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一橋大学基督教青年会・アジア金融問題研究会合同 

Field Study 2017 年報告書 

はじめに 

公益財団法人一橋大学基督教青年会の齋藤金義理事長は、理事長が幹事代表をされているアジア経済金融

問題研究会（以下「研究会」という）主催のマニラ・香港 2017 年フィールド・スタディに、当会学生を招聘して頂き、

マニラ及び香港の金融機関及び国際機関を訪問する機会を与えて下さった。特に、本視察団座長である窪野鎮

治様及び、研究会副幹事の齋藤祐一様には、大変お世話になり、学生としては得難い貴重な体験を積むことが

出来たことに、まず、この場をお借りし感謝の意を表したい。他方、我々一橋 Y の学生としては、この機会にフィリ

ピンのファー・イースタン大学及び香港中文大学に対して、独自にアプローチし、マニラ及び香港で両大学を訪

問することが出来たことも大きな収穫であった。ファー・イースタン大学では、20 人以上のフィリピン学生と交流を

し、お互いの Y 活動を高めあう非常に貴重な時間であった。 

また、香港中文大学では去年訪問した成果を生かし、Y との結びつきが非常に強い中文大学教授の小出先生に

再びお会いし、その小出先生が受け持つ日本学研究の学生と経済の話を絡めながら、日本と香港の大学システ

ムの差異などについても議論し、継続的な交流を達成できたことも含め、大変有意義な時間となった。 

また、香港滞在時には香港 YMCA のディレクターである Eric Yeung さんが我々学生を夕食会に招待して下さ

り、その後に香港の新聞会社が教会で開くヘッドスピーチに参加し、信仰を通して香港市民が抱えている問題、

悩みなどを垣間見る瞬間もあった。このプログラムを準備いただいた Yeung さん及び香港 YMCA のチームの暖

かい歓迎に対し、心からの感謝の意を表したい。YMCA はその根底にキリスト教精神と信仰があり、その信仰は

人々を迎える際に、やはりどこか違うもの、世間一般のありきたりのお義理とは異なる、心の通ったものがあること

を改めて感じることができたと思う。そういうもてなしの心がどれだけ貴重なものか、自分たちにはまだキリスト教信

仰は縁遠いものではあるが、せめて、こうした心遣いが世間一般とは異なることに対して、鈍感であってはならな

いと、感じている。以下、それぞれ担当別に訪問先の面談要旨をご報告したい。なお、参加者は下記のメンバー

であり、日程は以下となった。 

 

氏名 職業

1 窪野 鎮治
カーディフ生命保険会社最高顧問、元生命保険協会顧副会長 元大蔵省銀行局審
議官、元印刷局長（昭和46年東大法学部卒）

2 齋藤 金義
CEO, QiLong Investment Consulting Inc. LTD　元日債銀　ソフトバンクメディア＆
マーケティング取締役、公益財団法人　一橋大学基督教青年会理事長、（昭和46
年一橋大学経済学部、48年法学部卒）

3 齋藤 祐一
アジア経済金融問題研究会共同代表、Partner　QiLong Investment Consulting
Inc. LTD　元日債銀、HSBC証券MD（昭和50年東大法学部卒、ハーバードMBA）

4 建内　瑛貴 一橋大学　　社会学部4年生 一橋大学学生キリスト教青年会　会員

5 前田　雄飛 一橋大学　　経済学部2年生  一橋大学学生キリスト教青年会　会員

6 川畑　輝 一橋大学　　経済学部2年生  一橋大学学生キリスト教青年会　会員
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午後2時～3時半
中文大学教授との面

談　北村隆則氏
なお、実際にはマニラ
から香港への飛行機
が大幅に遅れたたた
め、香港到着は午後4
時過ぎとなり、北村先
生の講演は、夕食会

に延期された。

午後5時～　HK駐在
CIMB

Bertram Lai (Head of
Sales)   氏との面談

5日（火曜日）

マニラからHKへ移動

マニラ　日本大使
館　公使　訪問及

びランチ会

フィリピンYMCA
訪問

MNL 08:30 HKG
10:45

日時

午前

3日（日曜日） 4日（月曜日）

一橋大学基督教青年会(及びアジア金融問題研究会)合同Field Study 2017

自由時間

香港YMCA主催の
夕食会　18:00及び
香港の教会の礼拝
出席、香港YMCA
スタッフとの意見交

換会

夕食会　18:30～

宿泊ホテル

午後

集合　成田空港
ターミナル2

キャッセイ航空カ
ウンター7時15分

CX509
2017年9月3日

(日)
 

NRT 09:15 HKG
13:10

 

乗り継ぎ時間：1
時間5分

 

CX919
2017年9月3日

(日)
 

HKG 14:15 MNL
16:40

  

マニラ　ノボテルホテル

アジア開発銀行
本店理事室（前
田、川畑両君は

ファー・イースタン
大学を訪問）

6日（水曜日） 7日（木曜日）

帰国

CX504
HK 09:05 NRT

14:30

香港YMCA ホテル

香港　中文大学
小出雅生教授及び
日本研究会中文大
学学生との討論会

夕食会18:30
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ADB（アジア開発銀行）訪問 

 

