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Ⅰ. アジア経済の現状とADBの役割
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ADB総裁時代（2013年4月～2020年1月）の３つの流れ

 全体としてアジアの途上国は世界金融危機以降も堅
調に成長

 技術（デジタル技術、AI、GPSなど）の経済的な影響
がアジアでも明白に。

 中国の経済的、地政学的な存在感の拡大

1．ADB総裁時代のアジア
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（図表Ⅰ－１）アジア開発銀行域内メンバー（49ヶ国・地域）
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（図表Ⅰ－2）アジアの国別データ (2019年)

出典: ADB Basic Statistics 2020、IMF World Economic Outlook Database (2020年10月) 
*先進国・地域はIMF統計に基づく。

人口
（百万人）

GDP
（十億ドル）

1人当たりGDP
（ドル）

中国 1,400.1 14,076 10,054

インド 1,341.0 2,889 2,154

インドネシア 266.9 1,119 4,193

バングラデシュ 167.4 303 1,808

フィリピン 108.3 303 2,794

ベトナム 96.5 262 2,715

タイ 68.0 544 7,990

韓国 51.7 1,642 31,762

マレーシア 32.6 365 11,194

パプアニューギニア 8.7 25 2,843

シンガポール 5.7 372 65,249

フィジー 0.9 5 6,155

アジア途上国・地域 4,054.1 23,837 5,880

＜先進国・地域＞

ユーロ圏 339.3 13,361 39,378

米国 328.5 21,433 65,254

日本 126.2 5,080 40,256

ドイツ 83.1 3,862 46,473

英国 66.8 2,831 42,379

オーストラリア 25.5 1,387 54,348
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 アジアは本当に１つなのか（コーカサスから、中央アジア、
南アジア、東南アジア、太平洋諸国、東アジアまで）

 アジアの経済発展は市場志向政策の結果－ワシントン・
コンセンサスに代わるアジア・コンセンサスはない

 日本の外交、援助、貿易、直接投資、近代化・工業化の
モデル提供の貢献も大きかった

 アジア各国はそれぞれ独立国であり、独自の歴史、文
化、考えを持つ

 リーダーはさまざまな国内問題に直面している－批判す
るのは簡単。丁寧にアドバイスしなければならない。

 アジアの世紀というのは早すぎる－残された貧困、気候
変動、ジェンダー、所得格差、ソフトパワーの必要性

2．アジアの途上国46か国を巡った感想
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 市場主義的・対外志向的政策の定着

 人口の増加とボーナス（ただし、中国、韓国、シンガポール、

タイなどはオーナスに転じている）

 消費の拡大、ミドルクラスの増大

 グローバル・バリュー・チェーンへの統合（ビジネス・プロセ

ス・アウトソーシングなどサービス・セクターを含む）

 アジア発の技術革新、直接投資による相互関係（先進国へ

の投資を含む）

 マクロ経済運営の安定（アジア通貨危機後に中央銀行の独

立性、銀行監督の強化、財政の健全性などに進歩）

3．アジア途上国のチャンス
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 中進国の罠に陥らない（インフラ、教育、研究開発、ガバナン
スの改善）

 政治の安定を維持する

a. 宗教的過激派への対応（中央アジア、多くのイスラム国）

b. 政権の移行など（ベトナム、フィリピン、韓国など）

c. 権威主義と民主主義もゼロか1ではないが逆戻りはまずい。

 マクロ経済の安定を維持する（コロナ禍への対応、公的・民間
債務の拡大、先進国の金融政策と為替レートからの影響）

 所得格差の拡大への対応

 持続可能な発展（SDGｓ）や気候変動対策

 米中の分断が進んだときにどうするか

4．アジア途上国の課題
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Ⅱ. アジアはどう発展したか
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1．「アジア開発史」－政策・市場・技術発展の50年を振り返る－

Asia’s Journey to Prosperity 2020年1月ADB（HPでも入手可能）、勁草書房から日本語版予定

1. アジア開発の50年の概観
2. 市場・国家と制度の役割
3. 構造転換のダイナミクス
4. 農業の近代化と農村開発
5. 成⻑の原動⼒としての技術進歩
6. 教育・保健と⼈⼝動態
7. 投資・貯蓄・⾦融
8. インフラ開発
9. 貿易・外国直接投資・経済開放
10. マクロ経済安定化の取り組み
11. 貧困削減と所得分配
12. ジェンダーと開発
13. 環境の持続可能性と気候変動
14. 多国間・⼆国間開発資⾦の貢献
15. アジアにおける地域協⼒・統合の強化
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特に世銀による1993年のEast Asian Miracleに比べた場合

