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序章  
	 現在の世界経済は規制緩和・金融自由化によって、資本が様々なプレイヤー

から世界中に供給される、いわゆる金融グローバル化と呼ばれる状態にある。

キャッシュフローを将来的に生むであろうものに余った貯蓄を投資していき、

全体で発展していくという金融の役割が世界規模で行われるようになったので5 

ある。それにより先進国の有り余る資本が新興国や発展途上国と呼ばれる国に

集まるようになり、インフラの整備や工業化などの発展に繋がっている。つま

り、金融のグローバル化は世界規模の経済発展に寄与しているということだ。  

	 しかし 1997・ 1998 年のアジア通貨危機を代表とするように、金融危機が世

界中で伝播したりするなど金融のグローバル化は、決して良いことばかりでは10 

ない。規模拡大によるリスク所在の不明瞭さ、金融システムの脆弱性、国ごと

の制度の差異など様々な克服していかなければいけない問題が累積している。

またお金を融通する側の投資家が力を持つという、金融の特徴もグローバル化

によって世界に広まり、いわば投資家の意思によって今の世界は形成されてい

ると言っても過言ではない。ゆえに資金の需要サイドと金融収支のみに関心が15 

ある資金の供給サイドの乖離、モノの世界と金融の世界の乖離が世界規模で進

行している。本論文ではこうした金融グローバル化によって生じる諸問題を克

服するとともに、主に新興国が安定した経済発展を行うことを目的とする。  

	 まず第１章で金融グローバル化とは何なのか、第２章では通貨危機とそれに

伴う問題をデータに基づき整理し、成長を遂げている新興国の目線で現状の金20 

融システムの問題点を指摘していく。次に第３章では新興国にフォーカスし、

新興国の抱える問題や先進国との関係を整理し、望ましい発展の仕方を考えて

いく。その後第４章では通貨危機を防ぐことで、新興国が安定して発展できる

方法を考察する。そして第５章では一国だけではなく、多国間協定によって危

機のリスクと防止にかかるコストを分散することで、前章で述べた新興国発展25 

へつなげ、 後にまとめを行う。  

以上の流れで新興国の発展と金融グローバル化に伴う弊害の克服について述

べていく。  
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第1章  	金融グローバル化について  
	 本章では金融グローバル化における現状を実際のデータを基に見ることで、

金融グローバル化の実態とそれがもたらす恩恵や影響について主に新興国の目

線から述べていく。また金融グローバル化という言葉は意味が曖昧であるため、

我々は金融グローバル化を“資本が国境を越えて行き交いすること”と定義す5 

ることとする。  

 

第１節	金融グローバル化のメリット  
	 はじめに、金融グローバル化がもたらす恩恵について考える。一般的に金融

グローバル化のメリットといえば下記の三点を考えることができる。  10 

Ø  プレイヤー、手段、投資先の多様化  

Ø  国際的分散投資によるリスク回避  

Ø  各国経済発展の原動力  

	 これらの三点は全て重要なことであるが、要は“発展する場所、発展させる

ための資金フローが国際的に広がることで効率化される”ということである。  15 

	 そもそも通信・情報技術の発展と各国資本市場の自由化の流れ、そしてその

豊富に流れる資金フローがさらに金融グローバル化を推し進めている。この資

金フローが世界中のキャッシュフローを生むであろうと予測される場所に投資

されていくことで、国内だけの資金繰りで行うよりも格段に早く、規模の大き

い発展を遂げることができる。つまり、資金の供給サイドは幅広い選択肢の中20 

から投資先を選べるようになり、資金の需要サイドは発展に必要なエネルギー

とも言える資金を世界中から調達できるようになるということである。実際、

新興国及び発展途上国の対外債務は年々上昇傾向にあり（図 1-1）、それに伴い

GDP 水準も成長傾向にあること（図 1-2）が分かる。したがって、新興国にと

って金融グローバル化は自国の発展に関して大きな役割を担っており、このメ25 

リットを上手く活用していくことが求められている。  
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図  1-1 新興国・発展途上国1の GDP 推移  

 

出典：IMF	(World	Economic	Outlook)より筆者作成	

	

図  1-2 新興国・発展途上国 1の総対外債務推移  5 

 

出典：IMF	(World	Economic	Outlook)より筆者作成	

                                                   
1 IMF により先進国と定義される、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナ
ダ、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ド

イツ、ギリシャ、香港、アイスランド、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、

韓国、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マカオ、マルタ、オランダ、ニュージ

ーランド、ノルウェー、ポルトガル、プエルトリコ、サンマリノ、シンガポール、スロ

バキア共和国、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、中国、イギリス、アメ

リカの台湾省の３９カ国以外の１５２カ国。  
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第２節	金融グローバル化のデメリット  
	 前節では金融グローバル化のメリットについて述べてきたが、今節ではデメ

リットについて述べる。メリットと同じように簡潔にデメリットの特徴を言い

表すと下記の四点が挙げられる。  

Ø  為替リスクの存在  5 

Ø  危機や不況が伝播しやすい  

Ø  他国の金融政策に左右される  

Ø  リスクが不明瞭  

	 これらの特徴からみて重要なことは、国内金融との違いである。国内だと制

度や政策は統一された環境の中で行われ、国として必要と考えられるものに政10 

府が優先してお金を融通する。しかし、グローバル化された金融ではそうはい

かない。各国がそれぞれの制度を持ち、政策を行い、通貨を持っている。さら

に国際的な資金配分を決める政府の代わりになるような存在もいない。規模が

大きくなることで根本の問題が見えづらくなっているが、要はその国ごとの制

度や政策などの違いが金融グローバル化の弊害になっているといことである。15 

この観点から上記の四点について考えると全て辻褄が合う。グローバル金融の

特徴でもある為替リスクも国際金融のトリレンマ 2を考えると、各国が独自の金

融政策を行うためには、必要不可欠なものであるといえる。つまり、国内を安

定させる目的が結果として国の違いを生み、為替リスクなどの金融グローバル

化の弊害に繋がっているのだ。また各国が金融に限らず、貿易などでもグロー20 

バル化され密接に関わり合っていることで、一国の金利の上下が他の国に影響

を及ぼすなど、他国に左右される側面が大きくなり、不景気や危機が伝播しや

すくなっている。それらの国ごと違いが１つの市場で関わり合い、規模が大き

いことも相まってリスクの所在が曖昧になってしまうのである。  

 25 

 

 

 

                                                   
2 自由な資本移動、為替相場の安定（固定相場制）、独立した金融政策の３つ
を同時に政府は実現することはできないという考え方。  
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第３節	求められる金融グローバル化のあり方  
 今節では前節までで述べた金融グローバル化のメリットとデメリットを踏ま

え、我々が望ましいと考える金融グローバル化のあり方を考察していく。  

	 まず結論から述べると、我々は経済発展を促す原動力という特徴を、 大限

生かすことのできる金融グローバル化が望ましい状態であると考える。ただ危5 

機を防ぐという点で、国際的な取引を規制し、金融グローバル化の持つ恩恵を

受けにくくなってしまっては元の木阿弥なのである。市場を正常に機能させる

にはある程度政府の介入が必要であるが、過干渉は逆にその機能の阻害要因と

なる。これは金融グローバル化が進む世界も同様であり、規制も必要 低限で

あることが望ましいといえる。  10 

	 したがって、金融グローバル化のもとで経済発展するためにどう危機を乗り

越えていくかが重要になってくる。この考えのもと今後の章では、“金融グロー

バル化を生かした経済の発展”と“危機への対処”の２つ観点から考えていく。  

 

 15 

第2章  	通貨危機をめぐる問題  
	 本章では第１節で通貨危機の影響とその他の危機との関係について整理し、

第２節では過去の通貨危機の事例から通貨危機発生のメカニズムについて述べ

る。以上を踏まえた上で、第３節では通貨危機から教訓を得た新興国が、新た

な危機に直面する可能性を為替相場制度の視点から考察していく。それによっ20 

て危機へ対応するために必要なことを明らかにする。  

 

第１節	通貨危機の影響  
	 はじめに、過去の事例から通貨危機とは何なのか、そして通貨危機がもたら

す様々な影響について述べる。しかし通貨危機という言葉は明確な区別や定義25 

がない。したがって、我々は“通貨の価値が自国で保持できないほどの下落圧

力がかかることで引き起こる経済混乱”と定義し、過去の事例を整理する。  
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図  2-1	 1980 年代以降の主な通貨危機  

 
出典：日本銀行ホームページ、JETRO ホームページ、藤井英次「コア・テキス

ト	 国際金融論」（新世社）から筆者作成  

 5 

	 上記が 1980 年代以降の大きな通貨危機 (図 2-1)である。これらの通貨危機は

さまざまな要因で発生しており、その原因は次節で説明するのだが、どれも通

貨の価格が暴落し大きな経済混乱を引き起こしている。通貨危機が起こると自

国通貨の価値が下がるために、外貨で借りた債務が膨張、自国通貨での投資に

よる収益性の悪化が起こり、政府の財政悪化、銀行破綻、企業の債務超過など10 

時期 国・地域 概要

1982-89 ラテンアメリカ諸国（メキシコ、
アルゼンチン、ブラジル等）

1982年8月にメキシコ政府が対外債務支払停止を宣言。途上国の累積債務問題が顕在化。

1990年代前半 北欧
（スウェーデン等）

80年代後半の銀行貸出に関する規制が緩和され、急速に貸し出し量が拡大。特にリスクの高
い不動産事業等への融資が拡大し、資産バブルが発生。バブル崩壊の結果、スウェーデン国
内の不良債権が拡大し、危機に至る。

