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1節

はじめに

本章では、アジアの地域経済統合、その中でも特に、地域金融協力に焦点
を当てる。
第 2 節：アジアの次に通貨金融協力の歴史では、まず、東アジアにおける
地域金融協力の契機となったアジア通貨危機について概説する。次に、通貨
当局間の互助システムであるチェンマイ・イニシアティブについて解説した
あと、アジア債券市場を概説し、最後に ASEAN ＋ 3 マクロ経済リサーチ
オフィスについて論じる。
第 3 節：アジアの域内経済統合と「一帯一路」構想、AIIB および人民元
の国際化では、アジアの金融経済協力の行方を左右する中国の動きを取り上
げ る。 特 に、
「 一 帯 一 路 」 構 想 や ア ジ ア イ ン フ ラ 投 資 銀 行（Asian
Infrastructure Investment Bank：AIIB）と人民元の国際化について論じる。
第 4 節：アジア太平洋地域の通商秩序とメガ FTA の行方では、アメリカ
のトランプ政権の誕生に揺れるアジア太平洋の通商秩序について論じる。
RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership：東アジア地域包
括的経済連携協定）と TPP（Trans-Pacific Partnership：環太平洋パートナ
ーシップ協定）を巡る最近の動向と我が国に残された選択肢について論じ
る1。

1

本章の図表の作成にあたっては、アジア開発銀行研究所（Asian Development Bank
Institute：ADBI）の Research Associate である Dr.So-heon Lee に多大のお世話にな
った。
（文中意見に渡る部分は、筆者の個人的見解であり、筆者が所属する組織の見解ではない。）
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第

2節

アジアの通貨金融協力の歴史

Ⅰ アジア通貨危機
1 ．通貨金融協力の契機
東アジアにおける通貨金融協力の契機となったのは、1997年から98年にか
けて、東アジアを襲ったアジア通貨危機である。1997年から1998年にかけ
て、タイ、インドネシア、韓国など東アジアの新興国を相次いで襲ったアジ
ア通貨危機は、政治経済を混乱させ、長期失業と貧困を増大させ、社会に深
い亀裂を残した。
その際、金融危機対策のための財政支出、為替の暴落による外貨建て債務
負担の増大、不況による税収の落ち込みと景気対策のための財政支出拡大に
よって、各国の政府債務は大きく増大した。この苦い経験を教訓として、ア
ジア新興国では、為替レートの柔軟化、金融規制・監督の強化、健全な財政
運営によって、過剰投資を抑制して経常収支を黒字化し、外貨準備を蓄積し
てきた。
2 ．ドル・ペッグ制
アジア通貨危機に見舞われた国では、危機前、自国通貨の対ドル為替レー
トの変動を非常に狭い範囲に限定するように、為替介入を行っていた。アジ
ア地域では、ドルが貿易、投資や金融に関する国際取引で支配的な地位にあ
ったため、多くの国が事実上のドル・ペッグ制によって、自国通貨をドルに
対して固定していたのである。1997年 7 月にタイ・バーツが切り下げられる
と、同じように事実上ドル・ペッグ制をとっていた周辺諸国でも切り下げが
起こるのではないかという憶測が瞬く間に広がり、マレーシア・リンギやイ
ンドネシア・ルピアに対する投機が激しくなった。
ASEAN 諸国では、外資を積極的に導入し、急速な近代化を追求してい
た。タイでは、国内貯蓄率は十分に高かったが、国内投資率はそれよりもさ
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らに高かったため、この国内の投資超過分を海外からの借り入れで賄い、経
常収支の赤字が GDP 比10％程度と大きかった。さらにタイでは、金融の自
由化・国際化を目指して、バンコクにオフショア金融センターを設立した。
このように事実上のドル・ペッグ制には、直接投資を呼びこみ、また、金融
の国際化を進め、海外からの借り入れを容易にし、国内の高い設備投資と貿
易の拡大を可能にするというメリットがあったが、この硬直的な通貨制度に
は以下のような弊害があり、それが通貨危機の原因となった。
3 ．通貨のフリーフォール
ドルというひとつの通貨に対して為替レートを固定すると、他の主要貿易
相手国の通貨がドルに対して弱くなった場合、自国通貨が割高になり、国際
競争力が低下する。タイにとっては、当時、日本が最大の貿易相手国であっ
た。1995年にかけて急激な円高ドル安が進むと、日本企業の ASEAN 諸国
への工場移転が加速し、ASEAN から日本への輸出も増大した。しかしその
後、ドルが反転し、ドル高円安の方向に動くと、ドルに連動していたタイ・
バーツは円に対して切り上がり、タイの日本向け輸出品の価格競争力を低下
させた。
以上は、貿易を通じた不均衡要因であるが、次のような金融面の要因がよ
り重要で劇的な通貨のフリーフォール（暴落）を引き起こすことになった。
これは、開発途上国が、固定相場制の下で性急に資本自由化を行うと、外貨
建ての短期借入が急増するというリスクである。固定相場制を取ると、為替
リスクに対する認識が鈍るため、金利が低い外貨建ての借り入れを助長して
しまうからである。
タイでは、1996年にバブルが崩壊し、金融会社の経営破たんが相次いだ。
過大な対外借入と競争力の低下により、すでに経常収支は大幅な赤字であっ
たが、バブルの崩壊をみて、海外資本が流入から流出に転じ、深刻な国際収
支危機に直面した。97年 2 月になって、タイ・バーツに対する切り下げ圧力
が高まった。タイ中央銀行は、固定相場を維持するため、タイ・バーツを買
い支える介入を行った。しかし、外貨準備には限りがある。いずれ外貨準備
が尽きるという予想が広がると、タイ・バーツが切り下がる前にドルに替え
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ておこうとする動きが止まらなくなる。そして、とうとう 7 月 2 日には外貨
準備が底を突き、投機家の予想通り、タイ・バーツは切り下げられた。

