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今年は、終戦70周年に当たり日中関係も新たな展開を迎えよ

うとしています。振り返れば、国交回復以降の40年余り、総じ

ていえば、日中関係は両国民の相互理解を深めるにつれ、国際貿

易も直接投資も順調に拡大してきました。現在、中国に進出され

ている日系企業は2万5000社に上るほか、資本参加や技術供与

を行っている関連会社は1万4000社ほどあります。一方、日本

を訪れる中国人観光客は年々増加しています。こうしてみれば、

日中関係の大勢はたいへん良いものと認識されます。

ただし、ここ10数年来の日中関係が大きくぎくしゃくしてい

るのは事実です。ときには、歴史認識の違いが原因となり、とき

には領土領海の領有権をめぐる対立が発端となって中国で大規模

な反日デモが起きただけでなく、日本人の国民感情も急速に悪化

しています。しかし、日中関係がこのまま悪化していくことは双

方にとって何のメリットもありません。日中両国政府は戦略的互

恵関係の構築について認識が一致しています。今後の日中関係を

正常化させていくためには、両国の政府と財界の努力に加え、研

究者と有識者の知恵は必要不可欠です。

弊社の中国研究は長年の努力により日本において一定の評価を

いただいています。このたび、我々の研究成果を広く共有される

ために、中国通・中国レポート『China Focus』を定期的に刊行

することとしました。同時に、皆様のご教示を賜り、我々の研究

をより良いものにしていきたい所存です。

2015年7月
株式会社富士通総研
代表取締役社長  本庄 滋明



1China Focus  No.1

China Focus 

TOPICS

（AIIB）など3つの新しい国際金融機関を設立しよう
としている。AIIBには、先進国を含む57か国が参加
を表明し、去る6月30日に北京で開かれた設立協定
署名式では、そのうちの50か国が協定に署名した1）。
AIIBには日米がそろって参加を拒否している。その
理由はAIIBの運営に関わるガバナンスと透明性が担
保されないことにあるといわれている。むろん、日米
が参加しなくてもAIIBは成立する。日米が求めるガ
バナンスと透明性の担保がいかにして実現できるかに
ついて必ずしも明らかではない。振り返れば、1997
年アジア通貨危機が起きたあと、日本主導でアジア通
貨基金（AMF）の設立を試みたが、アメリカの反対
によってその構想がとん挫してしまった。こうした経
緯からも分かるように、いかなる国でも新しい国際金
融機関を設立しようとすると、必ずや既存の金融機関
運営の主導権を握る国によって反対される。

AIIBの設立は中国の国際戦略の一環として展開さ
れるものと認識されている。その背景には、中国の総
合的国力の強化がある。中国のドル建て名目GDPは
すでに世界2番目の規模を誇っており、アメリカを追
い抜くのは時間の問題とみられている。既存の国際秩
序は先進国が主導して作られたものであり、新興国の
中国はそれにチャレンジしようとしている。これはか

今から610年前に、中国の王朝（明王朝）ははじめ
て海洋戦略に出た。鄭和は永楽帝に命ぜられ、大航海
に出るが、鄭和は34歳から60歳まで計7回も大航海
に出て、遠くは中東とアフリカにたどり着いたといわ
れている。それ以降、中国の国力は弱体化し、大掛か
りな海洋戦略に出ることはなかった。
「改革・開放」政策以降の35年間、年平均10％近い

経済成長が続いた結果、中国の国力は予想以上に強化
された。今は、ドル建ての名目GDPはアメリカに次
いで2番目の規模を誇っている。20年前、中国は外貨
不足に悩まされていたが、2014年12月末現在、中国
政府が保有する外貨準備は3兆8400億ドルに達した。

外貨準備を国益にかなう形で運用すべきとの要望か
ら中国政府は念願の国際金融機関の設立に乗り出し
た。具体的には、アジアインフラ投資銀行（AIIB）、
BRICS開発銀行とシルクロードファンドである。

既存の国際金融機関はすべて先進国が主導して設立
されたものだが、今回ははじめて新興国が発起人と
なって国際金融機関を設立する。実際に国際金融機関
の設立は多くの課題に直面し、国際社会から疑問や不
安を覚える声が根強い。AIIBがほんとうに成功する
かは不透明な点も多いが、効率良く運営していくため
には、国際社会の幅広い協力が必要である。

