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はじめに  

昨今の金融のグローバル化は、1970 年代のニクソン・ショックと変動相場制

への移行によるブレトンウッズ体制の崩壊を契機に顕在化し、 1980 年代から

1990 年代にかけての資本取引の自由化によってその規模を大きく拡大した。ま

た、その後も、IT 技術の発展などの様々な要素が、金融のグローバル化を加速5 

させてきた。  

金融のグローバル化によって資金余剰国から資金不足国への資本移動が促進

され、世界全体の資金分配が効率化された。その中で、経済成長が低迷してい

た新興諸国は、積極的に外国資本を取り入れて、その経済規模を拡大した。ま

た、こうした金融取引の裾野の広がりは、企業や投資家の選択肢を増やし、投10 

資する側とされる側の双方向へ利益をもたらした。  

しかし、絶えず変化する経済環境の中で、金融のグローバル化は世界経済に

大きな悪影響ももたらすことになる。新興国への急激な資金流出入は、アジア

通貨危機に代表されるような大きな危機を新興国にもたらした。また、金融の

グローバル化によって生じた莫大なグローバルマネーは危機の伝播性を高め、15 

リーマンショックのような、 100 年に一度と言われる金融危機をも引き起こし

た。  

このような金融危機の後、世界経済は緩やかに回復を進めてきたが、その回

復のペースは十分とは言えず、現在は全面的な低成長期に直面している。また、

新 興 国 を リ ー ド し て き た 中 国 経 済 の 失 速 や 原 油 価 格 の 大 幅 な 下 落 に よ り 、20 

BRICs に代表される新興国や原油輸出収入に依存する産油国は経済の安定化

に苦労している。  

本稿では、まず、これまでの世界経済の発展と失速について、金融のグロー

バル化の流れとともに考察していく。その後に、中国経済失速の煽りを受ける

新興国と、原油価格下落によって経済が低迷している産油国について、データ25 

を用いながら現状分析を行う。その現状分析によって現在の世界経済における

問題点を明らかにした上で、金融グローバル化の進んだ世界経済において、今

後それが大きな金融危機につながらないための予防策と対応策を提言する。  
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第 1 章  金融のグローバル化とは  

第１節  金融のグローバル化の定義  

 本テーマである「金融グローバル化のなかで新興国が直面する問題―通貨危

機の発生可能性と政策対応―」を論じるにあたり、そもそも金融グローバル化

が何を指すのか、その定義付けをしなくてはならない。大辞林第３版によると、5 

金融とは「金銭の融通」であるとされている。また、グローバル化とは「国境

を越えて地球規模で拡大すること」であるとされている。これに従えば、金融

のグローバル化とは「国境を越えて、金銭の融通が地球規模に拡大する現象」

だと言える。これを今日の時代的コンテクストにおいて解釈するならば、金融

のグローバル化とはオフショア市場での金融取引や外国為替取引などの越境的10 

な金融取引が活発化し、「各国の金融市場が一つに集約されているかのような

状態」を指すと言えるだろう。ここで述べる金融のグローバル化とは、国際資

本取引が活発化された金融の国際化がより深化した状態であることに留意した

い。  

 15 

 

第２節  金融のグローバル化の歴史的経緯  

 次に金融のグローバル化の歴史的経緯について述べる。今日の金融のグロー

バル化は 1970 年代のニクソン・ショックと変動相場制への移行によって、米

ドルを基軸通貨とするブレトンウッズ体制が崩壊したことを契機に顕在化した20 

が、金融のグローバル化は最近の現象に限ったことではない。  

 

 

第１項  進展と終焉  

 第一次世界大戦以前、イギリスのポンドを基軸通貨とした国際資本移動が活25 

発であった。例えばこの頃は、ちょうど日露戦争が開戦された時期と重なるの

だが、当時の日本銀行副総裁であった高橋是清はロンドン市場で 500 万ポンド

の外債を発行し資金を調達している。また南アフリカなどイギリスの植民地で

あった国では本国イギリスからのインフラ投資があった。第一次世界大戦後に

おいても、アメリカのニューヨーク・ウォール街を中心に株式市場に世界中か30 
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ら投機的な資本が流入していた。このように、戦前においても巨額の資金が国

境を越えて移動していた。  

 しかし、こうした規制のない莫大な国際資本取引には限界があった。この金

融のグローバル化に歯止めをかけたのは 1929 年の世界大恐慌だ。このアメリ

カを震源として世界中に波及した大恐慌により、デフレが拡張し、各国はブロ5 

ック経済体制を採り始め、自由な資本移動が不可能となり、戦前の金融のグロ

ーバル化は一度終わりを迎えた。第一世界大戦後は、保護貿易主義の台頭、金

融規制強化、通貨切り下げ競争に伴う経済の不安定性などで世界経済は疲弊し、

第二次世界大戦へと繋がっていった。こうして疲弊した世界経済や為替制度を

安定化させるため、1994 年 7 月に連合国 44 か国が集まってブレトンウッズ会10 

議が開催された。この会議を契機に、国際通貨基金（ IMF）や国際復興開発銀

行（ IBRD）が設立された。  

 

 

