思われる。また
QCBSの場合、企業の提案した財務内容の概要が公開され、
企業の技術面の採点が参加者の前で読み上げられるため、
選定の透明性も増す。理事会は、2004年にQCBSの実施状
況の確認を行う。QCBSに関する詳細はhttp://www.adb.org/
Documents/Guidelines/Consulting/con_selection.asp を参照。

民間セクター業務の案件

ADBは、民間セクターの案件では2002年も引き続いて他
の融資財源を活用する上で触媒的な機能を発揮した。1983
年に初めて民間セクター投資を行って以来、直接融資及び
出資という形の承認額は累積で22億ドルに達した。資金提
供を受けたプロジェクトは155件、集められた財源は総額
184億ドル、これはADBの投資額の7.4倍にあたる。承認
された中で実行された金額は累積15億ドルとなった。
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民間セクター向け投融資状況a（2002年）

投融資状況

企業数 百万ドル ％

基盤整備 21 619.8 50.2

投資ファンド・
金融機関 57 464.9 37.7

その他 13 148.8 12.1

合計 91 1,233.5 100.0

a 為替レートは2002年12月31日現在のもの。

2002年、民間セ
クターに対する資
金提供額は全体で
1 2 億ドルに達し
た。内訳は、貸付
7 億 5,940 万ドル
（62％）、出資4億
7,410万ドル（38％）
であった。依然と
し て 基 盤 整 備
プロジェクトが
6 億 1,980 万ドル
（50.2％）と最大の
シェアを占め、次
が投資ファンド・
金融機関の 4 億

6,490万ドル（37.7％）、残りはその他セクターの1億4,880万
ドル（12.1％）であった。
ADBは、資本財源を新規投資に利用できるようにするた
めに、プロジェクト企業14社の持ち株の全面的/部分的売却
を積極的に進め、投資コストに対して68％の純収益を得た。
承認された5件総額6,550万ドルの貸付は年内に完済された。
2002年末、91件の民間セクター・プロジェクトについて、
管理、支払い残処理、解約、売却が進められている。プロ
ジェクト件数全体のうち、16件は地域の金融機関やファン
ドに入っている。経営面では、財務実績が堅調な企業が65
社、ぎりぎりの企業が6社、標準以下の企業が20社であっ
た。引き続き、業績が標準以下の企業の問題解決に向けた
リスク管理が行われた。2件のプロジェクトでは整理・処
分、別の2件のプロジェクトでは再編が行われ、1つのプ
ロジェクトでは全額返済された。
2002年の金利、正味実現キャピタルゲイン、その他民間
セクター案件で得られる収入は、2001年の3,270万ドル台
から2,980万ドルに落ち込んだ。また配当収入も2001年の
1,320万ドル（収益率4.9％）から860万ドルに減少した。
損失引当金は2001年の1億4,450万ドルから1億3,730万
ドルに減った。また2002年末現在の案件全体の残高に対す
る損失引当金の割合は、2001年が21.1％であったのに対し
て20.1％だった。

ADBは、民間セクター業務において引き続き承認前のプ
ロジェクト処理の各段階で、独立した信用審査を実施しリ
スク管理を強化した。プロジェクトの管理は審査の厳格化
によって促進される。投資に危険の初期兆候が見られた場
合には特に注意を払いプロジェクトの質の悪化を防ぐ。2002
年、不良投資に対して集中的な回復努力（大半は製造・工業
における投資の早期中断）を行い、2件を撤廃してかなりの
成果を上げた。ADBがこうした不良投資から得た経験は、将
来の投資活動にとって重要な教訓となる。付録4と5を参照。

財源の移転

2001年にはADBからDMCsへの財源の純移転額が4億6,430
万ドルであったのに対して、2002年のDMCsからADBへの
純入金額は14億ドルだった。2001年に6億5,840万ドルだっ
たADBからADF借入国への純移転額は、2002年には7億1,780
万ドルに増え
た。しかし、同
年、OCRの借入
国 / 投資先から
ADBへ21億ドル
（2001 年は 1 億
9,410万ドル）の
入金があった。
これは、OCRの
プール方式貸付
の前払いが20億
ドル（2001年は
5,250万ドル）に
増えたことが大
きく影響したた
めである。

開発途上加盟国への財源移転（単位：百万ドル）

2001 2002

OCR

貸付実行 2,850 3,067
　元本返済a （1,196） （3,334）
　金利 /手数料の支払い （1,843） （1,814）
　純出資 （5） （17）
　　正味金額 （194） （2,098）

ADF

　貸付実行 1,024 1,136
　元本返済 （219） （262）
　金利 /手数料の支払い （147） （156）
　　正味金額 658 718

合計 464 （1,380）

（　）開発途上加盟国からの入金を示す。
a 前払い金19億7,710万ドル（2001年は5,250万ドル）を含む。
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国の部類についてはp.38を参照。
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2002年の貸付実行額は総額42億ドルで、年間目標を満額
達成した。全体のうち、OCRの貸付実行は31億ドル（73％）、
ADFの貸付実行は11億ドル（27％）だった。
2002年、融資の支払いは56億ドルに達した。ちなみに、

前年2001年は34億ドルであった。この増加は主に前払い
が増加したことによるものであった（2002 年 20億ドル、
2001年 5,250万ドル）。
2002年ADBから財源の純移転額が多かった上位4カ国

は、順にベトナム、スリランカ、インドネシア、アフガニ
スタンだった。

案件の評価及び開発への影響

実施したプロジェクト、プログラム、技術援助が完了して
から約3年後の実績等、ADBの業務に関する評価は業務評
価局（OED）が独立して行う。またOEDは、影響評価、特
別評価、国別支援プログラム評価などテーマ別の評価調査
も実施する。2002年OEDは48件の評価報告書を作成した。
内訳はプロジェクト/プログラム実績監査報告書31件、技
術援助報告書6件、国別支援プログラム報告書3件、特別
影響評価報告書6件、年次報告書2件である。またOEDは、
ADBが現在行っているプロジェクトやプログラム案件を評
価する報告書を初めて作成した。2002年OEDに、開発の
効果を測定するための、適切な目安を明らかにするアドバ
イザーのポストが設けられてさらに強化された。

プロジェクト/プログラム実績監査報告書

2002年、1998年前後に完了した公共セクター向けプロジェ
クト27件及びプログラム6件の評価が行われ30件の報告書
にまとめられた。妥当性、有効性、効率性、持続可能性、組
織/他の開発への影響という5つの基準に照らしたところ、
4件（12％）のプロジェクト /プログラムが「大変成功」、
23件（70％）が「成功」、6件（18％）が「部分的に成功」
という評価で、「不成功」に属するものはなかった。プロ
ジェクトやプログラムの成功率は上り基調にある。国の属
するグループ別で成功率の格差はほとんどない。「部分的に
成功」したプロジェクト/プログラムと「成功」したプロジェ
クト /プログラムは4つのグループ（A、B1、B2、C；p.38
の国の分類に関する囲みを参照）全てに、「大変成功」は4
つのグループのうち3つのグループに見られた。基盤整備
プロジェクト/プログラム15件（エネルギーが6件、運輸・
通信が9件）のうち、3件は「大変成功」、11件は「成功」、
1件は「部分的に成功」だった。農業セクター・プロジェク
ト10件、社会セクター・プロジェクト5件のうち、10件は
「成功」、5件は「部分的に成功」だった。残りの3件のプロ
ジェクト/プログラムは「成功」か「大変成功」だった。ま
た、ある民間セクター・プロジェクトの評価結果は「成功」
だった。評価報告書はhttp://www.adb.org/evaluation/ に掲載。
6件のプログラムの評価は、4件（67％）が「成功」、2件

（33％）が「部分的に成功」だった。「成功」した4件のプロ

グラム（キルギスとベトナムの農業セクター・プログラムを
含む）は、持続的な影響を与える見込みがあり、プログラム
の趣旨を達成していた。ところが、モンゴルの「部分的に成
功」とした農業セクター・プログラムは、政策改革対策の4
分の3しか遂行されておらず、重要政策の転換も見られた。
公共セクター向けプロジェクト27件のうち、「大変成功」は
4件（15％）、「成功」は19件（70％）、「部分的に成功」は4
件（15％）であった。このセクター向け貸付の取り組みが、
タイの第3次/第4次送電（セクター）プロジェクトの「大
変成功」及びインドネシアの第10次/第11次道路（セクター）
プロジェクトの「成功」につながった。
モンゴルでは、国家航空開発プロジェクトの「大変成功」

により、領空通過料収入によって多額の外貨収益が得られ
るようになるとともに、ウランバートル空港の安全性や効
率性も改善された。「大変成功」した中国の菜蕪鉄鋼近代化
プロジェクトは、鉄鋼業界近代化及び国営企業改革のモデ
ルとなっている。ところが、「部分的に成功」した4件の農
業プロジェクトでは、計画と実施の弱点が露呈した。モン
ゴルの雇用創出プロジェクトとパキスタンの第2次バラニ
地域開発プロジェクトは、目標としていた多数の貧困層の
受益者に浸透させるという点では効果的ではなかった。
「成功」したプロジェクトの中には、受益者の不参加と貧困
に対する影響の少なさから、思ったほど成果が上がらな
かった例もあった。
実績監査報告書により、27件の公共セクター向けプロ

ジェクト /プログラムについてプロジェクト終了報告書の
評価が確認され、6件については分類が変更された。バン
グラデシュ鉄道復旧プログラムは、プログラムの内容及び
経済の持続可能性に向けた進歩に後退が見られたため、全
般的に「成功」から「部分的に成功」に変更になった。残
りの5件のプロジェクト /プログラムについては、持続的
な成果と関連の制度的・社会経済的開発の影響が認められ
て「部分的に成功」から「成功」に分類が変更になった。
教訓：この評価からいくつかの教訓が得られた。評価で

は、貧困削減に向けて、受益者の参加とステークホルダー
のオーナーシップ（開発に第一義的責任と役割を果たす主
体性）、相手の要請を踏まえた複数の相乗的関与、地方行政
のための能力開発、物理的投資に先立つ貧困層のための社
会的準備、非政府組織や地域と一体となって効果的に実行
する段取り等の重要性が強調されている。プログラム貸付
の場合、改革プロセスの成否は、改革以前に立てられた
オーナーシップに起因する政策改革に対するステークホル
ダー全員の持続的関与、実施能力と改革の配慮を認識した
上で充分に絞り込んだプログラム内容、プログラムの臨機
応変な実施、にかかっている。

特別評価/影響評価

農業及び社会基盤整備プロジェクトが貧困削減に及ぼす影

響に関する受益者の認識：DMCs 6カ国で調査に基づく特別
評価を実施し、実施した農業及び社会基盤整備プロジェク
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トが貧困削減に与える影響について受益
者がどのように認識しているかを検証し
た。影響の種類によって、受益者の24～
50％が「ADBが資金を出した事業によっ
て自分達が得たものは多い」と感じてい
た。女性や環境に対する具体的なメリッ
トよりも収入や一般的福祉面でのメリッ
トに対する認識の方が高かった。また、
1980年代よりも1990年代に承認された
プロジェクトの方が効果が高かった。調
査では、「貧困層は、わずかな収入の増加
で貧困を脱却したと感じることができる」
という重要な結果が得られた。またマク
ロレベルにおけるバランスの取れた貧困
介入プロジェクトのプログラムの必要性、
プロジェクトの準備・実施段階で受益者
と協議することの必要性、全ての貧困介入プロジェクトに
ついて社会資本を充実させるための時間と財源を増やすこ
との必要性、受益者が開発パートナーを信頼することの必
要性、自覚をもって責任に対応することのできる受益者へ
プロジェクトを引き渡すべきタイミングについて重要な教
訓を得ることができた。
農村部の道路改良が貧困削減にもたらす影響：事例を主
体とする影響評価により、道路プロジェクトに対する投資
及び農村開発プロジェクトにおいてADBが資金を提供し
た農村道路改良が貧困削減に与える影響が検証された。貧
困からの脱却には農村部の道路改良は必要条件ではあるが
十分条件ではない。貧困層が最初に必要とするのは、例え
ば水汲みの時間を短縮するなどして余分な時間を蓄積する
ことである。交通の近代化によってもたらされる時間で新
しいチャンスを掴むことが出来る。この調査では、交通様
式の改善と積載量の増加、行政が公共サービスの義務とし
て交通サービスを実施し将来も持続可能な民間の交通サー
ビスを育成すること、特定の道路を選択する上での明白な
基準の設定、所得創出のための労働主体の技術推進等を実
現し、貧困層の生活の中に現在存在し、アクセスや移動性
の妨げとなっている制約を排除することに焦点を絞った関
与を考えることが提案されている。
投資ファンドの運用（IFOs）： ADBの民間セクター総額
の約19％、出資総額の約59％に相当する、基盤整備、ベン
チャーキャピタル、資産運用投資、及び特別目的関連の29
件のIFOsの開発影響を検証する評価が行われた。これらの
IFOsは、特に基盤整備を目的とした資金集め、中小企業の
支援、資本市場の育成、雇用機会の創出に大きく影響した。
しかし、財務実績は全般に振るわず、アジア金融危機や通
信セクター等の規制の変化、ファンドマネジャーのプロ
ジェクト特定・査定・監督能力の影響を受けていた。この
調査では、ファンドマネジャーの選定や報酬、IFOsの管理、
IFOsで資金調達するプロジェクトの監視・評価、ADBの卒
業政策に対するADBの事後対策が提言された。

上下水道プロジェクト：上下水に対す
る取り組みの影響評価では、50件の貸付
と技術援助について調べ、実施したDMCs
について6件の詳細な評価が実施された。
受益者の過半数が貧困ライン以下の生活
をしている状況で、いずれのプロジェク
トでも世帯による水の消費量が大幅に増
えた。ただし、給水管から給水されるよう
に改善されたことについて、家庭内外の
消費者の満足度には違いがある。下水は
給水よりも注目度が低く、その影響は限
定され錯綜している。対象の上下水道で
原価回収を達成できた例は皆無であった。
ここでは、もっと多くのプロジェクトに
下水、衛生、健康増進を盛り込む必要性、
需要に対応し無収水（NRW）を減らす対

策をさらに進める必要性、ボトル入り飲料水など別の給水
手段を評価する必要性、農村の給水プロジェクトのあらゆ
る段階に受益者が関与する必要性、上下水道サービスを継
続・拡大できるように、完全に原価を回収することを目指し
た料金設定の必要性等の重要な教訓が得られた。提案され
ている対策は、ヨハネスブルクで開催された持続可能な開
発に関する世界首脳会議で、ADBの千野忠男総裁が発表し
た「アジアの都市のための水プログラム」と整合的である。
初等教育プロジェクト：特別評価では、DMCs 3カ国の政
府機関及び非政府機関による初等教育の実施状況が検証さ
れ、「民間セクターの方が経営の質が良く適切で、初等教育
が受けやすいか否か」の評価が行われた。この評価では、初
等教育のステークホルダーグループの聞き取り調査及び2次
データを基に、「民間が実施すれば、政府の経済的負担が減
り、就学がしやすくなる。又、営利目的の私学では質や効率
も良いが、貧しい家族にとっては経済的負担になるものと
思われる」と結論付けられた。資格のない教師や授業時間の
不足等、依然として教育の質に問題があった。
この評価から以下が明らかになった。政府機関と非政府
機関、宗教機関と一般機関、正規の学制と正規外の学制の兼
ね合いを基に、長期的なセクターの枠組みを構築すべきで
ある。辺境の子供達が就学・通学するには資金増が必要であ
る。学校の経営陣や委員会には法的権限、予算、研修が必要
である。能力強化の作業には地方行政、地域、親も参加すべ
きである。児童1人あたりの給与以外の経常的支出割合の最
低許容レベルを維持する財務基準を明確にすべきである。

国別支援プログラムの評価

次のように、バングラデシュ、モンゴル、フィリピンにつ
いて国別支援プログラムの評価が行われた。
バングラデシュ：バングラデシュは1973年から2001年

までの間に、公共セクター向け貸付141件、民間セクター
向け貸付/出資8件、無償技術援助272件を受けている。す
でに評価を行った52件のプロジェクトのうち、「全般的に

プロジェクト/プログラム実績評価

（2002年）a

（単位：パーセント）

0 80604020

12

70

18

0

a 実績監査評価は、妥当性、有効性、効率
性、持続可能性、組織 /他の開発への影響
の5つの評価基準を元に行われた。

大変成功

成功

部分的に
成功

不成功
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成功」は38％、「部分的に成功」は52％、「不成功」は10％
で、「部分的に成功」の割合がADBの平均をはるかに上回っ
ていた。ADBの国別戦略および運営では、ガバナンスの問
題を中心に据える必要性が認識され、構造改革に対する長
期的取り組みが行われ、基盤整備プロジェクトによって経
済成長や貧困削減に大きな影響をもたらした。
弱点は、一部のセクターで構造改革が充分に達成されな

かったこと、地域社会を動かすガバナンス改革を実施でき
なかったこと、保健や教育に対する支援が不充分だったこ
と、環境を国別プログラムの中心にすえることができな
かったことであった。
必要とされていることは次の通りである。

･ 中央政府レベル及び地方行政レベルにおいてガバナンス
に対してもっと事前対応型の取り組みをすること

･ 雇用創出に向けた中小企業育成のための融資拡大
･ 保健及び教育に対する経常的予算増額の支援
･ 貧困削減を促進し開発効果を向上させるためにセクター
を絞り込むこと
上記の最後の項目は、実績が良くないセクター、触媒と

しての潜在的能力が限られているセクター、ADBに比較優
位がないセクターに対する支援を削減するということであ
る。セクターの効率を向上させる改革に参加することが重
大な基準である。
モンゴル：1991年来モンゴルに対して行われた全ての業

務に関する評価は、テーマを政策改革、経済の多様化、能
力開発、金融システム改革の4つに絞って行われた。政策
改革に対する支援は、移行期・開発期のあらゆるものを対
象に行われ、オーナーシップのパターンに大きな変化が見

第6次・第7次アジア開発基金業務に関する特別評価報告書

アジア開発基金（ADF）財源は、低所

得の開発途上加盟国（DMCs）に対し

て譲許的貸付を行う貧困削減の中心

的手段であり、ADBの貸付の約28％

がADFから行われている。2002年に

は、1992年～ 2000年に実施された

ADF（ADF VI～VII）のプロジェクト、

プロセス、政策の評価が行われた。情

報源は、貸付財務情報システム、プロ

ジェクト業績監視システム、プロ

ジェクト完了・評価報告書等のADB

のデータベースであった。プロジェ

クトの事例研究はDMCs 5カ国にお

いて、5つのセクター、3つのテーマ

別分野について行われた。政府、プロ

ジェクトのステークホルダー、民間

セクターの代表者、二国間/多国間機

関の意見も聞いた。

ADF VI ～ VII の資金拠出国が対象

としていたのは次の 10 分野であっ

た。（i）成長の促進、（ii）家族計画及

び人材育成活動の支援、（iii）貧困削

減、（iv）ジェンダー問題への対応、（v）

環境の緩和・管理の改善、（vi）成長に

貢献する政策調整の強化、（vii）より

戦略的な立案プロセスの実施、（viii）

プロジェクトの質の改善、（ix）ADF

支援対象国卒業政策の採用、（x）より

正式なADF分配プロセスの導入。

ADF VI～VIIでは318件の譲許的プ

ロジェクトが承認された。貸付総額

は120億ドルで、ADBの承認総額の

約24％、ADF借入国の純財源総額の

約4％に相当する。

ADF VIは、プロジェクト分類のた

めの5つの戦略的開発目標（経済成

長、人材育成、貧困削減、ジェンダー

と開発、環境・天然資源管理）が導入

された時期と重なっていた。ガバナ

ンス、再定住、査察、先住民、非政府

組織、ジェンダー等、新しい政策も

次々に導入された。

ADF VI ～ VII で資金が提供された

プロジェクトの60％近くがまだ実施

途中にあるが、一様ではないものの、

ADF VI ～VII の目標に見合うような

十分な進歩が見られたことは明らか

である。評価では次のような結果が

得られた。

･ 大変満足：戦略的計画策定のプロ

セスが採用され、制度的文化の不

可欠部分となった。年を追うごと

に国主体のプログラム策定に改善

が見られ、プロジェクトの選定・計

画は戦略の方向性に従ったものと

なっている。

･ 満足：バランスの取れた経済成長

に向けたプロジェクト投資が継続

され、堅実な収益率を示している。

再定住や環境悪化の緩和等、貧困

層に影響を与えるプロジェクト関

連の問題に対する取り組みに改善

が見られた。家族計画活動は持続

していないが、人材育成への投資

は増加基調にある。貧困削減に対

する投資は、経験を積み、問題に対

する組織の理解が深まり、標的や

目標が明確になるにつれて改善さ

れている。ADFプロジェクトは質

と実績に改善が見られた。しかし、

プロジェクトの監視・管理にさら

なる努力が必要とされている。

ADFの配分は、ADF VIII で採択さ

れた実績主体の正式な目安に大筋

で沿ったものとなっている。

･ 部分的に満足：環境管理の改善に

ついてはADB内で処理が均一に進

められてこなかった。具体的に環

境問題を扱っているプロジェクト

の件数は少ない。政策調整に対す

るADBの貸付（プログラム貸付）の

成否は様々である。時に改革プロ

グラムは目標設定を高くしてしま

い、政府は難しい改革を実施する

能力または意志を失ってしまう。

一部諸国は卒業政策にのっとって

ADF支援対象から正式に卒業して

いるが、利用基準を変更しても国

による借入パターンへの影響はほ

とんど見られない。

･ 不満足：ADBにとってジェンダー問

題を組み入れることは依然として難

問である。プロジェクトの選定・設

計は、ジェンダーという開発目標を

効果的に支えるものになっていな

い。ジェンダーと開発政策に則って

ジェンダー問題を主流化しても限ら

れた効果しか得られなかった。

全体として、ADBは、ADFによる資

金提供を受ける業務だけでなく全ての

業務に影響を与えるようにADF VI～

VIIの議題の変化に対応している。
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られるようになっていた。しかし、政策過重で、政策を基
にした農業や工業に対する貸付は部分的な成功にとどまっ
た。基盤整備セクターに対する投資に伴う価格や貿易政策
の変更は、業界を分離し、民間セクターの関与を増やす基
盤となった。全ての業務で能力開発に対する支援が行われ
たが、大半は提供を中心とするもので、トレーニングやコ
ンサルティングサービスの提供と同一視されていた。取り
組みが細分化されていたため、公共セクターの財源管理全
体を推進することにはならなかった。1990年代半ばに入る
と、金融セクターに対する支援を行ったこともあり、セク
ター戦略が明確化し1990年代後期からプラスの影響を与え
るようになっていた。3つの国別業務戦略の全てで重要な
移行の問題が認識されていたが、それらは、セクターの戦
略やプロジェクトに充分に反映されていなかった。全体と
して、ADBの国別支援プログラムは体制移行に大きな貢献
をし、案件全体の実績もまずまずだった。それが貧困にど
のような影響を与えたかについては外的な影響や自然の影
響があるため評価するのは難しい。
評価では以下に関する重要性が強調されていた。
･ 業務に戦略的指針を設けること
･ 国別戦略・プログラム（CPSs）の策定に必要な基本的作
業を実施すること、そしてその時には論理的な包括的取
り組みを行うこと