Asian Development Bank 

Board of Directors for Japan（日本理事室） 

Executive Director (理事)Takeshi Kurihara 

Alternate Excecutive Director （理事代理）Masashi Tanabe  

Advisor to the Executive Director （理事補）Hidemasa Fukuda 

 

9 月 4 日午前に ADB（アジア開発銀行）マニラ本部の日本理事室を訪問し、理事の栗原さん、理事代理の田

部さん及び理事補の福田さんと面談。一橋 Y の前田と川畑は、同じ時間に、ファー・イースタン大学との面談があ

り、私建内とアジ経済金融問題研究会のメンバー3 名、合計 4 名で訪問したが、ホテルから ADB まで僅か数キロ

を行くのに 1 時間半という大渋滞に巻き込まれ、30 分の遅参となった。 

１． ADB の概要 

ADB はアジア・太平洋地域における経済成長及び経済協力を助長し、開発途上加盟国、地域の経済発展に貢

献することを目的とした国際開発金融機関である。1966 年に創設され、本部はフィリピン・マニラで、67 か国（アジ

ア太平洋地域内 48・地域外 19）が ADB に加盟している。5 大加盟国といわれている国々（日本、アメリカ合衆国、

中国、インド、オーストラリア）の中で日本は出資口数では 15.7％という最も高い出資率を誇り、歴代の ADB 総裁

は全員日本人である。長期的なビジョンは「貧困のないアジア・太平洋地域」をめざし、包括的な成長、環境に調

和した持続可能な成長、地域統合を通じて、創立以来これまで 2,472 億ドルの融資をコミットしてきた。 

２．ADB の融資の内容 

基本は域内加盟国へのソブリン・ファイナンスが中心であるが、民間の協調融資に ADB が参画することで、協調

融資が円滑にかつ効果的に実施され、経済成長への貢献がさらに大きなものとなる。2016 年の協調融資のコミッ

トは総額で 71 億 7,000 万ドル、内訳はソブリン向け（公的融資）18 件、30 億 4,000 万ドル、公的グラント 33 件 1

億 6,480 万ドル、民間協調融資 9 件 39 億 7,000 万ドルとなっている。これを、2016 年末の融資残高でみると、ソ

ブリンが 629 億ドル、民間向けが 71 億ドルとなっており、9 割がソブリンローンとなっている。このソブリン向け融資

残高を国別にみると、中国、インド、インドネシア、フィリピン、パキスタンの順となっている。（図１を参照） 

また、グラントと呼ばれる無償供与は全体の比率は低いものの、発展途上国にとって返済が必要とされない援助

であり、貧困撲滅の意味からこのグラントの意義は大きい。 

しかし、他方で持続可能な金融機関として ADB が維持されるには、協調融資が主体となり、それが順調に返済さ

れることが業務の中心とならざるを得ない。過去、ソブリン向けの融資により焦げ付き、不良債権は殆どないと言わ

れている。つまり、ADB への返済は当事国にとっては、他の返済が仮にできない状態になったとしても。ADB に

対しては、最優先で返済すべきものとして扱われている。また、グラントのみならず、日本は貧困削減日本基金を

2000 年から発足させ、支援対象を技術協力にも拡大している。こうしたグラントの面での日本の貢献には大きなも

のがある。 

３．ADB とその他の国際金融機関との相違 

先進国に当たる ADB５大加盟国に加えブルネイ、ニュージーランド、シンガポールは出資に対する恩恵を受け

ないことを創設当初から決められていた。 
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国際開発金融機関は ADB のほかに世界銀行や中国政府主導による AIIB（アジアインフラ投資銀行）なども存

