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要約：2014 年以来、経済減速に直面する中国は、政治と経済二つの方面から、

一連の政策を打ち出した。その中、アジアインフラ投資銀行 (AIIB)の設立は世

界から数多くの注目を集めている。2015 年 7 月に、合計 57 カ国がアジアイン

フラ投資銀行成立契約書に調印したのである。その中で、アジアの国々だけで

はなく、イギリスやフランスなどヨーロッパ連合の国とオーストラリ、韓国な

どのアメリカの同盟国が目立っている。本研究は経済と政治二つの角度から、

アジアインフラ投資銀行の成立背景、資金の調達など今まで明らかにされてい

るデータを取り上げ、アジアインフラ投資銀行の設立に伴う中国政府の政治と

経済戦略を分析する。そして、アジアインフラ投資銀行が既存の開発銀行と世

界金融市場に与える影響にも触れている。  
 

 

キーワード： アジアインフラ投資銀行 開発銀行 政治戦略
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アジアインフラ投資銀行の成立における中国の政治意図と金融戦略に関する研究  

 

1. 序論  

1.1 国際通貨に左右される中国経済 

通貨と金融は現代経済システムの基礎と中心である。そのため、通貨主導権

は国際政治における競争の舞台となっている。世界経済一体化の進行に伴い、

数多くの業界は国際金融市場から大きな影響を受けるようになり、地域と国の

経済状況は金融資本に左右されるようになった。世界経済第 2 位となった中国

は世界経済に大きな影響を与える一方、世界から大きな影響を受けている。為

替制度、外貨準備の構成、人民元の自由交換性、資本取引の対外開放、金融安

全保障などの面において、中国は国際通貨システムの重要な構成部分として取

り込まれつつある。その一方で、中国経済の安定的な発展は、国際通貨システ

ムの健全性や安定性により大きく左右されるようになりつつある。2014 年以

来、中国経済成長の減速に向けて、中国政府は「ニューノーマル（新常態）」

を提出し、一連の新たな経済政策を打ち出した。  

 

1.2 経済成長減速と「新常態」  

中国経済は、1980 年から 2009 年まで平均年率 10.1％の二桁経済成長を 30

年間続けてきたが、この高度成長は資本主義の歴史において他にほとんど例を

見ない長いものであった。関連して挙げておけば、アメリカの経済学者ラン

ト・プリチェドとローレンス・  サマーズは、6％以上を超高速成長と見た時、

10 年以上これをつづけた国はまれであり、中国の 30 年という高成長の期間に

匹敵するものは、台湾の 32 年と韓国の 29 年だけであったとし、この時期が終

われば中国の成長は 4％と、多方の予想よりも大幅に低くなる可能性もあると

いう予測を行っている。また、IMF は 2014 年に 7.7％であった中国の経済成長

率が、2015 年には 7.1％となると予測している。また、2015 年 10 月に中国国

家統計局が発表した第三期の経済報告によると、第三期の GDP 成長率は 9 年

ぶりに 7％以下になり、6.9％に下回った。なおここで 30 年以上高度成長を続
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けた国として挙がっている台湾と韓国とは、ともに中国経済圏に属している国

であり、中国経済圏のセンターとしての中国本土の高度経済成長なしにはその

工業化による高度成長は達成されなかったものである。したがって、より大き

く見れば 2009 年までが中国経済圏の高度成長の時期であったということは、

世界資本主義の基軸がどこになるのか、中国経済がアメリカ経済の生産力をど

のような形で受け継いで国際分業体制を形成するのか、アメリカ経済と中国経

済との関連における世界資本主義―生産力の質的変化の歴史的  過程の問題が、

あらためて考察される必要がある。この中国経済の「新常態」への移行は、2014

年 12 月 11 日まで開催された 2015 年に向けて経済運営の方針を協議する中央

経済工作会議で、「高速成長から中高速成長への転換」というかたちであらた

めて正式に確認された。  

 

1.3 アジアインフラ開発支援と「一帯一路」 

以上に述べた経済背景の中で、中国政府が打ち出した解決策は「一帯一路」

政策とアジアインフラ投資銀行 (AIIB)の設立である。中国は 4 兆ドルの外貨準

備を背景に、400 億ドルのシルクロード・インフラス  トラクチャー基金の創

設、1000 億ドルのアジアインフラ投資銀行の創設を唱えた。AIIB の役割は、

貧困・エネルギ・交通などを含めるアジア地域のインフラ建設と発展に注目し、

資金と他の支援を提供するのである 。これは従来日本とアメリカが主導する

アジア開発銀行 (ADB)の地位を挑戦し、世界金融市場と国際通貨システムにお

いて、中国の影響を拡大する金融外交と考えられる。アジアインフラ投資銀行

(AIIB)は国際の融資需要と中国外貨準備高の優勢を結びつけ、相互発展を促進

するとともに、中国が周辺地域発展の主導権を保持できる。2014 年 11 月 8 日、

「加強互聯互通夥伴関係対話会」は北京で開かれ、その後の連合公報では、会

議に参加した 8 ヶ国は明確に「一帯一路」に支持の意思を表明している  。AIIB

の設立に伴い、資金だけではなく、中国の製造業の海外進出も拡大し続けてい

る。李克強総理は国務院常務会議で、次のように述べていた。「中国の外貨準

備高が多いので、他国の国債を買うだけは少し利息しか得ない。これらの外貨

をよく運用して、中国の製品と設備を「出国」させ、産業の転型を促進して、

民生を改善したほうがより良い。」  ここで、李克強総理は、中国の経済の発

展を金融と製造業両方面に帰して、今まで中国が製品輸出で獲得した外貨準備

の優勢を活用し、アジアインフラ投資銀行の設立を通じて外貨を外へ導き、製

造業が生産した製品も輸出できることを表明している。アジアインフラ投資銀

行の設立の背後には、製品と外貨の輸出だけではなく、一連の経済戦略と政治
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意図が含まれている。これらの意図に対する分析と解読は本研究の本意である。 

 

特别提醒：  

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由

于都已经被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业

论文使用，因为这些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良

影响！论文由于超过购买时间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登

部分论文以供参考！  

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文

的省唯一性，切实维护顾客利益！  

购买说明：  

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。

我们的写手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长

写做一些论文。这是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修

改论文题目的同学购买使用。对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买

代写论文。  

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一

季写作的论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发

生。  

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇

论文在同一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内

审稿雷同。②买断版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的

500 元，6000 字以上的 600 元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被

人 200 元买过省唯一性，就不可以再买断了，更好保证客户利益。  

三，论文交易流程：  

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。  

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大

纲和目录等基本内容。  
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3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，

