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略語・頭字語

本書に記される見解は執筆者のものであり、必ずしもアジア開発銀行（ADB）、その総務会または加盟国政府の見解や政策を反映するものではありません。本書に記載される
プロジェクトまたはプログラムは事例として取り上げたものであり、その総合的な影響を示すものではありません。

ADBは本書に含まれるデータの正確性を保証せず、データのご使用に関し一切責任を負いません。

本書において特定の領域または地域を「国」と表記しまたは「国」という言葉を使う場合、ADBはその法的またはその他の地位について判断を下すものではありません。

本書を印刷またはコピーする場合は個人的または非商業的な用途に限り、ADBの文書であることを適切に表示するようお願いします。利用者は、ADBの明示的な同意書なしに
本書を再販売、再配布し、または本書を基に二次的な著作物を創作することはできません。

注：　本書で「ドル」という場合には米ドルを指します。

ADB	 –	 アジア開発銀行

BOO	 –	 建設－所有－操業

BOT	 –	 建設－操業－移管

DMC	 –	 アジア開発銀行の開発途上加盟国

LIBOR	 –	 ロンドン銀行間取引金利

OPSD	 –	 民間部門業務局	局長室

PCG	 –	 部分信用保証

PPP	 –	 官民パートナーシップ

PRG	 –	 政治リスク保証

PRI	 –	 政治リスク保険

PSCM	 –	 民間部門業務局	資本市場および金融セクター課

PSD	 –	 民間セクター開発

PSIF-1	 –	 民間部門業務局インフラストラクチャー・ファイナンス第一課

PSIF-2	 –	 民間部門業務局インフラストラクチャー・ファイナンス第二課

PSO	 –	 民間セクター業務

PSOC	 –	 民間部門業務局	民間セクター業務調整課

PSOD	 –	 民間部門業務局

TA	 –	 技術協力

TFP	 –	 貿易金融プログラム
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民間部門業務局・エルキアガ局長挨拶
世界経済は過去1年半の間に重大な変化を
遂げました。2008年末から2010年初頭にか
けて、金融市場では記憶される範囲で最も
劇的な混乱が生じました。回復の兆しが見え
始めているものの、その背後には、投資資本
が未だに堅実な低リスクの投資先に集中し
ているという事実があります。アジア開発銀
行（ADB）のような開発機関の課題は、回復
の恩恵がアジア・太平洋地域全体に広く行き
渡るようにすることです。

ADBの「ストラテジー2020」を指針として、民
間部門業務局（PSOD）は今後数年間、業務の
大幅な拡大を通じてアジア・太平洋地域の開
発に対する貢献を高めていきます。PSODは
民間のスポンサー、投資家や金融機関と緊密
に連携し、地域全体を通じて、貧困削減に資
する投資機会を促進するというADBの戦略
的目標を達成するために、重要な役割を果た
すことになるでしょう。

常に変化を続ける環境下において、PSODが
投資資金の動員に貢献する機会は数多く存
在します。私たちが取引レベルで参加するこ
とにより、ADBと加盟国との特別な関係も相
まって、利用可能な資金を個別のプロジェク

トに動員する触媒となり、「ウィン・ウィン」の
解決案を実現できることが、これまで繰り返
し証明されてきました。金融危機後の世界に
おいて私たちは、民間金融機関が残した資
金ギャップを埋めようとしている公的機関等
との既存のパートナーシップを維持・強化す
るとともに、有力な地場金融機関を含めた新
たなパートナーとの連携を目指します。

PSODが活動する国の数は増えつつありま
す。過去数年間、私たちは未開拓の市場や私
たちのサービスが十分に提供されていない
市場を重視する姿勢を強めてきましたが、こ
の方針を今後も維持していきます。このこと
により、地域全体を通じて、特にインフラスト
ラクチャーおよび資本市場開発という2つの
重点セクターにおけるADBの存在意義が高ま
ることになるでしょう。

インフラストラクチャーとプロジェクト・ファ
イナンスの分野においては、PSODは電力、	
交通、通信、水および都市インフラストラク	
チャーの各セクターで活動を続けていき
ます。セクター毎の活動は、クライアントの	
ニーズを反映したADBの国レベルの戦略的
計画に沿って行います。効率的な化石燃料発
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電が引き続き域内のベースロード需要を満
たすうえで重要な役割を担っていくことは、
私たちも認識しています。その一方で、私た
ちはこれまで以上に、現地の事情に適した	
クリーン・エネルギー技術や再生可能エネル
ギー技術を奨励し、その関連事業を支援し
ていきます。私たちはこれまでと同様、イン
フラストラクチャー関連業務における主要指
針として、貧困削減に力を注いで参ります。

資本市場および金融セクターにおいても、
貧困削減が業務指針となります。金融・資本
市場の発展は、貧困削減に直接的および間
接的な影響を及ぼします。金融仲介機関と
の連携を通じて、PSODは引き続き、低所得
者層および中小企業の金融へのアクセス
の拡大に力を注いでいきます。私たちはま
た、金融仲介機関を通じてインフラストラ
クチャー開発および気候変動金融に貢献し
ています。PSODは貿易金融業務を通じて、
特に脆弱な国々における金融危機の悪影
響を緩和するとともに、地域統合に関する
目標の達成に向けた支援を続けています。	

金融・資本市場の発展は、今後起こりうる	
危機の影響からアジア・太平洋地域を守る防
壁として、明確な役割を果たすことになるで
しょう。実際、前回の金融危機以降の地場資
本市場の発展によって、アジア・太平洋地域
での今回の危機の影響が緩和されたことは
まず間違いありません。資本市場関連業務は
PSODの重点分野のひとつであり、今後この
分野の業務は大幅に拡大することになるで
しょう。

セクター・国レベルで様々な機会と課題に向
き合うなかで、PSODは今後、あらゆるクライ
アントに対して自らの価値を高めていくよう
努力して参ります。「ストラテジー2020」の方
針に沿って、貧困のないアジア・太平洋地域
というADBのビジョンを礎としながら業務規
模を拡大していくことになるでしょう。その
際、「イノベーション(Innovation)、インパク
ト(Impact)、インテグリティ(Integrity)」とい
う「3つの”I”」を指針として業務を行って参
ります。

最後に、今後数年間はアジア・太平洋地域に
とって試練が続くと予想されます。しかし、
最終的には実りの多い期間となり、民間セク
ターがアジア・太平洋地域の未来に投資す
る機会が数多くもたらされるものと信じて
います。各地域のニーズは大きく複雑です
が、PSODはその技能と意志と忍耐力をもっ
て、将来の課題を克服して参ります。

Philip	C.	Erquiaga
民間部門業務局長

イノベーション、インパクト、インテグリティ
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開発における
民間セクターの役割の強化

力強く活発な民間セクターの育成は長期的
な経済成長に不可欠であり、従って持続的な
貧困削減の必要条件のひとつです。ADBの民
間セクター開発業務の目的はアジア・太平洋
地域における民間セクターの役割を強化する
ことであり、そのために、ADBは公共セクター
業務と民間セクター業務を通じてどのように
民間セクター主導の成長を促進するかという
複雑な課題に取り組んでいます。業務の相乗
効果を生み出すには、公共セクター支援にお
いてはより組織だった形で民間セクターの利
益や懸念に配慮し、民間セクター支援におい
ては活動の開発効果を高めていく必要があ
ります。

いかなる政府も、その手の届かない分野に
おける優れた民間セクターの協力なくして、
持続可能な開発と貧困削減という2つの目標
を達成することはできません。民間セクター
はサービスと資金の双方を提供することで、
持続的な経済成長と雇用の創出に貢献する
ことができます。

ビジネスの担い手である民間セクターは、経
済発展および持続的成長の達成というあら
ゆる政府のビジョンを共有しています。従っ
て、公共セクターが長期的な開発能力を育成
し、持続的成長および雇用創出を達成すると
いう自らの役割を果たすには、民間セクター
の成長と発展が不可欠です。
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ADBが戦略的な役割を担うのはこうした分
野なのです。

ADBの中核商品はマネー（資金）ではなく、
民間セクターが既に十分かつ効果的に機能
している産業に資金を提供することでもあ
りません。私たちは単なる資金提供にとどま
らず、それ以上に戦略的かつ重要なものを
提供できると考えています。その極めて重要
な要素とは、民間セクター開発です。

ADBの民間セクター開発（PSD）戦略には、相互
に補完し合う3つの柱があります。すなわち、事
業環境の整備、事業機会の創出、および民間投
資の呼び水効果です。

事業環境の整備:　民間セクターの
長期的な発達には適切な政策環境
が不可欠です。ADBの強みのひとつ
は、必要な改革に関する政府との政
策対話です。PSD戦略に基づき、①マ
クロ経済環境の安定、②投資、貿易、
価格自由化の促進、③競争阻害要
因の低減、④有効に機能する金融市
場・資本市場の育成、⑤労働市場・不
動産市場自由化の促進、⑥物理・社

会・技術インフラストラクチャーの整
備、⑦公正な租税制度の整備、⑧財
産権を保護し、契約を執行し、紛争
解決手段を提供する司法制度の整
備、という改革目標が掲げられてい
ます。

事業機会の創出:　PSD戦略に基づ
き、ADBは適切な場合、その公共プ
ロジェクトが民間セクター、特にプロ
ジェクト所在国内の民間セクターに
事業機会をもたらすように必要な措
置を取ります。ADBは公共セクター
業務において、民間セクターが参加
できる具体的な機会がもたらされる
ように事業を形成することができま
す。そうした機会には、貧困削減を
目的とする民間セクターの模範的な
事業が含まれます。

民間投資の呼び水効果:　ADBは民
間セクターのプロジェクトに直接的
な資金援助を提供します。ADBの支
援額は通常限られたものですが、そ
れが呼び水となって、プロジェクト
に多額の民間資金が動員されます。	
国際開発機関であるADBが民間セク

ターのプロジェクトに資金を提供す
る際の基準は経済性だけではあり
ません。対象となるプロジェクトはま
た、財務的な利益率では捉えきれな
い明確な開発効果またはデモンスト	
レーション効果を有していなければ
なりません。

図1：　	ADB内における公共セクターと民間セクター
の連携

下記について付録も参照してください。

ADBのノンソブリン業務に関するグラフおよびデータ

ADBの民間セクター開発

ADBの民間セクター業務
（現場での経験）

公共セクター
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ADB民間セクターのポイントADB公共セクターのポイント

ADBの公共セクター・
プロジェクトに

おける事業機会の創出

民間投資を呼び込む

事業環境を
整備することで

開発途上加盟国を支援

アジア・太平洋地域の貧困との闘い

ADBの戦略ポイント

知識の移転も、ADBの民間セクター投融資活
動の重要な構成要素です。ADBは各取引にお
いて、キャッシュ・フロー分析やリスク管理と
いった分野でベスト・プラクティスとされる財
務ツールや概念を導入します。

最後に、ADBは長期に渡り、他の国際金融機
関や開発機関と建設的なパートナーシップ
を築いてきました。困難なプロジェクトを融
資可能な水準に引き上げるために必要な知
識とリスクの共有を進めるため、そうした戦
略的提携関係を強化しています。同じプロジ
ェクトを複数の機関が支援すれば、当該国の
全般的な環境に対する信頼感が強いシグナ
ルとして発信され、さらなる民間資本の流入
につながります。こういった活動も民間セク
ター開発への貢献につながるのです。

図2：　民間セクター開発におけるADBの戦略ポイント

出典：　ADB「2000年民間セクター開発戦略」
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長期的目標：
ストラテジー2020
2 0 0 8年2月に承認された「ストラテジー	
2020」は、ADBの長期戦略の枠組みを示す文
書です。同文書はADBの2008年から2020年
までの業務、組織および事業プロセスについ
て明確な戦略的方針を規定し、計画の枠組
みを提供します。同文書では、貧困のないア
ジア・太平洋地域というADBのビジョンと、開
発途上加盟国による国民生活の水準や質の
改善を支援するという使命が再確認されて
います。これらの目標を達成するため、ADB
は①全ての人々にその恩恵が行き渡る経済
成長、②環境に調和した持続可能な成長、	
③地域統合の促進、という3つの相互補完的
な開発アジェンダを追求していきます。

ADBは自らをパートナーおよび変化の担
い手としてより戦略的に位置づけるため、	
民間セクター開発、健全なガバナンス、ジェ
ンダーの平等、ナレッジ・ソリューションおよ
びパートナーシップを推進していきます。こ
れらの要因は、「ストラテジー2020」の下で、
アジア・太平洋地域において業務効果を高
める取り組みとして特定されたものです。	

それぞれの取り組みを通じ、ADBは成長を刺
激し、様々な開発援助に相乗効果をもたら
し、全体として活動的で対応力に優れた開発
パートナーになることによって、変化の担い
手として貢献することが可能になります。

「ストラテジー2020」の下で導入される業務
改革には下記が含まれます。

1. 	 ADBはパートナーシップの範囲を広
げ、今後は、援助の効果的な実施、開
発成果の改善および災害・緊急支援の	
改善につながる新たな分野での	
パートナーシップ活動を追求し
ます。こうしたパートナーシッ
プを支える取り組みとして、
新たな支援形態を活用し、	
開発途上加盟国の技術面	
および経営管理面での	

技能を従来以上に活用し、プロジェクト
の協調融資における民間セクターとの
協力を緊密化し、市場ベースの投資手
法を活用していきます。

2.	 	ADBはナレッジ・サービスを通じて、クラ
イアントの直接的なニーズに対応する
と共に、広く認められたベスト・プラク
ティスを移転していきます。パイロット
事業を支援し、そこから教訓を抽出し
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て広く発信し、直接的なインパクトと触
媒効果の双方を生み出すような方法で
知識を広めていきます。例えば、開発途
上加盟国が社会サービスを提供し貧困
層に恩恵をもたらすために、どのように
官民パートナーシップを活用できるか、
といった知識が挙げられます。

3.	 	民間セクター開発の支援に当たり、ADB
はソブリン・リスクや政治リスクをこれ
まで以上に（但し十分な審査と管理を
前提として）引き受け、民間セクターの
投資を増やす触媒的な役割を果たして
いきます。全ての人に恩恵が行き渡る
成長を支え、環境の改善に資する直接
民間投資を開発途上加盟国が誘致で
きるよう、支援を強化していきます。開
発途上加盟国における民間投資の増加

を通じて変化をもたらす触媒としての
ADBのツールには、直接投融資、信用補
完、リスク軽減に資する保証、および革
新的な金融手法が含まれます。

4.	あらゆる開発途上加盟国の全ての	
ニーズを満たすことは不可能であると
いう認識に立ち、ADBは業務内容をより
厳しく選別し、その集中度を高めてい
きます。成果と効率性と効果を高める
ため、ADBはその資金力と組織力を比
較優位のある5つの中核的専門分野、
すなわち①インフラストラクチャー、②
環境、③地域協力および地域統合、④
金融セクター開発、⑤教育の各分野に
投入していきます。これらの重点分野
はまた、ADBの3つの戦略的開発アジェ
ンダ、すなわち、全ての人々にその恩恵

