アジアはいかに発 展したか
アジア開 発銀行がともに歩んだ50年
序文

中尾

武彦

アジア開発銀行総裁・理事会議長

1966

年にアジア開発銀行（ADB）が創設された当時、アジア太平洋地域は、貧困が際立つ地域で
した。1 人当たりの年間所得が 100 ドルほど（ラテンアメリカの 4 分の 1 以下、サハラ以南
のアフリカを下回る水準）の、世界で最も貧しい地域だったのです。この地域における最も重要な課題の一つが、
農業の生産性向上によって、膨張を続ける巨大な人口をいかに賄えるかということであり、ADB は設立当初、
この課題の解決に取り組みました。
それから半世紀後、アジアは世界の躍動の中心として台頭することになりました。現在、アジアは世界全体の
GDP の 3 分の 1 を占め、世界の経済成長の半分以上を担っています。過去数十年にわたる驚異的な発展により、
生活水準は向上し、1990 年以降、10 億人を超える人々が極度の貧困状態から脱することができました。
アジアのこうした変革に、ADB は重要な役割を果たしてきました。50 年前、アジア地域内外の国々の願い
と協力を結集して、ADB は創設されました。50 年にわたる ADB の歴史を記した本書を通じて、私たちは、
ADB がアジア太平洋地域全体の人々の心からの願いによって生まれたこと、そして ADB の創設が地域協力の
精神の象徴であることを知ることができます。

国際連合アジア極東経済委員会（UN ECAFE）における ADB 設
立に向けての下準備のための会議。後の ADB 総裁千野忠男氏（第
７代、最左）とウ・ニュン ECAFE 事務局長（起立、左より 3 人目）
も出席。
1964 年 10 月 19 日

ADB 設立のための諮問委員会、フィリピン・マニラ、1965 年
11 月 26 日。（左から）ソンマイ・フントラクーン氏（タイ）、ア
ンワール・イクバル・クレシ氏（パキスタン）、グエン・カオ・ハ
イ氏（ベトナム）、二人おいてウ・ニュン ECAFE 事務局長、コル
ネリオ・バルマセダ氏（フィリピン、諮問委員会議長）、渡辺武氏
（諮問委員会副議長、後の ADB 初代総裁）、コダダド・ファルマン
ファルマイアン氏（イラン）一人おいて C.S. クリシュナ・ムルティ
氏（インド、後の ADB 初代副総裁）、ダグラス・グネセカラ氏（ス
リランカ、後の ADB 初代官房長）、渡辺誠氏。

ここで、ピーター・マッコーリー氏の執筆による本書に取り上げられている、ADB 草創期の興味深いエピソー
ドをいくつかご紹介したいと思います。
1963 年 3 月から、バンコク、マニラ、ウェリントンなどアジアの各都市で、ADB 創設に向けた準備会合が
数多く開かれ、多くの人々が、ADB の創設に多大な貢献を果たしました。初期の協議を主導したのは、ミャ
ンマー出身で ECAFE（国際連合アジア極東経済委員会、国際連合アジア太平洋経済社会委員会、ESCAP の前身）
事務局長のウ・ニュン氏でした。ADB の設立協定の起草には、フィリピン出身の弁護士フロレンティーノ・P・
フェリシアーノ氏が貢献しました。同氏は各国の多様な意見を取り入れるとともに、他の国際開発金融機関の
事例を参考にして、設立協定の条文案の推敲を重ねました。元世界銀行総裁で投資銀行家であったユージン・
ブラック氏は、資本市場からの資金調達を ADB に勧めました。このような協力者の中には、日本の若き官僚
であり、後にそれぞれ ADB の第 4 代と第 7 代総裁を務めることになる藤岡眞佐夫、千野忠男両氏の姿もあり
ました。
そして、日本の大蔵省の元財務官であり、豊富な国際経験を持つ渡辺武氏は、ADB 創設準備に中心的な役割
を果たし、その後初代 ADB 総裁に就任しました。同氏を側近として支えたのが、後にそれぞれ初代副総裁と
官房長を務めたインド出身の C・S・クリシュナ・ムルティ氏とセイロン出身のダグラス・グネセカラ氏でした。
ADB はアジア諸国の「ファミリー・ドクター」であり、「教える前にまず学ぶ」組織であれ、という渡辺総裁
のモットーは、ADB の伝統の根幹として現在まで受け継がれています。