1992-93 ヨーロッパ（英国、イタリア等）
1992年8月・9月に英国ポンドとイタリアリラが投機的な攻撃を受ける。英中銀などは防衛
を試みるが、攻撃は止まず大幅な為替レートの減価となる。

1994-95 メキシコ
1994年12月メキシコ政府がペソの通貨切り下げを行ったことが発端。株価が急落し、ペソ
は投機的な攻撃を受けた。

1997-98 東アジア（タイ、韓国、インドネ
シア、マレーシア等）

タイバーツに対する投機的な攻撃が発端。1997年7月タイバーツの切り下げが実施され、そ
の後マレーシアリンギット、インドネシアルピア、韓国ウォンなど、次々通貨切り下げに追
い込まれる。

1998 ロシア

財政赤字と公的債務の急増等で資本流出が加速。さまざまな措置にも投資家の信認を得るこ
とができず、緊急経済措置を8月に発表。これにより商業銀行等の破綻が生じ、経済は危機
的状況に陥った。

1999 ブラジル 経常赤字や財政赤字などの要因に加え、ロシア通貨危機の影響を受ける。

2000-01 トルコ

2000年11月、銀行の不正融資疑惑から信用不信が拡大し、株価急落、金利急騰などで金融
危機に陥る。強いドル買い圧力によりトルコ中銀は2001年2月にクローリング・ペッグ制度
を放棄、変動為替相場制へ移行した。

2001-02 アルゼンチン
2001年12月、対外公的債務の一時返済停止が宣言され、金融危機が表面化。2002年2月に
は、１１年間続いたカレンシー・ボード制を放棄し、変動為替相場制に移行。

2010 欧州
（ギリシアが発端）

ギリシアの財政債務が顕在化したことで、スペイン、イタリア、ポルトガルなどのユーロ諸
国を巻き込んだ財政機器が勃発。ユーロの為替レートが暴落する。
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につながる。つまり一度通貨危機が発生すると財政危機 3、金融危機 4を併発し

やすくなるのである。（図 2-2）また財政危機、金融危機が発生にすることで通

貨の信用の低下、経常収支赤字が進み、通貨の価値を保てなくなり通貨危機を

伴うこともある。通貨危機、財政危機、金融危機は非常に密接な関係にあり、

通貨危機を防ぐことは残りの二つの危機を防ぎ経済の安定を図るためにも非常5 

に重要であることがわかる。さらに通貨危機を引き起こす可能性のある二つの

危機を防ぐためには、信用の獲得や経常収支の黒字、すなわち新興国が安定的

に発展する地力を持つことが必要である。つまりこれは通貨危機を防ぐ必須の

アプローチなのだ。  

図  2-2	 ３つの危機の相関  10 

 

出典：深尾光洋（ 2013）「金融危機、財政危機、通貨危機－経済危機の３分類」  

JCER	 を参考。  

                                                   
3 財政赤字などから政府の信用が悪化し国債が暴落し、長期金利が上昇する。資金繰り
に困った政府は自国の中央銀行からの借入、紙幣の増発、国債引受の強制で対応するた

め、インフレや金融危機を併発しやすい。（深尾光洋（ 2013）「金融危機、財政危機、通
貨危機－経済危機の３分類」  JCER	 より筆者要約）  
4 大手金融機関から資金が逆流し破綻、他の金融機関や企業も連鎖的に破綻を招くことで
深刻な景気悪化を招く。（深尾光洋（ 2013）「金融危機、財政危機、通貨危機－経済危機
の３分類」  JCER	 より筆者要約）  
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	 したがって金融危機や財政危機などの経済混乱を防ぐためにも通貨危機を防

ぐことは重要であり、経常収支やファンダメンタルズ（基礎的条件）を良好に

保つことが必要となる。そのためにも制度的な仕組み作りだけではなく、そも

そも新興国が発展していくことが求められている。  

 5 

第２節	通貨危機のメカニズム  
	 本節では通貨危機のメカニズムを確認し、通貨危機を引き起こす要因につい

て述べていく。過去の通貨危機は大きく分けると三つのパターンに分類するこ

とができるため、それらを一つずつ説明していく。  

 10 

＜第一世代モデル＞  

	 主に 1980 年代に発生したメキシコや南米で発生した通貨危機の特徴を捉え

るもので、輸出＜輸入による経常収支赤字、そしてそれによる経済のファンダ

メンタルズの悪化が主な原因とされる。メカニズムを図（図 2-3）  

を使いながら簡単に整理すると以下のように整理できる。  15 

①  経常収支赤字  

②  赤字を埋めるために中央銀行に貨幣を発行させる。  

③  自国の貨幣流通量が多くなり、シャドー為替レート 𝑆(𝑡)(国の外貨準備を介

さない仮定における変動相場 )が自国の通貨 𝑆 (固定相場 )に比べて価値が

上がる。  20 

④  固定レート 𝑆と上昇するシャドー為替レート 𝑆(𝑡)の価値が同じになる段階

ｔ∗から投機的行動が発生 5。外貨準備が国外へ流出。  

⑤  外貨準備が底をつき、通貨危機発生。固定相場制を維持できず通貨の切り

下げや固定相場制の放棄を選択。  

 25 

	 このモデルはファンダメンタルズの悪化から政府の通貨増刷を行えば、ほぼ

確実に均衡ｔ∗（ 𝑆(𝑡)＝ 𝑆）のタイミングで通貨危機が発生するモデルである。そ

                                                   
5投機家 𝑆(𝑡)➖ 	𝑆が正になる段階で売りを行い、ｔ１よりもｔ２、ｔ３…の方が 𝑆(𝑡)と 𝑆の差が
広がるので、投機家にとって利益を 大化することができる。しかし、他の投機家が先

に売りに出してしまうとシャドー為替レート 𝑆(𝑡)が下落してしまい、利益が見込めなくな
る。そのため、 𝑆(𝑡)➖ 	𝑆＝０つまりｔ∗のタイミングから危機が発生する。  
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のため固定相場制を導入し金融をコントロールしようとする国にとって、経済

のファンダメンタルズの悪化は致命的であるため、新興国は金融システム改革

以前に自国の発展による地力をつけなければならないということである。  

 

図  2-3 通貨危機が発生するタイミングとシャドー為替相場  5 

 
出典：竹田憲史（ 2007）「通貨・金融危機の発生メカニズムと伝染 :グローバル・

ゲームによる分析」日本銀行金融研究所  p89-90 

 

＜第二世代モデル＞  10 

	 主に 1992 年に起きた ERM 危機の特徴を捉えている。第一世代モデルと決

定的に異なる点は、ファンダメンタルズの悪化が見られなくとも通貨危機が起

こるという可能性がある点である。実際にスウェーデンでは経常収支黒字にも

関わらず、通貨危機は起こっている。ここで注意したいのが、この当時のヨー

ロッパは不況で失業率が高かったこと、そしてこの危機は起こった国と起こら15 

なかった国が二分していることだ。以上を踏まえて、メカニズムを簡単に整理

する。  
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①  得ることが期待出来る利潤＝マーケット・センチメント (市場動向 )が０以

上ならば自己実現的投機行動が発生。  

②  固定相場制の放棄か維持か、コストの低い方を選択。  

放棄：市場への対応、信用の獲得などの固定費  

維持：固定相場制維持のための金利調整 (ファンダメンタルズにより左右 )5 

の変動費  

③  ファンダメンタルズや経済状況が良好で固定相場を保てれば通貨危機を防

げるが、ファンダメンタルズの悪化やその国が耐えられない投機行動に相

対した場合は通貨危機が発生する。  

 10 

	 以上のことから、ファンダメンタルズが悪化していなくてもマーケット・セ

ンチメントによってその国の固定相場を支える力以上の投機行動が起これば通

貨危機が起こることが分かる。つまり、投資家・投機家のその国に対する不安

が通貨危機をもたらす要因になるということである。一つの端的な要因だけで

評価することは非常に危険で、その国の成長の発展を阻害する要因になる。そ15 

のため投資家の長期的な目線を養う金融リテラシーの向上と、マーケット・セ

ンチメントの悪化を防ぐ、もしくは悪化した場合の対応策について考える必要

がある。しかし、モノと金融の世界の乖離が進む現在では投資家の金融リテラ

シー向上に期待することは難しい。よって危機やその不安で揺らがない強靭な

金融セーフティネットが必要であるといえる。  20 

 

＜第三世代モデル＞  

	 主に 1997 年に起きたアジア通貨危機の特徴を捉えている。高度経済成長を

遂げた東南アジアは経常収支黒字によりファンダメンタルズ悪化とは言い難い

状態にも関わらず、通貨危機が発生した。さらにこの通貨危機は東南アジアの25 

金融機関、さらには企業にも大きな打撃を与え金融危機にまでつながった。こ

のモデルの通貨危機は先進国の資金に依存しすぎていたことから発生した。通

貨危機が起こった当時のアジア諸国と先進国の資金の流れを図（図 2-4）を用

いて簡単に整理すると次のようにある。  

 30 
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図  2-4	 通貨危機第三世代モデル	 先進国頼みの好循環サイクル  

 

出典：竹田憲史（ 2007）「通貨・金融危機の発生メカニズムと伝染 :グローバル・

ゲームによる分析」日本銀行金融研究所、藤井英次（ 2013 年 12 月 10 日）「コ

ア・テキスト	 国際金融論	 第二版」新世社より筆者作成。  5 

 

①  投資額が多ければ多いほど新興国企業は生産量を増加させることができ、

輸出量を増やせる。しかし、信用制約により純資産に応じた投資額に抑え

られる。  

②  外国市場に輸出するモノの量が増えればそのモノの価値は低下 (物価低下 )、10 

それにより自国通貨の実質為替相場が上昇。  

③  企業の持つ自国通貨の価値が上がるので、純資産額増加。さらなる投資を

呼び込み新たな生産につながる。  

 