･ 国別業務に具体的に監視できる目標を設定すること
フィリピン：フィリピンに対するADBの業務戦略は、国

家戦略を踏襲し、マクロ経済の安定、貧困削減、社会開発
という同国の全体的な開発目標を支持するものだった。投
資プロジェクトの結果は期待外れだった。1990年には若干
の改善が見られたものの、1986年から2001年の間に完了
したプロジェクト全体のうち33％が「不成功」に分類され
たのである。貸付および貸付以外の全ての介入で、制度的
能力の欠如、予算の不適切な配分、政治的意思の欠如に由
来する持続可能性の問題が発生していた。
得られた主な教訓は以下の4点であった。
･ 政治・マクロ経済の安定は開発支援成功の重要要因で
ある

･ プロジェクトを成功させるには、プロジェクトを周到に
準備すること、そしてプロジェクトの設計を比較的シン
プルなものにすることが必要である

･ 開発の影響を継続させるには、実施期以降慎重にモニ
ターを行う必要がある

･ 支援プログラムの成否は制度開発の度合いに依存する

技術援助実績監査報告書

2002年には6件の技術援助実績監査が実施され、33件の技
術援助が評価された。「大変成功」が6件、「成功」が18件、
「部分的に成功」が8件、「不成功」が1件であった。
資本市場の育成：パキスタンにおける資本市場育成に向
けた改革・制度を支援する技術援助が6件行われた。資本
市場における規制の枠組みの強化によって、証券取引委員

会の効果的な機能、投資信託に対する規制の更改、公共セ
クターの投資信託の民営化、保険新法の制定及びルールの
公布等、予想していた結果の大半が実現した。公的保険機
関2機関が再編され、国民貯蓄の金利の合理化が実施され、
今では市場の動きを基に定期的な調整が行われている。
政策・制度改革を成功させるには政府のオーナーシップ
が欠かせないこと、そして、的確に焦点を絞った技術援助
プロジェクトの方が成功する確率が高いということが主な
教訓であった。
技術援助の評価は、1件が「大変成功」、3件が「成功」、
2件が「部分的に成功」であった。
道路セクターの制度開発：道路セクターにおける制度開
発と政策支援を目指した5件の技術援助プロジェクトがカザ
フスタン、キルギス、モンゴルのプロジェクトに、そして道
路の設計・建設基準のための1件の地域技術援助がカザフス
タン、キルギス、モンゴル、ウズベキスタンのプロジェクト
に付随して行われた。当初の支援は、組織改革を支援するも
のだった。道路網を管理し、保全や建設を行う建設請負業者
に発注を行う道路担当部門の育成には進歩が見られた。以
後の技術援助の効果はそれほどでもなかった。道路委員会
の設立（モンゴル）や道路基金の主導権を道路担当部門に渡
すこと（キルギス）といった政治的に微妙な一部の提言を政
府が実施しなかったのである。地域技術援助によって改定
された設計・建設基準は、モンゴルでは一部使用されている
がカザフスタンとキルギスでは使用されていない。
調達プロセスに関するワークショップやトレーニングを
行うよりも職務分類や職務内容を明確にした方が良いとい
うこと、道路基金自体はセクターのニーズに見合う充分な
資金が供給されることを保証するものではないこと、開発
パートナーの中で道路基金の問題をさらに明確にする必要
があること、そして、地域活動を行う際は政府の優先順位
及び現在行われている関連活動を注視する必要があるとい
うことが主な教訓であった。
評価は、技術援助のうち当初の3件が「成功」、続く 2件
は「部分的に成功」、地域技術援助は「不成功」であった。
教育セクター改革：中央アジア諸国の教育セクター改革
を目指した6件の技術援助について評価が行われた。カザ
フスタンでは、包括的なセクターの審査が行われ、そこか
ら合理化プロセスの計画や確立、カリキュラム改革の実
施、教科書作成能力の強化、教師のトレーニングへとつな
がっていった。キルギスへの技術援助からは、政策改革の
青写真が生まれた。また2番目の技術援助の時にはコンサ
ルタントチームのメンバーが非協力的で上級担当者が頻繁
に替わった。ウズベキスタンでは、実用的な改革監視シス
テムだけでなく、教育制度の費用対効果を改善する戦略も
開発された。
教訓は次のとおりである。即ち、最初のミッションは、技
術援助の目標及び趣旨をコンサルタントに教え込み、重要
な達成要因を明確にすること、技術援助の設計には柔軟性
を持たせること、ニーズの変化及び受益者の希望に応える
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には教育に関する対話の継続が必要であること、評価能力
の育成にはデータ管理のトレーニングも盛り込むこと、な
どである。
技術援助の評価は、カザフスタンの2件が「成功」、キル

ギスの2件は「成功」と「部分的に成功」が1件ずつ、ウ
ズベキスタンの2件が「大変成功」であった。
太平洋地域の監査能力：太平洋地域のDMCs 12カ国に対

しては、監査能力強化のために、最高監査機関との協調融
資による地域技術援助4件を含む6件の技術援助が行われ
た。設計及び趣旨は適切だった。メリットとしては、監査
役室担当者の監査に関する知識の増加及び技能の向上、内
部の監査作業及び作業方法の改善、訓練を受けた監査担当
者を増やすこと、監査の経験や解決策の共有の推進などが
期待されていた。法律、報告手続き、報告書の作成、財務
収支やコンピュータ・システムの管理には弱点が存在し、
これからも克服していく必要がある。
この太平洋地域のDMCs 12カ国では、「法律や政府によ

る計算書の作成、コンピュータ・システムが技術援助の趣
旨に沿ったものであること」を確認する必要があること、
監査範囲を拡大するように法律を改正する必要があるこ
と、手続き全体の効果を増すため、監査後の追跡調査を確
実なものにする必要があることという教訓が得られた。
技術援助の評価は、3件が「大変成功」、残りの3件は「成

功」であった。
道路セクター管理：道路セクター管理向上のための技術

援助4件の内訳は、道路セクター機関の民営化を目指すラ
オス、及び同じく道路セクター機関の管理の推進を目指す
フィリピンの道路改良プロジェクトに伴う技術援助2件、
及びパプア・ニューギニアにおける中央政府・地方政府の
道路資産管理システム（RAMS）構築をサポートする独立
型の技術援助2件であった。ラオスの一部運輸セクター機
能の民営化、及びフィリピンにおける再編が実施された。
パプア・ニューギニアでは、1回目の技術援助で中央政府
にRAMS が構築された。2回目の技術援助による地方の
RAMS導入はまだ行われていない。
貸付に付随した政治的に微妙な技術援助の方が技術援助

単独のものよりも効果的であること、勢いを持続するには
外部の融資機関の長期関与が必要であること、大幅な人員
削減が行われる場合には社会的・政治的コストを最小限に
抑えるように移行期の手配をする必要があること、ラオス
のように経済が過渡期にある場合には自社株買占め
（MBO）が民営化の適切な形態と考えられるかもしれない
こと等が教訓として得られた。
技術援助の評価は、3件が「成功」、パプア・ニューギニ

アの地方を対象とした1件は「部分的に成功」であった。
ネパールにおける農業計画：ネパール政府が20年の農業

展望計画によって目指している農業セクターの新しい方向
性を設定できるように、農業の計画、統計、制度強化を支
援する技術援助5件が計画された。第1回技術援助の政策
の方向性は適切なものであった。続く2回の技術援助は、農

業プログラム・ローンという形で、公的投資・補助金体質
から脱却し規制緩和や市場の力に頼る方向への戦略転換を
支援した。
得られた教訓は次のとおりである。ADBの担当者が替わ

ると問題が生じること、革新的手法を導入するチャンスを
作るには参加を適切に管理する必要があること、現地側か
ら幅広い参加がない場合にはその計画が「高望みしたも
の」になったことなどである。
計画実施のために作られた組織に継続性がなく、最新の

農業統計を発表することに対して政府が消極的であること
によって、他の2件の技術援助の効果が薄れることになっ
た。全体の評価は、3件が「成功」、2件が「部分的に成功」
であった。

全体の案件評価

全体の案件評価に関する年間評価報告書には、2000年には
31％であった問題のあるプロジェクトの割合が2001年には
25％に減っていること、契約成立の予想と現実には大きな
開きがあり成約率はわずか69％であったこと、プロジェク
トの監査済み計算書の提出に関する取り決めが守られない
傾向にあること、などが示されていた。
報告書では、全体の案件実績を向上させ、リスクを抱えた

プロジェクトの件数を減らすには、経営陣の意思決定におい
てプロジェクト実績報告書の評価を重視しADBのプロジェ
クト実績管理システムをハイレベルでサポートする必要があ
ること、プロジェクト実績報告書の作成・検証に充分な財源
を充当すること、内部の能力開発に充分な財源を充当するこ
と、などと結論付けられていた。年間評価報告書に関する詳
細はhttp://www.adb.org/Evaluation/annualreports.asp を参照。

その他の活動

業務評価部（OED）は、新規プロジェクトの審査やプロジェ
クト完了報告書の審査を実施し業務を直接サポートしてい
る。2002年には、新規貸付の分類方式について評価を行い、
実績主体のADF財源分配プロセスの審査を主導した。
ADB理事会の開発効果委員会が2001年の評価活動に関

する年間報告書を検討した結果が、プロジェクトの費用予
測に関する2003年の調査に結び付き、近年、コストの予測
と実際が違う例が件数・金額ともに多いことが認識され
た。開発効果委員会については「2002年概観：理事会報告」
の章を参照。
国際開発金融機関（MDBs）の評価協力グループは、公

共セクター及び民間セクターの各業務を対象としたグッ
ド・プラクティス（優良事例）に関するペーパーを完成さ
せ、国別支援プログラムや政策主体の貸付等の一段高いレ
ベルの評価に目を転じている。この調査については、すで
にOEDは枠組みと調査事項を整備している。OEDをはじ
めとする評価部門は、成果主義の監視・管理の必要性に関
して2002年にMDBの総裁等が行った発言に対応している
ところである。



アジア開発銀行（ADB）は、開発途上加盟国に様々な形で金融

支援を行っている。主な支援は、貸付、技術援助、無償供与、

保証、出資であり、それらは種々の財源から支出されている。

経営陣の検討と分析
本項には、「確信する」、「期待する」、「意図する」といった言葉、またはそれに類する

意味の単語によって前向きな発言が記されている。こうした発言には、現時点での予

測に基づく想定や推定が含まれている。ADBはコントロールできないリスクや不確

実性を免れることはできない。従って、実際の未来の姿は、現在の予測と実質的

に異なる可能性もある。

47 概要

47 通常資本財源

57 特別基金

60 ADBが管理している信託基金

ADBにおいて「国」という場合、ADB加盟国を
指し、加盟国の主権や独立の有無に関するADBの
見解を示すものではない。
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概要

アジア開発銀行（ADB）は、アジア太平洋地域の貧困削減
を目標としている国際開発金融機関である。アジア太平洋
地域の社会・経済的発展を目指して31ヵ国が批准した「ア
ジア開発銀行設立協定」により1966年に設立された。現加
盟国は61ヵ国（2002年12月31日現在）で、うち44ヵ国が
域内加盟国である。ADBは、ムーディーズ及びスタンダー
ド・アンド・プアーズからAAAの格付けを取得している。
ADBは、その目的を達成するために、開発途上加盟国

（DMCs）に様々な形の金融支援を行っている。主な支援は、
貸付、技術援助、無償供与、保証、出資であり、それらは
種々の財源から支出されている。財源には、ADBが単独で
運営管理に当たっている業務を対象とした通常資本財源
（OCR）および特別基金財源と、外部から提供された資金
の運営管理を援助供与国に代わりADBが行っている信託
基金がある。協定では、それぞれの財源の独立性を保つこ
とが規定されている。

通常資本財源（OCR）

OCRの資金源は、払込資本金、業務上のリスクの緩衝剤と
なる累積利益剰余金（準備金）、及び私募市場及び民間資本
市場からの借入金、の3種類である（http://www.adb.org/
about/fnncemgt.aspを参照）。

財務政策

ADBは、堅実で慎重な財務政策を遵守している。国際開発
金融機関（MDB）であるADBにとって最も重要な財務リ
スクは、国別の信用リスクである。ADBには、収入・準備
金政策と流動性政策という2つの政策があり、国別の信用
リスクに対応する上で、この2つの政策が業務上の枠組み
を規定している。
1997年に理事会がADBの収入・準備金政策を見直し、イ

ンタレスト・カバレッジ・レシオ（ICR）及び準備金：融
資比率（RLR）が、ADBの収益の有効な指標となることを
明らかにした。ICRは、財務諸経費に対する純利益の比率
に1を加算したものであり、「ADBの財務の健全性を損な
わずに、現在の収入から、どの程度まで純利益を落すこと
が可能か」を示すものである。見直しの結果、ICRの最低
限目標を約1.31とすることが決定された。RLRは、貸付残
高と出資、保証の合計金額に対する総準備金の割合であ
り、この数値をもとに融資資産に対するADBの収益ベース
の適切性を見る。政策では、RLRを25％に維持することに
なっている。2002年末現在、ADBの ICRは 1.65、RLRは
30.83であった。
ADBは、1997年に発生したアジア金融危機によりリス

ク負担能力向上の必要性に迫られ、1999年にOCR融資関
連手数料の見直しを行った。その結果、ADBのOCR融資
関連手数料体系の改革が勧告され、理事会の承認を得て、

2000年1月1日から実施された。これによりプール方式貸
付に適用される貸付スプレッドは0.4％から0.6％に引き上
げられた。また、新規貸付については、1％の前払手数料が
導入されるとともに、新規プログラム・ローンの約定料に
ついても、年利0.75％が適用されることになった。
2002年理事会は、キャッシュフローが大幅に滞った場合

においても、現金を必要に応じて準備できる力を付け、投
資家からの信任を維持することを目指した新しい流動性政
策を承認した。従来の政策では、流動資産比率の望ましい
下限は年末現在の貸付の未実行残高の40％以上となってい
たが、新しい政策では、動的なキャッシュフロー重視型の
流動性を求めるものになっている。
･ 常に流動資産の望ましい下限を次の3年間の現金純必要
額（貸付実行と債務償還それぞれのネット金額の合計）
の40％とする。

･ 流動性資産に関する自由裁量は、流動資産の望ましい下
限の50％を上限とし、理事会の事前承認なしに債務に
よって調達する。

･ 中核となる流動資産内容は、流動資産の望ましい下限に
ほぼ相当し、株式資本や債務によって調達することがで
きる。
ADBの金融仲介活動の有効性と効率性を決定するため

の、柱となる3つの要素は、ADB独自の資金力、貸付方式
の適切性、そして株主からのサポートである。
ADBは、収益概要と前年の純利益の配分を毎年見直すこ

とで、ADBの中期見通しを見直しし、自己資本、純利益、
準備金が充分にあるかを検討している。ADBはこうした手
続きを通じて、リスク負担能力を確認しており、これは、財
務の健全性を維持する上で重要な役割を果たしている。理
事会は、毎年行われるこの見直しを基に、通常準備金及び
余剰金それぞれに配分すべきOCRの純利益額を総務会に
勧告している。
2000年5月、ADBの総務会は決議第270号を採択し、理

事会に対し、通常業務に今後必要とされる資金調達所要額
を調査し、その結果と勧告を総務会に報告するよう要請し
た。しかしながら、3ヵ年の継続事業プログラムで計画され
ているOCR貸付業務が、中期的にADBの資金調達所要額
にどのような影響を及ぼすのかを理事会が評価するために
は、ADBの財務の枠組みを見直す必要があった。そこで、
貸付及び借入制限に関する法定規制と政策に関連する諸問
題を検討することが必要となった。
2002年 10月1、理事会はワーキング・ペーパーを基に、

貸付制限に関する他の国際開発金融機関の様々な解釈や、
ADB理事から提起された、設立協定に定められた貸付及び
借入制限に関する政策についての解釈上の問題点を踏まえ
て、貸付及び借入制限を検討した。その結果、今後の資金
調達所要額を評価するに当たってADBが採用する財務枠
組みには、以下を盛り込むこととなった。

1 この一連の政策は、2003年 2月に理事会によって採択された。
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･ ADBの約定残高、すなわち、貸付実行残高と貸付未実
行残高、出資及び保証2の合計を、請求可能資本、払込
資本及び準備金（余剰金を含み特別引当金を除く）の合
計を上回らないように制限する政策、及び

･ 総借入残高を、請求可能資本の100％という設立協定に
定めた限度に従い、借入を行っていない加盟国の請求可
能資本、払込資本及び準備金（余剰金と特別引当金を含
む）の合計を上回らないように制限する政策。

2 ADBの財務政策は、ADBの貸付制限に対し政治リスク保証を保証債務の
名目値及び部分信用保証の現在価値で課すことを求めている。

財務データ抜粋

（2002年12月31日現在、単位：百万ドル）

法定報告基準a

2002 2001 2000 1999 1998

収支

貸付から 1,710.0 1,813.7 1,861.3 1,674.6 1,440.9

投資から 330.4 403.4 399.9 344.0 382.9

その他財源から 19.7 21.6 39.7 9.2 8.7

収入合計 2,060.1 2,238.7 2,300.9 2,027.8 1,832.5

金利その他財務費用 1,155.1 1,434.1 1,576.7 1,447.2 1,206.5

管理費b 90.6 59.0 92.6 105.9 121.7

加盟諸国への技術援助 56.0 20.0 － － －

損失引当金 4.5 9.8 5.9 24.8 37.4

支出合計 1,306.2 1,522.9 1,675.2 1,577.9 1,365.6

FAS133以前の業務収入 753.9 715.8 625.7 449.9 466.9

FAS133による調整 224.8 147.5 － － －

純利益 978.7 863.3 625.7 449.9 466.9

平均収益資産 38,244 36,272 36,693 34,788 28,558

平均収益資産の年間収益率 2.56% 2.28% 1.71% 1.29% 1.63%

貸付収益率 5.93% 6.42% 6.59% 6.41% 6.78%

投資収益率 4.26% 5.91% 5.09% 3.96% 5.27%

借入コスト 4.10% 5.54% 5.90% 5.66% 5.70%

準備金：融資比率（RLR） 32.04% 28.47% 27.26% 25.97% 27.70%

インタレスト・カバレッジ・レシオ（ICR） 1.85 1.58c 1.40 1.31 1.39

FAS133主義以前 時価主義

2002 2001 2002d 2001d

純利益 754 716 1,183 473

平均収益資産 38,244 36,271 40,680 38,431

平均収益資産の年間収益率 1.97% 1.97% 2.91% 1.23%

貸付収益率 5.93% 6.42% 10.53% 3.11%

投資収益率 4.26% 5.91% 9.80% 2.66%

借入コスト 4.32% 5.63% 9.85% 3.02%

準備金：融資比率（RLR） 30.83% 28.09% 28.99% 26.66%

インタレスト・カバレッジ・レシオ（ICR） 1.65 1.50 2.02 1.33

－ ゼロ
a 2001年にはFAS133が導入された。したがって、法定報告基準は、2001年より前のFAS133基準以前と同じである。
b アジア開発基金に繰り入れた管理手数料控除後。
c 2001年1月1日におけるFAS133導入の一時的な累積効果は除外。
d 時価主義会計導入の累積効果は除外。

