


目次 
 
アジア太平洋地域における ADB 2 
2005 年営業成績   6 
信用の基盤    7 
借入業務    12 
金融商品    16 
ADB 加盟国    20 
主要連絡先    21 
略語・頭字語    24 
ADB オンライン   24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© アジア開発銀行 
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ADB 非公式の翻訳文書 
 本文書は、広く読者に周知することを目的として、英語で書かれたオリジナルを日本語
に翻訳したものである。ADB の公用語は英語であり、本文書の英語のオリジナルのみが唯
一真正な（すなわち ADB 公認の）テキストである。なお、引用の際は英語のオリジナルを
引用されたい。 



ADB 財務概要 2006 
 
 
 
アジア開発銀行（ADB）は、潤沢な資本金を有する国際開発金融機関です。ADB は、貧困層

を重視した持続可能な経済成長、包括的な社会開発およびグッド・ガバナンスを通じて、アジ

ア太平洋地域の貧困を削減することを目標としています。 
 
 

 
ADB は、その出資者である加盟国が署名した

「アジア開発銀行設立協定」（以下「設立協

定」）によって、1966 年に設立されました。

2005 年末現在、加盟国は 64 カ国で、うち 46
カ国はアジア太平洋地域の国です。また、22
カ国は経済協力開発機構（OECD）にも加盟

しています。 
 
ADB の本部はフィリピンのマニラにあります。

この他にも、北米（ワシントン DC）、欧州

（フランクフルト）および日本（東京）の代

表事務所を含め、世界中に事務所が設置され

ています。 
 
2005 年末現在の職員数は 2,456 名で、その出

身加盟国は 53 にのぼります。 
 



アジア太平洋地域における ADB 
 
 
 
 
経済的・社会的発展を推進 
 ADB の使命は、開発途上加盟国による貧困削減と、それによる生活の質の改善を支援する

ことです。ADB は、貧困のないアジア太平洋地域という理想の達成に専心しています。 
 
 
 
ADB の戦略の柱 
 
・ 貧困層を重視した持続可能な経済成長 
 
・ 包括的な社会開発 
 
・ 効果的な政策と制度のためのグッド・ガバナンス 
 
これらの戦略的テーマに沿ったプロジェクトへの関与を通じて、ADB は環境の持続可能性と

ジェンダー開発を促進すべく努力しています。また、民間セクター開発および経済・金融面で

の地域協力の促進にも注力しています。 
 
ここ数十年の間、アジア地域の大部分では力強い経済成長が達成されました。同地域は、今や

世界全体の国内総生産の 30％を占めています。また、1 日 1 ドル未満で生活している人口の

比率は、1990 年の 34％から 2003 年には 19％に低下しました。 
 
しかし、アジア太平洋地域は依然として、他の地域を上回る、世界の貧困層の実に 3 分の 2 を

抱えています。貧困削減が引き続き差し迫った課題であることは明らかです。ADB の業務は、

この課題に対応するうえで重要な役割を果たしています。 
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表 1: ADB の概要 
（単位：百万ドル）  
 
 2005 2004 2003 2002 2001 
 
OCR 貸付承認額     

 公共 3,885 3,705 4,539 3,898 3,940 

 民間 536 293 167 110 38 

OCR 貸付実行額     

 公共 3,294 2,399 2,575 3,011 2,799 

 民間 204 109 113 55 51 

出資 217 164 36  36 30 

保証 68 10 240 882 90 

技術援助 199 195 175 179 144 

マルチトランシェ融資ファシリティ 1,520 − − − − 

協調融資 7,385 2,437 2,563 2,713 1,322 

応募済資本     

 請求可能資本 46,635 50,352 48,340 43,912 40,560 

 払込資本 3,528 3,809 3,657 3,322 3,068 

年間借入 4,230 1,629 4,141 6,145 1,607 

借入残高 24,454 24,212 26,359 26,324 24,813 

FAS133 調整前純利益 416 390 617 754 716 

 
 



ADB の業務 
 
 
 
 
その使命を達成するため、ADB は様々な活動やイニシアティブを通じて、開発途上加盟国

（DMCs）の経済成長と社会開発を推進しています。 
 
 
ADB は、DMCs 内の貸付プロジェクトおよびプログラムに対して融資を行うとともに、技術

援助、無償資金協力、保証および出資の各業務を行っています。 
 
また、ADB は政策対話および助言サービスを提供するとともに、公的資金、民間資金および

輸出信用との協調融資を通じて資金を動員し、援助による開発効果の 大化を図っています。

業務の財源は、通常資本財源（OCR）、特別基金、および各種の信託基金です。 
 
ADB 設立協定により、OCR、特別基金と信託基金は常に、完全に分離して管理および運営す

ることが義務づけられています。 
 
通常資本財源 ADB の OCR 業務は多岐にわたり、農業・天然資源、教育、エネルギー、金

融、保健・栄養・社会的保護、産業・貿易、法律・経済運営・公共政策、運輸・通信、上下水

道・廃棄物管理、およびマルチセクターを対象としています。OCR 貸付は一般的に、高水準

の経済開発を達成した DMCs に対して行われます。 
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設立から 2005 年末までに、ADB は 846 億ドルの