	 以上のように新興国にとって一見とてもよい好循環サイクルのように見える。15 

しかし、このサイクルは結局投資家による資本の供給が大前提なのである。そ

のため、投資家の都合により資本が供給できなくなれば、新興国企業は生産活

動を阻まれ輸出ができなくなる。結果、自己通貨の実質為替相場が低下し外貨

建てで借りている債務が増加し通貨危機に発展する。実際にアジア通貨危機に

おいて、アメリカの金利引き上げによって東南アジアから資本が逆流し投資家20 

のドル買いの動きが見られた。政府は海外からドル建てで短期の投資を受け、
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そのお金を自国通貨で自国の企業に長期で貸し付けていたため、その長期と短

期のギャップ（満期と長期のミスマッチ）も相まって外貨準備が底をつき、固

定相場制の崩壊を招いたのである。  

	 この第三世代モデルは自国のファンダメンタルズ悪化というよりも、新興国

が先進国に依存しすぎるために自己実現的な投機行動に巻き込まれてしまうと5 

いう要因を示している。また、この危機後 IMF による救済措置が取られるのだ

が、それがまたお互いのモラルハザードを招き、リスクの高い投機行動を再発

させてしまってもいる。つまり、資金の供給再度への依存はリスクが高いこと

が分かる。その改善には依存度を下げることと、実体経済をみることでモノと

金融の乖離を防ぐことが必要である。  10 

	 以上通貨危機における三つのパターンを整理した。時代を追うごとに第一世

代モデル〜第三世代モデルへと変容し、通貨危機を起こす要因が複雑化してい

ることが分かる。また、過去の大きな通貨危機の事例はどれもペッグ制などの

固定相場制を導入している。その点を含め、通貨危機を起こす要因を過去事例

から考察すると次のようになる。  15 

Ø  経常収支を含むファンダメンタルズの悪化  

Ø  その国の対応力を超えるマーケット・センチメントの悪化  

Ø  先進国への資金依存度の高さ  

Ø  柔軟性のない為替相場制度  

	 上記の四点が通貨危機を引き起こす要因と考えられる。特に一つ目の経常収20 

支を含むファンダメンタルズの悪化は、通貨危機に直接繋がるので注意する必

要がある。したがって、新興国の安定した基礎的な自国の発展による余力作り

は 重要であり、それを前提とした他の要因へのアプローチを第４章で考察し

ていく。  

 25 

第３節	今後懸念される危機  
	 ここでは、通貨危機を引き起こす要因の１つである為替相場制に着目して、

危機から教訓を得た国々でも尚、新たに危機をもたらすかもしれない懸念点に

ついて考えていく。  

	 前節で述べた通り、過去に大きな通貨危機が起こった国では当時、ペッグ制30 
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などを含む固定相場制をとっており、危機の後は通貨の切り下げや管理フロー

ト制など柔軟な為替相場制度への移行をしている。現状の各国の為替相場制度

（図 2-5）を見てみると、ソフト・ペッグ制 6(S)に分類されるものが一番多く、

その次にフロート制 7(F)、ハード・ペック制 8(H)と続く。一見すると各国が様々

な為替相場制度をとっているように思える。しかしその内訳（図 2-6）を見て5 

みると、比較的柔軟な為替相場制度を取り入れているのは、先進国や新興国、

及び原材料輸出に頼る原油国などが多い。つまり金融グローバル化の中で資本

の移動を自由化すると、ある程度柔軟性のある為替相場制度をとる必要がある

と言える。また、過去の通貨危機は新興国に為替の柔軟性を教訓として与えた

という側面もあるということである。  10 

 

図  2-5 為替相場制度の現状 9 

 
出典： IMF(2014) Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange 

Restrictions より筆者作成  15 

 

 

                                                   
6 管理変動相場制  
7 変動為替相場制 (諸説あるがここでは管理フロート制も含む ) 
8 固定相場制  
9 2014 年当時、 IMF 加盟国 191 カ国のデータ。  
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図  2-6 フロート制	 導入国  

変動為替相場制  

オーストラリア、カナダ、チリ、日本、メキシコ、ノルウェー、ポーランド、

スェーデン、イギリス、ソマリア、アメリカ、ベルギー、オーストリア、キ

プロス、EMU、エストニア、フィンランド、ドイツ、ギリシア、アイルラン

ド、イタリア、ラトビア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポルトガル、

スロバキア、スロベニア、スペイン  

管理フロート制  

ブラジル、インドネシア、フィリピン、インド、韓国、南アフリカ、タイ、

トルコ、アフガニスタン、ケニア、マダガスカル、マラウイ、モザンビーク、

パプアニューギニア、セーシェル、シエラレオネ、タンザニア、ウクライナ、

アルバニア、コロンビア、ジョージア、ガーナ、ハンガリー、アイスランド、

イスラエル、モルドバ、ニュージーランド、パラグアイ、ペルー、ルーマニ

ア、セルビア、ウガンダ、モーリシャス、モンゴル、ザンビア  

出典： IMF(2014) Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange 

Restrictions より筆者作成  

 

	 以上のように危機を経験した国々では柔軟な為替相場制度への移行が進んだ5 

ことで、過去のアジア通貨危機のような事態は起こりにくいとも思われる。し

かし中国、ベトナム、シンガポール、台湾など成長の規模が比較的大きい国が

ソフト・ペッグ制に分類される安定度の高い為替相場制を導入している。この

ような国に対しては注意が必要である。特に中国は莫大な外貨準備を保有して

いるが、人民元の国際通貨化へ向けて、資本規制緩和を行い、SDR 基軸通貨に10 

人民元を加えた。しかし、この動きは国際金融のトリレンマで同時に達成でき

ないとされる三点全てを行う形になってしまっている。これに加えてアメリカ

の量的緩和政策終了が追い打ちをかけ、中国の外貨準備の減少が進行している。

これは資本の流出が進む中国が自国通貨の価値を保とうと為替介入を行ってい

るということであり、シャドー為替相場では人民元の価値が現在のレートより15 
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もかなり低いと推測できる。中国の外貨準備は 3 兆 2100 億ドル 10と莫大にあ

るので現状すぐというわけではないが、今後さらなる資本流出が進めば人民元

の大幅切り下げ、もしくはフロート制移行が起こる可能性もあり、他国に大き

な影響を及ぼす可能性がある。そのため、ハード・ペック制、ソフト・ペッグ

制を導入している先進国・新興国は金融グローバル化の中で資本移動規制を緩5 

和していく上で、柔軟性のある為替相場制度の導入を行うタイミングを考えて

いく必要がある。  

	 また金融グローバル化を活かしていく上で、安定した為替相場制度を維持す

るとするならば、国際金融のトリレンマで考えると独自の金融政策を放棄する

という手段も考えることができる。その たる例がヨーロッパにおける EU で10 

ある。EU ではユーロという共通通貨を使用することで、EU 加盟国同士では為

替リスクフリーの金融取引を可能にした。しかし、2010 年に起きたソブリン危

機のように、共通通貨を使用することで自国だけで為替介入を行えず、経済混

乱に陥ったギリシアのような事例もある。共通通貨を用いるときは、その通貨

の適用国同士の経済構造が違いすぎると、独自の金融政策を行えないために政15 

府が財政破綻、またその共通通貨の価値を一国の情勢によって、大きく下落さ

せてしまう危険性がある。共通通貨は各国独自の金融政策を放棄することにな

り、リスクを高めることに繋がるということである。まして、成長段階にあり

変化が激しい新興国では共通通貨の導入は困難であると考えることができる。  

	 したがって、金融グローバル化に身を投じている国、もしくはこれから投じ20 

ようとしている国では、国際金融のトリレンマを踏まえ、適切なタイミングで

の柔軟な為替相場制度導入が望ましい。  

 

 

第3章  	現代の新興国における問題  25 

本章では新興国の発展と金融グローバル化の関係について考察する。その際、

第２章で挙げた通貨危機発生の要因と新興国が現状抱える問題に留意して行う。 

 

                                                   
10 2016 年 6 月末時点 (Reuters 調べ ) 
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第１節	本研究における新興国の定義  
	 金融グローバル化と同様、新興国という言葉も非常に曖昧で、各組織・機関

によってどこまでを新興国と捉えるのか異なる。数値によって新興国を捉え明

確にしようとする際、「経済成長率が世界平均より高いかつ、１人あたり GDP

水準が世界平均より低い国」 11という定義がある。しかし、成長率や世界平均5 

など刻々と変化するため、この指標だけでは我々の考える新興国の実態とずれ

てしまう。そこでこの指標とペティ・クラークの法則 12を合わせ、“第二次・第

三次産業発展のウェイトが高い国で、経済成長率が世界平均より高く、１人あ

たり GDP 水準が世界平均より低い国”と定義する。その理由として、工業化や

鉱物や石油を採掘する第二次産業は、資本財の価格が第一産業に比べ格段に高10 

く、より多くの投資を受け入れる必要があり、金融グローバル化を活かした発

展を必要としているからである。その分、危機を起こす可能性も高いと考えら

れ、通貨危機防止のための政策も求められていると考えられる。  

 

第２節	 新興国の現状  15 

 第２章で述べたが通貨危機をもたらす要因は以下の通りである。  

Ø  経常収支を含むファンダメンタルズの悪化  

Ø  その国の対応力を超えるマーケット・センチメントの悪化  

Ø  先進国への資金依存度の高さ  

Ø  柔軟性のない為替相場制度  20 

	 新興国の中では通貨危機の経験から、以前より柔軟な為替相場制を導入、ま

た経常収支黒字によって外貨準備を多く蓄える国が増え、外貨建て短期投資の

割合も減少している。海外からの資金の流入は増加しているが、アジア通貨危

機に見られた満期のミスマッチを引き起こした外貨建て与信残高も、タイとイ

ンドネシアを例に見てみると、1997 年のアジア通貨危機には 40-50%あったの25 

が 10%代まで減少していることが分かる。  (図 3-1) 