你去找老师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师

批准以后在购买论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论

文的某一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容

并核对是否有重复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。  

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业

的写作服务。 

 

2.アジアインフラ投資銀行の設立について 

2014 年 10 月 24 日、中国がホスト国となった 11 月 10 日～11 日の北京で

のアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議を前に、中国政府が提唱してきた

アジアインフラ投資銀行（英文名称：Asian Infrastructure Investment Bank、英

文略称：AIIB、以下、アジアインフラ銀）の設立覚書（ the Memorandum of 

Understanding）の調印が北京で行われた。同覚書には、アジアを中心とした

21 ヵ国が調印した。調印式には、習近平国家主席も出席して祝意を述べた。

アジアインフラ銀設立構想は、2013 年 10 月の習近平国家主席と李克強総理

の東南アジア歴訪の際にシルクロード開発 1 の一環として提唱され、中国が主

導する新たな国際開発金融機関として、世界の各国政府や市場関係者から注目

を集めてきた。この間、アジアインフラ銀の中国側の設立準備グループのヘッ

ドには、財政部副部長（日本の次官に相当）、アジア開発銀行（Asian Development 

Bank、以下、ADB）副総裁、政府系ファンドの中国投資有限責任公司（CIC）

の監事長（監査役会長）を歴任してきた金立群氏が任命され、設立の趣旨に賛

同する国々と 2014 年 1 月から同年 9 月までの間に計 5 回の多国間協議が行

われた。また、アジアインフラ銀の設立覚書に調印した国々は、ADB の出資

国と重なることから、既存の国際開発金融機関との役割分担という観点からも

注目を集めている。  

設立協定では、資本金は  1,000 億ドルとされ、75％分をアジアなどの域内

国に、25％分を欧州などの域外国に配分することとしている。中国の出資額は  
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297.8 億ドルと 30％程度を占め、最大となる。中国が持つ議決権は 25％を超

え、増資などの重要案件で事実上の 拒否権を持つことから、中国が大きな影

響力を持つ国際金融機関となる。本部は中国の北京に置かれ、創設メンバー国

は 57 ヶ国で、初代総裁には中国の金立群・ 元財政次官が内定している。組織

運営の中心となる理事会は、域内国から９人、域外国から３人の合計 12 人で

構成されることとされている。  

中国がアジアインフラ投資銀行の設立を目指す原因は、その背景については、

まずはアジアにおける膨大なインフラ需要という点を指摘できる。アジアにお

ける膨大なインフラ需要が存在するものの、アジア開発銀行などの  既存の国

際開発金融機関だけではインフラ需要を満たすことができないことである。  

アジア開発銀行研究所（Asian Development Bank Institute：ADBI）の推計では、

2010 年から  2020 年までにアジアのインフラ需要は８兆ドルに達するとされ

ており、その内訳は、電力が 4.1 兆ドル、運輸（空港、港湾、鉄道及び道路）

が 2.5 兆ドル、通信が 1.1 兆ドル、上下水道が 0.4 兆ドルと試算されている。

アジアインフラ投資銀行が設立されれば、インフラ投資に際してファイナンス

の選択肢が広がることとなり、アジアに おけるインフラ投資の額が増加する

ことが期待される。  

  

アジアのインフラ需要 1（2010～2020 年）  
単位：100 万米ドル  

 新規  更新  合計  

エネルギ  3,176,437 912,202 4,088,639 

通信  325,353 730,304 1,055,657 

運輸  1,761,666 704,457 2,466,123 

空港  6,533 4,728 11,260 

港湾  50,275 25,416 75,691 

鉄道  2,692 35,947 38,639 

道路  1,702,166 638,366 2,340,532 

上下水道  155,493 225,797 381,290 

合計  5,418,949 2,572,760 7,991,709 

 

                                                             
1アジア開発銀行研究所（ＡＤＢＩ）『 Infrastructure for a Seamless Asia』（2009）167 頁より作

成  〈http://adb.org/sites/default/f iles/pub/2009/2009.08.31.book. infrastructure.seamless.   
asia.pdf〉（平  27.9.10 最終アクセス）  



6 
 

3.アジアインフラ投資銀行の戦略意義 

3.1 シルクロード開発の促進  

中国のアジアインフラ銀設立構想は、習近平国家主席によるシルクロード開

発の一環として提唱されている。  

2014 年 9 月 16 日、ベトナムに隣接する中国南部の広西チワン族自治区で

開催された第 11 回中国－東南アジア諸国連合（ASEAN）博覧会での席上、中

国のトップセブン（計 7 名の政治局常務委員）の一人である張高麗筆頭副総

理は、2013 年 10 月、習近平国家主席が東南アジア歴訪時に「21 世紀海上シ

ルクロード」構想を提唱したことを踏まえた上で、中国と東南アジアの協力分

野の一つとして、「相互接続・相互交通」（  中国語で「互聯互通」、英語で

「interconnection and intercommunication」）を提案している。内容としては、①

中国－東南アジア間の海運水運網、高速道路網、高速鉄道網、航空網、通信・

光ファイバーケーブル網を構築すること、②同様に港湾都市間協力、港湾物流

間情報ネットワークを構築することを提案し、その為に③アジアインフラ銀を

設立し、東南アジア地域の資金調達のボトルネックを解決すべきであるとして

いる。  
そもそも、習近平によるシルクロード開発の推進は、2013 年 11 月に開

催された中国共産党第 18 期中央委員会第 3 回全体会議（第 18 期 3 中全会）

で採択された改革プランの中に盛り込まれている。具体的には、改革プランの

6 番目の「開放型経済新体制の構築」の中で、「開発性金融機関を設立し、周

辺国・地域のインフラとの相互接続・相互交通建設を加速しシルクロード経済

ベルト（帯）及び海上シルクロード（路）の建設を推進し、全方位開放の新局

面を形成する」としている。この二つのシルクロード開発は、前者が陸地を、

後者が海上を示しており、中国語で「一帯一路」（英語ではOne Belt and One 

Road）と呼ばれている。そのうち、前者の陸上のシルクロード開発について

は、2013 年 9 月の習近平国家主席のカザフスタン訪問の際に提唱されている。

シルクロード開発は、中国の周辺国家・地域のインフラ建設を加速させ、中国

が必要とするエネルギや食糧の輸送ルートの確保につながるものであり、その

意味では内政の延長線上にある。(関根 :2015) 

一方、こうしたインフラ整備で経済上の恩恵を受けるのは周辺国家・地域も

同様であり、新たな国際開発金融機関を形成することで、多国間での協力を進

めるものであり、その意味ではシルクロード「外交」とも言えるものである。
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アジアインフラ銀を通じたシルクロード開発が経済面を主体としたものであ

