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開発金融

北東アジアの開発金融協力と、JBICの貢献
国際協力銀行
（JBIC）
代表取締役専務取締役

前田匡史

北東アジアには多岐にわたるプレーヤーが存在する。中

ロシア沿海地方にザルビノ港がある。JBICはロシア直

国東北部（遼寧省、吉林省、黒龍江省）、モンゴル、ロシア

接投資基金（RDIF）と共同投資プラットフォーム設立の覚

極東地域、朝鮮半島（韓国・北朝鮮）、日本という国・地域

書を交わし、私はそのAdvisory Board Memberになって

があり、政治体制、人口、経済の発展段階、それぞれの強

いるが、RDIFが企図しているのがザルビノ港の開発だ。

み・問題点など、さまざまな点で多様性に富んでいる。中

ザルビノ港は新潟とも関係が深く、中国東北部とロシアを

国の目覚ましい発展の中でも、東北三省は人口が流出し、

連結し、さらに日本とつながる需要な港である。中国は日

発展に取り残されている感がある。ロシア極東も資源が豊

本海側にゲートウエイを持っていないので従来は大連に海

富に賦存しているが、やはり人口が減り、この地域の発展

運を頼っていたが、ザルビノ港を通じて新しい連結性を確

がロシアにとって重要になってきている。

保できれば、日本との輸送の大幅な短縮化が図られる。

これまでの国際金融機関を通じた経済協力、あるいは二

もう一つの例に、ロシアと日本とのエネルギーブリッジ

国間協力のどれを見ても、協力の主体と受け手は
「国」で

がある。これはロシア極東の開発にも資するし、日本への

あった。中国については、その急速な経済発展に伴い、日

送配電網を通じて安い電力を供給することも可能にする。

本の経済協力は縮小し、円借款は数年前に停止しているが、

サハリン島には豊富なエネルギー資源が賦存し、サハリン

東北三省への協力という観点は中国全体の発展とは別に考

１、サハリン２、サハリン２の拡張、サハリン３などのプ

えなくてはならない。ロシアやモンゴルについては、豊富

ロジェクトはLNGを販売するものだったが、今度はロシ

な天然資源があるが、いま大きな課題に直面している。１

ア国内で発電し、その電力を送電線で供給することが考え

つは原油安や鉱物資源安、加えてロシアは欧米からの経済

られている。こうしたプロジェクトによれば、水力発電や

制裁の対象になっている。北朝鮮も孤立し、経済制裁が継

風力発電など別の電源からの電力を供給することも可能に

続あるいは強化されようとしている。それぞれの強みを生

なってくる。

かしながら、いかに相互補完的な発展ができるかを考える

では、金融の供給側の状況はどうか。従来のアジア開発

には、必ずしも従来通りの考え方では上手くいかない。そ

銀行（ADB）、欧州復興銀行（EBRD）は、それぞれ参加国

のキーワードは、国境にとらわれない、地域として、
「面」

が重なっている部分と重なっていない部分がある。アジア

としての協力だと思われる。

インフラ投資銀行
（AIIB）は、日本は参加していないが、

中国も東北三省の発展を課題にしているし、ロシアも

北朝鮮を除く主なプレーヤーはそろっている。これからは

2015年９月にウラジオストクで東方経済フォーラムを開催

AIIBがどのような活動をしていくのかが焦点となってく

するなど、極東の開発が喫緊の課題であると認識している。

るが、いまのところはまだはっきりしていない。

これら地域は非常にポテンシャルがある。その源泉の一つ

2015年９月、シンガポールでAIIB総裁の金立群氏
（当時

が 豊 富 な 資 源 で あ り、 こ れ か ら の 伸 び 代 は 連 結 性

は総裁候補）と対談した。
「AIIBのビジネスモデルとして、

（Connectivity）である。したがって、資源のポテンシャル

どのようなことを考えているか」という私の質問に対する

を生かしたインフラの連結性が重要である。これまでは石

金立群氏の回答は
「lean, green, clean」
だった。小さな官僚

油や天然ガスのロシアにおけるパイプラインが主力だった

機構（lean）、再生可能プロジェクトなどへの融資
（green）
、

が、これからは例えば送配電網の整備、港湾・海運などが

贈収賄などには染まらない（clean）という韻を踏んだもの

重要になってくる。こうした連結性を強化する動きをいく

であった。私の質問の趣旨は、sovereign
（国に対する融資）

つか紹介する。

が中心になるのか、PPP
（官民パートナーシップ）や民間主
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導が重要になるか、というものだったのだが、それへの答

フサイクルコストを下げ、相手国に過大な負担をさせず、

はまだ持ち合わせていないようだった。

民間資金を活用していくという方向が必要になっている。

これからの北東アジアにおける開発に重要なのは、面的

これはPPPの活用であり、金融技術的にはプロジェクト

な協力、クロスボーダー（国境を超えた）協力である。課題

ファイナンス、それも出資と融資の両方を効果的に活用し

としては、国の状況がそれぞれ異なることが挙げられる。

ていくことが根幹となっている。

ロシアにはG７の制裁があり、北朝鮮というファクターも

質の高いインフラ投資として1100億ドルを掲げたこと

ある。こうしたファクターをどのように克服していくかが

が、たまたまAIIBの総資本1000億ドルよりも10％大きい

重要になる。

ことから誤解されているかもしれないが、これはAIIBへ

日本は2015年、安倍総理が「質の高いインフラパート

の対抗策ではなく、日本が効果的にPPPを推進していくた

ナーシップ（Quality Infrastructure Investment）
」
という言

めの新しい取り組みであり、ひとつの目安として1100億ド

葉を述べられた。ADBとの協力や、JBICもより多くのリ

ルという数字を挙げたに過ぎない。日本はいまAIIBに参

スクマネーを供給することが期待されている。
「質の高い」

加していないが、ADBとの協力、将来的にはAIIBとの協

とは、インフラが長年使い続けるものであるため、オペ

調融資や協力も視野に入れながら、面としての協力に取り

レーション、メンテナンスなどを含めたプロジェクトのラ

組んでいきたいと考えている。

イフサイクルコストが相対的に安いことを意味する。ライ

北東アジアにおけるインフラ投資資金調達
－ADBとAIIB
東京大学公共政策大学院特任教授

河合正弘

アジア開発銀行（ADB）が伝統的に活動してきたアジア

その内訳は、エネルギー部門が最も多く、交通、通信、上

の中で、アジアインフラ投資銀行（AIIB）が設立されたこ

下水道を合わせて約８兆ドル、クロスボーダーのインフラ

との意味について話したい。

が約3000億ドルとなっている。各国のインフラニーズは各

ADBとアジア開発銀行研究所
（ADBI）が2009年に行った

様であるが、北東アジアではモンゴルが対GDP比で多く

研究によれば、2010年から2020年の間にアジア全体で8.3兆

のニーズ（13.5％）を抱えている。2013年に私自身がさまざ

ドル、年間7500億ドルのインフラ投資が必要になる
（表１）
。

まなデータを集めて計算したところによれば、中国東北部、

表１

Sector/Subsector
Energy (Electricity)
Telecommunications
Transport
Airports
Ports
Railways
Roads
Water & Sanitation
Water
Sanitation
Total ($ Billion)

