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 3 

序章-はじめに 

 

近年、「グローバル化」という言葉がよく聞かれるが、実際のところ、それ

らの意味するものは何なのだろうか。ブラジル、インド、中国をはじめとする

新興国の躍進により、グローバル化＝アメリカ化とも一概には言えなくなった5 

。このグローバル化は様々な分野において、世界各国に大きな影響を与えてい

る。金融も例外ではなく、金融のグローバル化によって、世界経済は一変した

。1971年のニクソン・ショックにより、ブレトン・ウッズ体制が崩壊し、各国

は固定相場制から変動相場制への移行を余儀なくされた。それに伴って、国際

資本移動が活発化し、1980年代に資本移動規制の緩和が進んだことにより、金10 

融グローバル化が進展した。この金融グローバル化の進展を受けて、先進国は

、より収益性の高い新興国へ投資をするようになり、それが新興国の経済を急

速に発展させることとなった。このように金融グローバル化は、先進国、新興

国の両方の経済に恩恵をもたらしたのだ。 

 しかし、金融グローバル化は、経済ファンダメンタルズが脆弱である新興国15 

にとっては、悪影響も及ぼす存在になりつつあり、新興国を端に発する金融危

機が引き起こされやすくなってきた。それでも金融のグローバル化は、今とな

っては経済成長に欠かせないものとなっており、金融グローバル化による悪影

響よりもメリットのほうが大きいと私たちは考える。よって、金融グローバル

化による悪影響を予防しつつ、得られる恩恵を最大限に活かせるよう本稿で考20 

察していく。 

第１章では、金融グローバル化とは何か、その定義を明確にした上で、いつ

から進展していったのかついて述べる。また、新興国経済への影響についてメ

リット、デメリットを踏まえつつ述べ、私たちの考える立場を明確にする。第

２章では、通貨危機をめぐる問題について、通貨危機の定義とメカニズムにつ25 

いて考察し、また過去の通貨危機の実態を明らかにし、そこから得られた教訓

を元に、本稿での提案部分に繋げていく。第３章では、現代の新興国における

問題について述べる。新興国の位置付けを単純かつ客観的に定義づけ、金融グ

ローバル化に対してどのような問題点を抱えているのかを述べる。第４章と第

５章では、第３章で挙げた問題についての予防策、対応策を提案する。 30 
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第1章 金融グローバル化とは何か 

 

第1節 金融グローバル化とは 

 金融とは貨幣を用いることで取引を円滑にし、資金余剰者から資金不足者へ

の資金の融通を指す。グローバル化とは異なる地域間の市場の結合を指し、国5 

家の垣根を越え、情報や資本などの取引が自由に行われることを指す。以上か

ら、「金融グローバル化」とは資金を融通しあう取引が自由に行われることで

あると定義する。 

 第二次世界大戦以降、ブレトン・ウッズ体制により固定相場制が維持されて

いたが1971年のニクソン・ショックによりブレトン・ウッズ体制が崩壊し、変10 

動相場制へと移行していった。これにより、1980年代には資本移動規制の緩和

が進み、さらに、IT技術の進歩により海外の情報の入手が容易になったことで

金融グローバル化の発展を大きく促した。また、金融グローバル化発展の恩恵

を受けて過去数十年の間に大きく変化したものといえば国際金融市場の拡大や

外国為替市場および資本市場での取引量増大が挙げられ、それらの進展を受け15 

、国際的な資本移動の活発化が促された。 

 

【図表1】グロス資本移動の推移(%) 

出所: 谷内満 早稲田商学同攻会 2012年3月発行431号 

 20 

 【図表1】より、金融グローバル化の発展が顕著に現れはじめた1980年代以

降、グロスの資本移動が急速に拡大していることが見て取れる。さらに、国境

を越えた資本取引が活発に行われることで各国の対外資産および負債のGDP比



 5 

は拡大することが分かっている1。 

 【図表2】は先進国と新興国の対外資産および負債のGDP比の推移を示してお

り、前述した通り1980年代以降に金融のグローバル化が大きく進展したという

ことは明確である。また、先進国においては過去30年間でGDP比が6.6倍にまで

拡大しており、さらに新興国でもGDP比3.4倍というような成長が見られる。以5 

上のことから、国際的な資本移動の活発化は金融グローバル化およびその進展

によって促されたと言える。 

 

【図表2】対外資産・負債のGDP比(%) 

出所: 日本銀行金融研究所HP 10 

 

第2節 金融グローバル化による新興国経済への影響 

 金融グローバル化が進展することで、1990年代初頭より短期の資本取引を中

心に先進国と新興国間での金融取引が著しく拡大してきた。それにより、途上

国の金融部門の発展・経済成長が促されたが、善くも悪くも大きな影響を及ぼ15 

している。その影響として、 (1) 資金フロー量の急速な拡大、(2) 資金フロ

ーの対象や手段の多様化、(3) 金融市場に関わる媒体の多様化2、以上3点を挙

げる。 

 

 20 

                                                 
1 谷内(2012)を参照。 
2 日本銀行HPを参照。 
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2-1 資金フロー量の急速な拡大 

 第一の影響として、資金フロー量の急速な拡大が挙げられる。また、ここで

の「資金フロー」とは資金余剰国から資金不足国への資金の流れを指すことと

する。資金フロー額は、2000年代前半において20年前と比べて10倍近くにまで

膨らんでいる。資金フローの例として各国間での貿易や海外直接投資3が挙げ5 

られる。 

 

【図表3】貿易規模(%) 

                  出所: 世界銀行HP 

 10 

【図表4】海外直接投資規模(%) 

                 出所: 世界銀行HP 

 

 【図表3】【図表4】から見て取れるように、貿易規模は右肩上がりに成長し

                                                 
3 利潤獲得のために海外に資本を投下し、事業を営むこと。  
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ており、海外直接投資規模は1970年代初頭から1990年代に向けて徐々に増え始

め90年代後半より著しく拡大した。この急速な資金フローの拡大により、先進

国・途上国共に対外資産と負債の合計額のGDP比は1980年代に対し近年では大

きく成長を遂げている。 

 5 

2-2 資金フローの対象や手段の多様化 

 第二の影響として、資金フローの対象や手段の多様化が挙げられる。従来、

「先進国から新興国」という資金の流れのみが存在していた。しかし、金融グ

ローバル化の進展に伴い、「BRICs4をはじめとしたエマージング諸国・原油国

から先進国」という流れも見られるようになり、より多元的かつ双方的になっ10 

てきた。また、資金フローの手段も拡大してきている。(【図表5】)従来は債

権や株といった金融商品が主流であったが、これに加え、先物オプションなど

の金融派生商品やCDO・CLOといった証券化商品などの投資ビークル 5の広がり

も見られる。 

 15 

【図表5】資金フローの変遷 

出所: 著者作成 

                                                 
4 2000年代以降著しい経済発展を遂げているブラジル、ロシア、インド、中国

の4カ国の総称。 
5 高利回りの証券に投資を専門に行う投資会社のこと。 

 
先進国 

途上国 

例. アフリカ 

先進国 

例. アメリカ 

エマージング諸国 

例. BRICs 

従来の流れ 従来の流れ 

新たな流れ 
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2-3 金融市場に関わる媒体の多様化 

 第三の影響として、金融市場に関わる媒体の多様化が挙げられる。金融グロ

ーバル化が活発化した90年代、ヘッジ・ファンド6の登場により資金フローを

促す媒体が増加した。従来からの多国籍企業や金融機関の活動に加え、国境を

またいだ未開発企業への投資、プライベート・エクイティ・ファンド、政府系5 

ファンド、ソブリン・ウェルス・ファンド7などの登場により先進国・新興国

間の関係強化を促すこととなった。 

 

 以上のことにより、金融のグローバル化は新興国の経済活動に大きな影響を

与えてきたことが分かる。しかし、資金フロー量の急速な拡大などにより短期10 

資本の流出入が活発になると、ファンダメンタルズ8が比較的弱い新興国にと

っては悪影響を及ぼす存在となり、通貨危機をもたらす可能性のあるバブルを

形成9する要因となる。以上を踏まえ、本稿では新興国にとって金融グローバ

ル化の恩恵は必須であるという立場を取る。 

 15 

 

第2章 通貨危機をめぐる問題 

 

第1節 通貨危機の発生メカニズム 

 通貨危機とは、基本的な定義として、通貨が暴落することによってその国の20 

経済が危機的状態に陥ることである。その発生要因として、例えば財政赤字や

インフレ率の上昇、外貨準備の不足、マクロ経済の急速な悪化、政情不安など

によるその国に対しての信用力低下が挙げられる。その結果として、金融機関

・機関投資家などの大手投資家たちがその国に対して不安を抱き、投資から撤

退し資本を逃避させてしまう。その動きが経済の不安感を高め通貨が大量に売25 

られ、価格が暴落することにつながる。するとその国の通貨当局の介入能力の

                                                 
6 様々な手法を用いて利益を追求する投機的なファンドのこと。 
7 日本銀行HPを参照。 
8 一国の国際収支やインフレ率などの諸主要経済指標全般を指す用語。 
9 河野(2015)を参照。 
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限界を超え、通貨危機が発生する10。一説には通貨危機と金融危機を同一のも

のとする場合もあるが、本論文では通貨危機・金融危機・財政危機は発生要因

の異なる別の経済危機と見なすため、ここでは主に通貨危機の実態について述

べていく。また、通貨危機の発生原因を分析するうえで、通貨危機についての

諸理論の概要を押さえ新たな分析視座を見出すことを目指したい。具体的には5 

、通貨危機発生理論、流動性危機、健全性危機、通貨危機発生の理論、伝染の

理論を紹介し、そのうえで過去に起きた実際の通貨危機の発生原因を探求して

いく。 

 