る限りは、同銀の参加国からの賛同も得られ続け、その他関係国としても静観

しようが、経済以外の目的（安全保障等）が出てきた場合には、同銀の参加国

や関係国と中国との間での摩擦は避けられないものとなろう。  

3.2 外貨準備の活用と新たな国際金融システムの形成 

シルクロード開発を巡っては、アジアインフラ銀のほか、2014 年 11 月 4 日

の中国共産党内の会議（中央財経指導小組第 8 回会議）で、「シルクロード基

金」を創設することも決定された。その後、同年 11 月 9 日、習近平国家主席

は、APEC 加盟国ではない国々も招いた「相互接続・相互交通パートナーシッ

プ強化対話会議」を開催し、同基金の規模を 400 億ドルとすることを表明し

た。アジアインフラ銀にせよ、シルクロード基金にせよ、設立の原資として約

3.9 兆ドルと世界一に積み上がった外貨準備を活用することが念頭に置かれ

ているようである。  

前述の会議では、経済開発を担当する国家発展改革委員会、国際開発金融機

関を担当する財政部、国際金融・外貨準備を担当する中国人民銀行が報告を行

ったとされるが、うち財政部は、今後、国際開発金融機関 3 行の設立を主導

していく方針を示している。この 3 行とは、①アジアインフラ銀に加え、②

2014 年 7 月に設立が合意された新開発銀行（本部は上海、英文名称は New 

Development Bank（NDB）、いわゆる BRICS 開発銀行）、③上海協力機構融資

メカニズムを指す。上海協力機構とは、2001 年に設立されたロシア・中央ア

ジア・中国による多国間の協力枠組みである。上海協力機構融資メカニズムに

は、「上海協力機構銀行」の新設も含まれるとされる。  

以上の国際開発金融機関の設立を以って、中国として、新たな国際金融シス

テムの形成に一石を投じていくものとなろう。それでも、習近平国家主席は、

北京 APEC 首脳会議に合わせて開催された米中首脳会談後の共同記者会見で、

アジアインフラ銀やシルクロード基金の設立に向け、開放・包括の原則と非排

他性に則り、米国を含む関係国に積極的な参加を呼び掛けている。今後、既存

の国際開発金融機関との協調や役割分担の確保に向けた議論・調整が続けられ

ていくこととなろう。  

3.3 人民元国際化の促進  

アジアインフラ銀がアジア域内のインフラ開発に対して人民元建て融資を
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提供する場合は、人民元オフショア市場の拡大につながり、人民元の国際化を

促進するものとなろう。前述の張高麗筆頭副総理のスピーチでも、中国と東南

アジアとの間で、人民元建て通貨スワップ協定の規模と範囲を拡大し、人民元

建て貿易決済を拡大するとともに、人民元と東南アジア諸国通貨との市場取引

センターを構築し、金融インフラ構築と金融サービスの国境を越えた協力を推

進しなければならないと訴えている。  

先にも指摘したように、一帯一路構想自体が、中国の人民元経済圏を拡張す

る意図を含むものである。したがって、AIIB によってインフラ投資が行われ、

それらの地域が中国との貿易を拡大させ、その結果人民元の利用割合が上昇し

ていくことが期待される。しかし、これは AIIB 自体の効果ではない。ここで

指摘したいのは、AIIB という MDB があることで、人民元の国際化が加速され

るのではないかということである。  

確かに、従来国際金融の世界では事実上のドル本位制が維持され、多くの場

面でドルが使用されてきた。しかし、先にも述べたように、このドルが圧倒的

に支持されているのは、かつてのように、ドルだけが金との兌換が保証されて

いるからではなく、事実上ドルが最も便利だという理由である。今日、ドルの

価値は金融政策によって変動するし、さらに多くの国で採用されている変動相

場制によって、自国通貨に対する為替相場はコントロールしにくいものになっ

ている。にもかかわらず、ドルが国際的な取引において使用されるのは主に以

下の理由からであろう。  

第１に、交換可能性が高いことである。第２に、取引コストが小さいことで

ある。外国為替市場では、ほとんどすべての通貨はドルとの交換を介して行わ

れる。これは、ドルが最も取引量が多く、流動性が豊富で取引コストが小さく

て済むからである。第３に、資産として保有した場合に、安全かつ有利な運用

手段が存在することである。アメリカの場合、米国債はこのような理由から海

外の投資家によって買い支えられている。では、AIIB で何が変わる可能性が

あるのか。AIIB は資本金がドル建てであることから、取引（貸出）通貨もド

ルであるのが当然のように考えられている。しかし、中国の当局は、人民元建

ての融資の可能性を否定していない。10 年前であれば、国際金融の世界に人

民元などあり得ないと一笑に付すだけで話は終わっていたであろうが、近年、

人民元は中国の周辺国で貿易の決済通貨として使用される割合が急増してい

る。2014 年の経常取引における人民元決済の金額は 6.55 兆元であり、前年比

41.6％の増加となった。HSBC によれば、2014 年の中国貿易決済において人民

元建ては 22％に達し、2020 年までに 50％以上になると予測されている。また、

SWIFT のデータによれば、2013 年 10 月には貿易ファイナンスにおいて人民元

はユーロを抜いて世界で２番目に多く利用される通貨になった。すなわち、
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L/C や手形取立などの貿易ファイナンスにおいて、2012 年１月には 1.9％だっ