第２項  再起  15 

 その後、ブレトンウッズ体制のもとで、ドルを基軸とする固定相場制が取ら

れていたが、1970 年代アメリカの金ドル交換停止の宣言（ニクソン・ショック）

に追従する形で主要国通貨が変動相場制に移行し、再び金融のグローバル化の

波が押し寄せた。その要因は大きく四つある。第一に、1970 年代のオイルショ

ックや 80 年代のアメリカレーガン政権における双子の赤字などを原因に、諸20 

国間の経常収支の不均衡が増大したことがあげられる。第二に、 70 年代以降、

多国籍企業の活動が活発になり、変動相場制への移行と相まって、先進諸国に

おいて対外取引の規制緩和が進んだことがあげられる。第三に、IT 技術の発展

や金融工学の発展が挙げられる。これにより、取引のスピードが格段と上がり、

種類豊富な金融商品も誕生した。第四に、世界規模での金融規制緩和の動きが25 

あげられる。1980 年代から 1990 年代にかけて世界的に広がった資本取引の自

由化によって、資金余剰国から資金不足国への資本移動が促進された。このこ

とが、世界経済の効率化と伸び悩んでいた新興国経済の発展をもたらした。  
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第 3 節  金融のグローバル化の特徴  

この数十年で、上記の歴史的経緯をたどり、金融グローバル化は急速に発展

してきた。金融グローバル化は、イノベーションや金融の自由化によって促進

されてきた一方で、それに伴う豊富な資金フローがイノベーションや金融の自

由化をさらに促進してきた面を持っている。このように、これらの要素は互い5 

に因果となり、加速度的にその規模を拡大させてきた。以下では統計データを

用いながら、金融グローバル化とよばれるような、最近の金融市場が持つ特徴

を確認していきたい。  

 

 10 

第１項  資金フローの拡大  

 一つ目の特徴として、「国際市場における資金フローの拡大」がある。IMF の

調査によると、国際資本移動額は上昇傾向にあり、 1990 年代前半と比べて、

2000 年後半には約 13 倍近くまで膨れ上がっている。また、内訳は 1980 年代

後半までは海外直接投資とポートフォリオ投資がほぼパラレルに増加している15 

が、1990 年代には直接投資が伸び悩む中、ポートフォリオ投資が拡大している。 

このような資金フローの拡大は、日本の金融機関の国際決済活性化にも表れ

ており、例えばあらゆる国際決済が行われる SWIFT（国際銀行間通信協会）の

海外送金件数も上昇している。また、SWIFT 参加国数の莫大な増加からも金融

のグローバル化が進んでいる特徴が表れているといえるだろう。  20 

なお、図 1 は先進国から途上国への資本移動推移とその内訳を送金、国際資

本移動、個人的な負債とポートフォリオ資産、ODA に分け、グラフ化したもの

である。このグラフからも 1997 年から 2002 年の間は低水準にあるが、 2002

年以降ポートフォリオ資産の伸びが非常に大きいことが見て取れる。  
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図  1 先進国から途上国への資本移動推移とその内訳（ 10 億ドル）  

 

（ 出 所 ： Global  Economic Prospects  2006:  Economic Implications  of  

Remittances  and Migration (World  Bank),  World  Development Indicators  

2007,  and Global  Development Finance 2007 .より筆者作成）  5 

 

 

第２項  資金フローの手段拡大に伴う対象・プレーヤーの拡大  

 二つ目の特徴として、「資金フローの手段拡大に伴う対象・プレーヤーの拡大」

がある。国際資本移動が活性化してきた 1990 年代から、金融市場における情10 

報処理や伝達手段の IT 化も進んだことで、市場のより一層の拡大へつながっ

たと考えられる。具体的には、従来の株や債券といった代表的な金融商品に加

え、デリバティブや証券化商品といった新たな金融商品が生まれた。また、先

進国から新興国への資金フローに加え、その逆の新興国から先進国への資金フ

ローや BRICs などの新興国や産油国などから先進国への資金流入が活発化す15 

るなど、より多元的な市場へ移行していった。さらに、プレーヤーの拡大とし

て従来の金融機関や多国籍企業に加え、ヘッジファンドや未公開企業への投資

を行う PE ファンド、オイルマネーや外貨準備を運用する政府系ファンド等が

挙げられる。90 年代にはヘッジファンド等の機関投資家によるアジアの新興国

への投機活動も盛んにおこなわれるようになった。  20 
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第 4 節  金融のグローバル化がもたらす新興国経済へのインパクト  

この節では金融のグローバル化がもたらす新興国へのインパクトについて述

べたい。  

 1990 年代から国際市場における資金フローの拡大が進み、新興国は資本流出

入により大きな経済成長を遂げた。この要因として考えられるのは、巨大な人5 

口の存在である。以下の図２は実質成長率と人口規模を表すグラフであるが、

経済成長が著しい BRICs などは、特に人口が多いことがうかがえる。このよう

な新興国においては、一定所得の水準は低いが、総購入量が多いことなどから

資金フローの拡大を可能にしたため経済活性化が進んだといえる。こうして市

場規模の拡大や生産性の向上へとつながり、自国のみならず、世界経済にも大10 

きく影響を与えた。  

 

図  2 実質成長率と人口規模  

 

（出所：内閣府より）  15 

 

また、図３の 1990 年代からの新興国の世界経済に対する実質成長率を見る

と上昇傾向にあり、21 世紀に入ると新興国は世界経済に対し大きな寄与度を示

していることが分かる。また 2013 年には先進国の実質成長率のシェアが 50％

を下回ったことから、グローバル化が新興国経済へもたらしたインパクトは大20 

きいといえる。  
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図  3 世界の実質 GDP 成長率  

 