在する。世界銀行は、1945 年に国際通貨基金と一体で設立され、国際通貨基金は国際収支の危機に際しての

短期資金の供給、世界銀行は戦後先進国の復興と発展途上国の開発を目的として設立され、世界銀行としての

機関は現在 5 つの機関から構成されている。すなわち、国際復興開発銀行(IBRD)、国際開発協会（IDA）、国際

金融公社（IFC）、多国間投資保証機関（MIGA）、国際投資紛争解決センター（ICSID）である。通常、世界銀行は

この国際復興開発銀行を指し、国連の専門機関である。AIIB は中国の一帯一路政策とも密接な中国の政治主

導の色合いの濃い開発金融機関であるが、特徴としてはアジアのみならず中東、アフリカ及び南アメリカといった

広い地域やロシアなども加盟している。2017 年 3 月現在加盟国数は 70 か国と ADB を上回り、当初米国が加盟

しないように働きかけた英国、フランス、ドイツといった欧州の主要国も参加している。日本はアメリカと歩調を合わ

せて、融資の透明性が確保されないので、現状参加を見合わせているが、ADB としてはアジアのインフラ投資需

要は膨大で、ADB だけでは対処しきれないので、ADB は世界銀行と同じように、AIIB と協調していく姿勢を示し

ている。当面、AIIB は組織や人的資源の制約から、その融資活動を活発化させるには十分な体制が出来ていな

いので、それほど大きな成果は上げられない、むしろ、世銀や ADB との協調融資を手掛けていくことが、当初の

実際的な対応となるであろう、とのコメントを栗原理事から頂いた。 

４．ADB の強みと今後の課題 

ADB の最大の強みは 50 年を超えて蓄積されてきた開発金融ビジネスのノウハウと 67 か国の加盟国を誇ること

である。さらに ADB に勤務している年齢構成は 30～50 歳が中心であり、最先端でビジネスキャリアを積み上げて

きた人材で固められていることが AIIB と比べて大きな違い。基本的には日本の民間金融機関のような新卒採用と

いう概念はなく、業務運営上必要なポジションに対し ADB 内外で人材を公募し、適切な人材を採用するという方

式であるため、ポジションに対する高い専門性が求められることが多い。日本人職員は、専門職員（International 

Staff）1,100 名強のうち、150 名程度を占めており、米国と並び国籍別では最多の職員数を誇る（2016 年末現在）。 

ADB の融資プロセスは基本的には 6 つの段階で区分されている。Concept clearance（プロジェクトの構想）→

Due diligence（適切な審査）→Term Sheet（相談や交渉）→Final Review（最終確認）→Board Consideration（各国

理事の承諾）→Final Close（融資成立）。その中でも、ADB にとって最初の二つのプロセス（Concept clearance, 

due diligence）が非常に重要であり、融資の基準や条件が非常に高く設置してある。まず、融資を受ける側の条件

としては「貧困のないアジア・太平洋地域」という ADB の理想を遂行すると共に技術的、経済的、社会的成長に

つながる効果をもたらすことであり、その上で ADB が重要な役割を担うことである。基本的には環境や社会への

配慮を遵守することが前提である。その条件を満たすことができれば、適切な審査が入り、融資額の交渉が行わ

れる。つまり、ADB から融資を受けるプロジェクトは前提として ADB の掲げる理念とマッチしなければいけない。 

ADB が創設された当初、ADB は国際開発金融機関であると同時に銀行であることを意識し、返済の見込みが

取れる融資を中心に行う考え方も一時期あった。しかし、時代が進むとともに発展途上国での経済が成長し、

ADBは発展途上国支援のため、より巨額の融資をするようになった。今まで多くの発展途上国ADBの支援の下、

経済成長を遂げることができたが、長期的な目標である貧困撲滅までへの道のりはほど遠く、現実問題として一

つの国に融資をしたくても許される融資額の枠内を超えてしまったため、融資できないという事例（ベトナムへの

融資）も存在する。ADB には国際開発金融金として果たさなくてはならない課題はまだたくさんあり、長期的ビジョ

ンである「貧困のないアジア・太平洋地域」までほど遠く、貧困撲滅にはどこか限界も感じる中、国際開発金融機

関として着実に貧困のないアジアへ突き進んでいる中で、その国の自律的な成長発展につながるような教育や

技術援助など、PJ ファイナンスではカバーしきれない領域へのグラント（無償援助）の割合をどう増やして行けるか
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が、大きな課題ではないだろうか。 

その点に関して、ADB 総裁中尾武彦氏のコメントが参考となる。ADB として無償グラントを拡大する施策を行っ

ているという趣旨である。 以下、中尾総裁の 2016 年 9 月の「国際開発ジャーナル」の記事から引用する。「G7 や

G20 主要国首脳会議では、成長戦略の一環として のインフラ整備、そのための資金動員の重要性が議論されて

いる。アジアインフラ投資銀行 （AIIB）に多くの国が賛同したのも、そのような背景があるからだ。 ADB でも、イン

フラ整備を含めた加盟国支援を強化するために、年間の新規承諾額（無償支 援を含む）を 50％、200 億ドルに

まで拡大する予定だ。ADB には、中所得国への貸付 を行う「通常資本財源」（OCR） と、低所得国向けに低利

子・長 期の譲許的貸付や無償支援を行 う「アジア開発基金」（ADF）が あるが、2017 年１月からは ADF の譲許

的貸付を OCR に統 合する。これにより、ADB の１ 年あたりの新規承諾額は、新た な一般増資（OCR の増資）

をし なくても 2014 年の 135 億ドル （うち無償支援が４億ドル）か ら、逐次 200 億ドルまで 50％拡 大できる。こ

のうち、統合された OCR が行う譲許的貸付と、引き続き ADF から行う無償支援も それぞれ強化できる。実際、

2015 年には統合の成果を先取り して 163 億ドルまで承諾を増や し、よいスタートを切った。なぜこのようなことが

可能な のか。少しテクニカルな説明になるが、OCR は、各国の出資した資本を基礎に債券を発行して 資金を

調達し、事務コスト（および ADF への利益移転）を賄うためのスプレッドを 乗せて貸付を行う ので、2015 年末 の

貸出残高が 620 億ドルなのに対して資本金は 170 億 ドルだ（うち、利 益の積み立てを除 く各国の払い込み 

資本は、60 億ド IDJ September 201668 ル）。それに対し、ADF はこれ まで債券の発行を行うことなく、34 のドナ

ー国からの拠出金（払 い込み資本）をそのまま貸していたため、貸出残高が 270 億ド ルにも関わらず、資本金

は 310 億ドルに上り、貸出残高を増やすたびに拠出の追加が必要になっていた。統合された OCR は、資本金

が 500 億ドル近くになり、この大きな資本金と債券発行によるレバレッジを使って、通常の貸付、譲許的貸付とも

に大幅 に拡大できる上、OCR から ADF への利益移転が拡大するため、無償支援も強化できる。」 

 