 

                                                   
11 森健 (2013)「新興国とは何か」	 知的資産創造 2013 年 1 月号  
12 経済の発展に伴い、国民経済に占める第一産業のウェイトは低下し、第二
次産業、第三次産業のウェイトが高まり産業が高度化するという考え。  
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図  3-1	 海外からの与信残高内訳（対名目 GDP 比）  

 

出典：BIS、 IMF（作成：三井住友信託銀行調査部、2013、「ASEAN 各国の海

外資金流出への耐性」 p４）  

 5 

	 さらに、IMF によると 2015 年 3 月時点での新興国の外貨準備高は 7 兆 5069

億ドルにのぼり、 2000 年からの 15 年で 11 倍と大きく伸びている。実際にア

ジア通貨危機を経験した国の外貨準備高の推移を見てみると順調に増加傾向に

あることがわかる。（図 3-2）  

図  3-2 外貨準備高推移（アジア通貨危機経験国）  10 

 

出典： IMF(作成：GLOBAL NOTE) 
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	 以上のことから、新興国には通貨危機を教訓に危機に対する対応力は格段に

ついてきているということが分かる。実際に現在、アメリカがリーマンショッ

クから立ち直るために行っていた量的緩和政策もアメリカの好景気により 終

段階に入り、金利の引き上げを示唆されている。まだ引き上げには至っていな5 

いがすでに新興国からの資本の逆流が起こり、外貨準備が減少している。アメ

リカの金利引き上げから通貨危機が起こった過去の事例と酷似する点もあるが、

現状に問題はないという考えもある。新興国は先進国の金利引き上げにより資

本流出が起きても、豊富な外貨準備が通貨下落を防ぎ、低成長を維持しながら

次の資本流入による高成長を遂げることができるというシナリオである。しか10 

し、新興国が先進国の資金に依存する構造に変わりはない。先進国が金利を引

き上げれば、経常収支赤字の国は資金の調達が困難になる。また対中依存度の

高い新興国は中国経済の低迷から、輸出が大幅に減少することも考えられる。

（図 3-3）もしそのような事態に陥れば、外貨準備の積み上げも望めなくなる。

つまり、先進国依存という点は新興国において以前と変わっておらず、高いリ15 

スクを生んでいる問題点と言える。  

 

図 3-3 中国経済の成長率が１%減速した場合の世界貿易への影響 (2014 年 ) 

 
出典：IMF、世界銀行（作成：みずほ銀行	 2015、「新興国懸念を高める中国リ20 

スク」 p4）  

 

	 さらに外貨準備過多というのも問題であると考えられる。新興国は通貨危機

を教訓に外貨準備を積み上げているが、その多くがアメリカやユーロなどの先
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進国の国債などで運用されており、自国の金利の高い新興国にとっては、金利

コストと為替コストにさらされている。確かに危機への対応として国の安定性

の指標ともされている外貨準備は必要である。しかし、金利の高い新興国にと

って自国経済発展に活かすこともできる可能性のあるお金を外貨準備に当てる

ことで、発展の阻害要因になっているとも言える。危機への対応がその国の負5 

担になっており、発展を妨げているということである。  

	 また新興国は流入した資金を実体経済に投資しなければ、金利コストや為替

スクを負担する意味がない。実際、銀行セクターの不良債権を見てみると、新

興国に対しては増加傾向にあることが分かる。（図 3-4） 2008 年のリーマンシ

ョックで不良債権は軒並み増えていたが、先進国では事態が収拾し不良債権も10 

減っている。しかし、新興国は資金を実体経済に還元できていない。政府が介

入した事業に必要以上にお金が集まりモラルハザードを起こる。さらには調達

した資金をリスクが高いところへ再投資するなど行っているためだ。不良債権

の増加と社債利回りの低下（図 3-5）は、先進国からの資金流入が増えても、新

興国に魅力的な投資機会が存在していないことが表れている。  15 

 

図 3-4 銀行セクター不良債権比率（不良債権／総貸出額、%）  

 
出典： IMF, “Global Financial Stability Report. April 2016” p28  

 20 
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図 3-5 新興国企業の社債利回り  

 
出 典 ： THE WALL STREET JOURNAL（ 2016）「 Offshore Borrowing by 

Emerging Markets Raises Financial Stability Concerns」  

 5 

第３節	 望ましい新興国の発展  
	 望ましい新興国の発展の仕方について結論から言うと、危機を起こさず、実

体経済が発展していくことが望ましい。その理想に近づくために、我々は国際

金融のトリレンマを用いたアプローチを取る。金融グローバル化の中で固定相

場制を取ることは、先述した通りリスクが大きい。ただ、柔軟な為替相場制を10 

導入してもある程度安定していなければ、経済が混乱してしまう。そのため、

我々は国際金融のトリレンマのうちの安定した為替市場の実現を目指す。つま

り通貨危機を防ぐことを前提とし、自由な資本移動と独自な金融政策に折り合

いをつける、いわば“為替安定のジレンマ”を解決していく。しかし、制度や

成長率にばらつきのある新興国には、問題のある共通通貨の設立は好ましくな15 

い。ゆえに必要 低限の資本規制と、ある程度の多国間協力を行うことで実現

していく必要があると考える。具体的には、発展の阻害要因となる急激な資本

の流出入は、適切な資本移動規制で防ぐ必要がある。  

	 また、先述した外貨準備過多や不良債権比率増加も新興国の発展を阻害する

要因である。これは各国が危機への備えをしているのだが、その分流入したお20 

金が上手く使われず、一国にかかる危機防止の負担が大きくなってしまってい

る。したがって、多国間の危機に対応するセーフティネットを拡充させ、一国

における危機への負担を減らし、そのお金を適切に自国経済発展に当てること
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が望ましい。実体経済における内需の重要性は、リーマンショック時の金融危

機から脱却が早かった国を見ても分かる。新興国は自国内の購買力も比較的低

いので、国内の経済発展は危機への対応という点でも必要であると考える。そ

してその多国間協力する上で国際的な基準の整備が求められている。	  

	 以上をまとめると、新興国の発展には柔軟性と安定性のある為替管理を導入5 

することが求められる。 そして“為替安定のジレンマ”から、過度な資金流出

入に対しての資本移動規制と多国間金融セーフティネットが必要とされ、その

二つの実現に向け国際的な金融の基準とも言えるルール作りが必要である。こ

の三点が現状の新興国の発展に求められているものであると考え、次章で我々

なりに提言していく。  10 

 

 

第4章  	新興国のとるべき政策  
  

第１節	発展による危機防止  15 

	 新興国が健全に安定して発展することが危機への対処として根本的に求めら

れている。新興国には先進国ほど大きな資金を生み出す力もなく、貧富の差も

大きい。新興国において資金の源は先進国への輸出による利益や ODA などの

開発のための援助資金、また外貨資本の企業との M＆A などである。新興国に

とってこれらの資金は発展に必要不可欠ではあるが、先述した通り先進国への20 

資金依存度か高いと、先進国の状況に左右されるリスクがある。また、先進国

の投機的な取引や危機が起きた際のフォローが手薄であるという問題も見受け

られる。先進国のファンドなどによる投機的活動、いわゆる金融とモノの世界

の乖離によって新興国の発展が阻害されているのだ。こうした問題を解決する

政策が新興国の健全な発展に欠かせない。  25 

	 先進国にとっても新興国の発展は重要な影響をもつ。新興国の製品が世界中

で使用され、我々の生活を豊かにしている。新興国の発展は、生活に資するモ

ノとなって先進諸国に恩恵をもたらしている。モノの世界に着目し、新興国の

産業振興と雇用を生み出すことを通じて、新興国の自立を促す施策が重要にな

る。我々は新興国の先進国依存を緩和し、そのうえで新興国が自国の発展に邁30 
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進することで今後起こりうる危機へアプローチしていく。次節以降で、新興国

に求められる資本規制の在り方と望ましい発展の仕方を考察する。そして、そ

れが成り立つために必要な多国間協力を次章で述べる。  

 

第２節	望ましい資本規制  5 

	 資本の流動性を高め、リスク分散や投資の効率化を図ったり、安定的な金融

市場の成長を促すためには自由な資本移動が望ましい。また新興国の経済発展

のためには海外からの資金流入は必要不可欠である。しかし前章までで述べた

通り、金融グローバル化が持つリスク要因を断つためにはある程度の資本移動

規制が必要である。儲けることを目的に融資し都合が悪くなると資金を引き抜10 

くような投機的な行動によって、資本の流出入が過激になってしまうと世界に

悪影響を及ぼしかねないからだ。資金の流入は、新興国に雇用を生み出してお

り、一方でその流出は雇用を奪い、新興国の通貨安に導き、外貨の返済が不可

能になる。以上のことから新興国が発展しながらもリスクを回避できるよう、

必要 低限の規制を定めることが重要であり、その望ましい内容を考察する。  15 

 