New Capacity
3,176.4
325.4
1,761.7
6.5
50.3
2.7
1,702.2
155.5
47.6
107.9
5,418.9

アジアのインフラ投資資金需要

National Infrastructure
Replace-ment
912.2
730.3
704.5
4.7
25.4
35.9
638.4
225.8
106.2
119.6
2,572.8

Source: ADB and ADBI, Infrastructure for a Seamless Asia (2009)
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Sum
4,088.6
1,055.7
2,466.1
11.3
75.7
38.6
2,340.5
381.3
153.8
227.5
7,991.7

Cross-border
Infrastructure

Total
($Bill)

82.4
-204.6

4,171.0
1,055.7
2,670.8

--

381.3

287.0

8,278.7
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Country/
Area
Period
covered
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北東アジアの年間インフラ投資ニーズ

(US$ Bill)

Northeast
China

DPRK

Mongolia

Russian
Far East

2010–20

2011–20

2010–15

2013–25

Cross-border

Total

Transport

12.6

4.3

0.7

4.0

0.8

22.4

Energy

31.0

1.0

0.8

0.9

1.2

34.9

4.0

0.0

0.1

0.0

0.1

4.2

1.2

0.0

0.1

0.0

0.1

1.4

48.8

5.3

1.7

4.9

2.2

62.9

ICT
Environment
Total

Notes:	1. The annual investment needs are obtained for each country or area by dividing the original data by the number of years of the period
covered in the estimates.
	2. The environment refers to water and sanitation.
Source: Kawai (2013), which is based on Bhattacharyay(2012) for the Northeast PRC; Hiraki(2003) for the DPRK; Mongolian government (2009) for
Mongolia; and Russian Federation Government (2012) for the Russian Far East.

北朝鮮、モンゴル、ロシア極東部、クロスボーダー地域の

助金）
を受け、grantで加盟国に渡したり、譲許性の高い（条

インフラ投資では年間約630億ドルが必要になるという結

件が緩い）貸し出しや、低金利で長期の貸し出しをしたり

果であった（表２）。中国やロシアの内部のかなりの部分は

する。AIIBの場合は、いまのところgrantの部分がまだな

自国で賄うことができるはずであり、外部資金が必要にな

いようである。

るのは約130億ドルであった。

ADBは、アジアで48カ国、全体で67カ国が加盟し、資

インフラの資金調達は、金額が大きいこと、長期にわた

本の最大の出し手が日本とアメリカであり、第３が中国と

りインフラ資産として固定されてしまうこと、ソブリンリ

なっている。2015年のADBの承認額は約270億ドル、ADB

スク（国に対する信用リスク）があること、将来の収益見通

自身が拠出した額が約160億ドルであり、アジアや北東ア

しがよく分からないとのなどの問題があり、公共財的な性

ジアで必要な資金には足りない。ADBの貸し出し先はイ

格を持つ。クロスボーダーのインフラは、複数の国が関係

ンド、中国、フィリピン、パキスタン、ベトナムなどであ

してくるので、さらに難しくなる。国によってインフラを

り、分野としては交通、エネルギー、公的部門管理、金融、

志向する能力、法制度や規制、価格の設定などが異なり、

水、教育、その他である。譲許性の高い貸し出しは比較的

それぞれの国のメリットやコストの評価も違うので、各国

所得の低い国々に貸し出している。

間 の 調 整 が 大 変 な こ と に な っ て く る。 そ う し た 中 で、

AIIBが設立されたことを受け、ADBも改革を行ってき

ADBのような多国間機関の存在が重要になってくる。

ている。資本と譲許性の高いADF
（アジア開発基金）を統

インフラ開発は、基本的に各国政府の公的部門の役割が

合し、事実上資本の額を大きくして貸し出し能力を高める、

重要であり、外部の公的資金源として世界銀行、ADB、

入札の手続きを簡素化し機動性の高いものにする、融資に

EBRDなどの多国間開発金融機関（MDB）の役割も重要で

関わる書類審査のプロセスを速める、PPPオフィスを設置

ある。さらに二国間資金提供機関として、これまでは日本

して民間資金をなるべく動員する、などを行っている。

の国際協力機構（JICA）、国際協力銀行（JBIC）
などがあり、

新しく設立されたAIIBは、中国の主導の下、北京に本

近年は韓国国際協力団（KOICA）、韓国輸出入銀行、中国

部を置き、金立群氏が総裁に就任した。おそらく中国の影

国家開発銀行、中国輸出入銀行なども重要な役割を果たす

響力が強いMDBとなるだろう。加盟57カ国には日本や北

ようになってきた。

朝鮮は入っていない。ロシアはADBには入っていないが、

アジア全体で年間7500億ドル、北東アジアで年間630億

AIIBには入っている。他のMDBと異なる大きな特徴は、

ドルの資金需要は公的部門だけでは賄いきれないものであ

途上国、新興国が主要な株主であることである。また、本

り、民間の力が必要になる。したがって、公的機関と民間

部に常駐する理事がいないことも異なる。アジアにおける

が協調するPPP（public–private partnership）
が重要になっ

インフラニーズは非常に大きいので、既存のMDBや二国

てくる。

間機関だけでは不十分であり、量的な資金源としてAIIB

MDBは加盟国から資本の拠出を受け、その資本を基に

の重要性は否定できない。一帯一路を目的にAIIBを利用

国際金融市場で債券を発行し、その資金で加盟国に投融資

するであろうこともよく知られている。

する。ADBの場合は、これに加えて加盟国からgrant（補

AIIBについては、オペレーション上の問題点がいくつ
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表３

Regional
China
Japan
India
Russian Fed.
Korea, Rep. of
Australia
Indonesia
Turkey
Saudi Arabia
Chinese Taipei
Iran, Islam. R. of
Non-regional
United States
Western Europe
Germany
France
U. K.