図１）ソブリンローン残高（国別） 
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図 2）民間向け融資残高（国別） 
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Far Eastern University College Y Club YMCA of Manila 訪問 

文責：前田雄飛 

YMCA of Manila Director General Orlando F. Carreon 

 

9 月 4 日、我々はフィリピンの Far Eastern University（以下 FEU）の YMCA サークルである College Y Club

（CYC）との交流を行い、その後フィリピン YMCA of Manila を訪問した。 

FEU は 1928 年に Dr. Francisco T. Dalupan Sr.によりマニラに設立された私立大学で、付属高校も併設され

ており学生が 20,000 人以上所属している。学部は商学部、建築芸術学部、学芸学部、教育学部、医学看護学

部、観光ホテル経営学部、大学院研究科がある。 

 交流会はキャンパス内の一室で行われ、自己紹介、国歌斉唱、軽いゲームをして打ち解けた後、互いのサーク

ルの活動について発表し意見交換を行った。我々の主な活動は週に一度の聖書研究であるが、CYC は教育に

関するボランティアが主な活動であるそうだ。彼らはフィリピンにおける経済格差や低い教育水準に関して強い関

心と問題意識を持っており、今後のフィリピンの発展を牽引するリーダーとしての自覚を感じているようだった。

我々も日本が抱える非正規雇用の問題や少子化に関する問題など様々な事象に関心を持つ必要があると感じ

た。交流会の後はフィリピンで最もポピュラーなファストフード店である Jollibee で CYC の学生とともに昼食を食べ

た。Jollibee のスパゲッティの特徴はトマトソースであるものの甘い味付けで、初めて出会う味だった。フィリピンで

は家族で週末に Jollibee で食事をするのが一つのステータスだそうだ。その後 FEU のキャンパスツアーを行い、

お土産交換をした後 CYC の一部学生とともにマニラ YMCA を訪問した。 

 我々の所属する一橋大学基督教青年会の齋藤理事長、マニラ YMCA 総裁 Orlando F. Carreon による挨拶が

ありマニラ YMCA についての紹介ビデオを視聴した。フィリピンでは都市の YMCA と学生の YMCA が密接な関

係を持っており、共に活動しているそうだ。これは日本の YMCA と大きく異なる点であり、より質の高い活動を行う

ために我々日本の学生 YMCA も都市 YMCA と連携を取り合うべきかどうかを次回の学生 YMCA 代表者会議で

議題に挙げてみようかと思う。 
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フィリピンの政治経済について 

文責：川畑 輝 

先方面談者：在フィリピン日本国大使館公使： 加納 雄大様 

同 二等書記官 今野雄二郎様 

面談日：2017 年 9 月 4 日 午後 1 時～2 時半 

場所：マニラ中華レストラン 

 

 今回、日本大使館の加納公使及び今野書記官から、フィリピン経済及び政治社会について中華レストランでの

ランチ会での講話を伺ったあと、夕食会の席上では、財務省から大使館に出張中の財務省大臣官房審議官（国

際局担当）の阪田渉様及び財務省国際局地域協力課地域協力調整室長の二宮悦郎様、大使館二等書記官影

山昇様、及び昼間ご面談頂いた ADB の 3 名の方々と夕食会がもたれ、昼間の大使館の方の講演と夕食会での

話題などを通じて得られたフィリピン経済、日比関係の現状について、その内容を報告致したい。 

  

 

１． フィリピン経済の位置づけ（統計データは外務省アセアン経済統計基礎資料による） 

フィリピンの人口は 1 億 332 万人とアセアン諸国の中ではインドネシアの 2 億 6,112 万に次いで人口が多く、か

つ平均年齢は 23 歳と日本の 45 歳と比較し若く、特に生産年齢人口が多いため、労働力が豊富である。名目

GDP は 2016 年では 3,049 億ドルとアセアン諸国の中ではインドネシア、タイに次いで 3 番目ではあるが、一人

当たり GDP ではカンボジア、ミャンマー、ベトナムに次いで下から 4 番目とまだまだ所得水準は低い。日本の一

人当たり 3 万 8 千ドルの７．５％、13 分の１である。産業に関して言えば、製造業の比率は少なく、専ら農業とサ

ービス業がその主力である。具体的には、サービス業が産業別 GDP の 6 割を占めており、外国企業の Business 

Process Outsourcing(BPO)及び海外での出稼ぎ労働が盛んだ。というのもフィリピンでは公用語が英語であり、か

つ人件費がとても安いため安価な英語人材として外国企業の BPO として最適であり、一橋 OB が設立した企業

「レアジョブ」はまさにその最適な例でもある。他には製造業が 3 割、農業が 1 割となっている。しかし、人口構成
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が若く、出生率も高いため、個人消費を中心とした旺盛な内需により、成長率は 2015 年が 5.9%、2016 年が 6.9%

