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１．報告要旨 
 サブプライムローン問題が深刻化してアメリカ経済の減速が一段と鮮明になるなか、

ドルの実効為替レートは史上 も低い水準となっている。一方で、世界的な原油高と資源

価格高騰のなかでインフレが高進するなか、経済減速の兆候が見られる欧州では、通貨ユ

ーロは強含みで推移している。世界的にドルからユーロに運用通貨がシフトしユーロ高が

顕著となるなかで、戦後一貫して続いてきたドル一極体制が今後どのように変貌していく

のかに多くの関心が集まっている。 
 一方成長著しいエマージング諸国（国際金融市場にアクセスする潜在成長力の高い途上

国）に目を転じると、先進諸国の通貨制度はほとんどがフロート制であるのに対し、エマ

ージング諸国では、10 年余り前に通貨危機を経験した多くの国が変動相場制に移行した。

一方中国、ベトナム、旧東欧諸国など、未だに硬直的な通貨制度を採用しているエマージ

ング諸国では、過剰流動性の問題が表面化している。小国の途上国はドル化やアフリカ通

貨同盟など固定相場制を志向しており、アラブ諸国ではドルリンクが続いている。 
本報告では、国際通貨制度の現状を把握した上で、エマージング諸国の通貨制度がどの

ように変貌したか、また、アジアのエマージング諸国がどのような為替レジームになるか

の二つのトピックについて検討することとしたい。 
 
２．IMF の分類と固定相場制・変動相場制 
IMF の分類は加盟国の自己申告制であったが、固定相場制とされている国でも頻繁に平

価が変更されたり、変動相場制でも実際には巨額の市場介入がなされていたなど、公式の

為替レジーム（de jure）と現実のレジーム(de facto)とには大きな乖離があった。公式の通

貨制度が現実の通貨制度を反映していないこと、またユーロが導入されたこともあり、99
年に IMF は分類方法を大きく変更した。申告ベースではなく IMF スタッフが査定する de 
facto 基準が導入され、現在では金融政策との組合せを示したマトリックスが公表されてい

る（図表１）。 
マンデル＝フレミング理論からも明らかなように、変動相場制では金融政策の自律性が確

保できる。インフレショック、交易条件ショックなどの実物ショックが起きた場合でも、

変動相場制では実物ショックからの隔離が容易である。一方固定相場制では、投資と貿易

が促進されるものの、為替相場調整や金融政策などの政策オプションが欠如している。こ

のため実物ショックに対しては物価調整が必要となり、短期で物価が硬直的（rigidity）で

あると失業が増大するリスクがある。 



すなわち、国際資本移動が自由な開放経済下では、外需、インフレ、交易条件などの実物

ショックを調整するには変動相場制が望ましく、逆に貨幣需要の変化など貨幣的（名目的）

ショックの場合には固定相場制が望ましいということになる。インフレが常時起きている

国では、変動相場制だと通貨への信認が急激に低下し実物経済に悪影響を与える懸念があ

るので、金融政策に箍（たが）をはめる固定相場制が適していることになる。 
図表　IMFの分類による為替レジーム(2005年12月末現在）

金融政策
為替レートアンカー マネーサプライ インフレーションIMFプログラム等その他

ターゲット ターゲット

ドル化および通貨同盟(with no separate legal tender)(41) ドル化（９） EU(12)

東カリブ通貨同盟(6)

通 西アフリカ通貨同盟（8）

貨 中央アフリカ通貨同盟（6)

制 カレンシー・ボードCurrency Board)(7) エストニア等(７)

度 その他固定相場制(Other conventional fixed peg arrangements)(45)
　　　　　　　　　　　　単一通貨ペッグ(40) マレーシア、UAE等 中国 パキスタン

　　　　　　　　　　　　通貨パスケットペッグ(5) モロッコ等(5)

バンド（within horizontal bands)(6)
　　　　　　　　　　　　単一通貨(4) デンマーク等ERMⅡ(4)

　　　　　　　　　　　　バスケット等(2) ハンガリー等(2) ハンガリー等

クローリングペッグ(Crawling pegs)　(5) ボリビア等（5）

クローリングバンド(Crawling bands)  (0)
管理フロート(managed floating)(53) アルゼンチン等(26)タイ等(6) ﾙﾜﾝﾀﾞ等(6) インド等(17)

自由フロート(independent floating)(30) ウルグアイ等(6) イギリス等(16) ﾀﾝｻﾞﾆｱ等(2) 日本、アメリカ等(6)
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途上国およびエマージング諸国の通貨制度－Fear of Floating－ 

