
ションの成功率が過去10年間におおむね改善基調を
たどり、1980年代末までの40〜50%がそれ以降には
60〜70%まで上昇した。2000年代には、2001〜2004
年に計画されたオペレーションの成功率が落ち込ん
だが、2005〜2008年に計画されたプロジェクトでは
回復した。

承認された466件のうち、2010年の時点で完了・評
価済みの95件のオペレーションの成功率は66%であ
る。プロジェクトの21%は「一部成功」、13%は「不
成功」と評価された。オペレーションの完了件数
はまだ限られているが、従来から評価が低かった
農業、保健･社会保障、産業･貿易などのセクター
も、ADF VIII－XではADF VI－VIIよりも順調であ
る。

カンボジア、タジキスタン、ベトナムが高いプロジ
ェクト成功率で際立っているのに対して、パキスタ
ンの成功率は非常に低い。パキスタンは特別なケー
スで、この国の問題を受けて、ADBはそのオペレー
ションを大幅に整理し、出資形態を変更した。パキ
スタンを除くと、ADFのオペレーションの成功率は
80%まで上昇し、2001年以前に承認されたオペレー
ションの成功率を上回る。

このような成功率の改善実績によって、開発資金供
給の有用性は高まるように思われる。しかし、課題
は増加しており、成果も国やセクターによって大き
く異なる。従ってIEDは、ADFによる供給資金の増加
と並行して開発効果を高める措置の強化が必要であ
ると考えている。

アジア開発基金（ADF）は、アジア開発銀行（ADB）における譲許的融資の主要窓口で
あり、ADBに加盟するアジア太平洋地域の開発途上国の貧困削減を支援している。財源
はADBのドナー国からの拠出金で、1974年の創設以来4年ごとに増資を実施。現在は第9
次増資（ADF X、2009〜2012年）にあたる。2001〜2010年に、ADBは29カ国に対して計
200億ドルのADF融資および無償資金（グラント）を承認しており、バングラデシュ、
ベトナム、パキスタン、アフガニスタン、ネパールが大型の資金提供を受けた。

アジア開発基金のオペレーション：
この10年間の貧困削減支援

この200億ドルは主に運輸（43億ドル）、農業（37億
ドル）、マルチセクター（28億ドル）、上下水道･公共
事業（23億ドル）、公共部門の運営（20億ドル）、教
育（15億ドル）、エネルギー（15億ドル）に配分され
た。この10年間で、運輸とエネルギーへの出資が徐
々に増加する一方、農業と教育は減少した。

所得については、ADF加盟国の大半がミレニアム開発
目標（MDGs）に向けて大幅な前進を遂げており、所
得以外についても前進した国はある。しかし、全体
では、現行ペースのままであれば所得以外に関する
MDGsの多くを2015年までに達成できないことが明ら
かになっている。特に、初等教育、安全な水と衛生
施設の利用、乳幼児死亡率、環境の持続可能性確保
については、特別な追加措置を講じない限り、十分
な成果を挙げることはできないであろう。

ADBの独立評価局（IED）は最近、ADFによる12件の国
家支援プログラムを評価し、そのうちの7件を「満
足」と査定した一方で、残りの5件を「一部満足」と
し、ADFの効果が国によってまちまちであるとしてい
る。とりわけ、政情不安な国の多くは低い評価にと
どまった。低い評価につながる要因としては、重点
セクター・地域の分散、開発問題に対する正確な分
析の不足、政府の弱点に対する取り組み不足、プロ
ジェクトの実行に対する支援不足およびADBの現地事
務所の活用不足、制度の持続可能性に関する問題、
脆弱なガバナンス、政権交代に起因する改革への持
続的取り組みの欠如があった。

IEDによると、プロジェクトおよびプログラムに対す
る融資については、すでに完了したADFのオペレ ー
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主な教訓と課題