1-1 通貨危機発生理論 10 

 通貨危機の発生メカニズムとして、一国の経済が危機的状況に陥ると金融機

関および機関投資家が投資から撤退するためにその国の通貨が暴落することで

通貨危機が発生すると述べた。しかし、実際にはメカニズムは通貨危機各々を

経験することで多様化している。それらの点を踏まえ、ここではより具体的に

通貨危機の発生メカニズムを説明すべく、アジア通貨危機以前の標準的な理論15 

として知られる「第一世代モデル」、1990年代以降に発展した「第二世代モデ

ル」、アジア通貨危機を受けて提示された「バランスシートモデル」を分析す

る。 

 

(1) 第一世代モデル 20 

 第一世代モデルはKrugman(1979)によって提示された最も初期の発生理論モ

デルとされ、1980年代のラテンアメリカ債務危機と並行して展開されてきた。

また本モデルにおける本質的な発生原因は政府の経済政策にあるとされる。 

 第一世代モデルはいわゆる経常収支危機と呼ばれ、政府の経済運営の失敗を

受けて外貨準備高が減少、つまり経常収支赤字が発生し投資家が自国通貨売り25 

の為替投機に出ることで通貨危機が発生するというものだ。要するに、第一世

代モデルの提言する発生メカニズム理論として、根本的原因は政府の政策にあ

り、経済運営が長期的には維持不可能であることが原因とされる。 

                                                 
10 国宗、久保(2004)を参照。 
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(2) 第二世代モデル 

 第二世代モデルはObstfeld(1986, 1994)らにより提示された発生理論モデル

であり、1992年のヨーロッパ通貨危機を機に具体的にモデル化された。ヨーロ

ッパ通貨危機において投機攻撃を受けた国々の放漫な財政政策や外貨準備高減

少などのファンダメンタルズ悪化により通貨危機が発生したのではなく、多数5 

の市場参加者による為替レートの先行き予想が変化したことで為替投機が発生

し、結果として通貨危機が起きた。以上のように、第二世代モデルは自己実現

的に通貨危機が起こる可能性について説いている。 

 第二世代モデルの特徴として、投機家は将来の為替レート予想に基づき投機

行動を取ると言われている。この場合、固定為替レートと比べ自国通貨の為替10 

レートの下落が予想された際に多くの投機家が自国通貨売りを行うとされ、そ

の結果自国通貨が急速に下落し、通貨危機が発生する。 

 さらに、複数均衡11が存在しうることも一つの特徴として挙げられる。(【

図表6】)ここでの複数均衡とは、投機家の投機行動によって自己実現的に自国

通貨が下落し通貨危機が発生する場合と投機が控えられ固定為替レートが維持15 

される場合があるということを指す。つまり、為替投機が成功すると投機家は

利益を得られるが、第二世代モデルの複数均衡において均衡の候補が一つでは

ないので、保有する資金量が極めて小規模である個人投機家が投機に失敗すれ

ば利益はゼロ、もしくはマイナスになることもある。個人投機家の失敗は基本

的に他の投機家が投機を行わない場合に発生するので、第二世代モデルでは投20 

機家同士が依存関係にあることを前提としている。例えば、1992年のポンド通

貨危機において明確なファンダメンタル悪化が確認できない場合でも通貨危機

が発生したのは、第二世代モデルの説く、他投機家が投機行動を起こすことに

期待が高まれば自己実現的に通貨危機が発生するというメカニズムゆえのもの

である。 25 

 

                                                 
11 中條(2011)を参照。 
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【図表6】ファンダメンタルズの水準と均衡 

出所: 竹田(2007) 

 

(3) バランスシートモデル 

 バランスシートモデルはKrugman(1999)やChang and Velaso(2000)によって5 

提示された理論モデルであり、1997年にアジア通貨危機を経験したことで展開

された。アジア通貨危機において、通貨危機が金融危機を伴う、いわゆる「双

子の危機」が発生したため、既存モデルではメカニズム説明が不可能なため新

たな発生理論として提示された。 

 バランスシートモデルの特徴として、企業および金融機関のバランスシート10 

に注目している点、通貨価値下落とバランスシート悪化の密接な関係性、そし

て第二世代モデル同様の複数均衡の可能性を指摘している点がある。 

 アジア通貨危機で見られたように、通貨危機が金融危機に発展する経路とし

て震源国から資本が流出し自国通貨の為替レートが下落すると、バランスシー

トと通貨価値の増減に相互左右があることから、外貨建て債務の多い金融機関15 

や企業のバランスシートに悪影響を及ぼすことになる。また、その際にダブル

・ミスマッチ状態12であると金融システム全体に不安が広がり金融危機を併発

                                                 
12 企業が設備投資など長期間に渡る支出を行う際、資金調達の面で海外金融

機関が貸し出す外貨建ての短期資金に傾斜していたこと。期間と通貨の問題。 
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する危険性が高いのである。 

 さらに、バランスシートモデルは通貨危機と金融危機は双方向で繰り返され

悪循環に陥る危険性をも指摘している。上記の通り、通貨危機から金融危機に

発展するメカニズムもあるが、逆に、金融危機から通貨危機に発展する場合も

ある。一国における資産バブルの発生およびその崩壊などによる通貨危機が発5 

生した場合、不良債権増大によりバランスシートが悪化し、金融不安を仰ぐ。

その結果として、海外資本の逆流や資本逃避が発生し通貨危機に発展するとい

う説もある。 

 

【図表7】通貨危機発生理論まとめ 10 

 原因 過去の例 

第一世代モデル 
経済政策の失敗 ラテンアメリカ債務危機  

(1980年代) 

第二世代モデル 
市場参加者による為替レー

トの先行き予想 

ヨーロッパ通貨危機  

(1992年) 

バランスシート

モデル 

バランスシートおよび通貨

価値の悪化 

アジア通貨危機 (1997年) 

出所: 著者作成 

 

 以上のように、理論の展開および多様化は大きな通貨危機の発生が契機とな

っていることが分かる。またそれらの理論が多様化するということは新たな通

貨危機の発生を予防・対処するにあたって過去の経験にだけ頼るのは危険だと15 

いうことを示している。 

 

1-2 流動性危機と健全性危機 

 流動性危機および健全性危機とは上記の通貨危機発生理論を簡易に説明した

ものである。 20 

 流動性危機とは債務国の経済ファンダメンタルズ自体は良好で債務返済能力

があり、かつ固定相場制が維持可能だとされているにも関わらず、投機家や投

資家による混乱、または群衆行動が通過投機攻撃や資本逃避に起因し、結果的
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に固定相場制からの退出や債務不履行を余儀なくされ発生する通貨危機のこと

を指す。要するに、流動性危機のもとでは一国の経済ファンダメンタルズとは

関係のない形で急激な資本流出が発生する。 

 それに対し、健全性危機とは放漫な財政政策や不整合な金融政策などという

ような不健全な経済政策により外貨準備が枯渇し、固定相場制の維持可能性や5 

債務返済能力が低下することで生じる通貨危機のことを指す。 

 

1-3 伝染の理論 

 1994年のメキシコ通貨危機における「テキーラ効果13」や「アジアの風邪14

」と称された1997年のアジア通貨危機など、一国内で発生した危機が周辺諸国10 

へと波及したことが1990年代以降に発生した通貨危機の大きな特徴とされてい

る。その伝搬メカニズムとして、(1) 経済状況の類似性や経済依存関係による

伝染 (2)共通の貸し手による伝染 が挙げられる15。 

 

(1)経済状況の類似性や経済依存関係による伝染 15 

 一般的なモデルとして、先進国経済の大きな変化が多数の途上国に衝撃を与

える「monsoonal effects」が世界的危機伝染モデルとして知られているが、

このメカニズムは近辺諸国への波及を指す。具体的には経済構造や経済ファン

ダメンタルズに一貫とした類似性があり、危機震源国と同じ問題点を抱えてい

るとすれば同様の投機攻撃から危機の伝搬を招く可能性が高まる。 20 

 さらに、貿易や金融面で依存関係を構築している場合にも危機震源国への輸

出減や債権回収不能というような自体に陥る可能性があり、より投機攻撃を受

けやすくなるといっても過言でない。 

 

                                                 
13 メキシコ通貨危機がアルゼンチンやブラジルなどの南米新興国市場だけで

なく、アジアのシンガポールや香港などにも飛び火するなど世界各地に波及し

たこと。 
14 タイを震源国とし、韓国やインドネシアを始めとするアジア諸国に波及し

たこと。 
15 国宗(2013)を参照。 
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(2)共通の貸し手による伝染 

 共通の貸し手による伝染は危機震源国や周辺国に原因を求める理論ではなく

、世界的あるいは特定地域において広く投資活動をしている貸し手側の行動に

よるものを指す。実際に「共通の貸し手仮説16」と呼ばれる考えがあり、国際

的に幅広く投資活動をしている貸し手はある危機において損失を被った場合、5 

他国への投資活動の際にリスク資産を中心とした資金回収に徹するようになる

のでその他国へも危機が伝搬するのである。 

 しかし、一般的にはこの伝染理論には統一モデルがなく、発生時における様

々な原因やチャンネルを通じて伝染は拡大していくと言われている。 

 10 

第2節 通貨危機とその種類 

 本節では過去に生じた5つの通貨危機、ポンド危機・メキシコ通貨危機・ア

ジア通貨危機・ロシア通貨危機・アルゼンチン通貨危機の実態を明らかにする

。また、次節において通貨危機実態から教訓を導き出す。 

 15 

【図表8】通貨危機の分布地図 

出所: 著者作成 

 