Ⅱ アジア通貨基金（AMF）構想
1 ．タイ支援国会合
タイ当局は当初日本に対し支援を要請するも奏功せず、IMF に支援を要
請し 8 月 5 日には IMF プログラムの内容につき基本合意に達した。これを
受け、 8 月11日に東京でタイ支援国会合が開かれた。日本は、IMF と同額
の40億ドルの支援を発表、ASEAN の主要国や韓国、オーストラリア、中国
（後日発表）
、および世銀・アジア開発銀行（ADB）とあわせ、支援総額は
172億ドルに達し、当初 IMF が必要としていた支援額140億ドルを大幅に上
回った。
このタイ支援国会合では、インドネシア、マレーシア等のアジア諸国は、
支援額を発表する際に、これは東アジアの連帯（solidarity）のためである
と力説した。この高揚感の背景には、アメリカが支援を発表できなかったと
いう事情もある。アメリカは、1994年のメキシコ危機の際、当初400億ドル
の支援について議会の承認を求めたが、これを拒絶され、議会承認の必要の
ない為替安定基金（日本の外貨準備に相当）から200億ドルの支援を行っ
た。その結果、議会は議会の承認なしに政府が勝手に支援することを今後禁
止するという議決を行い、当時、米国当局は手を縛られた状態にあった。
2 ．アメリカの反対
タイ支援国会合の高揚感の余勢を借りて、日本の財務省（当時は大蔵省）
では、アジア通貨基金（AMF：Asian Monetary Fund）構想の根回しを開
始した。ASEAN（Association of South-East Asian Nations：東南アジア諸
国連合）諸国や韓国はおおむね賛成したが、オーストラリアは距離を置き、
中国は態度を明確にしなかった。その中で、蚊帳の外に置かれたアメリカは
この構想に強く反対し、関係国へも圧力をかけた。
アジア通貨基金構想の概要は、① IMF を補完する役割を果たす独立した
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常設機関を設置し、②通貨危機を事前に防ぐための域内サーベイランス（政
策監視）機能を持たせ、③通貨危機が発生した場合に、域内各国が IMF を
補完する形で支援を行うというものである。この構想は日本の財務省主導で
推進されたが、アメリカの強い反対で頓挫する。
アメリカの表向きの反対理由は、①地域ファンドができると、アジア以外
の国（欧米諸国）からの支援のインセンティブが弱まる。②地域だけで支援
プログラムを作ると、コンディショナリティー（Conditionality：融資条件）
が緩くなり、モラル・ハザード（moral hazard：規律の喪失）に陥りやす
い。③欧米中心に運営されている IMF の国際的な最後の貸し手としての機
能を損なうというものであった。
3 ．新宮沢構想
アジア通貨基金構想が頓挫した後、日本は、多国間（マルチ）の枠組みで
はなく、二国間（バイ）の支援に重点を移していく。1998年10月に発表され
た「新宮沢構想」であり、アジア諸国の経済回復のための中長期の資金支援
（輸銀融資や円借款）と短期の資金需要が生じた場合の備えという二本柱の
支援スキームであった。さらに、翌年発表された新宮沢構想第二ステージで
は、民間資金活用に重点が置かれ、アジア債券市場の育成を通じ、域外から
の短期資金への依存を減らし、域内貯蓄を域内投資に活用すること等を日本
が支援する方向が示された。これがのちに、ASEAN ＋ 3 財務大臣会合プロ
セスにおいて、アジア債券市場イニシアティブに結びついていくことになる。