中国の海洋戦略

中国政府は自らの主導でアジアインフラ投資銀行

中国の国際戦略
AIIB設立の狙い、課題と行方

主席研究員

柯  隆

1  協定に署名しなかった7か国は、マレーシア、タイ、フィリピ
ン、デンマーク、ポーランド、クウェートと南アフリカであ
る。理由は国内の承認手続きが終わっていないことにあるとい
われているが、確かなことは定かではない。
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速により需要が低迷し、主要製造業において過剰設備
問題が浮上している。中国政府は、常態化している過
剰設備問題を解決するために、AIIBを設立するとい
う見方もできる。すなわち、AIIBの設立によって中
国は過剰設備を海外へ振り向けるということである。
2015年5月、国務院は「国際産能と装備製造の合作
を推進する指導意見」を発表した。そのなかでは、高
速鉄道、発電と自主ブランドの自動車製造業の海外進
出促進が主要な任務と位置づけられている。

世界の投資家は中国経済が成長を持続できるかにつ
いて疑問視している。中国経済の実力が試されるなか
でAIIBの設立と運営について不確実性が多く、それ
が期待されるほどの役割を果たしていけるかどうかは
未知数である。中国政府はAIIBの設立が既存の国際
金融体制にチャレンジしようとするものではないと明
確に否定しているが、結果的にはチャレンジすること
になるに違いない。ここで、中国の実力が試されてい
る。

既存国際金融機関との 
コラボレーション

既存の国際金融機関のなかで、世界銀行とアジア開
発銀行（ADB）の役割は開発金融であり、貧困削減
を主な目的にしている（表1参照）。その融資につい
て最大株主であるアメリカの意思が最大限に反映され

つてアメリカが国力強化後に、イギリスにチャレンジ
したことと同次元のものと思われる。むろん、このタ
イミングで中国がアメリカに取って代わって世界で覇
権を求めるとは考えにくい。少なくとも、中国が積極
的にグローバルコミュニティに入り、新しい国際秩序
の形成に関わろうとすることは悪いことではない。中
国はこうした国際戦略を展開することで大きなメリッ
トを享受しようとする一方、コストも負担することに
なる。ここで求められるのは、中国は自らの国際戦略
についてその透明性の担保に取り組み、世界の主要
国、とくに日米は平常心を持って中国と向き合うこと
である。

むろん、今、中国にとって積極的に国際戦略を展開
することはタイミングとして必ずしもよくないかもし
れない。なぜならば、中国経済は２桁成長から急減速
に転じ、2015年の成長率が7％を下回る可能性すら出
ている。景気の減速は中国経済の実力の低下を意味す
るものである。李克強首相はEU委員会での演説で

「中国経済は絶対にハードランディングしない」と繰
り返して強調。しかし、中国経済の先行きへの不安は
上海株式市場の激しい変動からも確認できる。少なく
とも市場は足元の中国経済について弱気になっている
といえる。

今まで、外資系企業は中国経済について8％以上の
成長を前提にして中国に進出してきたが、景気の急減

表1　AIIBと既存の主な国際金融機関

IMF
（国際通貨基金） 世界銀行 ADB

（アジア開発銀行）
AIIB

（アジアインフラ投資銀行）

設立 1945年 1945年 1966年 2015年

加盟国 188か国 188か国 67か国・地域 57か国・地域

資本規模 3620億ドル 2327億ドル 1531億ドル 1000億ドル

目的 為替安定、短期資金融
資など

経済発展、貧困削減な
ど

アジア諸国への開発資
金融資

域内およびアフリカのインフラ
整備

資料：筆者作成
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果、中国経済は破たん寸前にまで陥った。鄧小平の時
代は「改革・開放」が推進され国内経済の振興に終始
した。江沢民の時代は市場経済の基盤を固める努力を
したが、グローバルコミュニティで主導権を取る力が
なかった。胡錦濤の時代はそのカリスマ性と政治力の
弱さから無為無策だった。習近平国家主席は国民に中
華民族の復興という中国の夢を提唱している。中華民
族が復興すれば、当然のことながらグローバルコミュ
ニティでリーダーシップを取るようになる。この大き
な流れこそAIIBが設立されようとする背景なのであ
る。