                                                 
16 国宗(2013)を参照。 

ロシア通貨危

機 

ポンド危

機 

アジア通貨危

機 

メキシコ通貨危機 

アルゼンチン通貨危機 
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2-1 ポンド危機 

 1992年、イギリス景気が後退していたにも関わらずポンドが過大評価されて

いることに目を付けたジョージ・ソロス氏率いるヘッジ・ファンドがポンドの

大量売りを仕掛け、為替レートが急落した現象を指す。 

 当時、イギリスは東西ドイツ統合・欧州経済共同体の域内資本移動による資5 

本流出・欧州各国の不況・政府の財政健全化策の影響によって失業率上昇など

が見られ、経済が後退していた。また、当時、欧州通貨制度参加国であり、欧

州為替メカニズム17により通貨変動幅を年±2.25%以内に抑えるように定めら

れていたため、利上げをせざるをえなかった。これによりイギリス経済はさら

なる景気減速に追い込まれた。 10 

 この景気後退と高金利の矛盾に目をつけたヘッジ・ファンドが巨額のポンド

売りを仕掛けて大幅なポンド安に追い込んだ。これに対しイングランド銀行は

ポンド買い介入をするも、結果は空しく、欧州為替メカニズムからの離脱を余

儀なくされた。これがポンド危機の大まかな顛末である。 

 15 

2-2 メキシコ通貨危機 

 1994年末から1995年初頭にかけて発生した、メキシコ合衆国の通貨であるペ

ソの暴落のことを指す。これは短期資本流入に依存したエマージングマーケッ

トの脆弱性を露呈する典型的なケースである。通貨危機発生直前の資本流入は

直接投資が順調に増加してきたものの、証券投資が急激に増大してきたことが20 

特徴である。1994年11月に米国の公定歩合18が0.75%引き上げられたことを契

機に、カントリーリスクが高まりつつあるメキシコよりも、安全で利回りの高

い米国の債券へと資金が流れ始め、メキシコの外貨準備が激減する事態となっ

た。この事態に対してメキシコ政府は、15%の為替レートの切り下げを発表し

たが、ペソの切り下げ圧力は止まることはなく、完全変動相場制に移行するこ25 

ととなった。 

                                                 
17 ヨーロッパにおける為替相場の変動を抑制し、通貨の安定性を確保するこ

とを目的とした制度。 
18 貸し出しを行う際の基準金利のこと。 
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その後、変動相場制のもと、市場の切り下げ圧力によって約1ヶ月後には65%

のペソの急落となった。外貨準備が35億ドルぬまで低下する事態となり、最終

的には国際機関・日欧米の民間銀行からの緊急支援を受けて、危機が回避され

た。 

 5 

2-3 アジア通貨危機 

 1997年、タイが固定相場制を放棄したことでバーツが暴落し、そこからアジ

ア諸国に急激な通貨下落現象が拡がったことを指す。 

 当時、アジア諸国の多くが資本規制の自由化を進め、国内の長期設備投資資

金を海外からの資金調達で賄う一方で、その多くは短期のドル建て債務である10 

という期間と為替のミスマッチが起きていた。 

タイはアメリカドルとのペッグ制19を採用しており、自国通貨をドルに連動

させていた。しかし、アメリカのドル政策によりドル安からドル高に転換し、

タイはその影響で輸出における価格競争力が低下した。加えて1995年以降アジ

ア他国の製品が台頭してきたことでタイの輸出競争力が低下し、【図表8】か15 

ら見てとれるように経常赤字の拡大・経済成長の鈍化が発生した。 

 

【図表9】タイの経常収支 

出所: 世界経済のネタ帳HP 

 20 

 以上の背景に加え危機の原因として、国際機関の対外開放政策の推進・タイ

                                                 
19 自国通貨と米ドルの為替レートを一定割合で保つ固定相場制のひとつ。 
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の高金利政策が挙げられる。WTO・IMF・世界銀行などの政策当局は短期資本の

国際移動が急激かつ大幅に行われることで危機が起こるという認識が薄く、海

外資金の流入を歓迎してきた傾向にあり、タイ中央銀行は経済自由化を進める

「ワシントン・コンセンサス20」の考え方でグローバリゼーション化を進めて

きた。また、タイはメキシコ危機を受け通貨防衛のために高金利政策がとられ5 

ていた。この二点より金融資本市場の開放が進み、かつ高金利政策をとるタイ

に大量の資金が流れ込むこととなった。 

 そこから危機を拡大させたのがヘッジ・ファンドによる空売り21である。タ

イは輸出競争力低下によって経済成長が鈍化し始め、かつ先進国の新たな投資

先としてより人件費の安い中国が台頭し始めていたことにより、それまでタイ10 

に直接投資を行っていた先進国の企業は、中国へと投資先を移していった。こ

のことがより一層タイの経済成長鈍化を招き、経済状況と通貨の評価にズレが

発生しバーツが過大評価されていることに投資家たちは気づきはじめた。加え

て、タイが固定相場制を採用していることから為替リスクが存在しないと目を

つけられ、空売りの対象となってしまったのである。これを受けて、タイの通15 

貨当局はこの空売りに対抗できず、変動相場制への移行を余儀なくされ、バー

ツは急激に下落したのであった。 

 その後震源国と似た環境にあったアジア諸国に危機が広がった。以下では特

に影響を受けたインドネシア・韓国・マレーシアについて述べることとする。 

 20 

(1) インドネシア 

 インドネシアの通貨であるルピアはタイが変動相場制に移行してから約2週

間後に売り攻勢を受けた。ルピア売り圧力がバーツに次いで強かった原因とし

て当時の輸出伸び率の低下に伴う経常収支赤字の拡大による、巨額の累積対外

債務問題が挙げられる。インドネシアの経常収支赤字はGDPの3%規模で外貨準25 

備も200億ドルを超えていたため、必ずしもIMFに支援を要請する必要はなく予

                                                 
20 当時のIMF・世界銀行の間で成立した「意見の一致」を指し、これを融資が

必要な国への融資条件としていた。 
21 現物(今回ならばバーツ)を用意するがその場で売らず通貨が暴落してから

現物を渡すこと。 
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防措置のつもりだったが、IMFの支援プログラムが決定し、実行された。その

内容としては財政状況の悪い16銀行の閉鎖・預金の一部カット・日本、シンガ

ポール、インドネシアによるルピア買い介入によるルピア増価というものであ

った。しかし銀行の閉鎖と預金カットは預金者に不安を与え、ルピアは韓国の

通貨であるウォンの影響を受け減価幅が広がることとなり、このプログラムは5 

かえってインドネシア経済を揺るがすものとなってしまった。ルピアの下落は

その後も続き、経済活動は低下、経済の混乱は社会的不安に発展することとな

った。 

 

(2) 韓国 10 

 1997年の11月中旬から韓国にも危機が波及し始めた。韓国では商業銀行が海

外から短期で借り入れた資金を元に国内で長期融資を行っていたが、その返済

期限が1998年の頭に迫っていたこともあり、外国の金融機関が一斉に借り換え

を拒絶し始めたのである。韓国中央銀行が外貨準備を商業銀行に預金し、商業

銀行がその預金を企業に貸し付け、企業が外国に返済していたため、使用可能15 

な外貨準備は正式な統計よりもはるかに少ないものとなっていた。これを受け

て韓国はIMFに支援を要請するが、支援プログラムを実行するも意味をなさず

、ウォンは暴落を続けることとなった。最終的に12月末のIMFや世界銀行、先

進国7カ国による欧米日の追加融資により、韓国は危機を乗り越えた。 

 20 

(3) マレーシア 

 1997年まで高い経済成長を続けてきたマレーシアも98年にはマイナスの成長

を記録した。タイのバーツ暴落はマレーシアの通貨であるリンギにも影響し、

これを受けマレーシア中央銀行はリンギ防衛のため10億ドル規模の介入を行い

リンギを買い支えるとともに、金融市場における投機抑制のため金利引き上げ25 

を表明した。98年9月にマレーシアは資本流出規制を導入し、ドル・ペッグ制

に移行し、それ以降マレーシア経済は通貨の安定もあり景気回復へと向かって

いった。IMFの支援を拒み、独自の政策で危機に対応したマレーシアの背景に

は、民族の調和と経済成長を同時に達成する目的があったとの見方もある。 

 30 



 19 

 以上の3カ国以外にもシンガポール・台湾・フィリピンなどにもこの危機の

影響が見られたがこれらの国々はマクロ経済の視点から見ると通貨危機が起こ

る不安要素は少なく、影響は軽度であった。【図表10】ではアジア通貨危機前

後のアジア諸国の通貨価値を示し、【図表11】ではGDP成長率を示している。

これらから見て取れるように、この危機がアジア諸国に大きく影響を及ぼした5 

ことは言うまでもない。 

 

【図表10】アジア各国の通貨強弱 

出所: オーストラリア準備銀行HP 

 10 

【図表11】アジア各国の経済成長率(%) 

 1987-1996年 1997-1999年 2000-2006年 

タイ 9.5 -3.3 5.1 

インドネシア 7.1 -6.4 4.9 

韓国 8.1 1.0 4.6 

マレーシア 9.5 -0.8 4.7 

シンガポール 9.2 2.8 4.6 

台湾 7.2 5.1 3.3 

香港 5.2 -0.8 4.7 

東アジア全体 7.6 0.0 4.5 

出所: オーストラリア準備銀行HP 

2-4 ロシア通貨危機 
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 1998年、ロシアの財政悪化の際に起こったアジア通貨危機の影響を受けて起