OCR 貸付を承認しました。2005 年末現在、OCR 貸

付の総約定額は 391 億ドルとなっています。 
 
OCR 貸付約定総額の約 96.4％は、公共セクターの借

入人、具体的には政府、政府機関および各政府の保

証を受けた公的機関に対するものです。OCR 貸付約

定額の約 3.6％は民間セクターに対するものです。

ADB の借入加盟国は、ADB に優先債権者待遇を与えています。 
 
革新・効率性イニシアティブ 2005 年 8 月、ADB は新たな融資手法および融資態様の試験運

用（期間 3 年間）を開始しました。ADB のクライアント重視および結果重視の姿勢を強める

ことを目的としています。新たな融資手法には、（i）マルチトランシェ融資ファシリティ、

（ii）地方公共団体、政府系機関および国有企業への直接融資、（iii）現地通貨建て融資、

（iv）リファイナンス・ファシリティおよび（v）新形態の協調融資が含まれます。 
 
OCR の財源 OCR の財源には、払込資本、利益剰余金（準備金）および借入金が含まれます。

ADB は OCR 貸付業務の財源を調達するため、各国の資本市場および国際資本市場から借入

を行っています。 
 
ADB の債務証券は、すべての主要な国際信用格付け機関から 高の投資格付けを得ています。 
 
 
 
 
 
                   表 2: 投資格付け 
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機関 格付け 
 
 
ムーディーズ・インベスターズ・サービス 

 
 
Aaa 

スタンダード・アンド・プアーズ AAA 
フィッチ AAA 



2005 年営業成績（括弧内は 2004 年の数値） 
 
 
 
 
堅実な収益性 ADB は創設以来、良好な財務実績を毎年達成し続けています。優先債権者待

遇と慎重な財務政策および慣行により、貸付のデフォルト率は非常に低水準となっています。 
 
2005 年の FAS133 調整前純利益は 4 億 1,560 万ドル（3 億 8,960 万ドル）でした。前年比で

の利益増は、主に実現売却利益を含む投資収益の増加によるもので、これはいくつかの資本市

場における金利の上昇が原因でした。 
 
貸付（OCR） 2005 年の OCR からの貸付承諾総額は 44 億ドル（40 億ドル）で、うち 5 億

3,600 万ドル（2 億 9,300 万ドル）が民間セクターへの貸付でした。 
 
出資（OCR） 出資の承諾総額は 2 億 1,700 万ドル（1 億 6,400 万ドル）でした。 
 
借入 ADB は、中長期資金として 40 億ドル（16 億ドル）、短期資金として 7 億 6,100 万ドル

（9,000 万ドル）を調達しました。 
 
現地通貨建ての借入 ADB は中国、フィリピンおよびタイの国内資本市場において、総額 2
億 7,000 万ドル相当の現地通貨建て債券を発行しました。 
 

貸付約定額と資本の割合 2005 年末現在、貸付・保証および出

資の合計額は 406 億ドルで、応募済資本および利益剰余金の

68.3％（64.7％）となっています。 
 
借入と資本の割合 2005 年末現在、借入残高および保証の合計

額は 253 億ドルで、非借入加盟国の請求可能資本および利益剰余

金の 61.0％（56.0％）、OECD 加盟国の請求可能資本および利益

剰余金の 58.9％（54.3％）となっています。 
 
資本貸付率 2005 年末現在、ADB の資本貸付率は 49.5％
（50.5％）となっています（FAS133 による調整前）。 
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信用の基盤 
 
 
 
 
出資者である加盟国の支持を受けた堅実なバランスシートと ADB の資本構成は、債券投資家

の皆様に 高水準の安全性を提供します。 
 
 
応募済資本は、払込資本と請求可能資本で構成されます。 
 
払込資本は、ADB の OCR 貸付業務に利用可能な資本金の自己資本部分を構成します。これ

は利益剰余金によって補完され、借入金により補強されます。 
 
請求可能資本は、ADB の借入人による大規模な債務不履行という、まず起こりそうもない事

態が発生した際に、ADB の債権者（主に ADB 債券を保有する投資家および ADB 保証の所有

者）保護を目的として利用することができます。ADB はこれまで、請求可能資本を請求した

ことはありません。 
 
ADB の出資者は、アジア太平洋地域の開発途上国および先進国 46 カ国、そして他の OECD
加盟国 18 カ国の政府です。各出資者は、ADB の全権限を有する総務会に代表を送り出してい

ます。2005 年末現在、日本と米国が 大の出資国で、それぞれ応募済資本の 15.7％および議

決権の 12.9％を保有しています。OECD 加盟国は応募済資本の 64.8％、議決権の 58.8％を保

有しています。 
 
 
表 3: 資本構成 
（単位：百万ドル、12 月 31 日現在） 
 
 2005 2004 2003 2002 2001 
応募済資本 50,163 54,162 51,997 47,234 43,628 
請求可能資本 46,635 50,352 48,340 43,912 40,560 
払込資本 3,528 3,810 3,657 3,322 3,068 
その他調整を差し引く 79 84 87 75 78 
正味払込資本 3,449 3,726 3,570 3,247 2,990 
利益剰余金 8,848 9,541 9,282 9,105 7,884 
計 12,297 13,267 12,852 12,352 10,874 
借入残高（スワップ後） 24,076 23,470 25,571 26,120 25,218 
総資本 36,373 36,737 38,423 38,472 36,092 
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信用の基盤 
 
 
 
 
 表 4: 出資比率 
 2005 年末現在 
 
 

 
 