た人民元のシェアは 2013 年 10 月には 8.7％にまで高まったという。このよう

に、中国が世界の工場となって輸出を増やす中で、人民元は中国からモノやサ

ービスを購入出来るという実益を伴った通貨になったのである。  

確かに、人民元はドルと比較すれば資本移動規制をはじめとして、国際通貨

としての要件を欠くという評価も可能である。しかし、こと貿易に関しては中

国とのモノの流れが、年々増加しているのであり、カネの流れも周辺国からす

れば第三国通貨であるドルよりもむしろ人民元の方が都合が良い場合も増え

ているのである。さらに、このような人民元の取引が増加している背景には、

2008 年のリーマン・ショックを契機として、通貨としてのドルに絶対的な信

認が必ずしも置かれなくなったことがある。ドル資産を保有する限り、アメリ

カの影響を少なからず受けることになり、リーマン・ショック以降は、それは

リスクとして認識されるようになったのである。  

では、AIIB はどのようにして人民元融資を行う可能性があるだろうか。人

民元に関する金融インフラの普及状況を勘案すれば、当初はドルによる融資で

あろう。人民元建ての融資は、確かに当事者にはコスト効率が悪く不便である

ことは否定出来ない。しかし、中国は人民元の国際的な使用を増加させるため

に、敢えて人民元による融資を後押しすることも考えられる。人民元の取引量

が増加すれば金融インフラの整備も進み、取引コストが低下していくが、最初

からコストが高いという理由で利用しなければ、金融のインフラ整備は進まず、

永久にそのコストの差は解消されることがないからである。たとえば、人民元

建てで取引する場合には、借入国に何らかのインセンティブを付与すれば、人

民元取引による取引コスト増加分を実質的に補償することも可能である。

AIIB は国際機関であるため、人民元取引に積極的に誘導することは難しいと

考えられるものの、インセンティブを付与するのがシルクロード基金であれば

中国の意向だけで決めることが可能である。このように、シルクロード基金を

補完的に利用することで、国際金融機関である AIIB において人民元の使用を

増加させることが可能である。報道によれば、中国は AIIB とシルクロード基

金に特別のファンドを設けて人民元融資を奨励する意向があるとされる（注

11）。実際には、ドル建てと人民元建ての中間の通貨バスケットという方法も

あり得る。この場合でも、借入国にとってはドルだけに比べて市場ショックの

耐性が得られるためメリットはある。また、人民元建ての融資は、借入国がイ

ンフラ建設のために行う様々な支出において、中国からの調達の魅力を高める

方向に作用する。中国からの調達において、人民元建てであれば為替変動リス

クに晒されないからである。もっとも、AIIB が人民元を利用するためには、

国際金融取引において人民元の利用が受け入れられていることが条件となる。
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このように、国際金融においてある通貨が利用される通貨として各国から認め

られるかどうかは、 IMF の SDR（特別引出権）に当該通貨が組み入れられて

いることを基準とする考え方がある。現在、SDR は米ドル、ユーロ、英ポン

ド、円の主要４通貨の加重平均で決められている。中国はこれに人民元を加え

ることを要望している。この見直しは５年ごとに行われ、2015 年の 10 ～  11

月に結論が出るとみられている（注 12）。SDR に組み入れられる条件としては、

①当該国の輸出の規模と②その通貨が自由に使用出来ること、である。前回の

2010 年の見直し時には中国は前者の基準はクリア出来たが、後者の基準、す

なわち「自由に利用出来る」という基準を満たすことが出来なかったため採用

が見送られた。ここで注意すべきなのは、上記の「自由に使用出来ること」の

意味は、資本移動に規制がないこと、と同義ではなく、一定程度の資本勘定で

の交換可能性があることと解されている。中国は資本移動の規制についてこれ

まで紆余曲折を経ながら段階的に規制を緩和してきた。中国当局の説明によれ

ば（注 13）、かなりの程度資本勘定での交換可能性が確保されており、IMF が

分類する資本勘定取引 40 種類のうち、35 種類については完全にもしくは一部

が自由化されている。上記の説明が事実だとしても、 IMF の SDR に人民元が

組み入れられるかどうかは予断を許さないが、もし組み入れられれば、AIIB

による人民元融資もしくは人民元を含む通貨バスケットによる融資が早期に

実現する可能性が高まるであろう。ところで、人民元取引の自由化は中国の金

融改革の課題として掲げられていたが、これまで段階的に規制緩和が行われて

はいるものの、いまだに資本取引の原則自由化に目途が立っていないことは、

その後進性の象徴のようにも考えられてきた。しかしながら、為替の安定は国

際金融において極めて重要な課題であり、国内の経済に大きな影響を与える。

国際金融のトリレンマにおいては、①自由な資本移動、②為替相場の安定、③

独立した金融政策のうち、同時に二つしか実現出来ないとされるが、アメリカ

や日本は②を放棄し、ユーロ圏内では③が放棄されている。中国は①を放棄し

ているが、為替相場安定のために為替介入が行われ、外貨準備が増加してその

為替の安定を維持することが難しくなってきている。このような状況で、AIIB

は一石二鳥の打開策であるようにも見える。すなわち、外貨準備を AIIB で活

用してその水準を適正化するとともに、同時に人民元取引を増加させて人民元

の国際化を進展させ、資本取引自由化へのソフトランディングのタイミングを

探ることの実現可能性が高まると考えられるからである。  
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3.4 東南アジアでの影響力を拡大する 

東南アジア諸国にとっては、これまでインフラ開発するときの資金を融資し

てくれる国際金融機関は世界銀行か IMF しかなかったのである。しかし、世

界銀行・IMF から資金を借りるときは、厳しい融資条件を受け入れる必要があ

り、マレーシアが IMF の融資プログラムを断ったケースに見て取れるように、

この国際金融システムはインフラ開発をスムーズに進めることのできるもの

ではなかったと言えるであろう。そこに、米国と覇権を争う中国が、アジアの

インフラ開発に特化した金融機関創設を発表したので、インフラ開発需要が高

まる東南アジア諸国は真っ先に AIIB 参加を決めたわけである。  

一方で、世界銀行グループで、アジアのインフラ開発を担当してきた ADB

はその存在意義を示すために、AIIB に対抗する必要がでてきた。これは、今

年 5 月東京で行われた安倍首相の講演内容から伺うことができる。  

日本の安倍晋三首相はこの講演で、官民の資金を総動員し、アジア地域で良

質なインフラ開発を促進する構想を正式に発表し、日本と ADB による支援額

を現在より 30％増やし、今後 5 年間で 1100 億ドル（約 13.3 兆円）にするとい

うものです。明らかに AIIB に対抗する意識を読み取ることができると思いま

す。東南アジア諸国にとっては、インフラ開発資金を借りられる先と額が増加

することを意味し、今後東南アジアのインフラ開発は加速していくことになる

であろう。  

ADB は国際金融機関なのに、なぜ日本がここまで肩入れするのか、と疑問

を持つ方もいるかもしれない。しかし実際は、世銀・IMF を取り仕切る米国の

同盟国である日本が ADB を創設以来取り仕切っています。それは、出資比率

と歴代総裁を見てみると明らかである。  

2013 年時点の ADB の最大出資国は日本（出資比率 15.7％）です。米国の出

資比率は 15.6％と 2 番目で、米国から日本が ADB を任されている構図がお分

かりかと思われる。また、ADB の歴代総裁は全員が日本人で、前総裁は現日

銀総裁の黒田東彦氏であった。  

インフラ開発の中でも、交通インフラの整備が進むことが予想できる。中国

は陸・海上の壮大な経済圏「シルクロード（一帯一路）」構想を実現しようと

している。一帯一路とは海上と陸上のインフラを整備して、アジア・中東・欧

州をつなぐ巨大経済を創りだそうというものである。海上では中国から南シナ

海・インド洋を経由し、欧州に向かうルートと、南シナ海から南太平洋に延び

るルート、陸上では中国から①中央アジア・欧州・ロシア、②中央アジア・西

アジア・地中海、③東南アジア・南アジア・インド洋の 3 ルートを整備するこ
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とを計画している。  

