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	 第 1 節
はじめに

　カンボジア（Cambodia）、ラオス（Lao�People’s�Democratic�Republic）、
ミャンマー（Myanmar）、ベトナム（Viet�Nam）の頭文字をとって、
CLMV 諸国と総称される 4 カ国は、インドシナ半島に位置している東南ア
ジアの発展途上国である。東南アジア諸国連合（Association�of�South�East�
Asian�Nations:�ASEAN）に、1990年代後半に相次いで加盟したが、19６7年
創設時からのメンバーであるインドネシア、シンガポール、タイ、マレーシ
ア、フィリピンや1984年に加盟したブルネイに比べると、経済開発が遅れて
いる。ASEAN では、201５年末、ASEAN 経済共同体（ASEAN�Economic�
Community:�AEC）を発足させた。AEC では、ヒト、モノ、サービス、投
資などの移動の自由化、各種基準の共通化や相互承認を進めることになって
いる。その際、障害になるのが、域内の経済格差の大きさである。そのた
め、域内の経済統合を進めるため、CLMV 諸国の経済開発の加速が喫緊の
課題となっている。
　それには、これら諸国における人材の開発が鍵を握る。CLMV 諸国は、
中央計画経済から市場経済への移行過程にある、いわゆる移行経済国

（Transition�Economies）である。従来から、ベトナム、ラオスなどは、社
会主義体制の下で、計画経済を運営してきており、その分、市場経済運営に
対するノウハウの蓄積が足りず、国有企業や国有商業銀行などでは、政府の
経営への介入が根強く残っている。また、ミャンマーでも軍事政権の下で、
長らく海外から孤立してきた。そのため、マクロ経済政策運営や金融制度の
構築、運営に関する人材育成のニーズが大きい。そこで、IMF（Internation-
al�Monetary�Fund：国際通貨基金）、世界銀行グループ（World�Bank�
Group）、ADB（Asian�Development�Bank：アジア開発銀行）などの国際
機関が、人材開発に力を入れてきている。1

　本章の執筆に当たっては、基礎資料の収集や図表作成の点で、一橋大学からのインター
ン渡邊直朗氏に大変お世話になった。
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　本章では、まず、CLMV 諸国の概要と各国際機関の技術支援の状況を概
説する。次に、ADB の組織、機能と ADBI（Asian�Development�Bank�In-
stitute：アジア開発銀行研究所）の組織、機能を順に解説する。さらに、イ
ンドシナ半島を縦断する大河メコン川流域の大メコン経済圏（GMS:�Great-
er�Mekong�Subregion）の開発を提唱し、先導してきた ADB の取り組みを
紹介する。その上で後半では、各国別に、マクロ経済と金融セクターの課題
を概観し、それに対する国際機関の技術支援の取り組み例を紹介していく。
最後に、CLMV 諸国における国際機関の活動の意義を考察する。

	 第 2 節

CLMV 諸国のマクロ経済および
金融セクターに対する国際機関の貢献

	Ⅰ	 CLMV諸国基礎データ

　201５年の基礎データから一人あたりの GDP を計算すると、カンボジアが
1,1５５ドル、ラオスが1,809ドル、ミャンマーが1,204ドル、ベトナムが2,111
ドルとなり、インドネシアの３,３4６ドル、マレーシアの9,7６６ドル、フィリピ
ンの2,900ドル、タイの５,817ドルと比べて、かなり低い。しかし、経済開発
が遅れている分、条件さえそろえば成長の余地も大きく、各国とも 7 ％程度
の成長率を記録しており、このままのペースが続けば、徐々に、ASEAN 域
内の経済格差を縮めていくことができると期待される。
　また、 4 カ国の中では、人口が9,170万人と最も多いベトナムの経済規模
が大きく、すでにチャイナ・プラス・ワンとして、海外から多くの直接投資
を受け入れている。また、人口５,３90万人とタイに匹敵する人口を有し、中
国、インド、タイと国境を接するミャンマーでは、近年の制裁緩和を受け
て、先進国からの直接投資の増加が見られる。そして、タイと隣接するカン
ボジアでも、タイ・プラス・ワンとして、日系企業の集積するタイから一部
の工程をタイに移動させる動きがみられる。さらに、内陸国で、 4 カ国中、
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人口が、最も少ないラオスでも、交通網の整備により、工場の立地がみられ
るようになっている。総体的に、タイを中心にしてその東西で、サプライチ
ェーンの拡大がみられ、また、ベトナムでは、長い海外線と中国南部の華南
経済圏と隣接する好立地を生かして、工業化が進んでいる。このように、
CLMV 諸国は地政学的にも中国とインドの間の重要な位置を占めている。

図表 2－ １　基礎データ（20１5年）

カンボ
ジア

ラオス
ミャン
マー

ベトナム
インド
ネシア

マレー
シア

フィリ
ピン

タイ

人口
（万人）

1,５５8 ６80 ５,３90 9,170 2５,7５６ ３,0３３ 10,0６9 ６,79６

GDP
（億ドル）

180 12３ ６49 1,9３６ 8,６19 2,9６2 2,920 ３,9５３

GDP 成
長率（%）

7.0 7.0 7.0 ６.7 4.8 ５.0 ５.8 2.8

インフレ
率（%）

1.2 1.３ 10.8 0.６ ６.4 2.1 1.4 －0.9

（出所）世界銀行

	Ⅱ	 各国際機関の役割分担

　各国際機関では、それぞれの任務（マンデート）と強みに応じて、重層的
な支援を行っている。
　第 1 に、IMF は、加盟国による国際的支払いの円滑化と安定的な国際通
貨制度の維持によって、世界貿易の拡大を図り、加盟国と世界経済の持続的
な成長を支援することを任務としている。IMF は加盟国が国際収支危機に
陥った場合には、短期の国際収支支援を行い、その際、支援プログラムの一
部として、財政金融政策や構造改革を内容とする条件（コンディショナリテ
ィー）を付ける。いわば、危機が起こった際の火消し役である。
　それに劣らず重要な IMF の役割は、危機を防止するための、政策監視