Italy
Spain
Brazil

AIIB加盟国の議決権

Agreed amounts and shares
Current membership (57)
Capital
Capital
Voting
subscr.
share
share
($ Bill)
(%)
(%)
75.0
75.0
73.2
29.8
30.3
26.1
---8.4
8.5
7.5
6.5
6.7
5.9
3.7
3.8
3.5
3.7
3.8
3.5
3.4
3.4
3.2
2.6
2.7
2.5
2.5
2.6
2.5
---1.6
1.6
1.6
25.0
25.0
26.7
---20.3
20.7
22.1
4.5
4.6
4.1
3.4
3.4
3.2
3.1
3.1
2.9

2.6
1.8
3.2

2.6
1.8
3.2

Estimated amounts and shares
Participation by Japan
Participation by Japan & U.S.
Capital
Capital
Voting
Capital
Capital
Voting
subscr.
share
share
subscr.
share
share
($ Bill)
(%)
(%)
($ Bill)
(%)
(%)
90.3
78.2
76.4
108.3
70.2
70.0
29.8
26.3
22.7
35.7
23.6
20.5
12.8
11.3
9.8
15.3
10.1
8.9
8.4
7.4
6.6
10.0
6.6
5.9
6.5
5.8
5.2
7.8
5.2
4.7
3.7
3.3
3.1
4.5
3.0
2.8
3.7
3.3
3.0
4.4
2.9
2.7
3.4
3.0
2.8
4.0
2.7
2.5
2.6
2.3
2.2
3.1
2.1
2.0
2.5
2.2
2.2
3.1
2.0
2.0
1.7
1.5
1.5
2.1
1.4
1.4
1.6
1.4
1.4
1.9
1.3
1.3
25.0
21.8
23.6
45.4
29.8
30.0
---20.4
13.5
11.8
20.3
17.9
19.5
20.3
13.4
15.5
4.5
4.0
3.6
4.5
3.1
2.8
3.4
3.0
2.8
3.4
2.4
2.1
3.1
2.7
2.5
3.1
2.1
2.0

2.5
1.8
3.0

2.6
1.8
3.2

2.3
1.6
2.8

2.2
1.6
2.6

2.6
1.8
3.2

1.8
1.2
2.2

1.7
1.2
2.0

Source: Masahiro Kawai, “Asian Infrastructure Investment Bank in the Evolving International Financial Order.” In Sasakawa Peace Foundation USA,
AIIB: China as Responsible Stakeholder?, August 2015.

か指摘されている。一番大きいのはガバナンスの問題であ

ができるだろう。

る。中国による資本の拠出シェアは30％、議決権シェアは

大きな問題は、ドナー・コーディネーションの問題だ。

26％であり、拒否権を発動するのに必要な25％を上回って

ある国に外から支援する時には、ドナーが協調し、もっと

いる。常駐の理事会がないことは、コストを低くするメ

も効率的な形でサポートすることが望まれるが、中国がこ

リットはあるが、加盟国の意見をきちんと反映することが

れまでドナー国として協調の枠に加わったことがないこと

できるかどうかに若干の懸念がある。私は、仮に日本が入

が大きな課題となろう。国際的なNGOなど他のステーク

る場合はどうなるかという計算をしてみた
（表３）
。日本が

ホルダーときちんと対話ができるかどうか、という問題が

入れば、その議決権シェアは10％程度となろう。中国の議

浮かび上がってくるだろう。

決権シェアは23％程度になり、拒否権を失うことになる。

ADBとしては、AIIBという競争相手に対して、より柔

それでも、途上国や新興国が圧倒的な議決権シェアを持つ

軟な銀行に、支援を必要としている加盟国にとって真に役

ことは変わらない。日本が入っても、中国の影響力は強い

立つ銀行に変えていくことが必要である。日中間の相互信

ものが残るだろう。

頼が十分なものになり、AIIBが中国の銀行ではなくしっ

第２の問題は、融資政策や融資の基準の問題である。環

かりしたMDBであることを見せ、アジアのための公共財

境問題や、インフラプロジェクトに伴って人間に与える影

を提供する銀行であることを示すことができれば、日本と

響をどう考えるか、といった点は実際に行われてみないと

しても積極的にAIIBへの加盟を考えるべきであろう。

分からない。融資案件に対して銀行としてしっかりした審

加えて、ADBやAIIBとして、北朝鮮がMDBに加盟する

査を行うことができるのか、という問題もある。これらの

ことの大きなメリットを示すことができれば、そのことに

点は、プロジェクトを当初はADBや世銀と一緒に行うこ

より、北朝鮮が最終的に国際社会に戻るため政治的・経済

とにより、AIIBが自らの経験と知識を蓄積していくこと

的な努力をするよう導くことになるのではないかと思う。
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北東アジアの金融協力：GTIの経験
大図們江イニシアチブ
（GTI）
事務局シニアアドバイザー

カン・ブソン

私たちが取り組んできた北東アジア輸出入銀行協会

関連フレームワークがある。前者は2011年に、後者は2014

（Northeast Asia EXIM Banks Association）の設立につい

年に設立された。さらに組織を強化するために、もう１つ

てご紹介する前に、まずGTIについて説明する。GTIは政

の分野として農業委員会を、もう２つの関係組織として

府間経済協力のプラットフォームであり、中国、韓国、モ

GTI研究機関ネットワークと北東アジア商工会議所協会を

ンゴル、ロシアの北東アジア４カ国が参加している。1995

つくることにしており、2016年３月に予定される諮問委員

年に、北朝鮮を含む５カ国により政府間協力のメカニズム

会で正式に発足する。

が合意された。現在、大図們江地域（GTR）は中国東北三

また、地方自治体が参加する地方協力委員会（LCC）とい

省と内モンゴル、モンゴル東部、韓国東海岸、ロシア沿海

う も の が あ る。 新 潟 県 も オ ブ ザ ー バ ー に な っ て い る。

地方をカバーしている。2005年、諮問委員会で長春合意が

GTRにおける地方間対話を進めるプラットフォームに

なされ、それまでのTRADP
（図們江地域開発計画）はGTI

なっており、地方自治体同士のパートナーシップを深めて

に名前を変えた。GTIはメンバー国の主導で活動を行うこ

いる。その結果、LCCメンバーが増え、ロジスティクス委

ととなり、人や資金の拠出が行われることとなった。2006

員会も最近設置された。次のLCC会議は2016年10月、韓国

～2015年の戦略的行動計画も策定された。協力対象の主要

で行われることになっている。

部門が決められ、協力範囲も拡大した。現在、５つの重要

次に報告の主題に移る。まず開発のニーズがどのぐらい

な協力分野があり、さまざまなプロジェクトが政府間協力

大きいかを述べ、そのために財務・金融協力が欠かせない

で決められている。しかし残念なことに、2009年に北朝鮮

ことを述べる。すでに河合教授も言及されたが、私からは

が脱退した。

GTIの予測を紹介したい。2011年以降、たくさんのプロ

GTIの組織（図１）は、副大臣クラスによる諮問委員会が

ジェクトが実施され、とくに輸送と観光分野で重要なプロ

あり、意思決定機関となっている。輸送、貿易促進、観光、

ジェクトが行われている。そして、それぞれの分野で包括

環境、エネルギーの５つの理事会・委員会があり、北東ア

的な開発の枠組みが作られている。

ジア地域協力委員会と北東アジア輸出入銀行協会の２つの

図１

中でも、2014年に統合的な輸送回廊の調査が終了した。

GTI組織図
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The Key Projects Identified through the
図２
GTI輸送回廊の主要プロジェクト
Review
of the
GTI Transport Corridors