 
 表 5: ADB 債務の裏付け資産 
 (2005 年末現在） 
 

資産 金額 
（単位：百万ドル） 

借入残高（スワ

ップ後）に対す

る割合（％） 
 

現金（無制限）および投資 12,138  50 
請求可能資本 46,635 194 
貸付残高 23,569  98 
合計 82,342 342 
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OECD 加盟国 ％  開発途上加盟国 ％ 
     
日本 15.7  中国 6.5 
米国 15.7  インド 6.4 
オーストラリア 5.8  インドネシア 5.5 
カナダ 5.3  マレーシア 2.7 
韓国 5.1  フィリピン 2.4 
ドイツ 4.4  パキスタン 2.2 
フランス 2.3  タイ 1.4 
英国 2.1  その他域内国 8.1 
イタリア 1.8    
ニュージーランド 1.5    
その他域外国 5.1    
計 64.8  計 35.2 



堅実な財務管理 
ADB は、強力なガバナンスと堅実な財務管理により、金融市場における借入人として 高水

準の信用を得ています。 
 
 
以下の 2 つの基本原則が、ADB の強固な財務体質を支えています。 
 
・ 貸付限度枠：OCR 貸付残高、保証および出資の合計額は、請求可能資本、払込資本、通

常準備金および剰余金の合計額を超えることはできません。 
 
・ 借入限度枠：借入および保証の残高は、非借入加盟国からの請求可能資本、払込資本およ

び準備金（剰余金と特別準備金を含む）の合計額を超えることはできません。また、ADB
設立協定で規定されている通り、借入総額は請求可能資本以下でなければなりません。 

 
ADB は、堅実な財務管理政策によって貸付および借入の総額を常にこれらの限度枠内に余裕

を持って維持しています。そのことは、良好な債務資本率および貸付資本率に示されています。 
 
ADB は健全なバランスシートと高い流動性を有しています。現行の政策に基づき、ADB は常

に、将来 3 年間の正味現金必要予想額の 40％以上に相当する安全性流動資産を維持していま

す。これは、貸付実行や債務返済などのために必要な現金が不足しないようにするものです。

ADB はまた、借入プログラムを柔軟に実施するため、自由裁量流動資産を維持しています。

自由裁量流動資産の上限は、安全性流動資産の 50％に制限されています。 
 
理事会により承認される投資・流動性戦略は、安全性と流動性を確保した上で、さらに高い収

益を得ることを目標にしています。 
 
2005 年末現在、流動性ポートフォリオの総額は、ADB の将来 3 年間の正味現金必要予想額の

65％となっています。 
 
 
 
表 6: 資本比率 
(12 月 31 日現在） 
 
 2005 2004 2003 2002 2001 
 
負債／請求可能資本比率* 

 
61.0％ 

 
56.0％ 

 
62.1％ 

 
65.4％ 

 
66.6％ 

貸付／資本比率 68.3％ 64.7％ 67.6％ 78.4％ 83.7％ 
 
* 2003 年以降は、非借入加盟国の請求可能資本のみを使用。 
 
 
 
 
 

9 



信用の基盤 
 
 
 
包括的リスク管理 
リスク管理は中核的な規律として、ADB のあらゆる政策決定および運営活動に重要な役割を

果たしています。 
 
ADB は包括的なリスク管理アプローチを採用し、その金融活動から生じるあらゆるリスクを

完全かつ正確に特定、計測、監視および管理するための制度基盤を確立しています。 
 
2005 年 11 月、ADB は、公共セクターおよび民間セクターへの貸付・保証ポートフォリオの

信用リスク、ADB の市場リスクと財務関連リスクの管理を担当する、独立したリスク管理ユ

ニット（RMU）を設置しました。 
 
収益計画フレームワークの下、適正資本量とリスク負担能力は、資本貸付率（ELR）および

貸し倒れ引当金（LLR）の積立額により把握されます。ELR は、貸付・保証ポートフォリオ

における重要信用事由によって予想外の損失が生じた場合に、自己資本によってそれを吸収す

る能力を計測するものです。LLR は、公共セクター・ポートフォリオの予想損失を吸収する

ために設定されています。現在、ELR の目標水準は 35％に設定されており、2005 年末現在

の ELR は 49.5％でした（FAS133 による調整前）。 
 
ADB の市場リスクと財務信用リスクのリスク特性は引き続き控えめで、財務局リスク・マニ

ュアルの規定範囲に収まっています。 
 
信用リスク（借入人） ADB は借入加盟国の信用力を継続的にモニターし、厳格な適正資本

量フレームワークを通じてリスクを管理しています。民間セクターの借入人については、民間

部門業務局の専門部局が、リスクに脆弱な民間セクター・プロジ

ェクトを別途管理しています。 
 
ADB は、OCR 貸付（公共・民間セクターの双方）について発生

しうる損失および出資価値の減損に備えています。OCR 貸付およ

び出資に対する貸し倒れ準備金は 2005 年末現在で 1 億 1,890 万ド

ル、LLR は 1 億 6,700 万ドルでした。公共セクターの通常業務に

おいて、ADB はこれまで元本の損失を経験したことはなく、債務

の繰り延べ合意には参加しないとの立場を維持しています。 
 
信用リスク（カウンターパーティ） ADB は、投資および資金調

達業務から生じるリスクを管理し 小化するため、厳格な信用ガ

イドラインを満たす指定業者およびカウンターパーティに取引先

を限定しています。 
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ADB のスワップ取引は、格付けの高いカウンターパ