中国政府の実力

中国はすでに世界２番目の経済になっている。しか
し、中国は大国であるが、強国ではない。１人当たり
GDPが7000ドル程度の中国は依然新興国である（図
１参照）。世界２番目の経済にふさわしくないのは、
中国ブランドがグローバルマーケットでほとんど確立
されてないことである2）。振り返れば、日本の高度成
長期（昭和40年代）において松下や三菱といった日

ている一面は否定できない。こ
のことについて、世界銀行の
チーフエコノミストだったジョ
セフ・スティグリッツ氏も痛烈
に批判したことがある。世界銀
行とともに、ワシントンコンセ
ンサスを形成する国際通貨基金

（IMF）も新古典派・新自由主
義の経済学を標ぼうする重鎮で
ある。忘れてはならないのは、
1997年にアジア諸国が通貨危
機に見舞われたとき、各国は
IMFに緊急融資を申し込んだ
が、一段の緊縮財政という厳し
いコンディショナリティが強要
され、危機がいっそう深刻化してしまった。東アジア
諸国において、IMFを中心とする既存の国際金融機
関に対する不信は根強い。

こういうように考えれば、中国によるAIIB設立の
提案がアジア諸国に広く受け入れられる土壌がすでに
できているといえる。むろん、発起人の中国として
は、最初から勝算があったわけではない。専制政治を
堅持する中国が国際金融機関の設立を呼び掛けても、
どれほどの国や地域が賛同してくれるかについて不安
があったはずである。とくに、近年、海洋進出に積極
的な中国は、ベトナムやフィリピンなどの東南アジア
諸国との対立が年を追うごとに激しくなっている。し
かし、結果は中国にとり予想以上に良かった。2015
年5月1日現在、57か国・地域はAIIBへの加入を表
明した。東南アジア諸国は是々非々の態度で領土領海
をめぐる対立とは別に、AIIBの設立に賛同したので
ある。

中国がAIIBの設立を発案したのは決して思いつき
ではなく、用意周到だった。中国はグローバルコミュ
ニティにおいて主導権を取るのが目的である。振り返
れば、毛沢東の時代は鎖国政策が徹底されていた結

（
ド
ル
）

図1　中国1人当たりGDPの推移（1980－2014年）

資料：IMF
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山氏は、「中国政府は世界でもっとも強い政府であり、
やろうと思うことはたいてい実現できる」と述べてい
る。正しい認識であろう。問題は環境対策や格差の縮
小に取り組む中国政府の姿勢が十分でないことにある。

民主主義の国では、小さな政府の構築は効率の良い
市場経済を構築する前提条件とされている。それに対
して、中国政府はとてつもなく大きな政府である。財
源、プロジェクトの許認可権、国有企業の人事権など
すべての権限は政府に集中している。専制政治である
ゆえに、中国政府はいかなる決断をしても、国民に信
を問う必要がない。中国政府にとりこれほど都合の良
い政治システムはほかになかろう。

中国経済の実力

中国は自らの主導でAIIBを設立しようとしている
が、それをバックアップする経済の実力が十分でなけ
ればならない。中国は世界最大の輸出国であり、中国
政府は最大の外貨準備を保有している（図2参照）。
中国の景気が減速しているとはいえ、それでも7％前
後の成長を続けている。一方、中国は世界でもっとも
有望な市場でもある。世界経済の中国への依存は年を
追うごとに高まっている。

他方、中国経済の弱点も明白である。研究者やマス
コミによく指摘されることだが、中国社会では、所得
格差は大きく拡大し、社会不安は投資家にとり無視で
きないリスクになっている。中国国家統計局が発表し
ているジニ係数は0.475（2013年）に達しているとい
われている。最近、北京大学の研究グループが家計の
資産分布をもとに計算したジニ係数は実に0.7に上
る。ちなみに、ジニ係数は所得格差を示す指標である
が、その値が1に近いほど格差が大きいことを意味
し、0.4は社会が混乱に陥る危険ラインである。