発銀行、韓国輸出入銀行、そしてロシア開発対外経済銀行
である。このことは、ボトルネックの解消などさまざまな
地域開発プロジェクトに対して、GTIの資金導入メカニズ
ムが強化されたことを示している。
協会発足後の2015年、メンバー銀行はたくさんの作業を
行い、かなりの進展があった。実務レベルの会合を４回開
き、19プロジェクトの提案を審査し、11プロジェクトを選
択した。そして、ザルビノ港プロジェクトを協会として最
初の共同プロジェクト
（Joint Project）に選んだ。また、協

2

会の設立と運営に関する枠組み合意を改定し、より力強い
ものにしようと考えている。次回の実務レベル会合
（2016

インフラの開発ニーズ、必要な投資金額、2016年までに取

年３月）では、ザルビノ港共同プロジェクトのための覚書

るべき行動などが把握された。この調査では、輸送のため

を行うことにしており、具体的な融資スキームを作ってい

の接続性を改善しなければならない６つの主な回廊が特定

くことになる。今後さらに協力プロジェクト
（Cooperation

されている。輸送回廊におけるボトルネックの物理的な制

Project）
の段階に進む可能性もある。

約として、鉄道や道路がつながっていない、橋がない、な

北東アジア輸出入銀行協会のプロジェクトサイクルには

どがある。非物理的な制約としては、外国車両が入ってく

３段階ある。まず、GTI事務局や当事者から個々のプロ

る上での制約、通関での障害などがある。この調査に基づ

ジェクトが提案され、その後その提案に複数の当事者が賛

き、GTIのアクションプランが作られた。輸送インフラ整

同した場合、共同プロジェクトとなる。さらに２つ以上の

備には約30億ドルが必要だと見積もられている
（図２）
。鉄

輸出入銀行が協力し、投資見通しが立つようになれば、協

道のプロジェクトが61％、道路が21％、港湾が18％となっ

力プロジェクトとなる。プロジェクトサイクルの最高決定

ている。特定された重要な投資プロジェクトを見ると、モ

機関がハイレベルミーティングであり、そこには銀行の

ンゴルでもっとも多くのインフラ投資が必要となってい

トップが参加する。協会の活動は始まったばかりだが、大

る。中国やモンゴルは道路・鉄道インフラを必要とし、ロ

きなポテンシャルが近い将来、現実のものとなってくるだ

シアは港湾の効率が悪く、料金が高いという問題がある。

ろう。

次に、資金動員のためのユニークな枠組みを紹介したい。

最後に、２つの有望な点について話したい。GTIの４加

地域開発の機会は多いが、われわれには資金源が限られて

盟国は、それぞれの役割を持っている。中国は一帯一路、

いる。GTI加盟国からの拠出金は限られているし、政府予

モンゴルは段階的な道路のプロジェクト、韓国はユーラシ

算の制約もある。国際開発金融機関（MDB）との結びつき

ア・イニシアチブ、ロシアは東シベリア・極東の新しい開

も 弱 い と い う 問 題 も あ る。ADBと の つ な が り も 弱 く、

発政策のイニシアチブを有する。GTIはこうしたポテン

ADBは北東アジアではなく他の地域の優先順位が高い。

シャルを伸ばしていきたい。

AIIBはまだ設立されたばかりであり、不透明性、不確実

GTIはいま移行期にある。完全な独立組織ではなく、

性がある。民間の参加を促進したいが、このようなプロ

UNDPの支援の下にある組織であるが、加盟各国は2017年

ジェクトにはなかなか参加しない。インフラ開発はハイリ

１月からGTIを独立した政府間組織にすることで合意し

スクで長期的なプロジェクトであるため、リスク分散がな

た。そして新しい意思決定組織、新しい協力分野、地理的

ければ、参加しにくい。

な拡大など、さまざまな戦略的課題を検討している。独立

こうしたニーズとのギャップをどのように埋めたらいい

した組織になれば、加盟国政府や当事者にいっそうのメ

のか。われわれの解決策は、一時的なものかもしれないが、

リットが提供されるだろう。

GTI加盟国の政策銀行の役割を強化することした。この協

GTI加盟国は、日本と北朝鮮のGTIへの加盟を期待して

力メカニズムの議論は2012年から始まり、ロシアを除く３

いる。両国の加盟が、北東アジアの統合プロセスを進める

カ国による覚書を交わした後、2014年９月に輸出入銀行協

ことになるであろう。

会が設立された。メンバーは中国輸出入銀行、モンゴル開
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中国「一帯一路」低炭素・エネルギー相互協力
における国際開発金融
長岡技術科学大学大学院情報・経営システム工学専攻教授