（サーベイランス）である。IMF は IMF 協定第 4 条の規定に基づき、原則、
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毎年、加盟国との間に 4 条協議と呼ばれる政策対話を行っている。これは、
IMF スタッフが加盟国を訪問し、財務省や中央銀行との集中的な討議を行
い、加盟国の経済情勢、経済見通し、財政金融政策や構造問題などに関し、
レポートを作成し、IMF 理事会に提出し、そこで、審議するものである。
近年、ますます多くの国で、その報告書（スタッフレポート）が公表される
ようになっており、各国経済について知る上で、重要な資料となっている。
　そのため、技術支援においても、外国為替制度や金融政策、特に、中央銀
行の独立性の向上や財政政策の枠組みなどに関する制度作りや統計整備に力
を入れている。IMF は、シンガポールに IMF シンガポール研修所（IMF-
Singapore�Regional�Training�Institute:�STI）を置き、アジア太平洋地域の
経済・財政金融当局者を中心に、 1 週間から 2 週間程度の研修をシンガポー
ル内外で実施している。筆者も2011年から201５年にかけて、国際経済コンサ
ルタントとして、STI で当局者向けにマクロ経済政策の講義をしてきた。研
修では、アジア危機直前のタイのマクロ経済データを用いて、表計算ソフト
のエクセル（Excel）を操作して経済予測を行い、経済の脆弱性を見つける
など、実践的な内容となっている。なお、最近、演習に使用するデータは、
世界金融危機の際のインドネシアの例にアップデートされた。また、ベトナ
ムに出張し、ラオス、カンボジアとあわせ、 ３ カ国の当局者を対象に 2 週間
の研修を行った。さらに、ミャンマーの当局者だけを対象として３0名ほどシ
ンガポールに招聘して、 2 週間の研修を行った。なお、我が国は、アジア地
域の人材育成に資するため、STI に対して、財政支援を行っている。
　また、IMF は、ミャンマーとラオスへのマクロ政策などの技術支援を強
化するため、2012年 9 月に、バンコク（タイ国立銀行内）に、Technical�
Assistance�Office�for�the�Lao�PDR�and�the�Republic�of�the�Union�of�Myan-
mar�（TAOLAM）を設立し、さらに201５年からは、カンボジアとベトナム
も支援対象に追加している。現在、我が国の財政支援により、公会計・財政
管理（public�financial�management）、通貨管理・金融調節（monetary�op-
erations）、財政統計（government�finance�statistics）、国際収支統計（ex-
ternal�statistics）、及び、マクロ経済（macroeconomics）の 4 人の専門家が
常駐している。
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　第 2 に、世界銀行グループには、第一世銀とも呼ばれる国際復興開発銀行
（International�Bank�for�Reconstruction�and�Development:�IBRD）が、トリ
プル A の格付けを活かして、市場から低利で調達した資金を開発途上国の
開発のためのプロジェクトに貸し付けるほか、第二世銀と呼ばれる国際開発
協会（International�Development�Association:� IDA）が、日本などの先進
国等からの補助金をもとに、譲許的な条件（無利子、長期等）で貸し付ける
ものや、民間向けに投融資を行う国際金融公社（International�Finance�Cor-
poration:� IFC）、直接投資に対する政治リスクをカバーする多数国間投資保
証機構（Multilateral�Investment�Guarantee�Agency:�MIGA）など多様な機
関が開発金融を担っている。
　世界銀行グループでは、近年、加盟国政府との協議や市民団体などのステ
ークホールダーとの対話を重視しており、アメリカのワシントン DC にある
本部よりも、加盟国と協議しやすい現地事務所に権限を移し、人員も強化し
ている。CLMV 諸国でもそれぞれ、プロジェクトの発掘や政策対話のため、
エコノミストや金融、環境評価の専門家、エンジニア、医療、教育など各分
野の専門家など、かなり大規模なスタッフが働いている。技術支援の分野で
は、国ごとのニーズに応じて、予算・税制、とりわけ、財政管理や統計、金
融に関する制度などの構築を支援している。
　第 ３ に、地域の金融協力機構として、通貨危機の際に外貨準備を相互に提
供しあう、ASEAN と日本、中国、韓国によるマルチ化された通貨スワップ
網、マルチ・チェンマイ・イニシアティブ（Chiang�Mai�Initiative�Multilat-
eralisation:�CMIM）のサーベイランス（政策監視）ユニットである AMRO

（ASEAN ＋ ３ Macroeconomic�Research�Office:�ASEAN ＋ ３ �マクロ経済リ
サーチオフィス）が、CLMV 諸国に対して、通貨危機を防止するための政
策監視と技術支援の活動を行っている（財務省ホームページ「チェンマイ・
イニシアティブ（CMI/CMIM）について」参照 http://www.mof.go.jp/in�
ternational_policy/financial_cooperation_in_asia/cmi/）。AMRO は、2011
年 4 月にシンガポール法人として設立され、201６年 2 月に国際機関化した。

（AMRO のホームページは、http://www.amro-asia.org）。
　CMIM は、アジア通貨危機の際、IMF の融資可能額だけでは、大規模な
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資本収支型危機に対応するのに十分な資金が確保できなかったため、日本な
どが 2 国間支援を提供したことをきっかけとして、IMF を補完する地域金
融協力機構として、徐々に整備されてきた 2 国間の通貨スワップ網をマルチ
化したものであり、CLMV 諸国の最大引き出し可能額は、それぞれベトナ
ム100億ドル、カンボジア12億ドル、ミャンマー ６ 億ドル、ラオス ３ 億ドル
となっている。これは、それぞれ貢献額の ５ 倍にあたる額である。なお、
CMIM は現在、総額2,400億ドルで、日中韓で 8 割、 2 ： 2 ： 1 の割合で貢
献している。残りの 2 割を ASEAN が貢献しており、その大半を、原加盟
５ カ国で均等に分担している。
　AMRO は201６年 2 月に国際機関化するとともに、それまでの経済の政策
監視の業務に加え、① CMIM の事務局としての機能と、②国際収支統計分
野を中心とした技術支援とを、その業務に加えることとなった。後者につい
ては、CLMV 諸国から AMRO に対して技術支援の要請があったことを背景
としており、日本、中国などがその資金を供与することを表明している（技
術支援開始は2017年から）。