と経済成長率はアセアン諸国のな中でも高い成長率を維持している。政治情勢が安定化し、かつ人口の約 1 割

以上のフィリピン人が米国はじめ海外に派遣労働者、主としてハウスメードや看護師などのサービス労働力として

海外で働いており、彼らの家族への送金により、国際収支が相応に安定しているため、必要な原材料や消費財

等の輸入が可能となり、経済成長が好循環している。フィリピンの印象は、訪問するまでは犯罪が多いとか、日本

のやくざが人殺しをしたり、大分昔に商社の支店長の拉致事件があったり、暗いイメージが強い国であったが、実

際に訪問してみると、ホテルや航空会社のカウンターあるいはレストランなどでのフィリピン人は人懐っこく、また愛

嬌もあって親しみがわき、かつ英語は問題なくタクシーの運転者さんも話せるので、安心感がある。成程、世界の

家政婦さんを大量に排出していることも納得できた。 

２．フィリピン経済社会の課題と問題点 

 しかしフィリピンの抱える二つの大きな問題が経済格差とインフラ整備の遅れである。2006 年時点ではフィリピン

のジニ係数は 0.4580 と、アジア 18 ヶ国中 4 番目に高い。 フィリピンにおける格差はフィリピンに深く根ざす財閥

の力が大きく関与していると考えられる。フィリピンにおいては財閥の力が未だに根強く、富裕層と貧困層が固定

化されている。今回お話を伺った方の一人の外務省日本大使館の影山氏によると、財閥の土地であるという理由

でそこに道路を引けないこともあるらしく、インフラにまで影響を及ぼしているほどだ。実際にフィリピンを訪れ、空

港から車で数分走るとすぐにスラム街と高層ビルが代わる代わる現れ鮮烈に目に映る。皮肉なことだが、BPO に

求められる低賃金といった条件はこうした格差によって維持されており、それがフィリピンの GDP を大きく支えて

いる。 

 インフラ面においては投資の少なさが目立つ。実際にフィリピンの公道を走ってみると道路は車で溢れかえり、

渋滞に大きく予定を左右され、交通インフラの整備の不足を大きく感じた。しかし未だ内外からの投資は活発でな

い。今回新しく就任したドゥテルテ大統領は投資について重く受け止めているようなので、改善が見込めるかもし

れない。 

 ドゥテルテ政権は 2016 年 6 月に発足した。ドゥテルテ政権は内政においては違法薬物対策、治安・テロ対策、

政府の汚職対策、憲法改正による連邦・議院内閣制の導入を重点政策とし、外交においては自国の国益を最優

先し、中国やロシアとの関係強化にオープンな姿勢を取っている。経済においては 2016 年 10 月、2040 年まで

に、貧困がなく、反映した、中産階級中心で、健康かつ、強靭で、スマートで、創造的な信頼感のある社会を達成

し、国民一人当たりの所得を少なくとも 3 倍にすることを目指す「AmBisyon Natin(Our Ambition 2040)」を策定し

た。また、本年 2 月、2017-2022 年の中期開発計画である「フィリピン開発計画」を策定した。その内容は「0-10

の社会経済政策主要項目」(表 1 参照)を具体化、また、年間 GDP 成長率７〜８％を目指し、2022 年までに貧困

率 21.6%→14%、失業率 5.5%→3〜5%にそれぞれ減少させるといったものだ。また、本年 4 月に「ドゥテルテノミク

ス」を発表した。「インフラ黄金時代」と位置づけ、今後 3 年間でインフラ投資に 3.6 兆ペソの投資を見込む予定

だ。 

これまで、フィリピンの大統領は財閥に支持された、背景のある大統領であったが、現在のドゥテルテ大統領は財

閥とは一定の距離を置いているので、この大統領による経済社会改革がどう進められるか注目していきたい。 

 法と秩序の尊重 犯罪・薬物・密輸・誘拐対策、交通渋滞対策 

1 マクロ経済政策 前政権のマクロ経済政策の継続・維持 

2 税制改革 先進的な税制改革と効果的な徴税制度の導入 
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3 競争力強化と規制緩和 外資に関する憲法規定の緩和等 

4 インフラ支出 インフラ支出を GDP５％まで引き上げ 

5 地方開発 地方の農業、企業活動及び観光の振興 

6 土地関連行政及び管理 土地の所有・投資等の行政サービスの改善 

7 人的資本の開発 保健や教育などの人的資本への投資 

8 科学・技術・創意工夫の

促進 

イノベーションや創造性の推進 

9 社会的保護プログラム 社会的保護制度の改善を通じた貧困層の保護 

10 リプロダクティヴヘルス法 人口政策の実施、特に貧困層の家族計画支援 

表１ 「0-10 の社会経済政策主要項目」  

 

 

 