こったルーブル建ての国債の債務不履行、それに起因するルーブルの暴落、キ

ャピタル・フライトなどの一連の経済危機のことを指す。 

 1990年代のロシアは、市場経済に移行したものの重要産業は天然資源の輸出

であり、輸出の約80％を石油・ガス・金属・木材などの天然資源に依存してい5 

た。これは世界の景気動向に影響されやすく、当時は世界的デフレで物価が下

落しており、ロシアの財政は悪化していた。そのような状況の中、1997年にア

ジア危機が発生したことで世界の景気は後退し、天然資源価格が大きく下落し

た。これがロシアの景気をさらに悪化させた。ロシア政府はルーブルの下落と

資本の流出を防ぐために超高金利政策を採るなどの対応策を講じたが、アジア10 

危機を経験し、安全志向の強まった投資家たちにより金利は高いがリスクも高

いロシア関連株から安全な米国債などに資金の移転が起こった（質・流動性へ

の逃避）。原油価格の低迷からロシアの財政改善の兆しも見えず、資本の流出

を止めることができなかった。ロシアはルーブルの切り下げ、民間対外債務を

90日間支払い停止することを宣言し、これによりルーブルが急落した。  15 

 この経済危機が与えた影響としては、多くの市場中立型ファンドの破たん22

、経営危機が起こったことである。市場中立型ファンドは市況が一時的に急変

しても、いずれは元の水準に戻るという性質を利用する。ロシア危機において

も、この危機は一時的混乱であり、ロシア関連株の下落は元に戻ると考えた。

しかし、アジア危機を経験した投資家たちは正常な判断を失っており、資本が20 

ロシア市場に回帰することはなく、多大な損失を被ることになった。 

 危機発生後のロシアは財政的に不安定ではあったが、産業構造が破壊されて

いたわけではなかったので、原油価格の上昇などにより、比較的順調に回復す

ることができた。 

 25 

2-5 アルゼンチン通貨危機 

                                                 
22 代表として、アメリカ合衆国における1000億ドル規模のヘッジ・ファンド

であったロングターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)が破たんした。当時

、年間利回り40%前後の運用成績であったため、ほかのファンドも同じ手法を

とっていた。 



 21 

 2001年から2002年にかけて、アルゼンチン共和国で発生した通貨危機と債務

危機のことを指す。 

1990年代のアルゼンチンは、1991年にカレンシーボード制を導入したことに

より、悩みの種であったインフレを克服することに成功した。為替の安定とと

もに、海外から多額の資本流入が起こり、高い経済成長率を実現した。しかし5 

、アジア通貨危機を端に発する新興国市場の通貨危機により新興国向け資金流

入が急減した。また、度重なる危機で安全指向の強まった投資家は「質・流動

性への逃避」を起こし、ドル高状態になった。1ドル＝1ペソに固定していたア

ルゼンチンの対外競争力は低下したこと。通貨危機の波は隣国のブラジルにも

波及しおり、ブラジル通貨危機が発生していた。ブラジルが通貨の切り下げを10 

行ったことにより、アルゼンチンの市場シェアは低下していった。これらによ

りアルゼンチンの対外債務に対する信認は大きく低下した。結果として、2001

年末に対外債務のデフォルトを宣言し、2002年には変動相場制に移行し、ペソ

相場は大幅に下落した。 

影響としては、債権者が個人投資家を含めて海外に拡散していたため、債務15 

危機への対応や解決が複雑なものになったことである。日本でもサムライ債（

額面価格1915億円）がデフォルトした。 

その後、豊富な鉱物資源を持つアルゼンチンは、鉱物資源価格の上昇を追い

風に貿易収支が改善し、2005年に債務交換を実施、ほとんどの投資家がそれに

応じた。 20 

 

第3節 通貨危機から得られた教訓 

 第2節で分析した5つの通貨危機より、以下4点の政策的な教訓を得た。(1) 

経済ファンダメンタルズを健全に保つことが通貨危機を防ぐ必要条件となるが

十分な条件ではない。(2) IMFや各国による通貨危機の予知は重要だが万全と25 

は言えない。(3) 通貨危機食い止めはIMFだけでは限界だった。(4) 通貨危機

は金融危機に起因しかねなく、また、その逆の場合もあり得る。 

 このような教訓を生かし、将来の通貨危機再発を防ぐことが新興国を始め全

世界に求められるので、本節において、以上4点の教訓をもとに再発防止のた

めの教訓を導き出し、その具体例および事例を第4章、第5章にて予防策、対応30 
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策として述べたい。 

 

3-1 通貨・金融体制における地域的取り組みの必要性 

 通貨危機には各々の発生メカニズムおよび理論が付随するが、危機自体がフ

ァンダメンタルズに基づくものであれ投機家・投資家のパーセプションの変化5 

や投機攻撃を受けてのものであれ、いずれにおいても自国金融当局がラストリ

ゾート23かつ地域的伝染性を持ち、またIMFの対処だけでは限界であった。そ

れらに鑑み、地域的取り組みの重要性を将来への教訓として唱える。 

 具体的には、資本収支危機を再度引き起こさないために各国が健全な経済政

策運営を心掛けることは必須であり、さらに地域全体の取り組みとして国際資10 

本の動きや各国経済動向を含めた経済サーベイランスを導入するというような

事前の対応などが挙げられる。 

 

3-2 金融システムの強固化 

 各国の金融システムが脆弱であったことも通貨危機の根本的原因であったた15 

めこれを強固なシステムに改革する必要性があることを将来への教訓とする。 

 将来的には金融不安を引き起こさないために、危機に対する耐震性の強い金

融システムを構築することが求められるが、やはり一国が独自に推進するので

はなく、最も近代的金融システムを備えていると言われる日本からのノウハウ

供与や資金的協力などというように地域協力として取り組むべき要因であると20 

考える。 

 

3-3 過剰なドル依存の軽減および解消 

 貿易規模から見てとれるように新興国は対外依存関係を持っており、また、

ドル・ペッグ制は景気の振幅が大きくなりやすく為替リスクや経済の脆弱性を25 

高めやすいという点から通貨・金融面においてはミスマッチをきたしているこ

とが分かる。その結果、金融セクターのバランスシートが脆弱になり、金融セ

クターの脆弱性、特にダブル・ミスマッチは通貨危機および金融危機に起因す

                                                 
23 破綻を瀕した金融機関に対して発動される中央銀行の機能。 
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る可能性が極めて高いという点から、ドル依存を軽減および解消することこそ

が将来の通貨危機を防ぐ教訓としての最重要課題とも言える。 

 

 

第3章 現代の新興国における問題 5 

 

第1節 新興国とは 

 新興国の位置付けを単純かつ客観的に定義づけるべく、本節では、(1)経済

成長率 (2)一人当たりGDP水準 (3)GDP規模 の3つの指標を世界平均と比べて高

いか低いかで分類する。すると、【図表12】の通りどの国も8種類のいずれか10 

に分類できる。そしてそのうち、「経済成長率が世界平均よりも高い」、「一

人当たりのGDP水準が世界平均よりも低い」という二つの条件を満たす国を新

興国と定義づける。 

 一つ目の「経済成長率が世界平均よりも高い」については過去一定期間の「

(年平均)経済成長率が世界全体の平均を上回っていること」を条件とする。 15 

 二つ目の「一人当たりGDP水準が世界平均よりも低い」については、新興国

とは「急成長している途上国」という意味合いで用いられることが多く、所得

水準の高い国は先進国に位置付けるほうが適しているので、このような条件と

した。 

 なお本節ではGDP規模を三つ目の指標としているがGDP規模の大小自体につい20 

ては新興国の定義に影響を及ぼさない。この指標を導入している目的はすでに

GDP規模が巨大な中国・インド・インドネシアなどと、GDP規模は小さいものの

注目度の高いミャンマー・ベトナムなどを区別するためである。この二つの条

件を満たす代表国として、BRICs、VISTAを新興国として定義する。 

 25 

 

 

 

 

【図表12】世界各国の8つの分類 30 
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経済成長率 一人当たり 

GDP水準 

GDP規模  

低 低 小  

低 低 大  

高 低 小 新興国 

高 低 大 新興国 

高 高 小  

高 高 大  

低 高 小  

低 高 大  

                            出所: 著者作成 

 

第2節 新興国が持つ金融グローバル化に対する問題点 

 

2-1 新興国に対する資本流出入 5 

 リーマン・ショック以降の先進国の金融緩和とともに新興国へと流入したマ

ネーは足元では逆流しつつある。中国においては景気の減速や、対ドルでの人

民元安の進行、本土内の金利の低下等を背景に貸出や現預金を中心として資金

流出へと転じている。また、新興国の景気減速や、生産過剰等により原油をは

じめとした資源価格が下落してきており、ブラジルやロシアなどでも海外資本10 

の流入が減少、または流出に転じている。 

 各国において資金流出および通貨安が進む一方で、これまで懸念されてきた

かつてのアジア通貨危機のような事態には至っていない背景としては、外貨準

備の水準が高かったことが挙げられる。また資金流出の一部はドル高に備えた

債務返済なども含まれており、必ずしもネガティブな動きとは言い切れない。15 

しかしながら、今後も資金流出の圧力は続く恐れがあることには留意が必要で

あろう。今後、各国の中央銀行が資産売却によりこれまで供給されてきたマネ

ーを縮小する際には、これまで以上に新興国からの資金流出圧力が高まる恐れ

がある。インドやブラジルのように慢性的な経常赤字を抱える新興国では欧州
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からの資金流出がより進みやすく、逆に内需が堅調なフィリピンではこの間も