ADB 総務会の創立総会。東京プリンスホテルにて。
1966 年 11 月 24-26 日

ADB による最初の融資の合意書に署名する渡辺武初代総裁とタ
イ産業金融公社（IFCT）クライスリ・ニマンヘミン総支配人。
1968 年 1 月 25 日

ADB 本部の誘致にあたっては、マニラ、テヘラン、東京をはじめとするいくつかの都市が競争を繰り広げま
した。そして本部を置く都市を決定するため、1965 年末にマニラで開かれた会合で、アジアの加盟予定国
18 カ国による投票が行われました。第１回目の投票では、東京が 8 票、テヘランが 4 票、マニラが 3 票をそ
れぞれ獲得しましたが、第 3 回目の決戦投票では、マニラが 9 票を獲得し、8 票の東京をわずかに上回りまし
た（棄権 1）
。テヘランが候補地として名乗りを上げたにもかかわらず、後にイランは ADB に加盟申請をしま
せんでした。マニラに本部を置いたことは結果的に賢明な選択で、ADB が開発途上加盟国にとってより身近
な存在となっただけでなく、ADB はフィリピンの人々の温かい歓迎を受け、英語に堪能な人材にも恵まれま
した。
1966 年 12 月 19 日に、マニラで開業式が行われ、ADB は小さな規模でスタートしました。現在は 67 の国・
地域（域内 48、域外 19）を数える ADB 加盟国ですが、創設当初の加盟国は 31 カ国（域内 19、域外 12）
でした。また、当時の理事会のメンバーは 20 名（理事 10 名、理事代理 10 名）でしたが、職員はわずか 40
名でした。マニラ首都圏に属するマカティ市内の幾つかのビルに散らばった小さな事務所から始まった ADB
ですが、今ではマニラを含め、31 の国に事務所を構えています。
本書では、ADB 独自の地域的な視座から、過去 50 年間にわたって、アジアが抱える課題に対し、どのよう
に取り組んできたか振り返っており、アジアの経済的発展、国際開発アジェンダの進展、そして ADB の沿革

という３つの歴史的観点から構成されています。加盟国、業務、知的貢献活動、資金調達、組織、職員、戦略、
そして歴代のリーダーに関して、ADB がどのような変遷を経てきたのかを知ることは極めて有益です。同時に、
本書のユニークな点は、ADB と各国との間の豊富な交流の経験に基づいて、アジアの経済史を開発という観
点から、公平かつバランスのとれた形で振り返っているところです。
最近、私は英『エコノミスト』誌の取材で、ADB がこの 50 年間で成し遂げた功績は何かと聞かれました。
ADB の功績は概ね 3 つの機能に集約されると思います。まず、ADB の有する資金と専門的知識を組み合わせて、
インフラ・社会両セクターにおけるソブリン（政府向け政府保証付き貸付）およびノンソブリン（民間向け貸
付）
・プロジェクトを通じ、開発途上加盟国を支援すること。次に、ハイレベルでの対話、技術協力、能力構築、
そして政策支援融資（各種改革のための財政支援）を通じた、良い政策の促進です。加盟国が危機に見舞われ
た際には緊急の財政支援も提供してきました。そして 3 番目が、地域レベルでの協力と友好関係を築く触媒の
役割を果たしてきたことです。ADB は、中央アジア、南アジア、東南アジア、太平洋、メコン河流域圏にお
けるこうした取組みを支援しています。
現在、アジアの膨大な開発ニーズに資金を供給するため、民間資金の活用が広く議論されています。ここで注
目すべきなのは、ADB は、加盟国政府から出資された公的資金にレバレッジをかけて（出資された資金より
大きな金額の）債券を発行し、世界の資本市場から民間資金を集める金融仲介機関として創設されたという点
です。ADB は、開発機関であると同時に銀行でもあるのです。

フィリピンのコラソン・C・アキノ大統領（左）の除幕による
ADB の新本部ビルの落成式。右は垂水公正第５代総裁。フィリ
ピン・マニラにて。
1991 年 5 月 31 日