1）1990年代以降の中国、東南アジア、南アジアの発展をカバー（「東

アジアの奇跡は日本、NIES、マレーシア・インドネシア・タイ」のみ）

2）新しい分野（気候変動、高齢化、アジア危機、世界金融危機、新技

術、ジェンダーなど）

3）アジア自身の観点から客観的、包括的な著述ADBのエコノミスト・

スタッフの知見を糾合。

2. 「アジア開発史」の出版の意図
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1）1960年から2018年にかけて平均5.8％で成長。15倍。シェアも4％

から24％に。

2）絶対的貧困率は1981年の68％から2018年の7％に縮小。特に中

国の貢献が大きい（88％から0.7％）。

3）平均寿命は1960年の45歳から72歳に27年延長（水、栄養、衛生、

分娩支援、予防注射、抗生剤、病院）。

4）教育期間は3.5年から8.9年に。多くの国で女性のほうが長くなった

（バングラでは、1960年には男子1.5年、女子0.2年が2010年には8.1

年、8.6年で女子が逆転）。

3．発展途上アジアの成功
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1960 2018

Sources: Asian Development Bank. Key Indicators Database. and World Bank. World Development Indicators.

（図表Ⅱ－1）世界におけるのGDPシェア（1960年と 2018年）

（2010年ドル建て実質GDPベース)
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1）市場、民間セクターが大事。明治以来の日本の発展、中国の改革

開放政策がその例。政府も特に制度に大きな役割。

2）輸出主導が強調されすぎ。むしろ対外志向（Outward Oriented

Policy）と呼ぶべき。失敗した輸入代替には社会主義、反植民地主義

（自力の重化学工業化）、中心周辺理論（Prebisch、1962年論文）の

影響。 Flying GeeseからGlobal Value Chainへ。

3）「アジア・コンセンサス」のようなものは存在しない。現実主義、漸

進主義、学ぶ姿勢で成功。ビジョンを持ったリーダーやそれを支える

官僚層の役割も大きかった。

4）標準的経済理論から見て異質ではない。「産業政策」はかならずし

も成功しないが、初期には有用。研究開発支援は重要。

5）産業構造の転換（生産と雇用）。農業の役割。製造業の意義。リー

プフロッグはあるか。サービスセクターの拡大と重要性。

4．「アジア開発史」の主なメッセージ （１）
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6）アジアの発展における技術の重要性。クルーグマンのアジアの成

長はTFP（全要素生産性）に基づいておらず、ソ連と同様の限界を迎

えるという1994年論文の批判は間違いだった。

7）高い貯蓄が高い投資に。銀行セクターと資本市場の役割。資本市

場も重要性を増しつつある。

8）マクロの安定性が基本（特に中南米との違い）。アジア通貨危機と

世界金融危機の経験。財政規律、中央銀行の独立性、金融セクター

の改善。マクロ・プルデンシャル政策の重視。

9）貧困削減は進んだが所得分配は多くの国でジニ係数が上昇。技

術とグローバル化の影響。日本の高度成長期には平等な成長。

10）Asian Centuryと喜ぶのは早い。残された課題（気候変動、インフ

ラ、所得格差、ジェンダー等）、平和の維持、ソフトパワー。

5．「アジア開発史」の主なメッセージ （２）
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（図表Ⅱ－2）資本、労働、人的資本（教育等）、全要素生産性の成長への貢献

(% of total contribution)

Notes: Central Asia is excluded for 1970–1985. The 21 economies for the first period include Bangladesh; Brunei Darussalam;
Cambodia; Hong Kong, China; India; Indonesia; Japan; the Lao People’s Democratic Republic; Malaysia; Mongolia; Myanmar; Nepal;
Pakistan; the People’s Republic of China; the Philippines; the Republic of Korea; Singapore; Sri Lanka; Taipei,China; Thailand; and
Viet Nam. The latter two periods also include Armenia, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, and Tajikistan. In 2017, the 25 economies
accounted for 99% of the total GDP of the Asian Development Bank’s developing member economies plus Japan.
Sources: Estimates based on data from Feenstra, R. C., R. Inklaar, and M. P. Timmer. 2015. The Next Generation of the Penn World
Table. American Economic Review. 105 (10). pp. 3150–3182. http://www.ggdc.net/pwt (accessed 1 July 2019); and Asian
Productivity Organization (APO). APO Database. https://www.apo‐tokyo.org/wedo/measurement (accessed 1 July 2019).
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（図表Ⅱ－3）世界のGDPに占めるアジアの割合
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Ⅲ. ADBから見た中国、米中と世界
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1．中国の経済発展をどう見るか