Ⅲ チェンマイ・イニシアティブ（CMI）
1 ．CMI の概要
ASEAN ＋ 3 （日中韓）という枠組み自体は、アジア通貨危機勃発直後の
1997年11月に、マレーシアのクアラルンプールで開催された ASEAN 首脳
会合に、日中韓の首脳が招かれたことから始まる。その 2 年後、1999年11月
マニラで開催された第 3 回 ASEAN ＋ 3 首脳会議において、通貨・金融分
野での東アジアにおける自助・支援メカニズムの強化の必要性が合意された
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ことから、地域通貨金融協力は動き出した。これを受けて、2000年 5 月にタ
イ北部のチェンマイで開催された第 2 回 ASEAN ＋ 3 財務大臣会議におい
て、チェンマイ・イニシアティブ（Chiang Mai Initiative：CMI）の枠組み
が合意された。
CMI とは、対外支払いの困難に陥った国に対して、外貨準備を使って短
期的な外貨資金（ドル）の融通を行う二国間の通貨スワップ取極のネットワ
ーク（Bilateral Swap Arrangement：BSA）であり、① ASEAN スワップ
網（ASEAN Swap Arrangement：ASA）の拡大と、② ASEAN 各国と日
中韓それぞれとの二国間通貨スワップ取極のネットワークの構築、という二
つで構成された。
ASEAN スワップ網（ASA）とは、ASEAN 5 カ国の間で米ドルと自国通
貨を交換することにより、緊急時に米ドルを融通し合うメカニズムであり、
1977年に設立され、何回か発動された例もあったが、1997年から98年のアジ
ア通貨危機という資本収支型の危機では、規模が極めて小さいこともあり、
発動されなかった。一方、日中韓と ASEAN 諸国とのスワップ取極の二国
間交渉は順次進み、2003年末までには、ASEAN 5 カ国と日中韓の間で、合
計16本のスワップ取極が結ばれた。
2 ．CMI の特徴
CMI の特徴としては、①二国間の取極であり、スワップ網全体を管理、
意思決定する主体は存在せず、②規模や使用する通貨等についても二国間の
交渉で決められ、③スワップ発動の決定を行うのはあくまで各貸出国である
という 3 点が挙げられる。また、IMF を補完するものという位置づけであ
り、
「借入国が資金融通を受けるには、IMF との間でプログラムにすでに合
意しているか、合意が近いこと」が条件になっており、これを「IMF リン
ク」と呼ぶ。これに対し、マレーシア等は100％の IMF リンクに反対し、ス
ワップ額の一定比率は IMF リンク無しに融通できる仕組みにすることを主
張し、スワップ額の10％は IMF リンクなしに融通できる仕組みになった。
これは、その後、20％に引き上げられた。これを「IMF デリンク」と呼ぶ。
CMI において IMF リンクが必要とされるのは、資金融通にあたり、コン
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ディショナリティーの設定が必要とされるためである。国民の税金を使っ
て、他国に貸出を行う場合、その資金の返済を確保するための仕組みが必要
になる。また、借入国にとっても、危機を克服して、再び成長軌道に戻るた
めには、経済改革が必要になる。これは、借り手のモラルハザード（規律の
喪失）を避けるためにも必要である。つまり、支援プログラムを作成し、適
切なコンディショナリティーを借手国との間でまとめる機関が必要になる。
そのためには、日頃から、地域経済の動向を分析、監視するサーベイランス
が必要になる。
3 ．CMI のマルチ化
CMI はあくまで二国間の取極であるため、発動にあたり機動性に欠ける
という欠点があった。こうした背景から、通貨スワップ発動の際の当局間の
意思決定手続きを共通化し、支援の迅速化・円滑化を図るため、2010年 3
月、チェンマイ・イニシアティブ（CMI）のマルチ化契約（Chiang Mai
Initiative Multilateralization：CMIM）を締結した。これは、図表 1 － 1 の
概念図が示すように、危機の際に、複数の国と交渉しなくてよいように、一
連のスワップを一本の契約に基づいて発動できるようにしたものである。
また、従来、CMI に入っていなかったブルネイ、カンボジア、ラオス、
ミャンマー、ベトナムも加わり、ASEAN ＋ 3 の全13カ国が参加するネット
ワークとなった。さらに、2014年 7 月の CMIM 改訂契約により、総額を
図表 1 － 1

CMI から CMIM へ
CMI［2000 年 5 月］

CMIM［2010 年 3 月］

二国間取り極め
資金供与の約束
A国

B国

A国

B国
一本の
多国間
取り極め

C国
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D国

C国

D国

2400億ドルに拡大し、IMF デリンクの割合を30％に引き上げるという規模
拡大と機能強化が図られた。
4 ．各国の貢献額
現在の各国の貢献額と借入可能額は、図表 1 － 2 のとおりである。表の中
で、
「貢献額」というのは、各国の貸出可能額の上限のことである。また、
「買入乗数」というのは、借入を行う場合、貢献額の何倍まで借りられるか
を表したものである。IMF で言えば、貢献額というのは、出資額（クォー
タ）に当たる。また、IMF から借り入れる場合、IMF から外貨を自国通貨
と交換に買い入れ、外貨を返済する際に、自国通貨を買い戻すという手続き
をとる。その影響で、買入乗数という用語を使っているが、実際には、借入
乗数といった方がわかりやすいだろう。
CMIM では、主として、日中韓が貸出国、ASEAN が借入国に回ること
が想定されており、それに対応して日中の買入乗数が0.5と最低であるのに
対して、ASEAN の中でも後進の 4 カ国の買入乗数が 5 と最大であり、最大
引き出し可能額は、それぞれベトナム100億ドル、カンボジア12億ドル、ミ
ャンマー 6 億ドル、ラオス 3 億ドルとなっている。これは、それぞれ貢献額
の 5 倍にあたる額である。
ここで、各国の貢献割合をみると、日中韓で 8 割、ASEAN10カ国で 2 割
となっている。ASEAN 内では、貢献額の大半を、原加盟 5 カ国で均等に分
担している。さらに、日中韓の 3 者の比率をみると、 2 ： 2 ： 1 となってい
る。日本の貢献割合32％に対して、中国の貢献割合は、香港の3.5％を加え
て、全体で32％、韓国16％となっている。
5 ．日中の貢献割合
日中の貢献割合をどうするかというのは、交渉の重要なポイントになり、
日中二国間でハイレベルの交渉が行われた。中国側は、交渉の最終段階で、
中国経済の急速な発展を踏まえ、日中の貢献割合を同額とすることを、日本
側に提案した。これに対して、日本側は、貢献割合の決定にあたっては、日
本がそれまで、アジアの地域金融協力と CMI に果たしてきた主導的な役割
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図表 1 － 2