ーティ（A-/A3 以上）および国際スワップデリバティ

ブ協会のマスター契約書および信用証明付属書に署名

したカウンターパーティに限定されています。さらに、

ADB は高度なコンピュータ・システムを用いて、ス

ワップ・ポートフォリオに関連するカウンターパーテ

ィの信用リスクを毎日監視しています。 
 
信用リスク（発行体） ADB は、質の高い流動性ポ

ートフォリオを維持することにより、発行体リスクの 小化に努めています。投資先は主に、

主権国家の政府および政府関連の各種機関、銀行および企業体が発行する債券です。投資先と

なる社債は、格付けが A 以上のものに限られています。 
 
市場リスク ADB は、貸付と投資の通貨を資金受領通貨とマッチさせることにより、為替相

場の不利な動きから生じる市場リスクを抑制しています。借入金または投資資金を他の通貨に

転換できるのは、他通貨の回収を確実にする先渡し為替契約が締結されている場合に限られま

す。 
 
ADB は、各種の定量分析を用いて、金利変動による収益の変動から生じる投資リスクを管理

しています。また、OCR 各通貨ポートフォリオの運用実績を、外部のベンチマーク・ポート

フォリオと比較計測しています。 
 
ADB は市場リスク管理能力を強化しました。高度な評価ツールおよびリスク分析ツールを活

用することで、財務活動の高度なパフォーマンス測定と要因分析が可能となっています。 
 
貸付ポートフォリオに関連する市場リスクについては、ADB は借入人に対し、貸付実行通貨

の価値変動による為替リスクの吸収を義務づけています。ADB はスワップを用いて、貸付と

借入の外為特性と金利特性が整合するように管理しており、それによって市場リスクの大半を

ポートフォリオから排除しています。残存リスクとしては、借入人への貸付実行まで借入金を

一時的に現金クッション・ポートフォリオとして保有する際に、低水準のリスクが発生します。 
 
オペレーショナル・リスク ADB は、内部統制、モニタリング手続および各種プロセスを維

持することにより、オペレーショナル・リスクを低減し、許容可能な水準に抑制しています。 
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借入業務 
 
 
 
国際市場で 高のトリプル A 格付け 
ADB は国際資本市場および各国の国内資本市場を通じて定期的に資金を調達しています。 
 
ADB がアジア太平洋地域の貧困削減という使命を達成するためには、効率的な資金調達が不可欠です。 
 
ADB の年次借入プログラムは、ダイナミックな市場環境における貸付業務、債務償還および流動性政策

の各要件を満たすように、注意深く計画されます。 
 
今後 3 年間に必要と予想される借入額はおよそ 200 億ドルで、うち 2006 年の予想額は 73 億 5,000 万ド

ルです。 
 
目的 ADB による借入の も重要な目的は、OCR 借入人のための長期資金をできる限り低コストで確

保することにあります。この目的を踏まえた上で、ADB は資金調達先となる市場、金融商品および償還

期間の多様化に努めています。 
 
借入の目的を達成するため、ADB は下記の戦略を追求しています。 
 
・流動性の高い債券指標銘柄を発行し、主要通貨の債券市場で強力なプレゼンスを維持する 
・低コストかつ機動的な私募債の発行を通じて資金を調達する 
 
ADB は、債務償還期限の平準化のため、比較的長期の借入を重視しています。 
 
ADB はまた、現地通貨建ての借入を通じて DMCs の国内資本市場の発展に努めています。 
 
表 7: 借入 
金額単位：100 万ドル 
 
 2005 2004 2003 2002 2001

借入残高 24,454 24,212 26,359 26,324 24,813

長期借入     

 公募 1,770 1,460 1,144 3,000 503

 私募 2,196 169 2,997 2,945 704

取引件数     

 公募 5 5 2 3 2

 私募 59 14 62 77 15

通貨の種類     

 公募 4 5 2 1 2

 私募 4 1 4 5 3

短期借入 761 90 28 2,830 1,250
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資金調達手法 
ADB は借入を多様化し、単一の通貨または市場への依存を避けるという政策に従って、幅広