	 第 3 節

ADB（アジア開発銀行）の
役割と組織、機能と特徴

	Ⅰ	 役割と組織

　開発金融を通じて発展途上国の経済発展を支援する国際機関である開発金
融機関には、全世界（グローバル）を対象とする前述の世界銀行グループ
と、特定地域の発展途上国のみを対象とする地域開発金融機関がある。
ADB は、アジア太平洋地域の貧困削減を図る地域開発金融機関として19６６
年に創設された。201６年は ADB 創設５0周年の節目の年であり、ADB 本部
では、次の５0年に向けて ADB がアジアの経済発展に果たす役割について活
発な議論が行われている。また、2017年 ５ 月には、横浜において、５0回目の
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年次総会（Annual�Meeting）を開催するべく準備が進められている。
　ADB 本部は、フィリピンのマニラにあり、現加盟国数は６7（域内の発展
途上国と域内外の主要な先進国）、約1,000名の専門職員と約2,000名の補助
職員が勤務している。加盟国は12のグループに分かれ、各グループを代表す
る計12人の理事が本部に常駐している。スタッフが立案する基本政策や個別
案件（融資、投資等）はすべて理事会にかけられる。個別案件組成の中心に
なるのは、 ５ つの地域局（東アジア局、東南アジア局、南アジア局、中央・
西アジア局、太平洋局）である。また、主な加盟発展途上国（Developing�
Member�Countries:�DMC）には、駐在員事務所（Resident�Missions）が設
置されている。ADB 全体の基本政策の策定の中心となるのは、戦略・政策
局（Strategy�and�Policy�Department）、及び持続的開発・気候変動局（Sus-
tainable�Development�and�Climate�Change）等の知識関連部局である。

	Ⅱ	 機能と特徴

　ADB の主たる業務は、① DMC に対するプロジェクト融資（交通、エネ
ルギー等）や②プログラム融資（医療、教育、金融等各種の構造改革に要す
る費用に係る支援）、③プロジェクトやプログラムの準備・執行あるいはキ
ャパシティ・ビルディング（Capacity�Building：政府職員等の能力開発）
に係る技術支援（Technical�Assistance:�TA）である。近年は投資をはじめ
とした対民間セクター支援も重要性を増している。各 DMC に対しては、国
別に支援戦略が策定される。CPS�（Country�Partnership�Strategy）と呼ば
れるもので、当該政府をはじめ関係機関との協議を経て策定される。柱とな
る財源は、加盟国からの拠出金（我が国は、最大の出資国）及び市場で発行
される債券であり、後者はいわゆるアジア開発銀行債として広く一般投資家
にも購入されている。
　発展途上国に長期の開発資金を提供するという点で、世銀グループと
ADB のミッションは共通している。ともに、インフラ・プロジェクトに対
して融資を行っている。ただ両者をあえて比較すると、援助哲学として、前
者は相対的に医療・教育など社会セクターを重視する傾向が見られるのに対



第 ２章　国際機関とCLMV諸国（カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム） 55

し、ADB は一貫して、インフラが経済発展に果たす役割を重視してきたと
いえるだろう。これは、貧困削減の方法論として、インフラ建設によって産
業を興し、経済発展によって全体のパイを増やすか、貧困削減に直結する医
療、初等教育に投資するかという援助戦略の違いに関係する。
　我が国の援助政策は、円借款という形で、長期低利の譲許的な資金（市場
金利よりも低い資金）をアジアに重点的に提供し、アジアの工業化に貢献し
てきた。有償資金の利用は、それを借りて経済開発に取り組む発展途上国に
とっても、経済開発の企画、運営のノウハウを蓄積する上で有益である。こ
うした考え方が、ADB の運営にも影響を与えてきたと考えられる。アジア
とアフリカを比較してみると、アジアでは ADB の資金を有効に活用して、
工業化が順調に進み、ADB への返済が滞りなく行われたのに対し、アフリ
カでは、世銀グループやアフリカ開発銀行�（African�Development�Bank:�
AfDB）が進めた構造調整政策がうまく行かず、債務の削減や帳消しを行わ
ざるを得なくなったという違いが見られる。
　ADB は長期の開発資金を提供するのが使命であり、短期の国際収支支援
は原則として IMF の仕事であるが、必要に応じて、DMC に対して、財政
支援を行っている。たとえば、201５年には、資源価格の下落によって財政事
情が悪化したカザフスタンに対して、10億ドルの財政支援（Countercyclical�
Support）を行った。また、地域金融協力についても、本来、国際通貨制度
の安定を図るという IMF の使命を補完する領域ではあるが、Asia�Bonds�
Online�（https://asianbondsonline.adb.org/）を運営するなど、ASEAN ＋
３ が進めるアジア債券市場育成イニシアティブ（Asia�Bond�Market�Initia-
tive:�ABMI）を統計・調査など技術面で支えているほか、ASEAN ＋ ３ の地
域協力機関である AMRO とも密接に協力している。
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	 第 4 節

ADBI（アジア開発銀行研究所）の
役割と組織、機能と特徴

	Ⅰ	 役割と組織

　ADBI は ADB のシンクタンクとして、1997年、東京に設立された。201６
年11月末現在、吉野直行所長の下、ADB 加盟先進国の日米英独加豪韓や、
同発展途上国の中国、ベトナム、フィリピン、タイ、インドネシア等十数カ
国から、研究員、研究補助員、事務補助員等総勢五十数名の職員が働いてい
る。組織構成は、研究部（Research）、能力開発・研修部（Capacity�Build-
ing�and�Training）、総務部（Administration,�Management,�and�Coordina-
tion）の ３ 局体制となっている。
　研究部では、アジア太平洋地域の開発政策の潮流と DMC の政策決定に影
響を与える高度で実践的な研究を行っている。研究テーマの選択に当たって
は、ADB の優先セクターやテーマ、ニーズの年次サーベイ、地域の政策決
定者やパートナーからのインプットを参考にしている。また、One�ADB�
Policy の下、マニラの ADB 本部の知識関連部局や地域局と密接に情報交換
をしている。現在、主な研究トピックは、以下のとおりである。
・インフラ投資（Infrastructure�Investment）
・中小企業（Small�and�Medium-sized�Enterprises�（SMEs））
・�アジアの住宅政策と包括的成長（Housing�Policy�for�Inclusive�Growth�in�

Asia）
・中央と地方政府の関係（Central-Local�Government�Relations）
・アジアの都市化（Urbanization�in�Asia）
・金融包括・規制・教育（Financial�Inclusion,�Regulation,�and�Education）
・�対外ショックとアジアの経済成長（External�Shocks�and�Economic�Growth�

in�Asia）
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　能力開発・研修部では、DMC 政府の中堅・幹部職員を対象に、能力開発
と研修を行っている。この活動を通じて、地域の開発における重要課題に対
する理解を深め、それに対する適切な政策提言を提示し、政策決定者と関係
者の間でコンセンサスを作り出すことを目指している。活動の形態には、政
策対話、研修コース、e-learning の三つがある。こうしたフォーラムを設け
ることにより、開発に関する各国の経験を互いに議論し合い、情報を共有す
る機会を提供している。
　総務部では、人事・予算・IT システム・広報などを所管している。総務
部では、近年、ADBI の研究成果や ADBI 主催の各種国際会議や研修の結果
などで得られた知識が、各国・各界に広く共有されるよう、電子媒体を通じ
た広報活動を強化している。また、201５年にアジア・シンクタンク事務局を
設置し、アジアのシンクタンクのネットワーク作りを進めている。201６年 ５
月には、ADB の年次総会にあわせ、横浜で、グローバル・シンクタンク・
サミットを開催する予定である。