CMIM 貢献額、買入乗数、引出可能総額、投票権率
貢献割合

（億ドル）

（％）

日中韓

1,920.0

日本

768.0

買入乗数

貢献額

引出可
投票券合計
能総額
（億ドル）基本票 貢献
額票

80.00

投票率
（％）

1,173.0 9.60 192.00 201.60 71.59

32.00 0.5

香港を
684.0
28.50 0.5
中
除く中国 768.0
32.00
国
香港
84.0
3.50 2.5

342.0 3.20 68.40 71.60 25.43
63.0 0.00

8.40

8.40

2.98

韓国

384.0

16.00

ASEAN

480.0

20.00

インドネシア

91.04

3.793 2.5

227.6 3.20 9.104 12.304 4.369

タイ

91.04

3.793 2.5

227.6 3.20 9.104 12.304 4.369

マレーシア

91.04

3.793 2.5

227.6 3.20 9.104 12.304 4.369

シンガポール

91.04

3.793 2.5

227.6 3.20 9.104 12.304 4.369

フィリピン

91.04

3.793 2.5

227.6 3.20 9.104 12.304 4.369

20.0

0.833

5

100.0 3.20

2.00

5.20 1.847

カンボジア

2.4

0.100

5

12.0 3.20

0.24

3.44 1.222

ミヤンマー

1.2

0.050

5

6.0 3.20

0.12

3.32 1.179

ブルネイ

0.6

0.025

5

3.0 3.20

0.06

3.26 1.158

ラオス

0.6

0.025

5

3.0 3.20

0.06

3.26 1.158

合計

2,400.0

100.00

ベトナム

1

384.0 3.20 76.80 80.00 28.41

384.0 3.20 38.40 41.60 14.77
1,262.0 32.00 48.000 80.00 28.41

2,435.0 41.60 281.60 281.60 100.00

（出所）財務省ホームページ「アジアにおける地域金融協力・二国間支援」

を考慮すべきと主張した。結局、温家宝首相と麻生首相のトップ会談によ
り、日中同額とすることで折り合った。CMIM が締結された2010年は、中
国の GDP が日本の GDP を抜いた節目の年であった。その後も、中国は高
成長を持続していることから、今では、中国の経済規模は日本の経済規模を
大きく上回るようになっている。
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Ⅳ アジア債券市場イニシアティブ（ABMI）
1 ．債券市場の育成
アジア債券市場イニシアティブ（Asian Bond Market Initiative：ABMI）
は、アジア通貨危機の経験を踏まえ、効率的で流動性の高い債券市場を育成
することにより、アジアにおける貯蓄をアジアに対する投資へと活用できる
ようにすることを目的として、2003年の第 6 回 ASEAN ＋ 3 財務大臣会議
で合意された。アジア通貨危機は資本収支型の通貨危機であった。タイ、イ
ンドネシア、韓国など、当時、高成長を続けていた東アジアの新興市場国で
は、旺盛な投資需要をまかなうため、外貨建てで短期資金を借入れ、これを
自国通貨建ての長期投資に回していた。いわゆる、通貨と期間のダブルミス
マッチである。短期の外貨建てでしか、借入れられないのは、国内の債券市
場が未発達であったためである。そのため、ABMI によって、国内の債券
市場の育成が図られたのである。
これまでの主な取り組みとしては、まず、発行については、①日韓両国政
府の協力の下、国際的な債券担保証券（CBO）の発行、②タイ、マレーシ
ア、インドネシアにおいて、国際協力銀行（JBIC）や日本貿易保険（NEXI）
による信用補完を通じて、日系現地合弁企業が起債、③マレーシア、タイ、
中国、フィリピンにおいて、JBIC、世界銀行、アジア開発銀行（ADB）、国
際金融公社（IFC）が、現地通貨建て債券を発行した例が挙げられる。
なお、アジア開発銀行（Asian Development Bank：ADB）では、ウェブ
上に、
「アジア・ボンド・オンライン（Asian Bonds Online）」を設け、債券
市場や ABMI の進展に関する情報をタイムリーに発信している。これは、
市場関係者、政策担当者、研究者から、アジアの債券市場の動きを知る上
で、大変役に立つという高い評価を受けている。
2 ．クロスボーダー債券取引
また、2010年 9 月には、ASEAN ＋ 3 債券市場フォーラム（ASEAN ＋ 3
Bond Market Forum：ＡＢＭＦ）が設置された。これは、① ASEAN ＋ 3
域内のクロスボーダー債券取引を促進することを目的として、クロスボーダ
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ー債券取引に係る市場慣行の標準化や、規制の調和を図るために設置した官
民一体のフォーラムであり、②各国の規制および取引慣行に関する調査を行
い、2012年 4 月に、
「ASEAN ＋ 3 債券市場ガイドライン」を策定した。さ
らに、域内のプロ投資家向け債券市場への上場プロセスの共通化を目的に、
ASEAN ＋ 3 債 券共通発行フレームワーク（
（ASEAN+ 3 Multi-Currency
Bond Issuance Framework：AMBIF）を推進し、2015年 9 月には、ABMIF
に基づくパイロット債を発行した。
3 ．信用補完
最後に、忘れてはならない重要な点として、信用補完の問題に触れる。こ
れは、国際市場で日の浅いアジアの現地通貨建て債券の発行を促進するため
には、信用補完が重要になるからである。そのため、マニラのアジア開発銀
行（ADB）本部ビルの中に、2010年11月、信用保証・投資ファシリティー
（Credit Guarantee and Investment Facility：CGIF）が、ASEAN ＋ 3 のす
べての加盟国とアジア開発銀行（ADB）による総額 7 億ドルの出資を受け
て設立され、その保証可能額は17億 5 千万ドルでスタートした。これは、域
内の企業が発行する社債に保証を供与することにより、現地通貨建て債券の
発行を支援し、域内債券市場の育成に貢献することを目的とした信託基金で
ある。2013年 4 月に一号案件の保証を実施して以降、順調に保証残高を増や
している。そして2017年12月、CGIF は12億ドルに増資され、保証可能額も
30億ドル以上に拡大された。