が行き渡る経済成長、環境に調和した
持続可能な成長、地域統合の促進、と
密接に結びついています。

「ストラテジー2020」には、業務面およ
び組織面双方の達成目標が記されていま
す。例えば、ADBの融資業務の目標とし
て、2012年までに、全融資業務の80%を上
記5つの中核的専門分野に配分します。ま
た、2020年までに、融資の少なくとも30%
を地域協力・統合関連プロジェクトに、50%
を民間セクター開発および民間セクター業
務に配分することを目指します。

67加盟国からの支援と過去40年に渡って各
国政府と協力してきた実績を有するADBに
は、開発における中立的な第三者およびパー
トナーとして認識されているという、ユニー
クな利点があります。

下記について付録も参照してください。

ADBのノンソブリン業務に関するグラフおよびデータ
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民間セクター業務
「ストラテジー2020」では、民間セクター業
務が長期的目標の達成に不可欠な要素とさ
れています。ADBは、アジア・太平洋地域の民
間投資を促進し、大きな開発効果をもたら
し、全ての人にその恩恵が行き渡る持続的
な成長を加速させるようなプロジェクトを重
点的に支援しています。

ADBの民間セクター業務において、開発途上
加盟国に向かう資本フローおよび開発途上加
盟国内の資本フローを増やすとともに、より
重要な点として、より多くの国およびセクター
に資本フローを広げていくことを戦略的目標
としています。民間セクター業務の戦略的枠
組みにおいては、開発効果をさらに重視する
ことが求められるとともに、①インフラストラ
クチャーおよび資本市場の開発に対する民間
セクターの参加、②支援対象国およびセクタ
ーの漸進的な拡大、③信用補完およびその他
ツールの利用の拡大、④他の開発機関との戦
略的提携が強調されています。民間セクター

業務を行う民間部門業務局（PSOD）は、東ア
ジア1、中央・西アジア2、南アジア3、東南アジア
4および太平洋地域5にあるADBの全開発途上
加盟国を担当します。

PSODが担当する業務は下記の通りです。

•	 	民間セクター向け直接支援に関する
ADB政策の策定および実施

•	 	建設－所有－操業（BOO）事業および建
設－操業－移管（BOT）事業を含む、民
間向け投融資の実施

•	 	シンジケート・ローン、政治リスク保証,	
部分信用保証およびBローンを含む、	
民間セクター業務における民間資金の
動員

•	 	中小企業、マイクロファイナンス、	
インフラストラクチャー、クリーン・エネ

1	 東アジア：	中国、モンゴル
2	 中央・西アジア：	アフガニスタン、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、キルギス、パキスタン、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン
3	 南アジア：	バングラデシュ、ブータン、インド、モルジブ、ネパール、スリランカ
4	 東南アジア：	カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナム
5	 太平洋地域：	クック諸島、フィジー諸島、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸島、東ティモール、トンガ、ツバル、バヌアツ

ルギーおよび水分野を対象とするプラ
イベート・エクイティ・ファンドへの投資

•	 	ポートフォリオのモニタリングとリスク
管理

•	 	官民パートナーシップ（PPP）の推進、
開発および実施

駐在員事務所に派遣されるPSODのスタッフ
は、所在国におけるADBの民間セクター業務
を強化し、新規事業の実施を円滑にする役目
を果たします。駐在員を派遣することによる
重要な利点として、業務継続に不可欠な国別
支援戦略の策定プロセス、プロジェクト監理
およびリスク管理により緊密に関与すること
が可能になります。

下記について付録も	
参照してください。

ADBのノンソブリン 
業務に関するグラフ 
およびデータ
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ADB民間セクター業務の
重点セクター

ADBは民間セクター業務において、インフラ
ストラクチャーおよび資本市場開発の分野で
の豊富な実績を活かし、より多くの開発途上
加盟国において両分野の民間セクター・プロ
ジェクトを支援するべく努力しています。

資本市場および金融セクター:　ADBの民間
セクター業務では、金融仲介機関との連携を	
通じて、特に低所得者層（マイクロファイナ
ンスおよび住宅金融）と中小・零細企業の	
金融へのアクセスの拡大、インフラストラク
チャー開発および気候変動金融に重点的に
取り組んでいます。ADBがその活動を通じ
て実体経済に影響を及ぼす金融仲介機関	
には、銀行、ノンバンク系金融機関やプライ
ベート・エクイティ・ファンドが含まれます。ま
た、貿易金融プログラム（TFP）を通じた貿易
金融業務により、特に脆弱な国々に対する金
融危機の悪影響を軽減すると同時に、地域
統合の推進に引き続き取り組んでいます。

インフラストラクチャー:　インフラストラク
チャーおよびプロジェクト・ファイナンスの
分野においては、PSODは①エネルギー（電
力を含む）、②交通、③通信、④水、⑤都市イ
ンフラストラクチャーからなる重点セクター
に力を注いでいます。セクター毎の活動は、
クライアントのニーズを反映したADBの国
レベルの戦略的計画に沿って行われます。
効率的な化石燃料発電は現在も域内のベー
スロード需要を満たすうえで重要な役割を	
担っていますが、PSODは現地の事情に適した
クリーン・エネルギー技術や再生可能エネル
ギー技術を奨励し、関連事業を支援していま
す。上記の重点セクターに配慮しつつ、PSOD
はまた、官民パートナーシップ（PPP）の構築
と推進に努めており、特に社会セクターの
PPPを重視しています。特に脆弱な開発途上
加盟国のアグリビジネスと製造業も検討しま
すが、これらのセクターはADBの「ストラテ	
ジー2020」における重点セクターではない
ので、案件を慎重に選別していくことになり	
ます。

PSODの資本市場および	
金融セクター課（PSCM）
はADBの全開発途上加盟
国を担当しています
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TFPは、特に条件の厳しい開発途上加盟国の
輸出入業者に貿易金融を提供する銀行を支
援することを目的としてADBが取り組んでい
る重要なイニシアティブです。TFPの事業内
容は下記の通りです。

•	 	開発途上加盟国の企業との貿易を支援す
るため、銀行に保証と融資を提供

•	 	輸出入業者に金融サービスを提供する	
銀行の能力を強化

•	 	民間セクターと提携して、貿易金融シス
テムの量的規模、流動性と安定性を高	
める

TFPの主な商品は下記の2つです。

• 信用保証
開発途上加盟国の企業が関与する貿易
取引を支援する銀行を通じて、ADBが保
証を提供するもの。

• リボルビング・クレジット
ADBが開発途上加盟国の銀行に融資を行
い、その資金を銀行が中小企業を中心と
する民間輸出入業者に転貸して貿易関連
用途に供するもの。

金融危機のさなか、ADBはTFPの大幅な拡充
を行いました。2009年の1年間だけで、TFP
を通じて特に脆弱な開発途上加盟国におい
て総額20億ドルの貿易を支援しました。TFP
では貿易に関与する数百もの中小企業を支
援するだけでなく、ポートフォリオのかなり
の割合を、ADBの重要な目標のひとつである
域内貿易および開発途上加盟国間貿易の支
援に配分しています。

2010年に入ってから貿易金融業務が急ピッ
チで増加していることを踏まえ、ADBはTFP
に既に参加している加盟国への支援を積極
的に拡大するとともに、未参加の加盟国でも
業務を開始し、国際貿易に必要な資金を提
供することを通じて、成長、雇用創出と経済
の繁栄に貢献していきます。

貿易金融プログラム（TFP)
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下記について付録も参照してください。

ADBのノンソブリン業務に関する 
グラフおよびデータ

6	 中央・西アジア：	アフガニスタン、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、キルギス、パキスタン、タジ
キスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン。

7	 南アジア：	バングラデシュ、ブータン、インド、モルジブ、ネパール、スリランカ。
8	 東アジア：	中国、モンゴル。
9	 太平洋地域：	クック諸島、フィジー諸島、キリバス、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、パラオ、パプアニュー
ギニア、サモア、ソロモン諸島、東ティモール、トンガ、ツバル、バヌアツ。

10	 東南アジア：	カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナム。

P S O Dのインフラストラクチャー・ファイナンス 
第一課が中央・西アジア 6と南アジア 7の事業を
担当し、インフラストラクチャー・ファイナンス 
第二課が東アジア8、太平洋地域9と東南アジア10の
事業を担当します。
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開発効果
プロジェクトの規模にかかわらず、民間セク	
ター業務の開発効果は広範囲に及ぶ可能性
があります。あるプロジェクトが財務面・経済
面・社会面で高いリターンを上げれば、民間企
業や社会的目標を掲げる組織が協力して成
功事例を再現しようとするでしょう。従って、
ひとつのプロジェクトであっても、その開発効
果は地域をまたぎ、時を超えて広がっていく
可能性があるのです。

民間セクター業務の開発効果と成果は、民間
セクターの発展、事業の成功、経済性に加え
て、環境面・社会面および安全・衛生面での実
績といった基準に照らして評価されます。こ
うした側面の全てにおいて良好なパフォー
マンスを示すプロジェクトは、後の事業のモ
デルとなることによって、さらに経済成長と
貧困削減に貢献することになります。

PSODは、開発効果の高いプロジェクトは往々
にしてリスクや不安定要素が多いことを理解
しています。新規開発プロジェクトや、支援
実績が全くないか少ない国での業務、そして
新技術や新しい規制制度の試金石となるプ
ロジェクトは、大きな開発効果と成果をもた
らす可能性がある一方で、多大な商業リスク
や不安定要素が伴います。PSODがそうした
プロジェクトへの融資に参加することで、投
資家の信頼感が高まり、必要資金の調達が
促進される効果が生じます。
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セーフガード
ADBの「ストラテジー2020」に従って、PSOD
は持続可能な開発を支援し、支援対象プロ
ジェクトの環境面および社会面でのパフォー
マンスを改善してきました。PSODはその目
標を達成するため、ADBの政策およびその他
の指針に基づいて、環境・社会面の配慮を業
務目標および業務プロセスに組み込んでい
ます。PSODは、①クリーン・エネルギー事業
を含む環境志向型のファンドやプロジェクト
に資金を提供すること、②デモンストレーシ
ョン効果の高いプロジェクトを重視し、ベス
ト・プラクティスとしてその普及を促すこと、	

③借入人がプロジェクトの設計や環境・社会
面での影響を軽減する措置、ならびに自社の
環境・社会管理システムを改善するように支
援すること、および④開発効果を持続させる
ために借入人の能力と意識を高めることに
よって、環境・社会面での目標を達成してい
ます。ADBはその全てのプロジェクトについ
て、持続可能な開発効果ならびに環境・社会
セーフガードポリシーの遵守を積極的にモニ
ターしています。
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官民パートナーシップ
PSODの業務のほとんどは、民間セクター
のプロジェクト推進者との共同作業です。	
これに対し、P SOD内の官民パートナー
シップ・チームはAD Bの公共セクター業
務を担当する地域局や駐在員事務所と
協力して、公共セクターのノンソブリン
借入人、すなわち政府の監督下にある
ものの中央政府の直接的な保証を得
ずに事業を行う借入人を支援します。	
これらの借入人の信用状態は様々で、100%
政府所有または部分的に民営化された国有

企業から、州や県、市町村、そして公共セク
ターの監督下にある官民パートナーシップ
（PPP）など、多岐にわたります。ADBが活動
の重点を置いているインフラストラクチャー
分野には、国によって異なりますが、アジア・
太平洋地域の開発途上国で数多くの公共機
関が活動を続けているエネルギー、道路、鉄
道、空港、港湾、通信および社会インフラスト
ラクチャーが含まれます。
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主な金融商品
ADBは直接投融資、信用補完とリスク軽減手
法を通じて、民間投資を動員する触媒の役割
を果たします。PSODは融資と出資を通じて
直接的な資金援助を提供します。また、取引
のリスク水準を引き下げて開発途上加盟国
のプロジェクトへの国内外の商業金融機関
の参加を促すために、政治リスク保証と部分
信用保証を提供します。ADBが支援する開発
プロジェクトに適切な条件で民間資金が提供
されるよう、協調融資と保証を通じて地場の
投資家、国内の銀行や金融機関を支援しま
す。ADBはまた、「Bローン」組成を通じてプ
ロジェクトのために追加資金を動員します。

融資:　ADBは国際決済通貨（ハード・カレン
シー）建て融資を行っており、これにはシニ
ア・ローンあるいは劣後ローンの両方が含
まれます。また、メザニン・ファイナンスにも
対応しています。特定の市場においては、	
ケース・バイ・ケースで現地通貨建て融資も
提供します。金利その他の条件は、企業また
は案件のニーズおよびリスクによって異なり
ます。

金利:　ADBは、案件所在国や案件の
セクターにおける市場金利実勢に
加え、カントリー・リスクや案件固有
のリスクを考慮して金利を決定しま
す。変動金利ローンについては、通
貨に応じ、ロンドン銀行間取引金利
（LIBOR）またはユーロ銀行間取引
金利にスプレッドを加えた変動金利
にて融資を行ないます。また、変動
金利を固定金利にスワップすること
により、固定金利ローンも提供して
います。

手数料:　市場実勢に基づく手数料
を請求します。通常、変動金利ロー
ンについては、前払手数料に加え、
未貸出残高に対する約定手数料を
請求します。デュー・ディリジェンス
に関連する前払い費用を請求するこ
ともあります。出張旅費や外部アド
バイザー（弁護士、エンジニア、環境
専門家、保険アドバイザーなど）の
経費もプロジェクトのスポンサーま
たはクライアントに請求します。

担保:　ADBは融資額および金融商
品の種類に応じて適切な担保を設定
します。

出資:　ADBは企業に直接投資することがあ
ります。普通株、優先株、転換社債といった
直接投資を含む出資を通じて資金を提供し
ます。企業への出資、とりわけ金融機関への
出資は新規株式公開前に行います。ADBは、
投資先企業の経営を支配せず、経営責任を
担うこともありませんが、投資先企業の役員
会や下部委員会に候補者を任命する権利を
留保し、株主として投票権を行使します。投
資先企業の経営陣と定期的な連絡を取ると
共に、プロジェクトの進捗状況、運営実績、企
業の財務状況や経済付加価値についての定
期的な報告を求めます。ADBはまた、開発の
視点から見た創出（アウトプット）および成果	
（アウトカム）の具体的指標に関する報告を
求め、ADBの環境・社会セーフガードの継続
的な遵守状況をモニターします。

下記について付録も参照してください。

ADBのノンソブリン業務に関するグラフおよびデータ
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投資目的が達成されると、ADBは、公正な市
場価格で株式を売却します。こうした株式売
却を円滑に行うため、投資先企業の株式上
場を求めたり、他の株主に売却したり、適切
な買戻契約を締結することもあります。ADB
は通常、投資先国の株主を増やし、その資本
市場をさらに発展させるために、投資先国内
の投資家に株式を売却することを選好しま
す。株式を売却する際、ADBは、主な投資パー
トナーと協議しその意見に十分配慮するよ
う努力しますが、最終的には自らの裁量によ
って売却を行います。

ADBはまた、特定のエクスポージャー限度の
枠内で、プライベート・エクイティ・ファンドに
投資することができます。ADBはファンドの
諮問委員会に候補者を任命する権利を留保
します。ファンド・マネージャーと頻繁に連絡
を取り、同マネージャーの投資、モニタリン
グ、価値付加、そして最終的には売却の進捗
状況について四半期毎に詳しい報告を求め
ます。また四半期毎に、純資産価値に代表さ
れる財務パフォーマンスを緊密にモニターし
ます。ADBはプライベート・エクイティ・ファン