い通貨、金融商品、市場および償還期間による借入を行っています。2005 年末までに ADB
が借入を行った通貨は 25 種類に及んでいます。 
 
2005 年末現在、ADB の未償還債券は 238 銘柄あり、元本残高は計 245 億ドル、平均償還期

間は 4.5 年となっています。 
 
2005 年、ADB は新たに 42 億ドルの資金を調達しました。その内訳は、2 件の公募米ドル債

を含む中長期借入、59 件の私募債、および 3 件の現地通貨建て債券となっています。新規発

行債券の表示通貨は 8 種類でした。 
 
2006 年の借入プログラムの上限は、73 億 5,000 万ドルに設定されています。 
 
ADB のグローバル債は、できる限り多彩かつ幅広い地域の投資家にアクセスできるような値

付けプロセスを通じて発行されます。大量の ADB グローバル債が世界中で保有されているこ

とから、各銘柄の流通市場における流動性は高い水準で維持されています。 
 
ADB は借入のほとんどを、2001 年に確立されたグローバル MTN（GMTN）プログラムを通

じて行っています。GMTN プログラムの柔軟性により、ADB は私募債の発行を通じて迅速か

つ臨機応変に資金を調達することができます。こうした私募債は、償還期間および利率を投資

家の要請通りに設定することが可能で、個人投資家だけでなく機関投資家をターゲットとする

ことができます。利率は固定とすることも、為替レートや金利にリンクさせることも可能で、

コール・オプション、キャップ、フロアその他の投資家が要請する機能を含めることもできま

す。2006 年 2 月、ADB は期間 30 年、資金枠 50 億オーストラリア・ドルの MTN プログラム

を新たに設置しました。 
 
また、ADB は短期的な資金ニーズに対応するため、50 億ドル枠のユーロ・コマーシャル・ペ

ーパー（ECP）プログラムを運営しています。ECP プログラムは、市場環境が長期債発行に

適さない場合に生じるキャッシュ・フロー不足を埋めるため、短期資金（7～365 日）を柔軟

に調達するものです。 
 
デリバティブ ADB は金融派生商品を活用して、業務に必要な通貨を低コストで調達してい

ます。通常は、債券発行と同時に通貨スワップおよび金利スワップを行います。通貨・金利リ

スクを排除するため、これらの取引は完全にヘッジされます。これらの取引が ADB の借入残

高の通貨構成と金利構成に及ぼす影響を、図 1 と図 2（p.15）に示します。 
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借入業務 
 
 
 
 
現地通貨建て借入 
ADB は、DMCs の国内資本市場の発展に貢献しています。 
 
ADB が発行する現地通貨建て債券は、低コストの資金調達方法というだけではありません。

国際投資家は、 高の信用度を有し、 良の発行基準と模範的な文書化プロセスに支えられた

金融商品を通じて、現地通貨および金利に対するエクスポージャを得ることができるのです。 
 
ADB は 2005 年に、中国、フィリピンおよびタイの国内資本市場において、3 件の現地通貨建

て債券を発行しました。フィリピン・ペソ、人民元およびタイ・バーツ建ての各銘柄は、各国

内市場で ADB が発行した債券の第 1 号となりました。フィリピン・ペソおよびタイ・バーツ

建ての債券はまた、海外の国際機関が発行した 初の債券というだけでなく、各国でフィッチ、

ムーディーズおよびスタンダード・アンド・プアーズによるトリプル A の格付けを得た 初

の債券でもあります。人民元建ての債券に関連して、ADB と国際金融公社が中国における

初の海外発行体となりました。 
 
 
表 8: 2005 年の現地通貨建て借入 
 
 金額（百万） 利率（％） 償還日 
    
中国 1,000 元 3.34 2015 年 10 月 14 日 
フィリピン 2,500 ペソ ゼロ・クーポン 2010 年 11 月 10 日 
タイ 4,000 バーツ 3.87 2010 年 5 月 24 日 
 
 
表 9: 新規借入の平均償還期間 
 
年 2005 2004 2003 
 
平均償還期間（年） 

 
8.0 

 
10.7 

 
13.7 

ファーストコールまでの平均満期（年） 4.3   7.9   7.6 
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図 1：通貨構成に対する影響 
 
借入残高（スワップ前）の通貨構成  借入残高（スワップ後）の通貨構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a オーストラリア・ドル、カナダ・ドル、ユーロ、香港ドル、インド・ルピー、マレーシア・リンギット、新台湾ドル、ニ
ュージーランド・ドル、フィリピン・ペソ、英ポンド、人民元、シンガポール・ドル、南アフリカ・ランド、スイス・フラ
ンおよびタイ・バーツを含む。 
 
b インド・ルピー、フィリピン・ペソ、英ポンド、人民元およびスイス・フランを含む。 
 
 
 
図 2: 金利構成に対する影響 
 
借入残高（スワップ前）の金利構成  借入残高（スワップ後）の金利構成 
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その他通貨 26.2％a 米ドル 58.3％ 

日本円 15.5％ 
米ドル 75.9％ 

日本円 20.6％ 

その他通貨 3.5％b 

固定金利 91.4％ 

変動金利 8.6％ 

変動金利 66.0％ 

固定金利 34.0％ 



金融商品 
 
 
 
持続可能な経済・社会開発に向けた融資 
 
OCR 資金 
 
OCR 貸付 現存の OCR 貸付ポートフォリオには、様々なローン商品が含まれます（表 10 参

照）。2001 年 7 月 1 日以降、すべての新規 OCR 貸付はロンドン銀行間取引金利（LIBOR）ベ

ースの貸付（LBL）となっています。プール方式複数通貨建て貸付、プール方式単一通貨貸付、

市場ベース貸付などの他の商品は、LBL の導入と共に廃止されました。 
 
LBL 商品は、下記の点において借入人に柔軟性をもたらします。 
 
(i) ベースとなる通貨・金利の選択 
(ii) （借入人が金融仲介機関の場合）返済スケジュールを実際の貸付実行とリンクする選択肢 
(iii) 当初の貸付条件を貸付期間中いつでも変更可能 
(iv) キャップまたはカラーを購入する選択肢 
 