資金流入が続くなど受け手側の経済状況にも左右されている。このように新興

国向けの海外資金流出入は主たる出し手がどこであるかという点と受け手の新

興国自身の経済状況という双方の組み合わせで判断する必要がある。 

 世界金融危機以降の低金利環境において、新興国債権は相対的に利回りが高5 

かったこと等から資金の流入超が続いていたが、【図表13】で示しているよう

に2015年第3四半期以降は流出超に転じている。この要因としては、原油価格

が低下する中で中国経済減速への懸念が高まり、投資家のリスク回避姿勢が強

まったことが指摘されている。これに加え、資金流出が発生する直前の新興国

債権市場の状況を整理すると、新興国債権保有者に占める海外投資家比率が高10 

まっている状況の中で、市場全体の流動性リスクが嫌気されたことが、資金流

出を更に加速させた可能性がある。 

 

【図表13】新興国債権の利回りと資金流入状況 

 15 

出所: 内閣府HP 

 

2-2 ファンダメンタルズの脆弱性 

 現代の新興国における問題として、ファンダメンタルズの脆弱性が挙げられ

る。 20 

ファンダメンタルズとは、国や企業などの経済状態などを表す指標のことで、

「経済の基礎的条件」である。外貨準備、経常収支、経済成長率、物価上昇率

などがこれに当たり、ここでは外貨準備と経常収支について述べていく。 

2-3 外貨準備 
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 外貨準備とは、通貨当局が為替介入に使用する資金であるほか、通貨危機等

により他国に対して外貨建て債務の返済が困難になった場合等に使用する準備

資産である。盛んに経済発展している新興国では、資金を外国に依存すること

が多い。そのような状況で経済混乱や金融危機が起こり、外国からの投資マネ

ーが急激に引き揚げられると、自国通貨が一気に売られることになる。もし十5 

分な外貨を持っていなければ、自国通貨を買い支えることができず、深刻な通

貨危機に陥る危険があるのだ。実際にアジア通貨危機では、タイの外貨準備が

不足していたために為替レートを一定に維持することができず、通貨の暴落を

招いている。 

このような危機に備えるため、新興国では十分な外貨準備を保有する必要があ10 

る。しかし、新興国の中では、未だに危機に対応できる十分な外貨準備が備わ

っていない国も存在する。 

 外貨準備の適正な水準については、現在は輸出入変動のショックによる経常

収支危機に対処するため、輸入総額の三ヶ月分が必要と言われている。ベトナ

ムの外貨準備高は2014年時点で34.19（単位:10億USドル）である一方、輸入総15 

額の三ヶ月分は36.565（単位：10億USドル）となっていて、外貨準備の適正な

水準を下回っている。他の新興国では、現在の外貨準備の適正水準である輸入

総額の三ヶ月を上回っている国がほとんどだが、私たちは現在の水準では不十

分であると考える。これについては第４章の通貨危機の予防策で詳しく述べて

いく。 20 

 新興国では、外貨準備が不足していることが問題であるが、中国では逆に外

貨準備が膨大すぎるという問題がある。（【図表14】）中国では、人民元高の

速度を穏やかにするための大規模な為替介入を行って外貨準備高が膨れ上がっ

ている。外貨準備の膨大化は、調達コストや人民元高による資産目減りのリス

クが増大するという問題もある。将来人民元が大幅に高くなれば、米ドルなど25 

の外貨建て資産は、人民元で見ると目減りしてしまうことになるのである。ま

た外貨準備の額が大きければ大きいほど、為替リスクにも晒されるため、中国

は現在非常に大きなリスクを抱えていると言える。 

 

【図表14】中国の外貨準備高の推移 (単位:10億USドル)  30 
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出所: 世界銀行HP 

        

2-4 経常収支 

 ここでは新興国の経常収支について述べていく。経常赤字を抱える新興国で5 

は通貨安が進んできた。経常赤字を抱える新興国では、経常黒字国と比べ、通

貨下落率が大きい傾向にある。（【図表15】）これは経常赤字分の資金調達を

海外に依存し、調達の中身によっては赤字ファイナンスに支障をきたすことが

懸念されるためである。また、直接投資中心の国よりも、証券投資やその他投

資が中心の国の方が世界金融市場の動きに左右され易く脆弱である。こうした10 

観点から経常赤字新興国のファイナンス構造を比較すると、直接投資が中心の

ブラジルとインドネシア、証券投資が中心のトルコ、その他投資が中心の南ア

フリカとインドに分類できる。例えば、トルコは過去と比べて潤沢な外貨準備

残高を有しているものの、資本収支に占める証券投資の割合が高いことから短

期的な資金の動きに左右されやすいとの解釈ができる。こういった点からも金15 

融情勢の変化が各国にもたらすリスクを見る上では、経常赤字のファイナンス

構造の相違にも目を配る必要がある。 
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【図表15】対ドル通貨下落率と経常赤字 

                         出所: 三井住友信託銀行HP 

 

第3節 通貨危機の発生可能性 

 これまで本節に至るまでに第2章にて5つの通貨危機の実態を明らかにし、ま5 

たそれらから得られた教訓および将来に向けた教訓を提示してきた。さらに第

３章にて現代の新興国が金融グローバル化に対して、どのような問題点を持っ

ているのかを明確にした。それらを踏まえ、本節では、今後新興国にて通貨危

機が再来する可能性はあるのか、について述べたい。 

 まず、第２章にて述べた通貨危機発生理論の第一世代モデル、第二世代モデ10 

ルおよびバランスシートモデル型の通貨危機の発生可能性は極めて低いと考え

る。例えば、アジア通貨危機発生当時のタイや韓国を筆頭とする東アジア諸国

は巨額の経常収支赤字を抱える一方で、外国から多額の資金を調達し経済成長

の足しにしていた。しかし投機筋の売り圧力を受けて、ドル・ペッグ制や固定

為替制度を採用していた国々の通貨は急落した。また、多額の外貨建て債務を15 

抱えていた銀行や企業の資金操りが急速に悪化し、多数の国々が景気後退に陥

った。しかし、現在の東アジア諸国では以上のような展開が再現される公算は

小さいとする。その理由として、一部の国を除き変動相場制を採用しており、

日常的に為替レートの調整が行なわれていることや、対外債務構造が改善され

、外貨準備を豊富に有していることなどが挙げられる。 20 

 しかし近時の新興国において、外国人投資家が影響力を強めると同時に株安

が進行している。この背景として、90年代後半より株式市場の対外開放が進ん

だ国々において株式売買高に占める外国人のシェアが高まったことが指摘でき
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る。【図表16】に見られるように、外国人のシェアは30％を超えている。また

、各国証券市場に流入していた外国人投資家の資金が、サププライム・ローン

問題が顕在化して以降、アジアから流出している可能性が高い、という一説も

ある24。 

 5 

【図表16】株式市場における外国人売買高のシェア(2007年) 

出所: 高安(2008) 

 

 今後の展開として、新興国における通貨動向は外国人投資家の行動や各国の

政策対応にかかっていると言える。また、2008年頃に見られた食糧・資源価格10 

の高騰による国際収支の悪化なども懸念事項として挙げられ、それにより通貨

価値が下落するとコスト・プッシュ・インフレ25に波及し政策対応が困難にな

る。これが発生した場合、通貨売り圧力がさらに強まるとともに、経済ファン

ダメンタルズ改善に長期的に向き合わなければならないことになるだろう。以

上の点で、新興国において今後通貨危機が発生する可能性はゼロではない。 15 

 

第4節 新興国は世界経済の成長エンジンとなりうるのか 

 近頃の世界経済成長パターンは、かつては先進国主導によるものだったが新

興国主導へと転換してきている。これを踏まえ、新興国には依然として世界経

済の成長エンジンとなりうる可能性が多いにあると考える。しかし、ただ一口20 

                                                 
24 国宗(2013)を参照。 
25 原材料費や賃金の急激な上昇により引き起こされる物価上昇現象のこと。 
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に先進国、新興国とはいっても国ごとに見ると規模や所得水準、産業構造など

様々な面においてばらつきが見られる。また、その違いは各国の経済発展の方

向性などを左右する。 

 

4-1 先進国の限定的成長力 5 

 

【図表17】2011年〜2014年の平均予測 

 成長率 世界成長寄付度 

先進工業国 1.3 0.30 

先進サービス国 

      -米国 

      -その他 

1.6 0.57 

2.3 0.50 

0.6 0.7 

先進資源国 2.5 0.13 

中所得工業国 3.7 0.49 

低所得工業国 7.3 1.29 

高所得資源国 4.9 0.10 

中・低所得資源国 4.3 0.14 

農業国 4.6 0.02 

新興サービス国 3.8 0.01 

出所: 国際通貨基金HP 

 

 まず【図表17】における先進国と新興国の区分はIMFによる定義に従った(【10 

図表18】参考)。【図表17】はIMFが集計した2011年から2014年までの期間にお

ける成長率および世界成長寄付度をまとめたものである。 

 平均成長率を見てみると先進サービス国が1.6%と先進工業国の1.3%を上回る

形になっているが、米国の影響が大きい。米国の他に先進サービス国と分類さ

れているのはいずれも経済低迷が顕著なフランスや英国といった欧州の国々で15 

あり、米国を除くと成長率は0.6%と先進工業国を下回る予測となっている。つ

まり、財政・金融危機を払拭できない欧州諸国や低迷の続く日本を主軸とする
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先進国経済の成長力は依然として低いという見方ができる。例外的に可能性を