ドの長いライフサイクルを踏まえて長期的
な資本提供を約束し、通常は、ファンドの存
続期間全体を通じて株主または有限責任社
員として投資を継続します。

保証:　ADBが提供する保証には、政治リスク
をカバーするものと、より包括的に政治リス
クと信用リスクの両方をカバーするものがあ
ります。この政治リスク保証（PRG）と部分信
用保証（PCG）の詳細については下記を参照
してください。ADBの保証はインフラストラ
クチャー事業、金融機関、資本市場の投資家
および貿易金融機関に対して提供され、様々
な種類の債務を対象とします。

Bローン／フロンティング

ADBはBローンまたはフロンティングと呼ば
れる取引を通じて追加的な資金を動員する
ことができます。ADBのBローンは、ADBが名
義上の貸し手として融資を行い、実際の資金
は適格要件を満たした商業金融機関が提供
するもので、ADBが直接融資を行っている案
件に供与されます。ADBは借入人および参加

保証の種類
政治リスク保証（PRG）:　政治リスク保証は、明確に
特定される政治リスク（またはソブリン・リスク）に対
する保証を融資パートナーに提供することにより、協
調融資を円滑にすることを目的としています。為替・
送金制限、収用、政治的暴力、契約上の紛争、国によ
る債務または保証義務の不履行など、そしてそれら
の組み合わせを保証の対象とすることができます。	
債権の元本または金利もしくはその両方が対象とな
ります。

他の保証人および政治リスク保険機関との協力

ADBの政治リスク保証は、国際開発金融機関（例えば
多国間投資保証機関）、民間の政治リスク保険機関や
輸出信用機関等の他機関が提供する保証および政治
リスク保険（PRI）商品と両立するように構築すること
ができます。PRIを必要とするプロジェクトの規模が	
大きい場合（特に大規模なインフラストラクチャー・プ
ロジェクト）には、リスクの共有と協調が重要である
との認識に立ち、ADBは他の保証人や政治リスク保険	
機関と並行して政治リスク保証を提供することができ
ます。

部分信用保証（PCG）:　ADBの部分信用保証は、協調
融資機関に対する借入人の債務不履行を包括的にカ
バーするものです。あらゆる商業リスクおよび政治リ
スクを対象としますが、被保証債務の一部特定部分
についてのみ提供されます。PCGは公共セクターお
よび民間セクター双方のプロジェクトにおいて、民間
協調融資を支援するために利用することができます。
プロジェクトのニーズに応じて様々な債務を保証対
象にすることができ、民間協調融資の償還期間の後
半部分において返済を保証するためによく利用され
ます。PCGは協調融資機関がリスクを引き受けること
のできない返済の一部分をカバーするもので、残る	
部分のリスクは協調融資機関が引き受けることにな
ります。
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金融機関と協力し、シンジケーション形式の
組成を通じて目標融資額を調達します。参加
金融機関の融資に対してADBは保証を行い
ません。

Bローンについて、ADBは貸付実行および
返済金受領の窓口としての役割を果たしま
す。ADBは名義上の貸付人として参加金融
機関の代わりにBローンを管理し、その際に
は自らの融資と同じ業務基準を適用します。	
参加金融機関にとって特に重要な事項につ
いては、ADBは単独で行動するのではなく、
参加契約の規定に従い、参加金融機関の意
見を求め、同意を得てから行動します。新
たな市場に参入しようとする金融機関にと
って、借入国の政府と既に緊密な関係を築
いているADBは心強いパートナーであり、	
Bローンは将来の金融取引に向けて新市場
を開拓するための重要なツールとなります。

手数料:　ADBは参加金融機関が請求する手
数料とマージンに加えて、ADBの貸付金につ
いて市場実勢に基づく組成手数料とマージ
ンを請求します（引受手数料、管理手数料、
年間代理手数料等）。

技術協力:　金融商品に加えて、ADBはその
公共セクター業務および民間セクター業務に
関連して、必要に応じて技術協力（TA）を提
供します。技術協力には下記が含まれます。

1.	 	能力開発TA	－	組織能力を開発し、ADB
が資金を提供するプロジェクトの実施、
運営および管理を支援する技術協力。

2.	 	プロジェクト準備TA	－	 ADBまたは外部
の金融機関が融資を行えるように、公
共セクター・プロジェクトの準備を行う
技術協力。

3.	 	政策・助言TA	－	金融セクター、政策また
は特定のテーマに関する調査を行って
公共セクターを支援する技術協力。

保証のフロンティング
保証のフロンティングとは、借入人の要請額
全体に対する保証をADBが提供するが、実際
に自らリスクを取って保証するのはその一部
であるという取引です。

政治リスク保険を提供する民間の保険機関
が、残るリスクを引き受けます。保証事由が
発生した後、回収金が生じる場合は、ADBと
政治リスク保険シンジケート参加機関が比例
配分で受領します。各取引の組成にかかる管
理費およびシンジケート参加機関のためのフ
ロンティング業務の報酬として、ADBは参加
機関に管理手数料を請求します。この手数料
はADBがケース・バイ・ケースで決定します。

条件:　ADBが当該プロジェクトまたは関連セ
クターに、融資、出資または技術協力を通じ
て直接または間接的に関与している場合に
のみ、保証を提供することができます。

手数料:　ADBの保証手数料は通常、①前払い
手数料、②スタンドバイ手数料、③保証手数
料という3つの要素に分かれます。前払い手
数料は、デュー・ディリジェンス、保証の実施
およびその他の費用をカバーする一度限り
の手数料です。保証手数料はADBが引き受け
るリスクをカバーするもので、通常、保証対
象額（通常は元本残高および予定支払期間
毎に計算される未収利息からなる）に一定の
年率を乗じた金額が請求されます。

次ページに続く



22 ADBの民間セクター業務： イノベーション、インパクト、インテグリティ

保証のフロンティング（続き）

スタンドバイ手数料は、保証対象となる協調
融資の未実行残高および将来発生する利子
に対して適用されます。

一般的に、ADBが請求する保証手数料は市場
実勢に基づき、対象となるプロジェクト、セク
ター、カントリー・リスク、および保証契約の
諸条件を考慮して決定されます。但し、政府
がADBへの補償を約している場合には、状況
に応じ、市場実勢ではなく、ADBのソブリン融
資業務に適用される料率に基づいて手数料
を決定します。

現地国内での債券発行、地場金融機関からの
長期借入およびその他の資本市場取引を含
む、現地通貨建ての債務を対象とする保証を
設計することも可能です。

4.	 	研究開発TA	－	世界全体またはアジア・	
太平洋地域に共通する開発課題へ
の対応に役立つ知識を発信するとい
う、ADBの役割を強化する技術協力。

5.	 	広域TA	－	複数国にまたがるプロジェク
トについて案件形成、政策助言または
能力開発を行う技術協力。研究開発活
動はADBの定義上、広域活動とみなさ
れます。

6.	 	小規模TA	－	金額が22万5,000ドル以下
の技術協力で、簡素化された手続が適
用されます。
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開発効果：
成功事例
インフラストラクチャー

• 最先端の携帯電話技術を採用（アフガニスタン）
• 携帯電話革命（バングラデシュ）
• 人々に光をもたらす官民パートナーシップ（カンボジア）
• 天然ガスの活用で大気汚染を軽減（中国）
• 天然ガスという選択（インド）
• クリーン・エネルギーの創出（インド）
• 水の力（ネパール）
• フィリピンを加速させる高速道路（フィリピン）
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アフガニスタン・カブール ̶	数十年に及ぶ紛
争により、アフガニスタンの通信システムは
壊滅的な打撃を受けました。固定電話網がほ
とんど存在しない同国は、地形が険しく、電
気も普及しておらず、道路や郵便事業も整備
が不十分で、治安状況も不安定です。

このような状況下で導入された携帯電話が
通信革命をもたらし、同国は一足跳びに21世
紀の通信衛星技術を活用することができま
した。

携帯電話によって、紛争で家を追われた家
族が連絡を取り合うことが可能になり、事業
主が低価格の商品を探したり、最新情報を得
たりすることが容易になりました。地理的に
孤立していたコミュニティが経済システムと
の関わりを深めることも可能になりました。	
送金が経済システムにおいて非常に重要な
役割を果たす一方で、銀行サービスが行き	
渡っていない同国では、携帯電話が基本的な
銀行サービスを提供する役割をも果たしま
した。

パニー・アフガニスタン（通称ロシャン。320
万人以上の加入者を有する同国最大の通信
事業者）は、携帯電話網を全国に拡大し、様
々なサービスを改善することが可能になりま
した。2008年7月、ADBは本プロジェクトに対
して3度目となる6,000万ドルの融資を供与

最先端の
携帯電話技術
ADBは、アフガニスタン最大の通信業者による全国的な携帯電話網の整備と携帯電話サービス
の拡充を支援しています。

アフガニスタン

を採用

携帯電話の需要は当初から旺盛でしたが、困
難な政治・治安環境の中で資金調達手段が
限られていたため、サービスの展開は制約さ
れていました。

しかし、ADBの民間セクター業務による支援
を受けて、テレコム・ディベロップメント・カン
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しました。これまでに、2004年末と2006年半
ばにそれぞれ3,500万ドルの融資が供与され
ています。

ADBでアフガニスタンを担当するクレイグ・ス
テッフェンソン駐在員事務所長は、「携帯電
話の開発効果は国全体に、そして社会のあ
らゆるレベルに広がっています」と述べてい
ます。「人口の半分近くが15歳未満であるこ
の国において、情報と知識に対するアクセス
は若者の教育に不可欠ですし、女性の社会
開発にとっても重要です。」

事業の拡大により、ロシャンは携帯電話料金
を引き下げることが可能になり、貧困者層に
とっての利便性が向上しました。

革新的なサービス

革新的なサービスのひとつとして、ロシャン
はいわゆるモバイル・ウォレットの一種であ
る「M-paisa」を導入しました。これは携帯電
話を使って迅速、簡単、安全かつ安価に送金
を行えるサービスで、加入者同士の送金、マ
イクロファイナンス融資の返済、通話可能時
間の購入や給与の支払に使うことができま
す。これにより、人口のわずか3%しか銀行口
座を持っていない同国に、金融取引サービス
がもたらされました。

ロシャンは、通信塔に電力を供給する太陽電
池パネルを設置することにより、ディーゼル
燃料の消費と温室効果ガスの排出を削減し
ています。2009年にはTradeNetというサー
ビスの試験提供を始めました。これは農家に
メールで市場価格を提供し、農家や業者が
作物をより望ましい値段で売買できるように
するものです。

ロシャンは携帯電話を持たない人のために
公衆電話局を全国に設置し、その開設に必
要な資金を企業家に貸し付けるためにファ
ースト・マイクロファイナンス銀行と提携して
います。同社は女性専用の公衆電話施設も
支援しており、これは習慣として男女が分離
される同国では重要なポイントです。
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遠隔医療：　医療スタッフと専門家を繋ぐ

携帯電話サービスは、医療や教育や警備と
いった基本的なサービスの提供方法の改善
に役立っています。

ロシャンはアフガニスタンで初めて遠
隔医療プロジェクトを立ち上げました。	
これは、カブールおよびバーミヤンの地方病
院にいる医師と、パキスタンのカラチにある
アガ・カーン大学病院の専門家を繋ぐもので
す（アガ・カーン経済開発基金はロシャンの
多数株主）。人命救助に資するこの遠隔医療
プロジェクトを通じて、これまでに400人の

患者が診察を受け、300名のアフガン人医療
スタッフが訓練を受けました。このプロジェ
クトは、医療制度の再建に重要な役割を果た
すことになるかもしれません。

フランス小児医療研究所（FMIC）の放射線
専門医であるハーリド・アンサリさんは、遠隔	
医療システムを使って、同病院の磁気共鳴
画像診断装置（MRI）で撮影した画像をカラ
チの専門家に送っています。アンサリさんは
「診断が難しい場合、クリックひとつで画像
をサーバーに移してアガ・カーン病院に送
り、24時間以内に報告を受けることができま
す」と言います。

FMICは最近、遠く離れたバーミヤンにある州
立病院との接続を確立しました。同病院は14
人の医師を擁し、担当地域の人口は60万人
を超えます。マシュー・ロディック院長は感染
症対策の講義が終わった直後、ビデオ・リンク
を通じたインタビューで、「私たちは地理的
に孤立していますが、専門医にも理解しがた
いような症例が出てきた場合、その患者を遠
隔医療室に連れて行き、カブールまたはカラ
チにいる医師の助言を求めることができま
す」と述べています。

このビデオ・リンクは医療教育に使うことも
できます。感染症対策の講義はバーミヤン、
カブールとカラチにいる医学生が聴講しまし
た。また、テレビ会議機能を通じて、バーミヤ
ンとカブールにいる医師や看護婦がカラチ
で行われる講義を傍聴することもできます。

伝統とインフラストラクチャーが数世紀に	
渡ってほとんど変化していないアフガニス
タンの僻地で、携帯電話技術は人々を互い	
に繋ぎ、少しずつ人々の生活を変えつつあり
ます。
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バングラデシュ
携帯電話
革命
ADBはグラミン・テレコムに対する支援を通じ、バングラデシュの2,300万人の加入者に携帯電話サービスを
提供し、彼らの人生を変えつつあります。

バングラデシュ・バンダーバン	̶	携帯電話事
業がバングラデシュの遠隔地方にも普及し、
人々に新たな事業機会をもたらしています。

バングラデシュの携帯電話革命は1997年、グ
ラミン・テレコムによる「村落電話（Village	
Phone）プログラム」の導入をもって始まりま
した。この事業には、ADBが民間セクター業務
の一環として、立ち上げ時に160万ドルの出	
資を行い、1,670万ドルの融資を供与しまし
た。グラミン・テレコムはグラミンフォンの出
資企業のひとつで、国際的に有名なマイクロ
ファイナンス銀行であるグラミン銀行の子会
社です。

グラミンフォンは、加入者同士を繋ぎ、彼ら
が質の高い情報を瞬時に入手する手助けを

するとともに、情報が投資収益を高める手段
であるという認識を広めています。アブドル・
ハレクさんのような商店主は、仲買人を通さ
ず直接売買することで事業費を削減すると
いう利益を得ています。

「グラミンフォンがなかった時は、野菜を売
るのに仲買人に頼らざるを得なかったのです
が、彼らにはよく騙されました」とハレクさん
は言います。「その時は、彼らの言う値段を
信じるしかなかったのです。」

しかし、電話を手に入れて事情が変わ
りました。ハレクさんは現在、自宅にい
ながら価格を交渉し、どの市場に出
せば高値で売れるかを判断して
います。
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遠隔地にアクセスを

同国南東部のチッタゴン丘陵地帯では、さら
に劇的な変化がありました。治安を理由に携
帯電話ネットワーク拡張の申請を却下された
にもかかわらず、グラミンフォンは2008年5月
にこの地域で業務を開始しました。