Ⅴ ASEAN ＋ 3 マクロ経済リサーチオフィス（AMRO）
ASEAN ＋ 3 マクロ経済リサーチオフィス（ASEAN ＋ 3 Macroeconomic
Research Office：AMRO）は、地域の金融協力機構として、通貨危機の際
に外貨準備を相互に提供しあう、ASEAN と日本、中国、韓国によるマルチ
化された通貨スワップ網、マルチ・チェンマイ・イニシアティブ（Chiang
Mai Initiative Multilateralization：CMIM）のサーベイランス（政策監視）
ユニットである。その役割は、IMF だけに頼らず、アジア地域独自の相互
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監視プロセスを作り、市場にも信頼感を与えることである。
AMRO は、2011年 4 月にシンガポール法人として設立され、2016年 2 月
に国際機関化した。
（AMRO のホームページは、http://www.amro-asia.
org）
。現在、加盟国の財政金融上のリスクの早期警戒監視機能を果たせるよ
うに、エコノミストの採用を進めている。アジア通貨危機の際、IMF の処
方箋が、ワシントンコンセンサスに基づいた紋切り型のもので、アジアの実
態を十分反映していないとの批判が、アジアの当局者から沸き起こった。そ
うした背景から、AMRO では東アジア地域に根ざした国際機関として、ア
ジアの政策当局との連絡を密にして、アジアの経済政策の診断において、い
わばセカンド・オピニオンを提供することを目指している。
AMRO では、政策監視に加えて、① CMIM の事務局支援の機能と、②国
際収支分野を中心とした技術支援の機能を果たすべく、加盟国の支援を受け
ながら、体制整備を進めている。また、グローバルな国際金融のセーフティ
ーネットであるＩＭＦを、アジア地域において補完する地域金融協力機構と
して、AMRO は IMF との協力も進めている。

第

3節

アジア金融経済協力の行方と今後の課題
Ⅰ 地域主義のモメンタムの低下
2008年のグローバル金融危機以降、アジアの地域金融協力をめぐる議論の
後景化が見られる。その要因としては、①ユーロ危機や TPP の頓挫に見ら
れるように地域主義の世界的な後退、②従来の輸出主導型の開発戦略である
“East Asian Miracle Model”（1993年の世銀レポート East Asian Miracle 参
照）の限界、③ソフトカレンシーとしてのアジア諸国通貨の限界の 3 点が挙
げられる。
①については、ユーロ圏のように、通貨を統一し、域内の国際資本移動を
自由化すると、域内の国際収支不均衡が拡大し、危機が起こりやすくなり、
また、危機の伝播も迅速かつ深刻になることがわかったことから、アジア共
第1章

アジアの金融経済協力 23

通通貨の議論が下火になったことが大きい。
②については、アメリカの大幅な経常収支赤字が、東アジアの大幅な経常
収支黒字を吸収するという、いわゆるグローバル不均衡が、グローバル金融
危機によって、修正を迫られたという背景がある。アメリカにおいて、信用
度の低い借手向けの住宅ローンであるサブプライム・ローンのバブル崩壊に
よって、2007年夏以降、世界的に金融市場が動揺し、2008年 9 月のリーマン
ショックによって、グローバル金融危機が起こると、アメリカでは家計のバ
ランスシートが悪化した。そのため、それを修復するために、住宅投資や消
費が低下し、貯蓄率が上昇した。これにより、アメリカの経常収支赤字が縮
小した。そのため、東アジアではそれまでのように需要を、アメリカへの輸
出に頼ることができなくなったため、政策の重点が外需から内需にシフトし
た。
③については、ほとんどのアジア通貨の使用範囲・規模は限定的であると
いう事情が挙げられる。域内の主要なハードカレンシーである日本円につい
ては、1980年代以降、円の国際化が政策的に進められた。財務省でも外国為
替等審議会などで盛んに議論され、非居住者の使い勝手を改善するために、
国債取引にかかる源泉徴収に関する税制改革などの措置が取られた。しか
し、円の国際化は思ったほどには進まなかった。これは、ひとつには、その
時期、日本が一貫して経常黒字国であったため、円が外国の居住者の手に渡
らなかったという事情がある。これが、アメリカのドルとの大きな違いであ
る。