 共産主義、輸入代替的工業化の失敗

 改革開放路線（1977年開始）と経済成長

 1978年の日中平和友好条約と累次のODA供与

 日本からの直接投資と技術、輸出先としての日本の役割

 「社会主義市場経済」（1993年憲法改正）の意味

 2001年のWTO加盟とグローバルバリュー・チェーン

 ルイスの転換点（2004年ごろ？）と技術進歩

 所得格差と戸口制度

 一人っ子政策（1979年から2015年）の影響（生産年齢人口ピークは2014

年、中国社会科学院によれば人口のピークは2029年の14億4000万人）

 習近平体制と米中摩擦の影響
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2．ADBと中国の関係

 1986年の加盟、台湾もメンバーに残す（国連、IMF、世銀との
違い）

 ADBにおける中国のプレゼンス（副総裁、理事、スタッフ）

 貸付は沿海部から内陸部、産業発展から環境・気候変動支
援へのシフト

 なぜ中国に貸付を続けるのか

a. 中国への貸し付けは外部効果がある分野

b. ハイレベルの対話を維持し、対外開放的な政策を支援

c. 利子スプレッドはADBの経費を賄い、資本増強、貧困国支援に貢献

d. 中国の信用力、貸付ポートフォリオの分散から、ADBの格付に寄与

e. ADBのアジアでの存在感を高める
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3．中国の高官たちとの交流と印象

 ADB総裁（2013年4月～2020年1月）として16回訪問、その前
にも日中金融協力等でたびたび訪問

 李克強首相、張高麗副首相、韓正副首相

 劉鶴副首相（2009年以来6回面会、特に18年3月の中国開発
フォーラム）

 歴代の財政部長（大臣）の楼継偉、肖捷（特に2017年秋の意
見交換）、劉昆

 王毅外交部長

 易綱人民銀行行長（元副行長）
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4．AIIB、一帯一路をどう見るか

 AIIB（アジアインフラ投資銀行）発足を巡る経緯

 ADBとAIIBの違いと協力関係

 なぜ日米はAIIBに入らなかったのか

a. 出資のために多額の税金を使ってまで入る必要があるのか

b. 国際協力機構（JICA)やADBを通じて協力できる

c. 調達は非加盟国にも開放されている

d. 中国の影響が圧倒的に強く、日米の影響はいずれにせよ限定的

e. 一定の距離を保ちながらアドバイスするほうが効果的

f. 地政学的考慮

 一帯一路を巡る問題

a. 経済性はあるのか

b. 途上国の債務問題を生む（⇒G20「質の高いインフラ原則」）
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5．米中関係新時代と世界

 中国の自画像（まだ途上国）と外から見える中国のギャップ

 中国から見た米国（中国の勃興を認めない既存の大国）

 米国から見た中国（貿易・投資の公平性、技術覇権、知的所
有権、地政学、政治体制、コロナの経緯）

 ASEANの役割と立ち位置

 南アジア諸国、中央アジア諸国の立ち位置

 アジア各国は米中のどちらかという選択はしたくない

 欧州やオーストラリアの見方

 トゥキディデスの罠（グレアム・アリソン）は回避できるか

 日本の立場

 コロナ後の世界－グローバリズム、マルチラテラリズムはどう
なるか
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（出所）みずほリサーチ&テクノロジーズ作成

