
積極的に取り組んでいくつもりだ。

難民支援などADFの役割を多様
化、途上国の卒業支援も

　ADBには、低所得国に無償資
金支援を行う仕組みとして、「ア
ジア開発基金（ADF）」がある。そ
の増資交渉が足元で始まっており、
2020年５月に韓国・仁川で開か
れる年次総会で妥結する予定だ。
　ADFの対象は最貧国や多額の
債務を抱える国だ。しかし中長期
的には、これらの国は減っていく
だろう。とはいえ、気候変動や災
害対策など、譲許的資金が必要と
なる課題が減っていくわけではな
い。例えば、2018年にはミャン
マーからの避難民を支援するため、
ADFから無償資金1億ドルをバン
グラデシュ政府に提供した。
ADBが難民問題に資金援助を行
ったのは、これが初めてだ。今後
も国連機関などと連携を取りつつ、
紛争の影響を受けている国や地域
への対応を強化していく。気候変
動、ジェンダー平等、民間部門開
発といった分野への支援は、欧米
からのADFへの資金拠出を確保
する上でも、強調していきたいと
考えている。
　他方、ADFにはすでに中国、
インド、インドネシア、タイ、マ
レーシア、カザフスタンといった
中所得国が資金を拠出している。
今後も、アジア域内の途上国の貢
献を増やしていくつもりだ。
　その中では、途上国の「卒業政
策」を明確化していくことも重要
だと考えている。一般的に欧米諸

国は、途上国が発展して支援対象
から卒業すれば、MDBへの資金
支援を将来的に減らせると期待し
ている。これに関しては、中国、
タイなど高位中所得国への貸付金
利を引き上げることを最近の理事
会で決定した。この制度改定によ
り途上国間の公平性が高まるとと
もに、経済的に力のある途上国が
ADBの財務により貢献していく
こととなる。

中国など南南協力を積極的に促
し、知的支援も推進

　ADBは、アジアの途上国間の
開発経験の移転をより積極的に支
援していきたいとも考えている。
それだけでなく、アジアの経験を
他の地域へ発信する動きも、率先
して促していくつもりだ。
　中国も、ADBを通じてその開
発経験を他国と共有することに前
向きだ。そして同時に、高齢化や
環境対策などを、逆にADBや他
国から学びたいと考えている。こ
のほか、ADBが資金と合わせて
知的支援を進め、地方政府のガバ
ナンスの強化を担うことにも、中
国は有用性を感じている。　

“ソフトな”経済回廊で地域統合
を促進

　教育分野で一番重視しているの
は技術教育、職業訓練だ。グロー
バルなバリューチェーンの中で途
上国が競争力を高めていくための
長期的な人材育成計画を支援して
いく。またインフラ、金融、教育、
保健分野におけるプロジェクトに

どんな技術を入れて開発効果を上
げるかについても考えているとこ
ろだ。
　その一環として、2018年、人
工知能（AI）など最新技術を取
り入れるため、デジタル技術の専
門家チームを作った。日本政府か
らは「高度技術信託基金」の拠出
を受け、“民間からの提案型”で
技術を開発に生かす枠組みも設け
た。
　その一方、地域統合はStrategy 
2030の７重点分野の一つで、
ADBは、大メコン圏など地域統
合の動きを他のMDBに先駆け、
30年以上かけて取り組んでいる。
これまでは道路、鉄道、送電網の
整備といったインフラの連結性
（コネクティビティ）を重視して
きた。だが今後は、より“ソフト
な”統合が課題だ。貿易・投資か
ら資格認定制度まで制度面の共通
化を図り、モノや労働力の移動を
活発化させるソフトな経済回廊の
発想で地域統合を促進していきた
いと考えている。
　世界には「自国第一」の考え方
が強まり、地域協力にも各国の利
害が反映しがちである。だが、そ
の中でこそ多国間組織の責務は高
まっており、ADBとしても地域
にとって何が最重要か訴え、関係
国をまとめていく役割が一層重要
になっていくと考えている。

各国のニーズに即した“テーラ
ーメード”の支援を強化

　アジア開発銀行（ADB）や世
界銀行などの国際開発金融機関
（MDB）は、「株主」である
国々からの出資金を元に市場から
割安な資金を調達し、政府への政
策提言や能力強化支援と組み合わ
せて開発途上国を支援してきた。
ところが、こうしたビジネスモデ
ルは近年、ある種の挑戦を受けて
いる。
　というのも、グローバルな成長
の鈍化や「自国第一」主義が台頭、
米中対立の激化などの中、「豊か
な先進国が途上国を助ける」とい
う伝統的ビジネスモデルが、明ら
かに変わってきている。中国が新
興ドナーとして台頭するのと対照
的に、一部の先進国では財政上の

制約が高まっている。欧州は難民
問題への懸念からアフリカ支援を
重視しており、ADB が中国のよ
うな中所得国をどこまで支援する
のか、疑問視している。もちろん、
欧州にもドイツ、英国や北欧など
グローバルな開発課題を重視し、
引き続きアジアへの関与を重視す
る国はある。しかしそれらの国か
ら従来の水準の支援を得るために
は、ADBのビジネスモデルにつ
いてのより説得力のある説明が必
要となっている。
　そうした中で、ADBは2018年、
戦略文書「Strategy 2030」を発
表した。持続可能な開発目標
（SDGs）の目標年でもある
2030年にかけて、アジア太平洋
地域の事業戦略をまとめたものだ。
　アジア太平洋地域の経済は、全
般に好調だ。持続的成長によって

貧困層は確実に減り、グローバル
経済の牽引車になっている。また、
所得の向上とともに一部の国は開
発のための資金調達源を多様化さ
せている。その一方で、大洋州の
島嶼国やアフガニスタンに象徴さ
れるように、多くの国が依然とし
て多様な開発課題に直面している。
地域のインフラ整備には膨大な資
金が必要であり、その規模は
ADB単独では到底まかなえるも
のではない。したがって、ADB
としてはこうした質と量、双方の
ニーズにどう応え、支援対象国か
ら望まれる機関になるかが、大き
な課題となっている。
　この課題に対応していくために
は、付加価値が高い技術を駆使し
た先進的ソリューションを提供す
るなど、より差別化した“テーラ
ーメイド”のアプローチで多様な
問題に対応する必要があると考え
ている。加えて、MDBとしての
信用力を梃に、より斬新なファイ
ナンス手法を取り入れ、民間資金
を動員していく。このほか、世界
で多国間協調が機能しにくくなっ
ている中では、ADBの中立性を
生かした“オーネスト・ブローカ
ー（公正な仲介者）”の役割を強
め、地域協力を進めていくことも

京都府出身。ノースウエスタン大で経営学修士号
を取得後、都市銀行、旧海外経済協力基金
（OECF）、国際協力銀行（JBIC）を経て、2000年
ADB入行。南アジア局電力主席専門官、人事経
営管理局審議官、駐ベトナム代表を経て、17年よ
り現職
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