Ⅱ 人民元の国際化
1 ．SDR の構成通貨採用
人民元の国際化の関連では、2009年 3 月に、中国人民銀行の周小川総裁
が、
「国際通貨改革に関する考察」という論文の中で、ドルの代わりに IMF
の SDR を準備通貨にすべきと表明し、世界の注目を浴びた。SDR（Special
Drawing Rights：特別引出権）とは、既存の準備資産（金およびドル等）
を補充する必要が生じたとき、これに応ずるために IMF によって創出さ
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れ、加盟国に配分される準備資産である。SDR は通貨そのものではなく、
IMF 加盟国等の公的主体に保有が限定された「通貨提供請求権」であり、
民間の取引において使用されることはない。論文では、国際通貨をドルだけ
に頼ると、米国の放漫財政や過度の金融緩和によってインフレになった場
合、ドルの価値が下落し世界的にインフレになってしまうという問題点が指
摘された。そのため、複数の国際通貨の並立が望ましいという主張であり、
人民元を SDR を構成する通貨バスケットに入れるという狙いがあった。
SDR の構成通貨になることは、国際取引に自由に使える国際通貨として、
IMF のお墨付きを得ることを意味する。人民元については、国際資本取引
に制限を課していることから、この自由利用可能通貨にあたるかどうかが議
論になった。こうした背景のなか、2011年 3 月に G20の金融担当相や中央銀
行総裁が参加する国際通貨体制に関するハイレベルセミナーが南京市で開催
された。そこで、アメリカのガイトナー財務長官は、「SDR の構成通貨の変
更を支持する」と述べた一方、
「為替相場の弾力性、中央銀行の独立性、資
本の自由な移動が条件だ」と中国にいっそうの改革を求めた。
また、中国の経済力の拡大が、IMF の出資（クォータ）シェアの見直し
に十分に反映されていないというガバナンスの問題を抱える IMF では、ラ
ガルド IMF 専務理事が、中国の IMF への協力を得るため、人民元の SDR
構成通貨への採用に前向きの姿勢を示した。こうして、IMF 理事会は2015
年11月に SDR バスケットの通貨構成の変更に合意し 、IMF は2016年10月
1 日付けで、中国の人民元を、これまでの 4 主要通貨―米ドル、ユーロ、日
本円及びスターリングポンド―に加えて 5 番目の通貨として SDR 通貨バス
ケット（構成通貨）に採用した。
その背景について IMF はウエブ上で、シダート・ティワリ IMF 戦略政策
審査局長がインタビューに答える形で、
「RMB の採用は、中国経済を国際
金融制度に組み込む重要な一里塚だと言えます。RMB を自由利用可能通貨
だとする IMF の判断は、国際貿易において中国の役割が拡大し、国際的な
RMB の利用や取引が著しく増加したことを反映するものです。また、中国
の通貨制度、為替制度、金融システムにおいて改革の進展がみられたことに
加え、金融市場の自由化、統合、インフラの改善においても進展がみられま
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す。RMB が SDR バスケットに採用されたことで、既に国際的に利用や取
引が増加している RMB を一段と支えることになると我々は予想していま
す。
」と述べている2。
2 ．人民元国際化の伸び悩み
人民元については、SDR バスケットに採用されたのち、むしろ改革の動き
が後退している。これは、アメリカが量的金融緩和を解除し、徐々に、金融
政策の正常化を進めるなかで、中国からの資本流出が進んだためである。こ
れに対し、中国は人民元を支えるため、為替介入を進めたが、それにより、
外貨準備が減少したため、資本流出規制を強化することになった。こうした
なか、2015年 8 月に中国が人民元の切り下げを行うと、世界的に株価が下落
し、日本でも株安と円高に見舞われた（人民元ショック）
。人民元の先安感
が広がるにつれ、人民元の国際化にもブレーキがかかっている。一方で、中
長期的には中国経済の成長により、人民元の国際化が進んでいくと考えられ
ることから、ロンドンなど世界の主な金融センターでは、クリアリングバン
クを設置して、人民元の直取引を行うといった、人民元ビジネスを誘致する
競争が見られている。
円と人民元の国際化の程度と最近の伸び悩みを示す一つの指標としては、
図表 1 － 3 、図表 1 － 4 をそれぞれ参照。

Ⅲ 「一帯一路」構想
1．
「一帯一路」の概要
「一帯一路」構想は、2013年に中国の習金平国家主席が提唱したもので、
中国と中央アジア、南アジア、東南アジア、中東、欧州とを陸路（一帯）と
海路（一路）でつなげて、一大経済圏を構築しようとする壮大な構想であ
る。当時、アメリカのオバマ政権がアジアへの転回（ピボット）政策の下、
TPP を推進するなか、これに加わることができない中国が、アメリカとの
2
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http://www.imf.org/ja/News/Articles/2016/09/29/AM16-NA093016IMF-AddsChinese-Renminbi-to-Special -Drawing-Rights-Basket

図表 1 － 3  外国銀行の円建て債務
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（出所）Angrick and Nakabayashi（2017）
図表 1 － 4  オフショア人民元
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（出所）Angrick and Nakabayashi（2017）
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正面衝突を避けて、西方に活路を求めたという見方もできる。「一帯一路」
構想がカバーする沿線国は64カ国に上るといわれ、中国とあわせた計65カ国
で人口46億人（世界の61％）
、GDP23兆米ドル（世界の31％）と広大な経済
圏が生まれる可能性がある3。
「一帯一路」構想は、中国と沿線国との金融協力を掲げており、これは人
民元の国際化の進展を含んでいる。
「一帯一路」の建設が進めば、おのずと
人民元の国際化が進む可能性がある、ただし、人民元の国際化が進むにつ
れ、沿線諸国のリスクモニタリングがより必要になる4。
2 ．AIIB の融資
AIIB（Asian Infrastructure Investment Bank：アジアインフラ投資銀行）
は、2016年 1 月16日に業務を開始して以来、昨年末までに12カ国・ 1 地域の
24のプロジェクトに対して、43.2億ドルの投融資を承認している。AIIB は
84カ国を加盟国（ADB は67カ国）として承認済み（2017年末）であり、そ
のうち正式メンバーは61カ国、加盟予定国は23カ国となっている。AIIB の
主要出資国の投票権シェアについては、図表 1 － 5 参照5。
AIIB は こ れ ま で の と こ ろ、 既 存 の 国 際 開 発 金 融 機 関（ 世 銀、ADB、
EBRD（欧州復興開発銀行）等）と協調してインフラプロジェクトへの融資
を行っており、質の高いプロジェクト（環境・社会的な基準）を推進してい
るように見える。また、プロジェクトの文書のなかでは、とくに「一帯一
路」構想に明示的にリンクさせてはいない。ただし、具体的なプロジェクト
の完成、とくに単独プロジェクトに注目していく必要がある。
3 ．今後の課題
AIIB の今後の課題としては、①既存の国際開発金融機関（Multilateral
Development Banks：MDBs）との協調の維持・強化、②ガバナンスと意思
3