時期 動き

2008年以降 世界金融危機以降の経済刺激策

2012年2月 習近平国家副主席訪米、オバマ大統領に「新型大国関係」を提起？

2012年11月 第18期共産党大会で習近平共産党総書記・党中央軍事委員会主席就任。「中華民族の偉大な復興」

2013年3月 全国人民代議員大会（全人代）で習近平国家主席就就任

2013年6月 習近平国家主席米国訪問、オバマ大統領に「太平洋には米中両大国を受けれるに十分な空間がある」

2013年10月 インドネシア訪問で習近平国家主席がAIIB（アジアインフラ投資銀行）を提案

2013年11月 第18期中央委員会全体会合（三中全会）「市場が主導的役割」

2014年11月 APECサミット（北京）で「一帯一路」構想提唱

2015年5月 「中国製造2025」発表

2015年12月 AIIB発足（2016年1月発足式典）

2017年1月 ダボス会議で習近平国家主席演説（同月トランプ大統領就任）

2017年10月 第19期共産党大会で習近平体制2期目発足

2018年3月 全人代で国家主席の任期制限の撤廃

2020年6月 香港特別行政区国家安全維持法施行

2020年10月 第19期五中全会「国内・国際の双循環」、「2035年までに1人当たりGDPで中等先進国水準」、に第14次5
カ年計画（2021年から25年）の骨子発表

2021年3月 全国人民代表大会で今年の経済・社会目標や五カ年計画を採択。

2021年7月 中国共産党創設100年記念式典で習近平総書記「台湾問題を解決し、祖国の完全な統一を実現すること
は、中国共産党の変わらぬ歴史的任務」

（図表Ⅲ－１） 近の中国の動き
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（図表Ⅲ－2） バイデン政権の対中政策

 基本的な対中脅威認識は不変。貿易、技術、金融、価値、安全保障、イデオロ
ギーを巡る対立続く

 人権・民主主義等の価値を重視。香港・ウイグル等の状況を理由とした米中対立
激化のリスク

 一方で気候変動等の特定領域では対中協力を模索
分野 主な政策・措置の概要

基本認識
• 中国を「戦略的競争者」、「現状変革勢力」と捉える認識は不変。4月28日の大統領演説で「専制主義国家」（autocrat）と言及。
• 中国との関係は「競争的」、「協力的」、「敵対的」 ”Our relationship with China will be competitive when it should be, 

collaborative when it can be, and adversarial when it must be. “（ブリンケン国務長官3月3日外交スピーチ）。

貿易
• 制裁関税を用いた輸入拡大要求から転換。発動済の制裁関税を利用しつつ、新規の制裁関税発動には抑制的
• 多国間ルールも活用し、中国に構造問題（強制的技術移転、産業補助金、国有企業、データ保護主義等）への対処求める

技術
• 研究開発投資によりイノベーションをリードし、技術競争で中国に劣後しない
• 新興・基盤技術の輸出管理強化、TID関連の対内投資規制強化、「クリーンネットワーク」の推進等を基本的に継続
• 企業に対し、その技術や情報が中国における監視強化や人権侵害に用いられないよう求める

金融 • 米株式市場に上場する中国企業への監査強化継続

価値・
ｲﾃﾞｵﾛｷﾞｰ

• 人権・民主主義、環境を重視、「一帯一路」における化石燃料関連プロジェクトの中止を求める
• 香港の高度な自治の侵害や、新疆ウイグル自治区での人権侵害（強制労働等）を理由にした制裁発動
• 同盟国や価値を共有する民主主義諸国と連携し、中国との競争に勝利し、米国の価値を守るルールを形成

安保・外交
• 航行の自由へのコミットメント、軍事的圧力には慎重も、インド太平洋地域に強力な軍事プレゼンスを維持
• 台湾関係法を支持、中台問題の平和的解決への支援を継続
• 米中の利害が一致する気候変動、核不拡散、公衆衛生、北朝鮮の非核化においては中国の協力求める

（出所）みずほリサーチ&テクノロジーズ作成
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時期 動き

2017年11月 トランプ大統領訪中（2017年1月トランプ政権発足）

2018年1月 米国が中国の太陽発電パネル、洗濯機への追加関税を発表

2018年3月 米国が中国の鉄鋼、アルミ製品への追加関税を発表（同月発動）

2018年7月 340億ドル分の輸入（産業機械等）への第1弾（25％）追加関税を発動

2018年8月 160億ドル分の輸入（産業機械等）への第2弾（25％）追加関税を発動

2018年9月 2000億ドル分の輸入（食料品、衣料品等3243品目）への第3弾追加関税（当初10％、19年5月に25％に引き上げ）を発動

2018年10月 マイク・ペンス副大統領がハドソン研究所で包括的な対中非難演説

2018年12月 ファーウェイ社モンCFO（CEOの娘）をカナダで拘束（イランへの経済制裁違反）

2019年5月 米企業がファーウェイ社と電子部品やソフトウェアの取引を行うことを禁止する大統領令に署名

2019年9月 1100億ドル分の輸入（カラーテレビ等）への第4弾A追加関税（15％）を発動

2020年1月 米中第1段階貿易合意（2月発効）、1600億ドル分の輸入（携帯電話等555品目）への第4弾B追加関税の発動を見送り、第4
弾Aの関税率を半減（7.5％）