李志東

中国主導のアジアインフラ投資銀行（AIIB）が2016年１

約束である以上、万が一にも達成できないものは書かない

月16日に開業した。なぜ新興国の中国が国際開発金融協力

のだろう。水力と原子力が上手くいかなくても、風力と太

を行うのか、中国の発展戦略・対外戦略の文脈の中で考え

陽光で補う。そこまで計算しながら目標を出している。

てみたい。

この目標を実現するために大切なのは、
「エネルギー革

中国は、低炭素社会を構築することを目指している。経

命」の推進である。すなわち、まずエネルギー消費の分野

済発展にはエネルギーの安定供給が必要だが、従来のやり

で革命を起こす。従来は工業部門を中心に省エネをやって

方では大気汚染、二酸化炭素排出量の増大、地球温暖化の

きたが、加えて一般家庭などあらゆるところで省エネを行

問題が出てくる。これを同時に解決するのは低炭素社会を

う。次に、エネルギー供給でも革命を起こす。従来は化石

実現するしかない、ということを中国は理解できるように

燃料、とくに石炭の確保が中心だったが、これからは再生

なった。2009年の全国人民代表大会決議を受け、政府は本

可能エネルギーの開発が重要である。

格的に二酸化炭素削減に取り組み始めた。

中国は国内において低炭素社会を目指すだけでなく、世

まず、国際交渉においては、応分の責任を果たすことで

界全体が協力しなければ温暖化を阻止できないと考えてい

ある。中国は世界最大の二酸化炭素排出国であり、率先し

る。そこに
「一帯一路」
戦略の意味があり、
「一帯一路」
戦略の

て動かなければならない。同時に、国内では、エネルギー

柱としてエネルギー協力がある。
「低炭素・エネルギー共同

の安定供給の確保、温暖化防止のための低炭素型技術開発

体」
を目指すことが中国の基本的な考え方だと理解される。

と産業育成を行うことである。ポスト京都議定書の温暖化

エネルギーはすべての国、すべての国民に不可欠なもの

交渉に当たって、中国は2010年に、2020年までの「自主行

だ。経済発展にも、基本的な人権にも関わるインフラであ

動目標」を国連に提出した。この目標を実現するため、第

る。
「一帯一路」の中で、このインフラ整備を周辺国におい

12次５カ年計画（2011-2015）で省エネやGDP当たりの二酸

て進める。周辺国が国境を超えた送電網で連携し、必要な

化炭素排出量などの目標を立て、取り組み始めた。

電力を融通する。水力、原子力など非化石エネルギー開発

2013年に発足した習近平政権は「新常態」
（ニューノーマ

を周辺国で進める。最終的に、低炭素・エネルギー協力の

ル）を強調しているが、これは規模の拡大でなく「質」を追

共同体を構築することが中国の狙いであろう。

求することを意味している。環境を犠牲にするようなこと

共同体をつくろうとするときには、国際的な基準が重要

は絶対にしない、と宣言しているのだ。たとえばPM2.5に

だ。まず二国間で相互認証し、それを多国間に発展させる

よる深刻な大気汚染については、５カ年計画の中で目標を

ことになる。新興国の中国が、
「一帯一路」のような膨大な

立てて解決に向かい、おそらく2018年以降は好転するはず

地域で、このことを実現できるだろうか、という疑問が出

である。

されているが、私は成功する可能性があると思う。なぜな

国際社会では、2015年12月にCOP21が開催され、
「パリ協

ら、中国にはさまざまな優位性があるからである。中国は

定」
が採択された。これには中国も大きく貢献した。参加国

低炭素社会構築において、ある程度の成果を出してきた。

が提出する
「約束草案」として、2015年６月に中国が提出し

GDP当たりのエネルギー消費量とGDP当たりの二酸化炭

たものの特徴は、2030年前後の出来るだけ早い時期に二酸

素排出量が低下し、非化石エネルギーの比率が上昇してい

化炭素排出量をピークアウトさせるという目標だけでなく、

る
（図）
。技術力についても、水力、太陽光、風力発電の導

15項目の措置を明記していることだ。これを検討した結果、

入規模、設備生産量、輸出量のいずれも中国が世界最大に

中国はこの削減目標を必ず達成できる、と私は考えている。

なっている。石炭火力発電技術は日本のお家芸だと言われ

たとえば、超過達成可能な風力と太陽光発電の2020年まで

るが、最近は石炭火力プラントの海外への供給規模におい

の具体的な数値目標は出されているが、不確実性の高い水

ても日本より中国の方が大きい。こうしたことが
「一帯一

力と原子力発電については出されていない。国際社会での

路」
の協力の柱になり得る。
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2.3、 低炭素・エネルギー分野における中国の比較優位性

（1）. 低炭素化実績：第12次5カ年計画の低炭素目標は超過達成の見込み(2015年)
●エネルギー消費GDP原単位：05年比33.8％削減、10年比18.2%削減の見込み
●非化石エネ比率：05年の7.4%から12%へ4.6ポイント上昇する見込み
図 中国の低炭素化の実績
⇒CO2排出原単位：05年比37.1%以上削減、10年比20.5%以上削減の見込み
GDP当たりエネ消費指数、CO2排出量指数（2005年=100）
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注：国家統計局「中国統計年鑑2015」、「全国エネルギー工作会議」(2015/12/19)などにより、李が作成。ただし、2015年のCO2排出原単位はエネル
ギー消費のGDP原単位と化石エネルギー消費の比率だけで推計、化石エネルギーの脱石炭化などの構造変化を考慮していない。
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こうした優位性を生かして国際協力をやろうとしたとき

これからの課題は、既存の国際開発金融機関や先進国の

に出てくるのが、資金問題である。既存の枠組みだけでは

開発援助機関とどうやって協調していくかである。AIIBは

不十分であり、中国が主導してAIIBが設立された。参加

途上国が中心となって作られたばかりで、当然、経験が不

57カ国の中で、中国の議決権が26％と非常に高くなってい

足している。重要なのは、従来の国際開発金融機関の経験

るが、これから参加国が増えていくものと思われる。とい

やノウハウを謙虚に学ぶとともに、従来の機関が果たせな

うのも、現時点で三十数カ国から参加したいという申し出

かった責任や教訓を調べ上げた上で、ガバナンスを行うこ

があるからだ。参加国が増えれば、中国の議決権割合も薄

とである。さらに、相手国のニーズがどこにあるのかをい

くなっていく。

かに把握し、融資リスクをいかに抑えるかも課題となろう。

ロシアでの省エネ事業にかかる提案
世界省エネルギー等ビジネス推進協議会（JASE-W）
官民連携ワーキンググループ主査

小野塚恭彦

まず、JASE-Wについて簡単に紹介する。この組織は、

が主査を務める官民連携ワーキンググループがある。さら

日本の省エネ製品、技術などを広く世界に普及するため、

に、複数のワーキンググループをまたがるサブワーキング

官民共同で2008年に経団連傘下に設立されたものである。

グループとして、たとえばロシア・サブワーキンググルー

現在、経団連参加企業を中心に60社余の民間企業が会員と

プを設けている。本日はJASE-Wがロシアの政府、企業に

なり、経済産業省や日本の公的機関
（JBIC、JICA、DBJ、

提案している省エネ事業について説明したい。

NEDO、JETROほか）がオブザーバーとして参画している。

ロシアにおいてもエネルギー効率の向上は喫緊の課題と

官民共同で海外へのミッションの派遣、国際展示会への参

なっている。実際、大統領令889号（2008年）に基づいて、

加、多言語での技術集の配布・啓蒙などを行っている。会

2020年までに40％の効率向上が目標とされている。2015年

長は榊原定征経団連会長で、５つのワーキンググループ

４月にウラジオストクで開催された日露共同委員会でロシ

（実働部隊）がある。各社が有する技術に応じた省エネ、太

ア・エネルギー省のミトリェーキン局長から示された

陽光、地熱、廃棄物発電のワーキンググループに加え、私

CENEF
（Center for Energy Efficiency）の資料によると、
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分野別エネルギー効率改善可能性