そして現在、首都ダッカから450キロほど離
れたバンダーバン地区で農業を営むタイオ・
ムローさんは、果樹園のオレンジの収穫につ
いて判断を下そうとしています。

「携帯電話で買い手に直接連絡できるの
で、有利な価格で売ることができます」とタ
イオさんは言います。「値段が良くない時は
収穫を遅らせることができます。」

携帯電話サービスのおかげで新しい事業機
会を得た人は多く、バンダーバン町のファル
クパラ地区に住むプンカル・ロンチェオさん
もその一人です。彼は、携帯電話を買えない
人が利用する携帯電話コール・センターを開
設しました。

「お金が入ってくるだけでなく、近所の人た
ちの役に立てることが嬉しい」と彼は言い	
ます。既に彼の店の中には、携帯電話を使お
うとやってきた人達がグラミンフォンのポス
ターの前で列を作っていました。

女性の地位向上に道を開く

グラミンフォンのネットワークが急速に拡大
し、固定電話網ではとてもカバーできなかっ
た遠隔地に到達するにつれて、あらゆる種類
のベンチャー・ビジネスが生まれています。
携帯電話を与えられた貧しい村の女性たち
はそれを公衆電話として活用し始めました。
そうした村々は突如世界と繋がり、当初敬	
遠していた村の人々も新しい技術に慣れま
した。

携帯電話は安くなり、広く利用されるよ
うになっていますが、「村落電話（Vil lage	
Phone）サービス」の需要は日毎に増加して
おり、2008年末までに約5万8,500台の携帯
電話が配布・接続され、35万人の女性が携帯
電話を商業目的で利用するようになりまし
た。グラミンフォンは、加入者を繋ぎ、彼らが
質の高い情報を瞬時に入手する手助けをす
るとともに、情報が投資収益を高める手段で
あるという認識を広めています。

ボグラのシャージャハーンプール地区のある
農家は、政府機関である農村開発アカデミー
（RDA）が開始した「植物ドクター」プログラ
ムをきっかけに、作物の問題を解決する新た
な方法を見出しました。RDAは現地の住民グ
ループに、植物の病気と対処方法について
訓練を行いました。

「ドクター」はそれぞれ携帯電話を持ってい
ます。ポランバリア村のハビブール・ラーマ
ンさんが茄子の葉が枯れているのに気づい
た時、彼はグラミンフォン・ネットワークの利
用について近所の人に問い合わせ、植物ドク	
ターであるピヤラ・ベグムさんに電話しまし
た。数分間話を聞いた後、彼は電話を切り、
市場で農薬を扱っている業者に電話しまし
た。在庫があるということだったので、彼は
急いで店に行きました。

ピヤラさんは彼女の家から、別のクライアン
トとまだ話をしていました。その人は、自分
の土地がジャガイモの栽培に向いているかど
うか確信が持てないということでした。以前
は主婦をしていたピヤラさんは「1日に何件
も電話がかかってきます」と言います。「皆が
私のことを植物ドクターと呼び、とても尊敬
してくれるので驚いています。」

ピヤラさんはただ尊敬を受けるだけでなく、
携帯電話によるアドバイスから金銭的な利
益も得ています。彼女はRDAから1カ月当た
り350タカ（約5ドル相当）を受け取ります。
それに、世話になった農家がよく作物を送っ
てくれます。彼らが払えるだけの金額を現	
金で受け取ることもあります。「払えるだけ
払ってもらえばいいのです」とピヤラさんは
言います。「今は少しですが収入があるの
で、夫は喜んでいます。貯金を元手に小さな
養鶏業を始めました。」
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数百万人の手に力を

サリアカンディ地区の区長であるプーティ・
ベグムさんの携帯電話は、小さな川の中州
にあるカジラー村の村民が外界と連絡を取
るための唯一の手段です。彼女は4年以上前
にグラミンフォンの携帯電話を購入しました
が、それは主に、他の区長や地方議会の議長
と連絡を取るためでした。ところが彼女は、
自分の携帯電話を村の人々が切実に必要と
していることに気づきました。

「プーティさんの携帯のおかげで、肥料が届
いたかどうかを確かめるためだけに町に出
ていく必要がなくなりました」と言うのは農
業を営むアブドル・バレクさんです。「町に出
るのは1日がかりだし、運賃もかかります。そ
れが今は、在庫があることを確認して注文を
入れてから、町に行けばいいのです。」

42歳のプーティさんは、「サリカンディの町
に行く前に医者と話をする人もいれば、外国
で働く夫と話をする人もいます」と言います。

「時々、外国にいるご主人から私に電話がか
かってきて、携帯を奥さんのところまで持っ
て行くこともあります。」

ADBが当初行った投資を元手にして、これま
での間にネットワーク施設拡充への再投資
が何度か行われ、現在の加入者数は230万人
を超えています。電化率が50%に満たないバ
ングラデシュの農村部に携帯電話ネットワー
クが新しいワイヤレス革命をもたらし、デル
タ全域に渡って何百万人もの人々に力を与
えています。
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人々に光をもたらす
カンボジアの民間電力会社が地方の農村に安価な電力を供給し、貧しい人々の生産性、所得と
生活環境を改善しています。

カンボジア・エクプノン村 ̶	ネアン・ソクハさ
んは、「文明的な生活」を送れるようになった
と言います。バタンバン州のエクプノン村に
電力が供給され、村の生活が大きく改善され
たからです。彼女の家族7人は毎晩、つけっぱ
なしにした扇風機のおかげでぐっすり眠るこ
とができます。テレビも、電池ではなく電気を
使うので、以前より長く見られます。

「使用量は月20キロくらいで、払うのは	
たったの2万リエル（5ドル相当）です」と彼
女は言います。キロというのはキロワット時
のことです。「以前は料金がとても高かった
ので、10キロしか使いませんでした。それで
も5万リエル（12.5ドル）払っていました。」	
暑い乾期でも、彼女の家族は扇風機をつけ
ずに寝ていました。一晩中電気を使う余裕が
なかったからです。

他の村民と同様、ネアン・ソクハさんは家族
が消費する電力量とその料金を驚くほどよ
く把握しています。それは、ここでは安定し
た電力の供給がまだ目新しく喜ばしいことで
あり、ほんの数年前には電気料金がひどく高	
かったからかもしれません。

この変化の背景にあるのは、タイから輸入す
る安定した電力を都市部および農村部の消
費者に手頃な料金で供給するプロジェクトで
す。ADBはこの事業を支援するため、民間企
業に800万ドルの融資を供与しました。また、
このプロジェクトによって、シエムレアプ、バ
ンテイメンチェイおよびバタンバンの3州で、	
ディーゼル火力発電に起因する環境汚染が
大幅に削減されました。

十分な電力を適正な価格で

輸入が行われる以前には、民間の電力会社
は1日に午後6時から10時までの4時間しか電
力を供給することができませんでした。それ
以外の時間帯に電気を使いたければ、村人
は、カンボジア全土で「ジェンセット」と呼ば
れる小型発電機を使う民間事業者から電気
を買わざるを得なかったのです。

「1キロ当たり5,000リエル（1.25ドル）払わな
ければなりませんでした」とネアン・ソクハさ
んは言います。「今の料金はその5分の1で、
たったの1,000リエル（0.25ドル）です。」それ
だけでなく、電気はいつでも使うことができ
ます。彼女は、3カ月の間に停電があったのは
2回だけで、それも1時間ほどしか続かなかっ
たと言います。以前は、電力公社が供給して
いた1日4時間の間にも停電がありました。

カンボジア
官民パートナーシップ
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カンボジア送電会社（CPTL）に対するADBの
融資は、タイから115kVの送電線を通じて電
力を輸入するプロジェクトの総費用の25%を
賄い、国有のカンボジア国営電力公社（EDC)
と、カンボジアで設立された民間企業である
CPTLの官民パートナーシップを支援するも
のです。ADBの支援が呼び水となって、民間
企業からの投資や、タイ輸出入銀行と地場銀
行からの追加融資が実現しました。
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スを被っていましたが、現在は損失率を10%
以下まで引き下げることに成功し、今後もさ
らなる引き下げを見込んでいます。

停電

リム・ブン・タン社長は、消費者にとって最大
の利点は、家庭用と商業用の両方で、安価な
電力が常に利用できるようになったことだと
指摘します。最近まで主に高価な小型発電機
に頼っていた中小企業にとって、このことは
特に有益です。

チイ・キミアンさんとその夫のソエウム・チヘ
イさんは、エクプノン村で2003年から理髪業
を営んでいます。顧客は3,000世帯からなる
村の住民です。2人合わせて1日最大で10人
ほどの顧客に対応しています。

チイ・キミアンさんは、「うちの商売は電気が
なければやっていけません」と言います。彼
女は手持ち式のヘアドライヤーを使います
し、簡素な造りのサロンでは、営業時間中、照
明が必要です。電気料金の低下はこのビジネ
スに大きな恩恵をもたらしました。以前の発
電機と比べて電気が大幅に安くなったため、
ソエウム・チヘイさんは男性の髪を切る際に、
ハサミではなく電動式のバリカンを使うよう
になりました。「この方が簡単だし早いです」
と彼は言います。	

チイ・キミアンさんは、家族で1日20から30キ
ロワット時の電気を使い、暑季にはもう少し
使うかもしれないと言います。電気料金が下
がったおかげで、彼女が2人の息子のために
使えるお金が増えました。15歳の長男のため
の特別授業料などに、お金を回せるようにな
りました。

チイ・キミアンさんとソエウム・チヘイさんの
家と同じ通りに、小さな鉄工所があります。
シン・ブンコエウンさんはそこで、建設に使う
鉄の棒を切断する仕事をしています。仕事を
するには1日中電気が必要なので、彼は数年
前に自前のジェンセットを購入しましたが、
それは高くつきました。「ディーゼル燃料の
代金が、1日当たり4,000リエルから1万2,000
リエル（1～3ドル）かかっていた」そうです。
現在の出費は1月に5万リエル（12.5ドル）
で、平均すると1日当たり0.41ドルです。彼は
もう、わざわざジェンセットを使うことはあり
ません。	

旅人に電力を

商用電力の供給は、隣のシエムレアプ州で
も同様に重要です。アンコールワットとアン
コールトムの壮大な寺院やその他の名所旧
蹟がある同州は、観光の中心地となっていま
す。アンコールワットはカンボジアの国旗に

バタンバン州にあるEDCのリム・ブン・タン社
長は、このプロジェクトを通じて電力の供給
を受ける顧客が増える一方、料金は下がり続
けていると述べています。契約者数は2008
年の2万人から、2010年2月には2万7,000人
に増加しました。以前より安い電気が1日中
使えるようになったため、消費量は同じ期間
に約2,800万キロワット時から3,800万キロ	
ワット時へと急増しました。EDCはわずか10
年前にはバタンバン州で35%以上の電力ロ
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も描かれており、国の象徴そのものといえま
す。観光客をもてなすホテル、レストランや
その他の施設を運営するには、安定した電力
が欠かせません。

サオ・ユクンさんは州都のシエムレアプ市で、
フランス、ドイツ、スペイン、米国やその他の
国の観光客がよく利用する格安旅館、ナガ・
ゲストハウスを経営しています。ほんの数年
前、頻繁に停電が起きるので、高価で音のう
るさいジェンセットの購入を余儀なくされま
した。彼は「ジェンセットの騒音があまりに大
きく、騒音が我慢できないと言って引き払っ
てしまうお客様がいました」と言います。サ
オ・ユクンさんはまた、ゲストハウスの食堂で
使う食材を入れておく冷蔵庫についても、	
ジェンセットに頼らざるを得ませんでし
た。EDCが電力を供給していた時間帯でも頻
繁に停電が起きたからです。しかし、現在は
停電がなく、高価で騒々しく排気ガスを出す
ジェンセットは必要ありません。電気は以前よ
りずっと安く、いつでも利用できます。

サオ・ユクンさんは、ADBが支援する道路改修
プロジェクトからも恩恵を受けています。「市
内の道路と市に入る道路が全て改修された
ので、移動が便利になった」そうです。彼はま
た、そのおかげで観光客が増え、商売が繁盛
していると言います。最近の世界的不況も格

安ホテルには影響しておらず、サオ・ユクンさ
んはゲストハウスの増築に取りかかっていま
す。

電力の安定供給はまた、彼が所有する薬局に
も恩恵をもたらしています。彼が販売するワ
クチンやいくつかの薬は冷蔵する必要があ
るので、安定した電力が不可欠なのです。

明るい未来のための電力

このプロジェクトで整備されるカンボジア北
西部の送電網は、全国送電線網の一部として
組み込まれる予定です。

CPTLのワン・ユン・カン代表取締役は、「CPTL
送電線プロジェクトのおかげで、カンボジア
北西部の都市や町が明るく輝くようになりま
した」と述べています。
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中国

の活用で大気汚染を軽減天然ガス
中国・北京 ̶	経済の急成長にもかかわらず、
もしくはそれゆえに、中国は深刻な環境問題
に直面しています。世界保健機関（WHO）に
よると、世界で最も大気汚染がひどい上位10
都市のうち、7都市が中国にあります。酸性雨
は中国全土の約30%で観測されています。

大気汚染、酸性雨と温室効果ガスが人々と環
境を脅かしていますが、その脅威は中国にと
どまらず、世界全体に及びます。環境汚染に
は国境がありません。

石炭対策

何がこの環境汚染を引き起こしているので
しょうか。要因は無数にありますが、産業用
ボイラーや焼却炉による燃料消費は同国の
石炭消費の半分近くに達し、これが都市部の
大気汚染を引き起こす最大の発生源になっ
ています。

中国政府は石炭消費を抑制し、天然ガスなど
のクリーン燃料の利用を増やすべく取り組ん
でいますが、天然ガスの使用量は同国エネル
ギー消費の約4%にとどまっています。

政府は特に「上流」企業（石油・ガスを生産・輸
入する企業）の改革など、いくつかの対策を独
自に講じてきましたが、「下流」企業（会社や
個人に燃料を供給する企業）の改革は難しく、
多数の小規模かつ非効率な官営または国営の
燃料供給業者が様々な都市への供給を担当し
ていました。

民間セクターの活用

政府はこの問題を解決するため、都市ガス供
給市場に民間企業がノウハウや効率性を持
ち込めるよう、ガス供給事業に対する民間投
資を奨励しました。
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政府のイニシアティブにそって、ADBは、持ち
株会社であるチャイナ・ガス・ホールディング
ス（CGH）に対して2,500万ドルを限度とする
出資を行い、最大5,000万ドル相当の米ドル・
中国人民元の二つの通貨による融資を供与
しました。ADBはさらに、地方自治体の都市
ガス供給施設整備プロジェクトに対して、民
間金融機関による7,500万ドルの協調融資を
アレンジしました。

本プロジェクトは、CGHが中国全土の自治体
において新たな都市ガス供給事業を実施す
るのを支援するものです。ADBの投資は、同
社による事業の拡大と、増加する中国の天然
ガス需要のへの対応に役立てられます。

豊かな未来のための 
クリーン・エネルギー

自治体の多くは、需要が旺盛であるにもかか
わらず、住民にクリーンなエネルギーをほと
んど供給できていません。その阻害要因のひ
とつに関連インフラストラクチャーの不備が
あります。