財務報告の基本

法律で定められた報告：ADBは、アメリカの一般会計原則
に則って財務諸表を作成している。ADBは、2001年1月1
日から財務会計基準（FAS）第133号「デリバティブ商品
及びヘッジ取引の会計」及びFAS第138号に基づく関連の
修正条項を採用した。この2つの基準をあわせて「FAS133」
という。
ADBは、FAS133の定義及び規定に従い、すべてのデリ
バティブ商品に評価額をつけ、現在の純利益において認め
られる評価額の変化とともに貸借対照表に計上している。
FAS133では、デリバティブ商品の会計には、ヘッジ会
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計と非ヘッジ会計の2つの選択肢がある。ヘッジ会計の場
合、一定のヘッジ商品の評価額の変動は当期利益に計上し
なければならないが、その他はヘッジ項目の繰越価額への
修正として他の包括的利益に計上しなければならない。非
ヘッジ会計の場合は、ヘッジ商品の評価額の変動はすべて
当期利益として計上しなければならない。FAS133のヘッ
ジ会計基準を使用して中間評価を行ったところ、ADBのデ
リバティブ取引の大半は原金融取引のヘッジに極めて有効
であり、資金調達コストを抑える上でADBの業務に適して
いることが明らかとなっている。しかし、同時に、ADBは、
FAS133のヘッジ基準の採用が、ADB内のリスク管理戦略
を全面的に反映したものとは言えないことも認識してい
る。ヘッジ基準にあわせると、ADBの将来の借入、貸付、
ヘッジ・プログラムに過度の制約がかかり、借入コストの
極小化というADBの重点課題の達成がむずかしくなる可
能性が高い。したがって、ADBとしては、標準的ヘッジに
関する会計の定義に従うこともさることながら、借入コス
トの極小化という目標を追求することを忘れてはならない
と考えている。FAS133の標準的ヘッジ基準を採用しても、
ADBの金融資産・負債に内在する経済的リスクが完全に明
白になるとは限らない。したがって、ADBは非ヘッジ会計
の採用を選択し、その期におけるデリバティブ商品の評価
額の変動は純利益の一部として計上している。
補足報告：ADBは金融資産・負債に伴う金利リスク及び

為替リスクを最小限に抑えるため、選択的にデリバティブ
を用いて財務内容を管理している。デリバティブ商品を用
いて、それぞれのポジションやポートフォリオの資産・負
債の管理を強化するとともに、借入コストの引き下げを
図っている。金融商品によっては評価額で計上されるもの
もあれば（デリバティブ全般及び一部の出資など）、未だに
コストで計上されているものもあるため（貸付や借入）、
FAS133がADBの金融商品全体の経済的価値をそのまま反
映しているとは言えない。
また、本項では、ADBは時価方式とFAS133以前の方式

による2通りの補足的財務諸表も作成している。時価方式
の財務諸表を見るとADBの金融商品すべての経済価値が
わかり、FAS133以前の方式の財務諸表を見ると過去数年
に対応した財務情報が得られ、経営や意思決定に役立つも
のとADBは考えている。

時価の検討と分析

時価主義会計貸借対照表要約（50ページを参照）は、金利、
為替レート及び信用リスクの変動を勘案した、金融資産・
負債の経済価値の概算を表したものである。時価は、流動
性市場が存在する場合の金融商品の売却価格であり、した
がって、多くの点で評価額に近い。市場が存在しない金融
商品の場合、時価は、相当する金利や為替レートで割り引
いたキャッシュフローの予想値である。FAS133影響額に
ついてはすでに時価調整に計上されており、この影響額を
是正することで、FAS133の適用による影響を排除してい

る。詳細については、51ページの時価方式年間損益計算書
要約及び貸借対照表において時価調整が純利益に及ぼす影
響の要約を参照のこと。

時価主義会計貸借対照表

貸付案件：ADBの貸付の大半は、ADB加盟国に対するも
のか、またはADB加盟国によって保証されているものであ
る。ADBは、ADBの貸付に見合う市場は存在しないとの
考えから貸付の売却は行っていない。貸付時価は、金利な
ど経営陣が試算を行った結果、ADB に入ると予想する
キャッシュフローを基にしている。元本の返済、利子、そ
の他貸付手数料から入ることが予想されるキャッシュフ
ローは、ADBの調達コストと貸付スプレッドに相当する市
場利回り曲線で割り引かれる。
また時価には、相当するADBの信用リスクの判断も含ま

れる。ADBは、このようなリスクや滞納の可能性のある案
件のリスクを計上するため、民間セクター業務に対する貸
し倒れ引当金を考慮して貸付価額を調整している。公共セ
クター・ローンについては、貸付の契約条件によって予定
されていた利子や手数料の、現在の割引価額と実際の
キャッシュフローの時期との相違による機会損失以外、
ADBは損失を被ったことはない。したがって、公共セク
ター・ローンに対しては、貸し倒れ引当金は設けられてい
ない。
FAS133方式で計上されているADBの貸付残高295億ド

ルは、時価方式で24億ドル（8.3％）増の319億ドルとなっ
ているが、これは平均して、既存の貸付案件の金利が、こ
れから貸付を実行する場合の金利よりも高いことを示して
いる。
投資及び関連スワップ：簿価方式でも時価方式でも、

ADBが保有する投資は評価額で記録・計上する。評価額は
市場相場を基本とする。市場相場が容易に把握できない商
品の時価は、市場ベースの方法を用いて計算する。2002年
中、ADBは新しい流動性政策の導入により、2件のアセッ
ト・スワップ取引を締結した。
出資：評価額（市場価格）が容易に割り出せる株式は評

価額で計上する。市場価格を把握できない未上場株式は、
コストから損失引当金を引いた分を計上する。これは、公
正な時価の概算値を示す。
加盟諸国からの未収金：加盟諸国からの未収金には、無

制限の手形と制限付きと見られる手形がある。加盟諸国か
らの未収金の時価は、相当する金利や為替レートで割り引
いて現金化される予定の手形のキャッシュフローが基本で
ある。
スワップ後の借入：スワップ後の借入の時価には、借入

対象案件に関係する債務証券や金融デリバティブ商品の価
額が含まれる。時価は市場ベースの評価法を用いて計算
する。
FAS133記録方式での260億ドルを時価方式にすると、ス

ワップ後の借入対象案件価額の9.3％に相当する24億ドル
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増の284億ドルとなるが、これは、ADBの借入対象案件の
平均コストと、関連する市場利回り曲線に基づく時価との
差を表している。

時価方式損益計算書

2002年1月1日から2002年12月31日までの事業年度の4
億2,900万ドルにのぼる時価調整総額とは（2001年の時価
調整額はマイナス2億4,320万ドルであった）、2002年中の
ADBのあらゆる金融商品の時価の変動に相当する。時価調
整は、金利及び為替レートの変動を反映したものである。
2001年中の時価調整には、2001年1月1日に時価主義会計

を採用したことによる影響累計額である8,170万ドルの移
行時損失が含まれている。
2002年の時価方式での純利益は12億ドルであるのに対
し、FAS133以前の方式による純利益は7億5,390万ドル、
法定報告方式による純利益は9億7,870万ドルであった（51
ページの表を参照）。時価方式とFAS133以前の方式との差
額4億2,900万ドル（すなわち時価調整額）の内訳は、す
べての金融商品残高の評価による正味影響額1億3,090万
ドル、投資の未実現保有利益の8,970万ドル、および2002
年12月31日期の累積換算調整の2億840万ドルである（51
ページの表を参照）。

2002年及び2001年12月31日時点の時価主義会計貸借対照表要約

（単位：千ドル）

2002年12月31日 2001年12月31日

銀行預金

投資及び未収金b

貸付残高及び未収利息

出資

加盟国からの未収金

スワップの未収金

投資

借入

その他資産

合計

借入及び未払利息

スワップの未払金

投資

借入

買掛金及びその他負債

負債合計

払込資本金

名目上の純維持価格

通常準備金

特別引当金

剰余金

累積的再評価調整勘定

充当後の純利益

その他包括的利益累積額

資本合計

合計

－ ゼロ
（　）内はマイナス。
a 取引日の為替レートで換算。
b 有価証券貸付契約の下で移転された証券（2001年は1,489,870ドル、2002年は1,129,208ドル）を含む。

時価主義

68,823

8,330,341

30,697,150

208,018

200,543

－

6,379,403

478,096

46,362,374

26,734,750

－

6,784,076

1,955,836

35,474,662

2,989,775

(462,456)

7,589,531

182,903

116,645

－

471,314

－

10,887,712

46,362,374

FAS133
報告基準

473,360

9,102,853

29,485,151

211,267

316,547

511,937

9,231,868

504,209

49,837,192

26,236,013

548,218

9,027,166

1,673,632

37,485,029

3,246,837

(488,456)

8,470,092

183,764

116,645

147,501

977,815

(302,035)

12,352,163

49,837,192

FAS133による
影響の是正a

－

－

(1,098)

－

－

(8,005)

(641,150)

－

(650,253)

(9,221)

(17,167)

(261,793)

－

(288,181)

－

－

－

－

－

(147,501)

(224,756)

10,185

(362,072)

(650,253)

FAS133
主義以前

473,360

9,102,853

29,484,053

211,267

316,547

503,932

8,590,718

504,209

49,186,939

26,226,792

531,051

8,765,373

1,673,632

37,196,848

3,246,837

(488,456)

8,470,092

183,764

116,645

－

753,059

(291,850)

11,990,091

49,186,939

時価調整

－

－

2,438,050

－

(135,055)

8,005

641,150

－

2,952,150

2,418,385

17,167

261,793

－

2,697,345

－

－

(466,055)

－

－

－

429,010

291,850

254,805

2,952,150

時価主義

473,360

9,102,853

31,922,103

211,267

181,492

511,937

9,231,868

504,209

52,139,089

28,645,177

548,218

9,027,166

1,673,632

39,894,193

3,246,837

(488,456)

8,004,037

183,764

116,645

－

1,182,069

－

12,244,896

52,139,089
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2002年及び2001年12月31日時点の時価方式年間損益計算書要約

（単位：千ドル）

2002年12月31日 2001年12月31日

収入

貸付から

投資から

その他財源から

収入合計

支出

金利その他財務費用

管理費

加盟諸国への技術援助

損失引当金

支出合計

業務収入

FAS133調整前

FAS133調整

時価調整

損失準備金

純利益

特別引当金への保証手数料の充当

充当後の純利益

時価調整の要約

（単位：千ドル）

貸借対照表の影響額 損益計算書の影響額
（2002年12月31日現在） （年度累計）

2002年中の貸借対照表上の時価調整額は、1億 3,090万
ドルの純増加を記録した。これは、貸付及び加盟国からの
未収金が時価でそれぞれ7億9,280万ドルと1,290万ドルの
増であったのに対し、これを相殺する借入及びスワップの
未払金が時価でそれぞれ6億6,570万ドルと910万ドルの増
であったためである。
簿価方式では「その他包括的利益累積額」の一部として

計上される投資の未実現保有利益は、時価方式では時価調
整として計上される。2002年の時価方式での未実現保有利
益の変化は8,970万ドルであった。
2002年における対前年の時価調整の増加は、移行時調整

における8,170万ドルの損失を勘案すると、為替レートの
変動がその主な原因と思われる。簿価方式で「その他包括
的利益累積額」に計上される換算調整は、時価調整として
計上されている。具体的に言えば、ADBの貸付、出資及び

借入の相当部分は円建てである。日本円の対米ドル相場
は、2001年に急落した後、2002年には大幅な円高に転じた。
この為替の変動が2億840万ドルという多額の換算調整の
増加を生む結果となった。

事業活動

ADBは、DMCsの開発のニーズへの対応を支援するため、
貸付、技術援助、保証、出資などの金融支援を行い、目標
達成に努めている。
貸付：2001年6月30日まで、ADBの通常資本財源（OCR）

の貸付には、プール方式複数通貨建て貸付制度（PMCL）、
プール方式米ドル単一通貨貸付制度（PSCL）、市場ベース貸
付制度（MBL）の3通りの方式があった。2001年7月1日に
ロンドン銀行間取引金利（LIBOR）ベースの貸付（LBL）方
式が導入され、PMCLとMBLは廃止された。2002年7月1

日年時価主義

1,813,640

403,436

21,634

2,238,710

1,434,112

59,039

19,962

－

1,513,113

725,597

－

(243,150)

(9,838)

472,609

(1,295)

471,314

日年計上基準

1,709,943

330,448

19,723

2,060,114

1,155,167

90,553

55,998

4,476

1,306,194

753,920

224,756

－

－

978,676

(861)

977,815

時価調整

－

－

－

－

－

－

－

(4,476)

(4,476)

4,476

(224,756)

429,010

(4,476)

204,254

－

204,254

日年時価主義

1,709,943

330,448

19,723

2,060,114

1,155,167

90,553

55,998

－

1,301,718

758,396

－

429,010

(4,476)

1,182,930

(861)

1,182,069

貸借対照表の時価調整総額

投資の未実現利益

累積換算調整

時価調整総額

貸付

2,438,050

投資

(9,162)

スワップ後
の借入

(2,039,028)

その他資産

(135,055)

前年影響額
差引後

(123,930)

2002年
12月31日

130,875

89,702

208,433

429,010

2001年
12月31日

40,189

23,969

(307,308)

(243,150)
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LIBORaベースの貸付への書き換え

第1バッチ 第2バッチ 第3バッチ
書き換え総額

（2002年7月31日） （2002年10月31日） （2002年12月15日）

日には、ドル建てPSCL も廃止された。ADBを本格的な
LIBORベースの金融機関に移行させるために、理事会は、ま
た、既存の融資方式を全廃し、借り手にドル建てPSCL及び
MBLの未実行残高をLBLに書き換える選択肢を提供するプ
ログラムを導入することを承認した。ただし、この書き換え
は、未実行PSCL残高が2001年6月30日現在で当初貸付額
の少なくとも40％であることを条件とする。2002年12月15
日までに、11借入国に対する97件のPSCLの下で総額67億
ドルの未実行残高が予定通りLBL方式に書き換えられた。
詳細は、以下の表ならびにhttp://www.adb.org/finance/を参照
のこと。2002年12月31日をもって、書き換えプログラムは
完了した。LBL方式は、プロジェクトのニーズや対外債務
リスク管理戦略に合致するADBの新しい融資方式を求める
借り手の要請に迅速に対応するものである。LBL方式の場
合、金利や為替リスクを管理する借り手の柔軟性が増すと
ともに、ADBも仲介リスクを低く抑えることができる。
OCR貸付の承認、実行、返済及び期限前償還：2002年
のOCR貸付は、36件総額40億ドルが承認された。前年の
OCR貸付の承認は、30件総額40億ドルであった。2002年
の貸付総額のうち87.9％が、インド、中国、パキスタン及
びインドネシアに対するものであった（貸付額順）。2002
年の貸付実行総額は31億ドルで、前年度の28億ドルに対
して7.6％増となった。2002年の元本返済は33億ドルで、
うち20億ドルが期限前償還であった。2002年においては、
全額期限前償還された貸付は18件で、一部期限前償還され
た貸付は1件であった。2002年12月31日現在、損失引当
金差引後の累積貸付残高は、291億ドルとなった。
貸付状況：公共セクターに対するOCR貸付3件（2件は

ミャンマー、1件はナウル）及び民間セクターに対する貸
付13件が、2002年末現在、利払停止状態にある。これら
の貸付の残高総額は、公共セクターに対する貸付が320万
ドル（2001年は310万ドル）、民間セクターに対する貸付
が8,390万ドル（2001年は7,540万ドル）となっている。未
払停止状態にある民間セクター・ローンが増えた主な原因
は、債務不履行である。2002年中に利払停止状態から脱し
た貸付が1件ある。上記の貸付残高の合計額8,710万ドル
は、OCRの貸付残高総額の約0.3％に相当する。
貸付金利：PMCL及び米ドル建てPSCLの貸付金利は、前
期の借入の平均コストを基本に決定される。MBLの金利
は、固定金利あるいは変動金利である。MBLの貸付金利
は、3月 15日と9月 15日もしくは6月15日と12月 15日
のいずれかを金利更改日とする6ヵ月物LIBORに基づき決
定される。ADBのプール方式の複数通貨建て貸付及び米
ドル建て貸付の変動貸付金利は、53ページのとおりであ
る。2002年下半期、複数通貨建て貸付の年利は3.91％、米
ドル建て貸付の年利は6.34％それぞれ下がった。
貸付金利に加えて、すべての借り手に貸付スプレッドが
適用される。2000 年 1 月 1 日時点の貸付スプレッドは、
0.4％から0.6％の間であった。民間企業の貸付スプレッド
は、当該借り手やプロジェクトにおいてADBが負担するリ
スクを補填できるように個別に決定される。
2002年には27件のLBLが実施された。23件が米ドル建
て、4件が日本円建てであった。また、97件の米ドル建て
PSCLの下で総額67億ドルの未実行残高がLBL方式に書き
換えられた。貸付金利は、各貸付実行日の6ヵ月物LIBOR
及び貸付スプレッドを基本に決定される。

バングラデシュ

中国

フィジー諸島

インド

インドネシア

マレーシア

パプア・ニューギニア

フィリピン

タイ

ウズベキスタン

ベトナム

合計

－ ゼロ
a ロンドン銀行間取引金利

貸付件数

2

14

1

11

30

2

5

22

3

6

1

97

百万ドル

97

1,408

26

1,989

1,658

48

102

1,084

51

236

20

6,719

貸付件数

2

1

1

－

30

2

5

22

3

6

1

73

百万ドル

97

92

26

－

1,658

48

102

1,084

51

236

20

3,414

貸付件数

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

百万ドル

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

貸付件数

－

13

－

11

－

－

－

－

－

－

－

24

百万ドル

－

1,316

－

1,989

－

－

－

－

－

－

－

3,305
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公共セクターLBLにおいては、割り戻しや追加料金が通
例の特徴であり、ADBの基本的貸付スプレッドの調整とコ
ストベースの調整の2つの要素によって生じうるものであ
る。自動コスト・パススルー価格の原則を維持するため、
ADBは、実際のLIBORを下回る資金調達コストとの差額
を、割り戻しという形で公共セクターのLBL借り手に返還
している。ADBの資金調達コストが6ヵ月物LIBORを上回
る場合には、追加料金が発生する可能性があるが、ADBの
信用が著しく失墜しない限りこのような状態が起きる可能
性はない。割り戻しおよび追加料金のレートは、毎年1月
1日と7月1日の2回、過去6ヵ月間の実際の平均資金調達
コスト・マージンを基本に設定される。2002年中、ADBは、
割り戻し率に基づき、実際のLIBORを下回る資金調達コス
ト・マージン240万ドルをADBの公共セクターLBL借り
手に返還した。
技術援助：ADBは、技術援助（http://www.adb.org/TA/を

参照）プログラムを、DMCsの開発目標達成を支援すると
いうADB業務全体の重要な部分と位置づけている。1967
年から1991年まで、技術援助の費用は、OCRならびにそ
の他技術援助特別基金、日本特別基金、その他信託や無償
基金など技術援助財源から支出されていた。1992 年から
2000年まで、OCRからは技術援助資金への充当はなされな
かった。2001年、ADBの理事会は、4年間の中期融資期間
内でOCRの当期利益から優先順位の高い技術援助に融資
することを承認した。必要な貸付金額は年によって異な
り、理事会の承認を必要とする。
保証：ADBは、適格プロジェクトに保証を供与して信用

を強化し、民間セクターだけでは容易に吸収や管理ができ
ないリスクを負担する。こうしたリスクが軽減されると、
プロジェクトへの資金の動員が促進される。ADBは、基盤
整備プロジェクト、金融機関、資本市場、貿易金融の案件
で保証方式を採用し、成功を収めている。保証は、ADBの
年次財務報告書ではオフバランスの金融商品として認知さ
れている。
ADBの保証には、政治リスク保証（PRG）と部分信用保

証（PCG）の2種類があり、いずれも、貸出をしている民
間金融機関及び資本市場の投資家のリスク負担を軽減する
ためのものである。これらの保証は単独で行われるのでは
なく、ADBが直接参加しているプロジェクトに対して供与
される。ADBは、他の多国間機関、公的機関、民間セクター
の貸し手や発行体と協力して保証を行うことができる。