これに伴い、日本も ADB を通じてアジア地域における交通インフラ整備に

力を入れることが予想される。実際に、タイでの高速鉄道建設プロジェクトで

は日本と中国が競り合い、結果日本の新幹線を建設することで合意している。

またマレーシア―シンガポール間でも高速鉄道建設が計画されており、日本政

府はここにも新幹線を売り込もうと、安部首相自らトップセールスをしかけて

いる。  

東南アジア諸国にとって資金調達先を選択できるようになるということは、

競争の原理がある程度機能し、資金を借りやすい環境が整うことが予想される。

そうなれば、インフラ開発が遅れていた地域もこれまでより速いスピードで発

展できる可能性があるのである。  

4.アジアインフラ投資銀行と他の開発銀行との比較 

4.1 国際開発金融機関について  

AIIBは中国の提案によって設立されるものの、中国政府の機関ではなく国

際機関である。正確には国際開発金融機関（Multilateral Development Bank, 

MDB）である。MDBとは、開発途上国で財政支援や経済・社会活動に関する

専門的な助言を提供する機関である。世界銀行、アフリカ開発銀行、アジア開

発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行グループなどはこのMDBである。

各開発銀行は所管地域の諸国以外からも参加を受け入れており、借入国である

途上国とドナーである先進国の双方が幅広く加盟している。開発資金の提供に

は、①市場金利に基づく長期貸付、②市場金利をはるかに下回る長期貸付、③

グラント資金（補助金）の３種類が存在する。①はMDBが債券等を発行して

市場から資金を調達して原資とする。②はドナー国の政府からの直接拠出金で

賄われている。③については、技術支援、助言サービス、プロジェクトの準備

作業などに向けたものが大半である。したがって、資本金が直ちに貸出金額の

上限となるわけではないものの、一定の自己資本比率を前提にすると、資本金

が決まれば貸し出し可能な金額の上限も自ずと決定される。MDBを通じた経

済協力の長所としては、①国際協力の幅広い分野を網羅し、最先端の専門的知

識を有する優秀な人材が全世界から集まっており、国際協力における豊富な経

験が蓄積されていること、②国際機関として中立的な立場から、的確な政策ア

ドバイスを行えること、③数多くの途上国に現地事務所を有することにより、



13 
 

現地の支援ニーズを的確に把握し、きめ細かな支援を可能とする優れた情報網

を有すること、④途上国の債務状況や制度・政策環境についてのデータを基に

客観的な指標を作成しており、それに基づく援助が行えること、などが挙げら

れる。MDBは、資金支援と政策アドバイスを組み合わせた総合的な開発援助

機関として機能しており、また IMFと並び、マクロ経済や構造調整に関する

MDBのプログラムは、各国の二国間支援に対して重要な基礎的枠組みを提供

している。MDBには世界銀行グループの機関と４つの地域開発銀行グループ

がある。MDBに類似の機関に多国間金融機関（Multilateral Financial Institution: 

MFI） がある。MDBに比べて加盟国の範囲が狭く、特定の産業や活動を支援

することに焦点を当てている。 (波多野、高原: 2015 ) 

4.2 目的と機能の比較  

AIIB はこれらの国際開発金融機関と比較してどのような差異があるだろう

か。まず、伝統的な MDB の目的と機能について確認してみると以下の通りで

ある。  

・ 世界の経済成長と貧困削減を促進する（ADB）  

・ 地域の経済成長と統合を促進する（AFDB ,CAF）  

・ 持続的な発展を促進する（EIB, IDB, CAF）  

一方、AIIB の目的は、「アジアのインフラ投資を通じてアジアの経済発展、

富の創造およびインフラの接続性改善を促進すること（優先分野としてダム、

港湾ロジスティックス、橋梁、鉄道などのような交通インフラや、エネルギ、

都市、通信）とされている。AIIB が従来の MDB とはかなり異なる目的を掲げ

ていることが理解出来る。従来の MDB は経済的発展の促進が目的とされてい

るのに対して、AIIB では経済発展は必ずしも目的となるわけではなく、富の

創造およびインフラの接続性改善も目的となる。さらに、すべての目的に対し

て、「インフラ投資を通じて」という手段が明示されており、インフラ投資に

特化した国際金融機関であると位置付けられている。  

AIIB がインフラ投資の MDB として創設が提案されたのは、アジアのインフ

ラ需要に対して、既存の MDB や民間金融機関からの資金供給だけでは全く量

的に不足していると認識されているからである。  

グローバルなインフラ投資のニーズの予測については 2006 年に OECD が、

2030 年までに 50 兆ドル必要である旨の予測を発表している。アジア開発銀行

の試算によれば、アジアの国家的なインフラ整備では 2010 年から 2020 年にか

けて約８兆ドルの投資が必要であり、加えて特定の地域投資に 2,900 億ドルの

投資が必要である。平均すると毎年 7,500 億ドルのインフラ投資が必要である
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とされる（ADB&ADBI［2009］）。また、別の試算では途上国および新興国で