黒田東彦第８代総裁がスマトラ沖地震による津波の緊急支援プロジェ
クトの現場訪問。インドのナーガパティナムにて。
2007 年 10 月 13 日

ADB 創設当時、アジアでは資本が極端に不足していました。日本は 1964 年に OECD( 経済協力開発機構）
に加盟しますが、1960 年代半ばまでは依然として経常収支の赤字が続いていました。債券発行体としての
ADB の信用度を高めるためには、域外の先進国が ADB に加盟することが不可欠でした。渡辺総裁は健全な銀
行運営という業務方針を徹底して貫き、最初の融資の承認までに 1 年以上を費やしました。ADB の設立協定
においては、「経済的考慮（economic considerations）」の重要性が明記されており、個々のプロジェクト
の経済的価値の分析は、設立当初から ADB の業務の不可欠な要素の一つでした。ADB はその財務的健全性に
よって、1969 年にドイツにおいて、1970 年にはオーストリアと日本において、そして米国では 1971 年に
（AAA の格付けで）、債券を発行することができました。
ADB は、1986 年に創立 20 周年を迎えた際に、その沿革をまとめた『A Bank for Half the World』（『世
界の半分のための銀行』）と題する社史を編纂しましたが（1987 年発刊）、私は、創立 50 周年を記念して新
たな書籍を刊行すべきだと考えました。1986 年以来、アジアは大きな変貌を遂げてきました。ADB もまた
然りです。この地域は、より市場志向を強めたアプローチ、開放的な貿易・投資体制、インフラと人的資本へ
の投資、そしてとりわけ 1997 ～ 98 年のアジア通貨危機後にとられた、より堅実なマクロ経済政策によって、
成長の勢いを増し、貧困をさらに削減することに成功しました。また、過去には域内の多くの場所で紛争が起
きましたが、全体としてアジアはより安定してきたといえます。

中尾武彦第９代総裁がミャンマーのアウン・サン・スー・チー国
家顧問を訪問。ネピドーにて。
2016 年 6 月 14 日

上空から撮影したマニラの ADB 本部ビル。右の建物屋上のソーラー
パネルは年間 817 メガワット・時を発電し、ADB 本部の年間電力消
費の 5% を賄っている。
2016 年 4 月 14 日

しかし、私たちはこれで満足することはできません。アジアには今なお多くの課題が残り、また新たな課題も
生まれています。未だに 3 億 3,000 万もの人々が、1 日 1.90 ドル未満という絶対的貧困状態の中で暮らして
います。貧しい国のインフラ不足が、経済発展と人々の福祉の改善を阻んでいます。2015 年 9 月に世界各国
のリーダーが国連で採択した「持続可能な開発目標（SDGs）」、そしてパリの同年 11 月 COP21 で合意され
た気候変動行動計画の実施は、アジア諸国全体にとって優先的な課題です。民間セクターの活動をさらに促進
し、ジェンダーの平等もさらに推し進めなければなりません。アジアはまた、都市化、高齢化、格差の拡大といっ
た課題にも直面しています。
これらの課題に対処する上で、ADB は引き続き重要な役割を果たしていく必要があります。ADB は、こうし
た取り組みにおいて、ADB 加盟国、二国間および国際開発援助機関、市民社会組織、民間セクター、ならび
に学術関係者との間で過去 50 年にわたり培ってきた域内外のパートナーシップを活用していきます。
私たちが本書の執筆を依頼したピーター・マッコーリー氏は、キャンベラにあるオーストラリア国立大学に所
属する研究者であり、元 ADB 理事、そしてアジア開発銀行研究所の元所長として ADB を内側からもよくご
存じです。同氏の揺るぎない熱意がなければ、本書の発刊は実現しなかったでしょう。本書の執筆にあたっては、
ADB 内の各部署から集められた事務局職員が同氏を支援しました。さらに本書には、ADB の元職員をはじめ、
多くの方々から提供されたコメントや情報が反映されています。ピーター・マッコーリー氏、事務局、そして
協力してくださったすべての方々に感謝申し上げます。
私は、あらゆる機関、特に公的機関にとって、自らの歴史について、良質で、客観的かつ包括的な記録を、望
むらくは読みやすい書物として残していくことが、義務であると強く信じています。本書がそうした目的にか
ない、ADB の重要な特質と文化についての理解を促すとともに、ADB が今後地域に貢献する最良の方法を考
えるうえでの洞察をもたらしてくれることを願っています。
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渡辺武と東京研究会
国連アジア極東経済委員会（ECAFE）の支援
２つの流れの合流
加盟国の範囲
日本と米国
本格的な準備
設立協定の起草
銀行本部の所在地の決定
初代総裁

慎重なスタート
調査活動
その他の主な研究活動
最初の技術協力と融資
初期の優先業務
融資の方向性
融資財源
増資
ADB 債
特別基金
総裁の交代
井上四郎
危機関連プログラム
第２次一般増資（GCI II）とアジア開発基金 (ADF) の創設
資本市場からの資金調達、協調融資、オイルマネーの還流
第１期の業務実績
10 周年