持っているのはイノベーションを実現する力に期待が集まる米国に加え、韓国

やシンガポールを始めとしたアジア勢、そして先進資源国等といった少数に限

られている。また、以上のアジア勢や先進資源国の成長は、世界経済、特に中

国を始めとする新興国の成長度合いに左右されることが想定される。 5 

 

【図表18】世界各国のカテゴリー区分の定義 

カテゴリー 定義 

先進工業国 先進国中、製造業比率が15%以上の国 

先進サービス国 先進国中、鉱業比率が10%未満で、 

     製造業比率が15%未満の国 

先進資源国 先進国中、鉱業比率が10%未満の国 

中所得工業国 新興国中、一人当たりGDP1万ドル以上、 

     鉱業比率20%未満、製造業比率10%以上の国 

低所得工業国 新興国中、一人当たりGDP1万ドル未満、 

     鉱業比率20%未満、製造業比率10%以上の国 

高所得資源国 新興国中、一人当たりGDP2万ドル以上、 

     鉱業比率20%以上の国 

中・低所得資源国 新興国中、一人当たりGDP2万ドル未満、 

     鉱業比率20%未満の国 

農業国 新興国中、農業比率15%超、鉱業比率20%未満、 

     製造業比率10%未満の国 

新興サービス国 新興国中、鉱業比率20%未満、製造業比率10%未満、 

     農業比率15%未満の国 

出所: 国際通貨基金HP 

 

4-2 工業国中心の新興国成長力 10 

 前節にて先進国の成長力は限定的であり、【図表17】より新興国、特に低所

得工業国の成長率および世界成長寄付度の数値から今後の世界経済成長は新興
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国主導になると言っても過言でない。しかし、新興国主導といっても、実際に

は低所得工業国に分類される中国頼みの色彩が強いことは明確である。また、

アジア周辺新興国や資源国の成長率が比較的高めに見積もられているのも中国

の高成長が前提となっているのではないか、と考える。しかし、中国経済は欧

州経済失速の影響を受けて2012年以降顕著に減速してきている。(【図表19】) 5 

 

【図表19】中国の経済成長率 

 

出所: 世界経済のネタ帳HP 

 10 

 今後も中国経済の減速が続くようであれば、先進国への波及効果も踏まえた

結果、世界の経済成長は大幅に鈍化するのではないだろうか。しかし、世界経

済の成長エンジンになりうるのは中国に限らず、中所得工業国にも可能性はあ

ると考える。中所得工業国というカテゴリーに分類される国において、「中所

得の罠26」という言葉に象徴されるように長期的に低迷している国が多いが、15 

構造改革や産業政策の成果で活力を取り戻しつつある国も見られる。また、既

に相応の規模を持つブラジルやロシア、メキシコ、トルコ、アルゼンチンなど

の国々の経済が活性化されれば世界経済への寄与について大きく期待できる。 

 今後の世界経済において成長エンジンとしてもリスクファクターとしても中

国が最大の注目点をなることは明らかだが、中長期的な視点から、中所得工業20 

                                                 
26 経済発展の途上で高成長を遂げた国でも、所得水準が一定のレベルを超え

ると成長ベースが衰え、先進国にキャッチアップする手前で停滞してしまう現

象、もしくはその傾向を指す。 
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国の活性化や新興資源国や農業国の鉱業化など、新興国内において世界経済の

成長エンジンとなりうるポイントは大いにあるとする。 

 

 

第4章 通貨危機の予防策 5 

 金融グローバル化の進展は確かに新興国に好影響を及ぼしてきたが、それと

同時に前章で述べたような通貨危機が発生するリスクも伴ってきた。また、一

度通貨危機が発生してしまうと近辺諸国に飛び火してしまう可能性があり、そ

の危機により経済状況が悪化し、失業率上昇や貧困深刻化の問題などが多々見

られるようになる。これらを未然に防ぐため、本章では通貨危機に対する予防10 

策を先進国と新興国とに分けて提言したい。 

 

第1節 先進国の取り組むべき予防策 

 通貨危機を予防するために先進国が行うべき政策として、(1) 経済ファンダ

メンタルズの改善、(2) 為替相場の安定化、(3) 政府による情報開示の明確化15 

 を提示する。なお、本章における「先進国」はIMFなどの「国際機関」も含め

ることとする。 

 

1-1 経済ファンダメンタルズの改善 

 先進国経済と新興国経済は密接な関係にあるので、先進国が景気低迷してい20 

ると新興国経済にも大きく悪影響を及ぼし、各国で発生する危機の原因となる

他、新興国経済の発展を妨げることになりかねない。よって、世界経済を先導

するG7国家27の経済ファンダメンタルズの早期回復が求められる。経済ファン

ダメンタルズを改善するには経済成長率を上昇させることが必須である。 

 25 

 

                                                 
27 先進7カ国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本、カナダ、イタ

リア)のこと。 
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【図表20】先進国・新興国の経済成長率見通し(%) 

出所: 国際通貨基金HP 

 

 【図表20】より、新興国は先進国における経済成長率低迷に反して発展余地

が比較的大きいことが分かる。しかし、全世界におけるGDP比率の内約60%を先5 

進国が担っていることから全体の経済ファンダメンタルズを改善するためには

先進国のGDPを拡大させることが必須となる。28GDP拡大の具体的な手段として

、資本・労働・技術の3要素におけるそれぞれの進展が欠かせない。 

 

【図表21】経済成長に必要な3つの要素 10 

要素 例 

資本 
・工場の増設 

・店舗の増床 

労働 
・人口の増加 

・教育水準の向上 

技術 

・新しい生産方式の導

入 

・生産性の高い機械の 

 発明 

             出所: 日本経済新聞プラスワン 2011年9月9日 

 

                                                 
28 日本銀行HPより参照。 
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 【図表21】の内容を行うことで先進国の経済ファンダメンタルズが改善され

、それに伴い、世界の経済ベースが固まり、新興国経済にも恩恵を与える。以

上の点から、新興国における通貨危機を未然に防ぐことができ、また、万が一

危機が発生した場合にも各国における被害を最小限に抑えることが可能である

と考える。 5 

 

1-2 経済サーベイランスの強化、またその開示 

 第一に、IMFは既存のサーベイランス機能を強化すべきである。｢サーベイラ

ンス機能｣とは通貨危機への事前対策としてIMFが有しているものであり、通貨

危機を未然に防ぐ役割を担っている。そもそもサーベイランスとは国際金融シ10 

ステムの安定確保を目的に設けられたものであり、変動相場制の採用が認めら

れたことを受け、国際通貨安定を目指すべく、先進国･新興国と関わらずIMF加

盟国の為替政策を調査･監視することとなった。これにより加盟国はIMFへの自

国の為替政策に関する情報の提供および為替政策についての協議の機会を持つ

義務を課されることとなった。しかし、IMFはこれまで｢小国」いわば新興国に15 

対してのみサーベイランスを強制し、「大国」いわば先進国には大した影響力

を持っていなかった。だが、ドルが世界の基軸通貨とされている中、ドルの動

向を規定するアメリカ経済のサーベイランスが軽視されるべきではないのでIM

Fは先進国に対しても影響力を持ち続けるべきであると考える。また、IMFの経

済情報の把握はより強化できるのではないかと考える。1997年のアジア通貨危20 

機を例とすると、当時、危機に見舞われた諸国では外貨準備の増加傾向や財政

収支黒字が見られていたなど、いわゆる「古典的危機モデル」と先行指標が異

なっており、その指標から危機を想定することができなかったのではないか、

と考える。しかし、サーベイランス機能自体は通貨危機予防策として大きく期

待できるのでＩＭＦが以上の点を強化したのであれば予防策として役割を果た25 

せるのではないだろうか。 

 第二に、ＩＭＦなどの国際機関は、市場に対する情報開示における透明性を

より強化すべきであろう。中央銀行準備や先物操作に関する詳細な情報を含む

よりタイムリーな情報提供をすべきだ、という議論が支持されていることを踏

まえ、マクロ・ミクロそれぞれの視点に立ち市場全体および市場参加者につい30 
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ての情報を開示すべきだと提言する。 

 

第2節 新興国の取り組むべき予防策 

 

2-1 経済ファンダメンタルズの改善 5 

 通貨危機の発生要因として様々な原因がつきまとうが、マクロ経済ファンダ

メタルズの脆弱性とその悪化、例えば経常収支赤字やガバナンス問題などが輸

出の伸び率およびＧＤＰ成長率の鈍化を招き、間接的な原因となっていたので

はないか、と考える。 

 10 

【図表22】アジア通貨危機における各国の脆弱性の要因 

要因 タイ インドネシ

ア 

韓国 

固定為替制度(外貨準備減耗) ◯ ◯ ◯ 

経常収支赤字 ◯ △ × 

財政赤字 × × × 

銀行・金融機関の脆弱性 ◯ ◯ ◯ 

政府の短期債務 △ × × 

短外短期債務総額 ◯ ◯ ◯ 

ガバナンス問題 △ ◯ △ 

      備考: 記号の意味: ◯=非常に深刻、△=深刻、×=深刻ではない 

       出所: 経済産業省HP  

 