国立研究開発社会法人・科学技術振興機構（JST）・中国総合研究交流センター『中
国「一帯一路」構想および交通インフラ計画について』2016年
4 張礼卿・楊暁竜「『一帯一路』構想と人民元の国際化」、JST（2016年）50-59項
5 協定28条には、重要事項の決定については、総務会において投票権の75％以上の賛
成が必要とされており、中国は現行の投票権シェア27％で拒否権を有している。
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図表 1 － 5

AIIB の投票権シェア上位10カ国（2017年12月19日現在）

順位

国

投票権シェア

区

分

1

中国

26.9266%

域内

2

インド

7.7456%

域内

3

ロシア

6.1053%

域内

4

ドイツ

4.2672%

域外

5

韓国

3.5994%

域内

6

オーストラリア

3.5569%

域内

7

フランス

3.2742%

域外

8

インドネシア

3.2608%

域内

9

英国

2.9867%

域外

10

トルコ

2.5883%

域内

（出所）AIIB ホームページ

決定方式5、融資政策と基準などについて、高い基準の維持、③他のステー
クホールダーとの対話・協調の強化、④クロスボーダーのインフラプロジェ
クトに関するコンセンサス作り6の 4 点が挙げられる。
日本政府は、AIIB のガバナンスの整備やその融資政策が借入国の債務持
続可能性に悪影響を与えないかどうかを見極めるため、加盟に慎重な姿勢を
続けている。一方、安部首相は近年、
「一帯一路」構想に対して前向きの発
言を行っている。昨年 5 月、北京で開催された「一帯一路」国際フォーラム
に二階自民党幹事長を団長とする代表団を派遣した。また、2018年は、日中
平和友好条約調印40周年にあたる。
こうしたなか、 4 月中旬には、 ８ 年ぶりに閣僚レベルで日中ハイレベル経
済対話が開催され、安倍首相が提唱する「自由で開かれたインド太平洋戦
略」
、中国提唱の現代版シルクロード経済圏構想「一帯一路」についても意
見交換が行われた。また、トランプ政権が中国を対象として、貿易戦争を仕
6

ADB ではマニラの本部内に加盟各国を代表する理事が常駐し、本国とあいだで調整
を行っている。これに対し AIIB においては、各理事は、出身国の首都におり、理事会
が開催されるときのみ、北京に出張する形を取っている。
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掛けるなか、中国は急速に対日融和姿勢を強めており、 ５ 月 ９ 日に行われた
李克強首相と安部首相との日中首脳会談では、①日本に対して2000億元の
「人民元適格外国投資家」枠の付与や、②日中双方による、人民元クリアリ
ング銀行の設置、円－元の通貨スワップ協定のための作業の早期完了、③日
本の証券会社の中国市場参入促進等に関して合意した。

第

4節

アジア太平洋地域の通商秩序と
メガ FTA の行方
Ⅰ アジア太平洋地域の経済統合（貿易投資面）と通商秩序
アジアでは、グローバル・サプライチェーンが着実に形成されており、こ
れにより、部品貿易が拡大し、域内貿易の比重が一貫して上昇している（図
表1－6）
。また、これは、直接投資が、域内で行われる傾向を強めている
（図表 1 － 7 ）
。このように、アジアでは貿易・投資の面で地域経済統合が進
図表 1 － 6  ASEAN ＋ ３ 地域（香港を除く）の域内貿易及び北米（アメリカ、
カナダ）との貿易
40
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（出所）Angrick and Nakabayashi（2017）
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図表 1 － 7  ASEAN ＋ 3 地域（香港を除く）の海外直接投資（Foreign Direct
Investment：FDI）額

％ of total FDI stock
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（出所）Angrick and Nakabayashi（2017）