2020年5月 外国企業が米国の技術を基にした半導体（ファーウェイが設計に関与した半導体）のファーウェイへの輸出を禁止すること
を商務省が発表（8月に汎用品の半導体に輸出禁止を拡大、9月に猶予期間切れ・発動）

2020年8月 中国IT企業のバイトダンスとテンセントとの取引を禁じる大統領令に署名。また、同月にはバイトダンスに対してTikTokの米
国事業を90日以内に売却するよう正式に命令

2020年12月 中国半導体企業SMIC等77の企業を輸出管理規制のEntity Listに追加。外国企業説明責任法に署名・成立（中国企業が3
年連続PCAOB（公開会社会計監督委員会）の監査を拒めば上場廃止

（図表Ⅲ－３（1）） 米中摩擦の経緯（中国も米国の措置に応じて対抗措置）

（出所）みずほリサーチ&テクノロジーズ作成
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時期 動き

2021年1月27日 ブリンケン国務長官、就任後に改めて中国による新疆ウイグル自治区における弾圧を「ジェノサイド」とみなすと説明

2021年2月4日 バイデン大統領外交演説、中国は「米国の も重大な競争者（our most serious competitor）」

2021年3月3日 ブリンケン国務長官外交演説、「国家安全保障戦略暫定指針」公表、演説で「中国は21世紀 大の地政学的試練」

2021年3月16日 日米外務・防衛相協議（2+2）で中国海警法等への深刻な懸念を表明、中国は日本は米国の戦略的属国であると強く反発

2021年3月16日 香港自治法に基づき議会報告を更新、王晨・全人代常務委員会副委員長ら24名を制裁対象リストに追加（計34名）

2021年3月18日 米中外交トップ会談（アンカレッジ）で双方の立場応酬

2021年3月22日 新疆ウイグル自治区での人権侵害に関与したとして中国政府当局者2人に制裁

2021年4月8日 中国の国家スパコンセンター等7法人をEntity Listに掲載

2021年4月28日
バイデン大統領両院での施政方針演説、中国を専制主義（autocrat)として言及し、技術・産業育成、公正な貿易、人権の
擁護、軍事プレゼンスを強調

2021年5月11日 ICTサプライチェーンに関する大統領令（13873）の5/15からの1年間延長を発表

2021年5月28日 強制労働を理由に大連遠洋漁業金槍魚釣有限公司の製品（水産品）に違反商品保留命令（WRO）

2021年6月3日 米国人による中国の軍事・監視技術関連企業59社の株式売買を禁ずる大統領令（8/2施行、22年6月3日まで売却可）

2021年6月8日 上院、「米国イノベーション・競争法案」可決（68-32）

2021年6月9日
「外国敵対者から米国人の機微情報を保護する大統領令」により、トランプ政権期の3件の大統領令（TikTok, WeChat, 
Alipay等への制限）を廃止、商務長官に改めて調査と適切な措置を取るよう求める

2021年6月22日 上院でAccelerating Holding Foreign Companies Accountable Act（猶予期間を2年に短縮）可決

2021年6月24日 ウイグル問題を理由にHoshine Silicon Industry、新疆生産建設兵団（XPCC）等5社をEntity Listに追加

2021年7月9日 ウイグル問題を理由に14社、人民解放軍現代化計画支援で5社をEntity Listに追加（中国拠点事業体は23）（7/12施行）

（図表Ⅲ－３（2）） 米中摩擦の経緯（中国も米国の措置に応じて対抗措置）

（出所）みずほリサーチ&テクノロジーズ作成
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参考資料
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（参考1）加盟国によるADBへの貢献（2020年末）

• 通常資本財源 (OCR: Ordinary Capital Resources)
（出資シェア/ 投票権シェア）

日本 (15.6%/ 12.8%), 米国 (15.6%/ 12.8%), 中国 (6.4%/ 5.4%), 

インド (6.3%/ 5.3%), 豪州 (5.8%/ 4.9%), インドネシア (5.4%/ 4.6%), 

カナダ (5.2%/ 4.5%), 韓国 (5.0%/ 4.3%), ドイツ (4.3%/ 3.7%)，

その他 (30.4%/ 41.7%)