アジアでは、貧困削減および環境の持続可能性確保
のために、譲許的融資の資金源やその他の資金源か
らの調達を増やす必要がある。アジア太平洋地域は
この10年間に力強い経済成長を遂げ、所得面での
貧困削減は図られたが、人口の大幅な増加を考え
ると、貧困層の絶対数は十分に減少していない。
極貧層や生活困窮者層の数が増加している国もあ
る。ADFの対象国では、3億人超が1日2ドル未満で生
活している。さらに、人的資源の開発および所得以
外のミレニアム開発目標に向けた進展も不十分であ
る。加えて、不平等の拡大と環境の悪化が持続可能
な進展にとって深刻な問題となっている。金融･経
済面の世界的な緊張はADF対象国やその他の諸国に
も大きな打撃を与え、気候変動と関連する自然災害
は生命、生活、幸福を脅かしている。こうした課題
に対応するためには、持続可能な資金源の増強を図
るとともに資金源活用の有効性を高めることが必要
である。

ADFのオペレーションについては、開発効果を高める
必要がある。特にADF対象国が難しい問題に直面して
いることを考えると、出資に見合う活動の強化と成
果の向上が必要である。国家およびセクターに対す
る支援プログラムの評価によると、物理的インフラ
ストラクチャーへの投資は（特にエネルギーと運輸
の場合）かなり効果的で、想定通りの開発と成果を
達成することができたが、能力開発や制度・政策改
革に関する支援は有効ではなかった。資産の活用・
維持やサービスの需要に効果的に取り組まない限
り、インフラ投資を行っても、最善の経済的利益を

確保・持続することはできないであろう。ADBは、プ
ロジェクトが正しい改革と能力開発イニシアチブに
よって支えられることを確かめる必要がある。

ADFのプロジェクトは国別プログラムとの関連性に
おいて満足のいくものであったが、プロジェクト
の有効性と持続可能性、特にプロセスの効率とい
う点では満足できるものではなかった（下図参照）
。ADBは過去数年間に多くの効率強化策を講じてお
り、2010年までに完了したADF IXプロジェクトで
はある程度の改善がすでに見られている。IEDはプ
ロジェクト実施の遅れが減少していることに言及
し、効率が一段と改善すると予想している。プロジ
ェクトの成功率は妥当性、効率、有効性、持続可能
性の4点の評価基準に基づいているが、開発効果・
成果との関連性が強いのは有効性と持続可能性で
ある。現時点で、ADBは有効性と持続可能性に対す
る関心を高める方向へとシフトする必要がある。プ
ロジェクトが当初の予想通りの結果・成果を達成で
きない原因は、関係者の支援不足や、現地の状況や
根本的な開発問題を十分に考慮していないプロジェ
クトの設計にあることが多かった。プロジェクトの
持続可能性については、プロジェクト、セクター、
国家の各レベルでの持続可能性リスクの査定、特定
されたリスクに対する適切な措置、完了後のモニタ
リングを通じて改善を図る必要がある。ADB内部の
影響評価に対する関心を高めることも有用であり、
すでにこれについては着手している。IEDは最近
「Managing for Development Results（開発成果重
視の業務管理）」報告書を提言とともにADB経営陣
に提出し、さらなる指摘を行っている。

図表1：ADFの投資適格国分類別に見た完了済みオペレーションの評価 
(2001〜2010年)

出所：独立評価局（IED）「The Asian Development Fund Operations: A Decade of Supporting Poverty 
Reduction in the Asia and Pacific Region（アジア開発基金のオペレーション：アジア太平洋地域における過
去10年間の貧困削減支援）」（2011年ADB、マニラ）