1.  金融取引税  

	 まず、短期的な資本運用の抑制を目的とした金融取引税を検討する。しかし、

発展のためには資金の流入は必要で、単に投機取引を抑制すれば良いというわ

けではない。新興国への資本流入が減少してしまえば、成長を妨げてしまうか20 

らだ。この失敗事例として、投機取引の抑制を目的に金融取引税を導入し失敗

したスウェーデンを挙げる。同国は 1984 年に満期５年以上の債券に対して、

税率片道 3bp で取引税を課税した結果、 8 割以上の取引量が減少した。また、

満期 90 日未満の債券に対して、税率片道 0.2bp で課税した結果、2 割の取引量

が減少した。この例のように一国だけの金融取引税によって投機的取引を抑制25 

してしまうと資本の流動性を減少させ、国内への資本流入が激減してしまう。

これは新興国の成長鈍化を促進させる原因になったといえる。後にスウェーデ

ンは取引税を導入してから約 15 ヶ月でこの税制度を廃止することとなったこ

とからもいえるだろう。またユーロ圏でさえ、まだ統一した金融取引税を実施

できていない。経済規模や制度が多様な新興国ではなおさら統一した金融取引30 



 
 

24 

税実施は困難である。  

	 加えて、金融取引税の導入において通貨危機のリスクが高まることが懸念点

として挙げられる。取引が行われる度に税金が課せられるため、投資家や企業

は株価の多少の動きには反応しづらくなるからである。そのため自身の儲けを

目的とする投資家は変動の上下幅が広い、つまりリスクが大きい市場に投資す5 

る機会が増える。このことは新興国市場を危険にさらす可能性を高めることを

意味する。  

 

2.  値幅制限  

	 急激な為替暴落を防ぐための策として、値幅制限の制度がある。錯乱する情10 

報に惑わされ突発的に資金を動かすことが、資金のアンバランスを生み出して

いる。そのため投資家が一つの情報によって左右されず冷静な判断を促すため

の効果的な方法の一つであるからだ。しかし、既存の値幅制限の制度では一日

の取引を制限できるが、直接的な解決にはならない。例として台湾の新規上場

株市場において値幅制限を撤廃したところ、撤廃後の方が、市場効率性が上が15 

りより平等で正しい株の価格付けがなされたことが分かった。モノと金融が乖

離した現在において、投資家の冷静な判断に期待することは困難であり、かえ

って市場の機能を損なうことが懸念される。よって値幅制限を定めることは新

興国の発展という目線の資本規制として適さないことが分かる。  

 20 

3.  資本取引規制  

	 現在行われている資本流入規制は大きく 2 つに分けられる。非居住者の証券

投資・与信に対する規制による資本流入の直接的な抑制と、銀行等の金融機関

に対する健全性規制による資本流入の間接的な抑制である。非居住者の証券投

資・与信に対する規制については、タイでは 1998 年に国内銀行への投資は全25 

株式の 25%まで、銀行以外へは全株式の 49%まで投資可能という規制が設けら

れた。インドネシアでは 2009 年に国債は発行市場、流通市場の両市場での購

入が可能になった。銀行等の金融機関に対する健全性規制についてはインドネ
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シアでは健全性を確保するために、外貨ネットポジション規制 13として、 1998

年まで外貨建て資産と負債の差額が自己資本の 25%を超えないように規制さ

れていたが、2000 年には 20%に緩和された。加えて、外貨預金の支払準備率規

制 14として、 2000 年までは外貨預金に対して 3%の資金準備を定められていた

が、 2009 年に 1%に引き下げ、 2011 年には再び引き上げられ現在は 8%の資金5 

準備が定められている。インドネシア、フィリピン、タイなどの東南アジア諸

国は上記のような制度を設け、それらを修正していくことで経済状況が安定的

に成長し続けている。現在東南アジアでは非居住者への規制による資本流入の

直接的抑制と、金融機関の健全性確保による資本流入の間接的抑制のどちらか、

もしくは両規制を導入している。ASEAN 経済では実体のない資金フローに注10 

意を向け規制しているが、成長に伴い規制を緩和し資本取引の自由化を推進し

ていることが分かる。外貨の過剰流出入を規制していることと、成長に伴って

緩和していることの二点から、我々の考える望ましい規制に近いと考察される。 

	 以上のように、新興国の発展とリスク回避を両立させる必要 低限の三つの

規制を検討したが、資本取引規制が一番適切であった。そこで我々は、現在上15 

手くいっている東南アジアで定められている規制を参考にして、各国の成長率

によって段階的に分けられた規制を提案する。この施策により、実体のない資

金流入を抑制し、各国の状況に応じた国の発展に貢献できると考える。具体的

には以下の図（図 4-1）を元に経済成長の段階分けをして説明する。  

図  4-1 インフラと資本流入から見る規制のマトリクス  20 

 
出典：筆者作成  

                                                   
13 資本に対しての外貨資産の割合を決める規制  
14 金融機関に預けられた資本に対して、支払うための資金を準備する規制  
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	 まず左下の発展途上に当てはまる国は、資本の流入による発展を望んでい

る。しかし、インフラが整備されていない状態で ODA などのインフラ投資以

外の資本の流入額が増えてしまうと、実体のないものに投資されることにな

り、右下の危険な状態に陥ってしまう。この段階では資本流入に対し強めの規

制をかけることが望ましい。次にインフラの整備が進めば、外国企業の資本参5 

入が容易になり、国内への流入額が増え成長を見込むことができる。この左上

の段階では規制を必要 低限のものに絞り、発展にウェイトを置くことがファ

ンダメンタルズ向上に繋がるので望ましい。そしてさらにインフラが整備され

外国企業などが十分に参入すると、流入額は低下し、成熟段階に達する。この

段階になると、国内への投資よりは海外に投資することが考えられる。  10 

	 つまりこのマトリクスから分かることは、資本流入とインフラに基づく資本

受け入れ体制のバランスが新興国では重要であり、その手段として適切な規制

を行うことが求められるということである。発展途上にある国を成長段階に引

き上げることが理想とされ、その際に危機に陥らないために各国は実体のない

資本流入に対しては規制するべきということである。したがって、インフラ整15 

備の指標として以下の図 4-2 を使用することで、インフラ整備が不十分な国の

資本流入規制を行うことを我々は提案する。  

 

図  4-2	 ASEAN 諸国のインフラ指数  

 20 

出典：環太平洋ビジネス情報「アジアにおけるインフラ・ファイナンス	 〜現

状と課題〜」 p77 
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	 現状、フィリピンが金融機関に対する規制、そして非居住者に対する規制の

両方に重きを置き、タイ、インドネシアが非居住者に対する規制を緩和する傾

向にある。そのことと図 4-2 のインフラ指数を見るに、 4.0 未満のスコアを得

ている国には両方の資本流入規制を設置すべきであると考察する。具体的には

①株式・債券投資規制②ネットポジション規制③支払準備率規制の設置を提案5 

する。提案の詳細に関しては以下の通りである。  

①  株式・債券投資規制  

→中銀への登録を強制  

②  ネットポジション規制  

→資本に対して 20%の外貨資産の保有を義務付ける  

③  支払準備率規制  

→非居住者の外貨での預け入れ金額に対して 5％の資金を準備させる  

 

	 以上のように、インフラ指数 4.0 未満の国に対しては直接的、間接的の二つ

の方向からの規制が望ましいと考えられる。しかし、インフラ指数 4.0 を超え

たタイ・インドネシアでは直接的な非住居者の規制を緩和しているように、発10 

展に伴い、規制を緩和していくことが発展のために求められる。その際発展に

必要な 低限の規制は、一国のみで規制を行うことよりも多国間で共通した規

制が望ましいであろう。共通した枠組みでの取引の方が資本効率上昇を期待出

きると考えられるからである。したがって我々は、必要 低限の規制は多国間

で共通で行い、自国の規制を発展段階に応じてできるだけ緩和することを考え15 

ている。まだその段階に達していないインフラ指数 4.0 未満に関しては、それ

に加えて、自国による二種類の規制をかけることにより、安定した発展を実現

することが重要であると考える。多国間の規制の枠組みに関しては第 5 章で述

べることとする。  

 20 

第３節	外貨準備の活用  
	 外貨準備の過剰保持は金利の高い新興国において、運用面でコストが生じて

しまうことが第 3 章まででわかった。もしそのお金を自国の発展に使えれば、

それこそ危機への根本的なアプローチになる。今節では必要とされる外貨準備



 
 

28 

高の基準を定めることで、余剰分の外貨準備を自国の発展に使用し、危機対応

に も必要な新興国の地力をつけることを提案する。  

	 まず余剰外貨準備の使い方から述べると余った外貨準備はインフラに投資す

ることが望ましいと我々は考えた。主な理由は二つあり、まず一つ目の理由は、

インフラ投資で資本を長期運用することで、国の儲けを国内に還元し成長が見5 

込め好循環が生めると考察したからである。しかし、輸出黒字によって生じた

外貨準備を自国産業に投資をすれば、インフレを引き起こしてしまう。自国企

業が儲けを自国の通貨に変えるときに中央銀行に預けられる外貨が準備である

からだ。ただ国内に使うということは、輸出黒字分を二重に使うことであり、

インフレ率が上昇することは当たり前である。そのため、外貨準備を自国に使10 

う際には、確実な回収が見込まれるところに使うことで、インフレ率の上昇を

防ぐ必要がある。そこで外貨準備を元手に国債を発行しインフラに投資すれば、

国債発行による金利リスクは生じるものの、実体経済を確実に発展させリター

ンを見込むことができる。よって余剰外貨の使い道としてインフラ整備への投

資が 優先されるべきであると考える。  15 

	 二つ目の理由は、新興国へのインフラ投資が不足しているからである。図  4-3

を見てわかるように世界のインフラ投資の需給バランスは取れていなく、需要

過多となっている地域が多い。  

図  4-3 インフラ投資の需給ギャップ（ 2014 年〜 2020 年）  

 20 
出典：平成 27 年度インフラシステム  海外展開促進調査等事業  (新興国におけ

るインフラ投資推進に向けたニーズ調査事業 ) p13 
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 「アジア開発銀行によると、中央アジアを含むアジアでは 2010～ 20 年に約８