政治リスク保証：ADBのPRGプログラムは、ADBが援
助するプロジェクトに融資を行っている金融機関や資本市
場の投資家を、具体的に特定される政治リスクから保護し
て、協調融資を促進するものである。対象となるリスクは、
没収、通貨の交換や振替ができない事態、政治的暴力、契
約違反などのリスクのどのような組み合わせでもよく、貸
付その他負債が対象になるが、出資はPRGの対象とならな
い。大要は、対象プロジェクトの価値を基本とし、貸し手
に支払われるべき債務残高の全額または一部が保護される。
元本、利払いの両方が保護される場合と、いずれか片方の
みが保護される場合とがある。民間セクター・プロジェク
トについては、ADBは、受入国政府の連帯保証がなくても
PRGを出すことができる。しかし、受入国政府の連帯保証
なしに民間セクター・プロジェクトにPRGを出す場合は、
最大1億5,000万ドルまたはプロジェクト費用の50％のいず
れか低い方が対象額となる。手数料は市場ベースとし、保
証手数料、先取り手数料、スタンドバイ手数料が含まれる。
ADBのPRGは、保証対象となる事由が勃発し、保証対象の
貸し手に対する債務が償還不履行になる事態が発生した場
合に請求することができる。
2002年、ADBは4件のPRG手続きを完了した。このう

ち、ベトナムの発電プロジェクトの開発に対する2,500万ド
ルの民間融資を支援する1件が、実施された。このPRGは、
ADBの共同保証プログラムの下で供与され、ADBが保証人
となって、政治リスクを負う民間セクターの発行体に対し
PRGに関連するあらゆるリスクを回避するものであった。
承認された残りの3件のPRGは、総額2億3,500万ドルにの
ぼるが、2002年12月31日現在まだ実施に移されていない。
部分信用保証：PCGは、協調融資機関による融資の特定

部分を包括的に保護するものである（商業リスク及び政治
リスク）。金融市場での資金調達が制限されているDMCsで
行われるプロジェクトではあるものの、ADBが信用でき
て、資金的に健全であると考えるプロジェクトに、PCGに
よる保護はとりわけ役立っている。1997年に発生したアジ
ア金融危機以降、借り手、プロジェクトのスポンサー、協
調融資機関及び受入国政府は、歳入通貨建てで借入を行う
ことにより、通貨のミスマッチに伴うリスクをヘッジした
いと考えている。ADBのPCGは、国内債の発行や現地の
金融機関による長期貸付など、現地通貨建ての債務も対象
とすることができる。受入国政府の連帯保証がない民間セ
クターの保証は、負担の上限が7,500万ドルかプロジェク
ト費用の25％のいずれか低い方が対象となる。民間セク

貸付金利a

（年利％）

2002年 2001年

1月1日 5.08 5.50 複数通貨建て
6.69 6.70 米ドル建て

7月1日 3.91 5.21 複数通貨建て
6.34 6.70 米ドル建て

a 貸付金利は毎年1月1日及び7月1日に設定され、6ヵ月間有効。

割り戻し率

（年利％）

米ドル 日本円

2002年1月1日 0.41 0.17

2002年 7月1日 0.36 0.16
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ターに対する案件の保証手数料は、市場に委ねられる。受
入国政府の連帯保証がある場合の保証手数料は、保証残金
の現在価額に対する年率0.4％の標準的な連帯保証手数料に
ADBの事務費に相当する先取り手数料を加算したものであ
る。手数料は、借り手と貸し手のいずれかに請求すること
ができる。2002年には、フィリピンの電力セクター再編プ
ロジェクトを支援するために公共セクター向けのPCGプロ
ジェクト1件（5億ドル相当の円建て）が承認、実施された。
ADBは、保証方式及び補完融資制度（CFS）を利用して
域内の資本市場がさらに発展するよう全力を尽くしてい
る。ADBの保証及びCFSは、必要とされる信用力を強化
し、DMCsへの資本流入を促す触媒となる信頼できる方式
である。
民間セクターに対する出資及び貸付：協定では、特別引
当金を除いた、毀損のない応募済資本、準備金、余剰金を
加算した額の10％を投資総額の上限として、ADBがOCR
で株式投資をすることが認められている。2002年12月31
日現在、ADBが株式のみを所有している企業は57社、貸
付のみを行っている企業は24社、出資と貸付の両方を行っ
ている企業は17社であった。2002年末現在、承認済みの
OCRによる出資案件の予想損失引当金差引後の残高及び未
実行分は、4億920万ドルであった。協定で規定された上
限のおよそ33％に相当する。
2002年12月31日現在、民間セクター案件（出資及び貸
付）全体は、理事会が定めた15億ドルの上限を下回るおよ
そ12億であった。さらに客観的な資本配分法が実施される
までの暫定的処置として、2001年9月から15億ドルを上回
る民間セクターに対する出資及び貸付が認められている。
また、ADBには、ひとつのプロジェクトに対する出資と貸
付の合計額を、7,500万ドルまたはプロジェクトの総費用の
25％のいずれか低い方に制限するという方針もある。2002
年、ADBは、4件のプロジェクトに対する総額3,550万ド
ルの出資を承認した。

株式

2002年12月31日現在の財務報告上の自己資本総額は、前
年12月31日時点の109億ドルから124億ドルに増加した。
主因は、2002年中の純利益9億7,870万ドル、為替換算調
整による増加2億70万ドル、特別引出権（SDR）の変動に
よる資本及び準備金への純影響額1億8,970万ドル、投資
にかかる未実現保有利益 8,970 万ドル、及び払込資本金
1,050万ドルであった。
応募資本と払込資本に加え、請求可能資本の形で資本
の裏付けを要請することができる。ただし、これは、OCR
の下での借入または保証において発生するADBの債務を
履行するのに必要な場合に限る。2002年 12月 31日現在、
応募済の請求可能資本は439億ドルであった。

借入

2002年中、ADBは、米ドル、オーストラリアドル、日本円、

ユーロ、香港ドルで80件の借入取引を行い、総額59億ド
ルの長期資金を調達した（55ページの表を参照）。長期借
入の平均償還期間は7.2年であった。ちなみに、前年の平
均償還期間は6.2年であった。スワップ後、2002年の借入
のうち57％に当たる33億ドルが米ドル建て、残りの26億
ドルが円建てであった。ADBのスワップに関するガイドラ
インには、信用格付けがAA格以上の事業体をスワップの
カウンターパーティーとすることが定められている。ADB
としては、そのような取り決めの下では、債務不履行とな
るカウンターパーティーはいないと考えている。
ADBは、可能最低限のコストでADBの正味現金必要額に
見合う資金を確保することを常に最重要目標としてきた。こ
の目標に従い、ADBは、市場、商品、償還期間のいずれにお
いても資金調達源の多様化に努めている。ADBの資金調達
に関する主要戦略のひとつは、指標銘柄となるグローバル債
の発行を続け、主要通貨の債券市場で強力なプレゼンスを維
持することである。したがって、ADBは、投資家に価格発見
プロセス（price discovery process）を通じて適正な価格の債
券を提供することに注力し、地理的ならびに投資家のタイプ
別の点からも広範な流通を図り、流通市場の流動性を確保し
て、ADBのグローバル債の発行の増進に努めている。重要な
こととして、ADBは、また、可能最低限のコストで資金を調
達するために、有利な機会があるときにも債券発行を行って
いる。この点について、ADBは、投資家のニーズにあった規
模、仕組み、償還期間で、急遽、有利な私募債を発行するこ
とができる。ADBは、開発を促進するというその任務の一環
として、現地通貨建ての債券の発行を通じて域内の債券市場
の発展に寄与し続けている。さらに、ADBは、長期債を発行
するには市況が芳しくないような場合には、ユーロ建てのコ
マーシャルペーパー（ECP）プログラムを活用して、一時的
に資金需要を満たすよう図っている。
2002年中の借入のうち、30億ドルは、公募債によるもの
であった。2002年1月、ADBは、20億ドルにのぼる5ヵ年
物のグローバル債指標銘柄の発行を開始し、2000年5月以
来初めて米ドル建てグローバル市場で収益をあげた。さら
に、ADBは、2002年の8月と10月に有利な機会を促えて、
元金それぞれ5億ドル、償還期間10年と7年の2本の米ド
ル建て債券を発行した。

借入の推移（1993年～2002年）
（単位：百万ドル）
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ADBは、コストの極小化を目指して、2002年には私募債
による資金調達戦略をさらに強化した。この結果、2002年に
おける私募債による資金調達は大幅に増加し、同年中の借入
総額のおよそ50％に相当する29億ドルにのぼった。2002年
の私募債による借入のうち6億ドルは、日本の機関投資家を
対象とした50 件の任意で償還可能な外国為替リンク債で
あった。これらの短期償還私募債は、一般に、元本は円建て
で、表面利率はたとえば日本円と米ドルなど2種類の通貨の
為替レートにリンクしている。これらの仕組債を発行する
他、ADBは、日本の小口投資家向け市場で8件の債券を販売
し、17億ドルを調達した。これらの債券発行の規模は4,000
万ドルから8,000万ドルに及び、ADBはコスト効率のよい多
額の資金を調達することができた。これらの借入の大半は、
償還期間が長く、ADBが円滑な償還を進めていく上で利点
が大きい。さらに、ADBは、アジアの大規模な機関投資家を
対象とした外国為替および金利リンク債の形で総計6億ドル
にのぼる19案件を発行した。すべての私募債による借入は、
スワップによって、充分にヘッジされた「プレイン・バニラ」
の日本円建て及び米ドル建て変動利付債に切り替えられた。
このような長期借入に加えて、ADBは、2002年中、合計

36件のECPを発行し、総額28億ドルの短期資金を調達し
た。2002年中のECPの発行はすべて米ドル建てであった
が、その後日本円にスワップされた。2002年12月31日現
在、ECPの残高はわずか2億ドルである。

流動資産管理

流動資産があれば、貸付実行、債務返済、その他必要経費
に充当する資金が滞りなく確保される。また、流動資産は、
ADBの収益にも寄与する。
流動資産の管理は、理事会によって承認された投資要領

に従って行われる。投資要領で
は、投資資金の安全性と流動性
の確保を主たる目的に掲げてお
り、ADBは、この目的を達成す
るため、流動資産に対する投資
収益の最大化に努めている。
ADBの投資は、受領した通貨

と同じ通貨で行われる。ADBは、
設立協定の規定に従い、投資目
的での通貨交換は行わない。現
在、流動資産投資は18種類の通
貨建てとなっている。
ADBの流動資産は、政府その

他の公的機関の債券、定期預金
その他銀行や金融機関の無条件
の債券、及び規模は小さいが、信
用度の高い社債、抵当証券、資産
担保証券などである。
流動資産は、それぞれリスク

や実績のベンチマークが異なる
中核投資部分、即時利用可能資金、現金クッション・ポート
フォリオの3つに分けられている。下記の表は、有価証券貸
付契約の下で移転された証券及び未定の売買を除いた、2001
年及び2002年の流動資産の平均規模を示したものである。
中核投資部分の資金は、流動化の緩衝剤という主な目的

が達成されるように運用される。現金の出入りは、所定の
リスク許容レベルに対する総収益の最大化という中核投資
部分の目的を達成するため、最小限に抑えられる。中核投
資部分の資金は主に株式で調達される。この株式部分の運
用実績は、運用平均期間約2年の外部のベンチマークを基
準として算定される。他の中核投資部分は借入によって調
達され、ADBが最大限の借入コストと投資収益のスプレッ
ドを得られるよう運用される。

長期

元本合計

第1回償還までの平均満期（年）

平均最終満期（年）

件数

公募

私募

通貨の種類（スワップ前）

公募

私募

短期a

元本合計b

件数

通貨の種類

a 全てユーロ建てのコマーシャルペーパー。
b 年末時の元本残高は、2002年が2億ドル、2001年が4億ドル、2000年がゼロ、1999年が3億7,000万ドル
であった。

借入

（単位：百万ドル）

2002年

5,944.9

7.2

9.9

3

77

1

5

2,830.0

36

2

2001年

1,207.1

6.2

8.7

2

15

2

3

1,249.7

9

2

2000年

1,692.6

5.6

7.3

3

1

1

1

250.0

2

1

1999年

4,815.9

4.5

6.2

7

3

4

1

1,885.0

50

1

年末の流動資産残高

（単位：百万ドル）

2002年 2001年

中核投資部分 6,546.0 5,202.0

即時利用可能資金 144.0 381.0

現金クッション・ポートフォリオ 1,081.0 1,101.0

合計 7,771.0 6,684.0

流動資産の収益率

投資収益率（％）

2002年 2001年

中核投資部分 6.89 7.25

即時利用可能資金 1.72 3.59

現金クッション・ポートフォリオ 1.04 2.29

流動総資産の収益 5.36 6.11



56　　アジア開発銀行

即時利用可能資金は、1ヵ月の正味現金必要額に対応す
るものである。資金は株式で調達し、流動性の高い短期の
金融市場商品に投資される。運用実績は、短期運用に関す
る外部のベンチマークを基準として算定される。
現金クッション・ポートフォリオは、投資実行までの
ADBの借入手取金である。これは短期商品に投資し、運用
実績は、短期運用に関する外部のベンチマークを基準とし
て算定される。

リスク管理

ADBでは、財務運用のリスク管理に適切で強力な手段がし
かるべく機能するよう努めている。2002年、ADBは、先進
的な財務リスク管理システムの導入をほぼ完了した。2003
年の本格的運用に向けて、システムのテストを実施し、一
定期間他のシステムと並行して運用する予定である。
この財務リスク管理システムによって、フロントオフィ
ス、ミドルオフィス、バックオフィスの財務機能がリンク
され、とぎれのない処理システム環境が整う。これにより、
財務運用のさらに正確、効果的、効率的なリスク管理が可
能となる。加えて、様々なバリュー・アット・リスク（VAR）
法など、市場リスクや信用リスクを測定する新しい計測法
の導入が可能となり、ストレス試験やリスク調整後業績・
属性分析が推進されることになろう。
2002年には、他のリスク管理機能の強化についても進展が
見られた。リスク管理のガイドラインと手続きが強化され、
改正された。また、高度な仕組みを持つ取引を評価する新た
な方法も導入された。投資ベンチマークの見直しが行われ、
運用の効率化を図るため更なる改善も行われた。さらに、と
りわけ外部で管理されているOCR投資ポートフォリオの運
用に関連して、リスク調整後の業績測定が強化された。
カントリー・リスク管理については、2002年10月に、信
用リスクの内部数量化モデルが完成された。モデルは、自
己資本比率、貸し倒れ引当金、純利益最低要件及びOCR貸
付の条件決定に関連して予想される損失と予想外の損失と
を概算することによって、ADBが体系的なアプローチで信
用リスク管理を進める上での基盤となるものである。信用
リスクモデルを活用し、それを参考に、ADBの純利益最低
要件を決定することができる。
ADBの民間セクター業務において、リスク管理課は、最

も影響を受けやすい民間セクター・プロジェクトに特に注
意を払う「特別資産管理」と、各プロジェクトについての
担当部署の判断とは別に、独自の信用評価を下す「クレ
ジット・レビュー」の2つの主な機能を果たしている。

財務実績と純利益の配分のまとめ

収支状況：2002年には、貸付、投資、その他からの収益が
減少し、総収益は前年の22億ドルから8.0％減の21億ドル
となった。総収益の内訳は、17億ドルが貸付、3億3,040万
ドルが投資、1,970万ドルがその他財源によるものである。
2002年の総営業経費は、前年度が15億ドルであったの

に対して2億1,680万ドル減（14.2％減）の13億ドルであっ
た。金利や財務経費が2億7,890万ドル、損失引当金が540
万ドルそれぞれ減少したのに対して、管理費が3,150万ド
ル、技術援助貸付が3,600万ドルそれぞれ増加し、差し引
きで経費は減少となった。金利やその他財務経費の減少
は、変動金利借入の金利が下がったことが主因である。管
理費の増加は、貸付直接費の繰延が2002年は1,940万ドル
であったのに対し、2001年は3,480万ドルであったこと、な
らびに将来給付予測に基づき計上される退職金と退職後給
付が増加したことが主な要因であった。総営業経費は、総
収益の63.4％となった。前年実績は、68％であった。
2002年12月31日までの1年間で、計上純利益は、2001
年の8億6,330万ドルに対して9億7,870万ドルであった。
1億1,540万ドルにのぼるこの純利益の増加（13.4％増）の
主な要因は次のとおりである。
･ 増収のうち7,730万ドルは、ADBのデリバティブ商品の
適正価額における年度累計の変化によるもので、
FAS133の導入による会計基準変更時差異償却額である。
FAS133による調整は、金融商品全般の値動きではなく、
デリバティブ商品の値動きに限られる。

･ 残りの3,810万ドルの増収は、管理費及び技術援助貸付の
増加分と年度中の貸付及び投資収益の減少分を上回って、
金利その他財務経費が減少したことが主な原因である。
FAS133による調整：2002年 12月 31日までの1年間に
おける2億2,480万ドルのFAS133による調整額は、デリバ
ティブの値動きに相当する2億4,210万ドルから、FAS133
の導入による移行時調整の償却額1,730万ドルを差し引い
たものである。デリバティブから得られた2億 4,210万ド
ルの利益は、主に固定金利の未収金や変動金利の未払金に
よる複数の米ドル金利スワップによるものであった。2002
年には米ドルの金利の純減少が見られたが、このことは前
述のデリバティブの価値が上昇したということである。
純利益の配分：1997年に承認された収益と準備金に関す
る政策に基づき、ADBは、2002年、収益見通しと2001年
度純利益の配分を再検討した。その結果、総務会は、特別
引当金への充当後の2001年の純利益8億6,200万ドルのう
ち、7億1,450万ドルを通常準備金に、1億4,750万ドルを
別の準備金カテゴリーである「累積的再評価調整勘定」に
配分することを承認した。これは、FAS133による累積調
整に相当する。また、理事会は、2002年について、OCRの
融資関連手数料は現行のまま据え置くことを承認した。
職員の退職給与制度と退職後医療給付：退職給付は、拠
出確定給付制度（年金制度）によって供与される。この制
度では、ADBの雇用職員は、給与の9 1/3％を拠出すると
ともに、任意でさらに拠出することが認められている。年
金制度は、ADBの財源からの分離が義務づけられている独
立基金として、ADBが管理している。
また、退職後給付制度への加入を決めた退職者には、退
職後医療給付制度が提供される。医療保険料の75％をADB
が負担する。
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この2つの給付制度においては、ADBの給付債務の計上
は、一定の保険数理上の仮定に基づく予想制度資産の評価額
を差し引いた予定給付債務が基盤となる。2002年12月31日
現在、年金制度及び退職後給付制度には、それぞれ1億8,550
万ドルと1億2,400万ドルの未積立債務がある。許容される
範囲で、一定の費用、損益及び債務は、会計基準によって認
められる当該会計期間において繰り延べられ計上される。し
たがって、未積立額は、負債としては計上されていないが、
保険数理上の評価に基づく毎期の退職年金及び退職後給付費
用は、OCR勘定に計上されている。今後の費用の計上は、将
来の動向次第である。この点に関しては、積立状況及び毎期
の費用について年1回保険計理人の協力を得て、検討が行わ
れている。このような検討に基づき、今後は年金制度及び退
職後給付制度の積立率の改正が行われる可能性もあろう。

特別基金

ADBは、設立協定により、特別基金の設置及び管理を認め
られており、2002年12月31日現在、アジア開発基金（ADF）、
技術援助特別基金（TASF）、アジア通貨危機支援資金
（ACCSF）を含む日本特別基金（JSF）及びADB研究所特
別基金を管理運用している。ADFを除き、各基金の財務諸
表は、一般会計原則に従い作成される。ADFについては、
ADF規則に従い、特定目的財務諸表が作成される（http://
www.adb.org/finance/ADF/を参照）。

アジア開発基金（ADF）

ADFは、一人当たりのGNPが低く、債務支払い能力が限
られている開発途上加盟諸国（DMCs）を対象とする譲許
的貸付制度である。ADFには（域内外の）援助供与加盟国
28ヵ国の政府が拠出している。この基金は、アジア太平洋
地域のみを対象とした譲許的援助の唯一の多国間財源であ
る。ADFは、ADBの貧しい開発途上加盟国における貧困削
減及び生活水準の向上を目指す活動を支援している（http:/
/www.adb.org/finance/ADF/を参照）。
ADF VIII：2000年12月に総務会の決議276号によって