LBL はユーロ、日本円または米ドル建て、金利は固定と変動の 2 種類が可能です。当初の金

利はコスト・ベースの金利（LIBOR）にスプレッドを加算した変動金利となりますが、借入

人は、貸付期間中いつでも金利を変更することができます。公共セクターの借入人に対する現

行の貸付スプレッドは 60 ベーシス・ポイントです。民間セクターの借入人に対するスプレッ

ドは、プロジェクトと借入人の信用リスクに基づいて決定されます。 
 
常に変化する借入人の金融ニーズに対応するため、ADB は 2005 年 8 月に現地通貨建て貸付

(LCL）商品を導入しました。LCL は民間セクターの借入人だけでなく、地方政府や公営企業

を含む公共セクターの主体も利用できます。LCL は、DMCs における通貨ミスマッチの削減

を支援することを目的としています。 
 
 

民間セクター開発業務 2005 年、ADB は民間の企業・金融機関に対し、5 億 3,600 万

ドル相当の政府保証のない貸付および 2 億 1,700 万ドルの出資を承認しました。2004
年と比べて、貸付は 82.9％、出資は 32.3％増加しました。2005 年末現在、民間セクタ

ーに対するエクスポージャの総額は、およそ 17 億ドルとなっています。民間セクター

に配分可能な資金総額は 15 億ドルに制限され、うち 5,000 万ドルは ADF からの貸付、

14 億 5,000 万ドルは OCR からの貸付および出資とされています。ADB 理事会は、よ

り客観的な資本配分手法が採択されるまで、15 億ドルの運用上限を超える承諾を許可

することに同意しています。 
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技術援助 ADB は重要な活動である技術援助を通じて、DMCs による開発プロジェクトの形

成・設計・実施および運営に関する能力の強化を支援しています。また、ADB は地域レベル

の研究および活動に対しても技術援助を提供しています。2005 年末現在、DMCs および地域

別活動に対して、41 件、総額 28 億ドルの技術援助が承認されています。 
 
出資 ADB は減損していない払込資本、通常準備金および剰余金の合計額の 10％を上限とし

て、出資および持分証券の引受もしくは引受への参加を行うことができます。2005 年末現在、

この公式による上限額は 12 億 7,200 万ドルとなっています。2005 年末時点の正味出資約定額

（承諾額から処分額、売却額および損失引当金を引いたものとして定義される）は 7 億 1,450
万ドルで、設立協定による上限の 56％でした。 
 
保証 ADB は、DMCs の民間金融機関および資本市場における投資家のリスクを軽減するた

め、個別プロジェクトに関連して部分信用保証および政治リスク保証を供与しています。保証

は、ADB が自ら直接関与しているプロジェクトに対して供与されます。2005 年末時点の保証

残高は 11 億 9,160 万ドルでした。 
 
協調融資 ADB は、二国間ドナー、国際金融機関、輸出信用機関ならびに商業金融機関から

の資金によって自らの対 DMCs 援助を補完するため、協調融資を積極的に推進しています。

2005 年の協調融資総額は 74 億ドルにのぼりました。うち 52 億ドルは国内外の銀行および輸

出信用機関からの商業融資、18 億ドルは公的貸付による協調融資、3 億 5,260 万ドルは二国

間・多国間開発パートナーからの無償資金協力でした。 
 
表 10: 商品別の OCR 貸付ポートフォリオ 
（単位：100 万ドル） 
 
 公共セクター 民間セクター 

 2005 2004 2003 2005 2004 2003 
       
LIBOR ベースの貸付       
 実行済 9,385 6,400 4,101 202 117 76 
 未実行 14,659 14,857 13,710 499 84 69 
市場ベース貸付       
 実行済 576 617 648 214 218 235 
 未実行 31 91 243 − 18 105 
プール方式 SCLa-日本円       
 実行済 3,872 4,965 6,502 5 8 10 
 未実行 − − − − − − 
プール方式 SCLa-米ドル       
 実行済 8,933 9,883 11,661 − − − 
 未実行 33 96 561 − − − 
その他       
 実行済 166 1,953 2,130 215 149 143 
 未実行 − − − 280 409 174 
合計       
 実行済 22,932 23,818 25,042 636 492 464 
 未実行 14,723 15,044 14,514 779 511 348 
 

a 単一通貨貸付 
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金融商品およびサービス 
 
 
特別基金（2005 年末現在） 
 
ADB の特別基金は、OCR を通じて開発イニシアティブのために利用できる資金とは別の、追加的資金

です。各基金の会計処理と利用は、他の基金および OCR とは別に行われます。 
 
特別基金は、アジア太平洋地域の貧困削減という主目的の下に、譲許的貸付、無償資金協力や技術援助

を含む様々な活動に従事しています。 
 
特別基金内部のあらゆる承諾プロセスおよび管理業務は、OCR 貸付と同じ厳格な基準に則って実施され

ます。 
 
アジア開発基金 アジア開発基金（ADF）は ADB 大の特別基金で、1 人当たり国民総生産（GNP）
が低く債務返済能力に限りがある DMCs に対して譲許的貸付を供与するものです。2005 年末現在、

ADF からの貸付残高は 202 億ドルとなっています。 
 
ADF 貸付の主な財源は、定期的増資によりドナー加盟国から動員される拠出金です。2005 年末現在、

ADF 貸付のための拠出金総額は 276 億ドルとなっています。 
 
技術援助特別基金 技術援助特別基金（TASF）は、加盟国による開発プロジェクト管理技能の強化を

支援する等、ADB の技術援助業務に対して無償資金を提供するものです。2005 年末現在の財源総額は

13 億ドルで、うち 2 億 1,550 万ドルが未約定となっています。TASF の財源には、ADB 加盟国からの

直接任意拠出金、OCR 純利益からの割り当て金、および ADF からの拠出金が含まれます。 
 
日本特別基金 日本特別基金（JSF）は DMCs に無償資金を提供するもので、経済改革、新規投資機会

の拡大、および加盟国への資金環流を促進する貸付プロジェクトの準備に主眼を置いています。2005 年

末現在、JSF の財源総額は 9 億 420 万ドルで、うち 1 億 2,640 万ドルが未約定となっています。2005
年末までに JSF の下で承諾された無償技術援助の総額は 9 億 2,180 万ドルです。JSF の財源は日本政府