本プロジェクトはこの問題を解決し、自治	
体にクリーンで安定的かつ長期的なエネル
ギー源を提供するものです。

ほとんど手付かずとなっている中国の豊富
な天然ガス資源の利用を促進することによ
り、石油価格の変動に伴う同国のリスクを低
減する効果もあります。

本プロジェクトはまた、国際的なベスト・プラ
クティスを中国に紹介し、他の企業の目標と
なる基準を設定することにより、都市ガス供
給市場の育成に貢献しています。

こうした開発効果に加えて、本プロジェクト
は、石炭から天然ガスへの切り替えによって
大気中の粒子状物質や二酸化硫黄を削減

し、大気汚染を軽減に資すると期待されてい
ます。これによって、屋外・屋内両方の汚染に
苦しむ中国都市部住民の健康が改善される
でしょう。

天然ガスへの転換は健康の改善だけでなく、
資源の有効活用につながり、ひいては国の繁
栄につながります。
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インド
天然ガスという
選択
クリーンかつ安価な燃料をより多くの家庭や運輸・産業界に提供すべく、インドはグジャラート州
における天然ガス生産量の倍増に取り組んでいます。

インド・ヴァドーダラー ̶	ヴァドーダラー市の
中心部はバスやオート三輪車で混雑していま
すが、アジアの他の都市と比べて排気ガスに
よる大気汚染は軽微です。それは市内の公共
交通機関のほとんどが、ガソリンやディーゼル
燃料よりクリーンな圧縮天然ガス（CNG）を燃
料としているからです。

市の郊外にある州営のアンモニア工場で
は、4年前から原料のナフサを天然ガスに切
り替えており、ガスが手に入りさえすれば、
生産量を増やしたいと考えています。一般
市民の間でも、数万に及ぶ世帯が、炊事用燃
料を高価な灯油から天然ガスに切り替えま	
した。

クリーン・エネルギーのための 
官民パートナーシップ

クリーンな燃料を活用していくという政府
の方針により、インドは石油・石炭から天然ガ	
スへの転換を進めています。同国のエネル
ギー需要は過去10年間、年平均4.5%の割合
で増加しています。天然ガスが同国のエネル
ギー消費に占める割合は8%にすぎず、石油
と石炭が90%近くを占めています。政府は天
然ガスの割合を2012年までに15%、2025年ま
でに20%に引き上げたいとしています。

温室効果ガスの排出を削減し、国内で精製さ
れるクリーン燃料への多様化をはかることで
エネルギー安全保障を強化するという政府
目標の達成に向けて、インド初の液化天然ガ
ス（LNG）輸入および再ガス化ターミナルが
ダヘジに建設され、2004年4月に操業を開始
しました。



37

ペトロネットLNGが所有し、ADBが出資およ
び融資を通じて支援する本プロジェクトで
は、主にカタールからLNGを輸入し、再ガス
化した上で、流通業者に販売しています。ガ
スは最終的に産業界、運輸機関や一般消費
者に販売されます。

ターミナルの年間処理能力は当初500万ト
ンでしたが、ペトロネットはダヘジに2基の
LNG貯蔵タンクと埠頭を整備し、2009年には
処理能力を倍の1,000万トンに引き上げまし
た。ペトロネットはケララ州のコチに2つめの	
ターミナルを建設中です。その年間処理能
力は当初250万トンで、500万トンまで拡張可
能です。

本プロジェクトは既に、インドのLNGへの転
換を支援する上で大きな役割を果たしてい
ます。2008年には、ペトロネットは92億7,400
万立方メートルの天然ガスを供給しました。
これはインドの天然ガス消費量の20%、ガス
総輸入量の78%に相当します。

ADBの上級評価専門官であるプラディープ・
ペレラは、気候変動の抑制に向けた貢献も
大きいと述べています。LNGが代替したナフ
サ、石炭、重油、ディーゼル等の燃料はおよ
そ6,983キロトンで、その温室効果ガス排出
量は2,170万トンと推定されます。これに対

し、LNGの温室効果ガスの排出量は比較的少
なく1,630万トンにとどまるため、年間530万
トンが削減されます。

ADBは支援の一環として、本プロジェクトの
フィージビリティ・スタディを実施した後、ペ
トロネットに出資して株式の5.2%を取得し
（当初投資額は約1,000万ドル相当）、ダヘ
ジLNGターミナルの拡張プログラムに67億
5,000万ルピー（1億4,400万ドル）の融資を
行いました。

ペトロネットの株式の50%はインドの国営石
油会社4社が保有し、専門技術を提供するフ
ランスガス公社（GDF）が10%を保有していま
す。残る40%は新規株式公開を経て、ADBおよ
びその他の民間企業等が保有しています。

ADBの投資専門官であるアダ・リーは、「ペト
ロネットは、独立性の高い取締役会を有し民
間企業と同じように事業運営を行うという、
官民パートナーシップの典型的な事例といえ
ます」と述べています。
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ガス需要を満たす

不況に伴いLNG価格は原油価格と共に下落
していますが、ペトロネットはLNGのほとん
どをカタールとの25年間の契約に基づいて
購入し（15%はスポット市場で購入）、長期契
約に基づいて流通業者に販売しています。ペ
トロネットは初年度から利益を上げ続けて
おり、2009年末までの9カ月間の純利益は30
億7,000万ルピー（6,600万ドル）にのぼりま	
した。

政府は天然ガスの役割を広げる更なる手段
を模索しており、シェルに対し、グジャラート
州のハジラにおけるインド第2のLNGターミ
ナル（年間処理能力250万トン）の建設を認
可しました。

インドはまた、LNGの調達についていくつか
の国と交渉しており、パイプラインによるガ
ス輸入も検討しています。

大規模な海底ガス田が発見されて以来、ガス
の国内生産量が増加しています。しかし、国
内生産（現在の天然ガス産出量は1日当たり
8,700万立方メートル）は、需給ギャップの拡
大を防ぐには至らないと見られています。

このため、ペトロネットは競争の激化につい
てさほど懸念していません。ペトロネットの

ダヘジおよびコチでの事業を統括するラジ
ェンデル・シンさんは、「インドの1人当たり	
エネルギー消費量は先進国と比べれば非常
に少なく、生活水準が上がるにつれてエネル
ギー消費も増え続けると予想しています」と
言います。「天然ガスの利用割合もまだ低い
ので、ガス需要は今後10年から20年ほどの
間に飛躍的に増えるでしょう。」

ペトロネットはまた、収入を増やす手段とし
て、ダヘジのターミナルで再ガス化の際に
放出されるエネルギーの一部を再利用す
る、1,000メガワットの発電所の建設を計画し
ています。

開発のための燃料

ペトロネットの生産するガスがインドのエネ
ルギー源の多様化だけでなく、数多くの開発
ニーズを満たすことにも貢献していることは
間違いありません。

ヴァドーダラー市はガス・パイプラインに近
く、海岸にあるペトロネットのダヘジ・ターミ
ナルからも150キロしか離れていないため、
インドの他の都市よりもガスを多く利用して
います。

オート三輪タクシーを20年運転している	
ヴィシナス・ジャグタップさんは、ヴァドーダ	
ラー市の中央バスターミナルで客を待ち

ながら、5年前にガソリン式からCNG式の	
オート三輪車に乗り換えたと話してくれまし
た。CNGはガソリンより安く、乗客も排気ガ
ス汚染の少ない車両を好むので、収入が倍
になったそうです。マイナス面は、CNGオー
ト三輪車はガソリン式より値段が高いこと
と、CNG補給所がまだ少ないので燃料補給の
際の待ち時間が長いことだと彼は言います。

ネレンドラ・ラナさんは中央バスターミナル
で、100台近くのCNGバスを所有し、市の中
心部と郊外をつなぐ路線を運行している民
間企業のマネージャーを務めています。彼に
よれば、CNGバスそのものはディーゼル・バ
スよりも15%割高ですが、燃料代やメンテナ
ンス費用が安く、排気ガスによる汚染や騒音
が少ないそうです。

ヴァドーダラー市がデリー市およびムンバイ
市と共にCNG車両のパイロット試験都市に選
ばれて以来、同市におけるCNG車両の数が
急増しています。2008年には、同市のオート
三輪車の70%および市内を走るバスの全車
両がCNGを燃料とするものでした。

通勤者以外の一般市民の間でも、炊事用燃
料を灯油から天然ガスに切り替える家庭が
数万世帯にのぼっています。
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産業用エネルギー

天然ガスの約80%は発電所および肥料工場
で消費されていますが、ガラス・窯業、自動車
および海綿鉄生産といった、他の産業用途で
の需要も拡大しています。

ヴァドーダラー市にあるグジャラート州営肥
料・化学社のアンモニア工場では、プロジェク
ト担当副所長であるR.K.シャーさんが、肥料
と石油製品の原料をナフサから天然ガスに
切り替えたと話してくれました。ガスの価格
が大幅に安いというのがその理由です。

同氏によれば、同工場の生産能力の約半分
に当たる1日当たり650トンの肥料を手の届
く価格で農家に販売するために、政府が天
然ガスの価格補助を行っています。アナリス
トによれば、それでも需要が満たされておら
ず、インドは高い価格を払って肥料の大部分
を輸入しています。

他の都市や産業がヴァドーダラー市に続け
ば、天然ガスによる石油系液体燃料の代替が
進み、一般市民のみならず産業、農業や運輸
業にも恩恵がもたらされるでしょう。
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クリーン・エネルギーの
創出
ADBは、タタ電力がクリーンな再生可能エネルギーという重要なセクターの主要企業と
なることを支援しています。

インド・カンドケ ̶	高さ73メートルの「茎」と
長さ26メートルの「花弁」をもつ風力タービ
ンは、遠くから見ると、カンドケの丘陵に生
えた巨大な植物のように見えます。カンドケ
は、インドはマハラシュトラ州の僻地にある
村の名前です。この人里離れた場所から、回
転翼とタービン・エンジンを備えたこれらの
鉄塔が、州全体のエネルギー需要を満たす
のに貢献しています。これらの風力タービ
ンは、数千世帯の消費量に相当する100ギガ	
ワット時を超える電力を、州の送電網に供給
しているのです。

エネルギー不足を埋める風力発電

エネルギー不足に悩むインドの農村部の多
くがそうであるように、この地域の村々で
は、停電が1日12時間に及ぶことも珍しくあ
りません。電気がなければ、住民は実質的に
外界から隔絶されてしまいます。

多角的な事業を展開するタタ・グループに	
属するタタ電力は、ピーク時に電力需要が供
給を約20%上回るこの国で、電力不足を解消
すべく奮闘している大手電力会社のひとつ
です。

州政府による奨励措置とADB民間部門業務
局の支援を得て、タタ電力は近年、風力発
電セクターの事業を拡大し、この分野の主
要企業となりました。同社は、自社の発電
能力を大幅に増強するという戦略の一環と
して、2017年までに風力発電能力を大幅に	
増やすことを目指しています。同社は既に、
火力発電と水力発電の分野でも活躍してい
ます。

風力発電は再生可能かつクリーンなエネル
ギー源であり、各国が炭素排出量を削減して
気候変動を抑制し、京都議定書の公約を果
たそうと努力する中で、その重要性が高まっ
ています。

ビジネスへのアピール

風力発電技術はまだ比較的コストが高く、一
部の民間企業はその採算性を疑問視してい
ます。インドは、「2012年までに全国民に電
力を供給する」という目標の一環として、民
間企業に多くの再生可能エネルギー源（太
陽光、バイオマス、水力および風力）の開発
を奨励しています。

州政府は「飴と鞭」方式を採用し、配電業者
に対し、2010年までに電力の少なくとも6%を
再生可能エネルギー源から調達するよう義
務づけました。その義務に違反した場合には
厳しいペナルティが課されます。一方、風力
発電を行う発電業者は多くの収入を得るこ
とができます。

このクリーン・エネルギー・プログラムを支援
するため、ADBは期間13年・総額35億2,000
万ルピー（2010年4月時点の為替レートで

インド
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7,900万ドル）	－	総事業費の70%の融資を供	
与しました。対象となるのは、タタ電力によ
る3カ所の風力発電基地（アーメドナガル	
地区のカンドケ、ドゥーリア地区のブラマン
ベル、サタラ地区のサダワガプール）の建設
です。

ADBで本プロジェクトのチーム・リーダーを務
める小池武生は、「ADBはインドでは容易に
得られない長期・固定金利の融資を提供しま
す」と述べています。「タタ電力は資金調達
コストを長期に渡って固定したいと考えてい
ました。将来、資金調達コストの変化に合わ
せて電気料金を改定できない場合に、金利
だけが上昇するというリスクを避けたかった
のです。2008年から2009年にかけての世界
市場の変動を踏まえれば、この選択は正し	
かったと言えるでしょう。」

ADBはカーボン・マーケット・イニシアティブ	
（クリーン・エネルギー、省エネ事業および
温室効果ガス削減事業の開発を支援するフ
ァイナンシング・スキーム）を通じて、カンド
ケ・プロジェクトが気候変動に関する国際連
合枠組条約（UNFCCC）の京都議定書の下で
クリーン開発メカニズム（CDM）プロジェクト
と認定されるように支援しています。

ADBのCDMコンサルタントであるニシャント・
バルドワジは、ADBには本プロジェクトの収
益性を高めるため、タタ電力が取得すると見
込まれる認証排出削減量の最大50%を買い
取る形で先行して資金を供与する用意があ
ると述べています。タタ電力は、マハラシュト
ラ州電力公社への電力販売代金として、現
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在キロワット時当たり3.5ルピー（0.08ドル）
を受け取っていますが、UNFCCCのCDM理事
会に登録された後は、それに加えて認証排出
削減量の売却益が収入のかなりの部分を占
めることになると予想しています。

消費者の保護

インド経済は世界的景気後退の影響を受け
ていますが、電力セクターへの影響は比較的
軽微にとどまっています。電力需要は減少し
ましたが、供給不足がインドの電力セクター
の最大の問題であることは変わりがありませ
ん。供給過剰を懸念する必要はないのです。

タタ電力は、風力発電技術の進歩と生産コス
トの低下の双方が利益につながると見込ん
でいます。

同社は例えば、ドイツ企業の子会社で風力
タービンを製造するエネルコン・インドを活
用して風力発電プロジェクトを実施していま
す。タタ電力の事業開発担当者によると、同
社は、ギア式タービンを、エネルギーのロス
が少なく生産性の高いギヤレス・タービンに
変更することを検討しています。また、タタ
電力は将来、従来より高さのあるコンクリー
ト製のタワーの採用を検討しています。

タタ電力によると、カンドケ風力発電基地
では、年間発電量の70%が雨期の5カ月間	
（5月～9月）に発電されています。

インドの地方に住む多くの人々に電気が安
定供給されれば、彼らの生活は間違いなく改
善するでしょう。彼らの多くは長時間に及ぶ
停電に慣れきってしまっているので、いつで
も電気を使える生活を想像できなくなって
います。