２． 日本とフィリピンの関係について 

日本とフィリピンとの関係について考える場合、韓国や中国は戦前の日本の軍国主義や植民地支配に関して、

嫌になるほどいつも声高に批判を継続していることに比較すると、確かに、日本軍はマッカーサー支配のフィリピ

ンから米軍を追い出し、軍政を行い、日本の統治下にフィリピンをおいた。また、米軍のフィリピン上陸に際し、日

本軍と米軍の戦禍の中で多くのフィリピン人が犠牲になった事実があるにも拘わらず、歴史批判はフィリピンから

は聞えてこない。この違いは何に根差すのか、要因は何かを考える場合、やはり過っての宗主国であるスペイン

や米国の統治がどういうものであったかたという比較は重要であろう。そういう過去の宗主国の植民地支配との比

較で考えれば、日本の統治がそれほど非難されるものではなかったとも言えよう。中国や韓国は、仮に日本の支

配や統治下ではなく、ロシアの支配であったなら、今はどれだけロシアを批判したか、考えると面白いかもしれな

い。そいう意味からも日比関係は良好であると言われている。 

フィリピンの貿易相手国は、日本はフィリピンの総輸出輸入の 34％を占めており、中国と並んで最大の相手国で

ある。 

また、JETRO が取りまとめた日本の地域別直接投資（国際収支ベース、ネットの毎年の投資額）では、フィリピン

への投資額が 2016 年では 23 億ドルと 2015 年と比較し大きく増加した。この傾向は 2017 年も変わらないとみら

れ、今後、フィリピンへの日本の直接投資は増加していくものと思われる。フィリピンから見れば、日本は最大の投

資国であり、日本企業のフィリピンにおけるプレゼンスは大きなものがある。 

・基本的価値や戦略的な利益を共有し、地域と国際社会の課題に共に貢献する「戦略的パートナー」。 

・南シナ海問題等、海洋における「法の支配」で共通の立場。 

・長年の経済協力によって深化する経済関係。 

がある。 

日本はフィリピンにとって最大の経済援助国など、良好な関係がうかがえる。また日本においてはフィリピン人の

人材の活用が進んでおり、介護、看護、家事支援の分野においてフィリピン人の人材が日本で活躍しているもの

の、日本政府の労働受入れ政策の基本は制限的であり、他の欧米諸国ほどの比重にはなっていない。 
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フィリピンの貿易相手国の比率（％） 
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日本の対外直接投資額（出典：JETRO） 

 

 

 

 

 

 

 

 

夕食会（ADB 栗原理事、田部理事代理、福田理事補、阪田財務省大臣官房審議官、影山日本大使館書記官、

日本の国・地域別対外直接投資（国際収支ベース、ネット、フロー）

単位：百万ドル

アジア 43,409 34,477 10,886

中国 10,889 10,077 8,634

アジアNIES 15,305 11,548 △ 14,467

　香港 3,045 2,660 1,943

　台湾 918 588 1,466

　韓国 3,197 1,521 1,079

　シンガポール 8,144 6,779 △ 18,955

ASEAN4 12,594 11,645 10,709

　タイ 5,567 3,926 4,064

　インドネシア 4,834 3,306 2,924

　マレーシア 1,292 2,893 1,409

　フィリピン 902 1,520 2,312

ベトナム 1,652 1,439 1,854

インド 2,408 △ 1,176 3,690

2014 2015 2016
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二宮財務省地域協力調整室長） 
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CIMB（Commerce International Merchant Bankers） 

商業国際貿易商銀行・香港支店訪問 

文責：建内瑛貴 

Head of Equities, Hong Kong Bertram Lai 

 

9 月 5 日にエクイティ部門のヘッドである Bertram Lai さんと香港支店で面談。 

CIMB はマレーシアの金融機関であり、国内で第 2 の規模を持つ。金融ビジネスは ASEAN 諸国が中心であり、

マレーシアの経済成長と共に ASEAN を代表する金融機関として成長することをビジョンとして掲げている。その

中で CIMB の香港支店はエクイティビジネスのみに特化しているものの、19 世紀後半の金融危機やリーマンショ

ックにより数多くの金融機関が倒産し、アジアではエクイティビジネスは金融機関にとってあまり利益につながりに

くい現状である。三菱 UFJ 銀行は CIMB の 3％の株を有している。 

そのほかにリサーチにおいて大きな強みを持っている。リサーチビジネスはリサーチ→トレード→コミッションという

流れで行われ、リサーチのコミッションは 10～15％においている。しかし、もしリサーチ資料が価値のないもの（無

効）として判断された場合、コミッションが利益として入ってこないため、リサーチにはかなりの予算と専門性をかけ

ている。しかし、来年の 2018 年 1 月からヨーロッパの金融市場では MiFID2 という新しい金融規制が導入され、リ

サーチには必ずコミッションを支払わなければいけない制度になるため、CIMB のリサーチビジネスも MiFED2 の

恩恵を受けることになることが予測できる。つまり、これからリサーチ資料がたとえ相手によって無効として判断さ

れたとしても、必ずコミッションが発生するようになる。 

これからの CIMB にとって、ASEAN 諸国と中国ビジネスを結びつけることが大きな課題となってくる。CIMB はマレ

ーシア、インドネシア、タイ及びシンガポールに大きなマーケットシェアを持っているだけに、今後は ASEAN 諸国

でのビジネスを強化しつつ、中国と直線的なビジネスを結んでいくことが大きな転換期となるであろう。そのうえで、

金融センターである香港は中国本土に比べて ASEAN 諸国とはより良い関係性を結んでいるため、これからの

CIMB 香港支店だけではなく、香港での金融市場そのものには明るい未来が予想されることを断言されていた。 
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香港と一国二制度について 