により提供されています。 
 
アジア開発銀行研究所特別基金 アジア開発銀行研究所特別基金（ADBISF）は、アジア太平洋地域の

開発に従事する機関・組織のニーズに対応する研究・教育機関である、アジア開発銀行研究所

（ADBI）に資金を提供しています。ADBISF の財源には、ADB 加盟国、各種財団および非政府組織か

らの助成金や直接任意拠出金が含まれます。2005 年末時点の累計拠出約定額は 1 億 1,010 万ドルで、う

ち 9,360 万ドルが使用済みとなっています。 
 
アジア津波基金 アジア津波基金（ATF）は、2004 年 12 月のインド洋津波による被災国を対象とする

特別財源で、優先度の高い復興・再建事業に対してマルチセクター方式の無償援助を提供するものです。

ADB は ATF に 6 億ドルを拠出し、うち未使用の 4,000 万ドルは OCR に再度移転されました。また、

オーストラリアとルクセンブルクがそれぞれ 380 万ドル、100 万ドルを拠出しています。 
 
パキスタン地震基金 パキスタン地震基金（PEF）は、2005 年 10 月のパキスタン大地震に対応する特

別資金で、地震直後の再建、リハビリテーションおよび関連開発事業を支援する投資プロジェクトおよ

び技術支援に対して無償資金を提供するものです。ADB が PEF に 8,000 万ドルを拠出したほか、フィ

ンランドが 540 万ドルの拠出を約束しています。 
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信託基金（2005 年末現在） 
 
信託基金は、開発イニシアティブに充てられる ADB の OCR および特別基金とは別の、追加

的資金です。信託基金の資金は外部から提供され、ADB がこれをドナーに代わって管理しま

す。これらの基金は、ADB の財源には組み込まれていません。各基金は、無償援助および技

術援助を含む多様な活動を行っています。信託基金内部のあらゆる承諾プロセスおよび管理業

務は、ADB の特別基金と同じ厳格な基準に則って実施されます。 
 
日本奨学生プログラム 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、その他開発に関す

る分野で大学院課程の研究機会を提供するものです。2005 年末までに、同プログラムは 35 加

盟国の 1,927 名に奨学金を提供しました。2005 年末現在、JSP への累計拠出額は 7,620 万ド

ルとなっています。JSP の財源は日本政府が提供しています。 
 
貧困削減日本基金 貧困削減日本基金（JFPR）は、貧困削減および関連する社会開発活動を

含む ADB の援助プロジェクトを支援するために、無償資金を提供するものです。2005 年末

現在、JFPR への累計拠出額は 3 億 4,490 万ドルとなっています。これまでに 72 件のプロジ

ェクトに対し、総額 1 億 7,440 万ドルの支援が承認されています。JFPR の財源は日本政府が

提供しています。 
 
情報通信技術日本基金 情報通信技術日本基金（JFICT）は、ADB のプロジェクトに大きな

付加価値をもたらしうる DMCs 内での情報通信技術活動を支援するために、無償資金を提供

しています。2005 年末現在、JFICT への累計拠出額は 1,070 万ドルとなっています。JFICT
の財源は日本政府が提供しています。 
 
公共政策トレーニング日本基金 公共政策トレーニング日本基金（JFPPT）は、DMCs にお

ける公共政策管理能力の開発を支援するために無償資金を提供するもので、域内の市場経済移

行国に焦点を当てています。2005 年末現在、日本からの累計拠出額は 1,530 万ドルで、うち

200 万ドルはプログラム支援のために使用されています。 
 
チャンネル・ファイナンシング協定 ADB は、技術援助プログラムの支援、および主に貸付

プロジェクトのソフト・コンポーネントに対する資金調達を目的として、様々な外部資金源か

らの無償資金の動員を支援しています。これらの無償援助の大半は、二国間および多国間ドナ

ーとのチャンネル・ファイナンシング協定（CFAs）を通じて提供されます。ADB はこれらの

資金を管理し、ADB の各種ガイドラインに則ってコンサルタントの雇用、調達、支払および

プロジェクトの監督を行っています。2005 年末までに、計 428 件、総額 2 億 3,800 万ドルの

技術援助無償が CFAs の下で提供されています。 
 
 
ADB のより詳しい情報については、ウェブサイト（www.adb.org）をご覧ください。 
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ADB 加盟国（2005 年末現在） 
 
 
 
域内 
アフガニスタン   モンゴル 
アルメニア   ミャンマー 
オーストラリア*  ナウル 
アゼルバイジャン  ネパール 
バングラデシュ  ニュージーランド* 
ブータン   パキスタン 
カンボジア   パラオ 
中国    パプアニューギニア 
クック諸島   フィリピン 
フィジー   サモア 
香港    シンガポール 
インド    ソロモン諸島 
インドネシア   スリランカ 
日本*     台湾 
カザフスタン   タジキスタン 
キリバス   タイ 
韓国*    東ティモール 
キルギス   トンガ 
ラオス    トルクメニスタン 
マレーシア   トゥヴァル 
モルジブ   ウズベキスタン 
マーシャル諸島  バヌアツ 
ミクロネシア連邦  ベトナム 
 