そして、中国社会が抱えるもう一つの問題は環境問
題である。これまでの年平均10％近い成長はある意
味では環境を犠牲にして実現されたものである。水質

本ブランドはすでに確立していた。中国は依然として
世界有名ブランドの最大の下請け工場にすぎない。中
国は世界でもっとも廉価な労働者を有するが、自前の
技術を持っていないため、アップルなど世界有名ブラ
ンドの下請けしかできない。外国有名ブランドは中国
企業にアウトソーシングすることで莫大な利益を手に
入れるのに対して、中国企業は人件費の分しか手に入
らない。

しかも、人民元の切り上げと人件費の上昇により下
請け工場としてのステータスも安泰ではなくなってい
る。中国政府は「中国製造2025」の計画を公表し、
企業に対してイノベーションの強化を促しているが、
中国企業のほとんどは政府に呼応しようとしない。中
国市場は国有企業によって独占されているため、公平
な競争はできない。国有企業は独占利益を享受してい
るため、イノベーションに取り組むインセンティヴが
働かない。民営企業は国有企業と外資系企業との間で
板挟みになってしまい、イノベーションに取り組む余
裕と意思などほとんどない。何よりも、知的財産権が
十分に保護されていないなかで企業にとりイノベー
ションに取り組むインセンティヴが働かない。

中国でスマートフォンの最大手は「小米」（シャオ
ミー）という企業であるが、「小米」のビジネスモデ
ルはアップルのアイフォーンをそのままコピーしたも
のである。「小米」は中国企業の実力を代表している
といっても過言ではない。問題はその技術の弱さにあ
る。

一方、中国は強国ではないが、中国政府は世界で最
強の政府であるかもしれない。中国工学院院士の鐘南

2  2015年6月、中国政府は「国家製造業強国建設領導小組」を組
織し、国務院副首相馬凱氏がその責任者になった。中国政府は
メイドインチャイナのブランド力の強化に重い腰を上げた。し
かし、政府が巨額の財政資金を投入しても、中国のブランド力
は強化されない。企業が自らブランド力を強化するためには、
研究・開発（R&D）に取り組む環境を整備しなければならな
い。知的財産権が十分に保護されていない現状では、企業は研
究・開発に取り組むインセンティヴが働かない。
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汚染、大気汚染、土壌汚染など
すべては看過できないレベルま
で深刻化している。上で述べた
ように中国政府は世界で最強の
政府であるが、環境問題が深刻
化しているのは、政府の対策実
施においてプライオリティが低
いからである。

さらに、幹部の腐敗もかつて
ないほど蔓延している。共産党
幹部の多くは経済発展を促進し
たいが、抜本的な改革は拒否す
る。彼らは権力を握っている
が、国民の監督と監視を受け入
れない。絶対的な権力は絶対に
腐敗するといわれている。習近平政権は今までの2年
間、汚職撲滅に重点的に取り組んでいる。しかし、政
治改革を実施せずに、共産党の紀律委員会による汚
職・腐敗の取り締まりの強化では、どれほどの自浄効
果を発揮できるかは定かではない。

今回、日米はAIIBに参加しないと表明している
が、主な理由はAIIBの運営について透明性が確保さ
れず、ガバナンスについても確立していないからとい
われている。とはいえ、中国が国際金融機関を設立す
ることは世界経済にとって大きな貢献になると思われ
る。同時に、中国政府がグローバル社会で信用を得る
ために、国内の政治経済改革をきちんと行う必要があ
ると思われる。

人民元の実力

長い間、中国は外貨不足の国だった。1994年まで
中国政府は、外貨集中政策を取るために人民元と、外
国人専用の外貨兌換券という二重通貨体制を採用して
いた。人民元の信用力が低かったため、インフレー
ションは政策当局にとり一番の悩みだったが、中国政

府が推し進める輸出促進政策は功を奏し、外貨事情は
徐々に改善した。それを受け、1994年、中国政府は
外貨兌換券の廃止を決めた。さらに、1996年、中国
政府は国際貿易を促進するために、経常収支に関する
人民元の自由化を宣言しIMF8条国に移行した。