アウランガーバード近くの村に住むラックス
マン・ガイクワドさんは、夜の気温が摂氏40
度を超えることもあり、電気がないと暑い思
いをするけれども、不満はないと言います。
「私たちはこういうことには慣れていて、電
気がある時に合わせて生活を調整するんで
すよ。」
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水の力
水力発電所で発電された電気が、ネパールの村に良質の医療、教育と収入の増加をもたらして
います。
ネパール・キルネタール ̶	マヘシュ・カルキ
君（11歳）、妹のラニちゃん（9歳）と弟のサン
トシュ・ラジ君（5歳）がキムティ・プロジェク
ト・クリニックに入っていくと、彼らが生まれ
た時に取り上げてくれた看護師に迎えられま
した。末っ子のラジ君が鼻風邪をひいていた
ので、マヘシュ君が処置の仕方を教えてもら
いました。

この子供たちと同様に、このクリニックには
毎日50～70人の患者がやってきます。地域に
ある政府の保健所では提供していない診療
を受けられるからです。このクリニックは、ネ
パール初の民活型水力発電事業であるキム
ティ水力発電プロジェクトの一環として建設
されました。

水の力

2000年に操業を開始したキムティ水力発電
所は、自然な川の流れと高低差を利用して発

電する「流水型」の発電所です。発電容量は
60メガワットで、建設費用は約1億4,000万ド
ル。ADBおよびその他の国際開発機関の支
援を受けて建設されました。ADBの融資は総
事業費の約25%をカバーしました。

事業主体であるヒマル・パワーは電力をネパ
ール電力庁（NEA）に販売し、同

国のエネルギー消費量の
15%を供給していま

す。50年間のライセンスが終了した時点で、
ヒマル・パワーは発電所をネパール政府に移
管することになっています。

この電化プロジェクトは、地元住民の健康、
教育と生計に変化をもたらしています。

電力と知識

カルキ家の子供たちは、キムティ・プロジ
ェクトのクリニックで生まれただけでなく、
同プロジェクトの学校で勉強しています。	

ネパール
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15年以上前に設立されたこの学校には480
名の生徒がおり、ヒマル・パワーが供与する
無償資金によって運営されています。村に住
む生徒の授業料は、家族が村の外からプロジ
ェクトで働くために通ってくる生徒の授業料
よりも低く設定されています。

17歳のラム・クリシュナ君は、今年の後半に
行われる10年次の卒業試験の準備に余念が
ありません。「この学校には、理科実験室、コ
ンピュータとインターネット施設、それに英
語での授業があります」とラム君は説明しま
す。「僕は家族の中で初めてこの年次まで勉
強しました。知っていることは全てここで学
びました。」彼はカトマンズの学校に進学す
ることを望んでいます。

村々の電化

その学校のそばで、ハルアコラ・ミニ水力発
電所建設委員会のバドリ・KC委員長が、ヒマ
ル・パワーと国連開発計画（UNDP）の共同プ
ロジェクトによる近隣の村々の電化計画を説
明してくれました。この小さな発電所が完成
すれば、既に操業しているジャンクレ・ミニ水
力発電所に加えて400キロワットの発電能力

が生まれます。この2つの発電所がキムティ
農村電化組合を構成し、10の村々に電気を
供給する計画です。

KC委員長によると、「村人たちは初めて電灯
の光を目にする」ことになります。ネパール
の他の地域では1日に最大12時間もの停電
がありますが、この地域では電気供給が途絶
えることはなく、電気料金も全国平均を下回
っています。

所得の創出

キムティ・プロジェクトの現場から数キロメー
トル離れたキムティベシ村では、人々の暮ら
しの改善を実感することができます。ここで
は牛乳生産者組合が地元農家から牛乳を買
い上げて、低温貯蔵施設に集め、ドラカや近
辺の市場で販売しています。

400世帯以上の農家がこの組合の冷蔵施設
から恩恵を受けています。以前は搾乳したそ
の日のうちに限られた地域で販売せざるを
得なかったのに対し、牛乳を冷蔵して、あと
で、広い範囲に売ることが可能になったから
です。

シリ・マングラ・デヴィ・ベーカリーはキムティ
ベシの名物です。ここでは、ミニ水力発電所
からの電気で動く大きなオーブンでパンを
焼き、毎日午後に近くの市場に出荷してい	
ます。

コミュニティ投資の力

2010年3月24日に、ヒマル・パワーはキムティ
農村電化組合の施設と維持管理責任を全て
現地コミュニティに移管しました。

ヒマル・パワーのトム・ソルバーグ社長は「こ
れが我が社の大きな理念に沿ったやり方な
のです」と述べています。

キムティ水力発電所は学校、医療施設、電気
供給と小規模ビジネスを通じて、ドラカ郡と
ラメチャップ郡の農村に住む人々の生活に変
化をもたらしています。キムティ農村電化組
合のナラヤン・ドージ・カドゥカ委員長は、「電
気が世の中を支えていて、私たちのような人
々に世界への扉を開いてくれることが分かり
ました」と述べています。



45

フィリピン
フィリピンを躍進させる
高速道路
ADBが支援するマニラ北部の高速道路改修事業によって、地域の経済環境が一変しています。

フィリピン・マニラ ̶	マニラの北にあるワー
ルド・ワイド・オークショニアーズで、世界中か
らやってきたビジネスマンが、何百台ものト
ラックやクレーンなどの重機の間を歩き回っ
ています。もうすぐ開催される数百万ドル規
模の競売で、どれに入札しようかと、下見を
しているのです。

世界中からやってきたビジネスマンと彼ら
が買おうとしている重機と競売会社には、	
ある共通点があります。彼らがここにいるの
は北ルソン高速道路のおかげだ、ということ
です。

ワールド・ワイド・オークショニアーズの会長
兼CEOのエリック・モンタンドンさんは、「うち
で扱う重機のほとんどはマニラ港から北ルソ
ン高速道路を通ってやってきますし、顧客の
ほとんどはマニラ空港から同じ高速道路を

通ってやってきます」と言います。同社はレ
バノン、アラブ首長国連邦とアメリカでも競
売所を運営しています。

モンタンドンさんは、「高速道路が改修され
なければ、ここで事業を始めることはできな
かったでしょう」と語ります。

劇的な変化

ADBの北ルソン高速道路改修・拡張プロジェ
クトでは、同高速道路のマニラからパンパン
ガ州のクラーク経済特別区に至る83.7キロ
メートル区間が改修され、14のインターチェ
ンジ、24の橋および31の高架が建設または
改修されました。

実現に長い時間を要した本プロジェクトで
は、民間セクターがインフラストラクチャー
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建設に新たな形で参加する画期的な資金計
画が採用されました。1990年代初頭、フィリ
ピン政府は当時、建設後30年経っていた同
高速道路を改修・近代化する必要性を認識
しました。冠水する区間もあり、道路は穴だ
らけで渋滞もひどく、道路は荒廃していま	
した。

道路の状態が不十分であったにもかかわら
ず、1992年から1997年の間に交通量は大幅
に増加しました。通勤者はその状態にかかわ
らず、この高速道路を使う以外に選択肢がほ
とんどありませんでした。それがマニラから
北に抜ける唯一の幹線道路だったからです。

政府とADBの協働により、3億7,800万ドル
の融資パッケージがとりまとめられました。	
融資の大半は民間セクターから供与されま
した。ADBは4,500万ドルの融資を供与し、国
際商業銀行団からの2,500万ドルの融資をア
レンジしました。

高速道路の利用者にとって、このプロジェク
トのインパクトは劇的なものでした。以前は
穴だらけの往復2車線の大通りにすぎず、過
積載のトラックとスピード違反のバスと乗用
車が危険を冒してスペースを奪い合ってい
ました。それが、安全で、舗装がなめらかで、
十分な照明と近代的な標識を備え、交通規

則がきちんと守られる有料道路に生まれ変
わったのです。

成長の印

北ルソン高速道路広告看板協会のアドニス・
バルヨット前会長は、「高速道路の改修で、広
告看板業界は繁盛するようになりました」と
言います。「以前はほとんど商売になりませ
んでした。以前の道路脇に自分の会社の広
告看板を立てたいと思う人はいませんでし
たからね。」

バルヨットさんによれば、改修後に50以上の
広告看板が立てられました。看板の設置や維
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持管理のために数十人分の雇用が生まれ、
広告会社は数百万ペソの売上を計上し、広
告主企業の業績も上向きました。

バルヨットさんは、「地域の経済状況は広告
看板の数と質で判断できるという人がいま
すが、それが本当なら、この地域の経済は非
常にうまくいっています」と言います。

歓迎される観光客

また、本プロジェクトによって北部の景勝地
への交通の便が改善され、観光業の可能性
も広がりました。スペインの植民都市だった
ビガン、歴史に残るイフガオの棚田、そして
ラウニオンやパグドプドのビーチは、以前は
飛行機で行くのでなければ不便な所でした。
最も有名な観光名所のいくつかは、車で行こ
うとするとつらい旅を覚悟しなければなりま
せんでした。それが現在は、ほとんどの地域
に1日で行けるようになったのです。

新高速道路から最大の恩恵を受ける中部ル
ソンでは、過去3年間に観光客が着実に増え
ています。フィリピン観光省によると、観光
客数は2007年から2008年にかけて24%増加
し、2009年にこの地域を訪れた観光客は55
万277人にのぼりました。

米空軍を退役した元将校のジム・シブリーさ
んは、高速道路に接するアンヘレス市で人気
のあるコテージ・キッチン・カフェを経営して
います。改修後の高速道路が開通してから、
店の売上が15%ほど増えたそうです。これを
受けて、シブリーさんは店の面積を2倍に拡
張し、新たな従業員を雇いました。

「高速道路が改修される前は、うちの店に来
るのは大変でした」とシブリーさんは言いま
す。「うちの料理は以前から評判が良かった
けれど、高速道路のおかげで便利になりまし
た。」今では、北に向かう旅行者やマニラに
帰っていく人が、気軽に立ち寄って食事をし
ていけるようになったと、シブリーさんは話
してくれました。

ADBによる本プロジェクトの評価によれ
ば、2009年1月から3月までの1日当たり平均
交通量は14万9,430台で、2005年に商業運
用が始まって以来の第1四半期の交通量と
しては最高を記録し、それまでの最高値だっ
た2007年の14万5,258台を2.87%上回りまし
た。

家族をひとつに

高速道路の改修は大きな成果を上げていま

すが、エルメル・ロトニさんにとって一番大切
なのは1歳になる息子のカール君です。ロト
ニさんは北部のザンバレス州で運転手とし
て働いていますが、奥さんと息子はマニラに
住んでいます。

現在41歳のロトニさんは、高速道路が改修さ
れる以前、何週間も奥さんと会わない生活を
送っていました。車の旅は先が読めず、つら
いものだったので、定期的に家に帰ることは
できなかったのです。高速道路が改修されて
からは、ザンバレス州からマニラまで2時間
半ほどで確実に帰れるようになりました。

ロトニさんは現在、金曜日に仕事を終えてか
ら家に帰り、まだ小さな息子が眠る前に一緒
に遊び、週末を家族と過ごしてから、月曜日
の朝に仕事に戻ります。家族に何かあった時
や特別な行事がある時にも、短時間で家に戻
ることができます。

「家族とは100キロほどしか離れていなかっ
たのに、以前は整備されていない道路のせ
いで家に帰ることができませんでした。今は
週末毎に家族に会って、以前より家族らしい
生活を送っています」とロトニさんは言いま
す。「この高速道路は、私の家族をまたひと
つにしてくれました。」
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開発効果：
成功事例

資本市場および金融セクター

• 金融サービスを通じたアフガニスタンの開発（アフガニスタン）
• 世界経済の潤滑油（広域）
• クリーン・エネルギー・ファンドへの投資の促進（広域）
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アフガニスタンの開発金融サービスを通じた
ADBは、戦争で疲弊したタリバン政権後のアフガニスタンで最初の民間商業銀行を設立しまし
た。アフガニスタン国際銀行（AIB）は中小企業の資金調達を支援し、消費者金融や個人金融サ
ービスも行っています。

アフガニスタン・カブール ̶	ハビブッラー・ハ
ミディさんは砂利を作っています。砂利は道
路建設に使われ、道路は進歩をもたらすと考
えられています。アフガニスタンでは貴重な
ものです。

しかし、53歳で3人の子供を持つハビブッラー
さんは、アフガニスタンの開発に対する自ら
の貢献を、謙虚に身近な視点からとらえてい
ます。元獣医で、戦争を逃れるために一度国
を出たハビブッラーさんは、今、年間120万ド
ルを売り上げる建設会社アリアナ・サズの社
長を務めています。

彼は、今年、従業員を32人から56人とほぼ
倍増したと言います。それを可能にしたの
は、ADBが一部出資しているアフガニスタン
国際銀行（AIB）から供与された7万9,000ド
ルの融資でした。

繁栄と平和のツール

ハビブッラーさんは2008年初頭にこの融資
を受けて、自社で生産する6種類の砂利と砂
を工場内で自在に運ぶことのできる最新式
のローダーを購入しました。カブール郊外に
ある彼のオフィスで開かれた銀行職員との	
ミーティングで、彼は、「新しいローダーのお
かげで、うちの業務は大きく改善しました」
と述べました。「以前はローダーの賃貸料に
月4,000ドルも払っていました。今は自前の
ローダーがあり、あと7カ月でAIBへの返済も
終わります。」

カブール近辺の山々のひとつから採掘した
岩石を砂利に加工するために、彼は100万ド
ル以上を費やして必要な重機設備を購入し
ました。現在、1時間当たり120立方メートル
の砂利を生産しています。工場は自家発電

で投光照明を備えており、カブール中の建設
会社の旺盛な需要を満たすために24時間操
業することができます。

貧困と失業は、以前から、アフガニスタンで
くすぶり続ける反政府勢力を生み出す温床
になっていると指摘されており、ビジネスチ
ャンスを生み出すことが最良の対策のひと
つだと考えられています。「政治不安と失業
は密接に結びついています」とハビブッラー
さんは言います。「人々は仕事があれば戦争
はしません。仕事がないから、生き残るため
に武器を取るのです。」

アフガニスタン
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中小企業支援

AIBはこれまでに、中小企業に対して760万ド
ルの融資を行ってきました。ラミンさんとフ
ァイェクさんが受け取る新規融資の申請は、
月に8件ほどにのぼります。

カブールで最も有名なベーカリー、マソミ・ス
トアズは、ラミンさんが支援した企業のひと

つです。この家族経営のベーカリーのケーキ
とクッキーの評判は、カブール中で知られて
います。タリバン政権の下で営業を続けた数
少ない企業のひとつでもあります。

事業を運営する兄弟のひとりであるアッサド
ゥッラーさん（24歳）は冗談交じりに「タリバ
ンもうちのケーキが気に入っていたのでしょ
う」と言います。「休業や廃業に追い込まれ

た人はたくさんいましたが、うちの家族は根
が単純なのでしょう、銃を買うこともなく、た
だ営業を続けました。タリバンもうちの商品
を買いに来ていました。」

しかし、彼らの事業はアッサドゥッラーさんが
言うほど簡単なものではありません。事業は
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30年以上も続いていますし、家族は7カ月前
に4万ドルの融資を受けて、首都北部の郊外
にある高級住宅地、カイルカーナに新店舗を
開きました。カブールで5つめの店舗です。

「融資を受けてから、従業員を50人から70
人に増やしました」とアッサドゥッラーは言い
ます。「私たちは全国で知られていますし、
本当に良い商品を作っています。他の州や外
国からうちのケーキを買いに来る人もいる
のですよ。」