（出所： IMF から筆者作成）  

 5 
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第 2 章  金融のグローバル化の弊害  

第１節  三つの危機  

 これまで述べたように、金融のグローバル化は、新興国の経済成長を促進す

るなど、世界経済の効用を大きく高めてきた。しかし、金融のグローバル化に

伴うクロスボーダーでのマネーの動きによって、アジア通貨危機などの大きな5 

危機も発生した。短期的で急激な資金の動きが、通貨の需給バランスに大きく

影響し、通貨危機をもたらしたのである。   

 通貨危機の発生原因は大きく突き詰めると三つ挙げられる。一つ目は、通貨

のファンダメンタルズ（金利、経済成長率、経常収支、財政収支等）と為替レ

ートとのギャップである。つまり、為替レートが過大評価されているときに、10 

通貨危機は発生するのだ。二つ目は、その危機を拡大させるグローバルマネー

の増大である。三つ目は、通貨危機をさらに大きなものとする固定的な通貨制

度である。  

 以下では、アジア通貨危機やリーマンショックなど、金融のグローバル化が

もたらした通貨危機や金融危機について、その原因や結果を確認したい。ただ15 

し、その前に金融危機、財政危機、通貨危機それぞれの定義を明確にしておく。  

第１項  金融危機  

 金融危機とは大手金融機関の破綻が引き金となり起こるものである。景気悪

化が財政赤字拡大をもたらし、またその結果税収も減少する。こうして、金融

危機は財政危機をもたらすことが多い。  20 

 

 

第２項  財政危機  

 財政危機とは政府の信用力低下が引き金となり起こるものである。財政赤字

拡大が政府の信用力を低下させ、その結果国債価格が暴落する。従って、政府25 

は国債引受の強制、中央銀行借り入れ、紙幣の増発などを行う。これは金融機

関の経営を悪化させ、またインフレを加速させる。よって、財政危機は金融危

機をもたらすことが多い。  
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第３項  通貨危機  

 通貨危機とは経常赤字が引き金になり起こることが多い。経常赤字を外貨で

決済するため、外貨不足や信用力低下をもたらす。これにより自国通貨価値が

下落し、金融危機や財政危機をもたらす場合が多い。  

 5 

 

第２節  メキシコ債務危機  

70 年代半ば、メキシコでは大量の油田が発見され、国富の増大が見込まれて

いたため、それを具体化するために海外から多額の資金を借り入れていた。外

資に支えられた拡張政策によって、メキシコは急速な成長を実現させたが、対10 

外累積債務などの問題も膨らむ一方であった。1982 年 8 月、メキシコ政府の債

務不履行宣言がなされた。このメキシコ債務危機は国内にとどまらず、主に中

南米を取り巻く地域に「失われた 10 年」といわれる危機的経済状況をもたら

した。  

 この 1980 年代における世界経済情勢は一言でまとめられる程単純ではない。15 

一方では、先進国と貿易摩擦を起こしていた NIES や ASEAN といったアジア

新興諸国があり、他方で、南アフリカ諸国や南アジア諸国では貧困・飢餓とい

った極端な低迷経済があった。また、中南米諸国は対外累積債務の増加が顕在

化し、かつ深刻なインフレに直面していた。特に中南米における膨大な対外累

積債務は経済を低迷させる主要な原因であった。このような状況下にあって、20 

1985 年 10 月の IMF・世界銀行総会で米財務長官ジェイムズ・アディソン・ベ

ーカーは「持続的成長のための計画」―いわゆるベーカー構想―を発表し中南

米諸国の累積債務問題の解決に当たろうとしたのだが、米自身そして大手銀行

からの新規融資を引き出すことができず失敗に終わった。これに次ぐプレディ

構想の効果も薄く、結果として中南米は「失われた 10 年」という長い低成長時25 

代に汲みせねばならなかった。  

 

 

第３節  メキシコ危機（テキーラ危機）  

 1990 年代初頭のメキシコでは、NAFTA（北米自由貿易協定）加盟（ 94 年発30 
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効）に向けて、国営企業の民営化、規制緩和、自由化、財政赤字の削減等が行

われたことを背景に、国内への資金流入が増加した。この間、メキシコ・ペソ

の為替レートは事実上、米ドルに対して固定されていた。  

 しかし 94 年 2 月以降、 FRB（米連邦準備制度理事会）が大幅な利上げを実

施（ 94 年初からの 1 年で公定歩合は 3％から 6％に）したことや、国内の政治5 

的混乱（ 94 年 3 月 23 日に与党大統領候補が暗殺された）を背景に、国内から

の資金流出が加速した。  

 ペソに対する下落圧力が高まるなか、 94 年 12 月 20 日にメキシコ政府はペ

ソの 15％切り下げを実施したが、当時の外貨準備がテノボノス（米ドル建ての

短期国債）の償還額よりもはるかに小さいとの疑念もあって、ペソ売り圧力は10 

さらに強まり、15％切り下げのわずか 2 日後には変動相場制への移行が発表さ

れた。結局 95 年末までに、ペソは切り下げ実施前の水準に比べて対米ドルで

200％以上下落した。  

 

 15 

第４節  アジア通貨危機  

1993 年のバンコク国際バンキング・ファシリティの創設以来、タイの銀行に

よる対外借入が急激に増加していた。すなわち、金融グローバル化の流れの中

で、タイは外国資本を積極的に取り入れることで自国経済を拡大するという経

済成長モデルを採用していたのだ。当時、タイ・バーツは事実上対米ドルで固20 

定されていた。   

 しかし、中国が開放的な経済政策に転換したことや、アメリカが利上げによ

る経済引き締めを行ったことなどによって、好調だったタイの輸出は伸び悩み、

バーツ安の圧力が高まっていった。そして、これまでタイに流入していた膨大

な量のグローバルマネーは逆流し、 1997 年 7 月にはタイは固定相場制を放棄25 

して管理フロート制に移行した。その後も、タイからの資本流出は続き、そこ

にヘッジファンドによるバーツ売りが重なって、タイは通貨危機に陥った。翌

年 1 月までにバーツは対米ドルで約 210％下落した。   

 タイを震源とするこの通貨危機は、アジア全域へと波及していき、世界的な

金融危機へと繋がっていった。  30 
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第５節  ロシア通貨危機  