	Ⅱ	 機能と特徴

　ADBI では、エコノミスト（Economist）など専門職員は、十数名に過ぎ
ないが、毎年、英語で影響力のあるレポート、書籍、ワーキング・ペーパー
を多数発表するほか、多くの DMC の政府職員に研修の機会を提供してい
る。たとえば、2010年に ADB と共同で出版した『シームレス・アジアに向
けたインフラストラクチャー』（Infrastructure� for�Seamless�Asia）では、
向こう10年間で、アジアのインフラ整備のニーズが 8 兆ドルに上るという試
算を示し、AIIB�（Asia�Infrastructure�Investment�Bank：アジアインフラ投
資銀行）の設立構想に影響を与えた。
　少ない人数で大きな成果をあげることを可能にしている第 1 の理由は、
ADB 本部との連携である。ADB には、アジアの開発に関わってきた５0年間
の知識と経験が蓄積されている。アジアは実に多様な地域から構成されてい
るが、経済的にとてもダイナミックな地域であり、開発の現場では、常に、
新たな課題とそれに対する解決策が生まれている。
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　第 2 に、東京に位置する地理的特性を生かし、東アジアとりわけ、日本の
経験を生かしている。我が国は、19６8年に西ドイツを抜いて、世界第二位の
経済大国になって以来、2010年に中国に抜かれるまで、40年以上にわたり、
その地位を維持してきた。現在、人口の減少と高齢化によって将来不安が高
まっているが、戦後の目覚しい復興と高度成長は、今なお、世界の発展途上
国の希望の灯火である。
　第 ３ に、IMF,�OECD（Organization�for�Economic�Co-operation�and�De-
velopment：経済協力開発機構）、AMRO など他の国際機関と共同で国際会
議を開催し、マクロ政策、高齢化と社会保障、エネルギー、気候変動、地域
金融協力、フィンテック（Fin-tech）など、各国にまたがる課題や先端的な
トピックに、アジアの発展途上国の政策担当者が触れ、専門家も交えて互い
に議論する場を提供している。
　CLMV 諸国は、今ちょうど高度成長に差し掛かったところであり、日本
の高度成長の経験に対する関心が非常に高い。旺盛なインフラ需要にこたえ
るため、ADBI では、税制整備による税収確保、郵便貯金制度による国内貯
蓄の動員、年金や生命保険などの整備により、長期投資に適した金融手段の
開発、長期信用銀行制度、財政投融資制度、中小企業金融、金融教育など、
総合的なメニューを用意して、各国のニーズにこたえている。

	 第 5 節

大メコン経済圏（GMS: Greater
Mekong  Subregion）開発と ADB

　大メコン経済圏は、メコン川流域の ６ カ国、すなわち、CLMV 4 カ国と中
国（特に、雲南省と広西チワン族自治区）、タイで構成される。 ６ カ国は、
1992年、ADB の支援の下、農業、エネルギー、環境、人材開発、投資、通
信、観光、交通インフラ、及び交通・貿易促進の分野で、地域経済協力をス
タートさせた。
　ADB では、開発金融機関として、GMS 諸国に長期の開発資金を提供す
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る。また、GMS のプログラムに対して、様々な技術的助言を提供し、その
事務局として調整機能を発揮する。さらに、誠実な仲介者（Honest�bro-
ker）として、地域の政治レベル及び実務レベルの対話とステークホールダ
ー（利害関係者）の間での協議を支援する。
　ADB は、JICA（Japan�International�Cooperation�Agency：国際協力機構）
など開発パートナーや、中国輸出入銀行など参加国の資金とあわせ、道路、
空港、鉄道の整備、水力発電の電力の国境を越えた供給、観光インフラ、都
市開発、感染症対策に、2011年までに、総額1５0億ドルの支援を行っている。
　中国は、中国南部からインドシナ半島を縦断する複数の南北回廊と呼ばれ
る交通インフラの整備に力を入れている。これに対して、我が国は、インド
シナ半島を横断して、ベトナム、ラオス、タイ、ミャンマーを繋ぐ東西回廊
やベトナム、カンボジア、タイ、ミャンマーを結ぶ南部回廊の整備を重点的
に支援している。
　国境を越えた貿易を促進するためには、こうしたハードのインフラ整備に
加えて、税関手続きなどソフトのインフラ整備も重要である。ADB では、
税関での IT システムの導入や職員の能力開発のためのワークショップ開催
を、我が国の財政支援も受けながら進めている。ADBI でも、カンボジア
で、貿易に関するワークショップを開くなど、貿易のための援助（Aid�for�
Trade）や貿易円滑化（Trade�Facilitation）に積極的に取り組んでいる。