第２期（1977 －1986 年）
第６章－アジア：地域の変革
スタグフレーションがもたらしたもの
ベーシック・ヒューマン・ニーズと構造調整
雁が虎になる
東南アジア：幸運の振り子
南アジア
太平洋諸国
中華人民共和国
続く経済成長
第７章－ ADB：より幅広いニーズに対応する開発銀行へ
吉田太郎一
ADB のアジェンダの多様化
新たな融資制度の創設
開発のための調査・研究

第９章－ ADB：新たな加盟国・地域
加盟各国の優先事項を考慮した取組み
垂水公正
新たな資金
戦略的計画作り
欧州情勢の影響
移行経済
アジアの巨大経済国
佐藤光夫
融資余力の枯渇
資金の調達
新たな運営方法
新たな融資の方法と奨学金
新たな海外事務所と ADB 研究所
第３期の業務実績
嵐の前の静けさ

資金調達の重圧
藤岡眞佐夫
1980 年代の優先課題
融資の拡大と最初の民間セクター融資
ADB 職員と最初の現地事務所設立
国別戦略と柔軟な融資方法の採択
困難な状況下での資金調達
地域開発機関として
中華人民共和国の加盟
インドの借り入れ開始
第２期の業務実績
次の 10 年（第３期）に向かって

第４期（1997 －2006 年）
第 10 章－アジア通貨危機
タイ：危機の発生
韓国：迅速な対応
インドネシア：政治的混乱
その他のアジア近隣諸国
ADB の対応
タイ向け支援プログラム
韓国向け支援プログラム
インドネシア向け支援プログラム
ADB への影響
新興工業経済地域の卒業

第３期（1987 －1996 年）
第８章－アジア：地域の再興
資本の流れの変化
新たな貿易の枠組み
拡大する国際開発アジェンダ
国家と市場
グローバル化の影響
新興工業経済地域（NIEs）
中華人民共和国
東南アジア
南アジア
中央アジア諸国
太平洋諸国
アジアの強みを伸ばす

政策改革、調査研究、アドボカシー
アジアの混乱：何が悪かったのか？
脆弱なファンダメンタルズか、投資家のパニックか
国際緊急支援への批判
アジア独自の危機対応イニシアティブ
危機後のアジアと ADB
第 11 章－アジア：新しい世紀の幕開け
アジア諸国の復興と発展
域内貿易と資本フローの拡大
グローバル化への対応
開発をめぐる視点の広がりとミレニアム開発目標
変化する金融アーキテクチャー
ADB 第４期

第 12 章－ ADB：多様化する開発アジェンダ

第 15 章－エピローグ：50 年のその先に

千野忠男
ADB の戦略

付属資料

組織改革
脆弱国への支援

１．アジア：地域概況表

持続可能な開発とガバナンスに関する課題

２．ADB：主要な組織、業務、および財務諸表

説明責任が明確で効果的な支援

３．ADB：アジア開発基金と通常資本財源の統合の効果と

３度のアジア開発基金増資
通常資本財源業務と信託基金の活用

ADB の財務諸表
４．ADB：主な出来事（1950 年代から 2016 年まで）

黒田東彦
過去の方策を継承して
地域協力の再活性化
新たな業務方針
第４期の業務実績
挑戦と変革の 10 年

第５期（2007 －2016 年）
第 13 章－アジア：不確実な時代における成長
多様性を持つ発展、強まる成長の趨勢
世界金融危機とアジアの強靭さ
経済成長一辺倒から持続的開発へ
格差の拡大と差し迫る環境問題
気候変動対応に求められる行動
持続可能な開発目標（SDGs）
開発金融の新たな財源
グローバル化を巡る課題
アジアの着実な経済成長
ADB の第５期
第 14 章－ ADB：より強く、より良く、より速く
新たな長期戦略枠組み

本書購入については、勁草書房（http://
www.keisoshobo.co.jp/book/b378096.html）
にお問い合わせください。

世界金融危機への対応
一般資本増資
アジア開発基金第９次および第 10 次増資
ASEAN インフラ基金と信用保証・投資ファシリティ
支援成果と説明責任の改善
人材の拡充
中尾武彦
「ストラテジー 2020」の中間見直し
「より強く、より良く、より速い」ADB となるために
革新的な財務改革：アジア開発基金の融資機能と通常資本
財源との統合
アジア開発基金第 11 次増資
協調融資と信託基金の歴史
新たな国際開発金融機関との協調
第５期の業務実績
未来に向かって

本書英語版全文（Banking on the Future of
Asia and the Pacific: 50Years of the Asian
Development Bank）のダウンロードはこちら
www.adb.org/publications/50-years-adb