文責：前田雄飛 

The Chinese University of Hong Kong 

Adjunct Professor，Department of Japanese Studies Takanori Kitamura 

  

9 月 5 日の夜、我々は香港の中華レストランにて、元外務省ギリシャ大使で現在は香港中文大学で教授を務

める北村氏（当会の元オーストリア大使であった岩谷滋雄氏によるご紹介）、一橋大学基督教青年会の齋藤理事

長の友人であり現在香港で投資会社のパ-トナーである Howe Wu 氏を交えて会食を行った。そこで、香港の概

要とこの二名から伺った政治、経済の現状をここにまとめることにする。 

 香港は、香港島、九龍半島、新界および周囲に浮かぶ 235 余の島を含み、面積は東京 23 区の約 2 倍の

1,104 ㎢、人口は 734.7 万人であり非常に人口密度の高い地域である。（6654 人/㎢）しかし山地が香港全土に

広がり 60％を占めることからより一層人口が密集しているように感じられるに違いない。そして急峻な山地をなめ

るようにして超高層マンションが立ち並ぶ様子は異様で非常に印象的な光景であった。1997 年にイギリスから中

国に返還されて以降も資本主義経済を引き継ぎ、自由貿易港、世界の金融センターとして発展し今もなお重要

性の高い都市ではあるが、北村氏によると現在の中国全体における香港の占める GDP は 4％程度であり、かつ

てよりも中国本土に対する経済の影響力は低下しているといえる。また司法に関して、重要なポストは香港国籍の

人物が占めており、この状況が続く限り香港の司法の独立性に関して、合格点を出すと言っていたのが印象的だ

ったが、中国本土との政治、経済の一体化が進む中で香港のアイデンティティを保てるかどうかという問題は大変

興味深く今後観察するべき対象であろう。 

香港は一国 2 制度という枠組みで運営されているが、中国から見れば香港は自由な貿易及び金融市場であ

り、中国企業にとって国内、上海や深圳での株式上場と比較すれば、当然国内の株式の PER は高く、資本調達

は国内が有利であっても、外貨資金調達という視点では香港の資本市場は魅力的であり、今後とも中国企業の

上場、IPO は盛んにおこなわれることは間違いないであろう。上海などにおける自由市場を香港と競争できるよう

に育成したいと中国政府が考えても、当然、西側資本は中国国内市場に対する警戒感は持ち続けることは間違

いなく、その意味からは中国政府にとっては香港の異なる制度は有用であり、1 国 2 制度が今後とも維持されるこ

とは間違いないと思われる。 

Wu 氏は中国大陸出身で日本の京都大学を卒業した方であるが、中国の共産党支配政府があまり好きでは

なく、いずれ中国共産党支配の国家は立ち行かなかなるであろうとの見方に立って、今後の中国の国家民族体

制について語ってくれた。「もし中国が解体されたら」という題の写真を見せてもらったのだが、そこには民族ごと

や香港といった特別な地域などで細かく 10 数か国に分かれると予想されており、漢民族が中国人口の多数を占

めると理解していた私にとって非常に目新しい内容であった。さらにイギリスに統治されていたことから香港の

人々は皆英語を話すことができるものだと思っていたのだが、そうではなく国際的なビジネスにおいては英語がメ

インであるが、日常生活はもちろんレストランや商店においても広東語がメインであるそうだ。 

 今回の訪問では香港のイメージが大きく変わる結果となり、百聞は一見に如かずということを身に染みて実感し

た旅となった。 
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香港中文大学訪問 

文責：川畑輝 

The Chinese University of Hong Kong 

Part-time Instructor, Department of Japanese Studies Masao Koide 

 