■妥当性　　　　■有効性　　　　■持続可能性　　　　■効率

 (図表内の％はオペレーションの成功率を示している（％:成功))
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ADFのプロジェクト実施国が制度面での能力に欠け
ている場合、プロジェクトの成果にかなりの悪影響
がある。過去の能力開発支援では、制度面の能力向
上や改革が予想通りの水準に達しないこともあっ
た。特に地方レベルでは、能力が著しく制約され
る。国別の評価では、ADBが制度面での能力および
能力に対する制約を体系的に査定しなかったこと
や、支援の指針として能力開発戦略を利用しなかっ
た点が明らかになっている。能力開発活動の大半は
1回限りの技術支援の提供で、制度の状況に対応し
た全体的なアプローチではなかった。

インクルーシブな(すべての人々に恩恵が行き渡る)
成長に明確に重点を置き、全体的なアプローチをと
る必要がある。個別プロジェクトの成果とその持続
可能性が重要であることに加え、セクター内および
セクター全般、そして政策改革の場合は政権･統治
内および政権･統治全般にわたるプロジェクトの相
互補完性も不可欠である。例えば、農村部の道路を
建設・整備したが、農村部の所得機会を高める活動
がなく、教育･保健医療施設や環境サービスの改善
も図られなかったため、社会経済的便益が実現しな
かった例もある。インフラ投資もMDGsに向けた進展
の遅れに対応するための後押しとなるだろうが、多
くの非中核要素を伴うマルチセクターの複雑なプロ
ジェクトでは、セクター活動の協調を図ることが好
ましい。IEDはADF VIII－Xの50件のプロジェクトに
ついてケーススタディを実施し、プロジェクトの主
な対象を必ずしも貧困層に絞る必要はないとの結論
に達した。貧困への影響に関して、対象を絞った支
援と全体的な支援との間にほとんど差はなかった。 

アジア太平洋地域にとって、環境問題はますます難
しい課題となっており、新たなアプローチを早急
に試す必要がある。環境の持続可能性確保を目的
とするプロジェクトの割合はADF VIIIの8%から拡大
し、ADF Xでは34%に達している。ADBでは、気候変
動、アジアの諸都市における大気汚染対策、エネル
ギー効率、持続可能な輸送手段、環境と貧困の関係
に関連するいくつかの環境イニシアチブが進行中で
ある。残念なことに、こうしたイニシアチブは着手
したばかりなので、その成果を十分に評価するには
時期尚早である。この分野に関し、IEDは2つの簡略
的な評価書を作成した。すなわち、ADBのエネルギ
ー関連オペレーションへの温室効果ガスの影響に関
する2009年のIED調査と、運輸プロジェクトからの
炭素排出量削減に関する2010年の調査である。ADB
経営陣はこの2つの評価書での提言に賛成の意を示
し、行動計画が実現した。 

ADFは、地域の協力と統合（RCI）に関するADBの
意欲的な計画において重要な役割を果たしてい
る。ADF IXのドナー国は原資の5%をRCIに割り当て、
この計画に不可欠な支援を行ったが、ADF Xではこ
の割合をさらに10%まで増やしている。RCIに取り

組むADFのオペレーションはADF VIIIの7%から増加
し、ADF Xでは31%に達している。IEDは2008年に、大
メコン圏におけるADBの地域協力支援プログラムを｢
成功｣と評価し、ADBに対して次の4点のさらなる改
善を提言した。すなわち（1）準地域プロジェクト
の設計・実施において、地域の便益の向上に重点を
置くこと、(2）政策対話の強化を図ること、（3）「
ハードウエア」投資を通じてより多くの便益が地域
にもたらされるよう、｢ソフトウエア｣による制約を
緩和するための政策・手続き上の改革を支持するこ
と（4）成果の公式化、進捗状況のモニタリング、
コスト効率への関心を高めること——である。IEDは
最近、南アジアの地域協力パートナーシップ戦略
（2006〜2008年）を検証した。その最終報告書では
「一部満足」との評価を下すとともに、他の資金源
を動員するために譲許的な資金源を利用すべきであ
ったと強調した。