• アジア開発基金 （ADF）（累積拠出シェア）

日本 (38.1%), 米国 (13.8%), 豪州 (7.9%), カナダ (6.0%), 

ドイツ (5.7%), 英国 (5.0%), フランス (4.2%), その他 (19.3%)

• 専門職員数（1,317人）

日本 (143), 米国 (140), インド (103), 英国 (87), 豪州 (83), 韓国 (76), 中国
(67), カナダ (55), フィリピン (54), ドイツ (45),フランス (45), パキスタン (39), 
インドネシア (26), その他 (354)
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(参考2) ADBによる融資、グラント（無償支援）、技術協力の提供

• 融資：Regular （一般）OCR（Ordinary Capital Resources: 通常資本財源）及び
Concessional （譲許的）OCRを通じて提供

o 一般OCR：中所得国（一人当たり国民総所得が6,975ドル以下を目安）向けの準市場金
利による融資

o 譲許的OCR：低所得国（一人当たり国民総所得が1,175ドル以下を目安）向けの超長期・
超低利の融資

• グラント：アジア開発基金（ADF: Asian Development Fund）を用い、アフガニスタン、
タジキスタン、島嶼国等の債務負担能力の低い国に対するプロジェクトを実施

• 技術協力：途上国政府の能力構築、プロジェクト準備、各種調査研究を実施

（単位：億ドル）

* 譲許的融資の評価替え、損失引当金および未償却融資組成費用を除く。

** 払込資本金（72億ドル）及び準備金（累積利益：447億ドル）の合計。準備金については、過去の累積準備金（132億ドル）に加え、2017年初の
ADF貸付業務とOCRの勘定統合に伴うADF資本（307億ドル）の算入が含まれる。）

2020年間 契約締結額
（協調融資額を除く）

2020年末
残高

2020年末
⾃⼰資本

OCR （融資） 302.2 1,305* 526**

一般（準市場金利） 257.9 984

譲許的（超長期・超低利） 44.3 321

ADF （グラント） 10.2 12

技術協力 2.9
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（参考3）ADBの融資契約締結額 （グラントを含む）の推移

通常資本財源（OCR）およびアジア開発基⾦（ADF）
（単位：1億ドル）

95 

123  119 
139 

159 
176 

149 

218 

245  240 

316 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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（参考4）ADBの貸付業務の実績

2020年の契約締結額の国別、セクター別内訳（金額ベース）
（通常資本財源（OCR）およびアジア開発基金 （ADF））

国別 内訳 セクター別 内訳

注: カッコ内は2019年の実績、2020年は暫定値
民間セクター向けの一年未満の短期融資（貿易金融・サプライチェーン金融、マイクロファイナンス金融機関向け保証プログラム）を含む数字

行政改革・財

政支援
30% (12%)

金融
15%(14%)

エネルギー
14% (11%)

保健
11% (3%)

運輸・交通
10% (31%)

産業・貿易
7% (7%)

水・都市
6% (5%)

農業
4% (10%)

教育
3% (5%)

ICT
0.1% (2%)

マルチセクター
0.04% (0.01%)

契約締結総額: 
$316億
($240億)
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インド
14% (18%)

フィリピン
13% (11%)

インドネシア
11% (7%)

パキスタン
8% (12%)

バングラデ

シュ
8% (7%)

中国
8% (9%)

タイ
5% (2%)

ウズベキスタン
4% (5%)

カザフスタン
4% (1%)

ミャンマー
4% (4%)

その他
21% (25%)

契約締結総額: 
$316億
($240億)



（参考5）アジア開発銀行組織図（2021年2月現在）

総務会
（68カ国地域の大臣クラス）

持続的開発・
気候変動局

予算・人事・経営

システム局

情報技術局

会計局

リスク管理部

財務局

腐敗防止・公正管理部

監査部

ADB研究所

特別案件促進部理事会
12名（注1）

総裁
浅川雅嗣（日）

独立評価局

監査審査部

中央・西アジア局（注2）

南アジア局（注2）

東アジア局（注2）

太平洋局（注2）

東南アジア局（注2）

経済調査・

地域協力局

総務部

法務部

官房

調達・実施案件・

資金管理局

官民連携部

民間部門業務部

副総裁
(オペレーション１)