1996 年ロシア国債市場において外国人投資家の国債入札参加が認められる

と、にわかにロシアへの資金流入が拡大した。ところがロシア国内の財政状況

の悪化、アジア通貨危機の波及、原油価格の下落などの理由によって、ロシア

国外への資金流出が拡大した。すると、ロシア・ルーブルが下落した。1998 年、5 

ロシアは対外民間債務の 90 日間のモラトリアムを発表した。これに伴いアー

ビトラージ型の大手ヘッジファンド HTCM が破産したこの影響を受けてルー

ブルは大暴落し、ロシアは通貨危機に陥った。  

 

 10 

第６節  ブラジル危機  

1980 年代のブラジルでは対外債務危機とハイパーインフレによる深刻な経

済困難に直面していた。1994 年に物価安定政策「レアルプラン」を導入し、為

替制度をクローリング・ペッグ制から自国通貨を米ドルとリンクさせる新制度

に切り替えた。この政策により、一時的な成長率回復とインフレ抑制に成功し15 

たが、財政収支赤字と通貨アタックによって、 1999 年債務 90 日間の返済停止

を宣言した。それに伴い、変動相場制に移行しレアルが大暴落した。  

 

 

第７節  リーマンショック  20 

 2000 年代初頭、住宅バブルを背景にアメリカのモーゲージ市場でサブプライ

ムローンが急増していた。サブプライムローンの多くは CDO として流通して

いた。しかし住宅バブルが崩壊すると、格付け会社による CDO の格下げが行

われ、 CDO を扱っていたヘッジファンドの破綻が相次いだ。さらに BNP パリ

バも傘下のファンド解約を凍結するなどしたことから信用不安がさらに広まり25 

（パリバショック）、投資家のリスク回避を引き起こし、ついにリーマンブラザ

ーズの破綻を招くこととなった。この出来事は各国の金融不安を煽ったため、

金融市場の流動性を著しく損ない世界中の株価が暴落した。この 100 年に一度

と言われる大きな金融危機によって、金融グローバル化の流れの中においても、

一定の監視と規制の枠組みを持った自由市場の必要性が露呈した。  30 
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第３章  現状分析  

この章ではいよいよ、現在の世界経済の状態について述べていく。昨今の経

済状況は、中国経済の失速やエネルギー革命による原油価格の下落等の影響を

受けて、世界規模での低成長期に直面している。図４からも分かるようにリー

マンショック後の先進国の景気回復はいまだに緩やかなペースにとどまってお5 

り、国によって程度の差はあるものの、各国の金融政策による努力も虚しくイ

ンフレ率は減少傾向にある。  

 

図  ４  先進国インフレ率  

 10 

（出所： IMF より筆者作成）  

 

加えて新興国においても、景気の失速が目立つ。とりわけ資源国は 2014 年

からの原油価格下落の煽りをうけて成長率の低下が甚だしく、マイナス成長に

陥っている国もある。その中でも特に BRICs は盤石な経済基盤を有していると15 

は言い難い一方、その経済失速による世界経済への影響は大きい。  

また、原油価格の下落によって、産油国を中心に世界経済は大きな影響を受

けた。原油輸出収入に頼る産油国の多くは、この原油価格下落に伴って生じた

経常収支の赤字や自国通貨安圧力への対応に苦労している。そのような中で、

米国のシェール・オイルの台頭もあり、現在の OPEC は原油のプライスリーダ20 

ーとして機能できていない。今年９月に OPEC 加盟国の減産合意があったが、



16 

 

この決定にどこまで実効性を持たせることができるのかは疑問である。  

 

図  4 原油価格の推移  

 

（出所： EIA Off icial  Energy Statist ics  より筆者作成）  5 

 

図  5 資源国の実質 GDP 成長率  

 

（出所： IMF より筆者作成）  

 10 

以下では、新興国経済の典型例として BRICs に注目して現状分析を行ってい

く。それに加えて、原油価格下落の影響を受ける産油国の代表例として、OPEC
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のリーダー的地位にあるサウジアラビアの現状分析も行う。この章の分析で明

示する現状の世界経済の問題点をもとに、次章でそれに対する政策提言を行う。 

 

 

第１節  サウジアラビア  5 

世界第２位の原油生産を基盤として、中東随一の経済規模を有するサウジア

ラビアだが、同国の経済は現在、原油価格の下落を受けて難局に直面している。

サウジアラビアは 2014 年まで歳入の約９割、GDP の約５割を原油収入に依存

していたため（データはみずほ総合研究所レポートより）、 2014 年以降の原油

価格の下落に伴って、2015 年に財政収支・経常収支ともに赤字となった。以下10 

の図７、図８はサウジアラビアの経常収支と財政収支の推移のグラフだが、図

５の原油価格の推移のグラフと連動していることがわかる。対外資産負債残高

をみると、大幅な資産超となっており、現在は対外純債権国を維持している。

しかし、原油価格下落に伴って貿易収支黒字が減少しており、それによって生

じた経常収支赤字分を、外貨準備を取り崩してファイナンスしている。  15 

 

図  6 サウジアラビアの経常収支  

 

（出所： IMF より筆者作成）  

 20 
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図  7 サウジアラビアの財政収支  

 

（出所： IMF より筆者作成）  

 