同社は現在、月5万ドル以上の売上を上げて
います。

利益と進歩

融資先はカブールだけではありません。AIBは
全国に8つの支店を開設しており、各支店に2
名以上の融資担当職員を置いています。AIB
は2009年中に新たに6支店の開設を予定し
ており、2013年までに支店数を28に増やす計
画です。同行職員の平均年齢はわずか26歳	
です。

AIBは2003年の設立以来順調に発展してきま
した。国外に脱出していた3人のアフガン人
ビジネスマンをADBが結びつけたことが、設
立のきっかけになりました。アフガニスタン

や諸外国で数十年の事業経験を有する3人
がADBと協力して、アフガニスタン初の民間
銀行を創設したのです。

3人の創設者とADBがそれぞれ25%ずつの出
資を行いました。2008年末、AIBは主に内部
留保益を財源として100%の増資を行い、資
本金は2,000万ドルになりました。

「中小企業ローンはアフガニスタンの地方
開発に貢献する重要なツールのひとつだ
と思います」と、ハリールさんは言います。	

しかし、治安が引き続き最大の課題のひとつ
であることも認めています。

アフガニスタン中央銀行の総裁を務めたこ
ともあるハリールさんは、移住先のアメリカ
でAIBの頭取に抜擢され、祖国に戻ってきま
した。公共奉仕の精神を失ってはいません。

「AIBは民間銀行ですが、利益のみを追求し
ているのではありません。アフガニスタンの
開発に一定の役割を果たしたいと考えてい
ます」と彼は述べています。
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広域

の潤滑油世界経済
貿易金融の促進を目指すADBの投資は、アジア諸国が2009年の世界金融危機を乗り越え、
回復に向かう一助となっています。

フィリピン・マニラ ̶	貿易金融は、世界経済
の歯車を回す潤滑油として不可欠です。貿
易金融がなければ、企業は消費者が望む製
品を手に入れられず、工場は必要な部品を手
に入れることができません。そうなれば雇用
は減り、所得も減少し、最終的には経済成長
が減速します。

しかし、アジアの開発途上国で活動する輸出
入業者の多くは、なかなか貿易金融サービス
を受けられないでいます。ADBは貿易金融プ
ログラム（TFP）を通じ、民間銀行と協力しつ
つ、そうした企業を支援しています。

世界金融危機と貿易金融

昨年初頭、輸出への依存度が高いアジア各
国が抱えていた問題は、一気に深刻さを増し
ました。世界金融危機の影響が実体経済に
波及するにつれて、貿易金融ネットワークが

劇的に縮小したからです。先進国市場からの
需要は激減し、1930年代以来最悪の不況が
さらに深刻化するとの懸念から、商業銀行が
極めて安全度の高い借入人を除き、融資に
消極的になりました。



53

国際貿易が急激に減少し、貿易を支える金融
の不足によって世界経済の回復が妨げられ
るとの懸念が世界中の新聞の第1面を飾りま
した。そうした状況の中、ADBや輸出信用機
関を含む国際金融機関が、壊滅状態となった
民間金融セクターの穴を埋めるべく立ち上
がり、商業銀行や企業に対する貿易金融支援
を強化する措置を迅速に実施しました。

2004年にTFPが発足した時点では、同プログ
ラムのエクスポージャー限度枠は1億5,000
万ドルでしたが、ADBは2009年3月31日にそ
の規模を10億ドルに拡大しました。ADBはま
た、融資の最長期間を2年から3年に延長しま
した。

ADBでTFPを担当する民間セクター資本市場
および金融セクター課のロバート・ヴァン・ズ
ウィーテン課長は、「企業が貿易金融サービ
スを受けやすくなれば、業績が上向き、事業
の拡大と雇用の創出が促されます。これは持
続可能かつ長期的な経済成長、そしてそれ
に伴う貧困削減に不可欠です」と述べてい	
ます。

新興市場国の銀行に対する支援

TFPでは、国際的な銀行および開発途上加盟
国の地場銀行と連携して、貿易に資する融資

や保証を提供しています。

TFPはADBのトリプルA格という信用格付け
を背景として、貿易金融に必要な各種リソー
スを提供し、世界全体で150を超える参加銀
行との提携を推進することによって、開発途
上国の銀行を支援しています。TFPはまた、
保証や融資を提供することによって中小企
業を支援しているほか、越境貿易の促進を通
じて地域協力の強化にも貢献しています。

TFPが支援した民間貿易の総額は、2008年に
は4億6,050万ドルでしたが、2009年にはそ
の4倍を超える19億ドルに達しました。この
数値は、2009年に同プログラムによって実現
可能となった443件の貿易取引において、民
間セクターが引き受けたリスクも含めた取引
の総額を示すものです。2004年のプログラ
ム創設以来、デフォルト（債務不履行）は1件
も発生していません。

世界的な景気後退によって輸出市場が縮小
する中で雇用を守るためには、中小企業に対
する支援を確保することが重要です。そのた
め、2009年に支援した取引のうち3分の2近
くは、中小企業が関与するものでした。

昨年の取引の半数は、開発途上加盟国同士
の貿易を支えるものでした。取引の平均額は

50万ドルでしたが、実際には1件当たり6,000
ドルから7,900万ドルまで、金額には大きな
幅がありました。同プログラムの支援対象と
なった輸出品は様々で、農産物、医薬品・医療
機器、電気製品、石油、掘削装置などがありま
した。

ADBの支援により、それと同様な規模の支援
を民間セクターから引き出すことができま
す。また、貿易金融は融資期間が短く、3カ月
程度というケースもあるため、ポートフォリ
オを1年に1回以上回転させることができま
す。この強力なレバレッジにより、総枠10億ド
ルの同プログラムが2013年末までに貿易支
援として提供できる金額は、150億ドルにの
ぼると考えられます。

アジアのための貿易金融

ADBはTFPの下で、これまでにアフガニスタ
ン、アゼルバイジャン、バングラデシュ、カン
ボジア、インドネシア、ネパール、パキスタ
ン、スリランカ、ベトナム、そして最近ではモ
ンゴルおよびフィリピンの銀行と契約交渉を
行っています。TFPに参加する発行銀行の数
は2008年末の50行から2009年には73行に増
えており、2010年第3四半期末までには100
行を超えると予想されます。TFPに参加する
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確認銀行は90行を超えています。2009年の
主な融資先はバングラデシュ、パキスタンお
よびベトナムで、2010年もその傾向が続い
ています。2010年中に、タジキスタン、ウズベ
キスタンおよびその他の中央アジア諸国へ
の業務拡大を目指しています。

TFPは貿易金融を供与するだけでなく、銀行
や企業を国際的なビジネス・ネットワークや
金融ネットワークと結びつける機能を果たし
ます。その結果として生まれる地域的・世界
的な提携は、長期的な成長を支える事業関
係の構築に寄与します。

より良い知識

ADBはまた、公共機関や規制当局の政策や施
策による介入を不確かなものとしている情
報のギャップを埋めるべく努力しています。

ADBは自ら主導して国際商業会議所（ICC）と
連携し、ICC-ADB貿易金融登録所を設立しまし
た。商業銀行と国際機関から提出されたデー
タを登録所が分析し、貿易金融のデフォルト
率が他の種類の金融と比べて低いという、直
感的に理解されている事実を証明することが
目的です。この情報は、貿易金融取引の資本

要件を緩和すべきだという主張に役立つでし
ょう。登録所が作成する統計は、金融機関内
部で各国毎の貿易金融信用枠を設定する際
にも役立つでしょう。

こうした目標を達成していくにはパートナー
シップが重要ですが、金融危機は多くの機関
が集まって、様々な形で協力するきっかけに
なりました。貿易金融のデフォルト統計の整
備に関するADBとICC、商業銀行および他の
国際機関とのパートナーシップはその好例
です。

危機の再発防止と回復に役立つ 
貿易金融

国際開発金融機関の貿易金融プログラムに
参加することは、新興市場国および先進国双
方の銀行にとって、危機管理における重要な
要素になります。いかなる理由であれ、国、地
域、または世界規模のいずれかを問わず、金
融危機が発生した際には、国際機関の貿易
金融プログラム（および輸出信用機関のイニ
シアティブ）の支援を受けることで、金融機
関は融資や保証の供与を継続し、貿易の歯
車を回す潤滑油として機能し続けることが
できます。

実際に、アジア地域は景気回復において世界
をリードしており、ADBはアジアの開発途上
国の経済が2010年平均で6.6%成長すると予
想しています。これに対し、アメリカの予想
成長率は1.6%で、ユーロ圏は引き続き停滞
すると見込まれています。

景気回復を受けて、貿易金融に対する需要と
供給が増加し始めています。TFPは、アジア
地域が今回の世界経済危機を乗り切るのに
役立ち、現在は景気回復を支えています。今
後は、アジアの開発途上国の中でも特に問題
を抱え、融資規模が危機前の水準に回復し
ていない諸国においても貿易金融が利用で
きるよう、支援を続けていきます。
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広域
への投資の促進クリーン・エネルギー・ファンド

気候変動の悪影響に取り組むクリーン・エネ
ルギー企業や関連プロジェクトが、投資家へ
の利益還元を目指すプライベート・エクイテ
ィ・ファンドに注目されています。ほんの数年
前には、投資家はこの分野にほとんど注意を
払っていませんでしたが、ADBが一定の役割
を果たしたことで、この分野の投資機会が注
目を集めるようになりました。

ADBは、プライベート・エクイティ市場の資金
をこれまで顧みられることのなかった分野に
誘導するという自らの重要な役割を認識し、
そのことが環境上持続可能な開発を支援す
る上で大きな可能性を秘めているとの認識

に基づいて、2007年にクリーン・エネルギー・
ファンドへの投資資金として1億ドルを配分
し、他の投資家を引きつけるファンドを設立
するようファンド・マネージャーに呼びかけま
した。ADBの支援を得る条件として、ファンド
の投資戦略は、アジア開発途上国の急成長
の推進役として、石炭、石油およびガスを代
替する新しいエネルギー源の開発を促進す
るという、ADBの目標に沿ったものでなけれ
ばなりません。

2009年末までに2つのファンドが発足しまし
た。ADBは、北京に本拠を置くチン・キャピタ
ルが管理する総額2億2,800万ドルの「中国環
境ファンドIII」に2,000万ドルを投資し、韓国
のGSグループが管理する総額5,400万ドルの
「アジア・クリーン・エネルギー・ファンド」に
も投資を行いました。これらのプライベート・
エクイティ・ファンドの投資家には、世界銀

行や日本の国際協力銀行といった開

発機関に加え、大手金融機関や多国籍企業も
含まれます。

新しいファンドが一つずつ生まれており、上記
の2ファンドに続いて、メイバンクの「MEACPク
リーン・エネルギー・ファンド」と「南アジア・ク
リーン・エネルギー・ファンド」が創設されまし
た。

ファンドに対するADBの投資は、2,000万ド
ルまたはファンド総額の25%のいずれか小さ
い方が上限になります。ファンドにおける各
企業への投資額は通常ポートフォリオ総額
の10%以下なので、1つのファンドは10～15
の企業に投資することになります。こうし
て、ADBの資金は数多くの企業に分散して投
資されます。ADBは他のプライベート・エクイ
ティ投資家と同様に、ファンドから配当金を
受け取ります。

ADBの資本市場および金融セクター課のロ
バート・ヴァン・ズウィーテン課長は、クリー
ン・エネルギーに関連して同じ目標をもつフ
ァンドに投資することで、ADBはリソースおよ
び投資に伴う制約を乗り越え、「複数のサブ・
プロジェクトへの投資という形で資金を有効
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に活用することが可能になります」と述べて
います。また、開発機関であるADBは、アジア
の各市場にスポットライトを当てて民間投資
家に参入を促すという、ユニークな役割を果
たすことができるのです。

小さなファンドとして始まった中国環境ファ
ンドの成功は、ADBがプライベート・エクイテ
ィ投資家の関心をクリーン・エネルギーに振
り向け、新興のファンド管理会社がその規模
と影響力を拡大していく過程を支援したこ
とを示しています。

チン・キャピタルの一連のファンドは当初、中
国国内のクリーン・テクノロジーと環境関連
投資のみを対象としていました。ADBは2003
年に、1,300万ドルの民間投資を集めた最初
の中国環境ファンドに投資し、2004年には総
額3,000万ドルの第2のファンドにも投資しま
した。第3のファンドは、世界中の投資家から
2億2,800万ドルの投資を集めました。

ADBの資本市場および金融セクター課で投
資を担当するジョハンナ・クラインは、「以前
のファンドと比べて、この第3のファンドは投
資に回せる資金がはるかに多いので、チン・
キャピタルはより多くの質の高いプロジェク
トを手がけることができ、ひいては炭素排
出量などの指標においてより大きなインパ
クトをもたらすことができます」と述べてい	
ます。

調査会社のブルームバーグ・ニュー・エネル
ギー・ファイナンスによると、世界全体のク	
リーン・エネルギー投資は2004年の330億ド
ルから、2008年には1,550億ドルという史上
最高額に達しました。2009年には世界不況
の影響を受け、官民合わせたクリーン・エネ
ルギー投資は6.5%減少し、1,450億ドルにと
どまりました。

このセクターにおける民間の投資資金は、	
株式市場で調達した自己資本、プロジェクト・
ファイナンス（主にエネルギー設備を設置す
るための借入）、および成長企業を支えるプ
ライベート・エクイティとベンチャー・キャピ
タルからなり、2009年の世界総額は660億ド
ルでした。2010年3月の報告によると、これ
は前年比44%の減少で、金融危機によって投
資家マインドが冷え込んだ結果と見られて
います。

アジア・太平洋地域の展望は比較的明るいと
言えるでしょう。域内のクリーン・エネルギー
に対する新規投資は2009年に25%近く増加
して373億ドルに達し（大部分は風力発電）、	
初めて米国の投資額（290億ドル）を上回りま
した。

ADBの「ストラテジー2020」では、気候変動
に対応する環境に調和した持続可能な成長
が、貧困削減を達成するための重点業務分
野とされています。

ADBは、プライベート・エクイティ市場の投資
家にクリーン・エネルギーへの投資の拡大を
促すだけでなく、知識と投資の増加によって
各国がエネルギー安全保障を実現し炭素排
出量の増加を抑制できるようにすることを
目標として、数多くのイニシアティブを打ち
出し、基金を創設してきました。

ADBのクリーン・エネルギー事業に対する投
資額は、2003年の2億3,000万ドルから2008
年には約17億ドルに増加しました。ADBは
2013年までに年間投資額を20億ドルに増や
すことを目指しています。

アジアのエネルギー需要を満たすため、エネ
ルギー源の多角化が喫緊の課題となってい
ます。国際エネルギー機関（IEA）によると、
アジアのエネルギー需要の伸びは他の地域
を上回り、2006年から2030年にかけて倍増
すると予想されています。

その需要の伸びに追いつくために必要なエ
ネルギー・インフラストラクチャーの整備費
用はおよそ6兆ドルとされており、再生可能
エネルギーと省エネ技術の積極的な採用
と、化石燃料消費の増加による悪影響の軽
減を可能にする投資を増やしていくことが
不可欠です。