	 第 6 節

カンボジア経済の
課題と国際機関の技術支援

　カンボジアでは、自国通貨リエルの価値に対する信認が低いため、国内で
支払い手段や価値貯蔵手段として、ドルが使われている。いわゆるドル化

（Dollarization）経済であり、現金流通量のうち実に 9 割がドルで占められ
ている。ドル化経済には、外国からの投資を受け入れやすいというメリット
がある一方、中央銀行が最後の貸し手として機能できないという問題があ
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る。つまり、外国の銀行がカンボジアに進出しやすいというメリットがある
反面、中央銀行の金融調節手段は限られている。中央銀行が物価抑制のため
に、民間銀行の貸し出しを制限しようとする場合、外貨建て預金の預金準備
率の引き上げが行われる。これが引き上げられると、民間銀行による貸し出
しが制限されるので、民間銀行による信用創造が抑制される。
　しかし、民間銀行が流動性危機に陥った場合、中央銀行が流動性を供給す
るために、民間銀行に貸し出しをする機能は著しく制限される。それは、ド
ル化経済では、銀行の取り付け騒ぎ（Bank�Run）は、外貨（ドル）で起こ
るが、中央銀行が無制限に流動性を供給できるのは、あくまで自国通貨であ
るからである。つまり、自国通貨をマネタリー・ベースとして民間銀行に供
給するという、通常の最後の貸し手機能が使えないのである。そのため、中
央銀行はドル化経済からの脱却を掲げているが、急激なリエル普及策には慎
重姿勢をとっている。
　ドル化経済を脱却するためには、通貨リエルに対する国民の信認を高めな
ければならない。それを実現するためには、中央銀行の規制能力の向上を含
め、金融制度改革を着実に進めていく必要がある。ADB の国別支援戦略で
は、金融セクター支援では ADB が引き続き中心的役割を担うこととされて
いる。具体的には、金融インフラの更なる改善、中央銀行の規制能力の強
化、規制改革、制度改革を通じたマイクロファイナンスの拡大、中小企業金
融改革、保険業の育成といった点で、技術支援を行っている。そのため、
2001年以降、累次にわたって、金融セクタープログラムローンが組まれてい
る。
　次に、その他の分野における国際機関の活動について、201５年の IMF 4
条協議のスタッフレポートの付属文書（Staff�Report� for�the�201５�Article�
IV�Consultation-Information�Annex）�では、世銀・IMF、ADB の活動につ
いて、それぞれ以下のとおり言及している。
　世界銀行と IMF のカンボジア担当チームは、カンボジアのマクロ経済及
び構造的課題について緊密な協力と活発な対話を継続している。直近の連
携・調整の重要分野は、当局へのマクロ経済政策の助言、金融セクター改革
と金融セクター評価プログラム、公的財政管理及び徴税・関税行政改革、貿
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易円滑化及び民間セクター開発、IMF の 4 条協議、そして、構造改革であ
る。これらのパートナーシップに基づき、カンボジアのマクロ経済構造改革
の優先的分野は、持続的な成長、公的財政及び負債管理、金融システム安定
に資するセーフガード作りと金融政策の効率性向上、そして、ガバナンスの
向上であるという共通の認識を世界銀行と IMF は持っている。
　ADB からカンボジアへの融資・技術協力・贈与のセクター別内訳は、農
業・天然資源及び農村開発が最も多く、次に教育分野、エネルギー分野と続
き、金融分野は 4 番目に位置している。ADB はカンボジアに対して国別支
援戦略（Country�Partnership�Strategy）2014－2018を策定済みで、これに
より貧困削減と脆弱性の削減に寄与することを目指している。これらの（脆
弱性）削減項目はカンボジア政府の経済改革優先項目とも一致している。国
別支援戦略は、ADB ストラテジー2020の中間見直し（ミッド・ターム・レ
ビュー）の ３ つの戦略的アジェンダである、（ⅰ）包括的経済成長、（ⅱ）環
境的に持続可能な成長、そして（ⅲ）地域協力及び統合も踏まえている。

	 第 7 節
ラオス経済の課題と国際機関の技術支援
　ラオスは ASEAN 唯一の内陸国という地理的制約に加え、近隣国との交
通インフラも脆弱であったため、これまで外国からの直接投資は、鉱業や水
力発電など資源開発分野のものが中心となっている。しかし、近年は ADB
などの支援による幹線道路の整備やメコン川をまたぐ橋梁の建設が進み、物
流が改善され、外国企業から製造業の生産拠点として注目され始めている。
　他方、人口が700万人弱と労働力が限られていること、義務教育や職業訓
練制度が発達していない等の理由により、今後もタイでの生産工程の一部の
みを移管する「タイ・プラス・ワン」としての位置づけにとどまるとの見方
もある。工業化による産業振興のためには、産業人材の育成につながる基礎
教育の充実、中小企業による資金調達環境の改善、法整備の進展及び運用面
での透明性など投資環境の一層の改善が必要である。
　以下、ラオスの中小零細企業による資金調達環境改善のための ADB プロ
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グラムの TA（技術支援）報告書の設計・監視枠組み（Design�and�Moni-
toring�Framework）を掲載する。ここからは、プログラムの目標と、その
進捗状況、課題などが見て取れる。
��Lao�People’s�Democratic�Republic:�Strengthening�Access�to�Finance�for�
Micro,�Small,�and�Medium-Sized�Enterprises�Project�Data�Sheet

Status:�Active
Source�of�Funding:�TA�8848-LAO,�Japan�Fund�for�Poverty�Reduction
Amount:�US$�1.５0�million

��Technical�Assistance�Report

図表 2－ 2　DESIGN�AND�MONITORING�FRAMEWORK

Design Summary 

Performance 
Targets and 

Indicators with 
Baselines 

Data Sources and 
Reporting 

Mechanisms 

Assumptions and 
Risks 

Impact

インパクト

Higher�income�of�
MSMEs�in�the�
targeted�subsector

対象サブ・セクタ
ーの中小零細企業
の収入増加

By�end�of�2018:�
Average�income�of�
MSMEs�in�target�
subsector�increased�

（201５�baseline�and�
percentage�increase:�
to�be�determined�
during�needs�
assessment）
�
2018年末まで：対象
サブ・セクターの中
小零細企業の平均収
入の増加（201５年の
ベースラインと増加
率はニーズ査定の中
で決定）

Subsector�needs�
assessment�report�

サブ・セクターの
ニーズ査定報告

ADB�review�
mission

ADB�レビュー・
ミッション

Monitoring�and�
evaluation�reports

モニタリング及び
評価報告

Assumption�

前提

Removing�
identified�barriers�
to�accessing�
finance�will�
increase�utilization

ファイナンスへの
アクセス障壁を取
り除くことで、フ
ァイナンス利用が
増加する
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Design Summary 

Performance 
Targets and 

Indicators with 
Baselines 

Data Sources and 
Reporting 

Mechanisms 

Assumptions and 
Risks 

Increase�in�the�
number�of�employees�
employed�by�MSMEs�

（201５�baseline�and�
appropriate�increase:�
to�be�determined�
during�needs�
assessment）�

中小零細企業の雇用
者数の増加（201５年
のベースラインと適
切な増加率はニーズ
査定で決定）

Risk

リスク

MSMEs�in�selected�
subsectors�affected�
by�other�risk�
factors�not�related�
to�access�to�finance

対象中小零細企業
はファイナンスへ
のアクセスとは別
のリスクの影響を
受けている

Outcome

結果

Increased�quality�
lending�to�MSMEs�
in�targeted�
subsector

対象サブ・セクタ
ーの中小零細企業
への四半期貸付の
質の向上

By�end�of�201６:�At�
least�7５%�of�loan�
applications�made�
by�MSMEs�in�
target�subsector�
approved�（baseline�
to�be�determined�
during�needs�
assessment）�

201６年末まで：対象
サブ・セクターの中
小零細企業からの借
入申請のうち最低
7５％を承認（ベース
ラインはニーズ査定
で決定）

SME�products�
and�services�
advisor�TA�report�

（determined�
through�interviews�
with�financial�
service�providers）

中小企業の製品と
サービス・アドバ
イザーの技術協力
報告

ADB�review�
mission

ADB によるレビ
ュー・ミッション

Assumption�

前提

MSMEs�actively�
make�use�of�
assistance�provided

中小零細企業によ
る積極的な支援の
利用

Risk

リスク

MSMEs�unable�
to�implement�
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Design Summary 

Performance 
Targets and 

Indicators with 
Baselines 

Data Sources and 
Reporting 

Mechanisms 

Assumptions and 
Risks 

５0%�of�approved�
applications�are�for�
women-owned�
businesses�

貸付承認のうち５0％
は女性オーナー向け
とする

Monitoring�and�
evaluation�reports

モニタリングと評
価レポート�

capacity�
development�
sufficiently�

中小零細企業が十
分に能力開発でき
ない

Outputs�

アウトプット

1�.�Strengthened�
capacity�of�
MSMEs�to�access�
finance�

中小零細企業の資
金調達へのアクセ
ス強化

By�end�of�201６:�
Assessment�report�
including�indicators�
for�monitoring�
changes�in�baseline�
status�of�subsector�
MSMEs�

201６年末までに：サ
ブ・セクター中小零
細企業のベースライ
ンからの変化をモニ
ターするための指標
を含めた査定報告

Subsector�needs�
assessment�report

サブ・セクターの
査定報告

ADB�review�
mission

ADB によるレビ
ュー・ミッション

Assumption�

前提

MSMEs�and�
financial�service�
providers�willing�
and�able�to�provide�
relevant�
information�for�
assessment

中小零細企業と金
融サービス提供者
とが協力して査定
のための関連情報
を提供�

Risk�

リスク

Difficulty�in�
collecting�data�
prevents�
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Design Summary 

Performance 
Targets and 

Indicators with 
Baselines 

Data Sources and 
Reporting 

Mechanisms 

Assumptions and 
Risks 

accurate�baseline�

データの収集が困
難なことによる正
確なベースライン
作成が不能となる
こと

By�end�of�201６:�10�
training�activities�
and/or�workshops�
are�for�MSMEs�in�
target�subsector�on�
capacity�
development�

（business�planning,�
financial�education,�
management�skills�
development,�
understanding�
relevant�business�
rules�and�
regulations,�
knowing�how�to�
interact�with�
commercial�banks�
and�make�use�of�
services�available）

201６年末までに：対
象サブ・セクターの
中小零細企業の能力
向上に関する10回の
研修または講習会

Monitoring�and�
evaluation�report�

ADB�review�
mission�
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Design Summary 

Performance 
Targets and 

Indicators with 
Baselines 

Data Sources and 
Reporting 

Mechanisms 

Assumptions and 
Risks 

（事業計画、金融教
育、 管 理 能 力 の 向
上、関連ビジネス法
規制の理解、銀行と
そのサービスの利用
方法）

Monitoring�and�
evaluation�framework�
developed,�including�
TA�project’s�impact�
on�women�
entrepreneurs

女性起業家に関する
技術支援の影響を含
む、モニタリングと
評価の枠組みの開発

2�.�Improved�
financial�
services�
available�to�
MSMEs�

中小零細企業が利
用可能な金融サー
ビスの向上

By�201６:� ５ �formal�
financial�service�
providers�advised�
on�the�use�of�
secured�transaction�
registry�

201６年まで： ５ つの
正式な金融サービス
提供者による安全な
取引登録に関する助
言

５ �formal�financial�
service�providers�

Evaluation�of�
training:�ADB�
review�mission�
and�TA�report

研修の評価：ADB
によるレビュー・
ミッション及び技
術協力報告

ADB�review�
mission�and�TA�
report�

ADB によるレビ

Assumption�

前提

Financial�service�
providers�
interested�in�
expanding�MSME�
loan�portfolio

中小零細企業向け
の貸付拡大を検討
している金融サー
ビス提供者
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Design Summary 

Performance 
Targets and 

Indicators with 
Baselines 

Data Sources and 
Reporting 

Mechanisms 

Assumptions and 
Risks 

utilizing�secured�
transaction�registry�

５ つの正式な金融サ
ービス提供者による
安全な取引登録の利
用

1 �new�product�
introduced�by�each�
formal�financial�
service�provider�

ュー・ミッション
及び技術協力報告

Risk�

リスク

Changes�to�
product�design�
and�delivery�are�
not�implemented

金融商品やその提
供の変更が実行さ
れないこと

By�201６:�Evaluation�
and�recommendations�
approved�by�
Ministry�of�Finance�

201６年まで：財務省
による評価と推薦

Evaluation�of�
training:�ADB�
review�mission�
and�TA�report�

研修の評価：ADB
によるレビュー・
ミッション及び技
術協力報告

ADB�review�
mission�and�TA�
report

ADB によるレビ
ュー・ミッション
及び技術協力報告

Assumption�

前提

Sufficient�level�of�
documentation�to�
inform�evaluation�

評価を通知するた
めの十分な証拠書
類

Risk�

リスク

Proposed�changes�
not�implemented�

提案された変更点
の不実行
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Design Summary 

Performance 
Targets and 

Indicators with 
Baselines 

Data Sources and 
Reporting 

Mechanisms 

Assumptions and 
Risks 

By�201６:�Framework�
for�establishment,�
implementation,�
and�management�of�
pilot�matching�grant�
for�technology�
upgrade�approved�
by�the�Department�
of�Small�and�Medium�
Enterprise�Promotion

201６年まで：中小企
業促進担当部署によ
って承認された技術
改善の試験的な助成
の設立、実行、及び
管理

Evaluation�of�
training:�ADB�
review�mission�
and�TA�report�

研修の評価：
ADB によるレビ
ュー・ミッション
及び技術協力報告

ADB�review�
mission�and�TA�
report�

ADB によるレビ
ュー・ミッション
及び技術協力報告

Assumption�

前提

Executing�
agency�continues�
interest�in�
launching�fund�

基金設立に関する
担当機関の継続的
関心

Risk�

リスク

Difficulty�finding�
funding�for�
grants�

助成のための基金
を見つけることが
困難

　次に、その他の分野における国際機関の活動について、2014年の IMF 4
条協議のスタッフレポートの付属文書では、世銀・IMF、ADB の活動につ
いて、それぞれ以下のとおり言及している。
　世界銀行と IMF のラオス担当チームが2014年10月に会合を持った。ラオ
スでは、マクロ経済の安定に関して進展が見られるものの、依然として著し
い脆弱性が残っているとの結論で一致した。ラオスのマクロ経済（の安定と
成長）にとって必要不可欠な構造改革の分野に関して、世界銀行、IMF と
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もにそれぞれ分析を行ってきているほか、対外債務の持続可能性について
は、世界銀行と IMF が合同の分析（External�Debt�Sustainability�Analy-
sis）を実施している。
　ADB は、ラオスに対して、国別支援戦略　（Country�Partnership�Strate-
gy）�2012－201６を策定済みで、分野横断的な課題として、教育、エネルギ
ー、水道等都市インフラやサービス、また、より効率的な民間セクターの発
展、男女共同参画、公共セクター管理や地域連携などを通じて、包括的かつ
持続可能な成長と貧困削減を促進することを目指している。