図  8 サウジアラビアの外貨準備の推移  5 

 

（出所：みずほ総合研究所より）  

 

サウジアラビアは、1986 年以降 1 ドル＝ 3.75 リヤルのドル・ペッグ制を維持
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している。2016 年 1 月に USD/SAR の先物市場においてリヤル安圧力が高まっ

た。2015 年末から 2016 年初頭の外貨準備の減少をみると、この固定相場維持

のためにドル売り・リヤル買いの為替介入がなされたと考えられる。一度、こ

のリヤル安圧力は落ち着いたが、2016 年 4 月の Fitch Ratings  Ltd.と同年５月

の Moody’s  Corporation の長期国債格下げを受け、再びリヤル安圧力が高まっ5 

ている。  

 

図  9 サウジアラビア国債の格付け  

  

（出所：みずほ総合研究所レポートより筆者作成）  10 

 

 リヤル安圧力が高まった後も、当局はドル・ペッグ制の維持を表明し、 IMF

もその意向を支持している。しかし、経常収支赤字のファイナンスと、固定相

場維持のための為替介入とで外貨準備の流出量は相当量になると考えられる。

現状の外貨準備量から考えれば当面は固定相場制の維持は可能であると考えら15 

れるが、原油安とリヤル安という二つの圧力が今後も続くようであれば、現在

の経済構造のまま固定相場を維持するのは困難だろう。債務残高も増加しつつ

あるため、不用意に外貨準備を流出し続けるわけにはいかない。  
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図  10 サウジアラビアの対外債務残高の GDP 比  

 

（出所：みずほ総合研究所より）  

  

原油価格が大幅に下落した 2015 年時点でも、国家歳入に占める石油依存度5 

は 73.1％と非常に高く、歳入の多様化が必要なことは明らかである。今年４月

に政府が発表した「 vis ion2030」という成長戦略的な計画の中には、歳入の多

様化に向けた非石油セクターの成長も目標として組み込まれていた。具体的に

は、（石油以外の）鉱業、再生エネルギー関連産業、軍需関連産業、観光業、流

通・サービス業などの幅広い産業の振興が目標として掲げられた。これを達成10 

するためには、歳出削減をすすめて財政資金を確保することが求められる。ま

た、それに加えて、投資・ビジネス環境の整備を通して海外から投資を呼び込

むことも必要だろう。また、直近の危機を回避するためにも、長期的な改革案

だけでなく、現状の原油安・リヤル安圧力に対する策も必要だと思われる。  

 15 

 

第２節  ブラジル  

 原油安やルセフ元大統領の政府会計不正操作疑惑などを理由に 2014 年後半

から 2015 年にかけてブラジルの通貨レアルの下落、政策金利の上昇、インフ

レ率の上昇、そして失業率の上昇など、ブラジルでは様々な経済指標が異常な20 
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数値を示していた。ブラジルは、BRICs という新興国ではあるが世界経済と密

接にかかわっている国の一つだ。ここでは直近のブラジル経済の動向について

の分析を行い、同国の経済が今どのような状況にあるのかを明らかにする。  

 

図  11 ブラジルの GDP 成長率（前年比）  5 

 

（出所：ブラジル中央銀行より筆者作成）  

  

ブラジルの景気だが、 2015 年第一四半期に GDP 成長率が▲ 1.15％だったの

が 2016 年第二四半期には▲ 4.89％とマイナス成長が拡大しているのがわかる。10 

ただ、8 月 31 日に行われた上院議員でのルセフ元大統領の弾劾裁判の採決によ

り約半年続いた一連の騒動は決着し、今後テメル大統領が掲げた財政改革が進

むとの期待からこれ以上のマイナス成長には歯止めがかかるだろう。  

次に物価上昇率と失業率について見ていく。物価についてだが、消費者物価

上昇率は 2015 年第四四半期の +10.36％をピークに以後縮小傾向にある。しか15 

し、それでもブラジル中央銀行のインフレターゲットである +4.5％（ +2.5％～

+6.5％のレンジで許容）を大きく上回っている。一方、失業率はインフレ率の

若干の下落と不景気の煽りをうけて 2016 年第二四半期には、2016 年以降で最

悪の 11.3％となった。  

 20 
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図  12 ブラジルの消費者物価上昇率と失業率（前年比）  

 

（出所：ブラジル中央銀行より筆者作成）  

 

次に、金融市場の話に移る。中国の景気減速をはじめとする世界的な石油の5 

需要鈍化や、シェール・オイルの増産にもかかわらず、 2014 年 11 月の OPEC

総会でサウジアラビア主導の減産見送りによって、原油市場が供給過剰の状態

に陥り原油価格が急落していた。原油安の中、レアル安圧力がかかった。加え

て、ファンダメンタルズの悪化や政治不安、米国の利上げなども重なりレアル

は下落した。しかし、レアルは 2016 年 1 月に 1 ドル 4.0422 レアル（月平均10 

値）で底値をつけ、緩やかではあるが徐々に回復している。  

 

図  13 原油価格とレアル・ドル為替レート  

 

（出所：ブラジル中央銀行より筆者作成）  15 
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今後のレアル価格については、レアルを下支えする要因として①テメル政権

の財政改革により、財政健全化の期待が増大する②インフレ圧力の緩和や利下

げにより景気悪化に歯止めがかかる③海外投資家のレアル売りポジションの解

消が進む可能性がある、の三点があげられる。一方、リスクとして①原油価格

の下落の可能性②米国利上げ観測の再燃による新興国からの資金流出圧力が高5 

まること③財政改革の遅れや政治スキャンダルの三点があげられる。  

 