 私たちは 9 月 6 日に香港中文大学の日本研究学科を訪れ、そこの学生二人と香港中文大学に留学中の一橋

大学 3 年の鈴木さんと交流をした。中文大学では日本研究学科の小出先生に先導されながら、ドナルド君とニコ

ラス君という日本学専攻の学生と中文大学を実際に歩きながら中文大学における日本の存在感、また、一橋大学

の存在感をレクチャーしていただいた。ドナルド君もニコラス君も日本語が流暢であり、日本にも旅行経験が豊富

にあり、日本の文化やアニメ情報など相当詳しいことを知って驚いた。 

 香港中文大学の日本研究学科では三年生になると日本の大学に留学することが義務付けられているそうだ。

話を聞いた学生の一人によるとそのプログラムにおける一橋大学の人気は学生の間でも高く、競争も激しい。日

本からの留学生も多く受け入れており、その数は 46 名にのぼる。日本学生の出身校の内訳は北は北海道大学、

南は九州大学と幅広く、明治大学、立命館大学、亜細亜大学など多種多様の学生が中文大学で学んでいる。中

文大学の小出先生によると留学生の日本人学生はそれぞれ固まることなく学内の学生と積極的にコミュニケーシ

ョンを取っている人が多いという。一橋からの留学生である鈴木さんは英語力向上のため中文大学への留学を決

意したそうだ。というのも香港では公用語に英語があり、小学生、早ければ幼稚園の頃から英語学習を施してお

り、その学生たちの英語力は日本の一橋大学の学生といえども多分に学ぶ余地のあるレベルだからだ。英語を

学びたいという目的を持つこれからの日本人留学生の留学先の候補に香港が上がることは間違い無いだろう。今

回訪問した中文大学は元は私学であったが、香港政府の支援で運営されている公立大学であるが、学院ごとに

基本財産があって、特にキリスト教神学を教える学院は資金が潤沢にあるようであった。これが日本の大学との大

きな違いに思われる。直近の話題で言えば、一橋大学の川口康平准教授が多額の契約金で香港科技大学にヘ

ッドハントされた。グローバルな教育人材確保においては日本の大学は資金面でディスアドバンテージを負って

いると言わざるをえないだろう。 

 この交流を通じて日本の大学と香港の大学の差異と学生の質の差、香港の学生における日本のプレゼンスを

実感することができた。このような学生同士の交流を経て自国を客観視できたことはとても貴重な機会だと考え

る。 
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香港 YMCA 訪問 

文責：建内瑛貴 

Hong Kong YMCA Centre Manager Irwin T.W.Tam 

 

9 月 6 日に私たちは香港 YMCA が我々学生 3 名に用意してくださったプログラムに参加させていただくことにな

った。私たちは香港 YMCA のディレクターである Yeung さんと香港 YMCA のチーム 4 名の方と夕食会をはさみ

ながら互いの YMCA 活動についての説明および議論を行った。去年香港 YMCA を訪れた時は香港 YMCA の

学生と交流をしたが、今回交流した香港 YMCA の方々は全員スタッフであり、香港 YMCA の活動を計画してい

る中心の方々である。香港 YMCA のより詳しい活動内容を聞くと、チャイルドケア、高齢者支援、ボランティアなど

の活動は日本 YMCA とさほど違いはないが、最も大きな違いとして感じたことは non-profit organization としての

ビジネス化が非常に進んでおり、香港 YMCA の存在、需要が日本に比べて非常に大きいということである。

YMCA はイギリス発祥の団体であり、香港はイギリスの旧植民地であったため、アジアの中で YMCA の普及が非

常に早く、香港では YMCA というブランドが広く滞っているといえるであろう。その上、位置的（香港中心部）に非

常に恵まれており、その立地条件を生かしてのホテル経営が行われている。しかし、香港 YMCA の中心的ビジネ

スはホテル経営だけではなく、礼拝室をテナントとして教会団体に提供している貸付ビジネスも大きな収益となっ

ている。香港 YMCA は 15 階建てのってものであるが、そのうちホテルルームは７階から１５階であり以下の階であ

る 4 階から６階にはすべて礼拝室が作られている。話を聞いた限りである 9 と、１０部屋以上の礼拝室を設けてお

り、様々な教会団体に礼拝室を提供している。香港には昔から教会があまり建てられてこなかったため、普通の

建物の中で礼拝室を作って礼拝を行うのが香港スタイルらしく、香港 YMCA は人が集まりやすい立地であるた

め、数多くの教会団体がテナントを希望している。香港 YMCA は自分たちに強みを活かし、巧みなビジネス戦略
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によって YMCA としてのブランドを浸透させることが非常に上手いように感じた。 

香港 YMCA での議論後、プログラムのメインイベントであった香港にある数少ない教会の一つである末日生徒イ

エス・キリスト教会で開かれたヘッドスピーチに参加した。その教会では、毎月に１回新聞会社によるヘッドスピー

チが開かれ、新聞記者が香港での様々な問題や課題をシェアし、香港市民とそれらの問題について共有し、毎

回一つのヘッドスピーチが終わった度に神に祈りをささげるというヘッドスピーチと礼拝がコラボレーションしたよう

なイベントであった。内容はすべて中国語であったため、香港 YMCA のスタッフの方に内容を英訳していただく

ことになった。比較的大きい教会であったものの、席はほぼすべて埋まっており、多くの香港市民が涙ぐみながら

ヘッドスピーチを聞いていたことがすごく印象に残っている。合計で２０回以上のヘッドスピーチが行われていた

が、毎回たくさんの市民が涙を流しながら神に祈りをささげていた。 

こうした中国語の礼拝やヘッドスピーチを聞くことは初めてであったので、非常に新鮮な気持ちであった。新聞会

社が教会でヘッドスピーチを行うということは日本ではあまり想像できないし、非常に興味深いアイディアであるよ

うに感じた。そこに参加した市民はすべて教会に通う信者ではなく、一般市民も数多く出席していたので、こうした

イベントを通じて、教会や礼拝をより深く知っていただける良い機会であり、教会の振興にもつながる戦略的なイ

ベントであった。 

 

 

 

以 上 