域外 
オーストリア*    オランダ* 
ベルギー*    ノルウェー* 
カナダ*    ポルトガル* 
デンマーク*    スペイン* 
フィンランド*    スウェーデン* 
フランス*    スイス* 
ドイツ*    トルコ* 
イタリア*    英国* 
ルクセンブルク*   米国* 
 
* OECD 加盟国 
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主要連絡先 
 
 
 
アジア開発銀行 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Manila 
Philippines 
 
Telephone No.: +63 2 632 4444 
Facsimile: +63 2 636 2444 
SWIFT Address: ASDBPH MM 
E-mail Address: information@adb.org 
 
総裁室 
黒田東彦   総裁 
Liqun Jin   副総裁（業務 1 地域担当） 
C. Lawrence Greenwood, Jr. 副総裁（業務 2 地域担当） 
G.H.P.B. van der Linden 副総裁 
    （ナレッジ・マネジメント・持続可能な開発担当） 
Khempheng Pholsena  副総裁（財務・管理担当） 
Young-Hoi Lee   事務総長 
 
財務局 
財務局長室 
柏木幹夫   +63 2 632 4700 
財務局長   mkashiwagi@adb.org 
Anna Esteban   +63 2 632 4702 
    ajesteban@adb.org 
 
資金調達課 
Juan Limandibrata  +63 2 632 4713 
課長    jlimandibrata@adb.org 
 
主要通貨調達 
Maria A. Lomotan  +63 2 632 4478 
    mlomotan@adb.org 
Ana A. Kotamraju  +63 2 632 4737 
    akotamraju@adb.org 
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主要連絡先 
 
 
 
現地通貨調達 
Tobias C. Hoschka  +63 2 632 5334 
    thoschka@adb.org 
Gloria P. Ferry  +63 2 632 4180 
    gferry@adb.org 
 
商品開発・デリバティブ 
Shen Yue   +63 2 632 5546 
    shenyue@adb.org 
 
債券管理 
Juan de Pierpont  +63 2 632 5897 
    jdepierpont@adb.org 
Direct Facsimile  +63 2 632 4120 
 
投資課 
Michael T. Jordan  +63 2 632 4712 
課長    mjordan@adb.org 
 
ポートフォリオ管理 
西宮幸宏   +63 2 632 4776 
    ynishimiya@adb.org 
黒沼正司   +63 2 632 4788 
    mkuronuma@adb.org 
 
職員年金制度 
Melendres A. Howe  +63 2 632 5650 
    mhowe@adb.org 
Direct Facsimile  +63 2 632 4707 
 
財務政策・計画課 
Jingdong Hua   +63 2 632 4701 
課長    jhua@adb.org 
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主要連絡先 
 
 
 
資産・負債管理 
Rajesh Poddar   +63 2 632 4714 
    rpoddar@adb.org 
Chun Du   +63 2 632 4524 
    chundu@adb.org 
Michael L. de los Reyes +63 2 632 4731 
    mdelosreyes@adb.org 
 
アジア開発基金 
Sukhumarn Phanachet +63 2 632 5476 
    sphanachet@adb.org 
Lili Zou   +63 2 632 4752 
    lilizou@adb.org 
Direct Facsimile  +63 2 636 2631 
 
財務業務課 
Yong Cheng   +63 2 632 4730 
課長    yongcheng@adb.org 
Se Wha Moon   +63 2 632 4721 
    swmoon@adb.org 
Im-em Unkavanich  +63 2 632 4704 
    iunkavanich@adb.org 
Nuzhat Khan   +63 2 632 4793 
    nkhan@adb.org 
Asad Alamgir   +63 2 632 4732 
    aalamgir@adb.org 
Mark A. Prebich  +63 2 632 4106 
    mprebich@adb.org 
Direct Facsimile  +63 2 636 2635 
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略語・頭字語 
 
 
 
ADB   アジア開発銀行 
ADBISF  アジア開発銀行研究所特別基金 
ADF   アジア開発基金 
ATF   アジア津波基金 
CFA   チャンネル・ファイナンシング協定 
DMC   開発途上加盟国 
ECP   ユーロ・コマーシャル・ペーパー 
ELR   資本貸付率 
FAS   財務会計基準 
GMTN  グローバル MTN プログラム 
GNP   国民総生産 
JFICT   情報通信技術日本基金 
JFPR   貧困削減日本基金 
JSF   日本特別基金 
JSP   日本奨学生プログラム 
LBL   LIBOR ベースの貸付 
LCL   現地通貨建て貸付 
LIBOR  ロンドン銀行間取引金利 
LLR   貸し倒れ引当金 
OCR   通常資本財源 
OECD   経済協力開発機構 
PEF   パキスタン地震基金 
RMU   リスク管理ユニット 
SCL   単一通貨貸付 
TASF   技術援助特別基金 
 
 

ADB オンライン 
 
 
 
一般情報   www.adb.org 
財務情報   www.adb.org/finance/ 
アジア経済モニター  www.aric.adb.org 
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