 

第３節  ロシア  

ロシアの人口一人当たりの実質 GDP は 2016 年 4 月現在 301,590.84 ロシ10 

ア・ルーブルであり、前年比 5,681.52 ルーブルの減少である。以下の図 15 は、

1992 年から 2016 年にかけてのロシアにおける一人当たり実質 GDP の推移を

示している。  

 

図  14 ロシアの一人当たり実質 GDP の推移  15 

 

（出所：連邦国家統計局より）  

 

また、以下の図 16 はロシアの人口一人当たりの名目 GDP の 1992 年から

2016 年にかけての推移を示している。このグラフから見てとれるように、近年、20 

名目 GDP は緩やかに増加している。しかし、一人当たりの実質 GDP・名目 GDP

を比較すると、名目 GDP の増加は単にインフレーションが加速した結果生じ
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たものであることがわかる。やはり、実質 GDP の推移からわかるようにロシ

アの経済は停滞しているといえる。  

 

図  15 ロシアの一人当たりの名目 GDP の推移  

 5 

（出所：連邦国家統計局より）  

 

次に、ルーブルの対ドル為替レートを考える。図 17 は 2006 年以降から現在

に至るまでのドル・ルーブル為替レートを示している。ロシアは、以前は管理

フロート制を採用していたが、 2014 年 11 月より変動相場制へ移行した。しか10 

し、図１７からもわかるように、変動相場制移行以後、ルーブル安が現在にお

けるまで続いている。  

 

図  16 ロシア・ルーブル  対ドル為替レート  

 15 

（出所： PGI より）  

それに加え、ロシアの外貨準備高も大きく変化している。管理フロート制か



25 

 

ら変動相場制への移行後、急速に減少した。2016 年現在、持ち直してはいるも

のの減少以前には遠く及ばず、依然として外貨準備は低い状態が続いている。  

また、原油価格の下落もロシア経済に大きな影響を及ぼしている。  

ロシアは、世界最大のエネルギー輸出国であり、原油に関してみるとサウジ

アラビアに次ぐ世界第２位の輸出国である。そのため、原油価格の下落はロシ5 

アの経済力の低下に直結するといえる。また 2016 年 10 月 10 日、トルコのイ

スタンブールで開催された世界エネルギー会議 (WEC)において、ロシアのプー

チン大統領はサウジアラビアと原油減産に向けて協力する用意ができていると

表明した。原油の世界二大生産国であるロシアとサウジアラビアの今後の行動

に原油価格、さらには各国経済が多大なる影響を受けるのは自明である。  10 

さらに、ロシア経済はプーチン大統領のウクライナ問題に関する行動に対し

て欧州が経済制裁を発動したことの影響も強く受けており、2016 年現在、経済

制裁は解除されておらず、今後の動向が注目される。  

 

 15 

第４節  中国  

中国経済の現状は、引き続き減速していると思われる。実質 GDP 成長率を

見てみると、 2015 年の 4-6 月期の前年比 +7.0%から 7-9 月期同 +6.9%、 10-12

月期同 +6.8%、今年 1-3 月期は同 +6.7%と鈍化が続いている。但し、景気の失速

は回避されている。  20 
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図  17 中国の実質 GDP 成長率の推移  

 

（出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングより）  

 

昨年の夏以降、中国の株価や為替相場の大幅な下落など金融市場の混乱を背5 

景に中国経済は減速にとどまらず失速してしまうのではないかという懸念が強

まった。しかし、図１９の製造業購買担当者指数を見てみると、景気は弱みを

含みながらも、過度に悲観するような状況ではないことが伺える。製造業購買

担当者指数 (PMI）が今年 3 月に 50.2%、4 月に 50.1%と 2 ヶ月連続して景気の

拡大と収縮の分岐点である 50%をわずかながらも上回っていること、またサー10 

ビス業 (PMI)も 53%前後で推移している。  
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図  18 中国の購買担当者指数の推移  

 

（出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングより）  

 

これは政府の景気下支え策が奏功したためとみられる。貸出金利は 2014 年5 

11 月以降 6.00%から 4.35%にまで引き下げられ、住宅バブル抑制のために大幅

に引き下げられていた頭金比率が一部で引き下げられるなど住宅購入規制緩和

が進み、大都市を中心に住宅価格も上昇に転じている。  

また、景気テコ入れのためのインフラ投資の拡大や消費促進のための自動車

購入減税も 2015 年 10 月から実施されている。これらの一連の政策の効果も寄10 

与して中国経済は失速を免れていると考えられる。  

また、図 20 は政府総債務残高についてのグラフである。図 20 をみてみると

政府総債務残高は 2020 年には約 60 兆人民元にも及び、GDP 比においても 50%

を超える見通しである。  
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図  19 中国の政府総債務残高  

 

（出所： IMF より筆者作成）  

 

続いて、中国の為替相場に視点をあてる。人民元の為替相場システムは 20055 

年 7 月に米ドル・ペック制からバスケット通貨に連動する管理相場制に移行し

たものの、リーマンショックや欧州債務危機といった金融市場の混乱の都度、

米ドル・ペック制に戻って安定が図られてきた。しかし、足元の人民元の対ド

ル相場の動きは欧州通貨ユーロの対ドル相場によく連動している。  

これは人民元の相場の調整に際して、バスケット通貨の中で米ドルに次ぐシ10 

ェアを持っていると考えられるユーロの相場変動も参照していること、すなわ

ち、米ドル・ペックではなく、バスケット通貨への連動を強めていることを示

唆していると考えられる。  
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図  20 人民元の対ドル相場の推移  