朱鎔基首相（当時）が描いた人民元自由化のロード
マップでは、遅くとも2000年までに資本取引も自由
化するつもりだったといわれている。残念ながら、
1997年7月のタイバーツの暴落を発端にアジア通貨
危機が発生した。人民元を除いてすべてのアジア通貨
はドルに対して暴落してしまった。それまで順調に成
長していたアジア経済に大きな打撃を与えたこの通貨
危機について、国内金融制度改革をきちんと行わない
なかで金融市場を拙速に開放したことが通貨危機を招
いたと総括されている。このような逆風のなかで中国
政府も資本取引の自由化を断念せざるを得なかった。
それ以来、中国経済は成長を続け、金融システムも大
きな問題に見舞われることがなかった。にもかかわら
ず、資本取引の自由化が進められていない。朱鎔基首
相が退任したあと（2003年）、温家宝前首相の任期中

（2003〜12年）、金融制度改革はトーンダウンしてし
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図2　中国の外貨準備の推移

資料：中国人民銀行
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冒頭で述べたように、明王朝の鄭和（本名：馬三
保）は、皇帝から任じられ7回も大航海を実現し、現
在の南シナ海を通って遠くは中東とアフリカまでたど
り着いた。これは中国史上はじめての海洋戦略の試み
だった。このような大航海の目的は国際貿易の促進に
あるといわれているが、皇帝の思惑は、自らに対する
関係国の朝貢を促すことにあった。中国の皇帝は自分
が世界の中心であると考えていたから、莫大な富を費
やして巨大な船団をはるか遠くのアフリカや中東へ
送った。

しかし、明王朝以降、中国の国力は弱まる一方だっ
た。最後の清王朝は巨大な帝国だったが、強国になれ
ず、列強に侵略されっぱなしだった。これについて中
国の教科書では、「国恥」と書かれている。中国を侵
略したことのある西側諸国の歴史学者の一部は、今で
も中国の台頭を心配している。なぜならば、中国が強
くなれば、西側諸国に復讐してくるのではないかと懸
念しているからだ。

習近平政権は国内において自らの威信を高めつつ、
共産党への求心力を強化するとともに、海洋戦略を実
行に移している。一方、国際社会で波風を立てないた
めに、平和的な台頭を約束している。外交部長（外務
大臣）王毅氏はいつも「中国はどんなに発展しても、
覇権を求めない」と口癖のように繰り返す。むろん中
国の隣国は、中国指導者の口約束で安心するはずがな
い。口約束よりもその行動が注目される。

今回のAIIBの設立は、目的ではなく、手段であ
る。その目的は、2015年3月に開かれた博鰲経済
フォーラムで習近平国家主席がすでに明確に述べてい
る。すなわち、アジア経済圏の実現であるが、中国語
でいえば、「一帯一路」からなる経済圏の構築である。
それは、陸のシルクロードと海のシルクロードからな
る経済圏を意味するものである。

日本の一部の開発経済学者は、中国は陸の文化であ
り、海の文化を持っていないと指摘している。今まで
はそうだったのかもしれないが、産業と経済の発展を

まった。
2005年7月、金融制度改革についてほとんど何の

進展もないなかで中国政府は、アメリカを中心とする
先進国の圧力に屈した形で人民元の切り上げに踏み
切った。ただし、人民元の切り上げは市場メカニズム
によるものではなく、中国政府・中国人民銀行（中央
銀行）はそれをコントロールしながら切り上げを実施
している。それ以降、人民元はドルに対して累計で
35％切り上がった。

人民元の増価がその実力によるものとまで安易に結
論づけることはできないが、かつての外貨不足の時代
に比べ、人民元の実力がかなり強化されているのは間
違いなかろう。ただし、輸出志向モデルは自国通貨の
為替相場を常に押し上げる力がかかる。通貨の為替相
場は国際貿易の交易条件を定義するものである。中国
の国際貿易の順調な拡大を考えれば、人民元の切り上
げは当然のことと思われる。

一方、中国政府・中国人民銀行が為替市場をコント
ロールしている現実を無視してはならない。国内金融
制度改革の遅れから、仮に中国政府が人民元の自由化
を認めると、おそらく人民元の為替相場は投機などの
影響で予想以上のボラティリティを喫すると思われ
る。ここで政府による為替管理を是認するのではな
く、国内金融制度改革を加速すべきと指摘したい。国
内金融制度改革について、まず、国有銀行の民営化を
進めるべきであり、同時に、金利の自由化も必要不可
欠である。

習近平政権の国際戦略

共産党中央において、胡錦濤政権（2003〜12年）
の無為無策に対して厳しい批判が繰り広げられている。
その「失われた10年」を挽回するために、習近平政
権は内政と外交のいずれについても躍起となってい
る。習近平国家主席自身の言葉を援用すれば、それは