のインフラ投資需要は今後、2023 年までに年平均 1.8 兆ドルないし 2.3 兆ドル

になるという。地域別にみると、東アジア・太平洋地域で 30～  50％、欧州・

中央アジア地域で５～ 15％、南アジアで 20 ～ 25％、中東・北アフリカで５

～ 10％を占める。すなわち、世界のイフラ投資需要の半分以上がアジアに存

在するということになる。  

現状、年間の世界のインフラ投資は 8,000 億～  9,000 億ドルであるが、政府

予算が 5,000 億～ 6,000 億ドル ODA や MDB のファイナンスによるものが 400

億～ 600 億ドル、その他の途上国金融が 200 億ドル未満、民間金融が 1,500 億

～ 2,500 億ドルで賄われている。先の 1.8 兆～  2.3 兆ドルの需要と比較して

みると１兆～ 1.4 兆ドルのファイナンスギャップが存在することがわかる。  

これらのインフラニーズに対する金融の課題としては、投資金額全体が巨額

であることに加えて、案件ごとに見ても高額のものが多い。一方で、その建設

期間が比較的長期間にわたるほか、リターンの回収に時間がかかる。さらに、

ソブリンリスクを含むため、コストや収入の予測が不透明である。そのためほ

とんどのインフラ投資は政府によって行われている。民間資金でインフラ投資

を行う PPP 方式の案件が増えているとはいえ、多くが政府保証を必要とする。  

このように、いくつかの試算をみても、アジアのインフラ投資ニーズにファ

イナンスが絶対的に不足していることは明白であり、AIIB はそのファイナン

ス・ギャップの緩和に資すると位置付けられる。  

4.3 ガバナンスの比較  

次に、ガバナンスについて比較してみたい。AIIBでは域内国に資本金の

75％を割り当て、域外国に 25％を割り当てることになっている。議決権は参

加国に平等に割り当てられる部分や、当初の参加メンバーを優遇する仕組みが

あるため、資本金の配分額とは一致しないが、当初は概ね域内国が 75％、域

外国が 25％と考えて良いであろう。それを、従来のMDBと比較してみると、

域内メンバーへの 75％の割合が突出して高いわけでもない。さらに資本構成

について比較してみると、多くのMDBは引受資本では授権資本の枠の大部分

を使用しているものの、実際に払い込まれた資本の額は小さく、引受資本の

10％未満のMDBも多い。 (清水 :2015)確かに、出資者はそれぞれの国であるの

で、その信用リスクはソブリンリスクと同一であり、未請求資本として計上し

て問題がないのかもしれない。AIIBではその払込率が 20％に設定されると言

われているが、この点では、上記のMDBよりも健全性を高めているといえる。

これは、わが国が参加した場合に 1,000 億円単位の資本参加が要求されると言
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われる場合に、もし参加する場合でも直ちに必要な現金はその２割で良いこと

を意味している。また、融資額と資本金のレバレッジ比率は多くのMDBで 10％

を超えており、自己資本比率と同一ではないとしても、各MDBの資本による

リスク吸収力は高いと考えられる。AIIBについて引受資本は 1,000 億ドルと決

定されたものの、資本金や貸出残高の計画は未定である。払込資本は一度に払

い込まれるのではなく、毎年払い込まれて累積していく。貸出残高も実際に払

い込まれた資本に見合う貸し出しを行うと思われることから、AIIBについて

も、初年度から徐々に貸出能力を増加させていくことになると考えられる。一

般的に、総資産 5,000 億ドル以上の国際金融機関ではレバレッジ比率は 15％以

上が妥当と考えられていることを勘案すれば、創設間もない段階ではローンを

急速に増加させるべきではない。Syadullah(2014)はAIIB設立の議論の中で示さ

れたAIIBの融資能力の予測を示しているが、これは引受資本金が 500 億ドル

であることを前提に議論されていたものである。参加国が 57 カ国まで増加し

て引受資本も 1,000 億ドルにまで倍額に引き上げられたことから、上記の予測

を単純に２倍にして考えてみると図表 10 のようになる。当初は既存のMDBと

対比しても融資残高は小さいが、５年目には世界のMDBの中でも、かなりの

存在感を示すことも可能になる。  

4.4 セーフガードの確保  

世界銀行は、開発の過程における人々や環境への不当な害を防止・軽減する

ために、セーフガード政策を採用している。世界銀行グループの MDB でも同

様のものが採用されている。一般的に、MDB がプロジェクトに融資を行う場

合に、このようなセーフガードの政策目的に合致しているかどうかがチェック

される。すなわち、MDB からすれば、融資を実行するときに様々な注文を付

けることで、これらの目的を達成しようとするのである。その意味で、国際開

発金融機関は単なる資金供給者ではなく、金融を通じてこれらの政策の実行を

借入国に要求する機関でもある。  

このような世界銀行などが主導するセーフガード政策の推進は、いくつかの

問題点が指摘されている。第１に、このようなセーフガード条項が付いたプロ

ジェクト向けの融資の場合、その手続きに長い時間がかかることである。第２

に、このような政策の目的自体が、必ずしも当該国では重視されておらず、価

値観の押しつけになる場合がある。第３に、MDB 主導によるセーフガード政

策の推進は、融資実行後の遵守の確認が不十分になることが多く、プロジェク

トの最後まで目的が貫徹しにくい場合が生じること、などである。  

AIIB については、とりわけセーフガード政策をどのように策定・運営して
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いくのかに注目が集まっている。セーフガードを緩めて、手続きを簡素化すれ

ば、確かに融資実行までのスピードは速まる。しかし、それは環境保護の点で

は外部不経済を生み出し、これまでの国際開発金融機関の努力が損なわれる懸

念がある。国際開発金融機関のノウハウはまさにこのセーフガードの実施の部

分であるともいわれ、わが国はたとえ AIIB に参加しないことを決定したとし

てもその知識移転に協力を惜しむべきではない。なぜなら、AIIB のセーフガ

ードに関する基準が緩いものであれば、その外部不経済はアジア全体に及ぶほ

か、ADB も基準を引き下げなければならなくなる可能性が生じてくるからで

ある。したがって、AIIB においてセーフガードがどのように運営されていく

かは、わが国にとっても重要な問題である。  

以上、AIIB を他の MDB と比較してみると、いくつかの相違がある。  

第 1 は、AIIB が他の MDB のように経済発展や成長を目的とするのではなく、

インフラ投資を目的とすることである。第 2 は、理事は必ずしも本部に常駐す

るわけではなく、理事会も持ち回り決議で行うなど、仕事の進め方がこれまで

の MDB とは異なることである。この点は日本政府もガバナンスの観点から懸

念を示しているところであり、今後の AIIB の運営を注目する必要がある。し

かしながら、資本金、想定される融資規模や議決権の割り当てなど、それ以外

の点では、AIIB は他の MDB と大きく異なるところはない。  

IMF については、改革が頓挫した形になっているが、制度的にはアメリカに

拒否権があり、アメリカの議会が改革を拒んでいる以上、当面事態は大きく変

化しないと考えられる。AIIB や NDB も既存の秩序を大きく変更するほどの規

模ではないので、それによって金融市場で大きな混乱が生じるということも考

えにくい。むしろ、 IMF とは異なる理念を持った AIIB や NDB の存在がある

ことで、新興国の不満が新銀行への依拠という形で現れ、IMF の改革につなが

ることが考えられるのではないだろうか。  

国際金融機関であるADBについてはどうか。ADBはAIIBとその目的は微妙

に異なるものの、実際の活動では、その内容や地域で競合する可能性が大きい

とみられる。しかしながら、先述したように、アジアのインフラ需要は非常に

大きく、2020 年までに年間 7,000 億ドル超の需要があるとされるにもかかわら

ず、ADBの 2014 年の融資額は 136 億ドルにとどまる。たとえAIIBが同規模の

ファイナンスを行ったとしても、全体の需要を満たすにはまだまだ不足してい

る状況である。したがって、ADBとAIIBは競合するというよりも、補完関係

にあるといってよい。実際、2015 年５月１日にADBの中尾総裁がAIIBの初代

総裁候補である金立群（Liqun Jin）AIIB設立準備事務局長と会談し、協調融資

を含む将来の協力関係を議論した。そのうえで、ADBとAIIBの双方がアジア

のために協働していくことを表明している。加えて、ADBは批判が高かった
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融資手続きの煩雑さと審査時間の長さに対して、改革を打ち出した。2012 年