	 第 8 節

ミャンマー経済の課題と
国際機関の技術支援

　2011年の民政移管後、2012年にミャンマー支援を再開した我が国は、最大
の延滞債権を有していたが、自らの延滞債権を解消・免除したのみならず、
ミャンマーの対外債務の履行遅滞解消や削減に際して中心的な役割を果たし
た。これにより、世銀グループや ADB はミャンマーに対して融資を再開で
きるようになった。
　ミャンマーでは、10％近いインフレが続いており、マクロ経済の安定を図
ることが課題となっている。インフレ要因としては、経済成長に伴う内需の
高まり、貿易赤字の拡大を背景とする軟調な為替相場、最低賃金の引き上げ
などが挙げられる。なお、制度的な要因として、中央銀行による財政赤字の
ファイナンスが挙げられる。従来、中央銀行は財務省の下部組織と位置づけ
られ、政府短期証券の引き受けがその主な役割であった。IMF の技術支援
の下、201３年 7 月には中央銀行法を制定し、財務省からの独立を果たした。
また、201５年 1 月には、短期国債を初めて市中発行した。さらに、201６年 1
月には、我が国の ODA（政府開発援助）により、中央銀行決済システムが
稼動を開始した。しかし、稼動後も、インターバンク取引はほとんど行われ
ていない状態が続いている。
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　また、201３年以降、金融セクターにおける規制緩和の動きが活発化し、
201５年 8 月までに邦銀 ３ 行がヤンゴンに支店を開設した。これにより、外国
企業の資金調達が円滑化されるほか、競争や経営ノウハウの拡散を通じて国
内銀行セクターの発展も期待される。
　ADB の国別支援戦略（CPS）では、①人的・制度的キャパシティの構築、
②マクロ経済の安定、貿易・投資の促進、経済の多様化、雇用、金融仲介の
改善、農業生産性向上のためのアクセス及び連結性の構築、③農村の生活や
インフラのためのアクセス及び連結性の構築を重点 ３ 分野に挙げている。
　案件例として、「包括性のある成長に向けた改革支援プログラムローン」
の金融部分では、重点支援項目として、管理変動相場制、外国為替のリテー
ル市場、為替の参照レート、外国為替に係る規制、中央銀行組織を挙げてい
る。
　次に、世銀・IMF の活動の概要については、201５年の IMF 4 条協議のス
タッフレポートの付属文書が、以下のようにまとめている。
　世界銀行と IMF のミャンマー担当チームはミャンマーのマクロ経済及び
構造的課題について良好な協力を継続している。ミャンマーの IDA（国際
開発協会）への債務整理が201３年 1 月に行われた後、世界銀行はミャンマー
への通常の融資関係を回復し、IFC（国際金融公社）による投資と助言業務
も開始された。また、201３年の Staff�Monitored�Program が完了した後も、
IMF はミャンマーに対する集中的な政策助言及び技術支援を継続している。
世界銀行と IMF は、ミャンマー当局に対するマクロ経済政策の助言、金融
セクターへの技術支援、公的財政管理や構造改革に関して共同して取り組ん
でいる。このパートナーシップに基づきミャンマーのマクロ経済・構造改革
の優先分野は、長期的な成長と経済の多様化の促進、安定したマクロ経済、
為替政策の発展、金融政策の強化、金融セクターの自由化、財政規律と持続
可能性、社会インフラ支出に対する財政政策の優先付け、そして、統計能力
の強化であるという共通の認識を、世界銀行と IMF は有している。
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	 第 9 節
ベトナム経済の課題と国際機関の技術支援
　ベトナムでは、従来から、国有企業（State-Owned�Enterprises:�SOEs）
の改革が最大の課題となっている。非効率な国有企業が国家資本を浪費して
おり、莫大な金額を要する国有企業の不良債権処理が課題として、現地の研
究者から挙げられている。これは、国有企業が政府の支援をあてにして、政
府の開発政策に安易に協力し、採算を十分吟味せずに過大な投資を行った
り、過大な人員を抱える問題であり、ソフトな予算制約といわれる移行経済
に特徴的な病弊である。
　大手銀行自体、国有商業銀行であり、国有企業への貸し出しが不良債権化
している。それは、ベトナムの改革開放政策であるドイモイ政策が開始され
る以前、社会主義経済体制の下で、中央銀行と国有商業銀行がまだ分離され
ておらず、いわゆるモノバンク制の下で、銀行システムが経済成長に奉仕す
る存在であった名残である。そこでは、融資の審査という銀行本来の業務は
行われず、中央の計画によって決定された資金配分に基づいて、ただ資金を
右から左へ移動させるだけの出納係りの役回りに過ぎなかった。
　この問題は、筆者が IMF のアジア太平洋局に勤務していた際、ラオスの
IMF 4 条協議で、ラオスを200５年から200６年にかけて複数回、訪問した際に
感じたことでもある。ラオスでも国有商業銀行が深刻な不良債権問題を抱え
ており、銀行システムの再建が大きな課題であった。その際、ADB が国際
機関の中では、金融改革支援プログラムを主導していた。筆者もガバナンス
改善を提言するレポートを書いたが、この問題は、政治システムに根ざして
いるので、なかなか解決が難しい。当時、ラオスは、ベトナムの改革を参考
にしていた。一方、ベトナムは国有商業銀行の株式の一部を市場で売り出す
といった、中国の改革を参考にしていた。
　IMF 4 条協議のスタッフレポートに基づき、IMF 理事会は、201６年 ６ 月
17日、ベトナム経済につき討議した。そのプレスリリースによれば、理事会
は、ベトナムの良好なマクロ経済のパフォーマンスを評価しつつも、政府債



72

務残高の増大、急速な信用の増加、及び銀行改革の遅れのリスクに注意を喚
起した。
　ADB の国別支援戦略（CPS）では、金融分野に関し、法制度の枠組み及
び市場インフラの強化、債券市場の深化、対中小企業金融支援、貿易金融支
援、金融機関等への投資、TA 等によるキャパシティ・ビルディングを掲げ
ている。案件例としては以下のとおり。
⑴�　金融政策及び為替レート管理に係るトレーニング TA（＄22.５万、2009