ADFは引き続き、不安定な国家および状況に対して
特別な注意を払う必要がある。IEDは、2010年にADB
が不安定な国家および状況（FCAS）に対して実施し
たアプローチを評価した。FCASのプロジェクトはぎ
りぎりで「有効」と評価されたが、セクター全体に
及ぶアプローチや民間セクターとのパートナーシ
ップを利用して成功した例もあった。IEDの調査で
は、FCASに対するこのようなアプローチによって
ADBがFCAS諸国を適切なタイミングで援助すること
ができたと結論付けている。ADBは、FCASへの対応
にあたり、紛争の性質、脆弱性、国別の状況に応じ
てアプローチの差異化を図る必要がある。

ADFが世界的な経済･金融危機の影響緩和に役割を果
たすことができるとすれば、柔軟性が極めて重要と
なる。2008〜2009年の危機は、ADF対象国の大半に
相当するアジアの開発途上国の約3分の2に打撃を与
えた。ADF対象国には経済危機への対応を支える仕
組みがない。2008〜2009年の危機を受けて、ADBは
ADFのみから支援を受けている財政的に最も逼迫し
た国に対して、ADF融資枠のうちの4億ドルを配分し
た。加えて、2009〜2010年の配分を最大で100%まで
前倒ししてさらなる救済を図った。しかし、ADFの
成果ベースの資金配分が柔軟性に欠けていたことも
あり、最も打撃を受けた国は追加資金をあまり受け
取ることができなかった。

結論
ADFは、支援対象となる開発途上国の投資支出のわ
ずかな部分を担うにすぎないが、（1）運輸セクター
への投資を通じて接続性の向上を図り、 （2）電力供給
の水準と信頼性を高め（3）金融および通商に関す
る法律、規則、制度の枠組みを構築し、 （4）農業の
生産性を高めることを後押しすることで経済成長に
寄与してきた。こうした実績は開発活動への資金提
供を促す要因となる。



しかし、ADFの支援対象国の状況を鑑みると、イン
クルーシブで持続可能な開発を促進するための活動
を一段と強化することも必要である。投資に必要な
のは、中小企業の投資へのアクセス増加、都市・社
会・環境の各面におけるサービスの改善、地方の道
路整備と電化の促進、経済活動への参加の奨励との
連動を強めることである。最終目標は開発活動の実
行力の強化であるが、フィードバックループを確保
して成果の向上を図るためには成果主義の強化も引
き続き不可欠である。

提言
l  ADFのオペレーション、特にADFのみから支援を

受けている国のために追加資金の調達を模索
し、貧困（所得と所得以外の双方）のさらなる
削減と脆弱性への対応力強化を図ること。

l 教育、農村部のインフラストラクチャー、安全
な水および衛生施設、環境に関するオペレーシ
ョンを増やし、所得以外の関連ミレニアム目標
の達成を後押しすること。

l ADFの能力開発イニシアチブは主要セクターの
対象機関に対する成果主義戦略を基盤とするこ
と。1回限りの技術支援は避け、セクター横断
的な問題、セクターの方針を巡る環境、法律ま
たは規則の権限、資金源、スタッフの動機付け
に取り組むこと。

l 技術支援の適切な配分を通じてADFのオペレー
ションを強化し、プロジェクトの設計改善、各
国の制度面での能力向上を図ること。最近は、
国家レベルのプロジェクトの準備やアドバイザ
リーサービスへの資金援助に比べて技術支援へ
の配分を相対的に減らしているが、この影響を
調査すること。

l 国家戦略および国家プログラムの持続可能性に
取り組む積極的かつ全体的なアプローチの採用
により、ADFのオペレーションの向上を図るこ
と。すなわち（1） プロジェクトの持続可能性
に対するリスクを計画段階で特定し、軽減する
こと（2）結果および成果の持続可能性リスク
とプロジェクト実施中のリスク軽減に対する関
心を高めること（3）特定のプロジェクトとプ
ログラムに対して完了後もモニタリングを行う
こと。
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