承認された現行のADF追加拠出（ADF VIII）は、2001年
から2004年までのADBの譲許的貸付業務の資金を調達す
るためのものである。追加拠出総額は、決議に定められて
いる為替レートに基づき27億9,000万ドルである。2002年
末までに、援助供与国23ヵ国から総額22億7,000万ドルの
ADF VIII拠出金協定書が提出された。21ヵ国の援助供与国
は、無条件の拠出金協定書を提出した。カナダ及び台湾は、
決議で認められているように、第1回目を除くすべての分
割金は予算割当の対象とするという条件が盛り込まれてい
る拠出金協定書を提出した。イタリアと米国は、年末まで
に拠出金協定書を提出しなかった。
2002年末までに、拠出金協定書を提出した援助供与国す

べてが第1回及び第2回分割金の支払いを終えた。
また、ポルトガルが、2002年 4月にADBに加盟、その

直後にADF VII及びADF VIII両方についてそれぞれ3,420
万ユーロと 1,690 万ユーロの拠出金協定書を提出した。
ADF VIIへの拠出金は、2002年における貸付承認額の資金
に充当されたADF資金に組み入れられた。
さらに、スペインは、アフガニスタンとその周辺国の

ニーズに対応する人道的責任がすべての援助供与国にある
ことを重要視し、ADF VIIIに1億ドル（1億1,340万ユーロ
相当）の追加拠出を行うことを明らかにした。2002年8月、
理事会は、決議に定められた条件に従い、この拠出を受け
入れることを承認した。スペインは第1回分割金を現金で
拠出した。
ADF VIIIの供与国25ヵ国のうち、17ヵ国が、7ヵ年の現

金化を定めた決議に規定された加速現金化スケジュールに
従うことを選択した。また、オーストリア、フランス、ド
イツ、スイス、タイ、英国の6ヵ国は、10ヵ年に及ぶ通常
の現金化スケジュールを適用した。残りの2ヵ国のうち、ベ
ルギーは、国際開発協会12（追加拠出）の5ヵ年の現金化
スケジュールを適用し、オーストラリアは、予算上の要件
に対応するよう標準スケジュールを修正したが、手形は7
年以内に現金化される予定である。
ADF VII：2002年5月、米国は、ADF VIIの拠出金とし

て、第3回分割分の残金2,820万ドルと第4回分割分の一部
（69.8％）6,980万ドルの合計9,800万ドルの約束手形を支
払った。したがって、以前に比例按分権を行使して貸付約
定のための第4回目の分割金を拠出しなかったオーストリ
ア、フランス、ドイツ、マレーシアの4ヵ国は、当該分割
金の69.8％を拠出した。拠出総額は4,840万ドルであった。
これらの資金は、2002年のADF VIII 約定枠に組み入れら
れた。2002年12月31日現在、ADF VIIの下での米国の遅

年末の流動資産残高

（単位：百万ドル）（年末）

2002年 2001年

ADF VIII拠出金 1,072.9 417.3

ADF VII拠出金 310.0 120.6

ADF VI拠出金 0.0 －

拡大繰上げ融資約定枠 1,600.0 800.0

ADF資金総額a 2,983.0 1,377.9

マイナス：
約定融資 2,229.5 b 712.9 c

約定済み条件付き貸付の繰越d 630.9 584.8

貸付実行リスク引当金 89.9 35.0

合計e 32.7 5.3

0.0 10万以下。
－ ゼロ
a ADF財源を管理する新しい財務計画の枠組みでは、1997年4月15日の
理事会で承認されたように、ADFの約定枠を決定する時にADF VIII以前
の金額を除外。

b 2002年10月から12月に条件付きで承認された貸付は除外。
c 2001年11月と12月に条件付きで承認された貸付は除外。
d 2000年で条件付きで承認され、2001年1月に支出された貸付。
e 小数点以下の処理により合算と一致しない。
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滞金は3,020万ドルで、他の援助供与国の保留総額は2,090
万ドルとなっている。
ADF VI：米国は、2002年5月に1万7,050ドルの約束手
形を出し、ADF VIの遅滞金をすべて支払った。
ADFの貸付の承認、実行及び返済：2002年中、53件総
額16億ドルのADF貸付が承認された。前年度は46件14億
ドルであった。2002年の貸付承認額のうち、およそ47.7％
が、額の大きい順にパキスタン、バングラデシュ、ベトナ
ムに対するものであった。2002年の貸付実行総額は、前年
度の10億2,430万ドルから10.9％増の11億3,550万ドルで
あった。年末現在、ADF財源からの貸付実行累積総額は187
億ドルとなった。2002年中の貸付返済額は2億6,230万ド
ル、返済累積額は19億であった。2002年12月31日現在の
ADF貸付残高は172億ドルであった。
貸付の状況：2002年末において、ミャンマーの公共セク
ターに対する貸付28件及びソロモン諸島の公共セクターに
対する貸付14件が利払停止状態にある。ミャンマーに対す
る貸付残高は総額4億5,210万ドル、ソロモン諸島に対す
る貸付残高は総額4,600万ドルで、合計するとADF貸付残
高総額のおよそ2.9％に相当する。
運用投資の状況：2002年12月31日現在のADFにおける
運用投資は、前年同期の26億ドルに対し、33億ドルに達
した。このうちおよそ22％が銀行預金、78％が変動性また
は確定所得証券に投資された。2002年のADFの投資収益
率は、前年の5.4％に対し、4.7％であった。
投資は10種類の通貨建てで、ユーロ、英ポンド、オース
トラリアドル、カナダドルが78％を占めている。

技術援助特別基金（TASF）

活動の概要：2002年中、中国（第2次）、パキスタン（第25
次）、インド（第18次）がそれぞれ100万ドル、7万ドル、
4万6,545ドルの直接任意拠出金をTASFに拠出した。これ
らは完全にアンタイドであった。
2002年末現在、TASFの財源は総額9億1,960万ドルで、
うち8億5,130万ドルが約定済となり、残りの6,830万ドル
が未約定であった。
業務及び財源状況：2002年、前年3,470万ドルであった

技術援助に対する約定額（承認済で実施中のもの）は2,790
万ドルに減少した。同年中に実施された技術援助プログラ
ムは58件であった。2002年、完了した技術援助プロジェ
クト及び中止された技術援助プロジェクトの合計390万ド
ル（2001年は550万ドル）は、同年の技術援助の減少分と
して計上され、相当する未実行約定は削除された。2002年
の投資収益は、投資対象案件の規模が小さくなり、世界的
に利回りが低下したことから、前年の1,090万ドルから480
万ドルに落ち込んだ。結果として、今後の約定に利用でき
る未約定残高は、前年の8,130万ドルから2002年には6,830
万ドルに減少した。2002年に承認された技術援助全体の資
金の26％がTASFから支出されている。
2002年末現在、TASFにおける投資額は、前年度比16％

減の1億5,500万ドルとなった。このほか、銀行預金、コン
サルタントへの前払いなどで構成される資産は総額1,010
万ドル、OCRその他への支払勘定は13万ドルであった。

日本特別基金（JSF）

活動の概要：日本特別基金（JSF）が資金を提供する無償技
術援助は、貧困削減を目指すADBの業務を引き続き支え
た。2002年3月、日本政府は、JSFに対する定期拠出金と
して29億円（2,250万ドル相当）を拠出した。1988年にJSF
が創設されて以来の日本の拠出金累積額は、2002年 12月
31日現在、973億円（約8億3,600万ドル相当）となった。
内訳は、定期拠出金792億円、追加拠出金181億円である。
2002年、ADBは、承認済であるがまだ実施に移されていな
いものを含め、JSFが資金を提供する無償技術援助65件総
額3,640万ドルを承認した（59ページの表を参照）。2002年
12月 31日現在の未約定残高は、承認済であるがまだ実施
に移されていない無償技術援助を勘案すると、1億3,540万
ドルとなる。
部門別活動：2002年、同年中に承認されたプロジェクト
準備技術援助総額の54％を含め、ADBが承認した技術援
助総額の20％の資金がJSFから支出された。セクター別の
JSFの承認額及び内訳は59ページの表の通りである。

技術援助特別基金累計財源

（単位：百万ドル）

2002年 2001年

定期的補充拠出金 238.0 238.0

OCR純利益からの分配 501.0 501.0

直接任意拠出金 88.5 87.4

投資その他財源からの収益 95.6 88.1

TASFからADFへの移転 (3.5) (3.5)

合計 919.6 911.0

（　）内はマイナス

2002年日本特別基金からの技術援助a（セクター別）

百万ドル ％

農業及び天然資源 8.3 22.8

社会基盤整備 7.6 20.9

運輸及び通信 6.9 19.0

その他b 4.6 12.6

エネルギー 4.5 12.4

マルチセクター 2.1 5.8

金融 1.8 4.9

工業及び非燃料鉱物 0.6 1.6

合計 36.4 100.0

a 域内技術援助を含む。
b ADBの経済セクター分類システムには該当しないプロジェクトを含む。
これらのプロジェクトは、たとえば、中央政府行政・規制、税関業務、公
共セクター改革プログラム、司法・立法業務、財政管理、財政改革、環
境プロジェクト、ジェンダー、ガバナンス、観光などに関連するもので
ある。
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アジア通貨危機支援資金国別技術援助（2002年）

百万ドル ％

インドネシア 7.3 76.0

フィリピン 2.3 24.0

合計 9.6 100.0

アジア通貨危機支援資金セクター別技術援助

（2002年）

百万ドル ％

金融 4.0 41.7

その他a 1.9 19.8

工業及び非燃料鉱物 1.5 15.6

社会基盤整備 1.3 13.5

農業及び天然資源 0.9 9.4

合計 9.6 100.0

a ADBの経済セクター分類システムには該当しないプロジェクトを含む。
これらのプロジェクトは、たとえば、中央政府行政・規制、税関業務、公
共セクター改革プログラム、司法・立法業務、財政管理、財政改革、環
境プロジェクト、ジェンダー、ガバナンス、観光などに関連するもので
ある。

アジアの貧困削減を支援する日本特別基金

日本特別基金（JSF）は、貧困と闘う

ADB の開発途上加盟諸国を援助し、

ADBの貧困削減目標の達成を支援し

ている。

バングラデシュでは、長年貧困が

経済成長を阻む主因となっていること

から、貧困者に施設や設備、サービス

を供給することが引き続き重要な課題

となっている。JSFでは、50万ドルの

無償技術援助によって、バングラデ

シュの農村部の女性に対し、品種改良

や家畜の健康管理、研究、畜産や養鶏、

飼料の開発、家畜の加工、環境管理な

どを含め、畜産業を通じて世帯の所得

を増やす手助けを行い、上記の課題に

取り組んでいる。技術援助の協定は、

2002 年 9 月に締結された（http: / /

www.adb.org/Documents/TARs/BAN/

R162_0.1.pdfを参照）。

また、同じく9月、ADBは、農村地

域の貧困女性のニーズを評価し、彼

女らの社会経済状況を改善するため

の総合的な対策を策定することを目

的とする45万ドルの無償技術援助の

協定をネパール政府と結んだ（http://

www.adb.org/Documents/Speeches/

2002/ms2002084.aspを参照）。この

技術援助は、貧困削減というADBの

使命を改めて表明するものであり、

男女平等とネパールの女性の地位と

能力の向上に努めるネパール政府を

支援するものである。

技術援助プロジェクトは、また、

1999年にJSFの中の独立した資金と

して創設されたアジア通貨危機支援

資金（ACCSF）を通じても実施され

た。ACCSFは完了したものの、この

資金によって支援を受けたプロジェ

クトは、長期にわたり効果を上げて

いくだろう。

インドネシアのマネー・ロンダリ

ング規制制度の開発に対しACCSFか

ら供与された150 万ドルの技術援助

は、インドネシアの金融システムの健

全化を図り、経済開発を促進し、グッ

ド・ガバナンス（良き統治）を推進す

ることを目指すものである（http://

www.adb.org/Documents/ADBBO/

AOTA/35498012.ASPを参照）。また、

フィリピンでも、ACCSFによる100

万ドルの技術援助によって、実効性あ

るマネー・ロンダリング規制制度の実

施に向けた期限を定めた計画作りが進

められ、同計画の実施を押し進めるた

めの支援が行われる計画である

（http://www.adb.org/Documents/

TARs/PHI/tar_phi36003.pdfを参照）。

アジア通貨危機支援資金（ACCSF）

活動の概要：アジア通貨危機支援資金（ACCSF）は、JSF
の中の独立した資金として、3年間の期間を定めて1999年
3月に設立されたものであり、2002年3月23日をもって終
了された。関連事務が完了されるまで、残りの資金は
ACCSFに保有される。
2002年末現在、ACCSFの利払い援助（IPA）と技術援助に

対する日本の拠出金累積額は、275億円（2億4,100万ドル相
当）となった。2002年、9,000万ドルがACCSFから貧困削減
日本基金（JFPR）に移転された。2002年、ADBは、承認済
であるがまだ実施に移されていないものを含め、ACCSFの
無償技術援助10件、総額960万ドルを承認した（上の表を参
照）。2002年12月31日現在、IPAと技術援助向けACCSF資
金の未約定残高は、承認済であるがまだ実施に移されていな
い無償技術援助を勘案すると、2,370万ドルとなった。
ACCSFからの支援は、政策対話、人材育成、制度強化、

その他銀行再編や企業債務再編の支援、金融の監視・監督・
規制制度の整備、公共セクターと企業のガバナンスの向
上、社会セーフティー・ネットの整備、環境保護などを対
象に行われている。
部門別活動：2002年、ADBに承認された技術援助総額の

5％の資金がACCSFから支出された（http://www.adb.org/Docu-
ments/Reports/Japan_Special_Fund/2001/jsf_accsf.pdfを参照）。

ADB研究所特別基金

ADB研究所の運営費用には、ADB研究所規則に則りADB
が管理するADB研究所特別基金が充てられている。日本政

府は、2002年5月、第7次拠出金として13億円（980万ド
ル相当）を拠出した。
2002年12月31日現在、累積拠出約定額は、為替換算調

整分を除き、87億円（7,130万ドル相当）となった。2002
年12月31日現在、拠出金総額のうち6,200万ドルが、主に
シンポジウム、フォーラム、研修の企画・実施、研究報告
書や刊行物、Webサイトの作成などの研究及び能力開発活
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動に利用された。
2002年12月31日現在、ADB研究所の将来のプロジェク
トやプログラムに使用できる正味流動資産残高（不動産、
什器、備品を除く）は、約930万ドルである。ADB研究所
に関する詳細は、http://www.adbi.org/を参照のこと。

ADBが管理している信託基金

ADBは、OCRや特別基金の財源だけでなく、日本奨学生
プログラム（JSP）、貧困削減日本基金（JFPR）、情報通信
技術日本基金（JFICT）、技術援助や貸付のソフト部分を支
援するために二国間援助の供与国から提供される無償資金
のチャネル・ファイナンシングの管理運営も行っている。
ただし、これらの資金はADBの財源には組み込まれてい
ない。

日本奨学生プログラム（JSP）

日本奨学生プログラム（JSP）は、DMCsの優れた人材に対
し、アジア太平洋地域の精選された教育機関において、経
済学、経営学、科学技術、その他開発に関連する分野で大
学院課程の研究の機会を提供するために、1988年に設立さ
れたものである。JSPは、日本政府が資金を拠出し、ADB
が管理運営している。現在、10ヵ国18の教育研究機関がJSP
に参加している。
1988年から2002年の間、日本政府は、JSPに対しおよそ
5,300万ドルを拠出している。34ヵ国の加盟諸国の奨学生
に対する奨学金供与件数は、合計で1,479件に達した。う
ち1,142名がすでに課程を修了している。また、女性に対
する奨学金供与件数は、426件となっている。年間の新規
奨学金供与件数も、1988年当時は49件であったのに対し、
2002年は143件に増加した（http://www.adb.org/Documents/
Brochures/Scholarship_Program/を参照）。

チャネル・ファイナンシング協定

TASF及びADFの財源が継続的に逼迫している中で、各国
政府から供与される無償協調融資はADBの業務において
極めて重要な役割を果たしている。こうした無償資金は、
ADBの技術援助プログラムを支援するとともに、主にロー
ン・プロジェクトのソフト部分の所要資金に充当されてい
る。
こうした無償供与の大半は、チャネル・ファイナンシン
グ協定（CFA）に基づき二国間援助の供与国によって供与
されている。ADBは、資金の管理者の役割を果たしており、
コンサルタントの登用、調達、融資の実行、プロジェクト
の監督についてはADBのガイドラインが適用されている。
CFAでは、援助供与国がADBと次のような包括的取り
決めを結ぶ。（i）援助供与国は、ADBが管理するアンタイ
ドの無償資金を提供する（ただし、資金はADB本体の財源
には組み入れない）、（ii）援助供与国は、資金の支出先と

して希望するセクターや被援助国を提示する、（iii）ADB
は、援助供与国の希望を満たす、技術援助プロジェクト案
の一覧及び案件概要を定期的に援助供与国に提出する、
（iv）当該資金が供与される具体的な案件について、援助供
与国とADBの双方が合意する。CFAに基づいて提供され
る資金は運用口座に振り替えられ、支援が実行されるまで
ADBが運用する。援助供与国には、資金の利用に関する財
務諸表や進捗状況報告書が定期的に提出される。プロジェ
クトの準備、実行、管理の責任はADBが負う。CFAでは、
援助供与国の裁量により追加拠出も可能である。
CFAの主な利点は、1回の取り決めで複数の技術援助プ
ロジェクトへの資金提供が可能なことにある。つまり、案
件毎の細部の交渉が最小限で済み、管理運営上効率的であ
る。ADBは、1980年に行われた第1回目のCFA交渉以来、
オーストリア、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンラ
ンド、フランス、イタリア、オランダ、ニュージーランド、
ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、英国の14ヵ
国とCFAを締結している。

共に貧困と闘う

「アジア太平洋地域を貧困なき地域に」とのビジョン、そ

して「ひとりひとりが力を発揮し、影響を及ぼすことが

できるのだ」という確信を共有し、他にも共通点を持つ

2人。ハビタット・フォー・ヒューマニティ・インター

ナショナル（東／東南アジア地域）のプログラム・オフィ

サーとフィリピンの技術教育・技能開発庁（TESDA）の

国内プロジェクト・コーディネータの2人は、いずれも

ADBの日本奨学生プログラム（JSP）の給付生であった。

2002年、フィリピンにあるアジア経営大学院（AIM）

と国際稲研究所の奨学生が集った会合において、AIMの

開発管理プログラムの修士課程で学んだこの2人の同窓

生は、ここまで自分が成長できたのは教育のおかげと、

教育の機会を与えたADBのJSPに感謝の意を述べた。

2 人は、これまでに学んだことを現場の仕事に活か

し、人々が変革の可能性を実感できるよう手助けをして

いる。貧困者の住宅問題やホームレスへの住宅供給に取

り組む非株式・非営利団体であるハビタット・フォー・

ヒューマニティ・インターナショナル（HFHI）は、人々

の住宅建設を助けている。住宅こそ開発を可能にする基

盤との前提に立ち、HFHIプログラムに参加する「ホー

ム・パートナー」と呼ばれる人々が自分たちへの自信を

再び取り戻すことができるようその手助けをしている。

また、TESDAと国連開発計画の共同プロジェクトでは、

企業による支援サービスを女性が享受できるよう支援し

て、女性の地位と能力の向上に努めている。女性の所得

向上に役立つ経済的機会を提供することで、貧困削減に

大いに貢献することができる。
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ここ数年は、（いくつかのセクターで採用されている）従
来型のCFAだけでなく、再生可能エネルギー、気候変動、
貧困削減、ガバナンス、水資源といった分野を対象とする
二国間機関とのテーマ別のCFA取り決めが急増している。
現在、複数の供与国が拠出できるように、複数のテーマ別
CFAを包括的資金として一本化する作業が進められている。
2002年、複数の供与国が拠出できるテーマ別のCFAとし

て、英国から6,000万ドル相当の初の拠出を得て、貧困を重
点テーマとしたCFAが新設された。また、ノルウェーがガ
バナンス協力基金に200万ドルの拠出を、スイスがADBと
のCFAに60万ドルの追加拠出を、オランダが既存の水資源
協力基金に400万ドルの追加拠出をそれぞれ行った。

貧困削減日本基金（JFPR）

貧困削減日本基金（JFPR）は、2000年5月に創設された信
託基金で、ADBが資金供与するプロジェクトにとって大き
な価値となりうる貧困削減及び社会開発活動の支援を目的

とするものである（上の囲み記事を参照）。2000年からこ
れまでに、日本は総額2億4,400万ドルを拠出しており、合
計29件、総額にして8,100万ドルのJFPRプロジェクトの
実施が承認されている（http://www.adb.org/JFPR/及び付録
6を参照）。

情報通信技術日本基金（JFICT）

情報通信技術日本基金（JFICT）は、2001年 7月に創設さ
れた信託基金で、デジタル・ディバイドの是正に努める
DMCsを支援し、貧困削減を助けることを目的とする。当
初拠出金として13億円（約1,070万ドル）が3年間の期間
を定めて拠出されている。
2002年には、ベトナムの健康保険電子会員カードに対す