 【図表22】より、固定為替制度(外貨準備減耗)、銀行・金融機関の脆弱性、15 

対外短期債務総額が最も深刻な共通要因として見られる。固定為替制度におい

て、そもそも新興国では外貨準備が不足していることが問題視されているので

外貨準備不足の改善として、また、銀行・金融機関の脆弱性は銀行・金融シス

テムの健全化としてそれぞれ予防策を提言したい。 

 20 
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2-2 外貨準備不足の改善 

 第３章の第３節で述べたように、新興国では、外貨準備が不足していること

が問題となっている。政府や中央銀行が為替介入を行う際に元手となる外貨準

備は、通貨危機を予防するにあたって欠かせないものである。外貨準備の適正

水準については資本移動の規制されていたブレトンウッズ体制期やその後は年5 

間輸入額の三ヶ月分が基準とされている。現在新興国では、過去の通貨危機か

ら学んだ教訓を生かし、通貨危機に備えて外貨準備を増やそうという動きがあ

り、適正水準を上回っている国がほとんどだ（【図表23】）。 

 

【図表23】新興国の外貨準備高と外貨準備適性水準 10 

（単位：１０億USドル

） 
外貨準備高（2014年） 

適正水準（年間輸入額

の三ヶ月分）（20 14年

） 

ベトナム 34.19 37.32 

インドネシア 111.86 44.55 

トルコ 127.42 60.55 

アルゼンチン 31.41 16.33 

南アフリカ 49.12 30.49 

            出所: 世界銀行HP  

 

 しかし、外貨準備は現在の適正水準では不十分であると考える。私たちの考

える外貨準備の適正水準は、年間輸入額の三ヶ月分と対外短期債務の一年分を

合わせた額である。ここでは、対外短期債務を向こう12ヶ月に返済期日が到来15 

するものと定義する。輸入総額の三ヶ月分というのは、資本規制が自由化され

る前から最低基準とされていたものであり、資本規制が自由化され、国境を越

えた資金フローが急増し、貿易以上に資本の流出入が容易な現在には適してい

ない。輸入総額の三ヶ月分だけでは、金融取引上の外貨流出に対応することは

できず、対外短期債務の一年分だけでは、貿易を中心とした実体経済への波及20 

効果が考慮されていないことになる。よって、実体経済と金融取引上の資本流

出の両方に対応することができる基準が適正であると、私たちは考える。 
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 この新しい基準が適用されれば、例えば、現在49.12(単位:10億USドル)の外

貨準備を保有している南アフリカでは11億USドルほどの外貨準備が不足するこ

とになる。新基準を適用した際に外貨準備高がその水準に達していない場合は

、ＩＭＦ監督の下、外貨準備の積み立てを義務付ける。外貨準備高は多すぎて

も、少なすぎても問題になるため、重要なのは外貨準備の額ではなく、そのと5 

きの経済状況を考慮した外貨を準備することである。結論、私たちは、外貨準

備の適正水準を年間輸入額の三ヶ月分と対外短期債務の一年分を合わせた額に

改正した上で、その新水準以上の外貨準備を備える必要があると考える。 

 

2-3 銀行・金融システムの健全化 10 

 第2章3節で金融システムの強固化が必要であることを述べたが、中でも銀行

の健全化は通貨危機の発生を抑制させる要因として極めて重要である。その理

由として、（1)銀行不安があれば当該国へ投資をおこなっている海外投資家は

安全な金融機関を求めて海外へ投資するようになる、（2)適切な規制がなされ

ないまま国内的・対外的に金融市場が自由化されると銀行部門・企業部門とも15 

に過大な借り入れがおこなわれる、（3)政府の利子率の引き上げ・景気の抑制

など通貨危機防衛に必要な政策実施が困難になってしまう、という三点を挙げ

る。よってここでは銀行システムを健全化するための対策を講じる。 

 銀行部門を健全化するため、バーゼル合意を用いる。バーゼル合意とは、バ

ーゼル銀行監督委員会が公表している国際的に活動する銀行の自己資本比率や20 

流動性比率等に関する国際統一基準のことである。バーゼルⅠとして1988年に

最初に策定され、2004年にバーゼルⅡとして改定された。その後、2007年以降

の世界金融危機を契機として、再度見直しに向けた検討が進められ、2010年に

新しい規制の枠組みについて合意が成立し、バーゼルⅢとして改定された。 

 バーゼルⅠについて、国際的な銀行システムの健全性の強化と、国際業務に25 

携わる銀行間の競争上における不平等の軽減を目的として策定された。これに

より銀行の自己資本比率の測定方法や達成すべき最低水準が8%に定められた。 

 バーゼルⅡについて、(1) 最低所要自己資本比率規制およびリスク計測の精

緻化 （2) 銀行自身による経営上必要な自己資本額の検討と中央銀行によるそ

の妥当性の検証 (3) 情報開示の充実を通じた市場規律の実行性向上 を三つの30 
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柱として策定された。バーゼルⅡでは、バーゼルⅠ同様達成すべき自己資本比

率の最低水準は8%に定められ、銀行の抱えるリスク計測の精緻化が行われた。 

 バーゼルⅢについて、金融危機の再発を防ぎ、国際金融システムのリスク耐

性を高める観点から、国際的な金融規制の見直しに向けた検討が行われた結果

、合意が成立した。具体的には、金融危機の経験を踏まえ、自己資本比率規制5 

が厳格化されることとなったほか、定量的な流動性規制や、過大なリスクテイ

クを抑制するためのレバレッジ比率が新たに導入された。つまりバーゼルⅢは

金融危機の教訓をもとにしているので、銀行が経営危機に陥っても、返済不要

の普通株などによる資金を十分に保有していれば、損失を穴埋めでき危機を回

避できるという考え方である。これによりバーゼルⅢを満たしていれば、銀行10 

部門が健全であるといえる。 

 

2-4 資本移動規制 

 第2章や第3章で述べているように、ほとんどの通貨危機が急激な資本の流出

を契機に起きており、ファンダメンタルズの弱い新興国はそれにうまく対応す15 

ることができずに危機に陥っている。また、ファンダメンタルズが良好であっ

た国でさえも、何らかの理由でマーケット・センチメント29が悪化し、資本流

入が突然ストップすることにより危機に陥る可能性もある。また、多くが投機

家などによる資金の回収が関係している。つまり、通貨危機は投機的国際資本

移動と深い関係性があり、資本移動規制が通貨危機に有効であると考える。 20 

 投機的資本移動の規制案として、1970年代にジェームズ・トービンが提唱し

たトービン税（金融取引税）が有力な案として挙げられる。トービンは金融資

本の過剰な通貨間移動性を問題ととらえ、すべての通貨間を交換する直接為替

取引に対して、取引のサイズに比例して、一律の税をかけることを提唱した。 

 金融取引税の優れている点は、短期の投機のみを抑え込み、長期の国債投資25 

には、できるだけ影響を与えないように考えられているところである。例えば

、取引回数の多い短期投機の場合、取引のたびに税が課されるため、投機家に

とっては負担となる。しかし取引回数の少ない直接投資などの長期的な投資に

                                                 
29 株式市場やFX市場などの市場心理、あるいは投資家心理。 
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は、相対的に負担にならない。つまり、長期的な投資に対しては影響が少なく

、金融取引税の第一の目的である短期の投機的金融取引を抑えることができる

のである。金融取引税は税収面でのメリットもある。もし、投機アタックに襲

われたとしても、金融取引税は政策当局に息つぎをする余裕を与える意味があ

る。また、税徴収に関しても、新興国は100%を留保することで、資金調達の新5 

たな手段となり得る。先進国は税収の一部をＩＭＦなどの国際金融機関に集め

るか、同一地域内において金融協力の枠組みを作り、そこにストックする。そ

れらを危機の際に使用することで、即座に流動性供給することで、金融システ

ムの安定化が期待される。 

 金融取引税の実現可能性としての最大の難問は、国際同意を得られるか否か10 

である。いくつかの国のみで導入したとしても効果はない。しかし、世界中の

国を入れる必要はなく、主要な外国為替市場30を抑えれば実現可能性は高まる

とされている。EUにおいても金融取引税導入についての話し合いが進められて

おり、ロンドン為替市場を持つイギリスは反対しているものの、ドイツ、フラ

ンスなどの10か国による協議が行われている。このように、金融取引税は通貨15 

危機に対する予防策の一つとして期待できる。 

 

2-5 ドル化脱却 

 近年世界中の新興国・途上国で自国通貨が存在するにも関わらずアメリカド

ルが事実上の代替通貨となるドル化が進んできている。通貨危機、経済危機後20 

の経済復興のためにドル化を推進してきた国はそう少なくはない。このように

見てみるとドル化は危機予防として適切であるかのように思われるが潜在的に

はその国の金融システムの脆弱性を内包している。本節では特にドル化が進む

東南アジアの３カ国(カンボジア・ラオス・ベトナム)を例にとって金融システ

ムに与える影響を論じていくこととする。 25 

第一にドル化が著しく発展した背景としては、アジア通貨危機後海外からの多

量のドルの持ち込みや送金が行われたことが挙げられる。そのことにより国民

通貨の存在量に比べて非常に多量の貨幣として機能するドルが存在することと

                                                 
30 香港、シンガポールを含む8つほどの主要な外国為替市場 
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なった。 