副総裁
(知識管理・持続的開発)

副総裁
(オペレーション2)

副総裁
(（民間部門業務・民間連携）

副総裁
(業務運営)

副総裁
(財務リスク管理)

戦略政策・パートナーシップ局

事務総局長 広報局

オンブズパーソン部

職務行動規範部

（注１）現在の12名の理事の出身国は、日、米、加、独、伊、豪、中、韓、尼、印、泰、フィリピン。
（注２）各地域局の下、40の国に40の現地事務所がある。
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（参考6） ADB加盟開発途上国における貧困

注* ：世界の人口（1990年53億人；1999年60億人; 2005年65億人; 2011年70億人、2013年72億人、
2015年73.5億人）に占める割合。
出典：世界銀行のPovcalNet data（2019年11月7日ダウンロード）に基づくADB推計
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(参考7) ADB 戦略2030：7つの優先課題

35

農村開発と食糧

安全保障の促進

ガバナンスと

組織力の強化
地域協力・地域

統合の推進

貧困の削減と格差の縮小 ジェンダー平等の推

進

気候変動への対応、防災、環境面
での持続可能性の向上

より暮らしやす
い都市づくり

2030年までに全プロジェクトの75％に男女
平等を推進する要素を盛り込む

• 2030年までに全プロジェクトの75％に気候変動・防災対策を盛り
込む。

• 2019年～2030年までに800億ドルの気候変動対策を実施する

主要なアプローチ
民間部門向け投融資

の拡大
開発資金の触媒・動員 知識・知見の提供の

強化

2024年までにプロジェクト数の3分の1を
民間部門向けとする 民間部門向け投融資1ドルにつき、2.5ドルの協調融資を動員する

ターゲット ターゲット

ターゲット ターゲット



（参考8） ADBとAIIBの概要（2020年末現在）
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ADB加盟国(68ヶ国) ADB非加盟国

うちAIIB加盟国(48ヶ国)
域内(49ヶ国) 域外(19ヶ国)

AIIB
加盟国
(103ヶ
国)

域内
(50ヶ国)

(37ヶ国)
アフガニスタン、アルメニア、豪州、アゼル
バイジャン、バングラデシュ、ブルネイ、カン
ボジア、中国、クック諸島、フィジー、ジョー
ジア、香港、インド、インドネシア、カザフス
タン、韓国、キルギス、ラオス、マレーシア、
モルディブ、モンゴル、ミャンマー、ネパール、
ニュージーランド、パキスタン、パプアニュー
ギニア、フィリピン、サモア、シンガポール、
スリランカ、タジキスタン、タイ、東ティモー
ル、トンガ、ウズベキスタン、ベトナム、バヌ
アツ

(1ヶ国)
トルコ

(12ヶ国)
バーレーン、キプロス、イラン、イスラエ
ル、ヨルダン、クウェート、レバノン、オ
マーン、カタール、ロシア、サウジアラビ
ア、UAE

域外
(53ヶ国)

（該当なし） (17ヶ国)
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、ドイツ、ア
イルランド、イタリア、ルクセンブルク、 ノ
ルウェー、オランダ、ポルトガル、スペイン、
スウェーデン、スイス、英国

(36ヶ国)
アルジェリア、アルゼンチン、ベナン、
ベラルーシ、ボリビア、ブラジル、チリ、
コートジボワール、クロアチア、ジブチ、
エジプト、エ チ オ ピア、エ クアド ル、
ガ ー ナ 、 ギ リ シ ャ 、 ギ ニ ア 、 ハ ン ガ
リー、アイスランド、ケニア、リビア、マ
ダガスカル、マルタ、モロッコ、ペルー、
ポーランド、ルーマニア、ルワンダ、セネ
ガル、セルビア、南アフリカ、スーダン、
トーゴ、チュニジア、ウルグアイ、ベ
ネズエラ、リベリア

AIIB非加盟国
うちADB加盟国
(13ヶ国)

(12ヶ国)
ブータン、日本、キリバス、マーシャル諸島、
ミクロネシア、ナウル、パラオ、ソロモン諸島、
台湾、トルクメニスタン、ツバル、ニウエ

(1ヶ国)
米国

（参考9） ADBとAIIBの加盟国
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本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引の勧誘を目的としたものではありません。本資料は、当社が
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