る50万ドル、及びアジア太平洋地域学習・情報・通信・知
識センター（CLICK）に対する20万ドルの2件のプロジェ
クトが承認された（http://www.adb.org/Documents/others/
CLICK/R21_0.3.pdf及び付録7を参照）。

様々なアフガニスタン支援プロジェクト

アフガニスタンでは直ちに人道支援

と復興支援を実施することが必要と

されている。難民や国内避難民のた

めに道路を復旧し、住まいそして仕

事を世話することが急務であり、国

内のすべての地域に支援の手をさし

のべ、人道支援から復興・再建支援へ

と円滑に移行することが必要である。

2002年、ADBは、2002年1月に開

かれたアフガニスタン復興支援国際

会議において日本政府が約束した支

援の一環として、貧困削減日本基金

（JFPR）から資金を提供する無償資

金協力プロジェクト3件を承認した。

アフガニスタンに関する詳細は、特

別テーマの章を参照のこと。

道路プロジェクト：交通量の多い

輸送ルートの早急な復旧を援助する

ほか、1万人にのぼる帰還難民や国内

避難民に就労機会を提供するため、

1,500万ドルの無償資金協力が行われ

る。これまでに20万人を超す難民が

南ルートからアフガニスタンに帰還

した。彼らは仕事を必要としている。

そしてすでに過密状態となっている

カブールの更なる混乱を避けるため

に、これらの難民をカンダハルの北

部や西部地区に一時的に避難させる

必要がある。道路プロジェクトでは、

道路建設の研修、所得創出活動、小規

模金融サービス、栄養支援や育児支

援などの活動を展開する計画である。

また、基礎保健教育／サービスや薬

が地域の保健医療従事者400人を動

員して提供される。

教育プロジェクト：教育プロジェ

クトは、アフガニスタンの学校外教

育を支援するものであり、ストリー

トチルドレンや戦闘員だった子ども

達、あるいは元兵士に識字教育や職

業技術指導を施すものである。教育

プロジェクトでは、地域社会に根差

し、ジェンダーに配慮した教育を重

視する。プロジェクトでは、7,000以

上の少女を含め、およそ37,000人の

生徒を見込んでおり、少女には、教育

手当てが支給される。

保健プロジェクト：2002年12月23

日、ADBは、アフガニスタン農村部の

貧困層のリプロダクティブ・ヘルス

（性と生殖に関する健康）を含め、保

健・栄養セクターの改善に300万ドル

のJFPR援助を承認した。プロジェク

トでは、保健省がNGOと協約を結び、

地域社会に根差した一次医療の開発を

助け、農村の貧困を削減する方法を探

る。プロジェクトは、今後3年間で子

どもの死亡率を30％引き下げるとと

もに、多く見られる感染症、子どもの

栄養不良および妊婦死亡率の削減を目

指す。プロジェクトでは、また、建設

及び地域保健医療サブセクターにおけ

る雇用創出にも取り組む。



62　　アジア開発銀行

付録

63 付録1： 2002年中の公共・民間セクター貸付の承認（国別）

66 付録2： 2002年中の無償技術援助

73 付録3： 2002年中の地域技術援助

75 付録4： 2002年中の民間セクター貸付の承認及びプロジェクト総費用（国別）

75 付録5： 2002年中の民間セクター貸付の承認及びプロジェクト総費用（セクター別）

76 付録6： 2002年中の貧困削減日本基金

76 付録7： 2002年中の情報通信技術日本基金

77 付録8： 理事会及び議決グループ

78 付録9A： 組織図 ― 再編前

79 付録9B： 組織図 ― 再編後

80 付録10： 経営陣、上級職員、代表事務所所長及び駐在員事務所所長

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が、ADBの出版物においてはデータの情報源とデータの解釈が異なっている場合があり、
データの使用によって生じる結果についてADBは一切責任を負わない。
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付
録

150.00
150.00

65.00
42.17
72.60
60.00
60.00
299.77

10.91
20.00
50.00
10.00
10.00
100.91 c

35.00
300.00
150.00
144.00
33.12
124.00
82.36
868.48

16.80
16.80

320.00

30.00
150.00
150.00
200.00
20.00
313.60
1,183.60

56.00
33.00
42.22
250.00
85.00
161.00
140.00
767.22

合計

アフガニスタン
紛争後マルチセクター・プログラム

小計

バングラデシュ
道路網の改善・保守整備
ジャムナ -メグナ川の侵食緩和
ダッカ無公害燃料
都市のガバナンス及び基盤改善（セクター）
農村部の基盤改善

小計

カンボジア
トンレサップ川の環境管理
保健セクター支援
大メコン河流域地域（GMS）：カンボジアの道路整備
金融セクター・プログラム（サブプログラムII）
市町村（コミューン）議会の開発

小計

中国
水インフラ開発ファシリティb

四川省南部道路開発
松花江治水セクター
河北省Zhanghewan揚水発電装置
農業廃棄物の効率的利用
陜西省道路開発 II
河北省排水管理

小計

フィジー諸島
フィジー港湾開発

小計

インド
東西交通幹線
マドヤプラデシ州道路セクター開発プログラム
－ プログラム・ローン
－ プロジェクト・ローン

州レベルの電力セクター改革
ケララ州の政府近代化と財政改革（サブプログラムI）
医療サービス網b

鉄道セクター改善
小計

インドネシア
改革による貧困農民の所得向上
珊瑚礁の修復と管理（第2段階）
分権化のための持続可能な能力開発
金融ガバナンスと社会保障改革プログラム（第1段階）
中小企業輸出開発
再生可能エネルギー開発セクター
送電改善セクター

小計

付録1

2002年中の公共・民間セクター貸付の承認（国別）
（単位：百万ドル）

OCR

－
－

－
－

30.20
－
－

30.20

－
－
－
－
－
－

35.00
300.00
150.00
144.00
33.12
124.00
82.36
868.48

16.80
16.80

320.00

30.00
150.00
150.00
200.00
20.00
313.60
1,183.60

－
－
－

250.00
85.00
161.00
140.00
636.00

ADF

150.00
150.00

65.00
42.17
42.40
60.00
60.00
269.57

10.91
20.00
50.00
10.00
10.00
100.91

－
－
－
－
－
－
－
－

－
－

－

－
－
－
－
－
－
－

56.00
33.00
42.22
－
－
－
－

131.22

プロジェクト
の総費用a

150.00
150.00

122.90
61.27
113.40
87.00
112.40
496.97

19.37
76.99
77.50
10.00
17.40
201.26

150.00
1,019.00
357.70
774.90
77.27
326.80
165.34
2,871.01

32.26
32.26

575.80

30.00
261.20
392.70
250.00
80.00
579.20
2,168.90

70.92
41.25
63.64
250.00
113.00
256.00
175.00
969.81

承認日

12月4日

10月10日
11月25日
11月26日
11月28日
12月2日

11月21日
11月21日
11月26日
11月28日
12月3日

7月2日
9月20日
9月20日
10月18日
10月22日
12月12日
12月19日

3月5日

11月26日
12月5日

12月12日
12月16日
12月17日
12月19日

8月15日
12月6日
12月10日
12月10日
12月17日
12月19日
12月19日

－ 当該データなし
a プロジェクト総費用には、ADB、政府、借入者、受益者、転借者による融資、公的機関、輸出信用機関、民間機関からの協調融資、株主の出資及びプロ
ジェクトに参加した地元の民間企業と金融機関からの融資が含まれる。

b 政府保証の付されていない民間セクター貸付。
c 本表の域内の項目に分類されている地域プロジェクトに対する貸付分を除く。
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続き

合計

15.00
4.00
15.00
12.00
30.00
76.00 b

5.00
5.00

7.00
7.00

14.00
20.10
34.10

30.00
30.00
60.00

75.00
150.00
50.00
270.00
23.00
7.00
50.00
260.00
3.00

3.00

225.00
25.00

1,141.00

5.70
5.70

40.00
40.00

合計

ラオス
ナムグム川流域開発セクター
金融セクター改革
金融セクター改革プログラム
小自作農開発
GMS：北部経済幹線

小計

モルジブ
公的会計システムの強化

小計

マーシャル諸島
離島交通基盤整備

小計

モンゴル
第2次教育開発
中規模都市における都市基本サービスの総合開発

小計

ネパール
中等教育支援
都市と環境の改善

小計

パキスタン
初等教育の分権化（シンド州）
パンジャブ州道路開発セクター
シンド州農村開発
地方分権化支援プログラム
－ 地方政府の業績向上
－ ジェンダーとガバナンスの主流化

パンジャブ州コミュニティ上下水道セクター
金融（ノンバンク）市場とガバナンス・プログラム
－ 金融、保険、貯蓄制度の強化
－ ノンバンク金融市場の規制、施行、ガバナンス
　 の強化

農村金融セクター開発
－ プログラム・ローン
－ プロジェクト・ローン
小計

パプア・ニューギニア
沿岸漁業管理・開発

小計

フィリピン
電力市場及び送電開発

小計

－ 当該データなし
a プロジェクト総費用には、ADB、政府、借入者、受益者、転借者による融資、公的機関、輸出信用機関、民間機関からの協調融資、株主の出資及びプロ
ジェクトに参加した地元の民間企業と金融機関からの融資が含まれる。

b 本表の域内の項目に分類されている地域プロジェクトに対する貸付分を除く。

OCR

－
－
－
－
－
－

－
－

－
－

－
－
－

－
－
－

－
150.00

－
205.00

－
－
－

260.00
－

－

225.00
25.00
865.00

－
－

40.00
40.00

ADF

15.00
4.00
15.00
12.00
30.00
76.00

5.00
5.00

7.00
7.00

14.00
20.10
34.10

30.00
30.00
60.00

75.00
－

50.00
65.00
23.00
7.00
50.00
－
3.00

3.00

－
－

276.00

5.70
5.70

－
－

プロジェクト
の総費用a

23.00
4.83
15.00
15.20
95.79
153.82

6.27
6.27

10.00
10.00

68.50
26.50
95.00

74.83
37.50
112.33

97.00
222.10
62.50
270.00
27.50
9.00
71.40
260.00
4.50

4.40

225.00
29.64

1,283.04

9.50
9.50

106.00
106.00

承認日

11月11日
11月14日
11月28日
11月28日
12月20日

9月27日

11月28日

8月6日
8月6日

9月20日
12月10日

9月19日
10月31日
11月20日
11月21日

11月28日
12月5日

12月20日

10月24日

12月19日
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付
録

続き

合計

20.00
30.00

60.00
70.00
56.50
236.50

5.32
35.00
40.32 c

10.00
10.00

1.85
1.85

38.00

70.00
38.50
20.00
166.50 c

50.00
40.00
50.00

60.00
30.00
55.00
30.00
315.00 c

15.00
10.00

15.60
10.90
8.50

20.00
70.00
150.00
5,675.75

合計

スリランカ
水産資源開発及び品質改善
プランテーション開発
電力セクター開発プログラム
－ プログラム・ローン
－ プロジェクト・ローン

道路セクター開発
小計

タジキスタン
バイパザ（Baipaza）緊急地滑り安定化
農業復興

小計

トンガ
経済・公共セクター改革プログラム

小計

トゥヴァル
海事訓練

小計

ウズベキスタン
ウズベキスタン西部農村地域水供給
教育セクター開発プログラム
－ プログラム・ローン
－ プロジェクト・ローン

小規模金融開発
小計

ベトナム
Phu My 2.2発電所b

Phu My 3発電所b

第2次金融セクター・プログラム（サブプログラムI）
農業セクター開発プログラム
－ プログラム・ローン
－ プロジェクト・ローン

高等学校教育開発
住宅金融

小計

域内
域内貿易振興・税関協力プログラム
－ キルギス
－ タジキスタン

GMS：メコン観光開発
－ カンボジア
－ ラオス
－ ベトナム

域内送電近代化
－ タジキスタン
－ ウズベキスタン
小計

合計

OCR

6.20
10.00

60.00
－
－

76.20

－
－
－

－
－

－
－

38.00

70.00
38.50
20.00
166.50

50.00
40.00
－

－
－
－
－

90.00

－
－

－
－
－

－
70.00
70.00

4,042.78

ADF

13.80
20.00

－
70.00
56.50
160.30

5.32
35.00
40.32

10.00
10.00

1.85
1.85

－

－
－
－
－

－
－

50.00

60.00
30.00
55.00
30.00
225.00

15.00
10.00

15.60
10.90
8.50

20.00
－

80.00
1,632.97

プロジェクト
の総費用a

30.00
114.40

60.00
107.90
92.50
404.80

6.65
43.75
50.40

10.00
10.00

2.30
2.30

65.00

70.00
97.10
50.00
282.10

480.00
406.00
50.00

60.00
36.00
80.00
51.80

1,163.80

15.00
10.00

20.70
14.20
12.20

27.25
148.25
247.60

10,827.17

承認日

9月5日
9月13日
10月31日

12月19日

9月10日
12月18日

5月28日

10月16日

5月2日
12月6日

12月9日

7月2日
10月18日
11月20日
12月16日

12月17日
12月20日

10月29日

12月12日

12月17日

－ 当該データなし
a プロジェクト総費用には、ADB、政府、借入者、受益者、転借者による融資、公的機関、輸出信用機関、民間機関からの協調融資、株主の出資及びプロ
ジェクトに参加した地元の民間企業と金融機関からの融資が含まれる。

b 政府保証の付されていない民間セクター貸付。
c 本表の域内の項目に分類されている地域プロジェクトに対する貸付分を除く。
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付録2

2002年中の無償技術援助
（単位：千ドル）

a この金額のうち、136,000ドルはADBが実施機関となり、オーストラリア政府から資金供与。
b 日本特別基金（JSF）から資金供与。
c 貧困削減協力基金から資金供与。
d ADBが実施機関となり、英国政府から資金供与。
e ADBが実施機関となり、フィンランド政府から資金供与。
f ADBが実施機関となり、世界銀行から資金供与。
g 国家貧困削減戦略協力基金から資金供与。

アフガニスタン
復興・開発のための能力開発
災害準備・管理のための能力開発

小計

アゼルバイジャン
洪水の影響緩和

小計

バングラデシュ
第2次参加型畜産開発
中小企業開発・輸出拡大プログラム
中等教育における指導の質の向上
ダッカ配電公社の法人化
第2次統合的都市洪水防御 II
都市ガバナンス改革支援
インフラ整備機関の強制移転管理に関する能力開発
財務管理の効率化 II
初等教育開発プログラムの強化

小計

ブータン
援助・債務管理局の債務管理能力強化
金融庁及びブータン証券取引所の能力強化
ブータン開発金融公社の組織開発
工業団地・内陸コンテナ基地開発
住宅セクター改革

小計

カンボジア
地方分権化支援プログラム
大メコン河流域地域（GMS）カンボジア道路整備のための経済分析
GMSカンボジア道路整備のための環境アセスメント
GMSカンボジア道路整備のための再定住調査及び社会的影響評価
教育セクターにおける業績管理
金融セクターにおける法的基盤改善
GMSカンボジア道路整備のための設計更新
貧困女性のための持続可能な雇用促進
包括的社会セクター調査
カンボジア駐在員事務所における貧困コンサルティング業務
内水漁業の規制・管理枠組みの改善
Chong Kneas環境改善
農村地域の貧困層に対する一次医療の提供
保険の監視改善
内水漁業研究開発機関の能力開発
民間セクター・アセスメント
国家貧困削減戦略の普及

小計

諮問・実施

14,636.00 a

500.00
15,136.00

850.00

400.00
150.00
600.00
250.00
2,250.00

116.00 b

334.00 b

200.00 b

500.00
1,150.00

800.00 b

800.00 b

400.00 c

150.00
15.00 d

540.00

39.00 f

400.00
900.00
150.00
80.00 g

4,274.00

プロジェクト準備

700.00 b

700.00

500.00 b

600.00 b

600.00

900.00

2,600.00

700.00

700.00

500.00
150.00
60.00
150.00

400.00

997.00 e

2,257.00
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付
録

続き

中国
炭層メタン資源のデモンストレーション（補完的）
武漢の廃水処理（補完的）
エネルギー・セクターにおけるクリーン開発メカニズムの機会
北部地域における乾燥地農業プロジェクト
牡丹江水供給
宜昌 一 万州間鉄道
金融関連の法規制
農村地域の非点源汚染の制御・管理調査
道路プロジェクトの社会経済アセスメント
西安都市交通
遼寧環境改善
湖南道路開発
中小企業向け代替金融機能の開発
国家電力規制委員会の設立
国有企業のコーポレート・ガバナンス及び財務状況の改善
情報通信技術による低開発地域の基礎教育改善
水資源容量に関する調査
河北省開発戦略
司法制度による世界貿易機関ルールの施行
財務管理改革
公的債務管理の強化
宜昌 一 万州間鉄道にかかる非自発的住民移住例
国民栄養国家計画の強化
三江平野湿地保護
福州環境改善
松花江水質・汚染制御管理

小計

フィジー諸島
代替生計手段
砂糖セクター再編の仲介
経済管理・開発政策支援
農村の電化

小計

インド
マドヤプラデシ州道路開発
付加価値税改革：実施後の段階における能力開発
担保付取引改革
ケララ州における貧困者に裨益する参加型財政・行政改革
ケララ州政府の実効性及び説明責任の強化
プログラム及びプロジェクトにおける貧困削減の統合
マドヤプラデシ州電力セクター改革のための移転計画の策定
マドヤプラデシ州電力セクター改革に対する法的支援
エネルギー効率の改善
北東部地域の都市セクター概略
州レベルにおける参加型貧困アセスメント（パート II）
農村地域の道路セクター開発のための経済調査
農村地域の道路セクター開発のための工学調査
農村地域の道路セクター開発のための環境分析

a ADBが実施機関となり、フランス政府から資金供与。
b ADBが実施機関となり、カナダ政府から資金供与。
c JSFから資金供与
d この金額のうち、500,000ドルはADBが実施機関となり、スペイン政府から、同じく250,000ドルはイタリア政府から資金供与。
e ADBが実施機関となり、イタリア政府から資金供与。
f ADBが実施機関となり、スペイン政府から資金供与。
g ADBが実施機関となり、英国政府から資金供与。

プロジェクト準備

398.00
199.00 a

450.00
150.00
250.00

750.00 d

500.00 c

600.00 e

250.00

600.00 c

600.00 f

4,747.00

650.00

400.00 c

1,050.00

1,000.00 g

600.00 c

150.00 g

150.00 g

100.00 g

諮問・実施

775.00 b

800.00
600.00 c

250.00

150.00
500.00
500.00
500.00
600.00 c

600.00
400.00 c

875.00
400.00

500.00

1,000.00
8,450.00

660.00
250.00

910.00

600.00
500.00
150.00 g

150.00 g

640.00 g

400.00 c

150.00 c

150.00 g

750.00 g
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インド
農村地域の道路セクター開発のための制度・政策開発調査
農村地域の道路セクター開発のための社会的分析
インドの資産再構築企業の実現化促進への環境整備
アッサム州電力セクター開発プログラム
マドヤプラデシ州電力セクター改革のための消費者とステークホルダーの対話強化
内陸水路セクター開発プログラム
チャッティスガル州道路セクター開発
投資信託業界の改革
マドヤプラデシ州道路セクターの組織強化と能力開発
全国幹線道路（セクター）
インド鉄道に対する経営コンサルティング・サービス
政策改革を強化するための政策研究ネットワーク

小計

インドネシア
都市部の貧困削減（補完的）
貧困のモニタリングのための先行指標の作成（補完的）
中小企業のためのビジネス開発サービスの強化
クリーナープロダクションの促進による中小企業の環境パフォーマンスの改善
貧困の代替指標の作成
不正行為・汚職腐敗撲滅に向けた居住・地域インフラ省の能力強化
農業・農村開発戦略調査
政策及びプログラム立案における男女平等
マネー・ロンダリング規制制度の開発
金融サービス当局の設置
上下水道セクター
保護施設セクター・プロジェクト
地方のグッド・ガバナンス支援
地方政府借入制度支援
教育管理の分権化における貧困への配慮の統合
地方自治体による貧困層に対する最低限の基本的サービスの提供
地域社会に基盤を置いた土地の修復と管理
第2次道路修復
インドネシアにおける投資環境と生産性の改善：長期的貧困削減に向けた取り組み
能力開発のモニタリング制度
金融ガバナンスと社会保障改革
大気汚染緩和のための輸送用クリーン燃料
島間輸送
中小企業輸出開発
電力供給最適スキーム
コミュニティの水関連事業と保健
分権化が進められている経済及び貧困削減プログラムにおける地域格差への対応
（第1段階）
小計

a ADBが実施機関となり、英国政府から資金供与。
b JSFから資金供与。
c アジア通貨危機支援資金（ACCSF）から資金供与。
d この金額のうち、500,000ドルはADBが実施機関となり、英国政府から資金供与。
e この金額のうち、300,000ドルはADBが実施機関となり、英国政府から資金供与。
f ADBが実施機関となり、オランダ政府から資金供与。
g ADBが実施機関となり、デンマーク政府から資金供与。