 ドル化のメリットとしては通貨価値が安定し、国内の物価や経済全体の安定

が維持されるという点が挙げられる。ドル化が進められることによって自由な

取引が可能となり経済発展を促していた。だがしかし、海外ドルの送金の増減

が通貨供給量の変動を左右し国内のドル現金流通量の管理が困難であり、ドル5 

金利の変動に国内の金利が影響を受けやすいなど、国内の自立的な金融政策が

とりにくいということも事実である。金融機関の活動がドル化することによっ

て中央銀行の最後の貸し手機能が無効になり金融システム全体の安全性維持が

困難となる可能性がある。またこれまでは新興国が経済成長をし続けられるに

足るドル資金流入があったが、将来も持続するかは定かではない。 10 

 以上の点から各国政府は長期目標として「非ドル化」を掲げ、ドルに頼らな

い金融システムの育成に力を注いでいる。自国での自立的金融政策を推し進め

ることにより通貨危機に対して根本的に防ぐことが出来るのではないかと考え

る。 

 15 

 

第5章 通貨危機の対応策 

 

 本節では、第２章で明らかになった通貨危機をめぐる問題を踏まえて、新興

国が危機に直面した場合の対応策を考えていく。 20 

 

第1節 民間セクター関与 

 私たちは通貨危機時の民間セクター31関与を提案する。民間セクター関与と

は、国際的な金融危機や通貨危機の解決にあたって、ＩＭＦなどの公的セクタ

ーだけでなく、投融資を行なった民間セクターも応分の負担をすべきという考25 

え方である。民間投資家が投資判断を行うに当たり、危機対応に関与させられ

る可能性を計算に入れることにより、投資家が投資先のリスクをより的確に判

                                                 
31 ここで言う民間セクターは、営利団体(株式会社)と非営利団体(財団法人、

社団法人など)の民間投資家を指す。 
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断できるように促す。通貨危機対応への民間セクターの関与を制度化すること

は、通貨危機が発生した場合の国際的な枠組みのなかでの対応手順を明確化し

、急速な事態の進展のなかでの不確実性を低減させ、混乱の増幅を抑制する効

果が期待できると私達は考える。90年代に入って新興市場諸国への民間部門に

よる国際資本流入が急増したことから、危機解決にあたって必要とされるＩＭ5 

Ｆの資金規模も急増し、逃げ足の速い短期資本に対処するための機動性がＩＭ

Ｆ融資に求められることとなった。こうした「資本収支」危機に対応するため

の新型融資制度として創設されたのが、補完的準備融資制度（SRF、97 年）、

予防的クレジットライン（CCL、99 年）である。これらは、「債務超過ではな

いが流動性不足に陥った金融機関に対しては、高利子率で短期緊急融資を行な10 

うべき」というバジョットの中央銀行の「最後の貸し手」論をＩＭＦにあては

めようとするものである。しかし、ＩＭＦのSRF・CCLと中央銀行の最後の貸し

手機能との間には本質的な相違が残されている。それは、発券銀行であるがゆ

えに資金制約のない一国の中央銀行と異なり、ＩＭＦはいわば共同出資で成立

している「信用組合」であり、その利用可能な資金は、加盟国からの出資額お15 

よび借入額に限定されている点である。このため、深刻な国際金融危機の場合

、IMF による支援融資だけでは当該新興国に対する投資家や債権者の信認をつ

なぎとめるには不十分である危険性が高く、民間セクターによる新規資金の提

供や債権残高の維持といった協力が必要とされると考える。また、通貨危機対

応での民間セクターの関与の制度化については、「可能な限り市場機能を活用20 

した自発的な仕組み」が望ましいといった原則論（ＩＭＦ［2001］）について

合意が得られているため、具体的な制度の導入もしやすい。 

 

第2節 通貨スワップ協定 

 第2章3節から通貨危機を受けた時の対応策として地域的な取り組みの必要性25 

を述べることができる。地域的な取り組みとして通貨スワップ協定を挙げる。 

 通貨スワップ協定とは、国や地域が互いに外貨準備を活用して、主に米ドル

などの外貨を融通しあう取り決めのことである。これは金融危機や通貨危機な

どに備え、各国政府や中央銀行が市場の安定に必要な資金を融通しある仕組み

で、予め決めておいた交換レートと限度枠の範囲内で、相手国の要請に応じて30 
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通貨を交換するものである。これにより、もしある国で通貨危機が発生し、為

替レートが急落し、貿易決済や為替介入のために必要な外貨が不足した場合な

どに、その国の通貨と引き換えに、協定国が外貨を一時的に貸し出すことで通

貨や経済の安定を図り、深刻な事態に陥るのを防ぐことが可能になる。 

 実例として東アジア地域では、アジア通貨危機の経験からＡＳＥＡＮに日中5 

韓を加えた「チェンマイ・イニシアティブ」の構築が2000年に合意された。こ

れは、二国間協定から始まり、2010年には多国間協定へと進展したケースであ

る。実際、二国間協定だと日本や韓国、中国のように関係が常に良好とは限ら

ない場合に確実に資金の融通が起きるかが不確定である。多国間協定ではこの

ようなリスクを回避できる。ただ、アジア通貨危機のように地域間での通貨暴10 

落が発生した場合での対応は遅れるであろう。また、地域にアンカーとなる国

32が存在しない場合に備え、地域の枠組みにとらわれない協定33が結ばれてい

る。 

このように地域間での対策も必要だが、地域での影響を受けない国同士での協

力も重要であり、それぞれ国が多くの国や地域との関わりを深めることが通貨15 

危機の対応策になりうるであろう。 

 

第3節 通貨危機国への経済再生支援 

 ここでは、通貨危機国への経済再生支援を提案する。通貨危機とは、なんら

かの理由で通貨の価値が下落し、それが経済活動に悪影響を与える現象である20 

。そのため、通貨防衛策が成功して、通貨価値の下落が起こらなくても、それ

に伴って経済活動の減退などが生じるならば、これも通貨危機と呼べる。つま

り私達は、ＩＭＦによる資金援助だけでは、通貨危機発生時の対応策としては

不十分であると考える。先進国が新興国に対して経済再生支援を行うという前

提で、具体的にどのような経済再生支援を行うのか述べていく。 25 

 

                                                 
32 経済ファンダメンタルズが十分に良好な国 
33 日本ではアメリカ、EU、イギリス、カナダ、スイス、オーストラリアと、

中国では南アフリカと協定が結ばれている。 
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3-1 雇用創出プログラム 

小規模インフラの改修等の労働集約的事業を行い、緊急雇用を創出する。通

貨危機が起こると、その国の経済は崩壊し、当然失業率も上昇する。その失業

した労働者達を受け入れ、小規模インフラの改修等の労働力が必要な事業を行

う。その際には、外国人労働者の受け入れを拡大することになるが、今現在人5 

手不足である日本にとっては、安価な労働力が手に入るため、新興国側と双方

にメリットがあると考える。 

 

3-2 医薬品・食糧支援と保険プログラム 

通貨危機は通貨の暴落だけでなく実体経済にも悪影響を及ぼす。そのため、10 

十分な数の医薬品や食糧の確保が難しくなる。よって、それらを直接危機国に

対して支援するという提案を行う。 

 

【図表24】医薬品・食糧支援と保険プログラム対応策のまとめ 

医薬品・食糧支援 
通貨危機の影響により十分な医薬品の補充ができない

各地方の保健所等に、常備すべき薬品の整備を行う。 

基本的保険・医療サ

ービス 

村落助産婦等による訪問サービス、予防接種、妊娠相

談等の予防的医療や、治療医療等の基礎的サービスの

維持を行う。 

                                               出所: 著者作成 15 

 

3-3 学童向け奨学金プログラム 

 通貨危機の影響により親は子どもを小中学校に通わせる経済的余裕がなくな

り、多くの子どもは家計を助けるための労働を余儀なくされると考える。この

ような貧困層世帯の子どもたちに奨学金を支給し、就学を維持する。 20 
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終章-おわりに 

 

 1971年のニクソン・ショックにより、ブレトン・ウッズ体制が崩壊したこと

から始まった金融のグローバル化は、先進国に新たな投資先を与えると同時に

、新興国の経済を急速に成長させるという恩恵をもたらした。しかしその一方5 

で、金融のグローバル化は主に新興国で様々な問題を引き起こし、金融危機を

もたらす要因にもなってしまった。それでも私たちは、金融のグローバル化は

必要なものだったと考える。なぜなら、金融のグローバル化は、経済を成長さ

せる上で、欠かせないものであり、金融システムを適切に管理し、予め予想さ

れる問題に対して予防策を講じることによって、金融のグローバル化による悪10 

影響を最小限に止めることができれば、その恩恵を最大限に受けることができ

るからである。 

 つまり、金融のグローバル化によって引き起こされる問題に上手く対応しつ

つ、金融のグローバル化を経済成長の促進要素とすることが望ましいと私たち

は考える。 15 

 その具体的な対応とは、本稿の４章と５章で提案した内容である。主な提案

として、先進国では、経済ファンダメンタルズの改善、為替相場の安定化、政

府による情報開示の明確化を、新興国では、銀行・金融システムの健全化、ド

ル化脱却、外貨準備高が不足しているという問題に対して適正水準を上げるこ

とによってその改善を、短期資本が急速に流出入するという問題に対しては、20 

金融取引税の導入による資本移動規制を提案した。また、新興国が通貨危機に

直面した場合の対応策として、国際的な金融危機や通貨危機の解決にあたって

、IMFなどの公的セクターだけでなく、投融資を行なった民間セクターも応分

の負担をすべき、という民間セクター関与と、通貨危機国に対する直接的な経

済再生支援を提案した。 25 

 これらの提案を実行することで、危機の発生を予防しつつ、仮に危機が発生

したとしても、その被害を最小限に抑え、深刻な危機に直面することなく、金

融のグローバル化を最大限に活用し、安定した経済成長を実現することができ

ると私たちは考える。 

 30 
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