0

図２
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電力セクター（図１左端）において対2012年対比で22％の省

東ではRAO-East
（東部エネルギーシステム）があり、ガス

エネ潜在力があり、全体の産業構造の中で発電部門の占め

プロム、ロスネフチなどと長期の燃料供給契約を結び、発

る省エネ効果が非常に大きいことが示されている。

電と同時に熱も供給している。2013年12月に茂木経済産業

また、雑誌『ルスエネジー』のアナリスト、クリチヒン氏

大臣
（当時）
が訪ロした際、茂木大臣およびノバク・エネル

によると、連邦予算に占める石油ガス収入は46％、輸出に

ギー大臣の臨席の下、日本の高効率コジェネレーションシ

占める化石燃料および電力の割合は70％に及ぶ一方、石油

ステムをロシアの発電会社に導入するスキームについて、

の生産は2016年から減少に入り、また、優遇税制も一部に

JASE-Wとロシア直接投資基金（RDIF）との間で協力して

は効果はあるものの、新規油田ならびにガス田開発は経済

検討を進めていこうという覚書を締結した。その後、2014

的に悪化する可能性が指摘されている。こうした環境の中

年11月と2015年７月に、JASE-Wはロシアに官民共同ミッ

で、既存の石油・ガスの消費サイドを効率化することは、

ションを派遣し、ガスプロム社との間でESCO案
（図２）に

二酸化炭素の削減効果だけでなく、石油・ガスの効果的な

ついて協議を開始している。

利用を促すことにも通じると考えている。

その提案内容は、まず日本側の投資家とロシア側の投資

ロシアの発電会社はInter-RAO（統一電力システム）、極

家の共同事業として、エネルギーサービス会社
（ESCO）を
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図３

セッションＡ

ESCOによるエネルギー効率のインパクト

Magnitude of Energy Efficiency by Super-ESCO
Model
Natural Gas Amount
Current Energy efficiency
(≒62%)

(106 MMBTU/y)

9,397
Improved Energy Efficiency
(≒77.5%）

9,397-7,536=1,861 106 MMBTU/y
7,536

28% equivalent of 2011 Gas Export Amount

5,840 Generating Energy Amount

(106 MMBTU/y)
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ロシア国内に設立する。JBICとVEBとの間の日ロ投資プ

減るものの、それ以上の高い値段で海外に売ることが可能

ラットフォームを活用するなどして、ESCOは日本もしく

になる。

は第三国の高効率ガスタービンやCHP（Combined Heat

このスキームによりどのくらいのインパクトがもたらさ

and Power）ボ イ ラ ー のEPC（Engineering, Procurement

れるかを試算した
（図３）
。発電量とガス投入量を比較した

and Construction）契約をし、発電側に供給する。ハード

エネルギー効率は、現状62％と言われている。高効率ター

のみならず、O&M（Operation and Maintenance）の監理

ビンを使って仮に77.5％までエネルギー効率を上げたとす

もきっちり行う。その結果、たとえば効率性が20％上がれ

ると、同じ発電量でガスの投入量が28％少なくて済む。こ

ば、100の燃料が80で済む。その差20の燃料代金が通常で

の量はロシアの輸出量の３割弱に相当する。

あれば成功報酬となるが、ロシア国内では燃料価格が安く

このように、ロシアの発電部門の効率化が外貨獲得に貢

設定されていることもあって経済性が出てこない。そこで、

献するし、この節減分を日本が引き取る、もしくは第三国

減った燃料そのものを代物弁済してもらい、国際市場に販

へ転売することができると考えており、このことが日ロ両

売する、というものである。これにより、発電会社からす

国の関係良化につながるであろう。経済産業省ではとくに

ると、最新鋭のタービンやボイラーに刷新することができ

極東の電力会社にこのスキームを導入できないかという調

る。燃料供給会社からすると、これまで供給していた額は

査を行っており、今後の案件形成に役立てていきたい。

討議
前田：

あったように2010～20年のアジアにおけるインフラの需要

AIIBの話がだいぶ出たので、AIIBへの疑問点について

は8.3兆ドルに上り、ODAや国際機関ですべてをファイナ

申し上げたい。ガバナンスの問題やステークホルダーの調

ンスすることは不可能である。新たに国際機関ができても

整の問題がよく指摘されているが、それ以前に、AIIBの

焼け石に水であろう。しかしお金はないわけではなく、過

インフラファイナンスにおけるビジネスモデルをはっきり

剰流動性という形でマーケットにあふれている。重要なの

させなければならないと考えている。

は、その過剰な民間資本をインフラプロジェクトにいかに

1990年代初め、ジェームズ・ウォルフェンソン世界銀行

動員していくかである。

総裁は、インフラファイナンスから貧困撲滅に舵を切った。

安倍総理が言った質の高いインフラの５年間1100億ドル

その頃はまだインフラファイナンスに占める二国間援助や

と、AIIBの総資本1000億ドルとは、お金の質がまったく

MDBの役割が非常に大きいものだったが、河合氏の話に

異なる。AIIBの1000億ドルは総資本であり、実際のプロ
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ジェクトに流れるわけではない。国際金融機関のモデルと