の実績では 21 カ月かかった手続きにかかる時間を 2016 年には 15 カ月と半年

程度短縮することを目標としたうえで、現地駐在員事務所に決裁権限の一部を

委ねる、事務所職員を増員する、などの改革を行って業務を迅速化するという。

また、アジアで高まるインフラ整備ニーズを踏まえ、ADBは低所得国向けの

基金と中所得国向けの財源を統合させる。 (星野 :2015)融資とグラント（無償

支援）を合わせたADBの年間承認額は、現行水準から５割増しの年間 200 億

ドル規模に達する見込みである。これらの改革については 2013 年夏以来検討

を行ってきたもので、AIIB設立に対抗して始められたものではないと説明さ

れているものの、世間ではAIIBの動きと対比して注目されることになった。

さらに、2015 年 5 月には、日本政府がアジアのインフラ需要に応えるべく、

各国・国際機関と協働し、日本のODA等の経済協力ツールを総動員するとと

もに、機能を強化したADBと連携して、今後５年間で約 1,100 億ドルの「質の

高いインフラ投資」を行うことが発表された。ここでは、アジアのインフラ整

備においては「量より質」ではなくて、「質と量」双方の追求が重要だとされ

る。「量より質」とはADBの厳しい審査を意味し、これを批判して設立された

のがAIIBである。このプログラムを打ち出すことで、ADBへの批判（質にこ

だわり量的に不足している）をかわすと同時に、たとえ日本がAIIBに不参加

でもアジアのインフラ投資に貢献することを世界に示す狙いがあるとみられ

る。  

ADB への出資比率は日本 15.7％、アメリカ 15.6％に対し、中国は 6.5％、イ

ンドは 6.4％である。既に中国の GDP は日本の約２倍であるにもかかわらず、

資本構成はこれを反映しておらず、中国などの新興国が増資による資本構成の

変更を求めてきている。ところが、ADB はこうした要求には応じておらず、

IMF と同様の構図が見て取れる。日本とアメリカは ADB の資本構成において

３割超のシェアを持つため、両国の意向に反して、新興国の要求が実現するこ

とは難しい。しかしながら、AIIB と ADB が補完関係になることで、ADB は

間接的に影響を受けることが予想される。アジアのインフラ投資案件において

は、ADB は常に AIIB を意識して自らの運営を行わなければならなくなり、競

合するような案件では、従来よりも柔軟性を求められる場面も生じてくるもの

と思われる。  
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5. アジアインフラ投資銀行が直面する挑戦 

中国のアジアインフラ銀設立構想の推進は、中国政府が打ち出した新たな改

革開放政策や、中国経済が置かれている課題の解決という内政上の論理がある。

アジアインフラ銀を中国から見た課題は以下の通りとなる。  

ADB・アジア開発銀行研究所（ADBI）の試算によれば、2010 年から 2020 年

までのアジア国内のインフラ整備のために約 8 兆ドルの投資が必要とされて

おり、アジア域内や域外での金融仲介機能を高め、貯蓄を投資に回していくこ

とが重要となる。そのためには、アジアインフラ銀が、加盟国が出資する資本

金に加え、ADB のようにアジア域内や域外で債券を発行していくことが考え

られる。中国本土やオフショア市場で人民元建て債券を発行することも一案で

あろう。  

前者の中国本土での人民元建て債券の発行は、ADB による東京市場でのサ

ムライ債発行第一号（1970 年）を連想させるものである。一方、国際開発金

融機関による人民元建て債券の発行は、自国の債券市場を海外の発行体に開放

していくものでもあり、既に ADB や世界銀行グループの国際金融公社（ IFC）

のパンダ債発行の実績はあるものの、まだ数本（数銘柄）に留まっている。こ

のため、第 18 期 3 中全会で採択された改革プランにあるように、中国国内で

の金融改革の一層の推進が欠かせない。  

後者のオフショア市場での人民元建て債券の発行は、近年、香港を中心に拡

大の一途を辿っている。2009 年からは香港で中国政府が人民元建て国債を発

行し、2011 年には世界銀行、 IFC、ADB も人民元建て債券を発行している。

一方、人民元建てであれ、人民元以外の通貨建てであれ、オフショア市場でア

ジアインフラ銀が債券を発行する場合、既存の国際開発金融機関と同様、格付

けを取得し、グローバルな投資家に投資商品を提供することとなる。例えば、

ADB の場合、国際的な格付け機関から AAA を取得しており、その背景とし

て、①出資者（加盟国）からの強い支援、②資産内容と債権者への待遇、③堅

実な財務政策とリスク管理政策の高さによる高いリスク管理能力が挙げられ

ている。ここでも、既存の国際開発金融機関のガバナンスを参照していくこと

が重要となろう。  

なお、アジアインフラ投資銀行がどのような融資条件を採用するのかという

点が、ガバナンス  の問題と並んで重要であろう。最大の出資国である中国が、

万一、自国の公共事業にアジアインフラ投資銀行の資金を動員するよう影響力

を行使することになれば、利益相反の問題が発生しかねない。また、  融資先
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が中国でなくとも、中国が重要視する、あるいは友好的と考える国に対しては