「中華民族の復興」ということを意味するものである。
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受けて中国は必ず海洋進出を加速する。AIIBの設立
について日本の評論家は、それは中国が自分の国益を
最大化するためのものではないかと指摘するが、
AIIBの設立は奉仕活動ではなく、中国の国益にかな
うものでなければ、中国はこんな提案をしない。ここ
で重要なのは、10年後あるいは20年後の国際経済
マップを展望し、中国という巨大国家をきちんと捉え
ることである。

中国政府系のエコノミストは「アメリカ経済は明ら
かに衰退している」とはっきり記した論文を国内のマ
スコミに寄稿している。この「読み」が正しいかどう
かは別として、こうした論調はAIIBを設立しようと
する指導部を勇気づけているに違いない。冷静に考え
れば、ここで人民元がすぐにドルに取って代われると
は思えないが、アメリカ経済が弱まっているのは事実
であり、その隙間を埋めるべく中国が台頭してきてい
るのである。これこそ習近平政権の国際戦略なのであ
る。

AIIB 設立の重要性

あらためて国際金融機関の役割を考えれば、それは
一国単独で解決できない問題を国際金融機関の設立に
よって解決する試みである。こうした国際金融機関の
運営は基本的に理事会の合議制に基づくものである
が、主要メンバーの意思が強く反映される。AIIBの
設立は新興国の中国が名乗り出たところに意味があ

る。表2に示したのは、中国が設立を提案している主
な国際金融機関の概要である。中国の文脈でいえば、
被援助国だった中国こそ途上国・新興国の悩みを人一
倍理解しているから、アメリカ主導の既存の国際金融
機関よりも積極的な役割を果たすことができるという
ことになる。換言すれば、既存の国際金融機関は先進
国主導で作られたものであり、その援助の過程で先進
国に利する一面は否定できない。

そのほかにもAIIBには、将来的に担うもう一つ重
要な役割があるが、そのことはほとんど忘れられてい
る。それは予想される北朝鮮のレジームチェンジ（体
制崩壊）への備えである。かつて、東ドイツが西ドイ
ツに統合されたとき、西ドイツは相当の経済力があっ
たうえ、アメリカ経済も元気だった。しかし、北朝鮮
が崩壊した場合、韓国一国でそれを背負うほどの力は
備わっていないはずである。誰がそのコストを分担す
るかは北東アジアの現実問題である。日本の政治家の
脳裏にこの問題はまるでない。

日本が安全保障上の理由から顔をワシントンに向け
るのはそれなりの合理性が認められるが、北東アジア
の潜在リスクを見て見ないふりをするのは無責任とい
わざるを得ない。北朝鮮問題をめぐる６者会談は事実
上使命を終えているが、北朝鮮問題は解決されていな
い。もっとも理想的なシナリオは北朝鮮自らが中国の
ような「改革・開放」政策に軌道修正することだが、
それは現在の「金王朝」の終焉を意味するものである
ため、期待できない。北朝鮮のレジームチェンジの足

表2　中国が主導する国際金融機関

アジアインフラ投資銀行（AIIB） BRICS開発銀行 シルクロード基金

設立 2015年 2014年7月
（設立合意） 2014年12月

資本規模 1000億ドル 500億ドル 400億ドル

目的 域内およびアフリカでのインフラ
開発

途上国のインフラ開発 シルクロード経済圏構想の実現へ
のインフラ整備

資料：筆者作成
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音がすでに聞こえているのに、北東アジアの関係国が
それに備えていないのは不可解である。AIIBは中国
主導で設立される以上、北朝鮮の体制崩壊への備えと
いう重要な使命を持っている。