民間投資の促進を支援することで、ADBは小
さいながらも重要な役割を果たしています。
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付録
表1. ノンソブリン業務の推移 

（2004～2009年、単位：　百万ドル、PSODおよび地域局のプロジェクトを含む）
2004 2005 2006 2007 2008 2009

ノンソブリン融資 93 513 450 650 1,522 443

					民間セクター 93 513 375 640 1,222 309

					公共セクター 0 0 75 10 300 134

出資 164 177 231 80 123 220

部分信用保証 0 18 110 251 0 72

政治リスク保証 10 50 15 0 0 0

Bローン 0 0 330 200 425 276

					民間セクター 0 0 105 200 200 220

					公共セクター 0 0 225 0 225 56

貿易金融プログラム（TFP） 0 0 0 0 0 850

ノンソブリン案件承認額合計 267 758 1,136 1,181 2,070 1,861

					民間セクター 267 758 836 1,171 1,545 1,671

					公共セクター 0 0 300 10 525 190

表2. 2009年のノンソブリン案件承認額 
（単位：　百万ドル、PSODおよび地域局のプロジェクトを含む）

国 融資 出資 Bローン 保証 TFP 合計
インド 100.00 40.00 140.00

インドネシア 40.00 40.00

フィリピン 120.00 120.00

パプアニューギニア	 25.00 25.00

中国 192.90 25.00 276.20 494.10

タイ 5.00 71.80 76.80

広域 115.00 850.00 965.00

合計 442.90 220.00 276.20 71.80 850.00 1,860.90

表

1.	 ノンソブリン業務の推移（2004～2009年、単位：　百万ド
ル、PSODおよび地域局のプロジェクトを含む）

2.	 2009年のノンソブリン承認額（単位：　百万ドル、PSODおよ
び地域局のプロジェクトを含む）

3.	 民間セクター業務の国別残高（2009年末現在）

図

1.	 民間セクター・ファイナンス商品別累計承認額	
（2001～2009年）

2.	 民間セクター・ファイナンス総額の推移（2001～2009年）

3.	 国別残高（単位：　百万ドル、2009年末現在）

4.	 セクター別残高（2009年末現在）

5.	 民間セクター業務案件承認額の推移	
（単位：　百万ドル、2001～2009年）

6.	 2009年のセクター別ノンソブリン案件承認額（PSODおよび
地域局のプロジェクトを含む）

7.	 ノンソブリン業務の業務グループ別内訳（2009年末現在）

8.	 民間セクター投融資業務（インフラストラクチャー向け）の
内訳（2009年末現在）

9.	 民間セクター投融資業務（資本市場および金融セクター向
け）の内訳（2009年末現在）
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表の続き

国

残高

金額	
（単位：　百万ドル） 比率（%）

業務グループ	1

南アジア局
バングラデシュ 205.468 4.66

インド	 1032.058 23.38

モルジブ 16.500 0.37

ネパール	 10.592 0.24

スリランカ 69.109 1.57

中央・西アジア局
アフガニスタン 111.235 2.52

アルメニア 2.571 0.06

アゼルバイジャン 39.980 0.91

グルジア 16.667 0.38

カザフスタン 158.264 3.59

パキスタン 347.958 7.88

タジキスタン 0.500 0.01

表3. 民間セクター業務の国別残高 
（2009年末現在）

国

残高

金額	
（単位：　百万ドル） 比率（%）

業務グループ	2

東南アジア局
カンボジア 6.965 0.16

インドネシア 537.475 12.18

ラオス 100.000 2.27

マレーシア 0.143 0.00

フィリピン 213.681 4.84

タイ 59.044 1.34

ベトナム 214.353 4.86

東アジア局
中国 783.837 17.76

モンゴル 9.120 0.21

太平洋局
パプアニューギニア 18.000 0.41

サモア 0.400 0.01

広域
広域 459.740 10.42

合計 4,413.679 100.00
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図4. セクター別残高（2009年末現在）
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図7. ノンソブリン業務の業務グループ別内訳
（2009年末現在）
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図8. 民間セクター投融資業務・インフラストラクチャー分野の内訳
（2009年末現在）
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図9. 民間セクター投融資業務・資本市場および金融セクター分野の内訳
（2009年末現在）
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1	 中央・西アジアおよび南アジアの開発途上加盟国。
2	 東アジア、太平洋地域および東南アジアの開発途上加盟国。
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よくあるお問い合わせ（FAQ）

ADBは民間セクターに対して、どのような 
支援を行うのですか？

ADBは、次のような様々な方法で民間セク	
ターの開発を支援します。

ADBは、民間企業、民間金融機関やプライベー
ト・エクイティ・ファンドなどに対する投融資お
よび支援を行うほか、国際資本を民間企業向
けに動員することによって、直接的な金融支
援を行います。

ADBはまた、特に規制の枠組みや改革に関す
る政府との政策対話を通じて、間接的な支援
を行います。ADBが参画する案件には政府の
恣意的な介入が起こりにくいことから、多く
の金融機関は、ADBの影響力にリスク軽減効
果があるとみなしています。

ADBと提携するメリットにはどのようなこと
がありますか？

ADBが投融資または保証を通じてプロジェク
トまたは取引に参画することで、案件の意義
や信頼性を、案件実施国の政府、投資家、民
間金融機関などの関係者に強くアピールす
ることができます。広域での40年間に及ぶ経
験を通じて、ADBは、政府機関や金融機関と

広範囲なネットワークを築き上げています。
また、株主である67カ国の政府より手厚い支
援を受け、加盟国各種機関との太いパイプ
を有しています。

民間機関と公的機関両方の特徴を兼ね備
えたADBは下記のような能力・効果を有し	
ます。

•	 	投資家と案件実施国政府双方のリスク
の軽減

•	 	規制改革などに関する、案件実施国政
府との建設的な政策対話の実施

•	 各セクターの専門知識の向上および能
力開発

•	 	必要に応じ、他の金融機関よりも長期
の融資を供与

•	 	透明性、企業統治、リスク管理の促進

•	 	法律や規制の遵守状況の改善

•	 	環境面に適切に配慮したプロジェクト
の支援

•	 	必要に応じ、追加的なファイナンスの
動員

ADBはどのようにして、民間企業のために 
資金を動員するのですか？

ADBは開発途上国への投資における投資家
のリスクを軽減するために、最適な資金調達
案を提案します。民間の資金源のみならず公
的資金源を組み合わせる場合もあります。

ADBの支援形態には、出資（優先株の取得を
含む）、融資、保証、および民間資金を動員す
るシンジケーション（Bローンまたはフロンテ
ィング－ADBが名義上の貸付人・保証人となる
が、実態的には参加金融機関がリスクを引き
受ける－を含む）があります。

ADBは出資を保証することはできませんが、
要件が満たされれば、株主融資と株主融資
保証に関して投資家に保証を供与すること
ができます。ADBはまた、案件実施国内外の
投資家と金融機関に保証を供与することが
できます。保証は、ADBが効率的に調達でき
る通貨であれば、一部の開発途上加盟国の
通貨も含め、いかなる通貨においても供与で
きます。ADBの保証は、政治リスクなど民間セ
クターで吸収できないリスクをカバーするも
のです。こうしたリスクを軽減することで投
資家の懸念が和らぎ、より多くの資金調達へ
の道が開かれることになります。
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ADBはどのセクターに重点を置いているの
ですか？

ADBは現在のところ、資本市場・金融セクター
およびインフラストラクチャーの2つのセク	
ターに注力しています。

ADBは民間セクター業務において、民間の金
融機関との提携を通じ、金融に対するアクセ
スの拡大に取り組んでいます。特に重視して
いるのは、低所得者層（マイクロファイナン
スおよび住宅金融）、零細企業および中小企
業、そしてインフラストラクチャー整備およ
び気候変動対策を対象とする金融活動の支
援です。

ADBが実体経済の各分野に支援を行うにあ
たり媒体となる金融機関には、銀行、ノンバ
ンク、プライベート・エクイティ・ファンドなど
が含まれます。TFPを通じた貿易金融支援
は、特に脆弱な国々で金融危機の悪影響を
緩和するのに役立つ一方、地域統合にも貢献
しています。

インフラストラクチャー整備について
は、ADBはエネルギー（電力を含む）、交通、
通信、上下水道および都市インフラストラク
チャーを重点業務分野として取り組んでいま

す。既存のインフラストラクチャー設備の改
修や拡張にも資金を供与しています。ADBは
インフラストラクチャー案件において政府と
投資家を支援するため、BOO方式（建設－所
有－操業）やBOT（建設－操業－移管）方式を
含め、リスク分担や所有権の形態が異なる様
々な仕組みを考案してきました。上記の5つ
の重点セクターに配慮しつつ、民間部門業務
局（PSOD）は官民パートナーシップ（PPP）の
推進にも取り組んでおり、特に社会セクター
のPPPを重視しています。特に脆弱な開発途
上加盟国のアグリビジネスと製造業も検討し
ますが、これらのセクターはADBの「ストラテ
ジー2020」における重点セクターに含まれて
いないので、案件を慎重に選別していくこと
になります。

ADBはどのくらいの金額を資金支援するの
ですか？

ADBは、案件実施国が比較優位を有してい
るセクターを優先し、市場の不完全性や高
リスクであるというイメージのために資金
調達に困難を来たしている分野や企業に注
力して支援しています。その目的は、現地や
海外の資金提供者からの投融資を促進する

触媒的役割であって、競合することではあり
ません。通常、ADBの投融資額は総事業費の	
25%を上限としています。このルールに基づ
き、出資の場合には下記の原則が適用され
ます。

•	 ADBの出資額は当該企業の資本金の
25%を上限とします。

•	 ADBが筆頭株主になることはありま	
せん。

•	 ADBが出資先企業の経営責任を負うこ
とはありません。

必要に応じ、ADBはパラレルローンまたは
ADBを名義上の貸付人として他の銀行が融
資に参加するフロンティング形式のシンジ	
ケーションをアレンジすることにより、他の
金融機関からの追加的資金拠出をアレンジ
することもできます。また、民間金融機関に
保証を提供することもできます。

イノベーション、インパクト、インテグリティ
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局長室

Philip C. Erquiaga
局長
Tel	+63	2	632	6315

山縣  丞
次長
Tel	+63	2	632	6877

民間セクター業務調整課（PSOC）

Philippe Leclercq
課長
Tel	+63	2	632	6979

民間部門業務局（PSOD）の担当者
資本市場および金融セクター課（PSCM）

担当地域・国

中央・西アジア:　アフガニスタン、アルメニア、アゼ
ルバイジャン、グルジア、カザフスタン、キルギ
ス、パキスタン、タジキスタン、トルクメニスタ
ン、ウズベキスタン

東アジア:　中国、モンゴル
太平洋地域:　クック諸島、フィジー諸島、キリバス、
マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、パ
ラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン諸
島、東ティモール、トンガ、ツバル、バヌアツ

南アジア:　バングラデシュ、ブータン、インド、モル
ジブ、ネパール、スリランカ

東南アジア:　カンボジア、インドネシア、ラオス、
マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベト
ナム

Robert van Zwieten
課長
Tel	+63	2	632	5688

インフラストラクチャー・ファイナンス第一課
（PSIF-1）

担当地域・国

中央・西アジア:　アフガニスタン、アルメニア、アゼ
ルバイジャン、グルジア、カザフスタン、キルギ
ス、パキスタン、タジキスタン、トルクメニスタ
ン、ウズベキスタン

南アジア:　バングラデシュ、ブータン、インド、モル
ジブ、ネパール、スリランカ

Michael Barrow
課長
Tel	+63	2	632	6660

インフラストラクチャー・ファイナンス第二課
（PSIF-2）

担当地域・国

東アジア:　中国、モンゴル
太平洋地域:　クック諸島、フィジー諸島、キリバス、
マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、ナウル、	
パラオ、パプアニューギニア、サモア、ソロモン
諸島、東ティモール、トンガ、ツバル、バヌアツ

東南アジア:　カンボジア、インドネシア、ラオス、
マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、	
ベトナム

Christopher Thieme
課長
Tel	+63	2	632	6877
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現地駐在員事務所におけるPSOD担当者

中国

Kangbin Zheng
民間セクター業務調整課（PSOC）主任
kzheng@adb.org
PRC	Resident	Mission	(PRCM)
7th	Floor,	Block	D	Beijing	Merchants	

International	Financial	Center
156	Fuxingmennei	Avenue,	

Beijing	100031
Tel	+86	10	6642	6601
Fax	+86	10	6642	6606

インド

Sujata Gupta
民間セクター業務調整課（PSOC）主任
sgupta@adb.org
India	Resident	Mission	(INRM)
4	San	Martin	Marg	Chanakyapuri
New	Delhi	110021,	India
Tel	+91	11	2419	4383
Fax	+91	11	2687	0955

インドネシア
（現在空席）
newbusiness@adb.org
Indonesia	Resident	Mission	
Gedung	BRI	II,	7th	Floor	
Jl.	Jend.	Sudirman	Kav.	44-46		

Jakarta	10210,	Indonesia
P.O.	Box	99	JKPSA		

Jakarta	Pusat,	Indonesia
Tel	+62	21	251	2721	
Fax	+62	21	251	2749

カザフスタン

Stephen Wermert
民間セクター業務調整課（PSOC）主任
swermert@adb.org
Kazakhstan	Resident	Mission	(KARM)	-	

Almaty
Kablan	Building,	3rd	floor
154	A	Nauryzbai	Batyr	Street	

(corner	of	Abai	Street)
Tel	+7	727	330	0950－52	
Fax	+7	727	330	0954

お問い合わせやご質問は、電子メールにてnewbusiness@adb.orgまでお願いします。
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Hossain：27;	Vyacheslav	Oseledko：10（左端）;	Wang	Nanhai：18.

太平洋地域

Jeremy W. Cleaver
民間セクター開発専門官（PARD）
jcleaver@adb.org
Pacific	Liaison	and	Coordination	Office
Level	18,	One	Margaret	Street	(corner	

of	Clarence	and	Margaret	Streets)
Sydney,	NSW	2000,	Australia
Tel	+61	2	8270	9444	
Fax	+61	2	8270	9445
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本書について

本書は、アジア開発銀行（ADB）のアジア・太平洋地域における民間セクター投資の促進・強化につ
いて述べたものです。

アジア開発銀行について

経済発展のサクセス・ストーリーが脚光を浴びる一方で、アジア・太平洋地域には、世界の貧困
層の3分の2が、また生活費が一日2ドル未満の人々が約18億人、そのうち9億300万人は一日1.25ド
ル未満で暮らしているとされています。マニラに本部を置くアジア開発銀行（Asian Development 
Bank：ADB、加盟国・地域数67、うち域内48）は、アジア・太平洋地域から貧困がなくなる日の実現を
めざし、全ての人々に恩恵が行き渡る（インクルーシブな）経済成長、環境に調和した持続可能な
成長、および地域統合の促進を通じて、途上加盟国の貧困削減と人々の生活の向上を支援してい
ます。ADBが行う支援の具体的手段は、政策対話、融資、出資、保証、無償援助、技術協力などです。

アジア開発銀行駐日代表事務所
東京都千代田区霞が関3-2-5
霞が関ビルディング8階
www.adb.org/JRO/