 

（出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングより）  

 

また、関連して、拡大する中国の対外直接投資を見ていきたい。今、グロー5 

バル化が足踏みする中で世界経済は活力を失いつつある、とグローバル化の停

滞が叫ばれている。実際、国連貿易開発会議（ UNCTAD）の統計によれば、世

界の対外直接投資額（ストック）の世界 GDP に対する割合は依然として上昇

しているものの、世界の対外直接投資額（フロー）の世界 GDP に対する割合は

2007 年の 3.7%をピークに低下し、足元では 2.0%前後で低迷している。  10 

しかし、そうした中にあって中国の動向は異なっている。同じ統計での中国

の対外直接投資の GDP 比の推移をみると、 2008 年に 1.22%でピークを付けた

後、一旦低下したものの、足元ピークの水準に戻りつつある。また、中国商務

部の統計によれば、中国向けの直接投資には近年、伸び悩み傾向がみられるが、

中国企業の対外直接投資は堅調に拡大しており、2015 年通年で遂に対外直接投15 

資が対内直接投資を上回った。 2016 年 1～ 8 月累計（金融を除くベース）でも

対外直接投資が対内直接投資を大きく上回っており、両者の差は、一段と拡大

しそうな勢いである。  
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図  21 対外直接投資の推移（世界）  

 

（出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングより）  

 

図  22 対外直接投資の推移（中国）  5 

 

（出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングより）  
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図  23 中国の対外・体内直接投資（フロー）の推移  

 

（出所：三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティングより）  

（注： 2016 年は 1~8 月実績  金融を除くベース）  

 5 

さらに、中国の外貨準備残高をみてみる。  

図２５からも分かるように、 2014 年 3 月をピークに低下し、 2016 年 9 月に

は 3 兆 1663 億円と大幅に減少している。  

 

図  24 中国の外貨準備残高  10 

 

（出所：中国人民銀行より筆者作成  尚、 2015 年 1~6 月の数値は N/A）  

 

最後に資金フローを国別で見ると、人民元安や経済成長の鈍化が懸念された
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中国からの資金流出の規模が圧倒的に大きいことが分かる。  

これらを総合すると、中国は資金流出が激しく、近年外貨準備も急減してい

るため通貨危機の発生可能性は存在すると考えられる。  

  

図  25 新興国を巡る資金フローの推移  5 

 

 

図  26 国別の資金フロー（ 2015 年時）  

 

 10 
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第４章  政策提言  

 さて、このような現状においてどのような政策が通貨危機の予防策として有

効なのか。そして通貨危機発生時にはどのような政策が有効なのかを以下で検

証していく。  

 5 

 

第１節  予防策  

 通貨危機の予防策を提案するにあたって、我々は次の二点が重要だと考えた。

一点目は原油価格の安定、二点目は短期資本移動の抑制である。この二点につ

いて以下で詳しく述べていきたい。  10 

 

 

第１項  原油価格の安定  

第３章の現状分析で見たように、近年の通貨下落の要因の一つとして「原油

価格」があげられる。 2014 年の原油価格下落は、サウジアラビア、ブラジル、15 

ロシアなどの資源依存型新興国の通貨を大幅に下落させた。よって我々は通貨

価値安定には、原油価格の安定が必要不可欠であると考えた。従って、原油価

格の安定を目的として、我々は OPEC に代わる世界産油国協議会の設立を提言

する。    

 世界産油国協議会の加盟国は、 OPEC 加盟国と原油の世界シェアが 1％以上20 

の国とする。この組織の役割は、原油の埋蔵量、直近の生産量、人口、財政的

必要性に応じて、各国ごとの、拘束力のある産油量を決定すること、増産・減

産量を決定することである。    
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図  27 世界の原油生産量（ 2015 年）（％）  

 

（出所： BP より筆者作成）  

 

 まず、各国ごとの産油量の割り当てについて述べる。 OPEC では、長期戦略5 

委員会の世界の需給見通しをベースに、全体の産油量を決め、その後、各メン

バーの埋蔵量、直近の生産量に加えて人口、財政的必要性等の要因が考慮され

て計算された。しかし、そこに強制力がなかったため、不十分なシステムであ

ったことは否めない。    

 そこで、世界産油国協議会では、年次総会を開き、世界の需給見通しを基に、10 

各国の年間産油量を決定する。そして、その産油量に強制力を持たせるために、

各国の生産量が決められた産油量の±５％におさまらなかった場合、勧告を出

す。世界産油国協議会は、 3 年連続で勧告が出された国に対して制裁措置をと

る。制裁措置の内容としては、関税率引き上げ、領海封鎖、資産凍結などの経

済的措置とする。    15 

 次に、増産・減産について述べる。 OPEC は、今まで埋蔵量の大きいサウジ

アラビアが、生産量を変動させる必要がある場合、調整生産者（スイングプロ
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デューサー）の役割をつとめてきた。しかし、それにも限界があるため、世界

産油国協議会では、新たに、アメリカ合衆国、ロシア連邦を加えた、サウジ ア

ラビア、アメリカ合衆国、ロシア連邦の 3 国を調整生産者として、生産量の変

動に対応させることとする。これにより、今までのサウジアラビアの負担を軽

減させることができる。  5 

 

 