プロジェクト準備

150.00 a

150.00 a

800.00 b

900.00 b

800.00 a

500.00

5,300.00

160.00 a

150.00
1,000.00 d

800.00 b

900.00 b

600.00 b

1,000.00 b

1,000.00

5,610.00

諮問・実施

800.00

150.00 b

800.00
1,500.00 a

500.00
700.00
7,940.00

80.00
1,500.00 c

500.00 c

400.00 c

625.00 c

900.00 c

400.00 c

1,500.00 c

1,500.00 c

100.00
500.00
600.00 e

750.00 a

150.00
1,200.00 f

1,000.00

500.00
800.00 g

484.00 a

13,489.00
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カザフスタン
2010年に向けたカザフスタン開発戦略の実施に関するフォーラム：アジア諸国の
成功事例

農村地域セクターの参加型計画立案と開発
教育セクター開発戦略
カザフスタンにおけるボロヴォエ － ペトロパブロフスク間道路修復プロジェクトの
フィージビリティ・スタディ

社会セクター支出の見直し
産業セクターの見直しと戦略
公共投資プログラミング・データベース・システムの向上
中央政府及び地方政府の貧困削減プログラム実施能力の開発

小計

キルギス
大統領府の能力強化（第2段階）
税関の近代化と基盤整備
外国による援助プロジェクトの管理・監視能力の強化
貯蓄信用組合及び小規模金融システムの能力開発
金融セクター改革

小計

キリバス
地域社会開発と持続可能な参加
離島開発プログラム支援のための能力開発

小計

ラオス
教育管理の分権化の推進
北部及び中部地域の上下水道整備
北部空港の改善
北部地域の戦略的行動計画
国有商業銀行のコーポレート・ガバナンスと管理の強化　II
農業関連産業の支援と訓練
ラオスにおける社会保護：問題点と選択肢

小計

モルジブ
地域開発プロジェクト（第2段階）
交通マスタープラン
歳入の多様化

小計

マーシャル諸島
土地の利用
海上輸送及び航空輸送の改善

小計

ミクロネシア連邦
公共セクターの財務管理能力の開発
総合的インフラ整備

小計

a JSFから資金供与。
b この金額のうち、150,000ドルはガバナンス協力基金から資金供与。
c 貧困削減協力基金から資金供与。

プロジェクト準備

150.00

150.00

500.00 a

500.00

700.00 a

500.00 a

1,200.00

400.00 a

400.00

650.00 a

650.00

諮問・実施

150.00
150.00
600.00 a

150.00
150.00
60.00
676.00
1,936.00

500.00

580.90
550.00
600.00
2,230.90

420.70
350.00
770.70

500.00

700.00
900.00 b

250.00
150.00 c

2,500.00

230.00
350.00 a

580.00

420.00
250.00
670.00

360.00

360.00
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モンゴル
金融セクターの民営化支援のための技術援助
会計・監査専門家の能力開発
公共セクターの運営管理及び行政管理の強化
貿易政策の見直し
民間航空政策の策定
総合的地域開発計画立案のための能力開発
小規模都市及び農村地域の再生可能エネルギー開発
第3次道路開発
市場経済における法律専門家の再訓練　II

小計

ネパール
金融セクター改革フォーカルポイントへの支援
地域社会に基盤を置いた上下水道整備
教員教育の能力開発
女性のエンパワーメント（地位と能力の向上）
公企業の民営化と清算
商業的農業の開発
就職のための技能
公的債務管理のための組織能力強化
コミュニティ畜産開発

小計

パキスタン
財政の分権化（補完的）
ジェンダー改革プログラム
中小企業開発プログラム
パンジャブ州コミュニティ上下水道整備
バロチスタン州道路開発セクター
地方分権化実施への支援
産業環境管理
幼児開発
資産運用成績とモニタリングの強化
連邦政府管轄部族自治区の農村開発
経済局の債務管理の強化
パンジャブ州における資源管理と貧困削減の能力強化
9・11以降の総合保険への加入促進
国家説明責任局の強化
シンド州社会事業委譲
技術教育及び職業訓練制度の再編
農業関連産業の開発

小計

パプア・ニューギニア
保健政策支援（補完的）
経済社会統計の改善
農業と農村開発
保健セクター開発プログラム

小計

a ADBが実施機関となり、デンマーク政府から資金供与。
b JSFから資金供与。
c ADBが実施機関となり、英国政府から資金供与。
d この金額のうち、200,000ドルはADBが実施機関となり、オランダ政府から資金供与。
e この金額のうち、230,000ドルはADBが実施機関となり、貧困削減協力基金から、同じく200,000ドルは英国政府から資金供与。
f ガバナンス協力基金から資金供与。
g ADBが実施機関となり、オーストラリア政府から資金供与。

プロジェクト準備

600.00 b

600.00

750.00 b

450.00 b

700.00 b

400.00

400.00
2,700.00

800.00
125.00
550.00

500.00 b

750.00 b

120.00
150.00
700.00
3,695.00

1,000.00 b

500.00 b

1,500.00

諮問・実施

150.00
500.00
650.00
150.00
300.00
600.00
400.00 a

150.00
2,900.00

150.00

500.00 b

150.00

400.00

1,200.00

475.00 c

600.00 d

450.00
700.00

650.00

150.00
680.00 e

150.00
120.00 f

3,975.00

242.00 g

800.00

1,042.00
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フィリピン
都市部の貧困地域社会の開発（補完的）
マネー・ロンダリング規制制度の強化
メトロマニラの固形廃棄物管理
クリーナープロダクションの推進
フィリピンにおける投資環境と生産性の改善：長期的貧困削減に向けた取り組み
フィリピン東ASEAN成長地域における民間セクター活動推進のためのミンダナオ
経済開発委員会の能力開発

高等教育委員会の組織開発
地方ガバナンス効果測定システムの支援
ムスリム・ミンダナオ拡大自治地域の地域能力開発とガバナンス
保健セクター開発
中小企業金融振興プログラム
電力競争市場への移行

小計

サモア
都市計画・管理戦略の実施
経済セクター計画・管理の強化
サヴァイッイ再生エネルギー

小計

スリランカ
電力セクターの再編（第2段階）
公的セクター資源管理
学校のコンピュータ化
スリランカの投資環境と生産性調査：長期的貧困削減に向けた取り組み
紛争地域におけるニーズ評価
上下水道の規制枠組み強化
天然資源・環境管理サービス提供セクター
全国幹線道路開発のフィージビリティ・スタディ
旅客輸送サービスの改善

小計

タジキスタン
税関の近代化と基盤整備
水力発電開発戦略
省エネ・プログラムの開発
コーポレート・ガバナンス及び金融ガバナンス改革の強化
農家の債務解消と政策改革

小計

タイ
財政政策局の歳入・歳出管理システムの強化
説明責任の仕組み強化　II
年金システムの設計

小計

a ACCSFから資金供与。
b この金額のうち、75,000ドルはADBが実施機関となり、ノルウェー政府から、同じく300,000ドルはスペイン政府から資金供与。
c JSFから資金供与。
d この金額のうち、250,000ドルはADBが実施機関となり、スウェーデン政府から資金供与。
e ADBが実施機関となり、スペイン政府から資金供与。
f ガバナンス協力基金から資金供与。

プロジェクト準備

150.00

600.00 c

400.00 c

1,150.00

300.00 c

300.00

500.00 c

500.00 c

800.00 c

850.00 c

2,650.00

500.00 c

500.00

諮問・実施

1,000.00 a

1,250.00 a

775.00 b

120.00

200.00
500.00
200.00
600.00

800.00
5,445.00

400.00
300.00

700.00

1,050.00 d

150.00
150.00
285.00 c

500.00 c

2,135.00

600.00 c

120.00
480.00 e

960.00 c

2,160.00

150.00
150.00 f

600.00
900.00
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続き

東ティモール
公共セクターの管理及びガバナンス向上のための能力開発
統合的水資源管理

小計

トンガ
成果主義に基づく公的サービスの構築

小計

トルクメニスタン
アタムラート ― イマムナザル（Atamurat-Imamnazar）間道路修復
国家統計情報機関の統計方法の改善

小計

トゥヴァル
トゥヴァル海事訓練機関の強化

小計

ウズベキスタン
アラル海の干ばつ緩和
アム・ザン（Amu Zhang）水資源管理
小規模金融開発ファシリティの支援
エネルギー需要の評価
企業再編とコーポレート・ガバナンス
ウズベク・テレコムのための管理情報システム開発
第3次鉄道開発

小計

バヌアツ
国家統計局の組織強化
技術・職業教育訓練のための政策枠組みと能力開発

小計

ベトナム
沿岸管理機関の評価と強化
農業及び農村開発のためのジェンダー戦略及び実施計画
住宅金融
貧困者支援のための保健医療：ベトナムにおける保健セクターの資金調達
ADBが資金供与するプロジェクトにおける国有企業の適格性
行政改革プログラムの実施
第2次前期中等教育開発
中部地域の水資源セクター
貧困層のための交通サービス網
中小企業セクター開発プログラム
中部地域輸送網
ノンバンク金融機関の能力開発と資本市場
昆明 － ハイフォン間輸送幹線
北部地域の送電
2010年に向けての司法制度開発と担保付取引登録の能力開発

小計

合計

a この金額のうち、350,000ドルはJSFから資金供与。
b JSFから資金供与。
c この金額のうち、580,000ドルはADBが実施機関となり、イタリア政府から資金供与。
d ADBが実施機関となり、スウェーデン政府から資金供与。
e この金額のうち、34,000ドルはADBが実施機関となり、フランス政府から、同じく175,000ドルはニュージーランド政府から資金供与。
f この金額のうち、1,000,000ドルはADBが実施機関となり、JSFから、同じく400,000ドルはオランダ政府から資金供与。
g 貧困削減協力基金から資金供与。
h この金額のうち、400,000ドルはADBが実施機関となり、イタリア政府から資金供与。

プロジェクト準備

150.00

150.00

150.00
830.00 c

600.00 b

1,580.00

400.00

427.00 e

600.00 b

1,400.00 f

650.00 h

1,000.00 b

1,000.00 b

700.00

6,177.00

46,866.00

諮問・実施

688.00 a

600.00
1,288.00

700.00
700.00

265.00
265.00

291.00 b

291.00

400.00
600.00
1,000.00
400.00

2,400.00

200.00
250.00
450.00

250.00 d

450.00

200.00
100.00

350.00 g

1,000.00

750.00
3,100.00

91,597.60



2002年　年次報告　　73

付
録

a この金額のうち、250,000ドルはADBが実施機関となり、世界銀行から資金供与。
b 日本特別基金（JSF）から資金供与。
c ADBが実施機関となり、デンマーク政府から資金供与。
d この金額のうち、800,000ドルはADBが実施機関となり、地球環境基金から資金供与。
e この金額のうち、100,000ドルはADBが実施機関となり、ニュージーランド政府から資金供与。
f ADBが実施機関となり、英国政府から資金供与。
g ADBが実施機関となり、カナダ政府から資金供与。
h ガバナンス協力基金から資金供与。
i この金額のうち、500,000ドルはADBが実施機関となり、JSFから、同じく500,000ドルは地球環境基金から資金供与。

付録3

2002年中の地域技術援助

会議
ボアオ・アジア・フォーラムへのADBの参加
第4回アジア開発フォーラム
第8回アジアの視点に関するADB-OECD合同フォーラム -アジアとヨーロッパ：サービスの自由化
大メコン河流域地域（GMS）首脳会議及び関連活動の支援
世界貿易機構の貿易システムに関する開発途上加盟諸国（DMCs）の能力開発
第12回租税会議
アジア開発展望会議
地域公共財と地域開発
第4回コーポレート・ガバナンスに関するアジア円卓会議
域内におけるガバナンスの課題に関するセミナー：アジアとラテンアメリカの経験

小計

研究
国際農業研究センター諮問グループにおける第5次農業天然資源研究
― アジアにおける鉄欠乏性貧血を削減するための鉄分を多く含むコメの品種改良（補完的）

国際農業研究センターにおける第7次農業天然資源研究
GMSにおける各国実績評価と流域地域戦略的環境枠組み
太平洋地域ガバナンス戦略の策定
一部DMCsにおける購買力平価データの強化と収集

小計

調査
DMCsにおけるADB業務のテーマ別評価調査
中央アジア共和国における域内ガス供給改善プロジェクト
GMSにおける農業セクターの準地域問題に関する調査
太平洋地域民間セクター開発戦略
太平洋地域環境戦略の策定
官民協力によるアジア地域における微量栄養素欠乏栄養不良の撲滅のための地域イニシアティブ（補完的）
東アジア及び中央アジアにおけるグッド・ガバナンス（良き統治）の推進
運輸セクター地域戦略の再評価
アフガニスタンの準地域経済協力の可能性の検討
パキスタンの地域経済協力の可能性の検討
貿易振興と税関協力
ブルネイ・インドネシア・マレーシア・フィリピン（BIMP）東ASEAN成長地域（EAGA）の戦略的目標の
優先順位設定

太平洋地域戦略的貧困分析基金
太平洋地域気候変動適応プログラム
太平洋地域におけるガバナンスに関する地域社会の視点の評価
トルクメニスタン － アフガニスタン － パキスタン天然ガス・パイプライン・プロジェクトの
フィージビリティ・スタディ

北東アジアの粉塵・砂嵐の予防と抑制
地方政府による貧困者に裨益するサービスの提供に関する成功事例
中小企業支援の枠組みの策定
中央アジア共和国の成長促進のための政策、制度及び資源
東南アジア諸国連合（ASEAN）の交通安全
中央アジアにおける農村金融
スリランカの準地域経済協力の可能性の検討
モルジブの準地域経済協力の可能性の検討

（単位：千ドル）

50.00
400.00 a

120.00
500.00
450.00 b

100.00 b

200.00
100.00
50.00
75.00

2,045.00

280.00 c

3,818.00
1,600.00 d

490.00
400.00
6,588.00

1,600.00
900.00
150.00
300.00
400.00 a

200.00
595.00
150.00
75.00
75.00

2,000.00

400.00
50.00 f

800.00 g

200.00 h

1,000.00
1,000.00 i

250.00
400.00
150.00
500.00
600.00
60.00
60.00
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国家主導の民間セクター開発戦略に対する支援
南アジア地域における中小企業の成長と開発
セクター諸機関の成果主義に基づく管理の強化
南アジア準地域経済協力における民間セクター協力
再定住リスク管理の能力開発

小計

研修
ADB － NGO協力枠組み
一部DMCsにおける会計教育（指導者研修）の向上
アジア地域の一部格付け機関の能力開発
一部DMCsの会計・監査実務の診断的調査に関するワークショップ（第3段階）
南太平洋最高監査機関協会の域内研修能力の強化
太平洋地域DMCsにおける国家的貧困削減戦略
太平洋地域における若者及びジェンダーに配慮した公共支出管理（補完的）
2002年太平洋地域金融技術援助センター
政府会計基準（第2段階）
ADBが資金供与する金融ガバナンス及び投資管理プロジェクトに関する研修ワークショップ
GMSプノンペン開発管理計画
BIMP-EAGAにおける協力活動再開の調整
ASEAN+3における早期警告システム実施のための能力開発
ASEAN経済サーベイランス・プロセスを支援する技術研修及び能力開発（第3段階）
参加型開発に関する技術研究論文
GMSの国境を越えた地域における情報通信技術及びHIV／AIDS予防教育

小計

その他
中央アジアにおける運輸プロジェクトの地域協力
「都市同盟」への参加を通じた都市部貧困削減の促進
有効な水管理政策及び実施の推進
アジア工科大学院とのネットワーク作り
アジア太平洋地域ADB-OECD腐敗防止行動計画（2002年～2003年）
第3回世界水フォーラムに向けた域内協議（補完的）
一部DMCsにおける貧困マップの作成
アジア経営研究所とのネットワーク作り
大シルクロード構想
アジア太平洋地域の行政学研究機関ネットワーク
BIMP-EAGA地域における中小企業のためのビジネス情報交換の促進
司法の独立と説明責任に関する世論調査
貧困削減におけるADB業務の有効性を評価するためのツールの開発
カンボジア、中国、ラオス、ミャンマー、タイ及びベトナム間の準地域協力促進（第5段階）
官民基盤整備諮問ファシリティ
DMCsにおけるジェンダー及び開発能力の向上（第2段階）

小計

合計

a JSFから資金供与。
b この金額のうち、220,000ドルはADBが実施機関となり、英国政府から、同じく160,000ドルはオーストラリア政府から資金供与。
c 国家貧困削減戦略協力基金から資金供与。
d 水セクター協力基金から資金供与。
e この金額のうち、300,000ドルはADBが実施機関となり、日本の財団法人水資源協会から、同じく20,000ドルはオランダ政府から、同じく10,000ドル
はデンマーク政府から資金供与。

f ガバナンス協力基金から資金供与。
g 貧困削減協力基金から資金供与。
h この金額のうち、1,200,000ドルはADBが実施機関となり、デンマーク政府から資金供与。

（単位：千ドル）
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100.00
150.00 a

50.00
500.00
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850.00
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150.00
200.00 a
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950.00
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100.00 f

600.00 g

1,000.00
500.00
1,600.00 h

12,050.00

40,576.00
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145.00

35.53

－

180.53

0.53

35.00
10.00

10.00

15.00

20.00

50.00
40.00

180.53

ADBの
融資総額

ADBの
融資総額

付録4

2002年中の民間セクター貸付の承認及びプロジェクト総費用（国別）
（単位：百万ドル）

バングラデシュ
セントラル・デポジトリー・
バングラデシュ・リミテッド

中国
水インフラストラクチャー開発
ファシリティ

中国環境基金2002、LP

インド
インディア・モーゲージ・
クレジット・ギャランティ・
カンパニー

ヘンダーソン・インフラスト
ラクチャー・ファンド・リミテッド・
ライアビリティ・カンパニー

マックス・ヘルスケア・インスティ
テュート・リミテッド

ベトナム
メコン・エネルギー・カンパニー・
リミテッド（Phu My 2.2発電所）

Phu My 3発電所

合計

－ 当該データなし

付録5

2002年中の民間セクター貸付の承認及びプロジェクト総費用（セクター別）
（単位：百万ドル）

インフラ

投資基金及び金融機関

その他

合計

－ 当該データなし

貸付

145.00

－

－

145.00

出資

－

35.53

－

35.53

追加
貸付

－

－

－

－

政治リスク
保証

60.00

－

－

60.00

ADBの
承認総額

205.00

35.53

－

240.53

プロジェクト
の総費用

1,116.00

210.60

－

1,326.60

貸付

－

35.00
－

－

－

20.00

50.00
40.00

145.00

出資

0.53

－
10.00

10.00

15.00

－

－
－

35.53

追加
貸付

－

－
－

－

－

－

－
－

－

政治リスク
保証

－

－
－

－

－

－

25.00
35.00

60.00

ADBの
承認総額

0.53

35.00
10.00

10.00

15.00

20.00

75.00
75.00

240.53

プロジェクト
の総費用

5.60

150.00
40.00

40.00

125.00

80.00

480.00
406.00

1,326.60
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付録6

2002年中の貧困削減日本基金

アフガニスタン
地域社会に根差し、ジェンダーに配慮した貧困層のための基礎教育
帰還難民及び国内避難民の定住と統合のための道路修復事業への雇用プロジェクト
貧困層のための一次医療パートナーシップ

アゼルバイジャン
Mingechevir Rayonにおける国内避難民の統合

カンボジア
農村の貧困層のための地域社会に根差した生活向上
プノンペンにおける地域社会に根差した環境改善による貧困層の所得創出
カンボジア南部における貧困農民の生活改善
貧しい少女及び先住民の子どもの教育に対する対象を絞った援助

インド
ラジャスタン州における雨水利用とスラム街開発
グジャラート州の災害の多い地域における貧困者の所得維持とBHN（基礎生活分野）の充足

インドネシア
地域社会に根差した貧困層の基礎教育支援

モンゴル
貧しい障害者の雇用機会の拡大
モンゴル都市部のゲル（移動式住居）地区の貧困層の生活環境改善

フィリピン
ミンダナオ都市部の貧しい女性露天商人の社会保護
メトロマニラにおける都市部貧困削減のための戦略的民間セクター・パートナーシップ

スリランカ
農村の貧困削減のための基盤整備

合計

付録7

2002年中の情報通信技術日本基金

（単位：千ドル）

4,000
15,000
3,000

2,500

1,800
1,000
1,800
3,000

1,900
3,400

3,200

1,000
2,200

1,000
3,600

900

49,300

ベトナム
健康保険電子会員カード

域内
アジア太平洋地域学習・情報・通信・知識センターのビジネスプラン策定

合計

（単位：千ドル）

500

180

680



2002年　年次報告　　77

付
録

付録8

理事会及び議決グループ
（2003年5月12日現在）

理事 理事代理 代表される加盟国・地域

Jusuf Anwar Richard Stanley1 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