年10月承認）
・金融政策及び為替レート管理に係るワークショップ
・早期警戒システムに関するワークショップ
・インドネシア、フィリピン、マレイシア、タイ中央銀行への視察
・マレイシア、インドネシア中銀へのスタッフ出向

⑵�　第 ３ 次金融セクタープログラムローン（サブプログラム 1 ）（$�7５�mil-
lion、2007年11月承認）
・�開示要件、国際会計基準の更なる取り組み、会計基準に関する自主規制

機関の役割
・証券保管のあり方、国債オークションのあり方、ベンチマークのあり方
・インターバンク金融、レポ市場、独立した格付け機関
・�投資家保護に関する IOSCO（証券監督者国際機構：International�Or-

ganization�of�Securities�Commissions）基準の採用
・違反事例に関する罰則、マネロン対策の認知度の向上
・預金保険機構の役割、保険業における投資家保護の強化
・諸規制機関の協調

	 第10節
結語

　以上、CLMV 諸国において、各種の国際金融機関によって、繰り広げら
れている、マクロ経済政策と金融セクターに関する技術支援を中心に解説し
てきた。CLMV 諸国は、緩やかに、しかし着実に経済統合を進めている
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ASEAN10カ国の中で、相対的に後発の発展途上国であり、一人当たり国民
所得が最も低いグループである。また、いずれも移行経済諸国として、計画
経済から市場経済への移行過程にある国々である。
　 4 カ国は、メコン川で結ばれ、インドシナ半島で相互に国境を接するとい
う共通点を持つ一方、その地理的条件や歴史的な経済発展の過程は、様々で
ある。ベトナムは長い海岸線を持ち、広域経済連携協定（Mega-regional�
Trade�Agreements）である TPP（Trans-Pacific�Partnership、環太平洋連
携協定）に参加しすでに署名済みである。TPP が発効すれば、ベトナムは
アジアで生産基地としての地位を高め、その生産性や貿易を一層伸ばすと期
待される。一方、ベトナムを含む TPP が発効すると、それに取り残される
カンボジアが、貿易面でマイナスの影響を受けることが懸念される。カンボ
ジアでは、近年、アパレル産業が成長し、繊維製品の輸出が伸びているが、
ベトナムを加えた TPP が発効すると、アメリカや日本への輸出の面で不利
になるからである。
　CLMV 諸国はいずれも、親日的な国々である。我が国の豊かなライフス
タイルと高度な産業社会に憧れに近い感情を抱いている。我が国は、積極的
な ODA（政府開発援助）を通じて、国づくりに協力してきたし、ベトナム
では、JICA が開発戦略の策定というソフトの面でも、包括的な協力をして
きた。ベトナムは歴史的経緯により、同じインドシナ半島に位置するタイに
産業集積の点で遅れを取ってきた。近年、タイの政情が不安定になり経済成
長が鈍化する中、ベトナムはタイに追いつき追い越すべく、長期戦略を練っ
ている。ベトナムとタイに挟まれたカンボジアは、凄惨な内戦を経験した
が、我が国も参加した国連（国際連合：United�Nations）による PKO

（Peacekeeping�Operations：平和維持活動）など平和構築の国際的な支援に
より平和を回復し、その後、「ポスト・コンフリクト国」（post-conflict�
country）として大量の援助の流入に支えられながら、Ｖ字型の経済復興
と、急速な経済成長を遂げている。そして、今、長らく軍事政権の下で孤立
していたミャンマーが民主化の進展により、国際貿易システムに復帰し、新
たにサプライチェーンを拡大しようとする日本企業の関心を集めている。
　ラオス、カンボジアにしろ、ミャンマーにしろ、中国からの援助と投資の
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影響はきわめて大きい。CLMV 諸国においては、現在、我が国と中国の間
で援助合戦が起こっているような様相を呈している。この地域は、近年、急
速な経済成長による全般的な貧困削減がみられている、いわば開発の最前線
であり、国際的な援助コミュニティーの関心は非常に高い。
　ADB は GMS�Progarm（大メコン経済圏プログラム）を通じて、この地
域の開発を先導してきた。ADBI（アジア開発銀行研究所）もインフラ・フ
ァイナンスによる国境を越えた交通インフラ網の建設による連結性（Con-
nectivity）の向上、中小企業金融改善による沿線の産業振興を二本柱とした
開発戦略を応用できる地域として、同地域を重視している。そのための実証
研究とデータの蓄積、国際会議の開催によるアイディアの共有と国境を越え
たコンセンサス作りを進めている。
　一方、IMF はマクロ経済の安定を図る国際機関として、また、世銀グル
ープはグローバルな開発金融機関として、それぞれ、大まかに分けると、短
期と長期の開発課題に対応する支援を行っている。さらに、ASENAN ＋ ３

（日中韓）の地域金融協力を推進する機関として、201６年 2 月に国際機関化
された ASENA ＋ ３ マクロ経済リサーチオフィス（AMRO）は、アジアの
視点で各国政府と緊密に協力しながら、経済統合を後押ししようとしてい
る。ADBI も AMRO と密接に協力しながら、地域金融協力を積極的に推進
していきたいと考えている。
　紙幅の関係で、国際機関の技術支援について、包括的に記述することはで
きなかった。それに替えて、カンボジアにおいては、通貨の信認、ラオスに
おいては、中小零細企業金融、ミャンマーについては、中央銀行による財政
ファイナンスと短期国債の市中発行、ベトナムにおいては、国有企業改革の
問題を取り上げた。それぞれの国で代表例を取り上げたものだが、これは、
そのまま、それ以外の国においても共通の課題となっている。
　ラオスの中小零細企業の技術支援のマトリックス（一覧表）をご覧になる
とわかるように、発展途上国の国情に合わせて支援を設計し、実施していく
ことは容易なことではない。しかし、本章を通して、様々な国際機関がどの
ような技術支援を行っているか、大体のイメージがつかめたのではないだろ
うか。さらに関心のある読者は、以下の ADB/ADBI や IMF、世銀グルー
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プのホームページで、関連するカントリーページ等を検索していただきた
い。
　ADB のホームページ :�https://www.adb.org/
　ADBI のホームページ :�https://www.adb.org/adbi/main
　IMF のホームページ :�http://www.imf.org/external/index.htm
　世銀グループのホームページ :�http://www.worldbank.org/
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