兆ドル（約 900 兆円）のインフラ需要があるが、ADB や世界銀行などの国際機

関の融資額はその数％にとどまる」 15と言われている。また前節の資本規制の

提案においてもインフラの必要性を説いた通り、「インフラ整備の状況は、国内

企業や外国企業の投資の決定要因」 16となり、新興国の発展のためにはインフ5 

ラ整備が大変重要な役割を果たすと言える。つまり、インフラ整備が不十分で

あると投資を呼び込めず、新興国の経済発展を妨げる要因になってしまうため、

新興国のインフラ整備が求められているのだ。  

	 以上二点の理由によって、新興国が発展していくためには余剰外貨準備を足

りていないインフラ整備に長期的に運用し、それによる成長から資金を循環さ10 

せていくことが求められる。  

	 次にそのインフラに運用することのできる余剰外貨準備を、各国の保有すべ

き外貨準備高を決めることで確保する。先述した通り外貨準備が多すぎること

はコストであるが、少ないと危機への対応力弱まってしまう。そこで我々の考

える外貨準備の適切な保有量は“外貨準備の適正基準として短期対外債務残高15 

額に、結ばれている通貨スワップの支払い余力分”とする。まず、なぜ短期対

外債務残高額を着目したかというと、流動性と為替リスクの高い、短期対外債

務を返済することができれば、通貨危機になる前に食い止められると考察した

からである。そこで我々は「短期対外債務と同額以上の外貨準備を保有するべ

き」（Guidotti,1999）というギドッティ=グリーンスパン・ルール 17を用いた保20 

有量の基準を参考とすることにした。以下の図（図  4-4）は新興国諸国の経済

を表したもので、年号が赤くなっている年で通貨危機が起こっている。新興国

諸国においても、各国で通貨危機が起こる直前に外貨準備高が短期対外債務と

比べて減少気味になっていたことが見てとれる。  

 25 

 

 

                                                   
15日本経済新聞「アジア新興国、鉄道や電力網の資金需要旺盛」  
16 内閣府「世界経済の潮流」  
17 健全な外貨準備の水準は１年の短期対外債務と同額以上という考え。  
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図  4-4 新興国諸国の経済  

 

出典：株の学校「『対外債務（短期）に対する外貨準備不足』が通貨危機を誘発

する」  

 5 

	 外貨準備は急激な通貨の暴落に備えたものであり、安定的な為替を保つため

に保有している。外貨準備が短期対外債務よりも少なくなった状況で為替が不

安定になると、自国通貨安により増大した対外債務の補填も行わなければなら

ないため危機へ陥るリスクが高まる。これが後に通貨危機に繋がるのだ。つま

り、通貨危機を予防するためには対外債務分の資金分は常に保有しておく必要10 

があり、「短期対外債務と同額以上の外貨準備を保有するべき」（Guidotti,1999）

というギドッティ =グリーンスパン・ルールを用いた適正外貨準備高を保有す

べきだと考える。  

	 ではなぜ通貨スワップ分もそれに保管するのか説明すると、他国へ通貨スワ

ップ協定で貸し出すお金は外貨準備で支払うからである。通貨スワップ協定に15 

関しては次章で詳しく述べるが、多国間の危機への対策として非常に有用であ

る。外貨準備の保有額が短期対外債務残高と同額だと、外貨が不足し協定が成

立しない恐れがあるため、通貨スワップ分の外貨を蓄えるべきだと考察した。

しかし、通貨スワップは多重に結んでいる国が多く、国によって協定した金額

も違う。よって我々は基準を設けるために、使用する外貨として域内の短期対20 

外債務残高の平均額を通貨スワップ分として外貨準備の基準に加えることとし

た。  

	 以上の理由により、外貨準備高の適正保有量としてギドッティ =グリーンス

パン・ルールを用いた短期対外債務残高額に、通貨スワップ分として地域内の
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短期対外債務残高の平均を足したものを基準とすることを提案する。我々が提

案する適正保有量を基準に外貨準備高の現状を、ASEAN 諸国を例に見ると、

基準よりも多く保有していることが図 4-5 を見て分かる（赤い枠内が過剰保有

額を表す）。  

図  4-5 適正保有量と外貨準備高保有量の比較（億ドル、 2014 年）  5 

 
出典：世界銀行より筆者作成  

 

	 この提案は現状から見ても実現可能である。外貨準備高の保有量が、提案し

た適正保有量に達していない新興国については、基準額を超えるまで先述した10 

適切な規制をかけ発展することで、外貨準備を貯める必要がある。逆に外貨準

備高が基準を超えた国に関しては、余剰分をインフラに投資することで運用コ

ストから解放され、さらなる発展を見込めるということである。しかし、外貨

準備高が危機への対応力として国の信用とされている現代では、いくら余剰外

貨準備をインフラに投資することで発展が望めると言っても、実現に至ること15 

は難しいであろう。余剰外貨準備を発展に使用するためには、多国間における

金融セーフティネットの拡充をする必要があるのである。多国間金融セーフテ

ィネットが拡充されれば、一国にかかる危機対応のコストを下げられ、運用で

きる外貨の余剰分を作り出すことができる。つまりこの提案が成り立つために

は、多国間の金融セーフティネット拡充が前提なのである。よって次章ではそ20 

の多国間の金融安定化の取り組みに対して提案を行う。  

 

 



 
 

32 

第5章  	金融安定化に向けた多国間の取り組み  
 

第１節	多国間金融セーフティネット  
前章では、通貨危機の対策のために新興国は我々の考えた“安定した成長”

をするべく過度な資金流入・流出を防ぐために資本移動規制を提案した。その5 

結果生み出された余剰外貨準備を活用し更なる新興国の発展を促そうという考

えであった。しかし、外貨準備は自国の通貨を安定させるために保有するもの、

つまり国の信用を示すものであり、簡単には減らせないものである。そこで我々

は前章の新興国の発展を実現するために“外貨準備高の活用を可能とするため

の多国間のセーフティネットを強化したシステム”の推奨をしたいと考える。	10 

主に危機への対策手段は、外貨準備、 IMF、通貨スワップの三つが挙げられ

る。先述したように、新興国が発展するため余剰外貨準備を使用するので、多

国間によるセーフティネットを充実させ、一国への負担を減らす必要がある。

そうすると、IMF と通貨スワップの二つが挙げられるが、IMF はサーベイラン

スとガバナンスの問題が懸念されており、新興国にとって利用しにくく効果的15 

ではない。その IMF の問題点は、次節述べる。以上のことから、我々の提案は

通貨スワップに着目し、それを改善させることにより、セーフティネットを拡

充することを目的とする。  

まず、現在行われている通貨スワップについて確認する。通貨スワップとは、

デリバティブ18の一つである。元々、現物では為替だったものが派生して、通貨20 

スワップになったと言われている19。これは異なる通貨間で取引時のキャッシ

ュフローの価値ではなく、契約時のキャッシュフローの価値で取引を行うもの

である。これを国単位でみると、もし自国で通貨危機が発生した場合、自国の

通貨の預け入れと引き換えに、協定を結んだ相手国の通貨を事前に定めたレー

トで融通してもらうことができる20。つまり、相手国や自国の為替変動により、25 

為替変動のリスクを受けず、通貨危機が起きた際の対応策としても活用できる。

                                                   
18 デリバティブとは、金融派生商品のことであり、主な例として、先物取引
やスワップ取引、オプション取引などが挙げられる。（多胡秀人・大久保勉

「スワップ革命」 p20 参照）  
19 多胡秀人・大久保勉「スワップ革命」 p23 
20 SMBC 日興証券「通貨スワップ（つうかスワップ）」  
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そのような通貨スワップ協定の現状を、チェンマイ・イニシアティブを例に用

いながら説明していく。	

	 チェンマイ・イニシアティブは 1997-1998 年に起こったアジア通貨危機後

に締結した。これは、アジア通貨危機のような惨事を未然に防ぐために

ASEAN と日本・中国・韓国の三か国が共に創設したものである。短期流動性5 

問題への対処、既存の国際的枠組みの補完を目的とし、東アジアにおける自

助・支援メカニズムの必要性が強く言及されたことを背景に発足した。このチ

ェンマイ・イニシアティブは、二か国を対象に、外貨準備をスワップすること

によって、通貨危機が発生したとしても、自助・援助を強化できるようになっ

たのである 21。東アジアがその例である。しかし二か国間の通貨スワップ協定10 

だと、発動するためには各国の交渉が必要になるため、時間がかかる。そこで

2014 年のチェンマイ・イニシアティブのマルチ化により、発動のための意思

決定の方法を一元化し、それに合意してもらうことで、迅速で円滑な外貨準備

融通システムを構築した。（図 5-1）各国の引き出し可能合計額は 1200 億ドル

にのぼり、ブルネイ、カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナムがさらに加15 

わった。  

図  5-1 CMI と CMI マルチ化の比較  

 
出典：財務省「チェンマイ・イニシアティブ（CMI/CMIM）について」より筆者作

成  20 

                                                   
21 WEST「アジア通貨基金（AMF）構想について」 p7 
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	 さらには、欧州債務危機からの影響を防ぐために 2012 年 5 月に①CMI マル