融資条件を緩くして融資が行われるようであれば問題であるとの指摘がある。

また、融資条件の中で環境に対する影響への配慮がおろそかになるのではない

かと懸念する意見がある。その理由として、これまでの中国によるインフラ整

備において環境への配慮が適切に行われてこなかったことが指摘されている。 

さらに、融資の審査基準を緩くするようなことになれば、リスクの高い案件へ

の融資によって不良債権の発生も懸念される。その一方、Ｇ７にも名を連ねる

英国、ドイツ、フランス及びイタリアの４か国を含め、多くの欧州諸国のアジ

アインフラ投資銀行への参加は、こうした不安材料を軽減する要素  となり得

るとの見方もある。いずれアジアインフラ投資銀行は、融資の原資を確保する

ため、債券の発行による資金 調達が必要となるであろう。低利で資金を調達

するには高い格付が求められる。上記のような懸念事項を有する金融機関とな

れば、国際的な信用が得られずに高い格付を獲得できない可能性がある。既存

のアジア開発銀行の格付は最高のトリプルＡであるが、アジアインフラ投資銀

行の格付が低くなれば、金利が高くなり、資金調達コストが増すことになる。 

そのように考えると、アジアインフラ投資銀行の融資はたとえ低利といえども

返済を求めることから、支援対象となるインフラ事業は返済資金を十分に生み

出すことのできる事  業でなければならないし、同行の財務の健全性を確保す

るためには、融資審査をある程度  厳格にしていかざるを得ないのではなかろ

うか。  

さらに、既存の国際開発金融機関であるアジア開発銀行との関係も課題の一

つであろう。 低利融資による貧困対策の性格が強いアジア開発銀行と、商業

的な性格の強いアジアイ ンフラ投資銀行では目指す方向が異なり、棲み分け

が可能との見方があるが、そうは言っても優良なインフラ投資案件について両

者が競合する可能性があろう。  また、中国はアジアインフラ投資銀行の設立

を主導しているが、中国には国際金融機関  の運営経験が不足しており、先進

国が積み上げてきたノウハウに頼らざるを得ないのが実  情であろう。こうし

たことから、アジアインフラ投資銀行がアジア開発銀行などの既存の国際開発

金 融機関と協調し、融資案件について調整する場面が出てこよう。既に、中

国財政部の楼継 偉部長（財務大臣）は  2014 年  10 月 27 日、アジアインフ

ラ投資銀行の設立後に協調融資等を通じて既存の国際開発金融機関との協力

を強化していくと発言している。また、アジ ア開発銀行の中尾総裁は 2015 年

３月 25 日の記者会見で、アジアインフラ投資銀行と協力  関係を構築し、協

調融資を検討する考えを示すとともに、その場合には、アジア開発銀行  が採

用する環境や人権に配慮した融資基準を満たすことが条件になるとの認識を

示した。  世界銀行のキム総裁も同年７月 17 日、北京で記者会見し、アジア
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インフラ投資銀行との間 で協調融資の実現に向けた具体的な協議に入る方針

を明らかにしている。アジアインフラ投資銀行としては、既存の国際金融機関

との協調融資を進めることにより、融資審査のノウハウを蓄積していく狙いも

あるものと思われる  

6.終わりに  

以上のように、本研究はアジアインフラ投資銀行(AIIB)の設立過程と現時点

で読み取れるデータを分析し、アジアインフラ投資銀行の戦略意義、他の開発

銀行との区別と AIIB が直面する課題を考察したのである。まとめてみると、

以下のようになる。  

アジアインフラ投資銀行が提唱されてから、当初の参加国は 57 カ国と予想

を上回る結果となった。AIIB は国際開発金融機関（以下 MDB）ではあるもの

の、中国の世界戦略において重要な役割が期待されていると考えられる。AIIB

の評価においては、単体で見るのではなく、関連する中国の政策を併せ見る必

要がある。  

中国は「一帯一路」構想を打ち出し、欧州・中東へ陸海両方から経済圏を拡

大することで、成長フロンティアの獲得、安全保障の確保、人民元の国際化を

図ろうとしている。この構想の両輪となるのが国内のシルクロード基金と

AIIB である。  

アジアインフラ投資銀行はアメリカが圧倒的支配力を持つ国際金融の世界

において、欧米主導ではない領域を形成する意味合いがあると考えられる。ま

た、AIIB とほぼ同時期に構想され、中国が参加する新開発銀行（BRICS 銀行）

も、国際金融において欧米に対抗する軸と成り得る国際金融機関であり、ロシ

アなどの動きによっては、一定の地政学的な影響を与えうる存在になる可能性

もある。  

AIIB を他の MDB と比較すると、インフラ投資に特化するという特徴がある。

アジアにおいてはアジア開発銀行（ADB）と競合する可能性があるが、アジ

アの膨大なインフラ需要に供給が追い付いておらず、両者は補完関係にある。

環境や人権に配慮するセーフガードの部分については、従来の MDB より緩い

基準で運用される恐れもあり、日本は参加の有無にかかわらず、その知識移転

により支援すべきである。  

AIIB についてはガバナンスの問題点が指摘されているが、参加国の議決権

割当てにおいて格別不公正な部分はない。問題は、各国理事が常駐しない理事
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会で中国の恣意的な運用がなされるのではないかという懸念であり、その運営

が注目される。  

中国周辺国の貿易取引において人民元の使用割合が近年高まっているが、

AIIB は人民元の国際化を一段と加速する役割を果たす可能性がある。国際金

融においてドルが多用されてきたのは、ドルの利便性という便宜的な理由であ

り、人民元の国際化が進展すれば、中長期的にはドルの絶対的優位にも変化が

生じる可能性がある。  

AIIB にはイスラム圏からの参加国もあり、イスラム金融が活用される可能

性も否定出来ない。多国間金融機関（MFI）であるイスラム開発銀行（ IDB）

は AIIB にイスラム金融の使用を呼びかけている。イスラム金融は中東などの

オイルマネーを呼び込み易くするといわれ、実現すれば長期のイスラム債が登

場するなど、イスラム金融の発展にもつながる。  

無論、以上の考察には不足なところも数多く存在している。アジアインフラ

投資銀行が正式的に発足してから、その後続の動向を見ながら、中国と世界各

国の経済状況を合わせて考察して、これから世界金融市場と世界経済の行方を

判断するのはより現実である。また、アジアインフラ投資銀行は政府の戦略を

実現する道具だけではなく、本当に地域の貧困とインフラ不備を解決する役割

をはたしてほしい。アジアインフラ投資銀行の調印式後、世界銀行のジム・ヨ

ン・キム総裁が次のように声明を出した。  

途上国のインフラ投資に対するニーズは膨大であり、単独の機関が負担しき

れる規模ではありません。世界のインフラ投資は年間約 1 兆ドルに上りますが、

その大半は先進国向けとなっています。新興国や低所得国では、インフラ投資

に年間 1～1.5 兆ドルが追加で必要です。  

 

我々は、AIIB について、極度の貧困削減という我々と共通の目

標を掲げる新しい重要なパートナーであると考えています。イン

フラ整備は、貧困撲滅、格差の是正、繁栄の共有の促進にとって

極めて重要です。AIIB は、環境、労働、調達の各分野における厳

格な基準を設ける事で、世界銀行グループなどの国際開発金融機

関と共に、膨大なインフラ･ニーズに対応していくでしょう。  

 

著者もこのように願っているのである。  
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