Frank Black2 Rolf Eckermann3 オーストリア、ドイツ、トルコ、英国

Ju Kuilin4 Yang Shaolin5 中国

M. Akram Malik6 Dante Canlas7 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

P. G. Mankad M. Saiful Islam8 バングラデシュ、ブータン、インド、ラオス、タジキスタン

Michele Miari Fulcis9 Pascal Gregoire ベルギー、フランス、イタリア、ポルトガル、スペイン、スイス

Othman Jusoh Ram Binod Bhattarai マレーシア、ミャンマー、ネパール、シンガポール、タイ

Julian H. Payne Tryggve Gjesdal10 カナダ、デンマーク、フィンランド、オランダ、ノルウェー、
スウェーデン

Stephen Sedgwick11 Miranda Rawlinson オーストラリア、アゼルバイジャン、カンボジア、香港、キリバス、
ミクロネシア連邦、ナウル、ソロモン諸島、トゥヴァル

Paul W. Speltz12 Lori A. Forman13 米国

塚原治 山西雅一郎14 日本

Jeung-Hyun Yoon Batir Mirbabayev15 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

1 2002年11月1日にJohn Austinの後任に就任。
2 2002年7月1日にUwe Henrichの後任に就任。
3 2002年7月1日にFrank Blackの後任に就任。
4 2002年9月20日にZhao Xiaoyuの後任に就任。
5 2002年9月20日に Ju Kuilinの後任に就任。
6 2002年9月9日にKh. Zaheer Ahmedの後任に就任。
7 2003年4月16日にCayetano W. Paderanga, Jr.の後任に就任。
8 2002年4月1日にM. Faizur Razzaqueの後任に就任。
9 2002年10月1日にPatrick Thomasの後任に就任。
10 2002年9月1日にMaarten Verweyの後任に就任。
11 2002年4月1日にJohn S. Lockhartの後任に就任。
12 2002年8月19日にN. Cinnamon Dornsifeの後任に就任。
13 2002年9月14日にChantale Yok-Min Wongの後任に就任。
14 2002年6月26日に成田康郎の後任に就任。
15 2003年5月12日にS.L. Seneviratneの後任に就任。
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付録9A

組織図 一 再編前
（2001年12月31日現在）

総務会

理事会

総裁

プログラム西局

バングラデシュ
駐在員事務所

カンボジア
駐在員事務所

インド駐在員事務所

ラオス駐在員事務所

ネパール
駐在員事務所

パキスタン
駐在員事務所

スリランカ
駐在員事務所

ベトナム
駐在員事務所

農業・社会セクター局
（西地域担当）

インフラストラク
チャー・エネルギー・
金融セクター局
（西地域担当）

民間セクター・
グループ

経済開発企画センター

副総裁（西地域担当）

プログラム東局

中国駐在員事務所

インドネシア
駐在員事務所

カザフスタン
駐在員事務所

キルギス
駐在員事務所

モンゴル
駐在員事務所

フィリピン
国内事務所

ウズベキスタン
駐在員事務所

農業・社会セクター局
（東地域担当）

インフラストラク
チャー・エネルギー・
金融セクター局
（東地域担当）

中央業務サービス室

協調融資業務室

副総裁（東地域担当）

南太平洋地域事務所

太平洋業務室

官房

プロジェクト
運営管理課

法律顧問室

予算・人事局

総務サービス室

会計局

財務局

広報室

副総裁（財務・管理担当）

情報システム技術室

ヨーロッパ
代表事務所

駐日代表事務所

北米代表事務所

アジア開発銀行研究所

地域経済モニター室

監査役室

業務評価室

戦略・政策室

環境・社会開発室
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インドネシア
駐在員事務所

フィリピン
国内事務所

付録9B

組織図 一 再編後
（2002年1月1日から実施、2003年3月31日現在）

総務会

理事会

総裁

南アジア局

アフガニスタン
駐在員事務所

バングラデシュ
駐在員事務所

インド駐在員事務所

ネパール
駐在員事務所

パキスタン
駐在員事務所

スリランカ
駐在員事務所

メコン局

民間部門業務局

副総裁（業務1地域担当）

東・中央アジア局

アゼルバイジャン
駐在員事務所 *

中国駐在員事務所

カザフスタン
駐在員事務所

キルギス
駐在員事務所

モンゴル
駐在員事務所

タジキスタン
駐在員事務所

ウズベキスタン
駐在員事務所

東南アジア局

中央業務サービス部

副総裁（業務2地域担当） 副総裁（財務・管理担当） アジア開発銀行研究所

地域経済調査室

監査部

業務評価局

広報部

カンボジア
駐在員事務所

ラオス駐在員事務所

ベトナム
駐在員事務所

* 2003年3月に理事会で創設が承認され、2003年第3四半期に業務開始。

パプア・ニューギニア
駐在員事務所

太平洋局

南太平洋地域事務所

東ティモール
特別連絡事務所

官房

予算人事局

会計局

協調融資業務部

情報システム技術部

法務局

総務部

財務局

欧州代表事務所

駐日代表事務所

北米代表事務所

戦略・政策局

経済調査局

地域協力・持続的開発局
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付録10

経営陣、上級職員、代表事務所所長及び駐在員事務所所長
（2003年3月31日現在）

総裁室
総裁 千野忠男
総裁特別顧問 鈴木英輔1

総裁特別顧問 G.H.P.B. van der Linden
地域経済調査部長 岩崎恵弘
地域経済調査担当課長 Pradumna B. Rana

副総裁室
副総裁（業務1地域担当） Myoung-Ho Shin
副総裁（財務・管理担当） John Lintjer
副総裁（業務2地域担当） Joseph B. Eichenberger
INTEGRAプロジェクト担当室長 Silvio R. Cattonar

官房
官房長 B. N. Lohani
官房次長 Amarjit Singh Wasan

法務局
局長 Arthur M. Mitchell
次長 空席
課長 Philip Daltrop
課長 Eveline Fischer
課長 Hamid L. Sharif

監査部
部長 Peter E. Pedersen
財務・管理・情報システム課長 Rakesh Gupta

業務評価局
局長 鈴木英輔1

顧問 M. G. Quibria
業務評価第1課長 Graham M. Walter
業務評価第2課長 David Edwards

戦略・政策局
局長 千賀邦夫
企画・政策・省庁間関係課長 Christopher MacCormac
運営管理支援課長 Shyam P. Bajpai
欧州代表事務所所長 Yuejiao Zhang
駐日代表事務所所長 Jungsoo Lee
北米代表事務所所長 Karti Sandilya

地域協力・持続的開発局
局長 Jan P. M. van Heeswijk
監察役兼次長 Rolf Zelius
審議役 Asavin Chintakananda
環境・社会セーフガード課長 J. Warren Evans
貧困削減・社会開発課長 Brahm Prakash
ガバナンス・地域協力課長 Jak Jabes
金融・インフラストラクチャー課長 Rita Nangia
農業・天然資源・社会セクター課長 Bradford R. Philips

経済調査局
局長（チーフエコノミスト） Ifzal Ali
マクロ経済・金融調査課長 Jean-Pierre A. Verbiest
開発指標・政策調査課長 空席
経済分析・業務支援課長 Xianbin Yao

広報部
部長 Robert H. Salamon
課長 Ann Quon

1 2003年4月10日に就任。総裁特別顧問を兼任。
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南アジア局
（アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、インド、モルジブ、ネパール、パキスタン、スリランカ）
局長 岩崎恵弘
次長 Jin Koo Lee
審議役 Frank J. Polman
企画調整課長 Sultan H. Rahman
インフラストラクチャー課長2 近藤理3

農業・環境・天然資源課長 Frederick C. Roche
社会セクター課長 Edward M. Haugh, Jr.
ガバナンス・金融・貿易課長 Klaus Gerhaeusser
アフガニスタン駐在員事務所所長 V. N. Gnanathurai
バングラデシュ駐在員事務所所長 渋市徹
インド駐在員事務所所長 T. L. de Jonghe
ネパール駐在員事務所所長 Richard A. Vokes
パキスタン駐在員事務所所長 Marshuk Ali Shah
スリランカ駐在員事務所所長 John R. Cooney

メコン局
（カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナム）
局長 Rajat M. Nag
次長 坂井和
審議役 Philippe Benedic
審議役 中森邦樹
顧問 Arjun Thapan
企画調整課長 空席
インフラストラクチャー課長 Khalid I. Rahman
農業・環境・天然資源課長 C. R. Rajendran
社会セクター課長 Young Baek Lee
ガバナンス・金融・貿易課長 Robert S. Boumphrey
カンボジア駐在員事務所所長 Urooj Malik
ラオス駐在員事務所所長 Paul V. Turner
ベトナム駐在員事務所所長 John Samy

民間部門業務局
局長 Robert M. Bestani
上席顧問 Woo Chull Chung
民間部門業務課長 Alfredo E. Pascual
インフラストラクチャー投融資課長 空席

東・中央アジア局
（アゼルバイジャン、中国、香港、カザフスタン、韓国、キルギス、モンゴル、台湾、タジキスタン、
トルクメニスタン、ウズベキスタン）
局長 M. E. Tusneem
次長 空席
企画調整課長 Adrian Ruthenberg
インフラストラクチャー課長 H. Satish Rao
農業・環境・天然資源課長 松波克次
社会セクター課上席課長 William M. Fraser
ガバナンス・金融・貿易課長 空席
アゼルバイジャン駐在員事務所所長4 空席
中国駐在員事務所所長 Bruce Murray
カザフスタン駐在員事務所所長 樋口和彦
キルギス駐在員事務所所長 J. C. Alexander
モンゴル駐在員事務所所長 Barry J. Hitchcock
タジキスタン駐在員事務所所長 本村和子5

ウズベキスタン駐在員事務所所長 Sean M. O’Sullivan

2　南アジア局のインフラストラクチャー課は、2003年4月1日をもって南アジア運輸・通信課と南アジア・エネルギー課に分割される。
3　2003年4月1日をもって南アジア運輸・通信課課長となる。
4　2003年3月に理事会で創設が承認され、2003年第3四半期に業務開始。
5　就任予定。
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東南アジア局
（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール）
局長 K. H. Moinuddin
次長 Shamshad Akhtar 6

審議役 宮地正人
顧問 Bruce A. Purdue
インフラストラクチャー課長 Patrick C. Giraud
農業・環境・天然資源課長 Muhammad A. Mannan
社会セクター課長 Peter L. Fedon
ガバナンス・金融・貿易課長 小西歩
インドネシア駐在員事務所所長 David Jay Green
フィリピン国内事務所所長 Thomas Crouch

太平洋局
（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、トゥヴァル、バヌアツ）
局長 Jeremy H. Hovland
A地域担当太平洋業務課長 Robert Y. Siy, Jr.
B地域担当太平洋業務課長 Peter N. King
パプア・ニューギニア駐在員事務所所長 空席
南太平洋地域事務所所長 Jeffry R. Stubbs
東ティモール特別連絡事務所所長 Mee-ja Hamm

中央業務サービス部
部長 James E. Rockett
コンサルティング・サービス課長 Sarojkumar Thuraisingham
プロジェクト調整・調達課長 Ferdinand P. Mesch

予算人事局
局長 中島秀夫
顧問 Thelma A. Diaz
予算・管理業務課長 Robert C. Y. Yeung
給与・厚生課長 Roger A. Burston
人事課長 Robert L. T. Dawson

総務部
部長 Asad Ali Shah
施設管理課長 Farrokh E. Kapadia
総務課長 Normin S. Pakpahan

会計局
局長 Ping-Yung Chiu
会計課長 Ronny E. Budiman
貸出業務課長 Byung-Wook Park

財務局
局長 Thierry de Longuemar
次長 空席
顧問（財務政策担当） Hinahon L. Domingo
リスク管理課長 空席
資金調達課長 Juanito Limandibrata
投資課長 Jelle C. Mann
財務業務課長 David R. Parker

協調融資業務部
部長 Philip C. Erquiaga
課長 空席

情報システム技術部
部長 Pamela G. Kruzic
課長 Christian E. Perez
課長 Yoo Jin Yoon

6 2003年4月1日に就任。
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ADBの事務所等連絡先

本部

アジア開発銀行　6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 0401 Metro Manila, Philippines, P.O. Box 789, 0980 Manila,
Philippines; Telephone (63-2) 632-4444; Facsimile (63-2) 636-2444; E-mail: information@adb.org;
Web site: http://www.adb.org

駐在員事務所／地域事務所

アフガニスタン駐在員事務所　27 Lane 3, Street 15, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan;
Telephone/Facsimile 9370-224580; E-mail: vgnanathurai@adb.org; Web site: http://www.adb.org/AFRM/

バングラデシュ駐在員事務所　BSL Office Complex, 2nd Floor, Sheraton Hotel Annex, 1 Minto Road, Ramna, Dhaka 1000,
Bangladesh; Telephone (880-2) 933-4017; Facsimile (880-2) 933-4012; E-mail: adbbrm@adb.org;
Web site: http://www.adb.org/BRM/

カンボジア駐在員事務所　93/95 Norodom Boulevard, Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia;
P.O. Box 2436; Telephone (855-23) 215-805/215-806/216-417; Facsimile (855-23) 215-807; E-mail: adbcarm@adb.org;
Web site: http://www.adb.org/CARM/

中国駐在員事務所　7th Floor, Block D, Beijing International Financial Building, 156 Fuxingmennei (Dajie Avenue), Xicheng
District, Beijing 100031, People's Republic of China; Telephone (86-10) 6642-6600 to 05; Facsimile (86-10) 6642-6606;
E-mail: adbprcm@adb.org; Web site: http://www.adb.org/PRCM/

インド駐在員事務所　4, San Martin Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110021, India; P.O. Box 5331, Chanakyapuri H.P.O.,
New Delhi 110021, India; Telephone (91-11) 2410-7200; Facsimile (91-11) 2687-0955; E-mail: adbinrm@adb.org;
Web site: http://www.adbindia.org/

インドネシア駐在員事務所　Gedung BRI II, 7th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210, Indonesia;
P.O. Box 99 JKPSA, Jakarta 10350A, Indonesia; Telephone (62-21) 5798-0600; Facsimile (62-21) 5798-0700;
E-mail: adbirm@adb.org; Web site: http://www.adb.org/IRM/

カザフスタン駐在員事務所　Inter-Continental Hotel; 144 Abai Avenue, Astana 473000, Kazakhstan;
Telephone (7-3172) 391-086/391-236; Facsimile (7-3172) 391-087; E-mail: adbkarm@adb.org;
Web site: http://www.adb.org/KARM/

キルギス駐在員事務所　Logvinenko Street, 28, Bishkek, 720001 Kyrgyz Republic; Telephone (996-312) 610-870/600-447;
Facsimile (996-312) 610-993; E-mail: adbkyrm@adb.org; Web site: http://www.adb.org/KYRM/

ラオス駐在員事務所　Corner of Lane Xang and Samsenthai Road, Vientiane, Lao People’s Democratic Republic; P.O. Box
9724; Telephone (856-21) 250-444; Facsimile (856-21) 250-333; E-mail: adblrm@adb.org; Web site: http://www.adb.org/LRM/

モンゴル駐在員事務所　MCS Plaza, 2nd Floor, 4 Natsagdorj St., Ulaanbaatar 46, Mongolia; Telephone/Facsimile
(976-11) 313-440/323-507; Facsimile (976-11) 311-795; E-mail: adbmnrm@adb.org; Web site: http://www.adb.org/MNRM/

ネパール駐在員事務所　Srikunj Kamaladi Ward No. 31, Block 2/597, Kathmandu Metropolis; P.O. Box 5017 K.D.P.O.,
Kathmandu, Nepal; Telephone (977-1) 4227-779; Facsimile (977-1) 4225-063; E-mail: adbnrm@adb.org;
Web site: http://www.adb.org/NRM/

パキスタン駐在員事務所　Overseas Pakistanis Foundation Building, Sharah-e-Jamhuriyat, G-5/2, Islamabad, Pakistan;
GPO Box 1863, Islamabad, Pakistan; Telephone (92-51) 282-5011 to 16; Facsimile (92-51) 282-3324/227-4718;
E-mail: adbprm@adb.org; Web site: http://www.adb.org/PRM/

パプア・ニューギニア駐在員事務所　Holiday Inn, Suite G-1; CNR Waigani Drive and Wards Road; P.O. Box 8196,
Boroko, Papua New Guinea; Telephone (675) 323-9757; Facsimile (675) 323-5771; E-mail: adbpng@daltron.com.pg

スリランカ駐在員事務所　49/14-15 Galle Road, Colombo 3, Sri Lanka; Telephone (94-1) 387-055;
Facsimile (94-1) 386-527; E-mail: adbslrm@adb.org; Web site: http://www.adb.org/SLRM/
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タジキスタン駐在員事務所　(Extended Mission) 85/22 Internatsionalnaya St., Dushanbe, 734001, Tajikistan;
Telephone (992) 372 235314/235315/210558; Facsimile (992) 91 9015051

ウズベキスタン駐在員事務所　Interbanking Financial Services Center, 1, Hodjaeva Street, Tashkent 700027, Uzbekistan;
Telephone (998-71) 120-7921 to 25; Facsimile (998-71) 120-7923; E-mail: adburm@adb.org;
Web site: http://www.adb.org/URM/

ベトナム駐在員事務所　Units 701-706, Sun Red River Building, 23 Phan Chu Trinh Street, Hoam Kiem District, Hanoi,
Viet Nam; Telephone (84-4) 933-1374 to 76; Facsimile (84-4) 933-1373; E-mail: adbvrm@adb.org;
Web site: http://www.adb.org/VRM/

南太平洋地域事務所　La Casa di Andrea, Fr. Dr. W.H. Lini Highway; P.O. Box 127, Port Vila, Vanuatu;
Telephone (678-2) 23300; Facsimile (678-2) 23183; E-mail: adbsprm@adb.org; Web site: http://www.adb.org/SPRM/

代表事務所

欧州代表事務所　Rahmhofstrasse 2-4, 60313 Frankfurt am Main, Germany; Telephone (49-69) 2193-6400;
Facsimile (49-69) 2193-6444; E-mail: adbero@adb.org; Web site: http://www.adb.org/ERO/

駐日代表事務所　Yamato Seimei Building, 1-7 Uchisaiwaicho 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan;
Telephone (81-3) 3504-3160; Facsimile (81-3) 3504-3165; E-mail: adbjro@adb.org; Web site: http://www.adb.org/JRO/

北米代表事務所　815 Connecticut Avenue, NW, Suite 325, Washington, DC 20006, USA; Telephone (1-202) 728-1500;
Facsimile (1-202) 728-1505; E-mail: adbnaro@adb.org; Web site: http://www.adb.org/NARO/

その他

グジャラート出張所　Suite 502 Megh Malhar Towers Sector, 11 Gandhinagar, 382017 Gujarat, India;
Telephone (91-79) 324-1100/3480; Facsimile (91-79) 324-1028

フィリピン国内事務所　6 ADB Avenue, Mandaluyong City; 0401 Metro Manila, Philippines; Telephone (63-2) 683-1000;
Facsimile (63-2) 683-1030; E-mail: phco@adb.org; Web site: http://www.adb.org/phco/

東ティモール特別連絡事務所　ADB-World Bank Building, Avenida Dos, Rua Direitos Humanos, Dili, Timor-Leste;
Telephone/Facsimile (670) 3903-24801; Facsimile (670) 3903-24132

トルクメニスタン連絡事務所　Karakum Bank Building 7th Floor, Turkmenbashi Shayoly Street, 126 Ashgabat, 744000,
Turkmenistan; Telephone (993-12) 451903/451935; Facsimile (993-12) 451781; E-mail: adb.untuk.org

ADB研究所　8th Floor, Kasumigaseki Building, 2-5 Kasumigaseki 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6008, Japan;
Telephone: (81-3) 3593-5500; Facsimile (81-3) 3593-5571; E-mail: info@adbi.org; Web site: http://www.adbi.org

ADBの事務所等連絡先





アジア開発銀行
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
0401 Metro Manila, Philippines

Postal Address: Asian Development Bank
P.O. Box 789
0980 Manila, Philippines

Telephone: (63-2) 632-4444
Facsimile: (63-2) 636-2444
Telex: 63587 ADB PN (ETPI)
E-mail Address: information@adb.org
Web Site: http://www.adb.org

Treasurer’s Department
Direct Telex: 29086 ADBTRES PH

66427 ADBTRES PN
Facsimile: (63-2) 636-2611

(63-2) 632-4707
(63-2) 632-4120

SWIFT Address: ASDB PH MM

アジア開発銀行　駐日代表事務所
〒100-0011

東京都千代田区内幸町1-1-7

大和生命ビル2階

TEL: 03-3504-3160

FAX: 03-3504-3165

E-mail: adbjro@adb.org

（注）上記のE-mail はすべて、英語のみ送受信

できます。