んでいる。これは、アジアの特徴であり、ヨーロッパの場合は政治主導で統
合が進んだのに対し、市場主導の統合という特徴を見せている。ヨーロッパ
においては、欧州委員会という官僚機構が制度作りを推進してきたのに対
し、アジアにおいては、東南アジア10カ国の連合体である ASEAN におい
ても事務局は小規模であり、意思決定方式も全員一致のコンセンサス重視で
ゆっくりと進んできた。
アジアの地域経済統合に関連した制度作りの面で注目すべきなのは、メガ
FTA（広域自由貿易地域）の動向である。つまり、アジアの今後の通商秩
序作りをリードするのは、TPP なのかそれとも RCEP なのかということで
ある。TPP（Trans-Pacific Partnership：環太平洋経済連携協定）は、日
本、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、オーストラリア、ニ
ュージーランドのアジア太平洋諸国とアメリカ、カナダ、メキシコ、ペル
ー、チリの太平洋に面する北米および中南米諸国の計12カ国で交渉が進めら
れてきた。しかし、トランプ政権が誕生直後に TPP からの離脱を表明した。
一方、RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership の略、ア
ールセップ：東アジア地域包括的経済連携）は、日本、中国、韓国、イン
ド、オーストラリア、ニュージーランドの 6 カ国が ASEAN と持つ 5 つの
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FTA（自由貿易協定）を束ねる広域的な包括的経済連携構想であり、2011
年11月に ASEAN が提唱したものである。その後、16カ国による議論を経
て、2012年11月の ASEAN 首脳会合において正式に交渉が立上げられた。

Ⅱ トランプ政権が揺るがすアジアの通商秩序
トランプ政権の誕生以来、アメリカの二国間主義により、アジアの通商秩
序が揺らいでいる。トランプ政権は、WTO（World Trade Organization：
世界貿易機関）の多国間ルールよりも米国の国家主権を優先しており、不公
正な貿易慣行に対しては、米通商法301条、アンチダンピング税や相殺関税
などの貿易救済措置を厳格に適用するとしている。また、公正かつ互恵主義
に基づく貿易を実現するため、可能なすべてのレバレッジを使用するととも
に、貿易協定のアプローチを見直し、多国間よりも二国間の交渉を重視する
としている7。
このように、トランプ政権は TPP の代わりに、アメリカをハブとする二
国間 FTA 網を構築する考えである。しかし、これはメガ FTA 時代の潮流
に逆行する動きである。二国間 FTA が乱立すると、企業のグローバルなサ
プライチェーンが分断される。また、知的財産権や国有企業など質の高いル
ール作りを目指してきたアメリカのリーダーシップの後退と中国の台頭を招
いてしまう。
APEC（Asia-Pacific Economic Cooperation：アジア太平洋経済協力）は
将来的に「アジア太平洋自由貿易圏」
（FTAAP：Free Trade Area of AsiaPacific）の実現を目指しているが、これには、TPP ルートと RCEP ルート
の二通りのルートがある。日本は、対中戦略の一環としても、TPP ルート
を重視している。これに対して、TPP 頓挫を好機と見た中国は、RCEP ル
ートを主張し、FTAAP 実現を主導する構えである。TPP11が発効し、将来
的にアメリカが TPP に復帰すれば、TPP ルートが復活することになる。

7 「2017年 USTR 通商政策課題」
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Ⅲ 日本の通商戦略
こうしたなか、日本は、① TPP11、②日 EU・EPA、③ RCEP、④日米
経済対話の ４ つの交渉をセットにして、同時進行させる「 4 方面作戦」を取
っている。日 EU・EPA、TPP11、RCEP の発効によって、アジア太平洋地
域の通商から締め出されるとアメリカを焦らせる一方、日米経済対話を利用
して、アメリカに TPP 復帰を促す作戦である。2018年に入って、 1 月のダ
ボス会議で、トランプ大統領は、再交渉の上、TPP への復帰を示唆した。
また、 4 月に、同じく、TPP の再交渉を USTR に指示するとの発言を行っ
た。これは秋の中間選挙を控え、日本への食肉輸出促進によって農業票を確
保することを狙った発言と解釈されている。
この「 4 方面作戦」の現状を見ると、① TPP11については、アメリカの
要求で盛り込まれた２０項目を凍結することで、大筋合意（2017年11月）し、
アメリカが復帰すれば凍結解除するという前提で、2018年 3 月にチリでアメ
リカを除く11カ国が署名を行った。②日 EU・EPA については、大筋合意
後積み残しとなった ISDS（Investor-State Dispute Settlement：投資紛争解
決）条項を協定から分離することで決着（2017年12月）している。③ RCEP
につては、質の低いレベルで協定の早期合意を優先したい中国に対して、日
本は TPP11を梃子に、レベルの高い RCEP を志向している。④日米経済対
話については、貿易投資、マクロ経済、分野別協力の ３ 分野だが、ＴＰＰと
日米 FTA を巡り日米の思惑はすれ違っている。
今後想定されるシナリオとリスクであるが、日本としては、日 EU・EPA
と TPP11の早期署名と発効を目指すとともに、RCEP と日米経済対話で首
尾よく成果を挙げることが当面の課題である。しかし、TPP11の発効につい
ては、NAFTA（North American Free Trade Agreement：北米自由貿易
協定）再交渉を最優先するカナダが懸念材料になっている。アメリカは、米
韓 FTA の見直しについて、北朝鮮情勢が緊迫するなか、安全保障カードも
使って、韓国の譲歩を引き出し、通貨安誘導を禁じる為替条項を盛り込むこ
とに成功したと一方的に発表した（2018年 4 月）。また、日本に対しても、
トランプ大統領は、貿易赤字の削減について目に見える成果を求めて圧力を
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強める発言をしている。2018年 4 月中旬の日米首脳会談等では、日本側がア
メリカの TPP への復帰を求める一方、米国側は二国間 FTA を選好すると
いう立場を鮮明にした。今後、二国間貿易について、アメリカによる保護主
義的な措置の発動を回避することができるのか、また、日米 FTA 交渉より
もアメリカの TPP 復帰への道筋を優先できるのか正念場に差し掛かってい
る。
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