はないか。この点がはっきりしてくれば、ビジネスモデル

は、たとえば1000億ドルの一部が実際に払い込まれ、残り

もおのずと出てくるのではないだろうか。

はコーラブルキャピタル（請求払資本金）となる。これを担

カン氏に一つ質問がある。GTIを国際機関にするという

保に資本市場で格付けを取り、実際の融資は、ドナー国か

話だったと思うが、それはどういうことなのか。いまの政

らのグラント（補助金）も一部あるが、ボンド
（債券）
で調達

府間フォーラムの形でどんな問題があり、国際機関にする

した資金を中心に行う。このためには高い格付け（AAAな

意味はどこにあるのか。

ど）を取らなければならないし、そのためにはコーラブル
カン：

キャピタルが多くなければならない。まず、こうした財務
的な面をきちんとしなければならないが、AIIBはまだ格

まず、河合氏の質問にお答えする。GTIが現在、法的な

付けを取っていない。

観点から影響力があるかと言えば、必ずしもそうではない。

伝統的なMDBにはPreferred Creditor Status
（優先的な

われわれはUNDP中国事務所を通じて契約をしなければな

債権者としての地位）があり、これが高い格付けとリンク

らず、GTIとして契約を行うことはできない。法的な仕組

している。Preferred Creditor StatusによってMDBが先に

みを変えることにより、事務局が保護され、加盟国間の調

返済を受けることになり、民間の銀行から見ると、債権者

整もより積極的なものになるだろう。

の 平 等 に 反 し て い る。 世 界 銀 行 やADBにPreferred

第２に、法的な仕組みを変えることは、戦略的な協力レ

Creditor Statusを認めているのは、それなりの役割を果た

ベルを発展させることにもなる。事務局として、加盟国の

しているからであり、どんな役割を果たすか分からない

毎年の拠出金を調整する必要があり、どのようなプロジェ

AIIBに対してPreferred Creditor Statusを認めるのは疑問

クトに拠出するのかを考えなければならない。このための

である。

人的資源も、移行に当って充実させていくことが必要だ。

AIIBが自らの役割を説明できない限り、実際のプロジェ

こうした努力がGTIを強化していくだろうし、これからの

クトに民間資金を動員することにおいて、役に立たないど

国際的な政府間協力を実現していくだろう。

ころか、邪魔にすらなる、という問題がある。この点で、

次にコメントを加えたい。JBICからザルビノ港プロジェ

自分たちのビジネスモデルをはっきりさせなければならな

クトに協力していただければ大変喜ばしい。今年、われわ

いのだが、このことを誰が考えているのだろうか。2015年

れの輸出入銀行はその具体的な資金スキームを取り上げ

に金立群氏と話した時には、答えてくれなかった。

る。インフラプロジェクトは大掛かりなものであり、莫大
な資金が必要になる。１つや２つの金融機関では賄うこと

河合：

はできない。北東アジア輸出入銀行は、４つの銀行でプロ

私も金立群氏に２度お会いし、２回ともお伺いし、２回

ジェクト全体を描き、その他の投資家を呼び込むことに

とも答えが返ってこなかったのが、AIIBのビジョン、そ

なっている。プロジェクトは投資家を募っている状況であ

もそも何のための存在なのか、についてだった。世界銀行

り、日本がGTIの加盟国ではないこととは関係なく、JBIC

やADBの場合は、Poverty Reduction（貧困削減）である。

を含め門戸は開放されている。

ADBのやり方と世界銀行のやり方はすこし違うが、同じ

輸出入銀行協会は生まれたばかりで、まだまだ若い組織

ビジョンを持っている。AIIBはどのようなアジアを築こ

である。まずいい事例を作り上げることが重要だ。投資を

うとするのか、どういうビジョンをもってAIIBをつくる

含む資金的協力関係を築き、そこから有形な成果を生みだ

のか、と聞いても答えは返ってこなかった。これからの行

すことができれば、それを交通・輸送部門から先にも広げ

動や実際のオペレーションを見ながら判断していくしかな

ていくことができるだろう。エネルギー部門も、投資や将

いのかな、という感じがする。

来の協力関係を必要としている分野の一つだ。北東アジア

AIIBは、アジアのすべての加盟国の利益になる、非加

輸出入銀行協会は今後、より拡大する可能性がある。今後

盟国にも便益が行くような機関であるべきだと思う。中国

の発展にご注目いただき、ご支援いただければ幸いである。

の直接的な利益、外交的手段、政治的手段、地政学的な手
李：

段としてAIIBを用いるのではなく、アジアの公共財の建
設のために用い、そのためのビジョンを持ってほしい。

前田氏、河合氏からAIIBに高い関心を示していただき、

AIIBがアジアの公共財として機能するのか、中国の利益

感謝したい。前田氏からはAIIBがどのようなビジネスモ

を最優先して機能するのかが、日本から見て重要な問題で

デルになるのか、河合氏からは中国優先にAIIBが使われ
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セッションＡ