途上国については以下の理由から固定相場制を志向する傾向が強い。第一に、開放度の

高い小国経済では、為替変動が価格、賃金など実物経済に大きな影響を与えること。第二

に、金融政策と財政政策の規律付けが非常に弱いため（とりわけ元中央計画型経済システ

ムで顕著）、マネタイズ（中央銀行が財政赤字をファイナンス）する傾向が見られること。

第三に、銀行のリスク管理が弱いこと、第四に金融資本市場が成熟しておらず不胎化が難

しいこと、第五に先物市場が存在しないなど為替リスクのヘッジコストが高いこと、など

である。 
そもそも途上国は、高インフレ、財政政策の規律欠如、脆弱な金融システムなどを背景

に自国通貨で外国から借入れができないという「原罪(original sin)」がある（Eichengreen 
and Hausmann,1999）。自国通貨の信認が低くドル化比率（外貨建て債権・債務比率）の

高い国では、通貨の下落は各経済主体のバランスシート問題を惹起する。したがって、こ

れら途上国については、信認（credibility）を確保するため固定相場制が望ましい。途上国

はこのように固定相場制度を選択する傾向が強くみられるが、これは「fear of floating1」

と呼ばれる現象である。CFAフラン諸国、パナマやカンボジア等ドル化諸国など対外的に

開放的かつ大国との関係が深い小国（国民所得が 50 億ドル以下）では、基軸通貨にハード

ペッグする傾向が強い。 
一方エマージング諸国通貨は、変動相場制とインフレターゲット等規律ある金融政策の

組合せを志向する傾向にある。外国資本が還流するなか硬直的な為替制度を採っている中

                                                  
1 Reinhart and Calvo(2000), “Fear of Floating”, Quarterly Journal of Economics, Vol. CXVII No. 2, May 
2002, 379-408.。何か外生的なショックがあった場合でも、為替レートの安定というものが優先的な目標に

なって、金利変動あるいは外貨準備のボラティリティの方が高くなることを実証研究で明かにした。 



国、ベトナム、ユーロリンクの拡大 EU 諸国では、資本流入に伴い通貨が増価し、自国通

貨売り、外貨買いの為替介入が行われている。この結果外貨準備の急増とともに、過剰流

動性が発生している。エマージング諸国では資金市場が成熟していないこと、短期証券が

不足していること、および金利自由化が進んでいないことから不胎化政策が効かないなど

金融政策が未熟である。結果として株価や不動産価格が急騰し、バブル経済化のもとでイ

ンフレが高進し銀行の抱えるリスクが増大している。旧東欧諸国では内需拡大のもとで経

常収支が急速に悪化している。このように、エマージング諸国で硬直的な為替制度を採用

することは、景気過熱リスクを高め、危機を未然に防ぐには、より柔軟な為替レジームを

採用し、また金融システムを強化することが必要である。 
３．アジアの為替レジームの実証研究 
 アジア通貨制度のドル連動の検証については、Frankel and Wei(1994)の手法をもとに、

アジア主要通貨がドル、円、ユーロに連動しているかを、媒介通貨を使って日次データで

行った回帰分析があるが（Kawai2002, Fukuda2002, Ogawa2001 など）、本報告では、Ho 
et al.(2005)の手法をもとに弾性値を推計した（日次データで回帰分析）。円、ユーロ、人民

元 NDF、人民元との連動性を検証し、中国元為替レジーム変更前と、変更後について、ど

のような変化が生じたかを推計した。 
実証分析結果から、アジア通貨が中国元為替レジーム変更後、人民元 NDF および人民元

との連動性が高まったことを確認した。人民元は未だ国際通貨として機能していないこと

に鑑みると、推計結果は、アジア通貨当局が政策的に自国通貨を人民元に連動させている

のではなく、「市場の力」がアジア通貨の連動を促したことを示唆している。そこで、アジ

ア通貨と市場のボラティリティに関する実証分析を行った。Cairns et al.(2006)の分析手法

を用いて、人民元の為替レジーム変更前と変更後に分けて回帰分析を行ったところ

（volatility 指数として VIX と composite index を使用）、中国の為替レジーム変更後にこ

の傾向が強まったことが確認できた。エマージング諸国通貨は国際資本移動に影響を受け

易いが、実証分析結果によれば、アジア・エマージング通貨についても同様の傾向がある

ことが確かめられた。なかでも、インドネシア、フィリピンなどの高金利通貨にこの傾向

が強いことが検証された。 
 これらの実証結果は、現在議論されている、アジア通貨統合やバスケット通貨にも示唆

を与えるものと考えられる。ユーロをモデルとした共通通貨を目指すアジア通貨統合は合

理的選択ではなく、むしろ「ゆるやかな実効為替レートリンク」である現状の方が合理的

であると考えられる。アジア高金利通貨が市場のボラティリティへの感応度が高い現状に

鑑みれば、目指すべきものは、インフレターゲットなどを中心とした各国の安定した金融

政策枠組みの整備やサーベイランスの強化であると考えるべきであろう。 
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