チ化の規模を 2 倍に増加させる、②危機予防機能の導入を行う、③ IMF デリン

ク割合 22を 20%から 30%への引き上げを行う、などが盛り込まれた強化案が同

意された 23。以上のように進歩してきたチェンマイ・イニシアティブだが、い

まだに問題も存在する。まず一つ目は、IMF 別枠の資金量が不十分だというこ5 

とである。IMF や先進国など融資する側はモラルハザードの懸念もあり、チェ

ンマイ・イニシアティブにおいても IMF リンクを採用し、一定額以上の融資の

際に IMF の介入を義務付けている。しかし、韓国で起こった IMF 融資失敗か

ら、IMF の介入は新興国にとって望ましくないものと捉えられ避けられている。

例えば 2008 年にアメリカで発生したリーマンショックの影響が、韓国へも波10 

及していた際も、二か国間の通貨スワップを発動させることなかった 24。そし

て韓国はチェンマイ・イニシアティブではなく、FRB25から資金調達を行った

ことからも分かる。つまり、IMF のガバナンスの問題から、その補完のために

結ばれた通貨スワップだが、IMF によりいまだ望ましくない印象が残っている

ことが分かる。また IMF の介入による手続きにより危機への対応のスピード15 

が遅くなる問題も考えられる。それに対し、先述したチェンマイ・イニシアテ

ィブ強化によって、 IMF とは別枠で資金を調達できる割合（＝ IMF デリンク）

が、20%から 30%に引き上げられた。さらには 40%に引き上げようという案も

出ており、改善されているようにも思える。しかし、この問題はただ IMF 別枠

の額を増やせばいいという問題ではなく、モラルハザードの事前防止とセット20 

にすることで有効になる問題であるといえる。ここから分かるのは、事前に危

機を察知し、改善することによって、モラルハザードの懸念がなくなれば、デ

リンク率の上昇も考えられ、豊富な資金をさらに円滑に融通し合えるというこ

とだ。  

	 二つ目は、危機予防を行うための管理・監視を強化しきれていないことであ25 

る。昨今では、AMRO など常設でサーベイランスを行うなどの進展を見せてい

                                                   
22 IMF プログラムなしで発動可能な引き出し金額量の割合のこと。  
23 財務省「チェンマイ・イ二シアティブ（CMIM）の改訂契約が発効しまし
た」  
24 WEST「アジア通貨基金（AMF）構想について」 p8 
25 FRB とは、連邦準備制度のこと。  
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る 26。しかしチェンマイ・イニシアティブがプールした資金を使うのではなく、

手元のお金を融通し合う外貨スワップ協定を取っているため、力を持つ自立し

た機関が存在しない。このような状況では AMRO の中立性を損なってしまい

情報が見えづらいため、サーベイランスが機能しにくい。危機を未然に防ぐと

いう点でもチェンマイ・イニシアティブは情報開示と中立性の確保は今後も必5 

要とされている。  

	 以上をまとめると、通貨スワップ協定の代表とも言えるチェンマイ・イニシ

アティブは、  

①  IMF 介入による資金融通の手間とモラルハザード  

②  危機予防のための情報開示と中立性の確保  10 

などの問題を抱えているといえる。  

したがって、これらの問題を解決したチェンマイ・イニシアティブをモデル

ケースとした通貨スワップ協定を活用することで金融セーフティネットの拡充

を図ることを我々は提案したい。またこれらの問題は、突き詰めていくとサー

ベイランス強化の必要性という点で共通する。その解決策については次節で述15 

べることとする。  

 

第２節	IMF を含めた相互監視体制  
	 通貨スワップを活用した金融セーフティネットを拡充するためにサーベイラ

ンスが必要なことが前節まで分かった。チェンマイ・イニシアティブでは、20 

IMF リンクによる信用の確保によって、協定内の監視の必要性が低かったと

考えられる。それはそもそもチェンマイ・イニシアティブが IMF の補完とい

う点で、発足したことに起因する。では、その IMF ではサーベイランスが十

分に機能しているのだろうか。現状の IMF を考察していく。 IMF の主な目的

は、「加盟国の為替政策の監視（サーベイランス）や、国際収支が著しく悪化25 

した加盟国に対して融資を実施することなどを通じて、（ 1）国際貿易の促

進、（ 2）加盟国の高水準の雇用と国民所得の増大、（ 3）為替の安定、などに

                                                   
26 金京拓司「東アジア新興国の金融制度改革とグローバル・インバランス」
p3 
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寄与すること」（日本銀行 HP より） 27である。この目的のうえで、融資機

能・サーベイランス機能・ 後の貸し手としての機能の三つを備えた機関とし

て国際金融における番人として君臨してきた機関であるといえる。先ほど取り

上げたサーベイランスという点に着目すると、 IMF は全加盟国に対して年に

一度調査団を派遣し経済状況を調査・分析を経て政策提言を各国に対して行う5 

とともに世界的にも調査結果を応用しアドバイスを行っている。このように

IMF のサーベイランスは経済や金融の安定化のためには極めて重要な機能で

あるといえる。  

	 しかし、この一見有能に思われる IMF にも、危機が繰り返されることによ

って、その役割に対して問題視される議論がなされるようになった。発端とな10 

ったのは、 2008 年に起きたリーマンショックをはじめとした危機の波及であ

る。なぜ“リーマンショックの危機をあらかじめ察知できなかったのか”もし

くは “危機を察知していたのにも関わらず、指摘できなかったのだろうか ”とい

う問題が上がった。いわゆるサーベイランスの問題のガバナンスの問題が明ら

かになった。  15 

一つずつその問題を詳しく説明すると、一点目のリーマンショックにおける

原因はサブプライムローンという信用度の低い人に融資をするという極めてリ

スクの高いものであった。関連しているファンドや金融機関は多く、大規模な

危機を引き起こす可能性は予知されていたにも関わらず、 IMF は危機の発生

に対する事前の予測や警告を十分に行っていなかった。  20 

二点目のガバナンスであるが、 IMF は出資額に応じたクォータ比率 28を用い

ることで各国の発言権を定めている。出資額ありきの制度なため、資金の少な

い新興国はクォータ比率が小さく、その結果発言権が小さくなっているという

問題である。その仕組みのなかで IMF はサーベイランスを行っているので、

発言権の強い国のリスクを見過ごしてしまう危険性が存在する。また、 IMF25 

の危機救済措置に伴う構造調整も、その発言権の強い国の思惑が反映されやす

い。そのため、新興国は IMF に対して不信感を抱いており、 IMF による救済

                                                   
27 日本銀行 HP「 IMF とは」  
28 IMF への各国の資金上のコミットメントの上限及びその議決権を定めると
ともに、 IMF 融資へのアクセスに影響するもの。  
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措置を好まない傾向がある。つまり、同じ加盟国である先進国との不平等さか

ら IMF による金融のセーフティネットが上手く機能していないのだ。リーマ

ンショックの場合もガバナンスの問題により、危機を見過ごしてしまった可能

性も考えられる。進行する金融グローバル化によって IMF による管理・監視

対象が増え、サーベイランスが十分に機能する必要があることが分かる。  5 

	 このサーベイランスとガバナンスの問題は国際経済・金融において重要な問

題として騒がれ、 IMF も改革を行っている。 IMF が行った改革は次のとおり

である。  

図  5-2	 IMF 改革一覧  

危機に対す

る防火壁の

構築  

世界金融危機の打撃を受けた加盟国の拡大を続ける資金調達ニーズに

対応するとともに、世界の経済および金融の安定性の強化を支えるた

め、 2008 年の世界危機の発生当初より IMF は、融資能力の大幅強化

に取り組んできた。 IMF の主要な原資である加盟国が振り込むクォー

タ（出資割当額）を増額するとともに、加盟国との大規模な借入取極

を確保するなどの手段が講じられた。  

危機関連融

資の拡大  

IMF は融資枠組み全般の見直しを実施し、危機予防をこれまで以上に

重視しながら加盟国のニーズにより合った枠組みの構築を目指すと共

に、プログラムのコンディショナリティを合理化した。また、危機当

初より、 7,000 億ドルを優に超える加盟国向け融資にコミットした。  

世界 貧国

への支援  

世界経済危機に起因する課題や波及的効果の克服に取り組む加盟国を

支援するために、 IMF はリスク分析や政策助言を提供した。また、危

機からの教訓を考慮しながら、よりグローバル化が進み相互連関性が

高まった世界にマッチしたサーベイランスを行うために、サーベイラ

ンスを強化・改革するための大規模なイニシアティブを複数立ち上げ

た。  

IMF の分析

と政策助言

を強化する  

2008 年 4 月と 2010 年 11 月、 IMF は新興国の重要性が増しているこ

とから、 IMF の正当性の強化を目指した広範なガバナンス改革を承認

した。改革は、より小国の途上国の IMF での影響力も確保した。  

出典：国際通貨基金「世界経済危機への IMF の対応」より筆者作成  10 
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これに加えて、 2010 年に合意されたクォータ及び、ガバナンス改革を承認