るのではないか、という懸念が示された。国際社会はこう

２～３年、下手をすると５年ぐらいかかってしまう。回収

いう目で見ている、と中国側は謙虚に受け止め、こうした

期間も、IPP
（独立系発電事業者）案件で最近は20年を超え

懸念を払拭していかなければならないと思う。

ている。では、その資金調達はどうするのかといえば、

私の考えでは、世界銀行もADBも貧困問題の解決を中

JBICやJICAな ど で あ る が、 そ れ ぞ れ 一 長 一 短 が あ る。

心に設置されたものだが、AIIBはインフラに絞っている。

MDBに関しては厳格なガバナンスが効いており、それを

そういう意味でビジネスモデルについて考えると、まず投

アレンジしていく側からすると、大変な相手方になる。一

資対象が非常に絞られてくる。金立群総裁の言葉を借りる

方、自分たちでファイナンスをアレンジし、それをもって

と、まず民間資本の入らない公共財、つまり道路、港湾、

相手方に攻めていこうとすると、民間銀行だけではファイ

空港などの交通インフラの整備がある。次に都市と農村の

ナンス期間が長すぎる。こうした中で、インフラに特化し

基礎インフラ、つまり上下水道などであり、これに加えて

たファイナンスツールができたこといついては、非常に強

エネルギー関連のインフラがある。その投資先の政府がど

い関心をもって見ている。残念なのは日本の参加がまだな

う関わり、民間資本がどう関わるかについては、最初の案

く、第三者的な議論にとどまっていることである。

件を見てみないと、あるいは数年間フォローしていかない
モデレーター
（ERINA中村俊彦）
：

と分からないだろう。今年、初年度の融資目標は15億～20
億ドルで、夏頃までに第１案件が決定されるということで

第２ラウンドで議論いただいたAIIBについて、AIIBか

あり、それを注意深く見る必要がある。

らの参加がなかったことはセッションの企画者として申し

中国優先なのではないか、という懸念については、私は

訳なく思う。AIIBは開業したばかりで、この会議に人を

そういう心配はないと考えている。AIIBの優先融資先は

派遣するには難しい状況だった。このようなセッションが

中国国内ではない、ということを史耀斌中国財政部副部長・

次回の会議であるかどうかわからないが、仮にあった時に

AIIB中国副理事が明言している。中国はいまお金が余っ

はAIIBの参加を課題とし、実現していきたい。

ている状態であり、あえてAIIBを国内開発のために使う

北東アジア交流は地方交流が原点である。その中で、こ

ことはありえないだろう。あくまでもアジアを中心とし、

の会議ではザルビノ港の利用について提案をしてきたし、

アジア全体の利益が上がれば、その一部として中国の利益

新潟県もザルビノ港に関連した働き掛けを行っている。地

も上がる、という発想であろう。

方の視点に立脚して、資金協力という大きな話の中に地方
がどう参加していくことができるのか、ということも今後

小野塚：

大切であろう。今後、議論の機会があれば、そういう点も

インフラというのは非常に息の長い話であり、仕込みに

セッションA

盛り込んでいきたいと思う。

開発金融（要旨）

25回目の会議の最初のセッションは開発金融協力を取り

れない「面」としての協力であると強調した。具体的には、

上げた。25年前、日本のGDPは北東アジア各国のGDP合

たとえばロシア沿海地方のザルビノ港の整備であり、ロシ

計のおよそ８割を占め、支援国の立場をほぼ独り占めして

アと日本とのエネルギーブリッジ構想である。日本として

いた。その後、他の国々が発展し、昨年から今年にかけて

は、2015年に安倍総理が
「質の高いインフラパートナー

は、 中 国 の 主 導 で ア ジ ア イ ン フ ラ 投 資 銀 行 が 開 業 し、

シップ
（Quality Infrastructure Investment）」を打ち出し、

BRICS銀行も創設された。開発金融協力にも新しい潮流が

アジア開発銀行
（ADB）などと協力しながら５年間で1100

到来しつつあり、このことが北東アジアのこれからの発展

億ドルを拠出していくことが紹介された。

にどのように影響していくだろうか。

次に、アジアインフラ投資銀行（AIIB）とADBとの関係

最初に、国際協力銀行（JBIC）代表取締役専務取締役の

を踏まえながら、北東アジアにおけるインフラ開発のため

前田匡史氏から、北東アジアの開発金融協力を概観し、日

の資金調達の可能性について、東京大学公共政策大学院特

本としてどのような貢献ができるかについて報告があっ

任教授の河合正弘氏が報告した。河合氏によれば、アジア

た。前田氏はこの中で、これまでの経済協力受け手は
「国」

全体で年間7500億ドル、北東アジアで年間630億ドルのイ

であったが、これからの協力のキーワードは国境にとらわ

ンフラ投資需要があり、多国間開発金融機関
（MDB）や二
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国間資金提供機関などの公的部門だけでは賄いきれず、民

ラットフォーム」
を活用しながら、ESCOが高効率ガスター

間の力が必要になる。AIIBは、量的な資金源としての重

ビンなどを発電側に供給、そこで節減した燃料そのもので

要性は認められるが、オペレーション面などで問題がある。

代物弁済してもらおうというものである。経済産業省では

河合氏は、AIIBがADBなどと協調しながら自らの経験と

とくに、極東地域での今後の案件形成に期待しているとい

知識を蓄積していくことに期待を示すとともに、MDBが

う。

北朝鮮の国際社会への復帰を導くことになるかもしれない

以上の報告を補足し、さらに質疑応答する形で、セッ

という可能性にも言及した。

ションの第２ラウンドが行われた。ここではとくにAIIB

第 ３ に、 北 東 ア ジ ア 輸 出 入 銀 行 協 会（Northeast Asia

に関する議論が中心となった。まず、前田氏からAIIBの

EXIM Banks Association）について、大図們江イニシアチ

ビジネスモデルについて疑問が出された。国際金融機関の

ブ（GTI）事務局シニアアドバイザーのカン・ブソンが報告

モデルとは、資本の一部が実際に払い込まれ、残りのコー

した。GTI加盟４カ国（中国、モンゴル、韓国、ロシア）の

ラブルキャピタル
（請求払資本金）
を担保に資本市場で格付

輸出入銀行／開発銀行によって、2014年９月に北東アジア

けを取り、ボンド
（債券）
で調達した資金を中心に融資を行

輸出入銀行協会が設立された。カン氏によれば、その最初

う。AIIBはまだ格付けを取っておらず、ビジネスモデル

の共同プロジェクトとしてザルビノ港プロジェクトが選ば

がはっきりしていない。また、河合氏からはAIIBのビジョ

れ、これから具体的な融資スキームを作っていくことにな

ンとは何か、という疑問が出された。AIIBがアジアの公

る。なお、GTIは国連開発計画（UNDP）の支援下にあるが、

共財として機能するのか、中国の利益を最優先して機能す

2017年からは独立した政府間組織となる。新しい意思決定

るのか、というものである。

組織、新しい協力分野、地理的拡大など、さまざまな戦略

これに対して、李氏から次のような考えが示された。す

的課題が検討されていることも紹介された。

なわち、世界銀行やADBは貧困問題の解決を中心に設置

続いて、長岡技術科学大学大学院教授の李志東氏から、

されたが、AIIBの対象はインフラに絞られている。また、

「一帯一路」戦略における低炭素・エネルギー分野の国際金

AIIBの優先融資先は中国国内ではない、という史耀斌中

融協力について報告があった。李氏によれば、中国は「一

国財政部副部長（AIIB中国副理事）の言葉を引用しながら、

帯一路」戦略の一つの柱にエネルギー協力を置き、低炭素・

AIIBの使い道はあくまでもアジアを中心とし、アジア全

エネルギー共同体の形成を目指している。近年の中国は水

体の利益が上がれば中国の利益も上がるという発想であろ

力、太陽光、風力発電などの導入規模、設備生産量、輸出

う、と述べた。

量のいずれも世界最大になっている。こうした優位性を生

セッションのまとめに当って、モデレーターとして２つ

かした国際協力として、AIIBが設立された。AIIBが経験

の点を述べた。１つは、AIIBの議論についてである。今

不足であることは否めないが、従来の国際開発金融機関の

回はAIIBが開業したばかりで、その参加は難しい状況だっ

経験やノウハウを謙虚に学び、ガバナンスを示していくこ

た。このようなセッションが次にある時には、AIIBの参

とへの期待が示された。

加を実現していきたい。２つ目は、地方の視点である。北

報告の最後は、ロシアにおける省エネ事業にかかる日本

東アジア交流は地方交流が原点であり、この会議では当初

からの提案について、世界省エネルギー等ビジネス推進協

からザルビノ港の利用についても提案をしてきた。地方の

議会
（JASE-W）の小野塚恭彦氏が行った。ロシアでもエネ

視点に立脚し、資金協力という大きな話の中に地方がどう

ルギー効率の向上は喫緊の課題となっており、中でも発電

参加していくことができるのかという点も、今後の議論に

部門の省エネ効果は大きい。JASE-Wの提案は、まず日ロ

盛り込んでいきたい。

共同事業としてエネルギーサービス会社（ESCO）をロシア

（ERINA企画・広報部長

国内に設立し、JBICがロシア側と合意した「日ロ投資プ
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中村俊彦）