第２項  短期資本移動の抑制  

また、過去の事例、現状分析を踏まえ再び通貨危機の発生メカニズムに目を

当ててみると、その要因の一つとして「短期的な資本移動」が挙げられる。タ10 

イやインドのように資本勘定自由化の便益を得るために、積極的に自由化を行

い、一時的には急激な経済成長を遂げたが、結果的には通貨危機を招いている

国がある。よって、我々は、通貨危機の発生の予防策の一つとして、短期的な

資本移動を抑制する提案をする。  

具体的に我々は、短期的な資本移動を規制するために、トービン税の導入を15 

提案する。  

（１）  トービン税  

トービン税とは、世界中で行われる全ての外国為替取引の際に、一定率の課

税（ 0.1%）をすることで、短期的で投機的な取引による為替相場変動を抑え、

安定化させることを想定した税制の仕組みである。ただし、同税制は全世界各20 

国が一律に制度導入されなければならない。何故ならば、租税回避地（タック

ス・ヘイブン）に資金を移すことで税負担を免れられ、期待した程の効果が得

られないからだ。  

トービン税は長期資本移動にはほとんど影響を与えず、短期資本移動には抑

制作用を持つ。よって、通貨危機の発生を予防するという観点で有効であると25 

考える。  

（２）用途  

税金の用途についてであるが、具体的には徴収地の政府に還元、 IMF の緊急

融資、世界銀行の途上国への経済支援とする。  

各国は、収められた税収の 50%を自国の政府に還元し、残りの 50%を国際連30 
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帯税として IMF と世界銀行にそれぞれ 50%ずつ納税する。こうすることによ

って、トービン税は予防策としての効果を持つとともに、仮に通貨危機が起き

てしまった場合の IMF による緊急融資の財源ともなる。  

また、税収を世界銀行にも納税することによって、途上国の経済支援という

かたちで資金が再分配される。従って、トービン税を課し、資本の取引を制限5 

することによって途上国の経済成長に支障をきたすという批判は当たらない。

また、税収の 50%を徴収地の政府に還元することによって、政治的な合意が得

られる可能性が高まる。これは、トービン税は全世界各国が一律に制度導入し

なければならないという前提条件を満たす有力な一因となるであろう。  

以下ではトービン税導入に対する代表的な批判をいくつか取り上げ、それぞ10 

れの批判に対する我々の意見を述べていきたい。  

（３）トービン税に対する批判  

短期資本移動の規制としてトービン税の導入を我々は提案するが、トービン

税の導入に関して、大きく分けて以下の三点の批判がある。  

一つ目の批判は、全世界各国が一律に制度導入するにあたって、政治的な合15 

意が得られないというものである。この批判に対しては、前述の通り、税収の

50%を徴収地の政府に還元し、また、残りの 50%を国際的活動にあてる資金と

すれば多くの国の賛同が得られるであろう。また、世界的に投機的な短期資本

移動の弊害が認識され、それを規制すべきという世論が高まっている中で、こ

のような税制の導入は不可能ではないと考える。  20 

二つ目の批判は、市場の取引量と流動性の減少は変動性を減少させず、むし

ろ増加させるというものである。この批判に対しては、確かに課税によって取

引量は減少するが、それは必ずしも変動性を増加させるとは言えないという結

論が我々の考えである。また、山口 (2013)は以下のように述べている。  

 25 

多くの理論研究では、低税率のトービン税がノイズトレーダー（投機家）を減

少させることによって市場の変動性を減少させると結論づけている。同時に、

多くの理論モデルでは、税率の選択には細心の注意を払う必要があること、税

率が高い場合には、市場の取引量と流動性の減少が変動性を減少させず、むし

ろ増加させる可能性があることを示唆している。（山口  2013 p.34-35）  30 
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よって、トービン税を課すことによって市場の安定、変動性の減少をもたら

すとは断定できないが、逆も然りである。従って、確かに市場の変動性が増加

するという批判はあるが、細心の注意を払い、税率の決定を行う必要がある。  

三つ目の批判は、さまざまな外貨取引や金融商品に公平に課税することは不5 

可能であるというものである。この批判は確かである。今や外貨の直物取引、

先物、スワップ、オプションなど様々な金融商品がある。今後も金融革新に従

って、更に金融商品の幅は広がるであろう。これらに公平な課税をすることは

不可能であろう。しかし、ここでは課税の公平性を保つことが目的なのではな

く、あくまで目的は短期資本移動の抑制である。よって、それぞれに適当な税10 

率を課せば良いと考える。  

このように多くの議論の余地があるトービン税であるが、細心の注意を払っ

た上で適切な税率を設定すれば、トービン税の導入は短期資本移動の抑制に効

果的だと考える。また、短期資本移動を抑制することによって、資金を生産的

な投資に向けることにも繋がるだろう。  15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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結びにかえて  

昨今、金融のグローバル化によって、現物市場においても金融市場において

もクロスボーダーの資本フローが拡大してきている中、市場整備が未熟な新興

国では、良くも悪くも世界の経済情勢に自国の発展が左右されるような状況に

直面している。過去の事例や現象分析を踏まえると、投機的な資本の大規模な5 

移動や原油価格などの変動は新興国に通貨危機をもたらすだけでなく、世界規

模の経済混乱を招くことすらある。ゆえに、投機的な資本の流出入に適正な規

制をかけたり、原油価格安定化を実現することは急務である。しかしその一方

で、クロスボーダーでの資金フローの流入が新興国経済を成長させてきたこと

は、歴史が雄弁に語り、巨大カルテルによる原油価格の安定化は、ともすると10 

不当な価格操作につながる可能性も十分にある。それでも我々は、複雑な金融

システムの中で、世界経済を発展させるために、よりよい制度を模索せねばな

らない。そしてその模索の繰り返しこそが、望ましい金融システムを構築し、

我々は金融のグローバル化の中でよりよい生活を享受できるようになるだろ

う。  15 
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