再検討されるべき日米のスタンス

中国主導で設立されるAIIBを成功させるべく経済
合理性はすでに論証されているとはいえ、日本では、
安全保障上の理由から、中国をライバル視する立場に
よりAIIBに参加しない政治判断がなされている。政
治判断の是非を経済合理性でもって論評すべきではな
いが、日本政府の政治判断は日本の国益にかなわなけ
ればならない。AIIBに参加するかどうかに関する政
治判断に限っていえば、官邸は感情的になり過ぎてい
るように思われる。今年の9月、習近平国家主席はワ
シントンを訪問する予定だが、そのとき、間違いなく
アメリカに譲歩しながらAIIBへの参加を説得するだ
ろう。国際社会におけるネゴシエーション（交渉）は
条件をめぐる妥協によって均衡点を探ることである。
大胆に予測すれば、アメリカがAIIBに参加する可能
性は今でも5割以上ある。アメリカという国はいつの
時代でもリアリズム（現実主義）が徹底されている。
もしアメリカがAIIBへの参加を表明すれば、日本の
政治家はそれに追随するだけなのだろうか。

安倍総理も菅官房長官も、AIIBに参加しない理由

をガバナンスと透明性が確保されていないからとして
いる。では、どのようにすれば、それを確保できると
いうのだろうか。AIIBの設立において中国は資本金
の3割程度を出資すると表明しているために、おそら
くガバナンスが妨げられると指摘されている。しかし
中国が多く出資しなければ、AIIBの設立はとん挫す
るだろう。ガバナンスは、ある仕組みを作ったから確
保されるものでなく、何よりもそのオペレーション次
第である。

中国主導で運営していくAIIBの最大の不安は経験
不足にある。それゆえ、中国政府は繰り返し日本の参
加を要請している。日本がAIIBのガバナンスをほん
とうに心配しているのだとすれば、それに参加してガ
バナンスの強化を促していくべきではないだろうか。
AIIBは57か国・地域の賛同を得ているが、そのオペ
レーションについては多くの課題を抱えている。
AIIBは、既存の国際金融機関と補完的な役割を果た
し、既存の国際金融機関と協力関係を構築していかな
ければならない。長い目で見れば、これからの国際社
会は先進国主導のものから、新興国も参加してAIIB
を運営していくことになる。日米にとり、AIIBには
構造上欠陥があるからといって参加しないのは必ずし
も得策ではない。中国の経済発展は食い止められな
い。AIIBが「中国のAIIB」にならないようにする
ために、日米は共に参加し積極的に関わるべきと思わ
れる。
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別表　中国経済主要指標（2009～2015年1－3月）

単位 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.1－3

実質GDP成長率 前年比、％ 8.7 10.3 9.2 7.8 7.7 7.4 7.0

第1次産業 〃 4.2 4.3 4.3 4.5 3.8 4.0 3.2

第2次産業 〃 9.5 12.2 10.3 8.1 7.9 7.3 6.4

第3次産業 〃 8.9 9.5 9.4 8.1 8.3 8.1 8.0

固定資本形成 〃 30.1 23.8 23.6 20.6 19.6 15.7 13.5

不動産投資 〃 19.9 33.2 27.9 16.2 19.8 10.5 8.5

小売総額 〃 15.5 18.4 17.1 14.3 13.1 12.0 10.6

輸出入総額 〃 －13.9 34.7 22.5 6.2 7.5 3.4 －6.3

輸出 〃 －16.0 31.3 20.3 7.9 7.9 6.1 4.7

輸入 〃 －11.2 38.7 24.9 4.3 7.3 0.4 －17.6

貿易収支 億ドル 1,961 1,831 1,549 2,311 2,590 3,831 1,237

直接投資実行金額 前年比、％ －2.6 17.4 9.7 －3.7 －2.9 1.7 n.a.

外貨準備 10億ドル 2,399 2,648 3,181 3,310 3,821 3,843 3,730

消費者物価上昇率 前年比、％ －0.7 3.3 5.4 2.6 2.6 2.0 1.4

マネーサプライM2 〃 27.7 19.7 13.6 13.8 13.6 12.1 11.6

実質収入：農村住民 前年比、％ 8.5 10.9 17.9 10.7 12.2 n.a. n.a.

都市住民 〃 9.8 7.8 14.1 9.6 7.0 6.8 7.0

都市部失業率 ％ 4.3 4.3 4.1 4.1 5.0 5.1 5.1

（注）  ①都市部住民の実質収入は1人当たり可処分所得、農村住民の収入は1人当たり純収入である。
        ②都市部失業率は、2012年までは、登録失業率であるのに対して、13年以降は調査ベースの失業率である。
（資料）中国国家統計局、中国商務部、中国人民銀行、中国人力資源社会保障部
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