したことも改革の一つとしてあげられる。これは新興市場国の影響力をクォー

タ比率増加などすることにより強化するものである。しかし、この改革は承認

されただけで大国であるアメリカの同意が得られず実行に移されていないとい

うのが事実なのである 29。このように改革に向けての話し合いは進んではいる5 

が、実行という部分にまでは先進国の思惑もあり、至っていないのである。現

在は、先進国であり、 IMF に莫大な投資を行っている日本ですら発言権がな

いのである。ここからも新興国と先進国の立場の差を伺うことができ、新興国

の IMF に対する不信感にも繋がっているといえる。  

	 この不信感から導かれるように IMF に頼るだけでは不十分と考えられる傾10 

向がある。そして危機の際、自国通貨の信用不安防止や金融の安定のために各

国間で通貨スワップや支援機関などの地域的な金融協定が発足するようになっ

た。例えば ESM やチェンマイ・イニシアティブがこれにあたる。実際に

ESM は欧州債務危機の際に金融システムが揺らぎ、他国に危機が伝播するこ

とを防ぐために EU において採択されたシステムである。これによって加盟国15 

は危機の際に IMF からの期限付きの調達しにくい融資を頼るのではなく、加

盟国内での融資で資金調達の心配をせずに財政再建や構造改革に尽力できるよ

うになった。これは IMF ではできなかった手厚いサーベイランスとガバナン

スの結果なのではないだろうか。このように IMF に頼るだけでは、国際経

済・金融におけるサーベイランスとガバナンスは向上するのが難しいと考え20 

る。これまで、 IMF が国際的な経済・金融の安定化のための番人として君臨

し、その補完として地域間での協定が結ばれているような状況であったが、こ

の状況を変えていかなければならないのである。そこで我々は、金融のグロー

バル化が進むことによって生じる問題を各地域間の協定に任せるのではなく

IMF が積極的にその地域間協定を活用することで、問題を解決するべきだと25 

考える。具体的に言うと、現状を抱えるサーベイランスとガバナンスの問題解

決のために IMF と地域的金融安定協定との相互監視を行うという仕組みを提

案したい。図に表すと図 5-3 のとおりである。  

                                                   
29 THE WALL STREET JOURNAL「 IMF 改革、批准遅れる米国抜きでの実
施検討」  
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図  5-3 提案の概要  

 
出典：筆者作成  

 

従来は IMF からのサーベイランスによって各国が投資先の国の安全性や発5 

展状況などを把握していた。しかし IMF のサーベイランスが不十分であり、

新興国をはじめとした小国が先進国と対等な立場に立てないことや、問題があ

る国を把握できないという現状が存在することが分かった。各国の安全性を監

視するにおいて第三者の存在は危機を引き起こす原因の見過ごしを無くすうえ

で必要不可欠な存在である。しかし、金融のグローバル化において市場が一つ10 

になった現在、すべての国が当事者となることで、第三者の役割を単一機関が

背負うことは難しい。よって、我々は既存の金融安定化のために存在する各組

織を活用した、地域間で監視し合うシステムの構築が望ましいと考えた。G20

の首脳会議においても“効果的な世界的及び地域的なセーフネットの重要性

“と“ IMF が地域的な金融協定と協力することの重要性”が言及されている 3015 

ことからも自由貿易に加えて金融も世界的な政策へと転換していく必要性が高

まっていることが分かる。具体的には、 IMF が監視基準にのっとり監視を行

うとともに、各国でも相互監視を行い、その二重の監視での結果やプロセスに

差がないかを IMF が分析する。もし差があれば説明責任を設けるという方法

                                                   
30河合正弘「フィナンシャルリージョナリズム（金融地域主義） p23 
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で第三者的存在＝外部からの目を生み出しサーベイランスの強化に繋げるとい

う提案である。しかし、この仕組みにおいても問題点は存在する。二か国間で

の癒着が発生し、正当な監視がされないのではないかという問題である。この

問題については各国が一つの国だけと協定を結ぶのではなくチェンマイ・イニ

シアティブでも採択されたようなマルチ化という多国間での協定を結ぶという5 

方法で解決できるだろう。通貨スワップ協定を結ぶ国同士が互いの金融システ

ムをチェックすることで、金融システムの不備を未然に防ぐことができる。

IMF との相互監視と共同で行うことで二重三重のサーベイランスが可能にな

るだろう。  

ではその調査の基準はどのようにするのであろうか。それは、 IMF をはじ10 

めとした国際金融機関をまとめる立場にある FSB31がこの基準を設定する主体

として望ましいと我々は考えている。その理由を FSB と IMF の関係から説明

していく。FSB は、主要 25 ヵ国・地域の金融当局、国際機関、基準設定主

体の代表者から構成される国際的な金融安定の促進を目的とする組織である。

事務局はスイスのバーゼルにある BIS（国際決済銀行）内に置かれている。15 

FSB は、国際的な金融規制・監督やその他の金融セクター政策の策定・実施

促進を目的に、各国当局・基準設定主体の作業を国際レベルでコーディネート

する役割を担っており、国際機関との協働により、金融システムに影響を及ぼ

す脆弱性を特定し、対処する役割も兼ねている 32。FSB と IMF の関係図は図

5-4 のとおりである。したがって FSB が意思決定機関として基準を設け、20 

IMF が実行機関として相互監視を行うことが望ましいと我々は考えた。  

 

 

 

 25 

 

 

 

                                                   
31 Financial Stability Board の略称。金融安定理事会のこと。  
32 大和総研「国際金融規制のコーディネーター :FSB の役割」  
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図  5-4 FSB をはじめとした国際機関の相関図  

 

出典：大和総研「国際金融規制のコーディネーター：FSB の役割」  

 

	 次に基準の内容であるが、危機を予知する指標となるバランスシートにおけ5 

るリスク指標、システミックリスクを防ぐものを基準としたいと考える。例え

ば、各国主力銀行における自己資本比率を 8%以上とすることやレバレッジ比

率を定めることである。この基準は BIS が行っているバーゼルⅢ 33を参考にし

て定めた。この主な目的は、銀行が経営危機の際、返済不要の普通株などによ

る資金を十分に持ち、損失の穴埋めをし、危機を回避することである。しか10 

し、現行 先端とされているバーゼルⅢでさえ、リスクアセットの算出方法の

違いや、規制の複雑化により、各国で数字のブレが生じる恐れがあることが問

題となっている。だが、我々の提案を活用することにより一つの機関だけの監

視では偏りがあり生じる数字のブレが多国間での監視をすることにより、どの

ようなリスクアセットが算出に利用されているのかがより明確になり、そのよ15 

うな問題も緩和することができると考える。  

                                                   
33 2010 年 9 月に発表された主要国の金融監督当局で構成するバーゼル銀行監
督委員会が銀行の健全化を維持できるように定めた新たな自己資本規制のこ

と。  
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	 後に我々の提案をどのように各国に適用させるのかという点である。ここ

では新興国と先進国の両方の視点からこの提案を適用するに当たってのメリッ

トを活用したいと思う。まず、新興国に対しては IMF リンクの縮小によるセ

ーフティネットの拡充と、 IMF が行う構造調整プログラムの緩和を挙げた

い。、相互監視によって前章で挙げた通貨スワップ協定の改善が見込まれる。5 

多重のサーベイランスを機能させれば、先ほどのチェンマイ・イニシアティブ

で挙げたモラルハザードという懸念を緩和することになり、 IMF リンクなし

の通貨スワップ協定を実現することができるのだ。つまり、より迅速で円滑な

通貨スワップ協定を構築することになるので、多国籍金融セーフティネットが

実現することになるのである。さらに、相互監視による事前のリンク認知によ10 

って、新興国自ら、金融構造を改善することが見込まれる。というのも、通貨

スワップ協定は一定期間の見直しが必要であるため、新興国は協定を結んでも

らえるように自国のリスクに対処することが考えられるからだ。したがって前

述の通貨スワップによるセーフティネットに加え、問題視されていた IMF に

よる支援も構造調整なしで行われる。そのため、 IMF が元々持つセーフティ15 

ネットが正常に機能することが期待される。つまり、多重のサーベイランスに

よって多重のセーフティネットを敷くことができるということである。次に先

進国のメリットであるが、各国が密接な相互監視を行うことで、リスクの高い

新興国の現状を逐一知ることができよりよい投資先の選定や資産の運用ができ

る。取引先である新興国の経済安定化は先進国にとっても望ましいことであ20 

る。  

	 IMF の相互監視を行うことは、以上のように新興国・先進国にもメリット

があることが分かる。もし IMF、FSB による基準の策定、構造調整の緩和、

通貨スワップの IMF リンクの緩和を行うことを条件に各国に、相互監視を行

えば、実現可能性が高いと考える。  25 

 

第３節	まとめ  
	 我々の提案する FSB・IMF が地域間協定を活用した、相互監視ネットワーク

を活用は、多国間金融セーフティネットワークの拡充を促し、一国にかかる危

機へのリスクと予防のコストを削減が期待出来る。それにより、当初の目的で30 
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ある新興国の発展を実現することにつながる。新興国が適切な資本規制の中で、

安定した発展を遂げることができれば、根本的な危機への予防策となりうる。

また、その目的のためのアプローチであった多国間金融セーフティネットは危

機への対応策として、相互監視ネットワークも予防策として期待できる。つま

り、ここまで説明してきた全てが通貨危機へのアプローチになり、裏返すと新5 

興国の発展につながるということである。  

 

 

終章  
	 金融グローバル化が進んだ現代では、新興国の成長が様々な側面において鍵10 

を握っている。それは危機の防止においても同じである。通貨危機への一番の

アプローチは新興国の経済状況を安定的に良好に保つことである。そこで我々

は通貨危機防止つまり為替の安定のため、国際金融のトリレンマから資本規制

と地域間協定の二つの側面から新興国の発展につながる提案を行った。金融グ

ローバル化によって市場や資金フローの対象が世界規模で一つの市場となった15 

ように、危機のリスクや予防にかかるコストを全体で共有する。それにより、

各国にかかる負担を分散し発展につなげられれば、危機予防の面でも各国が一

つの土俵の上で相互に行うことで改善されることが見込めるというものである。

以上の内容を我々なりに FSB や IMF などの世界的組織、先進国、新興国にお

けるメリットを考え、実現可能性を考慮した提案を行った。しかし実際にこの20 

提案を行うとなれば、各国が今より金融の安定化に対し問題意識を持つ必要が

あるであろう。各国が問題解決に向けて対等なテーブルについてこそ、真に金

融グローバル化での経済安定化が現実となる。我々が行った提案はその問題意

識を持つ、一助になることを祈って本論文の結びとする。  

 25 

 

 

 

 

 30 
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